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1. はじめに 
 
トンネル吹付けコンクリートは，山岳トンネルの標

準的な工法であるNATMにおける主要な支保部材であ

る。鋼アーチ支保工やロックボルトといった他の支保

部材と同様に，地山からの変形を受けるとその反力と

して地山を押し返し，トンネル周辺岩盤を安定化させ

る。通常，切羽付近に設置された支保は，トンネル掘

削に伴う地山の全変形の半分以上を，設置後 1日まで

に受ける。そのため，吹付けコンクリートは，強度や

弾性係数といった力学特性が最も変化する若材齢期間

に，地山変形を多く受ける。支保の反力は使用する部

材の変形特性に大きく依存することから，材齢1日まで

の若材齢期間の力学特性が，地山の変形量や部材内部

に生じる応力の評価結果に大きく影響することになる。 
このような施工状況を考慮すると，吹付コンクリー

トの支保効果を数値解析で精度良く評価するには，材

齢1日までの変形特性の変化を計算に反映させることが

重要であることが分かる。実際，数値解析による支保

効果の検討においては，吹付けコンクリートの材齢や

応力レベルを考慮してヤング係数を設定している例1）

や，ピーク強度後のひずみ軟化特性を反映させて支保

効果の評価精度を向上させている例2）がある。しかし

ながら，実務上は若材齢時のヤング係数の変化やクリ

ープによる変形等が考慮された等価弾性係数が用いら

れることが多い。これは解析の精度や計算時間といっ

た技術的・経済的な要因の他に，入力パラメータを決

めるための材料試験を適切に実施した例が少ないこと

によると考えられる。吹付けコンクリートの試験につ

いては，土屋ら3）が，現場で施工した試験材料を用い

て，その変形特性を詳細に検討している他，多くの研

究例がある。しかし，その多くは材齢1日以降の供試体

について実験を行ったものであり，材齢1日未満の若材

齢からの変形特性を示した例は極めて少なく4）5）6），

クリープ試験や応力緩和試験といった粘性的な性質を

把握するための試験を実施した例は見られない。また，

これらの研究において評価されたヤング係数は，強度

と比較してその評価結果にばらつきが大きく，試験条

件が明確に示されていないものもある。 
そこで，著者らは，研究の第一段階として材齢が1日

までの若材齢コンクリートの試験方法の開発を行った
7）。開発に際しては，吹付けコンクリートと比較して

品質の安定している生コンクリート(吹付けコンクリー

トのベースコンクリート)を用い，普通（設計基準強度

18N/mm2）と高強度（同36N/mm2）の2つの異なる設計

基準強度の材料について，材齢1日未満からの強度・変

形特性を評価した8）。 
本報では，以上の成果をもとに開発した若材齢の吹

付けコンクリートの試験方法と，得られた強度・変形

特性について述べる。特に，既往の論文4）5）6）では詳

細に示されていない供試体の作成方法と試験方法につ

いて示す。また，現在，得られた変形特性を数値解析

に反映させるために，材齢1日未満の若材齢からの吹付

けコンクリートの変形挙動を表す力学モデルを構築し，

「係数時間依存型粘弾性モデル」と称して数値解析検

討に採用している。この詳細については，別報9）を参

照されたい。また，以降，特に断りの無い限り，「若材

齢」という語を「材齢1日まで」の意で使用する。 
 

2. 試験内容と試験方法 
 

＊１ 技術センター土木技術研究所地盤･岩盤研究室 
＊２ 土木本部土木技術部リニューアル･橋梁技術室 
＊３ 北海道大学大学院工学研究科 

2.1 概要 
若材齢の吹付けコンクリート供試体を用いて，一軸
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表-1 吹付コンクリートの配合 
Table 1 Mix proportions for shotcrete 

W C S G FA

普通ポルトラ
ンドセメント

18N/mm2

(普通)
15 3.0 58 61 209 360 1001 689 89 C×1.5% C×8%

設計基準強度使用材料
s/a
（%）

単位量（kg/m3）
混和剤 急結材

粗骨材の
最大寸法

(mm)

