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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セメント、シリカヒューム、細骨材、粗骨材及び高性能減水剤を含み且つ膨張材を含ま
ない、水／結合材比が１５質量％を超えて２５質量％以下のコンクリートの圧縮強度の９
０％以上の圧縮強度を同一材齢で有する、前記結合材の一部を膨張材で置換含有させた又
は膨張材を添加配合したコンクリートを６０～８０℃で５日間以上の加熱促進養生を実施
して製造するにあたり、
結合材の０．８～４．７質量％を膨張材で置換含有させる又は結合材の０．８～４．７質
量％の量の膨張材を添加配合し、
更にコンクリート打設後２４時間以上経過後に、前記加熱促進養生を行うことを特徴とす
る、高強度コンクリートの製造方法。
【請求項２】
　セメント、シリカヒューム、細骨材、粗骨材及び高性能減水剤を含み且つ膨張材を含ま
ない、水／結合材比が１５質量％を超えて２５質量％以下のコンクリートの圧縮強度の９
０％以上の圧縮強度を同一材齢で有する、前記結合材の一部を膨張材で置換含有させた又
は添加配合したコンクリートを８０℃を超えて９０℃以下で５日間以上の加熱養生を実施
して製造するにあたり、
結合材の０．８～４．７質量％を膨張材で置換含有させるか又は結合材の０．８～４．７
質量％の量の膨張材を添加配合し、
コンクリート打設後４８時間以上経過後に、前記加熱促進養生を行うことを特徴とする、
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高強度コンクリートの製造方法。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の高強度コンクリートの製造方法において、１ｍ３あたり１４０～
４５０Ｌのセメント、１ｍ３あたり２０～７５Ｌのシリカヒューム、１ｍ３あたり１００
～３６０Ｌの細骨材、１ｍ３あたり３００～３６０Ｌの粗骨材、１ｍ３あたり１５～３０
Ｌの高性能減水剤含み且つ膨張材を含まないコンクリート中の結合材の３．２～８．２Ｌ
／ｍ３を膨張材で置換することを特徴とする、高強度コンクリートの製造方法。
【請求項４】
　請求項１～３いずれかの項記載の高強度コンクリートの製造方法において、更に耐火爆
裂抑制材を含むことを特徴とする、高強度コンクリートの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高強度コンクリートの製造方法に関し、特に膨張材を含まない高強度コンク
リートに含有される結合材の一部を膨張材に置換するか、又は、膨張材を含まない高強度
コンクリートに膨張材を添加配合して、膨張材を含まない高強度コンクリートが有する圧
縮強度の９０％以上の圧縮強度を同一材齢で有する、高強度コンクリートの製造方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　コンクリート建築物は高層化してきており、これに伴い、高強度コンクリートが多用さ
れるようになっている。
　一般に、高強度コンクリートは、水結合材比が２５質量％程度以下と小さくして配合設
計されるため、結合材の単位量が多くなり、したがって自己収縮ひずみが大きくなり、コ
ンクリートの収縮ひび割れは発生しやすくなる。
【０００３】
　かかるコンクリートの自己収縮ひずみを補償して、収縮ひずみを抑制し、更に作業性を
良好にするために、膨張材と凝結遅延剤と併用する高強度コンクリートが、特許第４６９
１３８１号公報（特許文献１）に開示されている。具体的には、低熱ポルトランドセメン
ト、膨張材、凝結遅延剤を含有し、膨張材は高強度コンクリート１ｍ３に対して１５ｋｇ
～４０ｋｇ、凝結遅延剤は結合材１００質量部に対し０．１～０．３質量部含有すること
を特徴とする、高強度コンクリートが記載されている。
【０００４】
　一方、高強度コンクリートの流動性や強度発現性を改善するために、シリカヒューム、
高炉スラグ微粉末、フライアッシュ等の混和材料が用いられるが、常温域において高強度
が得られるまで少なくとも２か月以上を必要とするのが通常である。
