
琉球大学学術リポジトリ

沖縄のコンクリートの基本的性状　2

言語: 

出版者: 琉球大学理工学部

公開日: 2013-07-24

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 具志, 幸昌, Gushi, Yukimasa

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/27014URL



琉球大学理工学部紀要(工学篇)第15号.1978年 1 

沖縄のコンクリートの基本的性状 E 

具 志 幸 自 *

8tudies on Fundamental Properties of Concrete in Okinawa， n 

Yukimasa GUSHI 

Synopsis 

Using sea sand and crushed stone is the distinctive feature of concrete 

in Okinawa Prefecture. The characteristics of such concrete has already 

published in many papers by the auther and others. 

There are two kinds of crushed stone used in Okinawa Island. One is 

hard and called "Motobu" crushed .stone and has large density and small 

specific water content. So the static and dynamic Young's maduli of the 

concrete which uses Motobu crushed stone are much larger than ones which 

described in the specifications of AI] and JSCE in the practical range of 

compressive strength between 150 and 400勾/cti. The other is relatively 

soft and called Ryukyu lime stone crushed stone. The concrete using the 

relatively soft crushed stone has smaller Young's moduli than the concrete 

with Motobu crushed stone， but still lightly larger than specified values in 

the AI] specification. 

There are many factors which affect the values of thc Young's maduli 

of concrete. In this study， compressive strength and unit weight of concrete 

are the most affecting factors. Formulae for both static and dynamic Young's 

moduli are presented by using the method of the least square. The formulae 

are described in terms of compressive strength and unit weight of concrete. 

The increasing pattern of compressing strength of the concrete using 

hard crushed stone as the time passes is almost the same as described in 

common technical books. 

The rate of increase of Young's moduli as the time passes is much 

slower than ones of compressive strength. 

The concrete using larger maximum size crushed stone exhibits much 

larger Young's moduli than the concrete with small maximum size. 

Bleeding behavior of the concrete using crushed stone and sea sand 

will be much improved by using "Ishig色、 asa part of fine aggregate. Bleeding 

rate or quantity becomes half or one-third， if "Ishigu、isused properly with 

other materials. 

受付:1977年10月20日

*琉球大学理工学部土木工学科
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2 沖縄のコンクリートの基本的性状I

1. まえがき の代表的なもので、沖縄県北部離島の伊是名産のもの

と、那覇の西方海上に浮かぶチーピシ島産の砂とを使

沖縄本島では大体2種類の粗骨材と海砂とが使われ っている。前者はやや細かく粒度分布も割合とよい

てきている。海砂は県内各地の海岸または浅海底から が、比重・吸水量の商からは後者がよい。両者共に土

採取されており、産地・時期が違うと粒度や含塩量等 木学会の示方蓄の標準粒度の範囲からはみだしてお

がだいぶ異なる様であるが、その乙とがコンクリート り、微粒分にかけている。強度や弾性係数に対して、

にした場合の力学的性状に与える影響は小さく 2次的 I~tl者の影響の差は殆んどないものと考えている.

なものである。粗骨材の方は両方共石灰岩砕石である 粗骨材の方の本部半島産の硬質石灰岩砕石は3種類

が、一方は沖縄本島北部の本部半島産の古成層石灰岩 使う乙とになってしまったが、 1969年度の実験は最大

で、堅硬で比重が大きく、吸水量も小さい。もう一方 司法20闘のものだけである。軟かい中南部砕石の方は

は中南部から産出し、第4期初頭に堆積したと言われ 沖縄本島南部の玉城村藤出のもので、琉球石灰岩砕石

る、比較的軟かい、比重の小さい、吸水量の大きい岩 としては良質の方に属する。両者は比重・吸水量・硬

石である。後者はトラバーチンの名で装飾用石材とし さの面で大差がある。使用した粗骨材および細骨材の

ても用いられている。表面状況は本部産砕石が滑らか 性質を表一 1および 21ζ示しておく。

であるのに対し、中南部産砕石はギザギザの表面をも

っ。乙の両者でコンクリートを作るとその力学的性状

は相当程度異なってくる。強度については大差がない
1) 

