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(57)【要約】
【課題】　セメント製品の乾燥収縮ひずみを簡便な方法
で有効に低減して、ひび割れ発生を有効に抑制すること
ができる、ひび割れ低減型セメント製品の製造方法及び
ひび割れ低減型セメント製品提供する。
【解決手段】　本発明のひび割れ低減型セメント製品の
製造方法は、少なくともセメント、水及び繊維を含み膨
張材を含まないセメント組成物を蒸気養生し、得られた
セメント製品の表面に、表面改質剤を塗布するか、水中
養生するか、又は両者を実施することにより製造する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セメント組成物を蒸気養生し、得られたセメント製品の表面に、セメント用表面改質剤
を塗布することを特徴とする、ひび割れ低減型セメント製品の製造方法。
【請求項２】
　セメント組成物を蒸気養生し、得られたセメント製品を水中養生することを特徴とする
、ひび割れ低減型セメント製品の製造方法。
【請求項３】
　請求項２記載のひび割れ低減型セメント製品の製造方法において、水中養生後に得られ
たセメント製品の表面に、セメント用表面改質剤を塗布することを特徴とする、ひび割れ
低減型セメント製品の製造方法。
【請求項４】
　請求項１又は３記載のひび割れ低減型セメント製品の製造方法において、セメント用表
面改質剤は、シラン系セメント用表面改質剤であることを特徴とする、ひび割れ低減型セ
メント製品の製造方法。
【請求項５】
　請求項１～４いずれかの項記載のひび割れ低減型セメント製品の製造方法により調製さ
れた、ひび割れ低減型セメント製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ひび割れ低減型セメント製品の製造方法及びひび割れ低減型セメント製品に
関し、特に乾燥収縮による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
型セメント製品の製造方法及びひび割れ低減型セメント製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、鉄筋コンクリート構造物や鉄骨鉄筋コンクリート構造物等の建築構造物の分野に
おいては、耐震性の向上等の観点から、耐久性のより高いものが要求されている。
　かかるコンクリート構造物の高耐久化を図るためには、初期欠陥となるひび割れを防止
しなければならず、ひび割れの発生主要因の一つに、乾燥収縮がある。
　コンクリートは乾燥に伴ってその体積を減少させ、コンクリート構造物にかかる乾燥収
縮が生じると、ひび割れは発生する。
　従って、乾燥収縮に起因するひび割れを主として抑制もしくは防止する必要がある。
【０００３】
　モルタルやコンクリートの乾燥収縮によるひび割れ抵抗性を向上させるには、膨張材や
石膏を添加する方法や乾燥収縮低減剤を用いる方法がこれまで提言されてきている。
　例えば、乾燥収縮を低減させるために、「コンクリートの自己収縮研究委員会報告書」
２００２年９月、（社）日本コンクリート工学協会、ｐ．２０７－２１０」（非特許文献
１）には、膨張材や収縮低減剤が提案されている。
　更に、「日本建築学会、膨張材・収縮低減剤を使用したコンクリートの技術の現状　２
０１３年７月」（非特許文献２）には、乾燥収縮を低減させるには、膨張材や石膏、収縮
低減剤をセメントに混和する方法が有効であることが提案されている。
【０００４】
　特許第４８２２４９８号公報（特許文献１）には、膨張材、乾燥収縮低減剤及びアルカ
リ金属塩を含有し、膨張材１００重量部に対して、乾燥収縮低減剤が２～３０重量部、ア
ルカリ金属塩が０．０１～２．０重量部であり、膨張材がＪＩＳ　Ａ　６２０２「コンク
リート用膨張材」に適合する石灰系膨張材又はエトリンガイト系膨張材であり、乾燥収縮
低減剤が下記式（１）で表される化合物を有効成分とするものであり、アルカリ金属塩が
アルカリ金属アルミン酸塩、アルカリ金属炭酸塩及びアルカリ金属硫酸塩から選ばれる一
種又は二種以上であるセメント混和剤をセメントに混合して使用し、セメント硬化体のひ
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び割れを低減させることが、特開２０１１－１０２２０１号公報（特許文献２）や特開２