【０００５】
　そこで、かかる期間を短縮するための加熱促進養生がなされることがあり、特開２０１
２－１４２７号公報（特許文献２）には、１ｍ３当たり２６０～３１０Ｌの範囲内で添加
された低熱セメントと、１ｍ３当たり１２０～１７０Ｌの範囲内で添加されたフライアッ
シュまたは珪石粉と、１ｍ３当たり７０～１００Ｌの範囲内で添加されたシリカフューム
と、１ｍ３当たり１５０～２５０Ｌの範囲内で添加された細骨材と、１ｍ３当たり９０～
１２０Ｌの範囲内で添加された粗骨材と、前記低熱セメントと前記フライアッシュまたは
珪石粉と前記シリカフュームとを含む結合材に対する重量比が１１～１３％となるように
添加された水とを混合してなるコンクリート混合体と、前記コンクリート混合体に対して
外割りの容積比で０．５～２％となるように添加された鋼繊維および外割りの容積比で０
．１％～０．６％添加されたポリプロピレン繊維とが含まれる高強度コンクリートを打設
する工程、前記高強度コンクリートを常温よりも高い温度で養生する第一養生工程と、第
一養生工程後に乾燥加熱養生を行う第二養生工程とを含む、高強度コンクリート部材の製
造方法が開示されている。
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【０００６】
　しかし、上記特許文献１では凝結遅延剤を使用するために、高強度コンクリートの凝結
・硬化が遅れ、早期に所望の強度が得られないという問題点がある。
　また、上記特許文献２では２段階の高温養生を必要とし、作業および品質管理に手間が
かかるという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第４６９１３８１号公報
【特許文献２】特開２０１２－１４２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、膨張材を含まない高強度コンクリートの収縮ひずみを抑制するために
、前記高強度コンクリートに含有される結合材の一部を膨張材と置換して含有させるか、
又は、前記高強度コンクリートに膨張材を添加配合して、当該膨張材を含まない高強度コ
ンクリートの圧縮強度の９０％以上の圧縮強度を同一材齢で保持することができる、高強
度コンクリートの製造方法を提供することである。
　更に本発明の他の目的は、上記目的に加えて、コンクリートの収縮応力が一層低減し、
ひび割れ抵抗性の一層の向上が得られる、高強度コンクリートの製造方法を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、上記課題を達成するために、高強度をより短期間で得るために、膨張材
を結合材の一部と置換した又は膨張材を添加配合した高強度コンクリートを加熱促進養生
するに際し、コンクリートの打設後、加熱促進養生するまでの期間と加熱促進養生温度と
の関係に注目して、本発明に到達した。
【００１０】
　セメント、シリカヒューム、細骨材、粗骨材及び高性能減水剤を含み且つ膨張材を含ま
ない、水／結合材比が１０～１５質量％のコンクリートの圧縮強度の９０％以上の圧縮強
度を同一材齢で有し、前記結合材の一部を膨張材で置換含有させた又は膨張材を添加配合
したコンクリートを６０～９０℃で５日間以上加熱促進養生して製造するにあたり、
結合材の０．６～２．８質量％を膨張材で置換含有させるか又は結合材の０．６～２．８
質量％の量の膨張材を添加配合し、
コンクリート打設後２４時間以上経過後に、前記加熱促進養生を行うことを特徴とする、
高強度コンクリートの製造方法である。
　また、前記高強度コンクリートの製造方法において、１ｍ３あたり２４０～４５０Ｌの
セメント、１ｍ３あたり４０～７５Ｌのシリカヒューム、１ｍ３あたり１００～２５０Ｌ
の細骨材、１ｍ３あたり１７５～３３０Ｌの粗骨材を含み且つ膨張材を含まないコンクリ
ート中の結合材の３．２～８．２Ｌ／ｍ３を膨張材で置換することを特徴とする、高強度
コンクリートの製造方法である。
【００１１】
　請求項１に記載の発明は、セメント、シリカヒューム、細骨材、粗骨材及び高性能減水
剤を含み且つ膨張材を含まない、水／結合材比が１５質量％を超えて２５質量％以下のコ
