特集／コンクリートの「見える化」／1．コンクリート基礎物性の見える化

フレッシュコンクリートの流動性に影響を与える
要因の可視化と流動状況の可視化
山田

1.

義智＊1・浦野

真次＊2

物を対象に充填状況を流動解析により可視化して検討し

はじめに

た事例について報告する。

コンクリートは，流動性を有するフレッシュ状態の時
期に型枠内に打込み・充填することによって，設計者の

2.

ペーストの流動性に影響する要因の可視化

意図する様々な造形の構造物を継ぎ目のない一体なもの

ペーストの流動性に影響を及ぼす要因として，①セメ

として作ることが出来る。しかし，その打込み・充填の

ント粒子の凝集・分散，②水和進行，③セメント粒子の

仕上がり具合の良否は，コンクリートが不透明であるこ

粒形・粒度分布，④溶媒（水）粘度の温度変化，⑤ペー

とや，型枠で囲まれた密閉空間に打込まれることより目

スト中の水分の蒸発などが考えられる。ここでは，上記

視で確認することが出来ず，ワーカビリティーの状態や

①，②の要因がペースト粘度に与える影響について，マ

バイブレータの挿入間隔，締固め時間等を判断材料とし

イクロスコープによる観察や XRD/リートベルト法によ

て，技術者や職人らの経験に依存してきた面が大である。

る分析を通して明らかにすること（可視化）を試みた事

近年は，施工条件と使用材料の多様化や鉄筋量の増大，

例を示す2），3）。

さらには経験豊かな技術者不足の状況も相まって，コン

2.1 セメント粒子の凝集・分散が粘度に与える影響

クリートの施工を取り巻く環境は厳しくなっているもの

写真-1 にセメントペースト中のセメント粒子（普通ポ
ルトランドセメント）の状態をマイクロスコープにより

と推察される。
このような状況において，あらかじめコンクリートの

1 000 倍に拡大して示す。なお，ペーストは練り混ぜた後

打込み・充填をシミュレーションできる流動解析をコン

に，観察が可能なように希釈している。写真-1（a）はポ

クリート工事へ利用することが期待され，多くの研究・

リカルボン酸エーテル系の高性能 AE 減水剤（以後，SP

開発が報告されている 。
1）

と略す）をセメント重量に対して 0.9％添加して，セメ

流動解析の利用においては，まずフレッシュコンクリー

ント粒子が分散した状態である。また，写真-1（b）は

トの流動特性を理解して，それを定量的に表す指標（例

SP を添加せずにセメント粒子が凝集している状態であ

えば，降伏値や塑性粘度などのレオロジー定数）を定め

る。図-1 は W/C 45％ペーストのせん断ひずみ速度によ

る。そして，次にそれらの指標を入力値として運動方程

る粘度の変化を表している。図中の実線は SP を添加し

式を様々な形状の型枠や配筋の境界条件のもと，コン

ていない場合，点線は SP を添加した場合の結果である。

ピュータで解くことになる。その際に，単にフレッシュコ

なお，各せん断ひずみ速度におけるペーストの粘度は，

ンクリートの流動状況だけではなく，材料分離やバイブ

せん断ひずみ速度を 300 秒間与え続けて，定常状態とみ

レータによる締固めの状況なども実務的には要求される。

なせる場合の見かけの粘度である。

また，一般にコンピュータの出力は数値であるので，これ

セメント粒子が分散し，せん断ひずみ速度が作用しな

を人間が理解できるように可視化する技術が必要となる。

い場合，写真-1（a）から分かるように粒子の長径方向が

そこで本稿では流動解析の利用を念頭に，まずフレッ
シュコンクリートの流動性に大きく影響するセメント

×1 000

×1 000

ペーストの流動性について，セメント粒子の状態に関し
て可視化を含む検討で理解する試みを紹介する。次にコ
ンクリートの充填に必要な材料分離や振動加速度の伝播
状況を解析的に可視化した例を示し，最後に実際の構造
＊1 やまだ・よしとも／琉球大学 工学部 環境建設工学科 教授（正
会員）
＊2 うらの・しんじ／清水建設㈱ 技術研究所 社会基盤技術セン
ター 主任研究員（正会員）

