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コンクリー ト構造物の高性能化により, ハイパフォーマンスコンク リー トの使用や構造解析精度の向上に

対する関心が ますます高まってきている. それに伴い, 高強度域 まで適用可能なコンクリー トの時間依存性

ひずみ予測式の確立が強く望まれている. 

本研究では, 各国のデータバ ンクに収め られている乾燥収縮 ひずみおよびクリープの実験 データを中心に

用い, 現在までに提案されている代表的な予測式の適合性の検証 を行 うとともに, コンク リー トの強度がク

リープおよび乾燥収縮ひずみに及ぼす影響 を明らかにし, 普通強度から高強度域までのコ ンクリー トにも適

用可能な乾燥収縮ひずみ ・ク リープ予測式の提案を行った.
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1. はじめに

コンクリートの乾燥収縮ひずみおよびクリープは, 

コンクリー ト構造部材のたわみ, ひびわれ, プレスト

レスの減退等と直接に関係し, その正しい予測は, 構

造物の安全性, 耐久性および使用性を検討する上で

重要な役割を果たすものである. 
一方, 最近のコンクリート構造物の高強度化は著

しく, この種のコンクリートの諸性質とその利用に

関する国際会議も盛んである. これは, シリカフユー

ムや高性能減水剤の利用によるコンクリー トの高強

度化技術が一般化したこと, 高強度化によって部材

断面を小さくすることにより自重を軽減できること, 

高強度化に伴う耐久性の向上による長寿命化とそれ

によって環境に対する負荷低減が期待できること等

によるものである. このような現状を考慮し, 高強度

コンクリー トの諸性質に関する研究は, 内外ともに

盛んである. とくに, コンクリー トの高強度化に伴う

自己収縮の増大等の新しい問題点が提起されている. 

いずれにしろ, 高強度化および長大化の著しいプレ

ストレストコンクリー ト構造の設計においては, 高

強度コンクリー トの乾燥収縮ひずみおよびクリープ

を的確に予測することが, その設計の要諦となる. 

コンクリー トの乾燥収縮ひずみおよびクリープの

予測は, それらに影響をおよぼす諸要因を組み入れ

た予測式を用いて行われるのが内外ともに一般的で

ある1),2). そのため, 内外の示方書および設計基準に

は, この種のひずみの予測式が示されている. 我が国

の土木学会コンクリー ト標準示方書においても, 我

が国独自の予測式が示されている3). しかし, それら

の予測式は, およそ60N/mm2程 度以下の普通コン

グリートを対象として導かれたもので, それ以上の

高強度コンクリー トに対する適用性は必ずしも明ら

かではない. ところが, 現行のコンクリー ト標準示方

書においては, コンクリート強度の取り扱い範囲を

従来の6ON/mm2か ら80N/mm2ま で拡張した. 従っ

て, 示方書の全体的な適用範囲に合わせ, コンクリー

トの乾燥収縮ひずみおよびクリープの予測式を60N/

mm2以 上の高強度コンクリー トにも適用できるよう

に拡張することは, きわめて重要かつ緊急を要する

問題である. 

本研究は, コンクリートの乾燥収縮ひずみおよび

クリープに関する現行の予測式の適用性を再検討し,

普通強度から120N/mm2程 度までのコンクリー トに

も適用できるように拡張することを目的とするもの

である.
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図-1 本研究に用いた乾燥収縮ひずみデータの概要

(a) 材齢28日 における圧縮強度 (b) 乾燥開始時材齢における圧縮強度

(c) 測定を行 った試験室の相対湿度 (d) コ ンク リー トの単 位水 量

(e) 乾燥開始時材齢 (f) ひずみ測定用供試体の体積表面積比
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図-2 本研究に用いたクリープデータの概要

(a) 材齢28日 における圧縮強度 (b) 載荷開始時材齢における圧縮強度

(c) 測定を行 った試験室の相対湿度 (d) コ ンク リー トの単 位 水量

(e) 載荷開始時材齢 (f) ひずみ測定用供試体の体積表面積比
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2. 代 表 的 な 予 測 式 の 精 度

(1) 本 研 究 に用 いたデ ー タの 概要

コ ンク リー トの乾燥 収 縮 ひず み お よ び ク リー プに

関す るデ ー タベ ー ス と して 有 名な もの にRILEMの

デー タ ベー ス, CEBの1990年 式 を確 立 す る際 に用 い

られ たデ ー タ お よ びJSCEの デ ー タ ベ ー ス が あ る.