ンクリートの圧縮強度の９０％以上の圧縮強度を同一材齢で有し、前記結合材の一部を膨
張材で置換含有させた又は膨張材を添加配合したコンクリートを６０～８０℃で５日間以
上の加熱促進養生を実施して製造するにあたり、
結合材の０．８～４．７質量％を膨張材で置換させるか又は結合材の０．８～４．７質量
％量の膨張材を添加配合し、
更にコンクリート打設後２４時間以上経過後に、前記加熱促進養生を行うことを特徴とす
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る、高強度コンクリートの製造方法である。
【００１２】
　請求項２に記載の発明は、セメント、シリカヒューム、細骨材、粗骨材及び高性能減水
剤を含み且つ膨張材を含まない、水／結合材比が１５質量％を超えて２５質量％以下のコ
ンクリートの圧縮強度の９０％以上の圧縮強度を同一材齢で有し、前記結合材の一部を膨
張材で置換含有させた又は膨張材を添加配合したコンクリートを８０℃を超えて９０℃以
下で５日間以上の加熱養生を実施して製造するにあたり、
結合材の０．８～４．７質量％を膨張材で置換含有させるか又は結合材の０．８～４．７
質量％量の膨張材を添加配合し、
コンクリート打設後４８時間以上経過後に、前記加熱促進養生を行うことを特徴とする、
高強度コンクリートの製造方法である。
【００１４】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２記載の高強度コンクリートの製造方法におい
て、１ｍ３あたり１４０～４５０Ｌのセメント、１ｍ３あたり２０～７５Ｌのシリカヒュ
ーム、１ｍ３あたり１００～３６０Ｌの細骨材、１ｍ３あたり３００～３６０Ｌの粗骨材
含み且つ膨張材を含まないコンクリート中の結合材の３．２～８．２Ｌ／ｍ３を膨張材で
置換することを特徴とする、高強度コンクリートの製造方法である。
【００１５】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３いずれかの項記載の高強度コンクリートの製造
方法において、更に耐火爆裂抑制材を含むことを特徴とする、高強度コンクリートの製造
方法である。
【００１６】
　ここで、本発明において、「結合材」とは、セメント、シリカフューム等の、水和によ
り硬化性状を示す任意の材料という。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の高強度コンクリートの製造方法は、セメントの種類に係らず、コンクリートの
自己収縮ひずみを抑制する膨張材を含むことにより自己収縮ひずみを抑制することが期待
できるとともに、膨張材を含まないコンクリートの圧縮強度の９０％以上の圧縮強度を実
現する、高強度コンクリートの製造が可能となる。
　更に、ポリプロプレン繊維等の耐火爆裂抑制材を含むことにより、上記効果に加えて、
火災時の爆裂により、かぶりコンクリートの剥落を低減することができ、また高性能減水
剤を含むことにより、フレッシュコンクリートの流動性、特にヴィンガム流体とみなした
時の塑性粘度の低減が改善された、高強度コンクリートの製造が可能となる。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明を以下の実施の形態により説明するが、これらに限定されるものではない。
　なお、以下の説明のために、膨張材を含まないコンクリートをコンクリート（Ａ）と表
し、該コンクリート（Ａ）の結合材の一部を膨張材で置換したコンクリートまたはコンク
リート（Ａ）に膨張材を添加配合したコンクリートの両者をコンクリート（Ｂ）と表す。
　第１の本発明は、セメント、シリカヒューム、細骨材、粗骨材及び高性能減水剤を含み
且つ膨張材を含まない、水／結合材比が１０～１５質量％のコンクリート（Ａ）の圧縮強
度の９０％以上の圧縮強度を同一材齢で有し、前記結合材の一部を膨張材で置換含有させ
た又は膨張材を添加配合したコンクリート（Ｂ）を６０～９０℃で５日間以上加熱促進養
生して製造するにあたり、結合材の０．６～２．８質量％を膨張材で置換含有させるか又
は結合材の０．６～２．８質量％の量の膨張材を添加配合し、コンクリート打設後２４時