400

50 μ m

（a） 分散状態

写真-1

50 μ m

（b） 凝集状態

ペースト中のセメント粒子の状態
コンクリート工学

見かけの粘度（Pa・s）

表-1

10.0
SP 無添加

0.0

SP 0.9％添加
練上がり 23℃
0

静置温度 23℃

50
100
せん断ひずみ速度（1/sec）

図-1

Shear rate

W/C＝45％

1.0
0.1

せん断ひずみ速度と粒子の状態2）

0（1/sec）

Shear
time
t＝0 s

Flocculation

150
28.3（1/sec）

せん断ひずみ速度に伴う粘度の変化
Shear
time
t＝20 s

せん断ひずみ速度の増加
①分散

141.6（1/sec）

②配向

Shear
time
t＝300 s
さらなるせん断ひずみ速度の増加
④粒子間
接触・衝突

衝突

接触

図-2
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ランダムな状態である。しかし，せん断ひずみ速度が作
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示すように流体の流れによって粒子の長径方向が揃い流

図-3

れやすくなる配向が生じるために粘度が低下すると考え
られ，図-1 中の SP 添加時の粘度挙動でもこの粘度低下

参照）で粘度が上昇すると考えられ，この現象も図-1 中
の SP 添加時のダイラタント的（ただし，ここでは体積
増加は意味していない）な粘度挙動より確認できる。
一方，図-1 中の SP 無添加時の粘度挙動は，粘度がせ
ん断ひずみ速度の増加に伴い低下している。この粘度低
下の現象は，表-1 の写真に示すように，凝集していた
セメント粒子がせん断ひずみ速度やそれが作用する時間
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3.00

用すると，せん断ひずみ速度の小さな範囲では，図-2 に

の現象が確認できる。さらに，せん断ひずみ速度が大き
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ポテンシャルエネルギー

（ずり時間）により，次第に分散して，凝集体内に拘束
していた水を放出するため粘度が低下しているものと考

み速度が約 100（1/sec）を超えるあたりから粘度の低

えられる。また，凝集体がせん断ひずみ速度およびその

下が小さくなり一定の粘度に近づく。この粘度が一定と

作用時間によって破壊されていることは，図-3 に示す

なる原因は，DLVO 理論によって，Van der Waals 引力

画像処理ソフトで計測した粒径（メディアン径）の変化

と電気二重層の反発力の相互作用から得られるポテン

からも分かる 。なお，この粘度低下の現象はせん断ひ

シャルエネルギー曲線5）によって次のように説明できる。

ずみ速度とずり時間の両方が関係するチクソトロピーで

すなわち，SP 無添加のセメント粒子のポテンシャルエ

ある。

ネルギー曲線を求めたところ6），図-4 に示すように極大

2）

ところで，図-1 中の SP 無添加の粘度は，せん断ひず
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値が認められず，凝集体の一部に強く凝集するアグロメ
401

レート7）が生じ，この凝集体が 100（1/sec）程度のせん

媒粘度の温度による影響を除くためである。図-6 より，

断ひずみ速度では破壊されないためだと考えられる。

エトリンガイト生成量の増加に伴い，ペーストの相対粘

本節で示したセメント粒子の可視化状態は，濃厚な懸
濁液であるセメントペーストの本来の状態ではなく希釈

度も上昇する傾向が認められ，水和に伴う粘度増加の一
端が明らかにされている。

した状態であり，また，凝集体の観察も 2 次元的である

筆者らは，本章のようなセメントペーストの流動性に

ことから，本来の粘度と凝集の関係を正確に捉えられて

及ぼす影響について可視化を通した検討を行い，ペース

いない可能性もある。今後の課題として，濃厚な懸濁液

トのレオロジーモデルを構築し，それを基にモルタル，

中の粒子の凝集構造を 3 次元的に可視化・解析する技術

コンクリートのレオロジー定数を推定する手法の提案を

の開発が望まれる。

行っている9）。

2.2 セメントの水和が粘度に与える影響
初期の水和で主に生成されるエトリンガイトの経過時

3.