乙とが判明している が、組骨材の比重や硬度が大き

な要因となる弾性係数は相当違う乙とが予想された。

そ乙で 1968年度において静 ・動弾性係数の測定を行

なって、その乙とを確認しだ。 1969年から1970年にか

けては、その当時から需要の大半を占めていた本部産

石灰岩砕石だけを使って、種々の配合のコンクリート

供試体を作り、圧縮強度や弾性係数の材令による変化

の状況やその他を測定した。一部実験が完了した所で

1970年4月1(.学生運動セクト聞の争のあおりうけて、

他大学学生による流大土木工学ヒ'ル不法占拠事件が起

った。そ乙で実験は中断し、供試体は水槽からとり出

されたり破壊されたりし、それ迄の実験データー等は

散逸してしまった。事件解決後、大部分の資料の回収

に成行したが、中断した実験の継続は不可能であっ

た。未完了の実験部分を補足するための研究を再開す

べく、色々と努力はしたが、事情が許さず今日lζ至っ

てしまった。当分再開の見込みはないので、回収した

データーだけを使って、整理・統合・分析し、考察を

加えて発表する乙とにした。内容は砕石コンクリート

の長・短期強度、静・動弾性係数、 「いしぐう」使用

によるプリージング減少効果等からなっており、種々

雑多であるので、文頭の表題をつけた。

2. 使用材料、実験条件

足かけ 3年にわたる実験なので、 骨材も同じものを

使う乙とができず、途中でかえである。細骨材は当時

種類野重|宮陣fzzl;;;21豊富

引2i竺当111士ij1日l制

点主i単語む
表-2 使用細骨材

セメントは大きな貯蔵施設がないので、 2、3四分

づっ購入(銘柄は一定)し、その都度強度試験を行な

った。セメントの 4適強度は 320kg /Cr.n2~450kg /Cr.n 2

の閣を変化したが、大半は 360~400kg/ cr.nZの間に集

中していた。比重は時々測定したが、乙れはほぼ一定

で3.16であった。表-2申「いしぐう」とあるのは自

然状態で琉球石灰岩とー諸に産出する石灰石粉で、ブ

リージングを減少させるために微砂分の補給として、

砂の一部に代替して添加した。なお、 「いしぐう」に
2) .3) 

ついては他書 を参考にしてほしい。

AE剤・分散剤も多少使用したが、 AE剤は起泡剤

として市販されているもので、極化カルシウム以外の
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僧強剤を含んでいる。分散剤はAE作用をもつもので

ある。いずれも空気量によって、弾性係数がどの程度

変化するかをみるために使用した。

実験室自体は温湿度のコントロールはきかないの

で、自然のままであるが、養生水槽の温度はほぼ210C

土3
0
C f乙保つ乙とができた.一配合における開性係

数や強度の値は3乃至9個の供試体の平均値を採用し

である。

3. 静ヤング係数Es

静型単位係数は15x30CIIIの円柱供試体の側面l乙ペーパ

ーゲーヲを2枚軸対称l乙貼り、左右ゲージの値から両

方別々に応力~査曲線をかき、 割線弾性係数を計算

し、その平均値を以って静ヤング係数とした。左右の
4) 

差が30%以内のものだけを採用した 。

供試体は水槽から 2目前にとり出し、 翌日ゲージを

貼り、 3日目l乙テストを行った。従って測定したEs

値は表面近くを除いて湿潤状態にある供試体のもので

ある。ゲージは6c冒長のものを使った。測定時聞は 1

個につき 4乃至10分間である。乙のくらいの時間差で

は、載荷速度が歪盤fL影響するととはないと言われて
5) .6) 

いる 。

砕石コンクリートのヤング係数に大きな影響を与え
7) 

る因子は成書 にもある通り、粗骨材の種類、単位粗

骨材量または細骨材率、粗骨材の最大寸法、 硬さ、コ

ンクリートの単位重量、空気量、材令等が今回の実験

であげられる。また細骨材の種類も関係してきている

様である。細骨材の種類と云うよりも、粒度が異なる

ために単位粗骨材量や単位ペースト量が違ってくるか

らと云った方がよいかも知れない。乙の点を確認する

定量的な実験は今回行なってない。今回の研究で得ら

れた大きな成果は、本部産の硬質石灰岩砕石を使った

コンクリートの静ヤング係数は、実用範囲のコンクリ

ート強度150"'4∞勿/cmZで、示方書の規定値を大幅に

上回る乙とが判ったことである(図-1参照)。以下、

上記諸因子の影響について述べる。

図-1 圧縮強さ σ~静ヤング係数Es関係

百F
i' 

クー

係
数

("/4) 
3∞ 

(><10'押/，..)

