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(57)【要約】
【課題】　本発明は、ひび割れ低減型高炉セメント組成物及びその製造方法に関し、特に
普通ポルトランドセメントに比べてひび割れが発生しやすいことが一般に知られている高
炉セメント組成物のひび割れ発生を抑制して低減することができる、ひび割れ低減型高炉
セメント組成物及びその製造方法を提供することである。
【解決手段】　本発明のひび割れ低減型高炉セメント組成物は、高炉セメントに対して硫
酸ナトリウムを２～５質量％配合してなる、高炉セメント組成物である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高炉セメントに対して硫酸ナトリウムを２～５質量％配合してなることを特徴とする、
ひび割れ低減型高炉セメント組成物。
【請求項２】
　高炉セメントに対してアルカリ硫酸塩を２～５質量％となるように予め添加配合するこ
とを特徴とする、ひび割れ低減型高炉セメント組成物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ひび割れ低減型高炉セメント組成物及びその製造方法に関し、特に普通ポル
トランドセメントに比べてひび割れが発生しやすいことが一般に知られている高炉セメン
ト組成物のひび割れ発生を抑制して低減することができる、ひび割れ低減型高炉セメント
組成物及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、産業廃棄物等の利用が重要となってきており、製鉄工程で派生する副産物である
高炉スラグをセメント原料の一部に利用した高炉セメントが有効に利用されるようになっ
ている。
　高炉セメントは、高炉スラグの微粉末とセメントを混合したセメントであり、ＪＩＳ　
Ｒ　５２１１に規定されている。
【０００３】
　高炉セメントを用いたコンクリートは、普通ポルトランドセメントを用いたコンクリー
トと比較して、また耐塩性に優れているという利点を有するが、普通ポルトランドセメン
トを用いたコンクリートに比較と比較して、ひび割れが発生しやすいという問題があるこ
とが一般に知られている。
　コンクリート構造物のひび割れが発生する一因として、硬化した後にコンクリートの乾
燥収縮が進行することが挙げられる。
【０００４】
　これまで高炉セメントを用いたコンクリートのひび割れを抑制する対策として、石膏の
追加添加が有効であるが、その他に以下の提案がされている。
　「高炉セメントコンクリートの引張応力下における変形性能に関する一考察」，第６５
回セメント技術大会講演要旨ｐｐ１３６－１３７（２０１１）（非特許文献１）や、「高
炉セメントモルタルの破壊エネルギー」，第６６回セメント技術大会講演要旨ｐｐ２１４
－２１５（２０１２）（非特許文献２）には、高炉セメントを用いたコンクリートのひび
割れ抵抗性を高めるため、例えば水中養生のような湿潤養生期間を延長することが有効で
あることが記載されている。
【０００５】
　また、「低発熱・収縮抑制型高炉セメントを用いたコンクリートの特徴」，コンクリー
ト工学年次論文集，Ｖｏｌ．２７，Ｎｏ．１，２００５（非特許文献３）や、「試作した
高炉セメントを用いたコンクリートの耐久性」コンクリート工学年次論文集，Ｖｏｌ．３
０，Ｎｏ．１，２００８（非特許文献４）には、高炉セメントの比表面積を小さくしたり
、更には、ＳＯ３量を増やすことで、高炉セメントを用いたコンクリートのひび割れ抵抗
性は向上させることが記載されている。
【０００６】
　さらに、特許第４８２２４９８号公報（特許文献１）には、膨張材、ひび割れ収縮低減
剤、アルカリ金属塩を混合したセメント混和剤を使用することによりセメント硬化体のひ
び割れが低減することが、特開２０１１－１０２２０１号公報（特許文献２）や特開２０
１１－１０２２０２号公報（特許文献３）には、高炉セメントを用いたコンクリートに収
縮低減剤を添加することが開示されている。
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【０００７】
　しかし、水中養生のような湿潤養生期間を延長して長期にすることは、工期の問題から
限界がある。
　また、セメントの比表面積を小さくすると、コンクリートの初期強度が低下してしまう
。
　膨張材と収縮低減剤を併用することはひび割れ抵抗性向上に有効であるが、これらの材
料の併用はコンクリートのコストを上昇させ、望ましくない。
　さらに、アルカリ金属塩の添加はコンクリートのアルカリ総量を増加させるため、アル
カリ骨材反応の危険性が高まる等の問題点がある。
　また、市販の収縮低減剤は消泡作用、空気連行作用を有するものが混在しており、空気
量の管理が煩雑となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第４８２２４９８号公報
【特許文献２】特開２０１１－１０２２０１号公報
【特許文献３】特開２０１１－１０２２０２号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】「高炉セメントコンクリートの引張応力下における変形性能に関する一
考察」、第６５回セメント技術大会講演要旨ｐｐ１３６－１３７（２０１１）
【非特許文献２】「高炉セメントモルタルの破壊エネルギー」，第６６回セメント技術大
会講演要旨ｐｐ２１４－２１５（２０１２）
【非特許文献３】「低発熱・収縮抑制型高炉セメントを用いたコンクリートの特徴」，コ
