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1.  はじめに 
 
高強度コンクリートのように単位水量が小さく，水

結合材比の低いコンクリートの打込みでは，打込み終

了後の上面に，こわばりやこれに伴うプラスチック収

縮ひび割れなどが生じ，上面の仕上げやその後の打継

ぎが困難となる場合がある。そのため，設計基準強度

（以下，Fcと記す）40～60N/mm2程度の建築物に使用

されるような高強度コンクリートでは，床スラブを対

象として，打込み時に散布する形式の養生剤や養生シ

ート等によるひび割れ抑制効果1)～3)および養生剤を使

用した上面の仕上げ材との接着強度3)などについての検

討が行われている。 
一方，近年では，Fc100N/mm2を超える高強度コンク

リートの研究開発および実用化が盛んに進められてお

り，最も高い強度としては，Fc150N/mm2の高強度コン

クリートが実際の建物に適用されている4)。このような

水結合材比が 20%程度を下回る高強度コンクリートで

は，打込み上面において，こわばりが非常に早く発生

する場合があるため，このことに配慮した適正な養生

計画が必要とされている。しかしながら，このような

高強度コンクリートに生じるこわばりを取り扱った検

討例はまだ少なく5)～7)，昨今のFc150N/mm2程度（水結

合材比が 20%程度以下）の高強度コンクリートについ

ては，こわばりの固さや厚みなどの状況，その測定方

法およびそれを仕上げや打継ぎなどの観点から評価す

る方法などが必ずしも明らかではない。従って，この

ようなFc150N/mm2程度の高強度コンクリートに対して

も有効となるような，こわばりの対策材料および工法

を選定し，適正な養生計画を検討していくうえでは，

まずは，こわばりの有無や固さ，厚みなどを捉えるこ

とのできるようなこわばりの測定方法の確立が必要で

あると考えられる。 
そこで本研究では，Fc150N/mm2程度の高強度コンク

リートを対象として，貫入抵抗を利用したこわばりの

測定方法についての基礎検討を行った。なお，本研究

におけるこわばりとは，凝結始発時間までに，打込み

上面からある厚みを持った領域が，それよりも内部に

比較して固くなることを指す。 
 

2.  実験計画 
 

コンクリートの凝結性状を測定する試験方法として

は，ASTM C403 に規定される貫入抵抗試験があり，一

般的に行われている。松藤ら5)は，これを応用したいく

つかの方法によりこわばりを捉えている。そのうちの

1 つは，φ100×200mmの円柱供試体を測定時に打設方

向に対して 90 度に倒し，供試体側面より，上面に対し

て水平方向に貫入抵抗分布を測定していくものである。

この方法では，測定装置として，コンクリートの凝結

試験において一般に使用されるような手動の貫入試験

装置が利用でき，こわばりの有無や固さなどを簡便に

測定することが可能であると考えられる。 
そこで本実験では，この水平方向への貫入抵抗の測

定による方法を参考にこわばりの測定方法について検

討し，ここで考案した方法により，Fc150N/mm2程度の

高強度コンクリートを想定したモルタルのこわばりの

測定を試みた。また，こわばりの発生の主要因と考え

られる打込み上面の乾燥程度が異なる場合について，

本実験で考案したこわばりの測定と同時に，含水率と

相関の高い比抵抗の分布の測定，及びこわばりが生じ

ていると判断された部分の含水率の測定を行い，考案

したこわばり測定方法の妥当性を検証した。 
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2.1  モルタル供試体の使用材料および調合 
本実験では，貫入抵抗の測定および比抵抗の測定に

おける粗骨材の影響を避けるために，供試体にはモル

タルを使用した。モルタルの使用材料を表-1 に示す。

本実験で使用したモルタルは，Fc150N/mm2程度の高強

度コンクリート（単位水量 150kg/m3，目標スランプフ

ロー70cm，目標空気量 1.5%）を想定したものであり，

水結合材比 15%，砂結合材比 0.497 とした。 
2.2  実験環境 
実験環境の温度条件は，こわばりが発生しやすくな

る夏期施工を想定して 30℃とした。また，モルタルの

使用材料についても予め 30℃で保管しておき，練上が

り温度が実験環境の温度条件と同程度となるように調

整した。ただし，湿度環境については，無風状態でも

上面の乾燥が生じるように 60%R.H.とした。 
2.3  貫入抵抗分布および比抵抗分布の測定方法 
2.3.1  貫入抵抗分布の測定方法 
貫入抵抗供試体の形状・寸法を図-1 に示す。供試体