空気量
（%）

W/C
（%）

供試体として使用する部位

吹付け機の吐出口（ノズル先端）

プラスチック製
型枠

エア抜き孔

リバウンドを溜める箇所

金網に覆われた
型枠底部

図-1 吹付け型枠の概要 

Figure 1 Method of specimen casting developed 
 

供試体

変位計

ヒンジ

フレーム

バネ

ロードセル

変位計

供試体

エクステンソ
メータ

コンプレッソメータ 球座

ピン

ピン

(a) 載荷軸方向変位の計測 (b) エクステンソメータに

よる横方向変位の計測

図-2 変位計の配置概要 

Figure 2 Layout of instruments for displacement measurements 

圧縮試験と応力緩和試験を実施した。一軸圧縮試験は，

若材齢からの強度およびヤング係数の発現特性を，応

力緩和試験は材齢の進行に伴う粘弾性特性を調べる目

的で実施した。応力緩和試験では，一定速度の載荷と

一定時間の変位保持を繰り返した。以降，この応力緩

和試験を「多段階応力緩和試験」と称する。 
2.2 供試体の作成方法 
採用した吹付けコンクリートの配合を表-1 に示す。 
吹付けコンクリートの供試体は，吹付け後のトンネ

ル壁面から採取して得るのが理想である。しかし，若

材齢時には自立していても強度が十分に発現しておら

ず，コア抜きによる供試体の作成は困難である。また，

若材齢からの試験では，短時間に供試体を作成しなけ

ればならず，コア抜きによる供試体では十分な数量に

よる試験の実施が難しい。そのため，本研究では，若

材齢の吹付けコンクリートの供試体を，図-1 に示すよ

うな既存のプラスチック製の円柱形型枠を改良した特

殊な型枠で作成した。供試体の寸法は直径 100mm，高

さ 200mm の円柱形である。この型枠は，吹付け時に空

気が溜まらないよう型枠の底面が金網となっており，

側面にもφ10mm の穴が 25mm の間隔で設けてある。

また，金網の目は骨材の最大径程度とし，跳ね返った

骨材が型枠の底に溜まらないよう工夫されている。さ

らに，供試体の長さに対して 2cm 程度型枠を延長し，

跳ね返った骨材が除去できる構造となっている。 
吹付けには，湿式の吹付け機械を用い，ノズルを型

枠から 1～1.5m の離間に保ち，生コンクリートを吹付

けた。ユニット化した型枠により 10 個を 1 セットとし，

数回に分けて必要な数量を得た。型枠への吹付け後，

直ちに型枠の上下の縁から 5mm 程度，吹付けたコンク

リートを取り除いた。そこに混練後約 10 分で 30MPa
以上の圧縮強さとなる石膏を片側ずつ充填し，それぞ

れ厚さ 15mm のガラス板を型枠の両端部に押しつけた。

型枠は，供試体の両端面が平行度がでるよう，両端部

が平行に加工されている。型枠の脱型は，打設後約 3
時間で型枠側面の 2 カ所にカッタで切り込みを入れて

半割にし，供試体に損傷を与えないように取り除いた。 
脱型後，供試体の品質を揃えるために，表面に

10mm 以上の顕著な空隙が認められるものを除外した。

さらに，残りの供試体についても全て比重を計測し，

平均の 95％以下のものを除いて試験に供した。以上の

作業は，温度が 20℃に保たれた室内で行い，その後は

乾燥を防ぐため，供試体の表面を濡れたウエスで覆っ

た。試験に供するまで，温度 20℃，湿度を 80±10％に

保持した養生容器内に保管した。 
2.3 一軸圧縮試験 

吹付けコンクリートの一軸圧縮試験では，サーボ型

材料試験機（Instron 社製 5586，機械式，容量 300 kN）

を使用し，載荷速度は 0.20mm/min とした。一軸圧縮試

験は，吹付け後 4 時間から 24 時間までは 4 時間間隔で，

以降は 2，3，28 日で実施した。試験では，図-2 に示す
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位置に変位計を設置した。載荷軸方向の変位は，コン

クリートの圧縮試験用コンプレッソメータと変位計で

縮み方向の変位を計測した。載荷軸と直交する方向の

供試体の膨らみは，伸び変位を計測するためのエクス

テンソメータで計測した。コンプレッソメータおよび

エクステンソメータの計測点の間隔はそれぞれ 100mm
である。 

表-2 一軸圧縮試験結果 

Table 2 Results of uniaxial compression tests 

試験
数量

材齢
 (hrs.)

