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表－１ 使用材料（試験室実験） 

Table 1 Materials used for concrete (laboratory test) 

結合材 

中庸熱ポルトランドセメント（密度 3.21g/cm3）

高強度用混和材（密度 2.51g/cm3） 

石灰系膨張材（密度 3.19g/cm3） 

細骨材 安山岩砕砂（表乾密度 2.61g/cm3） 

粗骨材 安山岩砕石 2005（表乾密度 2.62g/cm3） 

混和剤 
ポリカルボン酸系高性能減水剤 

空気量調整剤 

 
表－２ 調合条件（試験室実験） 

Table 2 Mix proportions of concrete (laboratory test) 
単位量（kg/m3） 

調合

No.

W/B

(%)

空気量

(%)
結合材※

B 

水 

W 
細骨材 粗骨材

高性能

減水剤

(B×%)

C1 2.0

C2
472 817

C3

15 2.0 679+291+30 150 

643 646
2.5

※ (セメント)＋(高強度用混和材)＋(膨張材) 
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1.  はじめに 
 

 近年，設計基準強度 150N/mm2 級の超高強度コンク

リートも本格的に適用されるようになった 1)。筆者ら

は，さらに高い強度領域の超高強度コンクリートを合

理的に実現する手法として熱養生を採用 2)し，設計基

準強度 200N/mm2 の超高強度コンクリート（以下，

Fc200N/mm2）を用いたプレキャストコンクリート（以

下，PCa）部材の開発を行っている。ここでは，

Fc200N/mm2 の実用化を目的として行った，小型ミキサ

による試験室レベルから PCa 工場の製造設備による実

部材レベルまでの一連の検討の結果について報告する。 
 

2.  小型ミキサによる試験室レベルでの検討 
 
2.1  実験概要 
 強度特性を最大限に活用するため，Fc200N/mm2 は高

い圧縮応力の作用する比較的小断面の部材や配筋の密

な部材への適用が想定される。そのような場合の施工

性を考慮し，Fc200N/mm2 には高い流動性が求められる。

また，筆者らは，Fc200N/mm2 の PCa 部材への適用を

想定しており，その生産性を向上させるためにはでき

る限り早く型枠を脱型できることが求められる。 

 そこで，ここでは，Fc150N/mm2 と同等の流動性 1)，

20℃環境において 1 日で脱型時所要強度（12N/mm2），

さらに熱養生後に圧縮強度 200N/mm2 が得られるコン

クリートの調合条件について検討を行った。 
2.1.1  使用材料および調合条件 
 表－１および表－２に，コンクリートの使用材料お

よび調合条件を示す。 
 結合材には，中庸熱ポルトランドセメント，高強度

用混和材とともに，自己収縮の低減を主目的として膨

張材を使用した。粗骨材および細骨材には安山岩砕石

（最大寸法 20mm）および砕砂を使用した。化学混和

剤には，ポリカルボン酸系高性能減水剤および空気量

調整剤を使用した。 
 C1 についてフレッシュ性状，凝結時間および初期の

強度発現を確認した。併せて，高性能減水剤の添加量

を増やした C2，さらに細骨材率を大きくした C3 を作

製して，流動性のさらなる向上について検討を行った。 
2.1.2  練混ぜおよび試験 
 練混ぜは水平二軸式強制練りミキサ（容量 55ℓ）を

用いて，モルタル先練り方式で行った。練上がり時の

コンクリートのスランプフローおよび空気量の試験を

行い，スランプフローが 70＋5，－10cm，空気量が目

標値±1.0％の範囲にあることを確認して，φ100×
200mm の供試体を作製した。C1 については，JIS A 
1147 に準拠して凝結時間試験も実施した。 

＊１ 技術センター建築技術研究所建築構工法研究室 
＊２ 建築本部技術部建築技術部
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表－３ フレッシュ性状および凝結時間 
Table 3 Properties of fresh concrete 

凝結時間(h-min)調合 

No. 