０１１－１０２２０２号公報（特許文献３）には、収縮低減剤をコンクリートに混合して
使用することが開示されている。
【０００５】
　また、特開２０１２－２５４８９０号公報（特許文献４）には、予め練り混ぜられた硬
練りのベースコンクリートに、該ベースコンクリート中のセメント１００質量部当たり、
収縮低減用流動化剤を０．１～８．０質量部の割合となるよう添加して混合し、乾燥収縮
低減性及び高流動性を同時に付与することを特徴とする低収縮ＡＥコンクリートの調製方
法が開示されており、特開２００９－２４９２２８号公報（特許文献５）、特開２０１０
－００６６２６号公報（特許文献６）には、セメント、石膏、水、細骨材、粗骨材、乾燥
収縮低減剤、空気連行剤及びセメント分散剤を含有してなる低収縮ＡＥコンクリート組成
物の調製において、乾燥収縮低減剤として特定の（ポリ）アルキレングリコールモノアル
キルエーテルを用い、更に空気連行剤として特定の有機リン酸エステル化合物を用いるこ
とが記載されている。
【０００６】
　しかし、膨張材や石膏を添加する方法は、モルタルの練混ぜ時間が長くなること、モル
タルの製造に時間がかかること、膨張材および石膏は比表面積が大きく空気中の水分と反
応し、品質が変化し易いので取扱いが難しいこと、過剰混和による異常膨張によるひび割
れ等の危険性を有していた。
　また、乾燥収縮低減剤を用いる方法は、空気連行性を有するため、細骨材の粒度、練混
時間等のモルタル製造時の影響を受けやすく、モルタルの空気量の調整に時間がかかると
ともに、耐凍結融解抵抗性が劣る課題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【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
【特許文献４】特開２０１２－２５４８９０号公報
【特許文献５】特開２００９－２４９２２８号公報
【特許文献６】特開２０１０－００６６２６号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】「コンクリートの自己収縮研究委員会報告書」２００２年９月、（社）
日本コンクリート工学協会、ｐ．２０７－２１０
【非特許文献２】「「日本建築学会、膨張材・収縮低減剤を使用したコンクリートの技術
の現状　２０１３年７月」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、上記課題を解決し、セメント製品の乾燥収縮ひずみを簡便な方法で有
効に低減して、ひび割れ発生を有効に抑制することができる、ひび割れ低減型セメント製
品の製造方法及びひび割れ低減型セメント製品提供することである。
　特に、蒸気養生を行うプレキャストモルタル部材の乾燥収縮ひずみを、より有効に低減
させて、ひび割れ発生を抑制することができる、簡便なひび割れ低減型セメント製品の製
造方法及びひび割れ低減型セメント製品を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１記載の発明は、セメント組成物を蒸気養生し、得られたセメント製品の表面に
、セメント用表面改質剤を塗布することを特徴とする、ひび割れ低減型セメント製品の製
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造方法である。
　請求項２記載の発明は、セメント組成物を蒸気養生し、得られたセメント製品を水中養
生することを特徴とする、ひび割れ低減型セメント製品の製造方法である。
　請求項３記載の発明は、請求項２記載のひび割れ低減型セメント製品の製造方法におい
て、水中養生後に得られたセメント製品の表面に、セメント用表面改質剤を塗布すること
を特徴とする、ひび割れ低減型セメント製品の製造方法である。
　請求項４記載の発明は、請求項１又は３記載のひび割れ低減型セメント製品の製造方法
において、セメント用表面改質剤は、シラン系セメント用表面改質剤であることを特徴と
する、ひび割れ低減型セメント製品の製造方法である。
【００１１】
　請求項５記載の発明は、請求項１～４いずれかの項記載のひび割れ低減型セメント製品
の製造方法により調製された、ひび割れ低減型セメント製品である。
　なお、本発明において、「セメント製品」とは、骨材を含まないセメント部材のみなら
ず、モルタル部材及びコンクリート部材を含むものを意味するものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、セメント製品の乾燥収縮ひずみを簡便な方法で有効に低減して、ひび