一軸圧縮強度

(N/mm2)

50%接線
ヤング係数

(×103 MPa)

33%割線
ヤング係数

(×103 MPa)

ポアソン比

2 4.8 1.6 0.85 2.60 -

2 8.1 2.5 1.13 3.28 -

2 12.3 3.7 2.28 5.64 0.09

2 16.6 4.3 3.84 7.11 0.04

2 20.2 5.9 5.06 9.72 0.03

2 26.5 8.2 8.42 14.0 0.13

1 48.2 11.0 9.72 13.9 0.04

2 71.9 13.6 9.89 16.1 0.14

2 1680(28days) 26.3 20.2 25.5 0.23

2.4 多段階応力緩和試験 
多段階応力緩和試験は，図-3(a)に示すように一定速

度の載荷と載荷変位の保持を繰り返す試験である。吹

付けコンクリートの粘性的な性質により，変位保持中

は図-3(b)に示すような応力の緩和応答が期待される。

載荷速度は，5.0×10-3，2.5×10-3，1.2×10-3mm/minの 3
種を設定した。多段階応力緩和試験には，変位制御が

可能な機械式材料試験機(Instron社製 5500R，容量

250kN)を用いた。載荷と変位保持は，それぞれ 2 時間

とした。載荷軸方向の変位については，クロスヘッド

の変位量の他，クリップゲージ(Instron社製，定格±

1mm)を 2 個，供試体側面中央部の載荷軸に対称な位置

に取り付けて計測した。載荷速度の制御は，クロスヘ

ッドの変位量を基準とした。 

 

時間 

変位

T1 T2 T0 
o

（a）載荷により供試体に与える変位 

時間  

応力  

R2

R0

R1

T0 T1 T2 
stress relaxasion 

o
 

（b）応力応答 

 

3. 試験結果 
 
3.1 一軸圧縮試験 
材齢 4 時間から 3 日までの一軸圧縮試験結果から得

られた応力～ひずみ関係を図-4 に示す。また，評価し

た吹付けコンクリートの一軸圧縮強度，ヤング係数，

ポアソン比を表-2 に示す。試験は各材齢で 2 回(材齢 2
日は 1 回)実施しており，表-2 に示した値は各材齢で実

施した試験の平均値である。なお，一軸圧縮強度は最

大荷重点の応力で評価した。ヤング係数については，

ピーク荷重時の応力を 100%としたときの応力レベル

50%における応力～軸ひずみ線図の接線の傾き(以降,
「50%接線ヤング係数」)と JIS A 1149 に示されている

(1)式で求める静弾性係数(同,「33%割線ヤング係数」)

の二つを算定した。 

図-3 多段階応力緩和試験の載荷概要 

Figure 3 Loading pattern used in multistage relaxation test; (a) 
displacement, (b) responce (stress) 
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Figure 4 Stress-strain relationship of uniaxial compression test 
specimens 

 

    
21

21

εε −
−

=
SS

Ec       (1) 

 
ここに，Ec：各供試体の静弾性係数(N/mm2)，S1：最

大荷重の 1/3 に相当する応力(N/mm2)，S2：供試体の縦

ひずみ 50×10-6のときの応力(N/mm2)，ε1：応力S1によっ

て生じる供試体の縦ひずみ，ε 2：50×10-6である。 
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図-6 ヤング係数と一軸圧縮強度の関係 

Figure 6 Relationship between Young's moduli and uniaxial 
compressive strength 
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図-5 材齢の進行に伴うヤング係数と一軸圧縮強度の変化

Figure 5 Variation in Young's moduli and uniaxial 
compression strength with time 