間以上経過後に、前記加熱促進養生を行うことを特徴とする、高強度コンクリート（Ｂ）
の製造方法である。
【００１９】
　このような構成とすることで、セメントの種類にかかわらず、水／結合材比が１０～１
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５質量％で、６０～９０℃で５日間以上加熱促進養生して得られた、膨張材を結合材の一
部と置換したコンクリート（Ｂ）又は膨張材を添加配合したコンクリート（Ｂ）が、膨張
材で結合材の一部を置換しないコンクリート（Ａ）の圧縮強度の９０％以上の圧縮強度を
同一材齢で有すること等が可能となる。
【００２０】
　また、第２の本発明は、セメント、シリカヒューム、細骨材、粗骨材及び高性能減水剤
を含み且つ膨張材を含まない、水／結合材比が１５質量％を超えて２５質量％以下のコン
クリート（Ａ）の圧縮強度の９０％以上の圧縮強度を同一材齢で有し、前記結合材の一部
を膨張材で置換含有するか又は膨張材を添加配合するコンクリート（Ｂ）を６０～８０℃
で５日間以上の加熱促進養生を実施して製造するにあたり、結合材の０．８～４．７質量
％を膨張材で置換含有させるか又は膨張材を添加配合し、更にコンクリート打設後２４時
間以上経過後に、前記加熱促進養生を行うことを特徴とする、高強度コンクリート（Ｂ）
の製造方法である。
【００２１】
　このような構成とすることで、セメントの種類にかかわらず、水／結合材比が１５質量
％を超えて２５質量％以下で、６０～８０℃で５日間以上の加熱促進養生のより得られた
、膨張材を結合材の一部と置換したコンクリート（Ｂ）又は膨張材を添加配合したコンク
リート（Ｂ）が、膨張材で結合材の一部を置換しないコンクリート（Ａ）の圧縮強度の９
０％以上の圧縮強度を同一材齢で有すること等が可能となる。
【００２２】
　また、第３の本発明は、セメント、シリカヒューム、細骨材、粗骨材及び高性能減水剤
を含み且つ膨張材を含まない、水／結合材比が１５質量％を超えて２５質量％以下のコン
クリート（Ａ）の圧縮強度の９０％以上の圧縮強度を同一材齢で有し、前記結合材の一部
を膨張材で置換含有させた又は膨張材を添加配合したコンクリート（Ｂ）を８０℃を超え
て９０℃以下で５日間以上の加熱促進養生を実施して製造するにあたり、結合材の０．８
～４．７質量％を膨張材で置換含有させるか又は結合材の０．８～４．７質量％の量の膨
張材を添加配合し、コンクリート打設後４８時間以上経過後に、前記加熱促進養生を行う
ことを特徴とする、高強度コンクリート（Ｂ）の製造方法である。
【００２３】
　このような構成とすることで、セメントの種類にかかわらず、水／結合材比が１５質量
％を超えて２５質量％以下で、８０℃を超えて９０℃以下で５日間以上の加熱促進養生に
より得られた、膨張材を結合材の一部と置換したコンクリート（Ｂ）又は膨張材を添加配
合したコンクリート（Ｂ）が、膨張材で結合材の一部を置換しないコンクリート（Ａ）の
圧縮強度の９０％以上の圧縮強度を同一材齢で有すること等が可能となる。
【００２４】
　本発明の高強度コンクリートに用いられるセメントとしては、特に限定されず、普通ポ
ルトランドセメント、早強ポルトランドセメント、超早強ポルトランドセメント、中庸熱
ポルトランドセメント、耐硫酸性ポルトランドセメント等のＪＩＳ　Ａ　５２１０：２０
０９に規定されるポルトランドセメント、ＪＩＳ　Ａ　５２１１：２００９に規定される
高炉セメント、ＪＩＳ　Ａ　５２１３：２００９に規定されるフライアッシュセメント、
ＪＩＳ　Ａ　５２１１：２００９に規定されるシリカセメント及びＪＩＳ　Ａ　５２１４
：２００９に規定されるエコセメント等を用いることができる。特に好ましくは、ＪＩＳ
　Ｒ　５２１０に規定される自己収縮が小さい低熱ポルトランドセメントを使用する。
　特に、低熱ポルトランドセメントを用いると、Ｃ２Ｓを多く含むため単位水量を低減す
ることができ、また、水和熱による温度応力を低減することが可能となる、高強度コンク
リートを製造することができる。低熱ポルトランドセメントはＪＩＳ適合品ならば使用可
能であるが、ブレーン比表面積が３４５０～４２００ｃｍ２／ｇ、４４ｍｍ残分が０．４
