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1.  はじめに 
 

1990 年代後半から実用化され始めた設計基準強度

（Fc）100N/mm2 以上の超高強度コンクリートは，その

後も，材料，調合，養生方法および品質管理手法の開

発などが進められ，近年では，Fc200N/mm2 の柱が実際

の建物に適用されるに至っている 1)。一方，著者らは，

超高強度コンクリートの新たな用途の開拓とサステナ

ブルな建築の推進を目指し，Fc200N/mm2 を超える領域

への適用が可能となる大成スーパーコンクリート

（TAISEI Sustainable and Permanent Concrete）の開発を

行ってきた。このコンクリートは，環境配慮型の結合

材や高温養生，火災時の爆裂防止対策などにより，

300N/mm2 級の圧縮強度と耐火性能を実現するものであ

る 2)，3)。 
本稿では，上記の大成スーパーコンクリートの材料

性能を中心に紹介するとともに，これを，Fc250N/mm2

の細柱に適用したので，その製造状況およびコンクリ

ートの品質記録などについて報告する。 
 

2.  大成スーパーコンクリート 
 
2.1  コンクリートの製造概要 
大成スーパーコンクリートは，部材に高温養生を施

すことにより強度発現を促進させた，超高強度プレキ

ャスト（PCa）コンクリートである。この高い圧縮強

度と長寿命な構造体を実現する耐久性，耐火性につい

ては，(財)日本建築総合試験所の建築技術性能証明

（GBRC 性能証明第 11-02 号）を取得している。 

使用する結合材は，高温養生により優れた強度発現

を発揮するように開発したものであり，副産物を混合

することでセメント使用量の著しい増加を抑制し，水

和発熱と環境負荷の低減を図っている 2)。その他の使

用材料は，砕石，砕砂，収縮低減型のポリカルボン酸

系高性能減水剤，ポリプロピレン繊維および鋼繊維で

ある。また，水結合材比は 12.0%としている。 
2.2  圧縮強度 

図-1 は，高温養生前後における細孔分布の変化につ

いて，モルタル供試体を用いて測定（水銀圧入法）し

た例である。なお，同時に測定した圧縮強度は，高温

養生前の材齢 1 日で 60N/mm2，材齢 7 日で 94N/mm2，

高温養生後では 300N/mm2 であった。高温養生前の細

孔量は材齢の進行により減少していくが，材齢 7～10
日に行った高温養生時の減少量はこれを大きく上回る。

高温養生による緻密な組織の形成が，圧縮強度を著し

く増加させていることが確認できる。 
図-2 は，高温養生前の養生温度（5～40℃），養生期

間および打込み時期が異なる場合の，高温養生前後に

おけるコンクリートの圧縮強度の関係を示したもので

 

  
図-1 高温養生前後の細孔分布の測定例 

Fig. 1  Typical pore volume distribution results of mortar before 
and after heat curing 
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ある。高温養生前の強度が高温養生による強度増分に

及ぼす影響は小さく，高温養生後の圧縮強度はいずれ

も 300N/mm2 級まで増加する。従って，高温養生後の

圧縮強度には，高温養生前の養生条件（養生期間およ

び打設時期等）によらない強度発現性状が期待できる。 
ヤング係数の測定例を図 -3 に示す。同図には，

NewRC 式による計算値（k1=k2=1.0，γ=2.36t/m3 [測定値

平均]）を併せて示した。ヤング係数の測定値は 53～
55kN/mm2 であり，NewRC 式による計算値は，概ねこ

れと一致する。 
図-4 は，3 章に示す建物の細柱と同等断面の模擬柱

（φ400×H700mm）を事前の実機実験により作製し，

その高温養生後の φ100mm コア強度を測定した例であ

る。コア強度には長期的な強度増進はみられないが，

構造体コンクリート強度についても 300N/mm2 級の圧

縮強度が得られている。 
2.3  耐久性および耐火性 

耐久性については，高温養生後のコンクリートに対

して中性化促進試験（促進方法は JIS A 1153 による）

を行った場合では，促進期間 26 週における中性化深さ

は 0mm であった。また，凍結融解試験（高温養生後に

28 日間水中養生，凍結融解の方法[A 法]は JIS A 1148
による）では，300 サイクルにおける相対動弾性係数

は，JASS５の凍結融解作用を受けるコンクリートに求

められる値（26.3「品質」，85%以上）を満足した。 
耐火性に関しては，3 章に示す建物の細柱と同等断

面の柱（φ400×H4550mm）に軸力比 0.25 の荷重を加

えた載荷加熱試験を実施し，ISO834 の標準加熱曲線に

従った場合の耐火時間が 3 時間以上で，その間にコン

クリートの爆裂が生じないことを確認している 3)。 
 

3.  大成スーパーコンクリートの Fc250 
N/mm2 PCa 細柱への適用 

 
3.1  適用建物の概要 

Fc250N/mm2 の大成スーパーコンクリートを適用した

建物は，超高層オフィス棟（地上 23 階）に併設された

大規模な立体都市広場（地上広場：約 3,000ｍ2，地下

広場：約 1,400m2）である。立体都市広場は RC 造であ

り，地上広場となる 1 階部分は，植栽や土壌の積載に

よる大きな重量を支える人工地盤となっている。図-5
に，立体都市広場の外観を示す。Fc250N/mm2 は，この

立体都市広場の細柱 9 本（φ400×約 4500mm）に適用

した（図-5，赤枠箇所）。なお，本建物の架構計画につ

いては，本誌「特集」4)を参照されたい。 

 
図-2 高温養生前後の圧縮強度の関係 

Fig. 2  Influence of strength development before heat curing on 
the compressive strength after heat curing 