2曲

z∞ 3ω 

土木学会RC>J、

に) '+;"，:2五.. 町 、
七十 -f.: i~;25闘 (分抑制入句) I 4週

U M~・25圃 ( A E刑 へ '】) J 
一 「 噂 4同 :20四 (1 i1J) 

圧縮強度(勾/剖〉

イ心部20闘 (4迎)

! 字削20刷 ()3越J

，'， イ"~;2U闘 ( 26坦)

;，< :1、以25岡 (4組)

4∞ 5佃

NALIS
長方形

NALIS
長方形

NALIS
長方形

NALIS
長方形



沖縄のコンクリートの基本的性状E

である。勿論、単位組骨材量が多い程コンクリートの

ヤング係数は大きい.

(3 )粗骨材の最大寸法による彫書

乙の因子によるヤング係数の相違も顕著に現われて

いる(図-1)。最大寸法が大きくなると単位粗骨材

量が僧え、硬い部分の体積比がふえるので、コンクリ

ートのヤング係数も大きくなるわけである.乙の影響

も単位重量増によって、相当程度カバーされる。

(4)コンクリートの単位置量の影響

今回の研究で、ヤング係数の変動l己最も大きく寄与

したものは、圧縮強度と単位重量とである。単位重量

の影響を知るために、測定した供試体の単位重量を横

軸1(.、ヤング係数を縦輸にとって、実測値をプロット

してみた(図-2)。ほlま同時に実験を行ったさんと

砂利コンクリ ートの値をも含めて、ほぽ一直線になら

4 

(1) 粗骨材の積頬の~.

今回の実験では硬・軟2種の石灰岩砕石を使った
1) 

が、強度は軟かい砕石を使った方が多少大きくなる

ぐらいだが、ヤング係数では大差がでる。明らかに硬

い、比重の大きい本部砕石を使ったコンクリートの方

がはるかに大きい(図-1参照)。乙の理由は両砕石

の岩石としての硬軟・ヤング係数の差に求めることが
7) 

できる 。しかし乙の石賀の差にもとづくヤング係数

の相違は或程度、両者の比重差によって生じるコンク

リートの単位重量の差に帰せしめる乙とができる(図

-2参照)。

(2)単位粗骨材.または細骨材率による影書

乙の因子もコンクリートのヤング係数に影響を与え

るが、乙れによるヤング係数の変動は、大部分、供試

休の単位重量の差Kよる変動でカバーされてしまう様
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たものは、少し高いEs値を与える様である9ζれは

Esf乙対する強度の影響が強くでているためであろう。

また 3日および1遡自に測定された供試体のヤング係

数は低い値となり、上記直線傾向からやや大きくばら

単位重量r"'1，，( 

んでいる。粗骨材の種類、単位粗骨材量、最大寸法等

の差による静ヤング係数の変動はほぼコンクリ{トの

単位重量の変動によってカバーできる乙とが判る。た

だ、 AE剤系統で増強剤の入っている混和剤を使用し
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つくことになる.乙れも若材令のとき強度が低いから

であろう。

(5)圧縮強度の影嘗

Esに対する強度の影響は広くみとめられる所である

が、今回の実測値をプロットしてみると図-1の湿り

となる。強度が大きくなるとヤング係数も大きくな

る。しかし単位重量---Es関係(図-2)にくらべると、

かなりのバラツキがみとめられる。つまり単位重量の

影響(同時に粗骨材の種類、単位組骨材量、粗骨材の

震大寸法等の影響)が強くでているわけである。しか

し、本部砕石20闘を使ったコンクリートに限ってみる

と、 2、3の点を除き、圧縮強度---Es間fLほぽ直線関

係が成立している。

(6)示方書等に定められているヤング係数との比

較

8) 
土木学会のコンクリート標準示方書 に定められて

いるヤング係数の値は直線式で

Es=1.5+0.005σ 

と示される。ただしσ:圧縮強さ (kg/cmZ)、Es:ヤン

グ係数(x105kg/cmZ)。ζの式と今回の実験値とは全

然一致しない。σ三二400kg/cmzの範囲で上式は本部砕石

コン クリ ートに対し過小の値を与えるし、 σ>470kg/

cm2では最大寸法20...の場合、大きすぎる値を与える。
9) 