割れ発生を有効に抑制することができ、特に、蒸気養生を行うプレキャストセメント製品
の乾燥収縮ひずみの低減を、より有効に行うことができる。
　また、蒸気養生を行うセメント製品の蒸気期間を短期にして乾燥収縮ひずみ低減効果を
奏することができ、長期間の蒸気養生を実施した場合と、ほぼ同等の乾燥収縮ひずみの低
減を図ることができる。従って、長期の蒸気養生を実施することがないため、大掛かりな
装置の負担軽減につながり、製造コストが下がり、経済的に有利になる効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】モルタル部材の乾燥収縮ひずみ値と乾燥材齢との関係を示す線図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　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セメント製品の製造方法は、セメント組成物を蒸気養生し、得
られたセメント製品を水中養生するか、あるいはセメント製品の表面にセメント用表面改
質剤を塗布するか、またはセメント製品を水中養生しかつセメント用表面改質剤を塗布し
て、ひび割れ低減型セメント製品を製造する方法である。
【００１５】
　本発明に用いるセメント組成物には、少なくともセメントと水とを含有するセメントペ
ースト、更に細骨材を含むモルタルや、細骨材及び粗骨材を含むコンクリート組成物が含
有されるものとする。
【００１６】
　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、低熱ポルトランド
セメント、耐硫酸性ポルトランドセメント等のＪＩＳ　Ｒ　５２１０：２００９に規定さ
れるポルトランドセメント、ＪＩＳ　Ｒ　５２１１：２００９に規定される高炉セメント
、ＪＩＳ　Ｒ　５２１３：２００９に規定されるフライアッシュセメント、ＪＩＳ　Ｒ　
５２１２：２００９に規定されるシリカセメント及びＪＩＳ　Ｒ　５２１４：２００９に
規定されるエコセメント等を例示することができ、これらの単独で又は混合して用いるこ
とができる。
　また、本発明で使用するセメントには、長期強度の向上、乾燥収縮の緩和のため、ポゾ
ラン活性を有する材料である高炉スラグ粉末、フライアッシュ、シリカヒューム、石灰石
粉末、石英粉末、二水石膏、半水石膏、Ｉ型及びＩＩ型及びＩＩＩ型無水石膏等の混和材
を、単独でもしくは併用して、適量配合することも可能である。
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【００１７】
　また、本発明のセメント組成物の一形態であるモルタルには細骨材が、また本発明のセ
メント組成物の一形態であるコンクリートには、細骨材及び粗骨材が含有されるが、これ
らの粗骨材や細骨材の種類は、特に限定されるものではない。
　粗骨材としては、例えば、粒径２．５～４０ｍｍの砂利、砕石等の公知の粗骨材、これ
らの混合物や軽量骨材等が挙げられる。
　また、細骨材としては、山砂、川砂、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、ＪＩＳ　Ａ　５０１１：２００３に記載される高炉スラグ骨材、フェロ
ニッケルスラグ骨材、銅スラグ骨材、電気炉酸化スラグ骨材または珪砂粉、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。
【００１８】
　また、セメント組成物には、各種添加剤を必要に応じて、配合することができる。
　各種添加剤としては、セメント組成物を調製する際に添加される公知の添加剤であれば
、用途に応じて添加することができ、例えば、無機混和材、ＡＥ剤、減水剤、凝結遅延剤
、硬化促進剤、消泡剤、防錆剤、防凍剤、着色剤、空気連行剤等の混和材や、耐久性を向
上させるための炭素繊維や鋼繊維や化学繊維等の補強材を、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。
【００１９】
　セメント組成物に含有される無機混和剤としては、以下のものを好適に用いることがで
きる。
　無機混和剤としては、特に、珪酸質系鉱物質微粉末、炭酸リチウム、及び、膨張材また
は早強ポルトランドセメントから成り、当該珪酸質系鉱物質微粉末を８４．５～９１．５