50cm フロー 

到達時間(秒)

スランプ 

フロー(cm) 

空気量 

(%) 始発 終結 

C1 11.1 69.0 1.6 9-25 10-18

C2 12.7 70.5 1.9 - - 

C3 10.8 74.5 2.6 - - 

 
 供試体は 20℃封かん養生とし，材齢 24 時間で JIS A 
1108 に従って圧縮強度試験を行った。また，C2 および

C3 では，材齢 24 時間で脱型時所要強度が得られたこ

とを確認してから恒温恒湿器を用いて 120 時間 90℃封

かん養生を行い，熱養生後に圧縮強度試験を行った。 
2.2  実験結果および考察 
 表－３にコンクリートのフレッシュ性状および凝結

時間試験結果を，写真－１にスランプフロー試験状況

の一例を，図－１に圧縮強度試験結果を示す。 
2.2.1  フレッシュ性状 
 高性能減水剤の添加量を結合材に対する質量比で

2.0％とした C1 ではスランプフローが 70cm をわずかに

下回ったが，添加量を 2.5％としてさらに細骨材率を大

きく（37％程度から 50％程度に）することで，C3 で

はスランプフロー75cm 程度のきわめて流動性の高いコ

ンクリートが得られた（表－３）。また，いずれの調合

でもスランプフロー試験において粗骨材の偏りは見ら

れず（写真－１），十分な分離抵抗性を有していた。 
2.2.2  凝結時間および初期強度発現 
 C1 について凝結時間試験を行ったが，始発は 9 時間

30 分程度，終結は始発から 1 時間程度後であった（表

－３）。これらに対応する材齢 24 時間における 20℃封

かん養生供試体の圧縮強度は 50N/mm2 程度であった

（図－１）。一方，高性能減水剤の添加量を増やした

C2 および C3 では材齢 24 時間における 20℃封かん養

生供試体の圧縮強度が，C1 よりも多少低くなる傾向に

あったが，いずれも脱型時所要強度（12N/mm2）を十

分に上回っており（図－１），気温が 20℃程度以上の

環境下においては翌日脱型が可能であると考えられる。 
2.2.3  熱養生後の圧縮強度 
 前述のとおり，C2 および C3 のように高性能減水剤

の添加量を 2.5％としても脱型時期に大きな影響はなく， 
C1 よりも高い流動性が得られることが確認できたため，

ここでは C2 および C3 の 2 調合について熱養生後の圧

縮強度試験を行った。いずれの調合についても 120 時

間 90 ℃封かん養生後の圧縮強度で目標とする

200N/mm2 を上回っており，細骨材率の違いによる影響

は比較的小さかった（図－１）。 

 以上の結果から，C3 の調合を基本として十分な流動

性，初期強度発現および熱養生後の圧縮強度 200N/mm2

以上を有するコンクリートが実現可能であることが確

認できた。 
 

3.  実製造設備による実部材レベルでの検討 
 
3.1  実験概要 
 水結合材比 15％以下（Fc150N/mm2 以上）の超高強

度コンクリート約 900m3 の製造実績を有する自社 PCa
工場 3)での，Fc200N/mm2 を用いた PCa 部材の実製造に

ついて検討を行うために，PCa 工場の製造設備を用い

た実験を行った。ここでは，実機ミキサで小型ミキサ

と同様な練混ぜ性能が得られるか，工場の現有する蒸

気養生設備を用いて安定した熱養生環境が実現可能か，

さらに供試体だけでなく実大部材中の構造体コンクリ

ートの圧縮強度として 200N/mm2 以上が得られるかな

どについて検討を行った。なお，部材の断面寸法とし

ては，超高強度コンクリートを使用した超高層 RC 造

建築物の柱で一般的な□1000mm と，より小断面の□

600mm を検討対象とした。 

写真－１ スランプフロー試験状況（調合：C3） 

Photo.1 Result of slump flow test of concrete (C3) 

図－１ コンクリートの圧縮強度試験結果 

fig.1 Compressive strength of concrete 
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表－４ 使用材料（実製造検討実験） 

Table 4 Materials used for concrete (actual production test) 

結合材 

中庸熱ポルトランドセメント（密度 3.21g/cm3）

高強度用混和材（密度 2.51g/cm3） 

石灰系膨張材（密度 3.19g/cm3） 

細骨材 安山岩砕砂（表乾密度 2.62g/cm3） 

粗骨材 安山岩砕石 2005（表乾密度 2.64g/cm3） 

混和剤 
ポリカルボン酸系高性能減水剤 

空気量調整剤 

 
 

表－５ 調合条件（実製造検討実験） 

Table 5 Mix proportion of concrete (actual production test) 
単位量（kg/m3） 

バッチ 

No. 