ンクリート工学年次論文集，Ｖｏｌ．２７，Ｎｏ．１，２００５
【非特許文献４】「試作した高炉セメントを用いたコンクリートの耐久性」コンクリート
工学年次論文集，Ｖｏｌ．３０，Ｎｏ．１，２００８（非特許文献４）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、上記課題を解決し、石膏の追加添加をすることなく、高炉セメントか
ら得られるコンクリート構造物のひび割れ発生を抑制することができる、ひび割れ低減型
高炉セメント組成物及びその製造方法を提供することである。
　更に、高炉セメントのフレッシュ性状を損なうことなく、アルカリ骨材反応の促進を招
かない、高炉セメントから得られるコンクリート構造物のひび割れ発生を抑制することが
できる、ひび割れ低減型高炉セメント組成物及びその製造方法を提供することである。
　なお、ここで高炉セメント組成物には、高炉セメント、高炉セメントモルタル、高炉セ
メントコンクリートを含むものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、高炉セメントに対して硫酸ナトリウムを２～５質量％配合してなることを特
徴とする、ひび割れ低減型高炉セメント組成物である。
【００１２】
　他の本発明は、高炉セメントに対して、予め硫酸ナトリウムを２～５質量％となるよう
に添加配合することを特徴とする、ひび割れ低減型高炉セメント組成物の製造方法である
。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、高炉セメントを用いて得られるコンクリート硬化物となる高炉セメン
ト組成物が、フレッシュ性状を損なうことなく、優れたひび割れ低減性能を備えることが
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可能となる。
　また、本発明の高炉セメント組成物の製造方法によれば、上記本発明のひび割れ低減型
高炉セメント組成物を、有効に簡便な方法で製造することができることとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】セメント組成物による供試体のひび割れ抵抗性を試験する装置の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
本発明を以下の好適例により説明するが、これらに限定されるものではない。
　本発明のひび割れ低減型高炉セメント組成物は、高炉セメントに対して硫酸ナトリウム
（Ｎａ２ＳＯ４）を２～５質量％配合してなる、ひび割れ低減型高炉セメント組成物であ
る。
　本発明に適用する高炉セメントは、ＪＩＳ　Ｒ　５２１１に規定されている高炉セメン
トを用いることができ、高炉セメントＢ種が好適に使用できる。
【００１６】
　また、本発明の高炉セメント組成物中に含まれる硫酸ナトリウムは、市場で入手できる
公知のものを用いることができる。
　該高炉セメント組成物中の硫酸ナトリウムの配合割合は、該高炉セメントに対して、２
～５質量％、好適には、２～４質量％である。
　即ち、高炉セメント１００質量部に対して、硫酸ナトリウムを２～５質量部配合するも
のである。
　かかる配合量が５質量％を超えるとアルカリ総量過多の為アルカリ骨材反応が懸念され
、また２質量％未満であると十分なひび割れ抵抗性が得られない。
【００１７】
　更に、本発明の高炉セメント組成物には、その他の混和剤、例えば減水剤、凝結遅延剤
、硬化促進剤、消泡剤、乾燥収縮低減剤、防錆剤、防凍剤、着色剤などの混和材や、耐久
性を向上させるための炭素繊維や鋼繊維などの補強材を、本発明の目的を実質的に阻害し
ない範囲で使用することが可能である。
　減水剤としては、例えば、リグニン系、ナフタレンスルホン酸系、メラミン系、ポリカ
ルボン酸系等の減水剤、ＡＥ減水剤、高性能減水剤、高性能ＡＥ減水剤等の液状または粉
末状のいずれの公知の減水剤も使用できる。
【００１８】
　本発明の高炉セメント組成物は、原材料である上記セメント、硫酸ナトリウム、細骨材
及び粗骨材、必要に応じて上記公知の減水剤等の混和剤や補強材等を所定量均一混合して
製造することができるものである。
【００１９】
　また、当該セメント組成物と水とを混練してコンクリートを製造するが、予め当該セメ
ント組成物を調製してこれと水とを混合しても、全ての原材料を一度に混合しても均一に
混練できる方法であれば特に限定されない。
　特に、本発明の高炉セメント組成物を製造するにあたり、高炉セメントに硫酸ナトリウ
ムを予め配合しておくことが、コンクリート混練時の材料の偏り防止の点から望ましい。
【００２０】
　混練水の量は、使用する材料の種類や配合により変化させることができる。
　また、上記混練条件、混練機の種類などに限定はなく慣用の混練機を使用することが可
能である。
【００２１】
　このように製造した、本発明の高炉セメント組成物を用いた建築、土木構造物等は、石
膏を追加添加することなく、優れたひび割れ低減性を有することとなり、耐久性を向上す
ることができる。
【実施例】
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【００２２】
　本発明を具体的な実施例及び試験例により詳述する。
（実施例１～３、比較例１～７）
（使用材料）
　以下の表１及び表３に示す各材料を用いて、以下の実施例１～３及び比較例１～７を実
施した。
　なお、表１中の細骨材の珪砂は、表２に示す混合質量割合で珪砂３～７号を混合したも
のを用いた。
【００２３】
【表１】