材料分離や振動加速度伝播状況の可視化事例

間に伴う生成量を XRD/リートベルト法で求めて，図-5

3.1 鉄筋周りの材料分離の可視化事例

に示す 。水和試料は，ペーストを練り混ぜて所定の経過

近年の耐震性能向上の要請により，鉄筋が高密度に配

8）

時間静置させた後，アセトンに浸せきして水和を停止さ

筋された部材が増加するとともに，部材のスリム化・軽

せ，その後に吸引ろ過を施してドラフト内で乾燥させた。

量化も進んでいる。そのため，フレッシュコンクリートに

なお，XRD に供する水和試料は，非晶質量を定量する

は十分な流動性と高い材料分離抵抗性が要求されている。

た め に コ ラ ン ダ ム を 内 割 り で 10 ％ 混 合 し た。 ま た，

鉄筋間を通過する際に生じる粗骨材の閉塞問題や滞留

XRD/リートベルト法で求めた水和物の定量値をセメン

現象については，理論的な検討10），11） や可視化実験によ

ト質量あたりの量に換算するために，別途水和試料の強

る検討11），12），さらには解析的な検討13）等多くの研究が行

熱減量値を TG－DTA で測定した重量減少量（温度範

われている。ここでは，粒子法の一種である MPS 法14）

囲 30～1 000℃）から算定した。

に材料分離モデルを適用して鉄筋周りの骨材の滞留現象

ここでは，ペーストの練上がり温度と静置環境の温度

について検討した事例15）を示す。

をパラメータとしている。ペーストの練上がり温度が

材料分離モデルは，図-7 の概念図に示すように流体内

23℃（左および中央）のエトリンガイトの生成量は，静

で局所的に圧力勾配が生じると，その圧力勾配の大きさ

置環境温度にかかわらずほぼ同じである。一方，練上が

により，圧力の高いところから低いところへ各粒子に割

り温度 35℃のエトリンガイト生成量は，練上がり 23℃

り当てられたモルタルが移動するものと仮定している15）。

の生成量よりも大きくなる。

このモルタルの単位時間当たりの移動量は，材料分離係

図-6 にペーストの相対粘度とエトリンガイト生成量

数に従うものとしている。この材料分離係数の値は，モ

の関係を示す 。ここで，相対粘度を用いた理由は，溶

ルタルの粘度や粗骨材の表面形状などにより決まる値

8）

で，この値が大きいと材料分離抵抗性が低く，粒子間で
エトリンガイト生成量
（mass％-cement）

6

0分

5

30 分

のモルタル移動量が大きくなるものと仮定している。ま

90 分

た，各粒子のモルタル割合が変化する際に，コンクリー

4

トの見かけの粘度も変化する。その際の見かけの粘度の

3

変化は文献 9）の粘度式により推定する。この粘度式に
よるとモルタル割合が小さくなると流動性が低下し，逆

2

にモルタル割合が増えると流動性が増加する。

1
0

図-8 に鉄筋周りにおける材料分離（粗骨材の滞留）の
状況について，MPS 法による 2 次元流動解析結果15） を

練上がり 23℃ 練上がり 23℃ 練上がり 35℃
静置温度 23℃ 静置温度 35℃ 静置温度 35℃

図-5

示す。同図は，左から右に時間が経過している。図中の

温度・経過時間とエトリンガイト量8）

下側に 4 本並んで配置された鉄筋の径は 25 mm，鉄筋
局所的に圧力勾配が生じると
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エトリンガイトと相対粘度の関係8）
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低
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高
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図-7