ポアソン比については，材齢 12 時間までは評価して

いない。これは，図-4 に示した応力～ひずみ関係にお

いて，応力レベル 50%以下で応力とひずみに直線的な

関係が認められなかったこと，横ひずみの値が応力レ

ベルの 50%を超えるまで値がほぼ 0 となる試験例があ

ったためである。若材齢時の横ひずみについては，供

試体の強度に対してエクステンソメータのピン(図-2(b)
参照)による押しつけ力が大きく，供試体の横方向への

変形が局所的に抑制された可能性も考えられる。この

点については，計測方法を変えた試験を実施する等，

別途検討が必要であると考えている。また，図-4 の応

力～ひずみ線図で，ピークや傾きに多少ばらつきが見

られる。この原因の一つとしては，これは吹き付けら

れたコンクリート中の急結材量のばらつきが影響して

いると考えられる。 
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図-7 多段階応力載荷試験における載荷時間～載荷板変位，

載荷時間～載荷荷重の関係 
Figure 7 Variations in dispracement (upper) and stress (lower) with 

time during multi-stage reraxation tests 
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図-8 多段階応力載荷試験での応力～ひずみの関係 

Figure 8 Stress-strain relationships during multi-stage reraxation 
tests 

次に，材齢と一軸圧縮強度の関係，材齢と 50％接線

ヤング係数，材齢と 33%割線ヤング係数の関係を図-5
に，ヤング係数と一軸圧縮強度の関係を図-6 に示す。

図-5 より，一軸圧縮強度とヤング係数の発現特性は，

材齢 1 日までとそれ以降では発現速度の傾向が異なっ

ている。この傾向は，一軸圧縮強度よりもヤング係数

で顕著である。図-6 からは，一軸圧縮強度 10MPa 付近

で両者の関係が変化し，それぞれがおおよそ直線的な

関係にあることが分かる。 
 
3.2 多段階応力緩和試験 
試験時間と載荷板の変位量および試験時間と載荷に

伴って生じた応力の関係を図-7 に示す。同様に，応力

とひずみの関係を図-8 に示す。図では載荷時の載荷速

度が 5.0×10-3mm/minと最も大きい試験をCase1，順に，

2.5×10-3，1.2×10-3mm/minをCase2，Case3 と表示して

いる。なお，試験の開始時間は打設から実験室までの
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運搬時間を含めた試験準備時間に依っており，実際に