質量％、炭酸リチウムを１．０～３．０質量％、膨張材または早強ポルトランドセメント
を７．５～１２．５質量％で含む、塩化物イオン浸透抑制無機混和材を好適に用いること
ができる。
【００２０】
　当該塩化物イオン浸透抑制無機混和材に含まれる珪酸質系鉱物質微粉末としては、Ｓｉ
Ｏ２を５５～６５質量％含む鉱物微粉末を好適に使用することができる。特に珪酸質系鉱
物質微粉末は、微粉末とすることが塩化物イオン浸透性を抑制する点から望ましく、ブレ
ーン比表面積は５０５０～５８５０ｃｍ２／ｇであること望ましい。
　更に、該珪酸質系鉱物質微粉末は、湿分が約０．２質量％以下、強熱減量が約２．４質
量％以下、密度が２．３５～２．４５ｇ／ｃｍ３であるものがより望ましく例示される。
【００２１】
　また塩化物イオン浸透抑制無機混和材に含まれる膨張材としては、カルシウムサルホア
ルミネート系膨張材、石灰石膨張材及びエトリンガイト－石灰複合系膨張材等を例示する
ことができる。特に、カルシウムサルホアルミネート系膨張材を、好適に用いることがで
きる。
　例えばカルシウムサルホアルミネート系膨張材は、ブレーン比表面積が２５５０～３３
５０ｃｍ２／ｇ、強熱減量が１．６質量％以下、ＭｇＯが１．０～２．０質量％を含むも
のを好適に例示することができる。
　また、例えばエトリンガイト－石灰複合系膨張材は、遊離石灰を約５０質量％、アーウ
イン（３ＣａＯ・Ａｌ２Ｏ３・ＣａＳＯ４）を約２０質量％、無水石膏を約３０質量％、
ＭｇＯを０．９～２．０質量％含み、ブレーン比表面積が２９００～３３００ｃｍ２／ｇ
、強熱減量が１．６質量％以下のものを好適に例示することができる。
【００２２】
　更に、塩化物イオン浸透抑制無機混和材に含まれる早強ポルトランドセメントは、Ｃ３

Ｓが６０～６８質量％、Ｃ２Ｓが６～１４質量％、間隙室（Ｃ３Ａ＋Ｃ４ＡＦ）が１５．
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５～１８質量％、ブレーン比表面積が４４００～７０００ｃｍ２／ｇのものを好適に例示
することができる。
【００２３】
　また、塩化物イオン浸透抑制無機混和材に含まれる炭酸リチウムは、Ｌｉ２ＣＯ３を９
５質量％以上含み、レーザー回折・散乱式粒度分析計（日機装（株）製マイクロトラック
）によって測定した１０％通過粒径が３～８μｍ、５０％通過粒径が７～２０μｍ、９０
％通過粒径が１２～１５０μｍとなる粒度分布を有するものを好適に例示することができ
る。
【００２４】
　かかる塩化物イオン浸透抑制無機混和材に用いる珪酸質系鉱物質微粉末は、上記珪酸質
系鉱物質微粉末と、炭酸リチウムと、膨張材又は早強ポルトランドセメントとを均一に混
合することにより得られ、これらの材料が均一に混合されればその混合方法は特に限定さ
れない。
【００２５】
　かかる塩化物イオン浸透抑制無機混和材は、セメント組成物に配合添加することで、得
られるセメント組成物に、良好な強度発現性と塩化物イオン浸透抵抗性を付与することが
可能となる。
【００２６】
　塩化物イオン浸透抑制無機混和材は、セメント組成物のセメント及び塩化物イオン浸透
抑制無機混和材からなる結合材１００質量部中、塩化物イオン浸透抑制無機混和材が１５
～３０質量部、望ましくは２０～３０質量部含有される。
　塩化物イオン浸透無機混和材は、特にプレキャストコンクリート製品に用いるセメント
組成物に有行に配合して用いることができる。
【００２７】
　本発明のセメント組成物の製造方法は、セメント及び水、必要に応じて添加配合される
細骨材、粗骨材、例えば上記塩化物イオン浸透抑制無機混和材等の無機混和材、繊維等の
補強材を所定量配合して、混合練り混ぜて調製することができる。
　また、混練方法は、特に限定されず、水以外の材料を予め混合して、これに水を配合し
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
。
　セメント組成物中の水／セメント質量比は限定されず、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。
【００２８】
　セメント組成物を製造する混練装置としては、任意の公知の装置を使用することが可能
であり、例えば、傾胴ミキサ、オムニミキサ、ヘンシェルミキサ、Ｖ型ミキサ等を例示す
ることができる。
【００２９】
　このようにして調製したセメント組成物を打設して製造したセメント製品に蒸気養生を