W/B 

(%) 

空気量 

(%) 
結合材※ 

B 

水 

W 
細骨材 粗骨材

高性能

減水剤

(B×%)

1-1～6-1 

3-2 

5-2～5-4 

14 2.0 729+312+30 150 616 620 3.0

※ (セメント)＋(高強度用混和材)＋(膨張材) 

 
3.1.1  使用材料および調合条件 
 表－４に，コンクリートの使用材料を示す。コンク

リートの使用材料は，2 章の試験室実験に用いたもの

と製造時期の異なる同種の材料とした。 
 表－５に，コンクリートの調合条件を示す。コンク

リートの調合は，2 章の C3 の調合をもとに，水結合材

比を 14％に変更したものとした。これにより，単位水

量を設定値（150kg/m3）±10kg/m3 の範囲で管理するこ

とで，実際の水結合材比を 13～15％程度とすることが

できる。高性能減水剤の添加量は結合材に対する質量

比で 3.0％に設定した。 
3.1.2  練混ぜおよびフレッシュ性状試験 
 練混ぜは水平二軸式強制練りミキサ（容量 1.5m3）を

用いて，モルタル先練り方式で行った。練混ぜ時間は，

粗骨材以外の材料を投入してから 240 秒，粗骨材を投

入して 120 秒の計 360 秒とした。1 バッチの練混ぜ量

は 0.65m3 とし，複数日にわたって No.1-1～6-1 および

それらと連続するバッチ（No.3-1 に対して No.3-2，
No.5-1 に対して No.5-2～5-4）の，計 10 バッチのコン

クリートを製造した。 
 バッチごとに，練上がり時のコンクリート温度，ス

ランプフローおよび空気量の試験を行った。併せて，

水中質量法による単位水量試験を行った。スランプフ

ローが 70＋5，－10cm，空気量が 2.0±1.0％，単位水

量が 150±10kg/m3 の範囲にあることを確認して，部材

およびφ100×200mm の供試体の作製を行った。 
3.1.3  部材と供試体の作製および圧縮強度試験 
 ここでは，構造体コンクリート強度の確認を目的と

して，模擬柱部材 4)，さらに配筋を施した実大柱部材

を作製した。図－２に，模擬柱部材の概要を示す。バ

ッチ No.3-1 と連続する 2 バッチで□1000×1100mm，

バッチ No.4-1 で□600×1100mm の模擬柱部材を作製し

た。これらの部材は，100mm 厚の発泡ポリスチレン板

で上下面を断熱し，柱部材の中央部を模擬したものと
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図－２ 模擬柱部材の概要とコア採取位置（単位：mm） 

fig.2 Outline of mock-up columns and core collection 
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図－３ 実大柱部材の概要とコア採取位置（単位：mm） 

fig.3 Outline of full-scale column and core collection 
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表－６ フレッシュ性状試験結果 
Table 6 Properties of fresh concrete 

バッチ 

No. 

温度 

(℃) 

50cm フロー 

到達時間

(秒) 

スランプ 

フロー

(cm) 

空気量 

(%) 

単位水量

(kg/m3)