寸法は，打込み面 150×150mm，高さ 300mm とした。 
貫入抵抗分布の測定手順を図-2 に示す。こわばりの

有無と固さをより明確に捉えるためには，打込み上面

に近い位置での貫入抵抗を測定する必要がある。しか

し，そのような位置では，貫入針の径によっては貫入

時に押し退けられたモルタルが上面側にはらみ出し，

測定値に影響してくる可能性が考えられる。そこで本

実験では，供試体の断面と同一寸法（150×150mm）で，

高さ 30mmのモルタル板を供試体と同時に作製し（図-

2，①），これにより，貫入抵抗の測定の直前に上面側

を増厚して，貫入時のはらみ出しによる影響を軽減す

ることを試みた。なお，貫入抵抗分布の測定に使用し

た貫入針の断面積は，いずれも 161mm2 （直径

14.3mm）とした。これは，本実験で用いた貫入試験装

置の測定値の表示精度とそのばらつきから決定した。 
図-3 は，このモルタル板の効果を検討するために，

増厚した端面と貫入針との純間隔を 5，20，35mm と変

化させて，貫入抵抗を測定したものである。ここでは，

供試体の寸法を打込み面 150×150mm，高さ 150mm と

し，測定面は，貫入抵抗が測定位置の影響を受けにく

いと考えられる供試体の底面とした。また，供試体数

は，図-3（a）を 3 体とした。図-3（b）に示した測定

結果のように，端面からの純間隔が小さくなると貫入

抵抗がわずかに減少する傾向がみられたものの，本実

験の結果に影響を及ぼす範囲ではないと判断した。 
貫入抵抗分布の上面から深さ方向への測定間隔は

15mmとし，上面に最も近い測定位置は，図-3（b）の

測定結果から 5mm（貫入針の中心位置で 12.2mm）と

した。ただし，貫入針の間隔や容器側面からの間隔は，

貫入抵抗の測定値に影響を及ぼすことが指摘されてい

る9)ため，本実験では，JIS A 1147 の試験方法に既定す

る貫入針の針跡の純間隔および容器側面との純間隔を

参考に，図-1 のように測定位置を定めた。 
2.3.2  比抵抗分布の測定方法 
比抵抗供試体の形状・寸法を図-4 に示す。供試体寸

法は，貫入抵抗供試体と同一寸法である。供試体には，

測定用電極としてφ3mm のステンレス丸鋼（SUS304）
を図-4 のように設置し，測定電極の組合せを，打込み

表-1 モルタルの使用材料 

Table 1 Materials of mortar 

普通ポルトランドセメント：スラグせっこう系混和材： 
結合材

8)
シリカフューム=7：2：1（密度 2.99g/cm3） 

細骨材 安山岩系砕砂（表乾密度 2.60g/cm3） 

化学混和剤 ポリカルボン酸系高性能減水剤 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1 貫入抵抗供試体の形状・寸法 

Fig. 1 Shape of Specimen for penetration resistance measuring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2 貫入抵抗分布の測定手順 

Fig. 2 Procedure of measuring penetration resistance 

①モルタルの打込み  ②上面側の増厚，型枠の取付け 

③供試体の回転，測定面型枠の取外し  ④貫入抵抗分布の測定
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上面に水平な 2 本（例えば，図-4 に示した A-B 間，C-
D 間など）とした。 