RILEMの デー タベ ース のに は, ク リー プに関 して512

の実 験 デー タが, また, 乾燥 収縮 ひ ずみ に関 して は, 

419の 実験 デ ータ が収 め られ て いる. CEBの1990年

式 を確立 す る際 に用 い られ たデ ー タ5)には, 乾燥 収縮

ひず み お よび ク リー プ とも に168の 実験 デ ー タが 含

まれ て い る. RILEMお よびCEBの デ ー タベ ー スが 欧

米諸 国 にお い て行 われ た 実験 デ ー タ を収 集 した の に

対 し, JSCEで は, 日本国 内 にお いて 発表 された 研究

論文 を中心 に実 験 デー タ を 収集 し, デ ー タベ ー ス を

作成 して い る. JSCEの デー タベ ー ス6)に は現在, ク

リー プ に関 して259の 実験 デ ー タが, また, 乾燥 収縮

に 関 しては219の 実 験 デー タ が収 め られ て い る.本

章で は, これ らの デー タ ベ ース に収 め られた デ ー タ

と種 々 の予 測 モデ ル との 適 合性 を示 す. 予測 モ デル

に は, CEBモ デル7)と 次期ACIモ デ ル と して用 い ら

れ る ことが有 力なB3モ デル(Bazant & Baweja式)8)

とGZモ デ ル(Gardner & Zhao式)9)の3つ のモ デル

を用 いた.

た だ し, 予測 式 の適 合性 を検 証す るた め に用 い ら

れた デー タは, デ ー タベ ース に収 め られ て いる デー

タの うち経 時 変化 を式(1)で 示 され る双 曲線 で回 帰 し

た場 合 にCoお よ びC1の 最 適値 の標準 偏 差が10以 下

の もの だ けを用 い, ば らつ きが 大 き く信頼 性 に か け

る もの は省 いた.

(1)

ここに, 

t: 乾燥期間または載荷期間(日)

また, RILEMの データに関しては, CEBの1990

年式を確立する際に用いられたデータと重複するも

のは省いて用いた. さらに, いずれのデータベースに

含まれる乾燥収縮ひずみも, 相対湿度が99%以 上の

条件下で測定されたデータは, 比較を行うデータか

ら省いた. その結果, クリープの比較に用いたデータ

数は, RILEMが140, CEBが118で, JSCEが37で

ある. また, 乾燥収縮ひずみの比較に用いたデータ数

は, RILEMが52, CEBが106で, JSCEが42で あ

る. ただし, 予測式によっては, 予測値を計算するた

めに必要なデータがデータベースに含まれていない

場合があり, 上記のデータ数よりも少ないデータと

の比較になっている場合がある.

クリ-プ および乾燥収縮ひずみ予測式の確立を行

う際に使用したデータには, RILEM, CEBお よび

JSCEの デ-タ バンクに収められている実験データに

加え, 著者らによって行われた実験データも用いた.

本研究に用いた全ての実験データの概要を図一1およ

び図一2に示す. なお, いずれのデータも外気温20℃

の条件下で測定されたものである. 乾燥収縮ひずみ

は, 無載荷状態の供試体から測定されたものである.

ただし, 高強度コンクリー トの乾燥収縮ひずみは, 無

載荷状態で測定されたひずみから, 水分移動のない

条件におかれた供試体から測定されたひずみを差し

引いて求められたものである. ただし, 高強度コンク

リートの乾燥収縮ひずみであっても, 乾燥開始時材

齢が1週 間以上と, 自己収縮ひずみの影響が少ない

と考えられるものは, 無載荷状態の供試体から測定

されたものを乾燥収縮ひずみとして用いた. また, ク

リープデータは, 一定持続荷重下で測定されたひず

みから, 同じ形状および同じ寸法の無載荷状態の供

試体から測定されたひずみを差し引いて求められた

ものである.

(2) 各予測式の適用範囲

表-1は, これまでに提案されている代表的な予測

式の適用範囲を示したもので, 表-2は, 各々の予測

式を用いて予測するために必要な入力項目を示した

ものである. 予測に必要な入力項目は予測式によっ

て異なり, B3モ デルが最も多い入力項目を必要とし

ている. また, クリープに関しては, B3モ デルがク

リープ関数を予測するモデルであるのに対し, CEB

モデルとGZモ デルは, クリープ係数を予測するモデ

ルである. ただし, CEBモ デルのクリープ係数は, 材

齢28日における弾性ひずみに対するクリープ係数φ28

(t, f')であり, GZモ デルのクリープ係数は, 載荷時材

齢における弾性ひずみに対するクリープ係数 φ(t, t')

である. すなわち, 単位応力当たりのクリープひずみ

をC(t, t'), 材齢t'に おける弾性係数をE(t'), クリー

プ関数をJα, の とすれば, B3モ デルの予測するク

リープ関数J(t,t')とCEBお よびGZモ デルの予測す

るクリープ係数φ28Cお よびφCの の間には, 以下

の関係が成り立っ.

(2)
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本研究では, CEBモ デルおよびGZモ デルにおい

ては単位応力当たりのクリープひずみを用いて, ま

た, B3モ デルにおいてはクリープ関数を用いて実験

値と予測値の比較を行った. データベースに載荷時

の弾性係数または材齢28日 における弾性係数が掲載

されている場合はその値を, 弾性係数が掲載されて

いない場合には各予測モデルが含まれるモデルコー

ドまたはそのモデルの確立を行った研究者の提案し

ている式によって計算を行った値を用いた. 