1-1 14  9.2 74.5 1.7 153.5 

2-1 16 12.6 71.0 1.6 145.1 

3-1 15 18.9 62.5 2.2 146.7 

3-2※ 15 16.8 62.0 2.0 145.4 

4-1 15 18.2 63.0 2.1 149.1 

5-1 15 11.4 66.5 2.2 153.8 

5-2※ 16 14.2 65.5 2.4 152.5 

5-3※ 16 12.1 66.5 2.2 156.6 

5-4※ 16 12.7 68.0 2.3 153.1 

6-1 16 13.5 67.0 2.4 151.1 

※ 3-2 は 3-1 と，5-2～5-4 は 5-1 と連続するバッチ 

した。図－３に，実大柱部材の概要を示す。バッチ

No.5-1 と連続する 4 バッチで□1000×2140mm の実大

柱部材を作製した。配筋は超高層 RC 造建築物に用い

られる PCa 柱部材と同様とし，コア採取のために部材

中央部にはフープ筋を配しなかった。通常の施工と同

様，部材は縦打ちとし，打設後の上面にはゴムマット

を配して養生を行った。 
 φ100×200mm の供試体は，No.1-1～6-1 の計 6 バッ

チから採取し，部材と同じベッド上で封かん養生を行

った。生産ラインの日内平均気温が 10℃以下となる冬

期に実験を行ったため，バッチ No.1-1 の材齢 30 時間

における供試体の圧縮強度は 4N/mm2 程度であった。

そこで，材齢 42 時間で圧縮強度試験を行い，脱型時所

要強度（12N/mm2）が得られていることを確認して，

部材および供試体の脱型を行った。なお，材齢 42 時間

における圧縮強度は 50～70N/mm2程度であった。 
 実部材を収容可能な W3500×D6000×H2000mm の養

生槽に脱型した部材および供試体を設置し，工場の現

有する蒸気養生設備を用いて 120 時間 90℃蒸気養生を

行った。実大柱部材は横置きにして蒸気養生を行った。

養生槽内の温度制御目標は 90±5℃とした。 
 熱養生終了後，部材および供試体は気中養生とした。

部材温度が安定してから，JIS A 1107 に従ってコア供試

体を採取した。コア採取位置は，図－２および図－３

に示したように，□1000×1100mm 部材からは内側，

中間，外周の 3 箇所，□600×1100mm の部材からは内

側，外周の 2 箇所，実大柱部材からは部材中央部の 1
箇所とした。コア供試体および蒸気養生供試体は，JIS 
A 1108 に従って材齢 14 日程度で圧縮強度試験を行った。

バッチ No.6-1 については，JIS A 1149 に従って，ヤン

グ係数試験を併せて実施した。 

3.2  実験結果および考察 
3.2.1  フレッシュ性状 
 表－６に，コンクリートのフレッシュ性状試験結果

を，写真－２にスランプフロー試験状況の一例を示す。

今回の実験では，単位水量は概ね 150±5kg/m3 の範囲

にあったが，この範囲ではスランプフローは 70＋5，
－10cm の範囲に収まっていた。また，連続して製造し

たバッチ間では単位水量に大きな差は見られず，それ

らの性状は概ね同等であった。併せて，写真－２に示

すように，試験室実験と同様，いずれの調合でもスラ

ンプフロー試験において粗骨材の偏りは見られず，高

い流動性と分離抵抗性を有するコンクリートが得られ

た。 
3.2.2  蒸気養生槽の温度管理結果 
 前述した蒸気養生槽内の 26 箇所に熱電対を設置し，

熱養生時における槽内の温度測定を行った。90℃養生

を行った 120 時間における槽内の温度はきわめて安定

しており，槽内の壁面，床面，天井面付近を含む全て

の温度測定点において 90±2.5℃と高精度な養生温度管

理が行えた。 

図－４ 蒸気養生供試体の圧縮強度試験結果 

fig.4 Compressive strength of steam cured specimens 

写真－２ スランプフロー試験状況（バッチ：No.2-1） 

Photo.2 Result of slump flow test of concrete (No.2-1) 
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3.2.3  蒸気養生供試体の圧縮強度およびヤング係数 
 図－４に，蒸気養生供試体の圧縮強度試験結果を示