材料分離モデルの概略図15）
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初期の均質状態

材料分離が開始

材料分離が進行

どの部分もモルタル割合
は同じ

鉄筋上部でモルタル割合
が減少
↓
鉄筋下部にモルタルが
流れていく

鉄筋上部および鉄筋間で
モルタル割合が減少
↓
閉塞現象が現れる兆候

フレッシュコンクリート

時間経過

0.5
粗骨材割合

（a） 鉄筋がない場合

鉄筋

0.2

Time＝0.0 s

図-8

Time＝0.1 s

Time＝4.0 s

鉄筋周りの材料分離状況
（b） 鉄筋がある場合

間のあきは 40 mm である。ここで，フレッシュコンクリー

図-9

態で，降伏値は 1 373 Pa，塑性粘度は 169 Pa・s として
いる。また，フレッシュコンクリートの流動の駆動力は

図-8 では，まず鉄筋上部に粗骨材割合の高い部分が
でき，次にその部分が鉄筋間の上部にも拡張しているこ
とが確認できる。この粗骨材割合の高い滞留部分では，

Acceleration（G）

が起こりやすいものとしている。

0.01

振動加速度伝播の可視化

1 000

重力によるものであり，仮定した材料分離係数 α を大き
く（α ＝103/sec）することで，材料分離（粗骨材の滞留）

Acceleration（G）

1 000

トの流動前の初期状態は粗骨材が均等に分布している状

固相の増加により粘度が増して流動性が低下する。

鉄筋あり

100

鉄筋なし

10
1
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0.01
0.001

なお，現時点では，材料分離係数 α に定量的な根拠

0

がなく定性的な解析結果の紹介に止まる。また，本解析
手法では，粗骨材のかみ合いによる閉塞問題は直接的に

図-10
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70
バイブレータからの距離（cm）

80

バイブレータからの距離と加速度の関係15）

表現できないが，粗骨材が鉄筋周りに滞留することを定
量的に表すことが出来るので，間接的に閉塞の危険性を

タからの距離に従って加速度が急速に減少することは既

評価できるものと考えている。

往の計測結果16）とも対応している。また，鉄筋による加

3.2 振動加速度伝播状況の可視化事例

速度の減衰については，20 cm 地点では鉄筋の有無にか

ここでは，棒状バイブレータによるフレッシュコンクリー

かわらず同じ加速度であったが，鉄筋を跨いだ 30 cm 地

ト中の振動加速度伝播状況を可視化した事例15）を示す。

点では鉄筋による減衰効果が認められた。これは，図-9

解析対象モデルは高さ 50 cm，横幅 180 cm の矩形型
枠で，バイブレータは型枠の壁から 90 cm，型枠の底か

の可視化結果でも確認できる。
鉄筋が複雑に配筋された空間におけるフレッシュコン

ら 15 cm の位置に先端が来るように設定した。ここで，

クリート中の振動加速度伝播状況の理解は，締固めの程

バイブレータの振幅および振動数は 2.1 mm と 200 Hz

度を定量的に把握することに活用できると考えられる。

とし，コンクリートのレオロジー定数は，塑性粘度 η ＝

また，前節の材料分離モデルを組み込むことによってバ

168.9 Pa・s，降伏値 τ y＝1 373.1 Pa とした。

イブレータによる材料分離の状況を定量的に評価できる

図-9 に振動加速度伝播解析の解析結果を可視化して

可能性がある。ただし，現時点では 2 次元解析結果であ

示す。なお，図-9（a）は鉄筋のないモデルの結果であり，

るので，3 次元解析を行い，振動加速度伝播に関する理

図-9（b）は鉄筋を配置した場合の結果である。なお，鉄

論解および実験結果との検証と妥当性確認を行う必要が

筋は，障害物としての影響を分かりやすくするため，バ

ある。

イブレータから 25 cm の位置に径 50 mm の鉄筋をあき
50 mm 間隔で配置している。

4.

実構造物を対象とした流動解析の可視化事例

図-10 は解析により得られた加速度を平均化して，バ

コンクリート充填鋼管柱（CFT）の施工の主流は，高

イブレータからの距離との関係を示した 。なお，本解析

流動コンクリートを脚部から一気に押上げるポンプ圧入

15）

は 2 次元解析であり，バイブレータの動きも本来の振り

工法である。その CFT へのコンクリート充填時に，鋼

子状の運動ではなく，左右の並進運動であることから，実

管内に連続して配置されたダイヤフラムにより流動が阻

際の振動加速度伝播と異なると考えられるが，バイブレー

害され，開口部分での閉塞の危険性などが問題となる場
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流動停止（緑）
鉄筋間通過などで オーバーフロー
分離限界点を超えた領域