表一4は, 表一3に示す条件下で各予測式によって計

算を行った乾燥収縮ひずみおよび単位応力当たりの

クリープひずみの予測値を求めたものである. 我が

国のコンクリート標準示方書(設計編)に, 計算に用い

るべき値として示されている乾燥収縮ひずみの値は

350μで, クリープ係数の値は4.3(単位応力当たりの

クリープひずみでおおよそ130μ/(N/mm2))で ある. 

我が国のコンクリート標準示方書に表として示され

ている乾燥収縮ひずみの値は他の予測式の値に比べ

小さめの値となっている. また, クリープは, 表では

クリープ係数で値が示され, 予測式では単位応力当

たりのクリープひずみが求められるため, 設計に用

いる弾性係数によっては両者に大きな差が表れる場

合がある. 

(3) 乾燥収縮ひずみ予測式の精度

図-3は, RILEM, CEBお よびJSCEの データベー

スに収められている乾燥収縮ひずみデータのうち, 

材齢28日 におけるコンクリー トの圧縮強度が80N/

表-1 各予測式の適用範囲

t': Age at the first application of load(days), t0: Age at start of drying(days)

 表-2 予 測 値 を 求 め る の に 必 要 な 入 力 項 目

t': The first application of load (days)
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mm2以 下の場合の実験値とJSCEモ デルによる計算

値との比較を行ったものである. また, 図一4は, 

RILEM, CEBお よびJSCEの データベースに収めら

れているデータのうち, 材齢28日 における圧縮強度

が80N/mm2以 上の実験値との比較を行ったもので

ある. このうち, ●は乾燥開始時材齢が28日 のもの

を, また, ○は乾燥開始時材齢が1日 のものを示して

いる. これらの図より, JSCEモ デルによる予測値は, 

若材齢において乾燥を開始する場合を除き, 実験値

よりも極めて大きくなることが分かる. 

図-5は, RILEM, CEBお よびJSCEの データベー

スに収められているデータのうち, CEBモ デルの適

用範囲内の条件で測定された実験値との比較を行っ

たものである. この図より, CEBモ デルによる予測

値をCEBの データベースに収められているデータと

比較した場合には, 極めて妥当な値を示しているこ

とが分かる. しかし, RILEMま たはJSCEの データ

ベースに収められているデータと比較した場合には, 

CEBモ デルによる予測値は実験値に対して小さめの

値となっていることが分かる. 図一6は, RILEM, CEB

およびJSCEの データベースに収められているデータ

のうち, CEBモ デルの適用範囲外の実験値との比較

を行ったものである. このうち, ●はコンクリー トの

28日 圧縮強度が90N/mm2を 超えるものを示してい

る. この図より, 材齢28日 における圧縮強度が9ON/

mm2を 超えるような高強度コンクリー トに対しては, 

CEBモ デルによる予測値は実験値を大幅に下回る傾

向があることが分かる. 

図-7は, RILEM, CEBお よびJSCEの データベー

スに収められているデータのうち, B3モ デルの適用

範囲内の実験値を用い, B3モ デルの予測値との比較

を行ったものである. この図より, B3モ デルの予測

値は, その適用範囲内のデータであっても, 実験値に

対して小さめの値を示す傾向のあることが分かる. 

また, 適用範囲外の条件で測定された実験値とB3モ

デルによる予測値を比較した図一8からも, 実験値を

小さめに予測する傾向が見られる. さらに, ●で示し

た材齢28日 におけるコンクリー トの圧縮強度が

7ON/mm2を 超える場合の乾燥収縮ひずみに対して

は, とくに予測値が小さめとなることが分かる. 

図一9は, RILEM, CEBお よびJSCEの データベー

スに収められているデータのうち, GZモ デルの適用

範囲のものとGZモ デルによる予測値との比較を行っ

たものである. 適用範囲内のデータであれば, GZモ

デルは, 約±40%の 範囲内の精度をもっていること

が分かる. これに対して, 図-10は, GZモ デルの適

用範囲外のデータとGZモ デルによる予測値との比較

を行ったものである. 材齢28日 における圧縮強度が

7ON/mm2以 上のものを○, 材齢28日 における圧縮

強度が20N/mm2以 下のものを□, また, 乾燥開始

時材齢が2日 以内のものを●で示している. この図

より, コンクリー トの28日 圧縮強度が70N/mm2以

上の場合は, 比較的±40%の 範囲で予測されている

が, 乾燥開始時材齢が2日 以下のとき予測値が実験

値に比べて大きくなっていることが分かる. 

