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要旨：本研究では，圧縮強度で 100N/mm2 程度を有するひずみ硬化型セメント系材料の収縮低減策を検討す

る目的で，自己収縮試験および乾燥収縮試験を実施した。また，リング型拘束収縮試験を実施し，ひび割れ

の発生状況と収縮ひずみの関係を整理した。その結果，収縮低減剤（収縮低減型高性能減水剤を含む）によ

る収縮低減効果が確認され，また，収縮低減剤の添加率が大きいほどその効果は増大することが確認された。

加えて，発生するひび割れの本数は自己収縮ひずみと乾燥収縮ひずみの合計値と相関があり，収縮ひずみを

400～600μ程度以下に抑えることでひび割れの発生を抑制できることがわかった。 
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1. はじめに 

引張応力下でひび割れが発生した後も応力が増加す

るひずみ硬化型セメント複合材料は，高い靱性能および

物質移動抵抗性を活用した構造物利用が期待されており，

補修・補強材料として利用が進んできている例えば 1),2)。ひ

ずみ硬化型セメント複合材料の一種である超高強度ひず

み硬化型セメント系材料（以下，UHP-SHCC: Ultra High 

Performance-Strain Hardening Cementitious Composites）3)

は，水結合材比が 0.20 程度で，かつシリカフュームの混

和によってマトリックスを緻密化させており，圧縮強度

で 100N/mm2 程度を示す材料である。また，高強度ポリ

エチレン短繊維（直径 0.012mm，長さ 6mm）を 1.5vol.%

程度混入することによって，ひび割れ分散性と引張ひず

み硬化性を付与させている。さらに，緻密な材料である

ため劣化因子（塩化物イオン，酸素，水等）の侵入抵抗

性に優れており，高耐久性部材としての利用だけではな

く，部材断面の薄肉化や軽量化等の構造物利用が今後期

待される。 

しかし，高強度なセメント系材料は，多量の結合材が

使用されるため，自己収縮ひずみが大きくなり，ひび割

れの発生が懸念される。超高強度コンクリートやモルタ

ルの自己収縮の低減対策としては，膨張材や収縮低減剤

の添加が有効であることが報告 4),5)されているが，

UHP-SHCC のようなひずみ硬化型セメント系材料で検

討された事例は少ない。 

そこで本研究では，UHP-SHCC の収縮低減策を検討す

る目的で，膨張材および収縮低減剤を使用した配合の自

己収縮ひずみおよび乾燥収縮ひずみを測定し，収縮低減

効果を確認した。また，リング型拘束収縮試験により型

枠取り外し後のひび割れの発生状況を観察し，ひび割れ

本数と収縮ひずみの関係を整理した。 

2. 実験概要 

 本研究では，3 つのシリーズで実験を行った。シリー

ズ 1 では，膨張材，収縮低減剤，収縮低減型高性能減水

剤を使用した配合を用いて自己収縮試験および長さ変化

試験（以下，乾燥収縮試験）を実施し，収縮低減効果を

確認した。シリーズ 2 では，シリーズ 1 の結果を受けて，

収縮低減剤の添加率を変化させた配合を用いて自己収縮

試験および乾燥収縮試験を実施し，収縮低減効果を確認

した。また，乾燥収縮試験においては供試体の乾燥開始

材齢を変化させたときの違いを確認した。シリーズ 3 で

は，シリーズ 2 と同様の配合を用いてリング型拘束収縮

試験を実施し，発生したひび割れの本数と収縮ひずみの

関係を整理した。以下に 3 つのシリーズの詳細な実験概

要を示す。 

2.1 UHP-SHCC の配合 

表－1 に UHP-SHCC の配合を，表－2 に使用材料を示

す。すべての配合において，粉体材料の構成は低熱ポル

トランドセメント，シリカフューム，石灰石微粉末およ

び膨張材とした。水結合材比は 0.22（ここでは，石灰石

微粉末も結合材の一部とした），砂結合材比は0.10とし，

シリカフュームは結合材の質量に対して置換率 15%，石

灰石微粉末は置換率 17%とした。また，繊維混入率は単

位体積あたり 1.5%とした。 

配合の検討ケースは，膨張材の添加率を結合材の質量

に対して 2.7%（40kg/m3相当）とした Base，膨張材の添

加率を 3.4%に増加した EX，収縮低減剤を結合材の質量

に対して 0.7%添加した SRA0.7，Base の高性能減水剤を

収縮低減型に変更した SSP，収縮低減型高性能減水剤を

使用し，かつ収縮低減剤の添加率を 0.7%，2.0%，4.0%

とした SRA0.7SSP，SRA2.0SSP，SRA4.0SSP とした。な

お，高性能減水剤の添加率は結合材量に対して 3.0%一定

*1 東亜建設工業（株） 技術研究開発センター 新材料・リニューアル技術グループ 主任研究員 (正会員) 