日本建築学会の式は4300rl.5FcO.5(乙れはACI
10) 

の式 とほぼ同じである)であるが、これにr=2.37

t/m'と云う大きな値を入れても、本部砕石コンクリー

トの場合、すべての強度レベルでかなり低い値を与え

る。今回の実験で、低いヤング係数値をだした中南部

砕石コンクリートでも建築学会の式を上回る(図ー 1

参照)。両学会の式は常用のコンクリートの強度範囲

である 1SO，，-，400kg/cm2で過小のヤング係数を与え、

特p::圧縮強度が低い範囲で小きすぎるヤング係数値を

与えるととになる。図-1、図 2をみる場合、 実験

値が湿潤供試体の値である乙とに注意してほしい。空

気中で乾燥したコンクリートのヤング係数は10%程低

くなる筈である。

(7)静ヤング係数の推定式

今回の実験値から、最小2乗法を使って、圧縮強さ

と単位重量の1次式として、 静弾性係数を表わしてみ

Tこ。

本部砕石25聞のコンクリートに対して

叫す)ー18.20+0.00凶 4σ+0∞8釘7Wω

砕石の種類をとわず

Es(す)=ー15.78+0.∞mσ+0.∞叩52W(2) 

本部砕石20聞のコンクリートp::対して

叫す)=0.6163+0.∞2189σ+0.側 側 抑 制

および

Es(す)=-9・鈎9+0.∞'2404σ+0.∞5309W(4) 

上式で Es(す):圧縮強度の 1/4の応力レペ

ルでの割線ヤング係数 (X105kg/cmZ)

σ:圧縮強度(均/cmZ)

W:単位重量 (kg/cm8
)

またEsは有効数字3桁Ir.丸めるとと。 (4)式は動弾性係

数を求めるための式に適当な乗数 (0.864)を乗じた

ものである。

上式と実測値との差は特殊な場合 (11%に達する)

を除いて、数%以下のオーダーである。また上式はす

べて湿潤供誌体のEs値から求めたものであるが、乾燥

供試体にも適用可能である。

(8)応力レベルと静ヤング係数

応力レベルが奥なれば割線ヤング係数の値が違って

くるのは当然であるが、今回は圧縮強度σの1/4、1

/3、1/2のレベルにおいて割線係数を求めた。当然

応力レベルがあがるに従い、割線係数の債はさがる。

圧縮強度の大きい方のコンクリートは σ/3レベルぐら

いまでは応力~歪曲線が直線に近く、iIlU定値全体の平

均でも、 σ/4とσ/3とではヤング係数の値はあまり変

らない。

4週時の動ヤング係数、 σ/4、σ/3、。/2の各レペ

ルの静ヤング係数闘の比率をかかげておく。

Ed Es (σ/4) Es (σ/3) Es (σ/2) 

100 伺 88 85 

(87.2"-'94.0) (85.6"-'92.4) (81.2"-'89.9) 

112 100 98 95 

圧縮強度が大きい程動ヤング係数に対する比率は当然

大きくなっていく。上の比率はさんと砂利コンクリー

トでもほぼ同じ値をもっ。また上記 Ed値は圧縮強度

測定用供試体のものであって、Es測定用の供試体の値

ではない。Es測定用供試体の Ed値を使うと上記の比

率は次の様になる。

Ed Es (σ/4) Es (σ/3) Es (σ/2) 

100 90.5 89 86 

(9)応力~歪曲線

応力~歪曲線は粗骨材の種類に関せずσ/3附近まで
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6 沖縄のコンクリートの基本的性状E

は殆んど直線状である。 σ/2近くになると丸味をおび 再載荷曲線も処女曲線IC平行で直線状である。代表的

てくるものが多い。応力~歪曲線はσ/3近くまで荷重 な応力~歪曲線を図-3、41乙示す。
11) 