0 10 20 30 40

モルタルの比抵抗分布は，電極間のインピーダンス

の測定値から以下のように推定することとした。導電

率計を用いて比抵抗を測定したCa(OH)2溶液（1.0～
0.25mol/dm3）により，図-4 に示した供試体のモルタル

部分を置換し，この時のインピーダンスの測定値と導

電率計による比抵抗との関係を，上面からの深さ（上

面から電極の中心までの距離）別に図-5 のように求め

た。これらの関係式を用いて，インピーダンスの測定

値から比抵抗分布を推定した。なお，インピーダンス

の測定周波数は 100kHz（位相角：-0.2～-0.7deg.）とし

た。 
2.4  検討項目 
2.4.1  こわばり測定方法に関する検討 
上記 2.3.1 の測定方法により，打込み上面から深さ方

向への貫入抵抗分布の経時変化を測定し，こわばりの

測定を試みた。測定時期は，この供試体と同時に作製

した打込み面 150×150mm，高さ 150mm の供試体（以

下，標準貫入供試体とする）の貫入抵抗値を目安にし

て，打込み終了後から約 2.5，3.5，4.0 および 4.5 時間

経過後とした。供試体数は各経過時間について 1 体で

ある。なお，標準貫入供試体の貫入抵抗については，

JIS A 1147 の試験方法に準じて測定した。 
2.4.2  こわばり測定方法の妥当性の検証 
こわばりの発生の主要因と考えられる打込み上面の

乾燥程度が異なる供試体を作製し，本実験で考案した

こわばりの測定と同時に，比抵抗分布の測定および供

試体の上面部と中央部における含水率の測定を行い，

考案したこわばり測定方法の妥当性を検証した。本実

験では，打込み終了後に上面をそのまま開放した場合

（以下，無処理とする）の比較対象として，上面に水

分蒸発の抑制が期待される養生剤（主成分：パラフィ

ンワックス）を施した供試体を作製した。供試体数は，

貫入抵抗分布および比抵抗分布のそれぞれの測定につ

いて，無処理の場合で 2 体，養生剤を使用した場合で

1 体とした。なお，養生剤の使用量は，メーカーが推

奨する標準使用量の範囲（原液，100g/m2）とし，これ

をモルタルの打込み終了直後に塗布した。 
比抵抗分布は，打込み終了後から 30 分間隔で測定し

た。また，貫入抵抗分布の測定時期は，後述 3.1 の検

討結果から，標準貫入供試体の貫入抵抗が約 1.5N/mm2

に到達した時点とした。貫入抵抗分布の測定後は，供

試体の上面部（上面からの深さ：約 0～10mm）および

中央部（上面からの深さ：約 145～155mm）を厚さ約

10mmにスライスし，この中心部分の 100×100mmから

含水率測定用の試料を採取した。これらの試料を電子

レンジにより恒量となるまで乾燥させて，乾燥前後の

試料の質量差から含水率を求めた。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図-3 端面近傍の貫入抵抗測定に関する予備実験 

Fig. 3 Effect of mortar plate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-4 比抵抗供試体の形状・寸法 

Fig. 4 Shape of Specimen for electrical resistivity measuring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-5 インピーダンスの測定値と比抵抗の関係 

Fig. 5 Relationship between impedance and resistivity 
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3.  実験結果および考察 
 
3.1  こわばり測定方法に関する検討 
標準貫入供試体の測定結果を図-6 に，貫入抵抗分布

の経時変化を図-7 に示す。なお，図-7 における上面か

らの深さは，上面から貫入針の中心までの距離として

表した。図-7 より，打込み終了後から 2.5 時間経過後

の貫入抵抗分布では，上面から約 40mm までの貫入抵

抗がそれより内部側よりも大きくなっており，この領

域では貫入抵抗が上面方向に増加するような傾向が認

められる。本測定では，このような傾向にある領域を

こわばりが生じている状態にあると判断し，この領域

をこわばりの厚みとする。各経過時間における貫入抵

抗分布は，時間の経過とともに全体的に大きな値へと

シフトしていくが，上面付近における貫入抵抗の増加

は徐々に顕著になる傾向にあり，こわばりが固くなっ

ていく様子がみてとれる。以上より，このような水平

方向への貫入抵抗測定により，こわばりの発生の有無

や固さの変化，おおよその厚みを捉えることが可能で

あるといえる。 
図-8 は，図-7 に示した貫入抵抗分布の測定結果から，

上面からの深さ別に貫入抵抗の経時変化を示したもの

である。図-8 には，標準貫入供試体の貫入抵抗の経時

変化（図-6 の近似線）を併せて記した。前述のように，

上面から約 40mm までの領域（上面から，12mm およ

び 27mm の測定点）では，各経過時間において，それ

より内部側よりも貫入抵抗が大きくなっており，こわ

ばりを生じていることが確認できる。一方，こわばり

が生じた領域よりも内部側の貫入抵抗については，約

4.5 時間経過後の一部（上面から，117mm および

132mm の測定点）を除いては，表面からの距離および

経過時間によらずほぼ同程度であり，これらは同じ時

期における標準貫入供試体の貫入抵抗（図-8 中の近似

線）と概ね一致していることがわかる。すなわち，標

準貫入供試体の貫入抵抗から，貫入抵抗供試体のこわ

ばりよりも内部側における貫入抵抗をおおよそ推定す

ることが可能であると考えられる。 
貫入抵抗分布の測定では，図-7 に示した貫入抵抗分

布の経時変化からわかるように，打込み終了後からの

経過時間が長くなるほど，こわばりとそれより内部側

の貫入抵抗の差が大きくなるため，こわばりをより明

確に捉えることができると考えられる。しかしながら，

打込み終了後からの経過時間が長くなると，凝結の影

響により貫入抵抗の増加速度が増していくため，供試

体 1 体当たりの貫入抵抗の測定点数が多く，測定に要

する時間が長くなるような場合では，各供試体のこわ

ばり程度を同等の凝結状態において測定・比較するこ

とが困難になる。このことは，図-7 および図-8 にみら
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図-6 標準貫入供試体の貫入抵抗 
Fig. 6 Penetration resistance of reference penetration specimens 
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Fig. 7 Penetration resistance profiles at different times 
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 れるように，打込み終了後から約 4.0～4.5 時間にかけ