*2 東亜建設工業（株） 技術研究開発センター 新材料・リニューアル技術グループリーダー 博(工) (正会員) 

*3 岐阜大学 工学部社会基盤工学科教授 博(工)  (正会員) 

 コンクリート工学年次論文集，Vol.39，No.1，2017

- 259 -



とし，また，製造時の繊維混入によるエントラップトエ

アを低減させるため，消泡剤を結合材量に対して 0.03%

添加した。 

表－1 に材齢 28 日（標準水中養生，20℃）における各

配合の圧縮強度および静弾性係数を併記する。

SRA2.0SSP および SRA4.0SSP の圧縮強度が他に比べて

小さく，収縮低減剤の添加率が大きいほど強度は小さく

なる傾向が確認された。これは，収縮低減剤がセメント

と水の水和反応を遅延させているためと考えられるが 6)，

本研究においては強度の影響は考慮せずに検討を進めた。 

2.2 検討ケースと試験項目 

(1) シリーズ 1 

シリーズ 1 の検討ケースを表－3 に示す。自己収縮試

験は「（仮）高流動コンクリートの自己収縮試験方法」7)

に準拠し，20±1℃の恒温室にて低弾性型（見かけの弾性

係数 40N/mm2）の測温機能付き埋込み型ひずみ計を 100

×100×400mm の角柱供試体に埋設してひずみ計測を実

施した。なお，計測された実ひずみから温度ひずみ（こ

こでは，UHP-SHCC の線膨張係数は 10×10-6/℃とした）

を差し引いた値を自己収縮ひずみとした。供試体は 1 ケ

ースあたり 1 体とし，試験中は供試体からの水分逸散が

ないように完全密封した。乾燥収縮試験は JIS A 1129-2

（コンタクトゲージ法）に準拠し，材齢 7 日まで標準水

中養生したあとに基長測定を行った。供試体の寸法は

100×100×400mm，1 ケース 3 体とし，20±1℃，湿度

60±5%の恒温恒湿室にて定期的に長さ変化率（以下，乾

燥収縮ひずみ）を測定した。 

(2) シリーズ 2 

 シリーズ 2 の検討ケースを表－4 に示す。自己収縮試

験および乾燥収縮試験はシリーズ 1 と同様の方法で行っ

表－1 UHP-SHCC の配合 

記号 W/B SF/B LP/B EX/B S/B 
F.vol 
(%) 

SP 
種類 

SP 
(B×%) 

D 
(B×%) 

SRA 
(B×%) 

圧縮強度 
(N/mm2) 

静弾性係数 
(kN/mm2) 

Base 0.22 0.15 0.17 0.027 0.10 1.5 SP1 3.0 0.03 － 100.0 27.7 
EX 0.22 0.15 0.17 0.034 0.10 1.5 SP1 3.0 0.03 － 99.4 26.7 
SRA0.7 0.22 0.15 0.17 0.027 0.10 1.5 SP1 3.0 0.03 0.7 96.4 27.5 
SSP 0.22 0.15 0.17 0.027 0.10 1.5 SP2 3.0 0.03 － 96.5 27.0 
SRA0.7SSP 0.22 0.15 0.17 0.027 0.10 1.5 SP2 3.0 0.03 0.7 95.3 26.5 
SRA2.0SSP 0.22 0.15 0.17 0.027 0.10 1.5 SP2 3.0 0.03 2.0 89.7 27.5 
SRA4.0SSP 0.22 0.15 0.17 0.027 0.10 1.5 SP2 3.0 0.03 4.0 73.4 27.4 
※B=C+SF+LP+EX（ここでは，石灰石微粉末(LP)も結合材の一部とした），F.vol：単位体積あたりの繊維混入率 

表－3 検討ケースと試験項目（シリーズ 1） 

配合 
試験項目 

自己収縮 乾燥収縮 
Base ○ ○（乾燥開始材齢 7 日） 
EX ○ ○（乾燥開始材齢 7 日） 
SRA0.7 ○ ○（乾燥開始材齢 7 日） 
SSP ○ ○（乾燥開始材齢 7 日） 
SRA0.7SSP ○ ○（乾燥開始材齢 7 日） 
 