を加えて後再載荷する時、残留歪もごく僅かであり、 最大応力時迄の歪は成書 に指摘されている値で

図-3 応力度~歪曲線
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位重量と Edとの関係をプロットした図-5をみる

と、ほぽ一直線上にのっており、比重や硬度の影響は

さんと砂利をも含めて、コンクリートの単位重量の影

響の中に包含されてしまう様である。圧縮強度--Ed関

係をプロットした図-6をみると、粗骨材の種類の影

響は顕著にでており、比重・硬度の大きい骨材を使う

と同一強度で Edはかなり大きくなる。乙れは粗骨材

の比重・硬度はコンクリートの圧縮強度l乙殆んど影響

を及ぼさないのに、ヤング係数には大きな影響を及ぼ

すからである。粗骨材の比重が違うためにコンクリー

トの単位重量が変化し、その単位重量の変化によるヤ

ング係数の変動だけでは、硬度変化による Edの変動

をカパーしきれない様である。との場合はまた、同一

水セメント比の場合、軟かい砕石の方の強度が高い乙

ともあずかっているかも知れない@

7 琉球大学理工学部紀要(工学第)第15号.1978年

動ヤング係数Ed

Edは共振法によって測定した。特にことわらない

限り、 Edは水槽からとり出した後、圧縮試験直前fC

テストしたもので、湿潤供試体の値である。

動ヤング係数は静ヤング係数と同じく、粗骨材の種

類、単位粗骨材量または細骨材率、粗骨材の最大寸

法、コンクリートの圧縮強度と単位重量等によって大

きく変動する。以上の他材令の影響も大きい。以下、

ある0.002よりもd、さいととカf多い。

4. 

各要因その他について述べる。

(1)粗骨材の種類

硬・軟2種類の粗骨材を使っているが、比重・硬度

(骨材のヤング係数)がだいぶ違うので、静ヤング係

数と同様に、組骨材の種類は EdfL相当影響する。単

ーート
l

!

単位重量w--動ヤング係数 Ed関係図-5
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8 沖縄のコンクリートの基本的性状E

図-6 圧縮強き---Ed関係

3.∞ 
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(2)粗骨材の最大寸法

車且骨材の最大寸法が大きくなると、単位粗骨材量が

かなりふえる。するとコンクリート中のヤング係数の

大きい部分がふえるので、コンクリート全体としての

ヤング係数が増加すると云うζ とになる。一方最大寸

法がまし、それに応じて単位粗骨材量がますと、コン

クリートの単位重量もますわけで、その単位重量の増

らぴ、粗骨材の最大寸法や、 F且骨材の比重 ・硬度等の

差の影響は単位重量の変動で大部分カバーされること

がわかる。硬・軟2種の砕石は勿論、かなり異質のさ

んと砂利をも含めて、単位重量---Ed関係は直線関係

が成立している。しかし、 3日とか1週と云う若材令

の影響や、空気量の影響は単位重量の影響ではカバー

できていない。

加による動ヤング係数の増加だけでは、最大寸法の増 (5 )圧縮強度

加による Edの増大をカバーできてない様である(図 圧縮強度の EdIC及ぼす影響はよく知られており、

-6)。今回の実験では実illJ)数が少ないので、定量的 今閲の実験のEd---σ関係をプロットしてみると図-6

におさえてない。 の様になり、直線性が篤く程の精度で保たれている。こ

(3)単位祖骨材量 れは同一種類で同一最大寸法の粗骨材を使った場合が

最大寸法 ・水セメ ント比を一定にしておいて、単位 大半を占めているからである。ただ (4)項で述べた若

粗骨材塁をふやす(または細骨率を減じる)と、コン 材令で強度が小さい場合は直線から下にずれ、種類が

クリートの動ヤング係数は増大するが、今回の実験で 異なる軟かい、比重の小さい粗骨材を使ったコン クリ

は有意な結果はでていない(ぢんC砂利コ ンク リート ートの値は上記直線からかなり下IC位置している。ま
3) 

では有意である) 。乙の因子の影響はコンクリート た同じ種類でも儀大寸法が大きい場合は上にそれる。

の単位重量の影響の中に埋没してしまっていると考え (6) Ed推定式

ている。 Edとσとの関係は指数式がよく知られ、種々提案さ
12) .13) _ _ • ~ ~_，_= _~13) 

(4)単位重量 れている 。乙のっち、和仁屋の式は今回の

単位重量の影響は強度と間程度大きい。図-5で4 実験値によく適合する。 実験自体は別に行ったのであ

週自のテスト値だけをくらべると、ほぽ一直線上にな るが、粗骨材の種類や最大寸法は同一であるので、当
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然である。他の式はあまりよく一致しない(図-6参 が常に大きい。 1例だけ6Okg/m3と云う儲が得られて

照)。乙のととは、 Ed-σ関係式は粗骨材毎に別々の いる.