は 4.2～5.4 時間であった。 
図-7 の Case1 では，ほぼ 12 時間で供試体の破壊が進

行し始めており，16 時間でピークに達していると考え

られる。また，載荷変位を保持した際に明確な応力緩

和が生じ，一定の値に収束していく挙動も確認できる。

また，図-8 では，同じひずみ量でも載荷速度の遅い方

が傾きが大きくなっている。これは，材齢の進行によ

り供試体のヤング係数が増加した影響と考えられる。 
評価に際しては，図-9 に示す 2 つのバネと 1 つのダ

ッシュポットから構成される粘弾性モデルを採用し，

谷ら7）の方法により各要素の係数の値を材齢毎に評価

した。多段階応力緩和試験Case3 について各材齢にお

ける，粘性特性パラメータの評価結果を表-3 に示す。 
 

4. 考察 
 

4.1 一軸圧縮強度とヤング係数 
図-5 からは，材齢 1 日以前は下に凸，以降はほぼ上

に凸の発現特性が見られる。そのため，材齢 1 日以降

は，対数関数による近似10）や一般のコンクリートに適

用される双曲線関数11）で近似できると考えられる。材

齢 1 日以前については，一軸圧縮強度やヤング係数は

時間の経過とともに増加率が大きくなっており，瀬崎

ら6）が適用した指数関数で発現特性が表現できると考

える。これらは，セメント水和反応の状態の変化が現

われたものと考えられ，材齢 1 日以降の一軸圧縮強度

とヤング係数の値の増加は鈍く，急結材の添加により

長期強度が低下するという一般的な傾向とも整合的で

ある。 
図-6 からは，一軸圧縮強度 10～20MPa 付近で両者の

関係が変化し，それぞれがほぼ直線的な関係にあるこ

とが分かる。吹付けコンクリートについては，約

10MPa（材齢 1 日）を境に一旦傾きが変化しており，

それ以下の強度ではベースコンクリートの結果と同様

な線形関係となっている。直線で近似すると，相関係

数 r = 0.99 で次の関係式を得る。 
 

       (2) cc .E σ310651 ×=

 
この結果は，材齢 1 日未満の若材齢の吹付けコンク

リートのヤング係数が，一軸圧縮強度から換算できる

可能性を示唆している。施工現場で実施される若材齢

時の品質管理用の強度試験から，変形特性の一つであ

るヤング係数を推定できるため，有意な結果と考えら

れる。 
4.2 評価したヤング係数の検証 
本研究で評価したヤング係数が，既往の研究とどの

程度適合するか，材齢 1 日の試験結果を例として比

較・検討した結果を表-4 に示す。 
表-4 からは，一軸圧縮強度と比較してヤング係数の

評価結果に大きなバラツキが認められる。図-6 に示し

たように，一軸圧縮強度とヤング係数には高い相関が

表-3 多段階応力載荷試験結果   表-4 既往の研究における材齢 1 日の一軸圧縮強度とヤング係数 
 Table 3 Results of multistage stress reraxation tests        Table 4 Uniaxial compressive strength and Young's moduli 

 

Kelvin
section

Spring
section

spring

ε k ε s

ε
Strain

Stress

dashpot

E k (t )

η (t )

σ

E s (t )

spring

図-9 採用した粘弾性モデル9）

Figure 9 Three-element visco-elastic model expressed by varying 
spring and dashpot properties with time 

材齢 弾性係数E k 弾性係数Es 粘性係数η

hrs. ×103 MPa ×103 MPa ×103 MPa-hrs.

6.2 4.3 3.0 26

10.2 8.3 6.7 92

14.2 10.9 9.6 124

18.2 13.1 12.0 164

22.2 10.3 9.4 143

26.2 10.8 9.8 137

30.2 11.3 10.0 128

34.2 11.1 9.7 119  

一軸圧縮強度 ヤング係数 単位ｾﾒﾝﾄ量 急結材量※

kN/mm2 ×103 MPa kg/m3 ％

 ①土屋ら
5） 12 13 350～380 3～5

トンネル壁面および木箱吹付けブ

ロックからコア抜きした円柱形供試

体（φ68×136，φ100×200）

 ②片瀬ら12） 12 33 350 5～6
トンネル壁面吹付けからコアを採

取．円柱形(φ68×136)

 ③吉田ら6） 11 35 380 5～7
室内で練り混ぜた急結剤入りモルタ

ル．円柱形供試体（φ50×100）

 ④瀬崎ら
7） 6.5 0.7 380 6,8,10

型枠に吹付け．立方体供試体(100×

100×100)

本研究 8.2 14 360 8
型枠に吹付け．円柱形供試体(φ100

×200)

研究 備　考
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あると考えられることから，④のヤング係数は一軸圧