実施する。
　蒸気養生方法としては、公知の任意の蒸気養生方法を適用することができ、例えば、２
０℃で４時間前養生を行い、その後４０～５０℃で３～５時間蒸気養生を行うことができ
る。
【００３０】
　蒸気養生を実施したセメント製品の表面に、セメント用表面改質剤を塗布する。セメン
ト用表面改質剤としては、シラン系セメント用表面改質剤が好ましく、例えば、リフレパ
セットＡ１０００（住友大阪セメント株式会社製）、リフレパセットＤ７０（住友大阪セ
メント株式会社製）、アクアシール１４００（大同塗料株式会社製）等を例示することが
できる。
　かかるセメント用表面改質剤、特にシラン系セメント用表面改質剤をセメント製品表面
１ｍ３あたり１００ｇ～３００ｇ塗布することが望ましい。かかる塗布量により、セメン
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【００３１】
　または、蒸気養生を実施したセメント製品を、水中養生する。例えば、水中養生条件と
しては、２０℃±２℃の水中で７日以上の水中養生を実施することで、セメント製品の乾
燥収縮ひずみの発生を抑制することが可能となる。
　更に、かかる水中養生を実施した後に、前記セメント系表面改質剤をセメント製品の表
面に塗布してもよく、この工程により、更に有効にセメント製品の乾燥収縮ひずみの発生
を抑制することが可能となる。
【００３２】
　このように製造したひび割れ低減型セメント製品は、例えば、蒸気養生を５時間実施し
て水中養生及び／又は表面改質剤の塗布を行った場合に、蒸気養生を２４時間実施した場
合のセメント製品の最終乾燥収縮ひずみと比較して、得られる最終乾燥収縮ひずみをほぼ
同等とすることができ、良好な耐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】
【００３３】
　本発明を具体的な実施例及び試験例により詳述する。
（使用材料）
　以下の使用材料を用いて、下記実施例、比較例及び試験例を実施した。
・普通ポルトランドセメント（Ｃ）：住友大阪セメント株式会社製
・細骨材（Ｓ）：砕砂
・無機混和材（ＡＤ）：下記表１に示す配合の無機混和材
・膨張材（ＥＸ）：エトリンガイト系膨張材　商品名「ＳＡＣＳ」、住友大阪セメント株
式会社製
・ビニロン繊維（Ｖｆ）：商品名ＲＦ４０００、クラレ製
・高性能減水剤（ＳＰ）：商品名マスターグレニウム８０００Ｐ、ＳＦジャパン製
・ＡＥ剤（ＡＥ）：商品名マスターエア２０２、ＢＡＳＦジャパン製
・水（Ｗ）：水道水
【００３４】
【表１】

【００３５】
（実施例１～４及び比較例１～４）
　上記の各材料を用いて、以下の表２に示す配合割合で混合して、モルタル組成物を調製
した。
　なお、表２中、高性能減水剤及びＡＥ剤の配合量は、結合材Ｂ（普通ポルトランドセメ
ント（Ｃ）＋混和材（ＡＤ））に対して、外割質量％で示したもので、高性能減水剤は１
．０質量％、ＡＥ剤は０．００１質量％である。
【００３６】
　具体的には、モルタル組成物の調製は温度２０℃の恒温室で行い、練混量は３５Ｌとし
、モルタルの練混ぜ時間は、セメント、混和材、細骨材を１５秒間空練りした後に、水を
投入して１２０秒間練り混ぜ、かき落としを行い、さらに１２０秒練り混ぜ、ビニロン繊
維を投入後、６０秒練り混ぜて調製した。
【００３７】
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【表２】

【００３８】
　次いで、各モルタル組成物を１０ｃｍ×１０ｃｍ×４０ｃｍの角柱の型枠に打ち込み、
角柱の供試体の中央に埋め込みひずみ計（ＫＭ－１０００ＢＴ、東京測器研究所製）を埋
込んで、温度２０℃、湿度６０％の環境下で前養生を実施した。次いで、下記表３に示す
蒸気養生条件にて蒸気養生を行い、次いで、表３に示す蒸気養生後の処理を行って、１０
ｃｍ×１０ｃｍ×４０ｃｍ角柱のモルタル試験供試体を製造した。
【００３９】
【表３】

【００４０】
　各モルタル試験供試体の乾燥収縮ひずみを、各試験供試体の中央に埋め込んだ前記ひず
み計（ＫＭ－１０００ＢＴ、東京測器研究所製）により測定した。
　その結果を図１に示す。
　なお、乾燥収縮ひずみ値は、乾燥を開始した時点から測定を開始した。
【００４１】
　得られた乾燥収縮ひずみ値から、日本建築学会「鉄筋コンクリート造建築物の収縮ひび
割れ制御設計・施工指針（案）」の下記式（１）を用いて、各モルタル試験供試体の最終