式を使うべきである乙とを示しているものと考える。 3) 湿潤供試体の Ed値が 5%程常に大きい.

今回の実験では単位重量と強度との影響が大きい乙 4) Ed推定式は湿潤・室内乾燥の区別なく使え

とがわかったので、最小2乗法を使って Edをそれら る。室内乾燥供試体は重量が軽くなった分だけ Edが

から推定してみた。種々の場合を検討してみたが、次 小さくなっているわけである.

式が割合よく適合する。 5) 屋外自然乾燥供試体については実験していな

1∞Ed=389.67+0.3133 (σーお0)+0.1548 いa

(W一泊70)(5) 

1∞Ed=391.05+0.お72(σ-3即)+0.5853 
(W-2370) (6) 5. やや長期の圧縮強度およびヤング係数

Ed: 動ヤング係数 (X105kg/cm2)

σ: 圧縮強度 (kg/cm2)

W: 単位重量 (kg/cm3)

上式は有効数字3桁にまとめる乙と。図-4には(5)、

(6)式をW=2370として表示してある。

(5)式は本部砕石で最大寸法20_のものを使ったコ

ンクリートに適用され、精度はよい。材令と関係なく

適用でき、実測値との差は最大で数%程度である。(6)

式は誤差はやや大きくなるが、実測値とよく適合し、

骨材に関係なく適用できる。しかし、本部砕石25副使

用コンクリートには過小の債を、中南部砕石使用のコ

ンクリートには過大の値を与える。実測値が少ないの

で、これらの骨材使用のコンクリートIZ:対する Ed推

定式は作られてない。本部砕石'25l1li使用コンクリート

IZ:対しては、 (6)式の値1Z:1.05を乗じ、中南部砕石使

用コンクリートに対しては(6)式の値1L0.96を乗じる

ともっとよく実測僚と適合する。図-6では単位重量

の影響が入ってないので、一見、 ζれらの数値は小き

すぎる感じを与える。なお(6)式はさんと砂利にも適
3) 