 
図-3 ヤング係数の測定例 
Fig. 3  Modulus of elasticity 

 
図-4 模擬柱コアの圧縮強度 

Fig. 4  Core compressive strength 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-5 立体都市広場の外観 
Fig. 5  External view of the three-dimensional open space 
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3.2  コンクリートの強度管理計画 
構造体コンクリート強度の検査方法，管理強度およ

び試験材齢は，事前に実施した室内実験および実機実

験の結果に基づき定めた。本建物における Fc250N/mm2

の PCa 細柱では，検査方法は部材と同一養生を行った

φ100mm の供試体による方法とし，圧縮強度の試験材

齢は 4 週，管理強度は 258N/mm2 とした。また，コン

クリートの全ての練混ぜバッチについて，供試体 3 個

による圧縮強度試験を実施した。 
3.3  コンクリートの製造 

コンクリートの製造は，Fc200N/mm2 までの超高強度

コンクリートの製造実績を有する PCa 工場で実施した
1)。練混ぜには二軸強制練りミキサ（1.5m3）を使用し，

1 バッチ約 1m3 で全 9 バッチを製造した。 
本製造では，全ての練混ぜバッチについてフレッシ

ュコンクリートの検査を行い，その後にコンクリート

バケットによる打込みを実施した。コンクリートの打

込み状況を写真-1 に示す。打込み時のコンクリートは

十分な流動性を有しており，バイブレータによる締固

めを行うことで充填不良等は生じなかった。 
3.4  コンクリート養生および PCa 細柱の施工 
硬化後のコンクリートには，材齢 7 日以上となるま

で常温下で湿潤養生を行い，その後，高温養生を実施

した。高温養生における養生雰囲気の最高温度は

200℃とし，温度上昇・下降勾配は部材断面に応じた値

を事前の実験により定めた。 
写真-2 に細柱の設置状況を示す。本建物の細柱のよ

うな超高強度コンクリートを利用した小断面部材では，

開放的な空間の創出や資材削減などの効果とともに，

建込み時の揚重作業や精度管理の軽減といった施工上

の利点も得ることができる。 
3.5  コンクリートの品質記録 
3.5.1  フレッシュ性状 

フレッシュコンクリートの品質について，スランプ

フロー，50cm フロー到達時間および空気量の試験結果

を表-1 に示す。50cm フロー到達時間は 40 秒程度と大

きくなる場合もみられたが，打込みおよび締固めに影

響するものではなかった。スランプフローおよび空気

量については，いずれの平均値も目標値と同等であり，

フレッシュコンクリートの品質は安定していた。コン

クリートのフロー状況を写真-3 に示す。コンクリート

は円状にフローしており，材料分離や繊維の偏り等は

生じていないことがわかる。 
3.5.2  圧縮強度 

同一養生を行った強度管理用供試体の圧縮試験の結

果を図-6 に示す。また，高温養生前後における圧縮強

度の関係を図-1 にプロットした（● 実製造）。なお，図

-6 に示した高温養生前の圧縮強度は，材齢 7 日の測定

結果である。 
高温養生後における圧縮強度は，全バッチで管理強

度を十分に満足する値が得られており，平均値は

291N/mm2，バッチ間の変動係数は 3.2%であった。ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-1 コンクリートの打込み状況 
Photo 1  Concrete is easily placed by bucket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-2 PCa 細柱の設置状況 

Photo 2  Erection of precast slender column 

表-1 フレッシュ性状 

Table 1  Fresh concrete properties 

試験項目 
スランプフロー 

50cm フロー 
到達時間 

空気量 

(cm) (秒) (%) 

許容範囲 60±10 － 2.5+1.0, -1.5 

試験結果 63.5 ～ 58.5 40.4 ～ 16.2 3.1 ～ 2.2 

平均値 60.4 29.0 2.8 
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た，高温養生前の圧縮強度は 100N/mm2 程度であった

が，高温養生により大幅な強度増進が得られている。

図-1 の関係については，室内実験および実機実験と同

等であり，実製造においても，事前検討時と同様のコ

ンクリートが製造できたことが確認できた。 
 

4.  おわりに 
 
圧縮強度，耐久性および耐火性に優れる大成スーパ

ーコンクリートを開発し，設計基準強度 250N/mm2 の

プレキャスト細柱に適用した。コンクリートのフレッ

シュ性状は安定しており，圧縮強度試験結果について

も，平均 291N/mm2 で管理強度を十分に満足するもの

であった。今後も，大成スーパーコンクリートの積極

的な展開を図るとともに，その新たな用途の可能性を

開拓していく予定である。 
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写真-3 コンクリートのフロー状況 

Photo 3  Slump flow without segregation or variation 

 
図-6 圧縮強度の試験結果 

Fig. 6  Compressive strength results 
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