表-1に 示したように, 予測式毎にその適用範囲が

異なる. 従って, 図-3か ら図-10は, 同じ実験デー

タを用いて比較されたものではない. 従って, これら

表-3 予測式の計算 に用いた値

表-4 各予測式による予測値
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図-3 JSCE乾 燥収縮 ひずみモデルの精度(適 用範囲内) 図-4 JSCE乾 燥収縮ひずみモデルの精度(適 用範囲外)

図-5 CEB乾 燥収縮ひずみモデルの精度(適 用範囲内) 図-6 CEB乾 燥収縮ひずみモデルの精度(適 用範囲外)

図-7 B3乾 燥収縮ひずみモデルの精度(適 用範囲内) 図-8 B3乾 燥収縮ひずみモデルの精度(適 用範囲外)
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の比較だけで予測式の優劣を判定することはできな

いが, 現在提案されている乾燥収縮ひずみ予測式の

精度は各々の予測式の適用範囲内のものに対しては

おおよそ±40%程 度であるといえる. また, 適用範

囲外の高強度コンクリー トの乾燥収縮ひずみに対し

ては, JSCEモ デルは実験値に対して大きめな値を, 

それ以外の予測式は小さめの値を予測しており, い

ずれの予測式によっても正確に高強度コンクリート

の乾燥収縮ひずみを予測することは難しいといえる. 

(4) クリープひずみ予測式の精度

図-11は, JSCEモ デルによる単位応力当たりのク

リープひずみの予測値とRILEM, CEBお よびJSCE

のデータベースに収められている実験値との比較を

行った図である. この図には, コンクリー トの圧縮強

度が100N/mm2を 越える場合のクリープデータも含

まれている. また, 図-12は, JSCEモ デルが実験値

に対して著しく異なる予測値を与える場合を示した

ものである. 図-12中 のデータは, 図-11中 のデー

タに対して特別な条件で測定されたものではない. 

JSCEの 予測モデルは入力項に強度の項が無く, コン

クリー トの配合と供試体寸法および環境条件によっ

て予測値が計算される. JSCEの 予測式では, 強度の

項を使って計算する予測式を用いると妥当な値が得

られるデータに対して, 実験値との一致が極めて悪

い結果が計算される場合がある. 

図一13は, RILEM, CEBお よびJSCEの データベー

スに収められているデータのうち, CEBモ デルの適

用範囲内の条件で測定された実験値とCEBモ デルに

よる予測値との比較を行ったものである. また, 図一

14は, RILEM, CEBお よびJSCEの データベースに

収められているクリープデータのうち, CEBモ デル

の適用範囲外の条件で測定された実験値との比較を

行ったものである. これらの図より, CEBモ デルの

予測値は, 材齢28日 における圧縮強度が適用範囲外

となる場合に対しても, 適用範囲内の場合とほぼ同

等な予測精度を有していることが分かる. 

図-15は, RILEM, CEBお よびJSCEの データベー

スに収められているクリープデータのうち, B3モ デ

ルの適用範囲内の条件で測定された実験値とB3モ デ

ルによる予測値との比較を行ったものである. この

図より, B3モ デルによる予測値は, 比較に用いた実

験値が適用範囲内のものであっても, ばらつきが大

きいことが分かる. 図一16は, B3モ デルの適用範囲

外の条件で測定された実験値との比較を行ったもの

である. このうち, ●は材齢28日 におけるコンクリー

トの圧縮強度が7ON/mm2を 超えるものである. こ

の図より, B3モ デルは適用範囲外の高強度コンク

リー トの実験値に対しても, ほぼ妥当な予測を行っ

ていることが分かる. 

図-17は, GZモ デルの適用範囲内の条件で測定さ

れた実験値とGZモ デルによる予測値との比較を行っ

たものである. この図より, GZモ デルを用いた予測

値は適用範囲内のデータに対して, 若干小さめの予

測結果となる場合が多くあることが分かる. 図-18

は, CEBお よびJSCEの データベースに収められて

いるデータのうち, GZモ デルの適用範囲外のデータ

を用いた比較を示したものある. この図より, 材齢28

日における圧縮強度が70N/mm2以 上の場合および

載荷開始時材齢が2日以下の場合において, 予測値は

実験値に対してやや大きめの値を示していることが

分かる. しかし, GZモ デルは適用範囲外の実験デー

図-9 GZ乾 燥収縮ひずみモデルの精度(適 用範囲内) 図-10 GZ乾 燥収縮ひずみモデルの精度(適 用範囲外)

8



図-11 頂SCEク リー プモ デル の精 度 図-12 JSCEク リー プモ デ ルの 精度

図-13 CEBク リープモデル の精度(適 用範囲内) 図-14 CEBク リープモデルの精度(適 用範囲外)

図-15 B3ク リープモデルの精度(適 用範囲内) 図-16 B3ク リープモデルの精度(適 用範囲外)
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タに対しても, ほぼ妥当な予測結果を示すことが分

かる. 

以上の結果より, 強度の項を含まないJSCEモ デル

を除き, 現在提案されているクリープ予測式は, 適用

範囲外の高強度コンクリー トのクリープに対しても, 

適用範囲内のクリープと同様にぼほ±40%の 精度で

予測可能であることが分かる. 

3. 乾燥収縮ひずみ予測式の提案

(1) 圧縮強度が乾燥収縮ひずみの最終値に及ぼす影響

図-19は, 乾燥収縮ひずみの経時変化を式(3)に示

す双曲線によって回帰し, その最終値と乾燥開始時

材齢におけるコンクリー トの圧縮強度との関係を示

したものである. 