解析断面

360
コンクリート圧入方向

図-11

CFT ダイヤフラム部付近の形状12）

実験結果

（圧入速度：16.7 mm/s） （圧入速度：66.7 mm/s）
5.0/s

写真-2

モデル実験の概要

MPS 法による解析結果

図-13

MPS 法による解析結果

写真-2 は，高架橋において既設スラブの下に増し打
ちする新設スラブのコンクリートの充填状況を確認する
ことを目的に，モデル実験を行った結果である。写真に

0/s
1.39 秒

3.5 秒

示すように右上からスランプフロー 60 cm，V 漏斗流下
時間約 6 秒の高流動コンクリートをポンプの筒先を模擬
した状態により打ち込んでいるが，途中で流動停止が生
じるとともに，打込み箇所でオーバーフローが発生して
いる。一方，図-13 は前述の分離限界点におけるせん断
ひずみ速度を仮定して，MPS 法で流動状況を可視化し

21.9 秒

5.5 秒

せん断ひずみ速度の大きな領域に
おける閉塞危険度の上昇

図-12

圧入中のせん断ひずみ速度の分布

ている。流動解析結果では，鉄筋間の通過時や鉄筋と型
枠に囲まれた間隙を粒子が通過する際に算定されたせん
断ひずみ速度の大きさから，分離限界点を約 6.0/s と仮
定し，6.0/s 以上のせん断ひずみ速度の大きさの箇所の
粒子を緑色で表示させた。その結果，コンクリートの流

合がある。

動が途中で円弧状に分離限界点を超える領域が発生し，

ここでは，図-11 に示すような CFT ダイヤフラム部分

流動が停止すると予想される状況が再現されており，実

を対象として，スランプフロー 50 cm（降伏値 τ y＝127 Pa，

験と比較的良く一致する結果となった。また，モデル実

塑性粘度 η ＝300 Pa・s）の高流動コンクリートの圧入速

験と同様に打込み箇所でオーバーフローが発生すること

度を 16.7 mm/s および 66.7 mm/s とした場合のせん断

も確認される。

ひずみ速度の分布状況を MPS 法にて求めて図-12 に示

以上のように，本節では，分離限界点を指標として，

す 。赤い部分がせん断ひずみ速度の大きい部分（4.5～

分離限界点を上回るせん断ひずみ速度になった場合，材

5.0/s）を示し，青色になるほどせん断ひずみ速度の小さ

料分離やそれに伴う粗骨材による閉塞の危険性が高まる

17）

い部分（0.0～0.5/s）を示す。同図中には圧入を開始し

という評価方法が，実構造物を対象とした流動解析結果

てからの経過時間も記入している。

の可視化を通して適用できる可能性を示した。

村田によれば，フレッシュコンクリートをビンガム流
体と仮定した場合，流動曲線は無限長の直線とはならず，

5.

ま

と

め

あるせん断ひずみ速度において材料分離となる分離限界

本稿では，フレッシュコンクリートのレオロジーの基

点が存在するとしている18）。ここで，分離限界点のせん

礎となるセメントペーストの流動性についてペースト中

断ひずみ速度を 2.0（1/s）と仮定すれば，圧入速度が

のセメント粒子の凝集・分散，さらには水和の状態を可

66.7 mm/s と早い場合，解析結果でのダイヤフラム部分

視化することで理解することを紹介するとともに，材料

のせん断ひずみ速度のレベルはこの倍程度となるため，

分離や振動加速度の伝播状況および実構造物のコンク

閉塞危険度が上昇することが分かる。

リート充填状況を可視化により検討した事例について筆

なお，分離限界点におけるせん断ひずみ速度は，可視
化実験などにより求めることを文献 17）では提案して

者らの研究成果を中心に示した。
しかし，コンクリートのレオロジーの理解のために必

いるが，さらなる検討が必要であろう。また，3.1 節で

要な，セメントペースト中のセメント粒子の実態を捉え

示した材料分離モデルによる結果とも比較検討が必要で

るためには，更なる可視化の技術が必要である。また，

あると考える。

流動解析手法についても多くの検証と妥当性の確認
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19）
（veriﬁcation & validation）
が必要であり，さらにシミュ

レーション結果を正しく表現する可視化技術についても
より高度な展開が望まれる。
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