用されるし 、適切な係数を乗じて、 Esの推定式にも

利用されている。

(1)乾燥供試体のEd

今迄述べてきた Ed値は水中養生供試体をとり出し

て後、できるだけすみやかにテストとした湿潤供試体

のものである。水中養生供試体と同時に製作した (50

tミキサーで 3-4パッチ練った中から任意によりわ

けた)室内乾燥供試体の Ed~台数少ないが測定し、比

較した。次の結果が得られている。

1) 湿潤供試体も室内自然乾燥供試体も圧縮強度

においては大差な く、ほんの僅かだけ後者がいつも大

きい。しかし、統計的には有意とはならない (tー検

定で)。乙れは湿度の高い沖縄の気候を反映している。

2) 単位重量は両者聞に相当相違があり、 4週、

13週の供詩体とも、 3O-35kg/m'だけ湿潤供試体の方

水中養生供試体の特性償の材令にともなう変化をし

らべてみた。測定したものは、圧縮強度、静・動ヤン

グ係数、単位重量等である。いずれも材令がますにつ

れて、増加している@

(1)単位置量

乙れは材令と共にごく僅か増加しているo 4週供試

体IZ:対して、 3日供試体、 1年供試体共I己最大で平1

%以内の重量変化しかない。

(2 )静ヤング係数Es

材令が増加するにつれて、 Esも増加する乙とはは

っきりしている。実測値は変動が大きいので、圧縮強

度やEd程定量的にはよい結果が得られてない。Esの

材令にともなう変化はEdの変化から類推すればよい。

(3)動ヤング係数Ed

測定値もEsIZ:くらべるとずっと多く、材令にとも

なう Edの増加は定量的に把握されている@強度の材

令にともなう増加はその増加の割合が大きく、水セメ

ント比によって差がみられるのκくらべて、 Edは水

セメ ント比による増加割合の差はあまりみられない。

18配合について、 4週目を 100とした時の、各材令

の平均 Ed値および範囲は表ー 3の通りである。

表-3 材令l乙ともなう Edの変化

1 3日 I 1週 1
4週

1
13週 |細 |瑚

全体の平均 ~~:.! I(R~~O~ 1 100!( ，~?~:_?!(1~~.t_0! ( ，~~~L4 
-(71J1~LEi-(89J.0~全豆一一一一(10ユ1箆.3-忍ー(10ユ3盟.&主w)ー(10ユ5笠.5-占)

77.8 90.2 1∞ 103.7 105.51 107.0 
Cキ50%79.2 92.0 1∞ 103.3 104.61 105.9 

Iw/ C=40% 85.2 93.6 100 103.8 104.91 106.3 

(4)庄縮強度σ

圧縮強度は材令がますにつれて勿論増加するが、そ

の増加の割合は弾性係数にくらべて、かなり急ピッチ

一、
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10 沖縄のコンクリートの1基本的性状E

であるo 4週強度を 1∞として、各材令の強度比を表

わすと表-4のようになる.増加の傾向・割合は表ー

表-4 材令による強度の増加(強度比%)

1
3日

1
1遇

1
4週

1
13週|淵 |臼

W/C宇60% 40 65 100 122 126 130 
ぷ回勾弘7、

W/C=50% 46 71 100 118 123 129 
の

言値 W/C宇桝 57 76 1ω 113 115 116 

48 70 118 121 125 
全体 (38~ (671の~ 100 {10F12V 8) (1141~ 28} 〈11513~2) 61) 

アメリカ開拓局 43 72 100 115 ~ 131 

ACI、SP-27 46 70 1∞ 112 115 116 

3協W/C=田%1'" 1 641ω113 I 119 I 122 

工会W/C=回%1 '" 1 53 1 100 1 118 1 123 1 126 

411:併記してある成書の諸値とほぼ一致している。た

だ今回の実験値は水中養生供試体の値なので、 ACI
10) 

値 より長期材令で多小上回っている。

なお参考のため、今回実験のコンクリートの4週強

度 σ28とセメント水比C/Wとの関係を図ーn1:.プロァ
1) 

トしておく。既報の式

図-7 C/W~σ28関係

sωトーーー一一一一ー

" 
・自 ‘ω 
趨

4・".nll

一三

1.5 

+5筑陥

・8.22%

2.0 

宅"トlt【CJW】

/ 

。f;1'<;仰百25，..，

. 本問仰術20欄

ロ 11'1何年砕(i25.. 

..，:+ .\ ~; 

2.5 

σ28=243C/Wー134

は今回もよく適合している。

6. rいしぐう」添加によるプリージング性状の改

善

砂の微細部分が不足しているため、沖縄のコンクリ

ートはブリーヲングが非常に多い。微砂分の不足は海

砂の一つの特徴かも知れない。乙のブリージング性状

を改善するため、筆者はAE剤や分散剤の使用をため
15) 

してみた。その結果は既報 の通りである。それに

よると、単位水量等を変更せずにAE剤・分散剤を使

用すればスランプは大幅に増加し、ワーカピリチーは

大い峨善される。そしてプリ ー ツング量は日~2.2 4 
倍程度に増加する。また同一スランプと云う条件で単

位水量を減少させて、 AE剤等を使用すると、ブリー

ヲングは量 ・率共にやや減少すると云う結果が得られ

ている。そして、 AE剤や分散剤使用の大きな効果は

ブリーヅング発生の初期抑制作用にあることが半開局し

ている。つまり、 AE剤等の使用によって、ブリージ

ングを大幅に減少させる乙とはできず、いたずらにブ

リーヅング継続時聞を長びかせると云う結果K終って

しまった。

沖縄のコンクリートは上記の微砂分不足の海砂を使

用レているだけでなく、粗骨材が砕石であるため、単

位水量が大きくなり、乙の面からも、ブリーヲングが

培える原因がある。プリーヲングが多いことは、上表

面近くのコンクリートの強度に悪影響を与えるだけで

なく、上表面近くのコンクリートの透水性や透気性を

大きくし、耐久性上好ましくないし、さらに水平鉄筋

の下面に水際を多く発生せしめ、鉄筋の発錆を促進さ

せる原因ともなる。海砂使用によって、鉄筋がさぴや

すい環境にある沖縄の鉄筋コンクリート構造物の耐久

性上、ブリージングを減少させる乙とは非常に大切な

乙とである。現在実験を行なっている鉄筋の発錆実験

でも、鉄筋の下面の発錆量は上l函にくらべて、ずっと

多いことが確認されている。

さんと砂利コンクリートのさい、ブリージング減少
3) 