す。6 バッチの圧縮強度試験結果はいずれも 200N/mm2

を上回っていた。また，その圧縮強度の変動はきわめ

て小さく，いずれも概ね 205N/mm2程度であった。 
 図－５に，バッチ No.6-1 の蒸気養生供試体の圧縮強

度とヤング係数の関係を示す。図中に，本調合と同様

にシリカフュームおよび安山岩系の骨材を使用した超

高強度コンクリートの過去のデータと，日本建築学会

のヤング係数推定式 5)による推定値を併せて示す。本

調合のようにシリカフュームや安山岩系の骨材を用い

た場合には，ヤング係数が小さくなる傾向にあるため，

前述した推定式でも定数 k1=0.95 および k2=0.95 による

補正が提案されている。バッチ No.6-1 のデータは，補

正後の推定値と同等，かつ補正前の推定値の 80％以上

の範囲にあった。また，前述した過去のデータの傾向

から見ても特異なデータではなかった。 
3.2.4  コア供試体の圧縮強度 
 図－６に，採取位置ごとおよび部材ごと（図中の

“コア平均”）のコア供試体の圧縮強度試験結果を示す。

図中には，図－４で示した蒸気養生供試体の圧縮強度

試験結果も併せて示す。コア供試体の圧縮強度はいず

れも 200N/mm2 を上回っており，同一部材の異なる位

置から採取したもの同士の差は 5N/mm2 以下と小さか

った。また，コア供試体はいずれも蒸気養生供試体よ

り圧縮強度が高かった。したがって，部材とともに蒸

気養生した供試体を強度管理用供試体とすることで，

蒸気養生が終了した時点（材齢 7 日程度）で構造体コ

ンクリート強度が設計基準強度を満足しているかどう

かの確認が可能となる。これにより，要求される強度

特性を満足していることを確認した PCa 部材を早期に

現場で取り付けることも可能になると考えられる。 

4.  まとめ 
 

 設計基準強度 200N/mm2 の超高強度コンクリート

（以下，Fc200N/mm2）を用いたプレキャストコンクリ

ート（以下，PCa）部材の開発を目的とし，小型ミキ

サによる試験室実験をもとに，中庸熱ポルトランドセ

メント，高強度用混和材および石灰系膨張材を結合材

とした，水結合材比 15％のコンクリートのフレッシュ

性状，初期および熱養生後の強度発現について検討を

行った。さらに，PCa 工場の製造設備による実製造検

討実験をもとに，Fc200N/mm2 の安定的な製造の実現可

能性，実大部材における構造体コンクリート強度につ

いて検討を行った。得られた知見を以下に述べる。 
（1）試験室実験では，高性能減水剤の添加量および細

骨材率を大きく設定することで，スランプフロー

75cm 程度の高い流動性と十分な分離抵抗性を有

するコンクリートが得られた。 
（2）高性能減水剤の添加量を増やすことで，材齢 24

時間における 20℃封かん養生供試体の圧縮強度

が多少低くなる傾向にあったが，試験室実験で検

討を行った調合についてはいずれも脱型時所要強

度（12N/mm2）を十分に上回っており，気温が

20℃程度以上の環境下においては翌日脱型が可能

であると考えられる。 
（3）細骨材率の違いが圧縮強度に及ぼす影響は比較

的小さく，試験室実験で検討した調合について

はいずれも 120 時間 90℃封かん養生後の圧縮強

度で目標とする 200N/mm2 を上回っていた。 
（4）実製造検討実験では，単位水量は概ね 150±

5kg/m3，スランプフローは 70＋5，－10cm の範囲

に収まっており，高い流動性と分離抵抗性を有す

るコンクリートが得られた。 

図－５ コンクリートの圧縮強度とヤング係数の関係 

fig.5 Relation between compressive strength and Young’s modulus 
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図－６ コア供試体の圧縮強度試験結果 

fig.6 Compressive strength of core specimens 
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（5）工場の現有する蒸気養生設備を用いて，十分な温

度管理精度で実部材に熱養生を施すことが可能な

養生槽を構築した。 
（6）PCa 工場の製造設備を用いて製造した 6 バッチの

圧縮強度試験結果はいずれも 200N/mm2 を上回っ

ており，その圧縮強度の変動はきわめて小さかっ

た。また，そのヤング係数は日本建築学会のヤン

グ係数推定式により概ね推定可能であることを確

認した。 
（7）□1000×1100mm および□600×1100mm の模擬柱

部材と□1000×2140mm の実大柱部材から採取し

たコア供試体の圧縮強度はいずれも 200N/mm2 を

上回っており，同一部材の異なる位置から採取し

たもの同士の圧縮強度の差は 5N/mm2 以下と小さ

かった。 
（8）コア供試体はいずれも蒸気養生供試体より圧縮強

度が高かったため，部材とともに蒸気養生した供

試体を強度管理用供試体とすることで，蒸気養生

が終了した時点で構造体コンクリート強度が設計

基準強度を満足しているかどうかの確認が可能と

考えられる。 
 

 以上の結果から，PCa 工場が現有する製造設備で，

Fc200N/mm2 を用いた PCa 部材の実製造が可能である

と考えられる。 
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