【００２４】
【表２】

【００２５】
【表３】

【００２６】
　上記表１及び表３の各材料を、表４に示す割合で配合して、各モルタルを調製した。な
お、水（Ｗ）は水道水を使用した。
【００２７】

【表４】

【００２８】
（試験例）
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（試験例１：ひび割れ抵抗性試験）
（試験の概要）
　表３に示す各モルタルを用いて、ひび割れ抵抗性試験（一拘束試験）を実施した。
　ひび割れ抵抗性試験は、以下のようにして実施した。
　まず、表３に示す各モルタルを用いて図１に示す供試体を作成し、ひび割れ発生までの
鋼材のひずみを測定し、得られた測定値から、下記式［１］により、一軸方向に作用する
引張応力を算出する。
　また自由収縮ひずみと鋼材のひずみとの差により、鋼材によって拘束されたひずみ（拘
束ひずみ）を求める。
　なお、本ひび割れ抵抗性試験は、ＪＣＩ「混和材料から見た収縮ひび割れ低減と耐久性
改善に関する研究委員会」試案を参考に行った。
【００２９】
【数１】

【００３０】
（試験条件及び結果）
　鉄筋埋設型の一拘束試験を実施する供試体として、図１に示すように、表３の各モルタ
ルを用い、１００×１００×１１００ｍｍの供試体を使用した。
　各モルタル供試体の中央にφ３２ｍｍの丸鋼を埋設し、鉄筋中央には２箇所ひずみゲー
ジを貼付け、打設直後からのひずみ量を測定した。
　なお、ひび割れ発生時期や箇所を特定しやすいように、鉄筋両端４００ｍｍはねじ加工
によりコンクリートとの定着をはかり、中央３００ｍｍの区間はスリップ区間とし、テフ
ロン（登録商標）シートを巻きつけた。
　養生条件は材齢５日までは封かん養生とし、材齢５日の脱型以降は２０℃、６０％Ｒ．
Ｈ．の条件で気中養生とした。この際、供試体打設面および底面にはアルミテープを貼付
け、側面および両端面を乾燥面とした。
　得られた結果を表５に示す。
【００３１】
　表５中、拘束ひずみ（μ）値が５０μ以下であれば「×」、５０～７０μであれば「△
」、７０～１００μであれば「○」、１００μを超える場合は「◎」と評価とした。
　即ち、拘束ひずみの数値が大きいほどひび割れ抵抗性が良好であることを意味する。
　またフレッシュ性状の評価は、ＪＩＳ　Ｒ　５２０１「セメントの物理試験方法」で行
うフロー試験にて、測定値が１８０ｍｍ以上の場合は「○」（供試体作成が容易に可能な
流動性を有するもの）、１３０～１８０ｍｍの場合は「△」（供試体作成がやや困難なも
の）、１３０ｍｍ以下の場合は「×」（供試体作成が困難なもの）として評価した。
　また、総合評価は、基本的には、ひび割れ抵抗性の評価に依存して評価した。
【００３２】
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【表５】