(3)

ここに, 

εh0: 乾燥収縮ひずみの最終値(μ)

β: 乾燥収縮ひずみの経時変化を表す項

f: コンクリートの材齢(日)

t0: 乾燥開始時材齢(日)

この図より, 乾燥収縮ひずみの最終値は, 乾燥開始

時材齢における圧縮強度が大きくなるに伴って小さ

くなる傾向がある. また, 乾燥開始時材齢における強

度と乾燥収縮ひずみの最終値との関係を双曲線を用

いて回帰すると, ほぼ全てのデータが回帰値の±

40%以 内に入る. これまでに提案されている予測式

も, このような関係を基に乾燥開始時材齢における

図-17 GZク リープモデルの精度(適 用範囲内) 図-18 GZク リープモデルの精度(適 用範囲外)

図-19 乾燥開始時材齢にお ける圧縮強度と乾燥収縮ひ

ずみの最終値 との関係

図-20 コンクリー トの水セメント比 と乾燥収縮ひずみ

最終値 との関係
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圧縮強度の影響を考慮したものが多い10),11). しかし,

異なる種類の粗骨材を用いて, コンクリー トの乾燥

収縮ひずみを測定した結果を示した図-20か ら, い

ずれの粗骨材 を用いた場合 も, 水セ メン ト比が

50～60%の 大きい範囲, すなわち, コンクリートの強

度が低い場合には, コンクリー トの圧縮強度が乾燥

収縮ひずみに及ぼす影響は小さいことが分かる. ま

た, 普通強度のコンクリートの単位水量が乾燥収縮

ひずみの最終値に及ぼす影響を調べた図-2112)か ら

も, 水セメント比が乾燥収縮ひずみに及ぼす影響よ

りも, 単位水量の及ぼす影響の方が大きいことが示

されている. さらに, 乾燥開始時材齢における圧縮強

度の逆数を横軸にとることで, 横軸に占める普通強

度の範囲を広く示した図一22からも, 50N/mm2以 下

の強度のコンクリ-ト においては, コンクリートの

圧縮強度が乾燥収縮ひずみに及ぼす影響よりも, 単

位水量の及ぼす影響の方が大きいことが分かる. コ

ンクリートの乾燥収縮ひずみに及ぼす配合の影響を

調べるために, 一般に用いられているコンクリート

の単位水量の範囲のみならず, 広い範囲の単位水量

のコンクリートを用いて得られた結果が図-21お よ

び図-22で ある. これらの図から, 単位水量が乾燥収

縮ひずみに及ぼす影響は, コンクリートの圧縮強度

が高くなるにつれて小さくなり, 高強度コンクリー

トでは, むしろ, 圧縮強度の及ぼす影響の方が大きく

なるといえる. 従って, 高強度コンクリートの乾燥収

縮ひずみを予測する場合には, 普通コンクリートの

場合とは異なり, 乾燥開始時材齢における圧縮強度

の影響を考慮しなければならないことが分かる. 

しかし, 以上のことを考慮に入れて, 乾燥開始時材

齢における圧縮強度の項を含む高強度コンクリート

にも適用可能な予測式を確立しようとしても, 全て

のデータバンクに乾燥開始時材齢におけるコンク

リートの圧縮強度のデータが収められているわけで

はない. とくに, RILEMの デ-タ ベースには, 乾燥

開始時材齢における圧縮強度のデ-タ はほとんど収

められていない. そこで, 乾燥開始時材齢における圧

縮強度の代わりに材齢28日 における圧縮強度のみで

乾燥収縮ひずみの最終値を表せるよう, 乾燥収縮ひ

ずみの最終値と乾燥開始時材齢t0の関係を式(4)に示

す双曲線を用いて, 図-23の ように回帰を行った.

(4)

ここに,

εhp, ψ: 回帰 分析 によ って求 め る係 数

t0: 乾 燥 開始時 材齢(日), 

f0≧98の とき, t0=98と す る. 

図 一24は, 式(4)中 の εhpと 材齢28日 にお け る圧縮

強度 の 関係 を示 した もので あ る. この図 か ら明 らか

図-21単 位セメント量および単位水量 と乾燥収縮ひず
み との関係

図-22 乾燥開始時強度の逆数 と乾燥収縮ひずみの最終

値 との関係

図-23 乾燥開始時材齢 と乾燥収縮ひずみ最終値の関係
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な よ うに, εshpは単位 水量 ごとに28日 圧縮 強度 の 関数

で 表せ る こ とが 分か る. 図-24に 示 した εshpと28日

圧縮 強度 の関係 は式(5)を 用 いて 回帰 した もので ある. 