～５．２％、Ｃ２Ｓが５０～５９％、Ｃ３Ａが０．８～３．２％のものがより好ましい。
【００２５】
　また、本発明の高強度コンクリートに用いられるシリカヒュームは、シリカ質の超微粒
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子材料であり、ポゾラン反応、マイクロフィラー効果による、コンクリートの高強度化や
流動性の改善を目的として、コンクリートの混和されるものであり、特に、本発明におい
て、ＪＩＳ　Ａ　６２０７：２０１１の規定を満たすシリカヒュームであれば、任意のも
のを使用することができる。
　特に水／結合材比が２５質量％以下となるような低水結合比のコンクリートでは使用さ
れることが多い。
　シリカヒュームは、低水結合比の高強度コンクリートでは使用されることが多いが、シ
リカヒュームを使用した高強度コンクリートの自己収縮は、シリカヒュームを使用しない
ものよりも大きくなることが知られており、セメント単味で調合したコンクリートよりも
自己収縮低減の必要性がある。
【００２６】
　かかるシリカヒュームの配合割合は、特に限定されず、所望する流動性等に応じて配合
することができるが、好ましくはセメント１００質量部に対して約８～２０質量部であり
、特にセメントとして低熱ポルトランドセメントを用いた場合には、１０～１５質量部と
することが望ましい。
【００２７】
　本発明の高強度コンクリートには、細骨材や粗骨材の骨材が含有されるが、これらの細
骨材や粗骨材は特に限定されるものではなく、例えば細骨材としては、川砂、山砂、陸砂
、砕砂、海砂、珪砂３～７号等の比較的粒径の細かい細骨材、または珪砂粉、石灰石粉等
の微粉末等の公知の細骨材を使用することができる。
　さらに、粗骨材としては、砂利や砕石等の公知の任意の粗骨材を用いることができ、か
かる粗骨材としては、自己充填性の点から最大粒径２０ｍｍ以下のものが好ましい。
【００２８】
　また、本発明の高強度コンクリートには、高性能減水剤が含有される。特にＪＩＳ　Ａ
６２０４：２０１１の規定を満足する高性能減水剤を配合することにより、施工に適する
流動性と材料分離抵抗性が得られるという効果が得られる。
　高性能減水剤としては、任意の高性能減水剤を使用することができるが、好ましくは、
低収縮型高性能減水剤が、耐ひび割れ収縮にも優れ、コンクリートの収縮応力を低減する
ことができるため、好ましい。
　かかる低収縮型高性能減水剤を膨張材と同時に使用することで、コンクリートの収縮応
力が一層低減し、ひび割れ抵抗性の一層の向上が得られることとなる。
　低収縮型高性能減水剤としては、低収縮型高性能減水剤レオビルドＳＰ８ＨＵ（ＢＡＳ
Ｆジャパン）等を例示することができ、好ましくは結合材に対して１．０～５．０質量％
程度となるように配合されることが望ましい
【００２９】
　本発明の高強度コンクリートは、膨張材を含まず、セメント、シリカヒューム、細骨材
、粗骨材及び高性能減水剤を含むコンクリート（Ａ）が任意の材齢で有する圧縮強度の９
０％以上の圧縮強度を有するコンクリート（Ｂ）であって、前記膨張材を含まないコンク
リート（Ａ）の結合材の一部を膨張材で置換して含有するか、又は前記膨張材を含まない
コンクリート（Ａ）に膨張材を添加配合する。なお、コンクリート（Ｂ）を構成する材料
は、膨張材で置換する前のコンクリート（Ａ）を構成する材料と同一の材料を配合してな
るものである。
　膨張材は、コンクリート（Ａ）に含まれる結合材の０．６～４．７質量％、好ましくは
０．９～３．８質量％を置換する。または、膨張材は、コンクリート（Ａ）に含まれる結
合材の０．６～４．７質量％の量、好ましくは０．９～３．８質量％量をコンクリート（
Ａ）に添加配合する。
　かかる配合割合で、膨張材を結合材と置換して含有することにより、所望ひび割れ抵抗
性の改善と強度が得られることになる。
【００３０】
　膨張材としては、特に限定されず、任意の市場で入手できる膨張材を使用することがで
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きるが、ＪＩＳ　Ａ　６２０２：１９９７の規定を満足するものを好適に使用することが
できる。