乾燥収縮ひずみ推定値を求めた。
　なお、セメント製品の乾燥収縮ひずみ発現は、長期に亘り最終値に漸近するといった特
性上、下記式（１）の関数式で近似して推定しているものである。
　上記式（１）より求めた各モルタル試験供試体の最終乾燥収縮ひずみ推定値の結果を表
４に示す。
【００４２】
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【数１】

【００４３】
　ここで上記式中、ε（ｔ０）は乾燥収縮開始材齢ｔ０日の乾燥収縮ひずみ（（×１０－

６）、ε（ｔ）は乾燥収縮開始材齢ｔ日の乾燥収縮ひずみ（×１０－６）、ε∞は乾燥収
縮ひずみの最終値（×１０－６）、α、βは実験定数である。
【００４４】
　上記式（１）の近似式に、上記モルタル試験供試体の任意の短期材齢（ｔＥ）日におけ
る乾燥収縮ひずみの具体的測定データ（ε（ｔＥ）（×１０－６））を代入し、乾燥収縮
ひずみの最終値（ε∞）を求めることによって長期的な乾燥収縮ひずみ（ε（ｔＬ）（×
１０－６））を推定している。
　なお、コンクリートの乾燥収縮ひずみを測定するＪＩＳ　Ａ　１１２９に規定される長
さ変化試験により、乾燥収縮ひずみの規制値は材齢６ヶ月が対象となっている。
【００４５】
　上記式（１）は日本建築学会「鉄筋コンクリート造建築物の収縮ひび割れ制御設計・施
工指針（案）」が採用しているものであり、乾燥収縮ひずみの膨大なデータに基づき、α
＝０．１６（Ｖ／Ｓ）１．８（Ｖはコンクリート試験体の容積（ｍｍ３）、Ｓは試験体の
表面積（ｍｍ２）と規定しており、またＪＩＳ規格（ＪＩＳ　Ａ　１１２９）で定められ
た乾燥収縮ひずみを測定する長さ変化試験ではＶ／Ｓ＝２２．２ｍｍのため、α＝４２．
４となる）、β＝１．４（Ｖ／Ｓ）－０．１８（β＝０．８）と定めている。
【００４６】

【表４】

【００４７】
　上記表４の結果より、表面改質剤「リフレパセットＡ１０００」をモルタル部材の表面
に塗布した実施例２の場合は、表面改質剤「リフレパセットＡ１０００」によりモルタル
試験体表面からの乾燥が抑えられ、従来養生方法の比較例１に比べ、最終乾燥収縮ひずみ
が約１００×１０－６小さくなっていることがわかる。
　また、蒸気養生後に水中養生を実施した実施例３及び４の場合には、水中養生によって
モルタルの緻密化が進むため、水中養生期間２８日（実施例３）では最終乾燥収縮ひずみ
が約２５０×１０－６、７日（実施例４）では約２２０×１０－６小さくなっていること
がわかる。水中養生期間７日と２８日では、最終乾燥収縮ひずみの低減量が同程度である
ため、７日以上の水中養生を行うことによって、乾燥収縮ひずみを低減できると考えられ
る。
【００４８】
　蒸気養生後、水中養生を２８日間実施し、更に表面改質剤「リフレパセットＡ１０００
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みは約３００×１０－６小さくなり、比較例１と比べて７５％程度の乾燥収縮ひずみを低
減できたことが明らかである。
【００４９】
　蒸気養生の最高温度保持時間を２４時間実施した比較例３の場合の最終乾燥収縮ひずみ
は、モルタルが緻密化するため、水中養生を実施した場合とほぼ同程度の最終乾燥収縮ひ
ずみとなった。
　しかし、蒸気養生の最高時間を２４時間保持することは、実際の工場設備では実現が難
しく、燃料費が高くなるという問題があるが、本発明の実施例のモルタル部材は、蒸気養
生を長時間実施した比較例３と同程度の最終乾燥収縮ひずみ値を得ることができるため、
本発明の方法は、簡便で経済的な、ひび割れ抑制方法であることが明確である。
【００５０】
　また、比較例４では、一般に、乾燥収縮ひずみ低減効果があると知られている膨張材を
用いたモルタル部材であるが、比較例１と同等の最終乾燥収縮ひずみ値となり、乾燥収縮
ひずみ低減効果は認められなかった。これは、ビニロン繊維の剛性が小さいため、十分な
ケミカルプレストレス効果を付与することができなかったためと考えられる。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明は、特に蒸気養生を行うプレキャストモルタル部材等のセメント製品の乾燥収縮
によるひび割れ抵抗性を改善するのに有効に適用することができる。

【図１】
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