(5)

ここに,

Cp1, Cp2, Cp3: 回帰 分析 によ って求 め る係 数

図 一25は, 式(4)中 の εhρと単位 水量 の 関係 を普 通

強度 の コ ンク リ-ト を用 いて 調 べた もの で ある. 一

方, 図-26は, 測 定期 間 中の 大気 の相 対 湿度 と εshpと

の関係 を示 した もので あ る. これ らの 図 よ り, 単位 水

量お よび相 対湿 度 と εhρの関係 は, 直線 で 表せ る こと

が分 か る. 以 上 の こ とを考 慮 に入 れ 導 かれ た式 を式

(6)に 示す. た だ し, 式 中 の係数 は, 実 験 デ-タ を基

に回帰 分析 に よって 求 め られた 値 で ある. 

(6)

こ こに, 

α: セ メ ン トの種 類 に よ って異 な る係 数

h: 相対 湿度(asdecimal)

W: 単 位水 量(kg/m3)

428): 28日 圧縮 強 度(N/mm2)

なお, αの値 は, 日本 の普通 セ メ ン トを用 いた デ ータ

によ って 回帰 を行 った 場合, α=11と な る. 

図-27は, 材齢28日 にお け る コ ンク リー トの圧 縮

強度と式(4)中の(pとの関係を示したものである. こ

の図より, 28日 強度が高いほど, 甲の値が大きくな

ることが分かる. また, コンクリートの単位水量と(p

との関係を示した図一28か らは, 単位水量が多いほ

ど(pも大きくなることが分かる. これらの関係式を表

せば次式が得られる. ただし, 式中の係数は実験デー

タを用いて回帰分析によって求めた値である.

ψ=10-4{15exp(0.007f(28))+0.25W} (7)

こ こに,

f(28): 材齢28日 にお け る圧縮 強度(N/mm2)

W: 単 位水 量(kg/m3)

式(4)か ら式(7)を 用 いて求 め られ た乾燥 収縮 ひずみ

の最 終値 と, 双 曲 線 に よって 乾 燥収 縮 ひず みの経 時

変化 を 回帰 して 求 めた 乾燥 収 縮 ひず み の最終 値 と の

比較 を図 一29お よび 図-30に 示 す. た だ し, 図-29

お よび図 一30は, そ れぞ れ, RILEMお よび 日本 国内

図-24 コ ンク リー トの28日 圧 縮強 度 と εhpと の 関係 図-25 コ ン ク リー トの単 位 水量 と εshρとの関 係

図-26 測定環境 の相対湿度 とεhpとの関係
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において測定された実験データとの比較を行ったも

のである. ただし, これらの図では, 式(6)に含まれ

るαにはセメントの種類の影響を考慮して以下の値

を用いている. すなわち, 日本のセメントに対して

は, 普通および低発熱セメントの場合にα=11, 早強

セメントの場合にα=15と し, 外国のデータに対して

は, 早強高強度セメントの場合にα=11, 普通および

早強セメントの場合にα=10, 低発熱セメントの場合

にα=8と している. これらのαの値は, いずれも実

験データを基に回帰分析によって求められた値であ

り, セメントの種類の他にも各国における骨材事情

等による影響が含まれた値である. これらの図から, 

乾燥収縮ひずみの最終値に対する予測値は, ほぼ±

40%の 範囲内に収まっており, いずれのデータベー

スに対しても, 精度の良い予測が行われていること

が分かる. 

(2) 乾燥収縮ひずみの経時変化

図-31は, 式(3)に含まれる乾燥収縮ひずみの経時

変化を表す項βと単位水量との関係を示したもので

ある. この図より, コンクリートの単位水量とβとの

間には線形関係が成り立つことが分かる. また, 乾燥

開始時材齢が大きくなるとβは, 単位水量に関係な

くほぼ一定値となることが分かる. 一方, 図一32は, 

供試体の体積表面積比とβとの関係を示したもので

ある. この図より, 供試体の体積表面積比が大きくな

るにつれβも大きくなることが分かる. これらのこ

とを式で表せば, 次式のようになる. 

(8)

ここに, 

W: 単位 水 量(kg/m3)

V/S: 体 積表 面 積比(mm)

Cβ1,Cβ2,Cβ3,Cβ4: 回帰 分 析 によ り求 め られ る係 数

図-27 28日 圧 縮強 度 と(pと の 関係 図-28 コンク リー トの単位水量と甲との関係

図-29 RILEMの 実験データとの比較 図-30 国内の実験デ-タ との比較
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これらに含まれる係数を実験データを用いて回帰

分析を行えばCβ3≒0.0と なり, 結果的に次式が得ら

れた.

(9)

(3) 提案する乾燥収縮ひずみ予測式の精度

図-33か ら図-36は, 各データベースに収められ

ている実験値と本研究で提案する予測式を用いた予

測値との比較を行ったものである. これらの図より, 

予測値と実験値のばらつきはほぼ±40%の 範囲内に

収まっており, 本研究で提案する予測式が精度良く

低強度から高強度までのコンクリー トの乾燥収縮ひ

ずみを予測していることが分かる. 

4. ク リープ予測式の提案

(1) 圧縮強度がクリヒプの最終値に及ぼす影響

図-37は, 単位応力当たりのクリープひずみの経

時変化を式(10)に示す双曲線によって回帰し, その最

終値と載荷開始時材齢におけるコンクリー トの圧縮

強度との関係を示したものである. 