【００３３】
　表５の結果より以下のことがわかる。
　実施例１～３の硫酸ナトリウム（Ｎａ２ＳＯ４）を混合した高炉セメントは、他と比較
し高いひび割れ抵抗性を持ち、混合率を上げると、ひび割れ抵抗性が増した。
　しかし、下記の試験例２で示す比較例９のように、硫酸ナトリウム（Ｎａ２ＳＯ４）の
混合率を上げすぎると、コンクリート中のアルカリ総量の増加によりアルカリ骨材反応が
懸念される。
　比較例５の硫酸カリウム（Ｋ２ＳＯ４）を混合した高炉セメントは、比較例２の高炉セ
メント通常品よりひび割れ抵抗性に優れてはいるが、フレッシュ性状が悪く適さない。
　また、比較例６の硫酸アルミニウムを混合した高炉セメントは、フレッシュ性状が著し
く悪く、供モルタル試体を作製することが困難であったため、ひび割れ抵抗性試験は実施
不可能であった。
　これらの結果より、市販の高炉セメントＢ種に対して、硫酸ナトリウム（Ｎａ２ＳＯ４

）を２～５質量％混合することで、ひび割れ抵抗性は向上したことがわかる。
【００３４】
（実施例４、比較例８～９）
（使用材料）
　以下の各材料を用いて、実施例４及び比較例８～９を実施した。
・セメント（Ｃ）：高炉セメントＢ種（密度３．０４ｇ／ｃｍ３　住友大阪セメント株式
会社製）
・硫酸ナトリウム混合高炉セメント（混合率５ｗｔ％と６ｗｔ％、密度３．０２ｇ／ｃｍ
３）
　なお、高炉セメント及び硫酸ナトリウムは上記実施例１に用いたものと同じものを用い
た。
・細骨材（Ｓ）：島原産砕砂（密度：２．７２ｇ／ｃｍ３、反応性骨材）
・粗骨材（Ｇ）：島原産砕石（密度：２．７７ｇ／ｃｍ３、反応性骨材）
・混和剤（Ａｄ）：商品名　ポゾリス７８Ｓ、ＢＡＳＦジャパン株式会社製
・水：水道水
　上記細骨材および粗骨材は、骨材のアルカリシリカ反応性試験（化学法およびモルタル
バー法）により「無害でない」と判定されたものを使用した。具体的には、骨材のアルカ
リシリカ反応性試験は、ＪＩＳ　Ａ　１１４５「骨材のアルカリシリカ反応性試験（化学
法）」およびＪＩＳ　Ａ　１１４６「骨材のアルカリシリカ反応性試験（モルタルバー法
）」に準じて行った。
【００３５】
　上記各材料を、表６に示す割合で配合して、各コンクリートを調製した。
【００３６】
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【表６】

【００３７】
（試験例２：アルカリ骨材反応試験）
（試験の概要）
　高炉セメントに硫酸ナトリウム（Ｎａ２ＳＯ４）を混合したセメントを用いたコンクリ
ートは、アルカリ総量が増加し、アルカリ骨材反応の危険性が高まる。そこで、反応性骨
材を用いた上記表６に示すコンクリートを用いてコンクリート供試体を作製し、アルカリ
骨材反応性の有無を確認した。
　なお、アルカリ骨材反応試験は「ＺＫＴ－２０６　コンクリートのアルカリシリカ反応
性迅速試験方法」に準じて行った。
【００３８】
（試験結果）
　各コンクリート供試体において、得られた結果を以下の表７に示す。
　なお、各実施例４及び比較例８～９の供試体を３個ずつ実施した。
【００３９】
　表７中、相対動弾性係数≧８０．０％の場合は「反応性なし（Ａ）」、相対動弾性係数
＜８０．０％の場合は再試験し、相対動弾性係数≧７０．０％の場合は「反応性なし（Ｂ
）」、相対動弾性係数＜７０．０％の場合「反応性あり」と評価する。
【００４０】
【表７】

【００４１】
　表７の結果より以下のことがわかる。
　実施例４の硫酸ナトリウムの混合率が５．０質量％以下であれば、アルカリ骨材反応の
危険性はないが、比較例１０に示すように、硫酸ナトリウムの混合率が５．０質量％を超
えた６質量％ではアルカリ骨材反応が懸念されることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明は、普通ポルトランドセメントに比較して、ひび割れが生じやすい高炉セメント
に適用してひび割れの発生を抑制するのに利用することができる。
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