　膨張材は打込み後のコンクリート構造物の収縮を補償するものであり、例えば、アウイ
ン（ＨＡＵＹＮＥ）と呼ばれるカルシウムサルホアルミネート・酸化カルシウム・無水石
こうと水が反応して膨張成分であるエトリンガイトを生成する、いわゆるカルシウムサル
ホアルミネート系膨張材や、酸化カルシウムが水和して水酸化カルシウムが生成する生石
灰系膨張材等が好適に用いられる。例えば、遊離石灰が５０質量％、アーウイン（３Ｃａ
Ｏ・Ａｌ２Ｏ３・ＣａＳＯ４）が２０質量％、無水石膏が３０質量％であり、かつブレー
ン比表面積が２９００～３３００ｃｍ２／ｇ、強熱減量が１．６質量％以下、ＭｇＯが０
．９～１．７質量％を含むものを好適に例示することができる。
【００３１】
　具体的は、第１の本発明のコンクリートにおいては、１ｍ３あたり２４０～４５０Ｌの
セメント、１ｍ３あたり４０～７５Ｌのシリカヒューム、１ｍ３あたり１００～２５０Ｌ
の細骨材、１ｍ３あたり１７５～３３０Ｌの粗骨材、１ｍ３あたり５～４０Ｌの高性能減
水剤を含み且つ膨張材を含まないコンクリート（Ａ）中の結合材の３．２～８．２Ｌ／ｍ
３を膨張材で置換するものを例示することができる。
　このような配合とすることで、膨張材を含まない高強度コンクリート（Ａ）の圧縮強度
の９０％以上の圧縮強度を同一材齢で保持することができ、乾燥収縮ひずみを改善するこ
とができる、高強度コンクリート（Ｂ）を製造することができる。
【００３２】
　また、第２及び第３の本発明のコンクリートにおいては、１ｍ３あたり１４０～４５０
Ｌのセメント、１ｍ３あたり２０～７５Ｌのシリカヒューム、１ｍ３あたり１００～３６
０Ｌの細骨材、１ｍ３あたり３００～３６０Ｌの粗骨材、１ｍ３あたり１５～３０Ｌの高
性能減水剤を含み且つ膨張材を含まないコンクリート（Ａ）中の結合材の３．２～８．２
Ｌ／ｍ３を膨張材で置換するものを例示することができる。
　上記と同様に、このような配合とすることで、膨張材を含まない高強度コンクリート（
Ａ）の圧縮強度の９０％以上の圧縮強度を同一材齢で保持することができ、乾燥収縮ひず
みを改善することができる、高強度コンクリート（Ｂ）を製造することができる。
【００３３】
　更に本発明においては、必要に応じて、耐火爆裂抑制材を配合することができ、ポリプ
ロピレン繊維、鋼繊維等を例示することができる。かかる耐火爆裂抑制材を含むことによ
り、火災時の爆裂抑制による柱等の部材の耐力と靭性の確保という効果が得られる。
　例えば、ポリプロピレン繊維等の繊維は、好ましくは１ｍ３のコンクリートに対して、
外割で０．８～４．５質量％程度となるように混入されることが望ましい。
【００３４】
　また更に、本発明においては、必要に応じて、上記耐火爆裂抑制材のほかに、本発明の
効果を損なわない限り、減水剤、消泡材、乾燥収縮低減材、防錆材、発泡剤、空気量調整
剤等の化学混和剤を配合することができる。
【００３５】
　本発明のコンクリートは、混練工程、打設工程、養生工程を経て製造することができる
。
　混練工程は、例えば、セメント、シリカフューム、細骨材、粗骨材、高性能減水剤、膨
張材及び水、更に必要に応じて配合される耐火爆裂抑制材等を配合して均一に混練りする
。
　ポリプロピレン繊維等の耐火爆裂抑制材は、他の材料が混合されたものに、後添加して
混練しても、予め他の材料と一緒に配合して混練りしてもどちらでもよいが、アジテータ
車に後添加するほうが、該ポリプロピレン繊維がミキサなどに付着されず、所定量を確保
するのが容易となる。
【００３６】
　例えば、コンクリート混合体の粉体のみを練混ぜる乾燥混練を経て、該乾燥混練により
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練混ぜられた粉体部分に液体部分を投入して練混ぜる湿潤混練を行い、該湿潤混練により
練混ぜられたコンクリート混合材料をアジテータ車等に移し、該コンクリート混合材料に
繊維（鋼繊維およびポリプロピレン繊維）等を投入して練混ぜる繊維混練を行うことがで
きる。
【００３７】
　次いで、コンクリートを打設して養生を行う。
　本発明の高強度コンクリートを得るために、コンクリート打設後から加熱促進養生まで
の時間を次のように設定する。