(10)

ここに, 

Cr: ク リープ係 数 の最終 値

βcr: ク リープ係 数 の経 時変 化 を示す 項

t: コン ク リー トの材齢(日)

t': 載荷 開始 時材 齢(日)

図-31 単位水量と βとの関係 図-32 体積表面積比とβとの関係

図-33 著者 らの行 った実験データとの比較 図-34 RILEMデ-タ ベ-ス との比 較
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この図 よ り, ク リープ係数 の最 終値 は, 載荷 開始 時

材齢 にお ける圧 縮強 度が 高 くな る につ れ, そ の大 き

さ とば らつ きが小 さ くなる こ とが分 か る. また, 異 な

る種 類 の 粗骨 材 をコ ン ク リー トに用 いた 実 験 で も, 

図-38に 示 され るよ うに, セ メ ン ト水 比 が大 き くな

る につれ, す なわ ち, 高 強度 にな る ほ ど, ク リープ係

数は 小 さ くな る ことが分 か る. 

(2) ク リー プの経 時変 化

図-39お よび 図-40は, そ れぞ れ, 単 位応 力 あた

りの ク リープひず みの経時 変化 を式(10)に 示 され る双

曲線 と式(11)に 示 す対 数式 によ って 回帰 し, そ の 回帰

値 と実験 値 との比較 を行 った もので ある. 

Cr(f, t')=Aloge(t-f+1) (11)

ここに,

A: 回帰分析で決定される係数(μ/(N/mm2))

t: コンクリートの材齢(日)

t': 載荷開始時材齢(日)

これらの図より, 双曲線および対数式のいずれで

回帰した場合も, ±20%の 範囲内でクリープの経時

変化を表せていることが分かる. しかし, 双曲線に

よって回帰した場合には, 載荷期間が長くなるにつ

れて回帰値と実験値とのずれが大きくなることが分

かる. これに対して, 対数式を用いて回帰を行った場

合には, 載荷初期における実験値とのずれはやや大

きいが, 載荷期間が長くなるにつれ回帰値と実験値

がよく一致することが分かる. また, 対数式を用いれ

ば, 単位応力あたりのクリープひずみの経時変化を

回帰によって求める際に必要な係数の数が1つ にな

図-35 CEBデ ー タベ-ス との比 較 図-36 JSCEデ ー タベ-ス との比 較

図-37 載荷時圧縮強度とクリープ係数最終値との関係 図-38 セ メント水比 とク リ-プ 係数の最終値 との関係

I5



り, 予測式を確立する上でより簡便である. 

図-41お よび図一42は, それぞれ, 相対湿度が60
～65%お よび99～100%の 条件下で求められた単位

応力あたりのクリープひずみの経時変化を対数式で

回帰し, 係数Aの 最適値と載荷開始時材齢における

強度との関係を示したものである. これらの図より, 

両者の関係は, 一本の曲線で表せることが分かる. 図

中の曲線は, 式(2)で示される双曲線式で求めたもの

である. 

(12)

ここに,

cα, cβ: 実験 デー タ に基 づ いて 決定 され る係 数

fc(t): 載 荷時 材齢 で の圧 縮強 度(N/mm2)

図-43は, 相対湿度と式(11)中の係数Aと の関係

を示したものである. この図より, 相対湿度と係数A

との関係は, 線形関係で表せることが分かる. また, 

コンクリー トの単位水量と式(11)中の係数Aの 関係

を示した図一44か ら, 単位水量の関係も線形関係で

表せることが分かる. これらのことを式で表せば式

(13)となる. ただし, 式(13)は, 外気の相対湿度が

100%の とき, すなわち, h=1の ときに生じる基本

クリープひずみと, h<1の 場合に生じる乾燥クリ-

プとに載荷開始時材齢における圧縮強度が及ぼす影

響は異なるものとして導いた.

(13)

図-39 双曲線の式によって回帰 した場合のク リープひ
ずみ実験値 と回帰値の比較

図-40 対数の式によって回帰 した場合のクリープひず

み実験値 と回帰値の比較

図-41 係数Aと 載荷開始時材齢における強度の関係 図-42 係数Aと 載荷 開始時材齢における強度の関係
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ここに, 

Cbasic, Cdrying, dasic, ψdηig: 未 定係 数

h: 相 対湿 度(asdecimal)

WP: 単位 水 量(kg/m3)

fc(t): 載荷 時材 齢で の圧 縮強 度(N/mm2)

式(13)に 含 まれ る係数 を, 全て の実験 デ ータ を用 い

て 回 帰 分析 を行 え ば, ψbasic≒dryingと な り, 結 果 的

に, 次 式が 得 られた. 