縮強度が小さいことを考慮しても，その値は特に低く

評価されているといえる。若材齢における試験では，

単位セメント量や急結材量の他，養生条件の一つであ

る温度が，強度やヤング係数の発現特性に大きく影響

すると考えられる。しかしながら，一軸圧縮強度にそ

れほど大きなばらつきがないこと考慮すると，配合や

養生条件の違い以外の要因で，ヤング係数に差異が生

じている可能性がある。ヤング係数のばらつきについ

ては，載荷板に接する端面の乱れが要因として挙げら

れる他，試験機の剛性が変位量の計測に影響する可能

性もある12）。また，50%接線ヤング係数と 33%割線ヤ

ング係数のように，その評価方法でも値に明らかな差

異が生じる場合もある。しかしいずれの要因も，表-4
に示したヤング係数の大きなばらつきは説明できない。

そこで，表-2 に示した 26 時間材齢におけるヤング係数

に最も値の近い①との諸条件を比較すると，変位の計

測方法をコンプレッソメータで行っている点が共通し

ていることが分かった。 
変位計測方法の違いによるひずみ量の差を調べるた

め，別途，設計基準強度 18N/mm2の生コンクリートを

用いて一軸圧縮試験を行った。このとき，変位量をコ

ンプレッソメータによる供試体中央部 100mm区間距離，

供試体の上下の載荷板間距離，材料試験機のクロスヘ

ッドの移動量の 3 種の方法および位置で計った。3 つ

の異なる変位計測結果からひずみ量を算定し，応力～

ひずみ関係とした結果を図-10 に示す。図-10 には材齢

12 時間と 24 時間の結果を示している。図-10 からは，

変位の計測方法の違いによりひずみ量の大きさが，「コ

ンプレッソメータ」＜「供試体上下端部間の変位計」

＜「クロスヘッドの変位」の順となっていることが分

かった。また，その傾向は材齢が若い程顕著であり，

変位(ひずみ)の計測方法の差異により，ヤング係数の

評価結果が大きく変わることが示唆されている。 
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図-10 計測方法によるひずみの差異 

Figure 10 Strains calculated from measurement results using 
defferent instrments 
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図-11 多段階応力緩和試験により評価した弾性係数と粘

性係数の材齢の進行に伴う変化 

Figure 11 Variations in elastic coefficient Ek (a), Es (b) and viscosity 
coefficient η (c) with time during multi-stage reraxation tests 

以上より，変位計測には吹付けコンクリートの変形
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を直接計測する，コンプレッソメータの採用が適当で

あると考える。 

100

実験値 近似曲線

a:  16.1
b:  12.8
c: 0.151

( )
( )ctexpb

atEc −+
=

1

図-12 ヤング係数のロジスティック関数による近似

Figure 12 Variation in Young's moduli with time and approximation 
by a logistic function 

4.3 多段階応力緩和試験で評価したパラメータ 
コンクリートは，十分に材齢が経過したものと比べ

て若材齢のクリープや応力緩和が顕著である。材齢 15
時間と材齢 7 日との比較で，クリープひずみと弾性ひ

ずみの比であるクリープ係数の終局値が 2 倍以上とな

る例もある13）。従って，材齢 1 日未満の吹付けコンク

リートについても，弾性係数のみならずクリープ／応

力緩和特性を表現するダッシュポットの係数の変化は

無視できないと推察できる。 
図-11に表-3に示した多段階応力緩和試験で評価した

各パラメータと材齢との関係を示す。なお，図-11(b)に
は，瞬時変形に寄与する弾性係数Esと比較するため，

各 材 齢 で 実 施 し た 一 軸 圧 縮 試 験 （ 載 荷 速 度

0.20mm/min）結果で評価したヤング係数Ecを合わせて

示している。 
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図-13 多段階応力緩和試験結果のシミュレーション

Figure 13 Simulation of multi-stage stress reraxation test 

図-11 より，弾性係数も粘性係数も材齢の進行ととも

にその値が変化している。また，どのパラメータも同

じ変化傾向を示している。載荷速度別に見ると，載荷

速度が遅いほど，より長期にパラメータの値が増加す

る傾向にあり，弾性係数Ekについては，一軸圧縮試験

で評価したEcより大きい値に評価されているが，増加

傾向としては同様であった。載荷速度が速くなると，

パラメータの値は早期に減少しおおよそ一定の値をと

るようになった。この傾向は，応力レベルが高くなる

とヤング係数が減少する現象と類似している。載荷速

度が大きいと，材齢の進行に伴う強度発現の速度に対

し，ひずみの増加量が大きいために，早期に応力レベ

ルが高くなっているためと考えられる。 
4.4 多段階応力載荷試験のシミュレーション 
材齢の進行とともに粘弾性モデルの各要素の係数が

変化する係数時間依存型粘弾性モデル9)の適用性を検証

するために，吹付けコンクリートの多段階応力緩和試

験のシミュレーションを行った。各モデルの要素の係

数については，表-3に示した多段階応力緩和試験の評

価結果から，Ek≒Es≒Ecとし，(3)式で表される関数に

よりヤング係数の値を変化させた。 
 

( ) tceb
atE −+

=
1

         (3) 