11:.非常に効果のあった いしぐうを砕石コンクリート

にもためしてみることにした。1"'，しぐう」は先11:.述

べた様l乙石灰石の粉末が主成分で、大きなかたまりも

多く含まれている.今回使用の分は 0.6_ふるい通過

分を砂の一部の代替として使用した。砂の重量の10%

程度用いると、今回使用砂の粒度は土木学会のコンク
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11 

1) 砕石コンクリートのブリージングは量・率共

に大幅に(1/2'""-1/3程度に)減少する。乙の場合

のいしぐう混合率は重量で細骨材全体の10%程度であ

る。

2) スランプは硬練りで 1C11程度、スランプ10-

15舗のコンクリートで 2-4ca程度減少する。

3) コンクリートはよりプラスチックになる.

4) 空気量はやや減少し、従って単位重量(まだ

箇まらないコンクリートの)はやや増加する。

5) 強度については実験してないのでどうなるか

不明であるが、さんと砂利コンクリートの場合はかな
.3) 

りの増加があった 。

琉球大学理工学部紀要(工学篇)第15号.1978年

リート様車示方曹の標準粒度の範囲内におさまる様に

なる.持石コンクリートにいしぐうを適用するとブリ

-:Pングが非常に減少し、大変効果があることが判っ

たe その例を図-8、 91<:.示す。

図-8

W/C=63%、S/a=43%
W=195t、St=9'""-15ca 

、V/C 広1"0. S/a~43'~ 

W 1951. Sr = 9~15摺

20 

むすび7. 
一件石+イゼナ砂

-lq].1:!-コ ーラJレ(10%)

...砂石+チーピシ砂
ー・同上+つーラル(10%)

砕石・海砂使用と言うパターンが早くから定着して

いる沖縄県では、川砂・川砂利使用と云う他府県のコ

ンクリートとはかなり異なる物理的・力学的・化学的

特性をもっている。今回は硬質で比重の大きい石灰岩

砕石を使用したために、力学的性状がどの様な影響を

蒙むっているかを実験的にたしかめた.静・動ヤング

係数にはその影響が顕著にでており、実用上最も多く

使用される 150-ωOkg/aAの強度のコンクリートでは

静・動ヤング係数が、示方書等の規定値よりかなり高

い乙とがわかった。砕石を使用しているために圧縮強
1) 

度はかなり高いことは報告ずみ であるが材令にとも

なう強度増加のパターンは色々の文献の記載値と大差

ない乙とを今回たしかめた。また材令Ir.ともなう強度

増加のパターンにくらべて動弾性係数増加のパターン

はかなりちがい、増加比率は小さく、比率の水セメン

ト比によるバラツキも強度にくらべて小さいとともた

3ω 240 

図-9

W/C=48%、S/a=41%
W=179t、St=1 -1.5ca 

180 

縦訓時間1(分)

120 

しかめられた。

海砂の微粒分不足のために生じている多量のプリー

ツングを減少させるためには、 0.6_以下の「いし ぐ

うJ巻使用する乙とが非常に有効である乙とも判明し

た。乙れは沖縄のコンクリートの耐久性を向上させる

ために相当役立つものと考えている。

なお、今回の研究の実験は和仁屋が先に発表した報
13) 

告 の実験に先立って行なわれたものである。しか

し、まえがきの所で述べた事情で発表がおくれてしま

っTこ。

実験の実施l乙当っては、琉大理工学部助教授和仁屋

晴謹民の絶大なる協力を仰いだ。特記して、感謝の窓

-「つ
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を表する。

いしぐうを砂の一部として代替添加した場合の結果

を下記l乙以す。
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