(14)

式(14)は, 図-2に 要約した数多くの実験データか

ら回帰分析によって求められたものである.  従って, 

回帰分析上, 係数Aに 及ぼす影響が小さいと思われ

る因子は省かれている. 例えば, 供試体の体積表面積

比のように, 従来の予測式では考慮されていた因子

であってもその影響が大きいと思われなかったもの

は予測式に含めていない. 図一45は, JSCEモ デルお

よびCEBモ デルにおいて, 体積表面積比が各々の予

測値に及ぼす影響を示したものである. JSCEモ デル

およびCEBモ デルにおいて, 体積表面積比が100mm

の場合と1,000mmの 場合を予測した結果の差は2割

以下であり, 予測値に及ぼす体積表面積比の影響は

比較的大きくない. また, B3モ デルやGZモ デルに

おいて体積表面積比は, 乾燥クリープの経時変化を

考慮するために用いられている. このような因子は, 

式を簡単化する目的で省いた. 

(3) 提案するクリープ予測式の精度

図-46, 図-47, 図-48お よび図-49は, 各データ

ベースに収められている実験値と本研究で提案する

予測式を用いた予測値との比較を行ったものである. 

これらの図より, 予測値と実験値のばらつきはほぼ

±40%の 範囲内に収まっており, 本研究で提案する

予測式が精度良く低強度から高強度までのコンク

リー トの単位応力当たりのクリープひずみを予測し

ていることが分かる. これらの図より, 本研究で提案

する予測式は極めて簡便な式でありながら, これま

でに提案されている代表的な予測式に劣らない精度

をもった予測式であることが分かる. 

5. 本研究で提案する予測式

以下に本研究で提案する乾燥収縮ひずみおよびク

リープ予測式を示す. 

乾燥収縮ひずみ予測式:

(15)

(16)

図-43 係数Aと 相対湿度 の関係 図-44 係数Aと 単位水量の関係

図-45 各予測式の予測値 におけるV/Sの 影響
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(17)

η=104{15exp(0.007fc(28))+0.25W) (18)

(19)

こ こに,

εsh(t, t0): 乾 燥収 縮 ひず み(μ)

t: コ ンク リー トの材 齢(日)(t≧1)

t0: 乾燥 開始 時 材齢(日)

(t0≧1, た だ しt0≧98の ときt0=98)

f'(28): 材齢28日 にお ける圧縮 強 度(N/mm2)

(f'c(28)≦120N/mm2)

h: 相 対湿 度(asdecima1)(0.4～O.9)

W: 単位 水 量(kg/m3)(130kg/m3～230kg/m3)

V/S: 体積 表 面積 比(mm)(100mm～1, 000mm)

α: セ メ ン トの種 類 の影響 を表 す係 数

日本 のセ メ ン トに対 して

早強 セ メ ン トの場 合: α=15

普通 お よび 低発 熱 セ メン トの場 合: α=11

外 国 のデ ータ に対 して

早強 高強 度 セ メ ン トの場 合: α=11

普通 お よび 早強 セ メ ン トの場 合: α=10

低発 熱セ メ ン トの場 合: α=8

図-46 著者 らの行った実験データとの比較 図-47 RILEMデ ー タベ-ス との比 較

図-48 CEBデ ー タベ-ス との 比 較 図-49 JSCEデ ー タベ-ス との比 較
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ク リー プ予測 式1

(20)

ここに, 

σ(t, f'): 単位 応 力当た りのク リー プひ ず み

(u/(N/mm2))

t: 載荷 開始 時材 齢(日)(t≧1)

h: 相対湿 度(as decimal)(0.4～0.9)

W: 単位 水 量(kg/m3)(130kg/m3～230kg/m3)

f'(t'): 載荷 開始 時材 齢 の圧縮 強 度(N/mm2)

(f'(t')≦120N/mm2)

6. 結 論

普通強度から高強度コンクリートまで精度良く予

測可能な乾燥収縮ひずみおよび単位応力当たりのク

リープひずみの予測式の提案を行った. 乾燥収縮ひ

ずみ予測式は, 普通強度のコンクリー トでは強度よ

りも単位水量が乾燥収縮ひずみに及ぼす影響の大き

いことを, また, 高強度コンクリー トでは逆に強度の

及ぼす影響が大きくなることを考慮に入れた予測式

となっている. クリープ予測式は, 予測に必要な項が

少なく極めて簡便な式でありながら, これまでに提

案されている代表的な予測式と比較しても精度の劣

らない予測式となっている. 
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(2000.6.5受 付)

PREDICTION EQUATIONS OF CREEP AND DRYING SHRINKAGE STRAIN FOR 
 WIDE-RANGED STRENGTH CONCRETE 

 Kenji SAKATA, Tatsuya TSUBAKI, Shoichi INOUE and Toshiki AYANO 

 According to the enhanced performance of concrete and the generalization of high strength concrete, the model code 

is improved to cope with them. The prediction equations of creep and shrinkage for high strength concrete are also 

indispensable to the present model code. 

 In this study, the precision of the present prediction equations was examined by using some data bases. The reliable 

knowledge of the effect of concrete strength on creep and shrinkage was also derived from the data included in these 

data bases. New prediction equations proposed in this paper are very simple and available for wide-ranged strength 

concrete creep and shrinkage. 
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