　水／結合材比が１０～１５質量％の場合には、コンクリートを常温常圧で打設後、２４
時間以上経過した後に、６０～９０℃で少なくとも５日間加熱養生することで、膨張材を
含まないコンクリート（Ａ）が有する圧縮強度の９０％以上の圧縮強度を備えることがで
きるとともに、膨張材及び高性能減水剤、好ましくは収縮型高性能減水剤を含んでいるた
め耐ひび割れ収縮にも優れる。
【００３８】
　また、水／結合材比が１５質量％を超えて２５質量％以下の場合には、コンクリートを
常温常圧で打設後、２４時間以上経過した後に、６０～８０℃で少なくとも５日間加熱養
生することで、または、コンクリートを常温常圧で打設後、４８時間以上経過した後に、
８０℃を超えて９０℃以下で少なくとも５日間加熱養生することで、膨張材を含まないコ
ンクリート（Ａ）が有する圧縮強度の９０％以上の圧縮強度を備えることができるととも
に、膨張材及び高性能減水剤、好ましくは低収縮型高性能減水剤を含んでいるため耐ひび
割れ収縮にも優れる。
【００３９】
　本発明においては、加熱促進養生を実施するが、上記したように、高強度をより短期間
で得るために、膨張材を結合材の一部と置換した高強度コンクリート又は膨張材を添加配
合した高強度コンクリートを高温下で加熱促進養生する際、コンクリートの水結合材比に
応じて、膨張材の量、加熱促進養生温度、加熱促進養生を開始する次回を適切に選定する
ことによって、膨張材を含まないコンクリート（Ａ）の圧縮強度の９０％以上の圧縮強度
を得ることが可能となる。
【実施例】
【００４０】
　本発明を以下の実施例、比較例及び試験例により説明するが、これらに限定されるもの
ではない。
　下記表１に示す各材料を使用し、水／結合材比が１４．４質量％（表２）と１８．３質
量％（表４）の場合について、それぞれ結合材の一部を膨張材で置換した高強度コンクリ
ートと、置換しない高強度コンクリートを製造した。
【００４１】
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【表１】

【００４２】
［実施例１～３・比較例１～３（水／結合比が１４．４質量％の場合）］
　表１の各材料を用い、下記表２に示す配合割合で、水結合材比を１４．４質量％として
、各材料を２０℃の恒温室で混練りして、コンクリート組成物を得た。
　得られた各コンクリート組成物の空気量（％）、スランプスロー値（ｃｍ）も表２に示
す。
　なお、空気量はＪＩＳ　Ａ　１１２８：２００５フレッシュコンクリートの空気量の圧
力による試験方法－空気室圧力方法により、またスランプスローＪＩＳ　Ａ　１１５０：
２００７コンクリートのスランプフロー試験方法により測定した。
【００４３】
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【表２】

【００４４】
　得られたコンクリート組成物を、ＪＩＳ　Ａ　５３０８付属書Ｅに規定されたブリキ製
の軽量型枠（Φ１００×２００ｍｍ）に打設した。
　なお、軽量型枠の上面は、コンクリート打設直後から封かん状態とした。
　コンクリート組成物の打設２４時間後に、上面を封函状態に保持した軽量型枠ごとコン
クリートをその後９０℃で６日間（６日目は材齢７日）保持して加熱促進養生を行った。
【００４５】
　その後該型枠ごと２０℃の恒温室で１日静置し、軽量型枠内のコンクリートが２０℃と
なった後に、該軽量型枠をコンクリート体から取り外して、得られたコンクリート体の上
面を研磨して、圧縮強度試験をＪＩＳ　Ａ　１１０８：２００６コンクリートの圧縮強度
試験方法に準じて行った。　
　その結果を下記表３に示す。
【００４６】
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【表３】

【００４７】
　上記表３の結果より、高性能減水剤の種類にかかわらず、水結合比が１０～１５％であ
る１４．４％の場合には、結合材の一部を膨張材で置換した実施例のコンクリートの圧縮
強度は、打設後少なくとも２４時間経過した後に、９０℃で封かん状態のコンクリートを
その後６日間保持する加熱養生を行った場合に、膨張材を含まない比較例のコンクリート
