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1.  はじめに 

 

コンクリートの締固めにおいて，バイブレータの挿

入間隔や振動時間は，現場作業員の目視による経験的

判断に委ねられているところが大きい。 

これに対して，著者らは締固め完了エネルギーの観

点から，コンクリートの締固め程度を評価する手法を

研究している。図-1 に示す概念図を用いて評価の方法

に関して説明する 1）。 

コンクリートを締固めるにはエネルギーが必要であ

る。内部振動機がコンクリートの中でｔ秒間振動した

場合，内部振動機はコンクリートにエネルギーを与え

る。振動機から遠くなることによりエネルギーは減衰

するので，振動機からの距離によるエネルギーの分布

は図-1 に示す通りであり，伝播エネルギーが締固め完

了するのに必要なエネルギー以上の範囲であれば，締

固め完了となる。したがって各部位のコンクリートが

受けたエネルギーが締固め完了エネルギー以上である

かを確認することで，締固めの程度を評価・確認する

ことができる。 

既往の研究によれば 2)，累積締固めエネルギーは加

速度αmax の関数である。したがって加速度の分布を求

めるとエネルギーの分布を求めることができる。 

今までの実験では，コンクリートが受けている加速

度をコンクリートに埋め込んだ加速度センサにより測

定し，そのデータをもとに累積締固めエネルギーを評

価して締固め完了範囲を推定している。しかし，実施

工ではセンサなどの異物をコンクリート構造物内へ設

置することは許容され難く，また，高価な加速度セン

サを埋め込むことはコスト的にも不適当である。 

本研究では，ダムコンクリートを対象として，加速

度センサをコンクリート内部に埋設せず，型枠表面か

ら締固めの程度を測定する方法について，実験的検討

を行った。また，コンクリートの締固め程度は目視に

よる判断がほとんどで定量的な判断方法がないことが

現状であることから，本研究では，透気係数の変化に

よりコンクリートの締固め完了範囲を定量的に評価す

る方法に関しても検討を行った。 

 

2.  使用材料およびコンクリートの配合 

 

本実験で使用したコンクリート（スランプ 4cm）の

配合を表-1 に示す。セメントには中庸熱フライアッシ

ュセメント（フライアッシュ置換率 30%）を使用した。

細骨材には夕張シューパロダム原石山産砕砂（表乾密

度 2.56g/cm
3，F.M.=2.50）を，粗骨材には夕張シューパ
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図-1 締固めエネルギー分布の概念図 

Fig.1  Conception diagram of the examination method 
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ロダム原石山産砕石（最大寸法 150mm，表乾密度 2.60

～2.67g/cm
3）を使用した。混和剤には AE 減水剤（リ

グニンスルホン酸系,使用量 C×1.0%）を使用した。 

 

3.  加速度測定に関する検討 

 

3.1  検討方法 

実験ケースを表-2 に示す。加速度測定方法の違いに

より，型枠表面からの測定，ゴム膜外面からの測定，

プラグ板外面からの測定，埋込み式加速度センサによ

る測定の 4 ケースで実験を行った。Case1 は磁石式加

速度センサを型枠面に直接取り付け，Case2 および

Case3 は型枠面板を Φ50 ㎜で孔開けし，ゴム膜（t=2

㎜）および金属プラグで孔を塞いで，外面に加速度セ

ンサ（圧電式，最大測定加速度 400m/s
2）を接着剤で取

り付けた。なお，金属プラグは，Φ80 ㎜×t0.5 ㎜の円

形薄鋼板をスプリング帯で留めたもので，メタルフォ

ーム孔埋め栓として一般的に使われている材料である。 

加速度測定距離が 27cm 時の加速度センサの配置平

面図を図-2 示す。加速度センサは，試験体１側面を１

ケースとして各面に 4 ヶ所（左右 2 個×上下 2 段）設

置し，中心にダム用高周波バイブレータ（Φ130×668

㎜，振動数 120Hz）を設置して，加速度センサと内部

振動機の距離が全て同じになるようにした。他の実験

水準においては，型枠の寸法を 800×850mm，1000×

1050mm，1400×1450mm，1800×1850mm にして，加

速度測定距離が 38cm，50cm，72cm，94cm になるよう

にした。 

なお，型枠は図-3 のようにダム上下流面の外部コン

クリート施工で一般に使用されているメタルフォーム

を使用し，外側から支保工のみで固定して，型枠アン

カー材が埋設されることによる振動加速度への影響を

排除した。 

実験は，コンクリートを型枠内にバックホーで投入

後 40 秒間の締固めを行い，その間の各センサでの加速

度波形解析を行った。 

3.2  実験結果および考察 

5 段階の加速度測定距離において，各ケースの振動

加速度のピーク時平均振幅値で整理した測定結果を表-

3 に示す。測定距離が 50cm を超えると測定値が著しく

小さくなる傾向であり，Case1 の 94cm では測定値が安

定せず計測不能であった。 

加速度の減衰近似曲線を図-4 示す。Case1，Case3，

Case4 は，相関係数が 0.9 以上となり，比較的相関性が

高いが，Case2 はバラツキが大きい結果となった。こ

れは，測定当日に雨が降ったため，加速度センサとゴ

ム膜の接着不良が原因と考えられる。 

また Case2 及び Case3 の近似曲線は，Case4 とほぼ一

致しており，センサを埋設せずに加速度を推定できる

表-1 コンクリートの配合 

Tabel.1  Mix design of the concrete 

配合 

(スランプ) 