 

ここに，t は材齢，a, b, cは定数である。図-12にロジ

スティック関数による近似曲線とEcの値を示す。関数

の収束値は定数aで表すことができるが，Es（≒Ek）に

ついては，aを材齢3日の16.1×103 MPaとした。また，

関数の定数b，cは最小二乗法により求め，それぞれ

12.8，0.151とした。粘性係数ηについても(3)式に示し

た関数を用いて材齢の進行により係数を変化させた。

定数aについては，Case3で評価した値の最大値164×
103 MPa-hrs.を，定数b，ｃについては弾性係数と同様

な増加傾向を示しているためESと同じ値を用いた。 
載荷速度が最も遅いCase3で行った多段階応力緩和試

験時と同じ変位を与えた時の応答応力を，試験結果と

合わせて図-13に示す。図-13からは，係数時間依存型

粘弾性モデルにより多段階応力緩和試験を良好にシミ

ュレーションできていることが分かる。ただし，応力

レベルの影響によるヤング係数の増加の鈍化あるいは

低下については考慮していないため，15時間付近から

徐々に計算結果は試験結果よりも大きい値を示して乖

離している。しかしながら，支保効果の評価で重要な

若材齢期間では概ね良好にシミュレーションできてい

る。実際の地山の変形量と比較してCase3の変位速度が

大きく応力レベルがさらに低くなることを考慮すると，
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係数時間依存型粘弾性モデルは吹付けコンクリートの

力学モデルとして十分に適用できると考える。 
 

5. まとめ 
材齢が 4 時間～3 日までの吹付けコンクリートの一

軸圧縮試験および多段階応力緩和試験により得られた

主な知見をまとめる。 
・材齢の進行に伴う吹付けコンクリートの一軸圧縮強

度とヤング係数の変化を評価した結果，ほぼ材齢 1
日を境界として発現特性が異なることが確認できた。

これは，1 日以降の試験結果から直接若材齢時の変形

特性を評価できないことを示しており，若材齢供試

体の試験と評価の必要性を示している。 
・若材齢の吹付けコンクリートについては，一軸圧縮

強度とヤング係数の関係がほぼ比例関係にある。一

軸圧縮強度からヤング係数が間接的に評価できる可

能性が示されたと言える。 
・ヤング係数の評価は，ひずみの評価に用いる変位(ひ
ずみ)の計測方法によって，その値が異なる。材料そ

のものの変形性という点からは，試験時にコンプレ

ッソメータの使用が推奨される。 
・粘弾性モデルの各要素の係数について，材齢の進行

に伴う値の変化を考慮できる係数時間依存型粘弾性

モデルにより，若材齢吹付けコンクリートの変形挙

動を良く表現できることが分かった。 
 

6. 今後の課題 
 
吹付けコンクリートの力学モデルとして提案した係

数時間依存型粘弾性モデルは，材料が破壊しない程度

の応力レベルに適用が限られる。今後は検討対象とな

る地山の性質によって，応力レベルを考慮できるモデ

ルや，塑性挙動やクリープ挙動を表現できるモデルの

採用を検討してきたい。 
吹付け材料については，設計基準強度が 18N/mm2の

普通コンクリートの試験を実施し，その材料特性を評

価している。今後は，高強度吹付けコンクリートや繊

維補強コンクリートなど，トンネル施工に使われる

種々の吹付けコンクリートについても，若材齢時の変

形特性を把握しておく必要があると考える。特に近年，

良好な地山における急速施工を目的として採用されて

いる14）打設直後から高い強度（剛性）を発現する吹付

けコンクリートについて，変形挙動を把握するための

試験を行って，モデルの適用性を検討したい。 
本研究では，若材齢吹付けコンクリートの試験の実

施と係数時間依存型粘弾性モデルの採用により，支保

効果の評価精度が向上できる可能性を示すことができ

た。今後は様々な変形挙動を呈する地山について数値

解析による検討を行い，地山特性に適した吹付け材料

の選択とその適用範囲，望まれる吹付け材料の特性を

明らかにしていきたい。 
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