（結合材を膨張材で置換しないコンクリート）の圧縮強度の９０％以上とすることが可能
となる。
【００４８】
［実施例４～６・比較例４（水／結合比が１８．８質量％の場合）］
　表１の各材料を用い、下記表４に示す配合割合で、水結合材比を１８．８質量％として
、各材料を２０℃の恒温室で混練りして、コンクリート組成物を得た。
　得られた各コンクリート組成物の空気量（％）、スランプスロー値（ｃｍ）も表４に示
す。
　なお、空気量はＪＩＳ　Ａ　１１２８：２００５フレッシュコンクリートの空気量の圧
力による試験方法－空気室圧力方法により、またスランプスローはＪＩＳ　Ａ　１１５０
：２００７コンクリートのスランプフロー試験方法により測定した。
【００４９】
【表４】
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【００５０】
　得られたコンクリート組成物を、ＪＩＳ　Ａ　５３０８付属書Ｅに規定されたブリキ製
の軽量型枠（Φ１００×２００ｍｍ）に打設した。
　なお、軽量型枠の上面は、コンクリート打設直後から封かん状態とした。
　コンクリート組成物の打設２４時間後に、上面を封かん状態に保持した軽量型枠ごとコ
ンクリートを、その後それぞれ６０℃、７０℃、８０℃、９０℃に６日間（６日目は材齢
７日）保持して加熱促進養生を行った。
　更に、コンクリート組成物の打設２４時間後に、上面を封かん状態に保持した軽量型枠
ごとコンクリートを、６０℃で２８日間保持して加熱促進養生を行った。
　また、コンクリート組成物の打設１８時間後及び４８時間後に、上面を封かん状態に保
持した軽量型枠ごとコンクリートを、９０℃で５から６．２５日日間保持して加熱促進養
生を行った。
【００５１】
　その後、それぞれ型枠ごと２０℃の恒温室で１日静置し、軽量型枠内のコンクリートが
２０℃となった後に、該軽量型枠を取り外して、得られたコンクリート体の上面を研磨し
て、圧縮強度試験をＪＩＳ　Ａ　１１０８：２００６コンクリートの圧縮強度試験方法に
準じて行った。
　その結果を下記表５に示す。
【００５２】
【表５】

【００５３】
　上記表５の結果より、高性能減水剤の種類にかかわらず、水結合比が１５質量％を超え
て２５質量％以下である１８．８％の場合には、結合材の一部を膨張材で置換した実施例
のコンクリートの圧縮強度は、打設後少なくとも２４時間経過した後に、６０～８０℃で
封かん状態のコンクリートを６日保持した加熱促進養生を行った場合に、膨張材を含まな
い比較例のコンクリート（結合材を膨張材で置換しないコンクリート）の圧縮強度の９０
％以上の圧縮強度を確保することができた。また、コンクリート打設後少なくとも４８時
間経過した後に、９０℃以下で封かん状態のコンクリートを５日保持する加熱養生を行っ
た場合に、膨張材を含まない比較例のコンクリート（結合材を膨張材で置換しないコンク
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リート）の圧縮強度の９０％以上の圧縮強度を確保することが可能となった。
【００５４】
　上記より、膨張材で結合材を置換したコンクリート（Ｂ）を高温下で封かんするときに
生じる圧縮強度の低下は、未反応の膨張材が急激に水と反応して膨張し、その膨張圧でコ
ンクリートの硬化体が損傷を受けることに起因すると考えられるが、膨張材の反応速度は
温度に依存するので、９０℃よりも低い温度では膨張速度が低下し、しかもコンクリート
硬化体の圧縮強度が増加する影響を受け、膨張材の膨張圧により圧縮強度の低下が緩和さ
れたと考えられる。
　また、加熱促進養生を開始する時間を長くすることにより、コンクリート硬化体の圧縮
強度を増加させることができることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　本発明の高強度コンクリートの製造方法により得られたコンクリートは、膨張材による
自己収縮ひずみを抑制することができるとともに、高強度を有し、特にコンクリートのプ
レキャストコンクリート製品に適用することができる。
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