表－4 検討ケースと試験項目（シリーズ 2） 

配合 
試験項目 

自己収縮 乾燥収縮 
SSP ○ ○（乾燥開始材齢 1,2,7 日） 
SRA2.0SSP ○ ○（乾燥開始材齢 2 日） 
SRA4.0SSP ○ ○（乾燥開始材齢 2 日） 
 

表－2 UHP-SHCC の使用材料 

記号 材料 種類および物性等 
W 水 上水道水（密度 1.00g/cm3） 
C 

結合材 
(B) 

低熱ポルトランドセメント（密度 3.24g/cm3） 
SF シリカフューム（密度 2.20g/cm3，比表面積 200,000cm2/g） 
LP 石灰石微粉末（密度 2.70g/cm3） 
EX エトリンガイト・石灰複合系膨張材（密度 3.10g/cm3） 

S 骨材 7 号珪砂（密度 2.68g/cm3） 

F 繊維 
高強度ポリエチレン短繊維（密度 0.97g/cm3，直径 0.012mm，長さ 6mm，弾性係数 88GPa，引

張破断強度 2,700MPa） 

SP 
混和剤 

SP1：高性能減水剤（ポリカルボン酸系，密度 1.10g/cm3） 
SP2：収縮低減型高性能減水剤（ポリカルボン酸系，密度 1.05g/cm3） 

D 消泡剤（ポリエーテル系，密度 1.00g/cm3） 
SRA 収縮低減剤（有機系界面活性剤が主成分，密度 1.065g/cm3） 
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た。ただし，乾燥収縮試験における基長測定は材齢 2 日

（型枠脱型時）とし，乾燥開始材齢が乾燥収縮ひずみに

及ぼす影響を確認するため，SSP のみ乾燥開始材齢を 1

日，2 日，7 日（7 日までは標準水中養生）の 3 水準で行

った。 

(3) シリーズ 3 

シリーズ 3 の検討ケースを表－5 に示す。本シリーズ

では，UHP-SHCC を鋼管の外周に巻き立てることで比較

的容易に一様な拘束を与えられるリング型拘束収縮試験
8)を実施した。供試体の概要を図－1 に示す。鋼管

（STK400）は，外径 812.8mm，板厚 12.7mm，高さ 150mm

とし，鋼管の外周に UHP-SHCC を 50mm 厚および 70mm

厚の 2 水準で巻き立て供試体とした。側面の型枠は材齢

2 日に取り外し，UHP-SHCC 表面のひび割れの発生状況

を観察した。なお，UHP-SHCC を打ち込んだ直後から天

端面はビニルシートを用いて封緘養生し，側面の型枠を

取り外した後も天端面および底面（型枠存置）からの乾

燥を防止した。また，鋼管内面の高さ中央にひずみゲー

ジを 4 カ所貼り付け，打込み直後からの円周方向のひず

みを計測した。なお，供試体は 20±2℃の恒温室（湿度

55～75%）にて製作および静置した。 

 

3. 実験結果 

(1) シリーズ 1 

図－2 に，材齢 2 日，7 日，28 日および 91 日時点の

Base の自己収縮ひずみに対する各配合の低減量を示す。

なお，図中には，SRA0.7 と SSP の結果を足し合わせた

計算値（SRA0.7+SSP）も併記した。膨張材の増量，収縮

低減剤の使用および収縮低減型高性能減水剤の使用によ

り，自己収縮ひずみは低減された。また，膨張材の増量

では材齢による違いは小さいが，収縮低減剤（収縮低減

型高性能減水剤を含む）の効果は材齢の経過に伴って増

加することが確認された。このことから，収縮低減剤（収

縮低減型高性能減水剤を含む）の使用により自己収縮ひ

ずみを大幅に低減できると考えられる。SRA0.7SSP と

SRA0.7+SSP（計算値）を比較すると，材齢が経過するに

したがって低減量に差が見られた。これは，収縮低減剤

と収縮抑制型高性能減水剤のそれぞれの低減量を足し合

わせるほどの効果は期待できないことを示していると考

えられる。なお，EX のひずみ低減量が他に比べて小さ

かったのは，Base に既に 2.7wt.%の膨張材が添加されて

いたためであり，0.7wt.%（合計 3.4wt.%添加）の増分で

は自己収縮ひずみの抑制効果に与える影響は小さかった

と考えられる。 

図－3 に乾燥収縮ひずみの経時変化を示す。材齢 190

日における Base の乾燥収縮ひずみは約 1530μ，EX は約

1510μ，SRA0.7 は約 1340μ，SSP は約 1160μ，SRA0.7SSP

は約 1180μであった。Base に対して EX の乾燥収縮ひず

みの抑制効果が小さかったのは，膨張材による膨張効果

は材齢 7 日程度で収束するためであり，本実験では材齢

7 日からひずみ測定を行ったためと考えられる。一方，

収縮低減剤および収縮低減型高性能減水剤の使用により，

乾燥収縮ひずみは抑制されることが確認された。 

図－2 自己収縮ひずみ低減量（シリーズ 1） 

図－3 乾燥収縮ひずみの経時変化（シリーズ 1） 
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図－1 供試体概要（シリーズ 3） 