ての貫入抵抗の増加割合が，それまでと比較して増大

していることからも明らかである。従って，こわばり

の測定では，標準貫入供試体の測定結果から貫入抵抗

供試体の内部における貫入抵抗を推定し，これを目安

にして，貫入抵抗の増加速度が増大しない時期（例え

ば，本測定では，標準貫入供試体の貫入抵抗が約

1.5N/mm2に到達した時点）でこわばりを測定するのが

妥当であると思われる。なお，前述のように，こわば

りよりも内部側の貫入抵抗は，上面からの深さによら

ずほぼ同程度の値を示すことから，後述 3.2 の貫入抵

抗分布測定については，貫入抵抗分布の測定範囲およ

び測定点数を上面から 87mmまでの 6 点とした。 
 
3.2  こわばり測定方法の妥当性の検証 
打込み上面からの乾燥による比抵抗の変化をより明

確にするために，深さ別の比抵抗の打込み終了直後か

らの変化率（Rρx，xは上面からの深さ（mm））を，本

実験で上面からの乾燥の影響を最も受けにくいと考え

られる深さ 103mmの変化率（Rρ103 ）に対する比

（Rρx/Rρ103）として表した。図-9 は，このRρx/Rρ103の

経時変化を示したものである。なお，上面からの深さ

については，上面から電極の中心までの距離として表

した。また，無処理の供試体については，供試体 2 体

の測定結果の傾向が同じであったことから，代表的な

1 体についての結果を示した。これによれば，無処理

の場合では，深さ約 30mm以内の範囲において打設終

了後から乾燥が著しく進行していくが，約 3 時間経過

後からは乾燥が緩やかとなり，内部側へと乾燥の範囲

が拡大していったものと推察される。一方，養生剤を

使用した場合では，上面付近における打設終了後から

の乾燥はみられるものの，その後の進行は少なく，乾

燥の範囲についても増加しなかったものと推察される。 
打込み上面を無処理とした場合および上面に養生剤

を施した場合の貫入抵抗分布を図-10 に示す。測定時

期は，標準貫入供試体の貫入抵抗が約 1.5N/mm2に到達

した時点（打込み終了後から約 5 時間経過後）である。

無処理の場合では，供試体 2 体のばらつきは少なく，

いずれも上面から約 60mmまでの領域に貫入抵抗の著

しい増加が認められることから，この領域がこわばり

の厚みであると判断される。一方，養生剤を使用した

場合では，上面から約 40mmまでにこわばりが認めら

れるものの，その厚みや固さは無処理の場合と比較し

て小さくなっていることがわかる。これらの貫入抵抗

分布は，図-9 に示した同時期（5 時間経過後）におけ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-9 Rρx/Rρ103の経時変化 
Fig. 9 Time-related changes in Rρx/Rρ103

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-10 貫入抵抗分布 
 Fig. 10 Penetration resistance profiles 

 
 
 
 
 
 
 
 

図-11 供試体上面部と中央部の含水率の比較 
Fig. 11 Moisture content 
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るRρ /Rρx 103の分布の傾向とよく一致していることから，

無処理および養生剤を使用した場合のいずれも，本測

定方法により，乾燥の影響によるこわばりの形成状態

がよく測定されているものと考えられる。 
図-10 に示した供試体の上面部および中央部におけ

る含水率の測定結果を図-11 に示す。こわばりが生じ

ていた上面部の含水率を中央部と比較すると，養生剤

を使用した場合では同程度かやや減少，無処理の場合

では明らかに減少しており，上面部の乾燥がこわばり

の発生に影響したことが伺える。この含水率の減少が

相対的に大きくなった無処理の場合では，図-10 にみ

られるように，上面付近における貫入抵抗の増加につ

いても顕著であることが確認できる。 
以上の結果から，本研究で考案したこわばり測定方

法は，打込み上面における乾燥程度の相違によるこわ

ばり状況の変化を捉えることが可能であり，測定方法

として妥当であると考える。また，本測定方法には，

各種養生剤やその他のこわばり抑制手法の効果を評価

するうえで有用となることが期待される。 
 

4.  まとめ 
 
本研究で考案したこわばりの測定方法により，

Fc150N/mm2程度の高強度コンクリートを想定したモル

タルでは，打込み上面に生じるこわばりの有無や固さ，

おおよその厚みを捉えることができた。考案した測定

方法では，打込み上面の乾燥程度の相違によるこわば

り状況の変化を捉えることができることから，こわば

り対策材料および工法の効果を評価するうえで有用と

なることが期待される。 
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