UHP-SHCC(巻立て厚 50mm,70mm) 
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表－5 検討ケース（シリーズ 3） 

配合 乾燥開始材齢 巻立て厚(mm) 
SSP 2 日 50,70 
SRA2.0SSP 2 日 50 
SRA4.0SSP 2 日 50 
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(2) シリーズ 2 

図－4 に自己収縮ひずみの経時変化を示す。なお，自

己収縮ひずみおよび経過日数の起点は，計測値が急激な

変化を示した時点とした。この時点は，凝結の始発時刻

とほぼ同じであったことを確認している。SRA2.0SSP お

よび SRA4.0SSP の 15 日～20 日経過後において，自己収

縮ひずみが膨張挙動に転じ，40 日経過後以降に再び収縮

挙動を示すことが確認された。この挙動に収縮低減剤が

関わっていると推察されるが，現時点では要因不明であ

る。91 日経過後の SSP の自己収縮ひずみは約 700μ，

SRA2.0SSP は約 330μ，SRA4.0SSP は約 150μ であった。

このことから，収縮低減剤の添加率が大きいほど，自己

収縮ひずみを抑制できると考えられる。 

図－5 に，材齢初期の自己収縮ひずみおよび供試体内

の温度変化を示す。なお，この図では打込みが完了した

時点を経過日数の起点とした。収縮低減剤を添加するこ

とで初期に膨張ひずみを示し，収縮低減剤の添加率が大

きいほど膨張ひずみが最大となる時点は遅くなった。ま

た，収縮低減剤の添加率が大きいほど最高温度に到達す

るまでの時間は遅く，最高温度は小さくなることが確認

された。このことから，収縮低減剤の使用は凝結を遅延

させ，また，水和発熱の抑制に寄与する可能性があると

考えられる。 

図－6 に，乾燥開始（基長測定）材齢 2 日のケースに

おける乾燥収縮ひずみの経時変化を示す。収縮低減剤の

添加率が大きいほど乾燥収縮ひずみが小さくなっている

ことが確認でき，材齢 96 日におけるひずみ低減量は，

SSPに対して SRA2.0SSPで約 200μ，SRA4.0SSPで約 470μ

であった。また，SRA4.0SSP は材齢 2 日から材齢 5 日に

かけてほとんど収縮しておらず，図－5 の自己収縮ひず

みの計測結果より，SRA4.0SSP は材齢 2 日以降の膨張量

が大きく，かつ膨張挙動が長く継続されるため，型枠を

取り外した後でも乾燥による収縮が急激には進行しなか

ったと考えられる。 

図－7 に，SSP による乾燥開始材齢を変えたときの乾

図－4 自己収縮ひずみの経時変化（シリーズ 2） 
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（シリーズ 2：乾燥開始材齢 2日） 

図－7 乾燥収縮ひずみの経時変化 

（シリーズ 2：乾燥開始材齢の違いを比較） 
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燥収縮ひずみの経時変化を示す。乾燥開始材齢が早いほ

ど長期における乾燥収縮ひずみは小さくなっており，乾

燥開始（型枠取り外し）材齢の違いが乾燥収縮ひずみに

影響を及ぼす可能性が示唆された。特に乾燥開始材齢 1

日で乾燥収縮ひずみが最も小さくなったのは，図－5 に

示すとおり，SSP は材齢 1 日の時点では発熱段階にあり，

その後の膨張挙動が乾燥収縮ひずみを小さくした要因の

ひとつと推察する。 

(3) シリーズ 3 

図－8 にひび割れ展開図を，図－9 にひび割れ本数の

経時変化を示す。なお，図中の SSP-t50 は SSP 配合で巻

立て厚 50mm のケース，SSP-t70 は巻立て厚 70mm のケ

ースである。ひび割れ展開図より，ひび割れは周方向に

分散して発生していることが確認された。なお，発生し

たひび割れの幅はすべて 0.05mm 以下であった。また，

収縮低減剤の添加率が大きいほどひび割れ本数は抑制さ

れ，巻立て厚が大きい方がひび割れ本数は低減すること

が確認された。 

ここで，本実験で用いた配合の自己収縮ひずみ（図－

4 参照）と乾燥収縮ひずみ（図－6 参照）を足し合わせ

た値を収縮ひずみと称し，ひび割れ本数との関係で整理

したものを図－10 に示す。収縮ひずみが大きくなるほど

ひび割れ本数は増加する傾向となっており，収縮ひずみ

が 400～600μ程度を超えるとひび割れ本数と収縮ひずみ

はおおよそ線形関係となった。また，SSP-t50 と SSP-t70

を比較すると，同じ収縮ひずみでも巻立て厚が大きい方

がひび割れ本数は抑制された。以上より，UHP-SHCC を

鋼管の外周に巻き立てるような拘束条件下においては，

収縮ひずみを 400～600μ程度以下に抑えることでひび割

れの発生を抑制できると考えられる。 

次に，計測された鋼管のひずみから以下の式 8)を用い

て UHP-SHCC 表面の円周方向の応力を算出し，図－11

に応力の経時変化として示す。なお，計算で用いた鋼管

のひずみは，4 カ所で計測された値の平均値とした。 

   σ( ) = ∙ ∙ ∙ ( ⁄ )
         (1) 

図－9 ひび割れ本数の経時変化（シリーズ 3） 

図－10 ひび割れ本数と収縮ひずみの関係 
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ここに，σ(r)：供試体中心点からの距離 r の位置における

円周方向の応力(MPa)，r：供試体中心点からの距離(mm)，

εs：鋼管内面の円周方向ひずみ，Es：鋼管の弾性係数(MPa)，

t：鋼管の厚さ(mm)，r1：供試体中心点から UHP-SHCC

内面までの距離(mm)，r2：供試体中心点から UHP-SHCC

外面までの距離(mm)とした。 

 UHP-SHCC 表面の応力は，収縮低減剤の添加率が大き

いほど小さくなっており，ひび割れ発生の傾向を裏付け

るものとなった。また，巻立て厚が大きい SSP-t70 は，

材齢に伴う応力の増加が SSP-t50 に比べて小さいことが

確認された。なお，計測データからひび割れ発生時期（ひ

ずみが急激に変化する点）を特定することが難しかった。

これは，設置したひずみゲージの数が円周長に対して少

なかったこと，また，UHP-SHCC のひずみ硬化性および

繊維の架橋効果により発生するひび割れは微細であり，

かつひび割れ発生後の円周方向のひずみ分布が均一では

ない可能性があることに要因があると推察される。しか

し，応力の推移は捉えやすく，検討ケースの違いを相対

的に評価することには有効と考えられる。 

 

4. まとめ 

本検討では，低熱ポルトランドセメントと石灰石微粉

末を使用した UHP-SHCC の配合をベースに，膨張材と収

縮低減剤を添加したときの収縮特性を確認し，

UHP-SHCC の収縮低減策について検討を行った。以下に

得られた知見をまとめる。 

(1) 収縮低減剤（収縮低減型高性能減水剤を含む）の使

用により，自己収縮ひずみおよび乾燥収縮ひずみは

低減できることが確認された。 

(2) 収縮低減剤の添加率が大きいほど，自己収縮ひずみ

および乾燥収縮ひずみは大幅に低減できることが確

認された。 

(3) 膨張材の増量によって自己収縮ひずみは低減される

が，その効果は収縮低減剤を使用した場合より小さ

かった。これは，ベース配合に既に膨張材が混和（結

合材量に対して 2.7wt.%）されていたためであり，増

量分（+0.7wt.%）ではひずみ抑制効果に与える影響は

小さかったと考えらえる。 

(4) 乾燥開始材齢が乾燥収縮ひずみに影響を及ぼす可能

性を示し，本実験の範囲では，乾燥開始材齢が早い

ほど乾燥収縮ひずみが抑制された。これは，本実験

で用いた UHP-SHCC の配合は材齢 1 日の時点では発

熱段階にあり，その後の膨張挙動が乾燥収縮ひずみ

を小さくした要因のひとつと推察する。 

(5) リング型拘束収縮試験により発生したひび割れの本

数は，自己収縮ひずみと乾燥収縮ひずみの合計値と

相関があり，拘束条件下においては収縮ひずみの合

計値を 400～600μ 程度以下に抑えることで，ひび割

れの発生を抑制できると考えられる。 
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図－11 UHP-SHCC 表面の応力の経時変化 
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