W/C 

(%) 

s/a 

(%) 

単 位 量 （kg/m3） AE 減水

剤 

(C×％) 

水 

W 

セメン

ト C 

細骨

材 S 

粗骨材 

G 

4cm 45.9 23 101 220 475 1594 1.0 

 

表-2 実験ケース 

Tabel.2  Experiment case 

ケース名 加速度センサ設置方法 加速度測定距離 

Case1 型枠表面取付（孔明ない） 
27cm，38cm，

50cm，72cm，

94cm の 5 水準 

Case2 ゴム膜取付（孔明Φ50mm） 

Case3 プラグ板取付（孔明Φ50mm） 

Case4 コンクリート埋設 

 

図-3 試験体の組立状況 

Fig.3  The assembling situation of the specimen 

 

図-2 加速度センサー配置図（加速度測定距離 27cm） 

Fig.2  Placement of  the acceleration sensor 

(Acceleration measurement distance 27cm) 

 

プラグ板取付   プラグ板取付 
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可能性はあるが，型枠に孔明けする必要があるため，

脱型後の出来栄え等で難がある。 

一方，Case1 は，Case4 データと差異はあるが，デー

タの相関性が高く，出来形への影響もないことから，

構造物表面のコンクリートが受けた加速度を実用的に

推定できる可能性があると考えられる。 

 

4.  締固め完了範囲に関する検討 

 

4.1  検討方法 

図-5 の写真に示すように，L1800×W500×H500mm

の鋼製型枠を用いて締固め完了範囲の評価法検討用の

試験体を製作した。粗骨材が Gmax＝150 mm のダムコン

クリートであるため，Φ130 の内部振動機を使用し，内

部振動機は型枠の端部から 400mm 離れた位置のセンタ

ーに挿入して締固めを行った。内部振動機の挿入深さ

は，内部振動機の端部が型枠底面から 150mm になるよ

うにした。型枠の幅に対して，粗骨材寸法が大きいこ

とを考慮して，締固めの時間は 30 秒間とした。打込み

終了後，材齢 5 日まで湿潤養生して脱型し，28 日まで

散水養生を行った。その後，試験体に対して表面観察

し，内部振動機からの距離をパラメタとしてトレント

法により透気係数を計測した。また，試験体側面から

Φ100mm のコアを採取し，コア表面の状況からコンク

リートの充填状況を判断した。 

4.2  実験結果および考察 

図-6 の写真に試験体側面の状況を示す。コンクリー

ト試験体の各部位の締固め状況を確認するため，試験

体の側面と試験体内部の削孔コア表面の透気係数を測

定した。側面の透気係数測定位置は，図に示すように，

端部から 200mm 間隔で上下 2 列とした。下の列が試験

体の下面から 250mm の高さで，上の列が試験体下面か

ら 400mm の高さである。薄いペースト層により，内部

の空隙などの影響が現れない場合を考慮して，透気係

数の測定は，表面から直接測定する方法とΦ15mm の

ドリルで深さ 50mm の孔を削孔して測定する方法の二

つの方法で測定した。またコアは，表面測定位置と同

じ位置で水平削孔して採取した。透気係数の測定結果

を表-4 および図-7 に示す。なお，端部から 1400mm 以

上の測点（測点番号 13 番以降）では，表面が未充填状

態であるため，透気係数の測定ができなかった。 

本研究では，投入したコンクリートの締め固めにお

いて，配合条件から理論的に計算した締固め密度に達

した状態を締固め完了と定義している 3)。したがって，

完全に締固めが完了して配合条件から理論的に計算し

表-3 実験結果（加速度振幅値） 

Tabel.3  The result of experiment(acceleration amplitude level) 

区分 
内部振動機からの距離による加速度振幅（m/s2） 

27cm 38cm 50cm 72cm 94cm 

Case1 125.88 54.31 51.37 11.68 - 

Case2 256.73 32.49 248.00 22.56 5.32 

Case3 254.52 75.68 92.79 28.27 7.51 

Case4 238.61 78.46 84.96 15.40 5.90 
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図-6 透気係数の測定位置 

Fig.6  Location of measurement of the air permeability 
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図-4 加速度の減衰近似曲線 

Fig.4  Decrement approximation curve of the acceleration 

図-5 試験体の製作状況 

Fig.5  The production situation of the specimen 
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た密度に達した部分と，十分な締固めが出来ず，配合

条件から理論的に計算した密度に達してない部分のコ

ンクリートの透気係数は相違すると考える。図-7 が示

すように，コンクリート表面の透気係数は試験体端部

からの距離が 600mm（測点番号 5，6 番）になるまで

は安定しているが，800mm（測点番号 7，8 番）になる

と急に大きくなっていることから，600mm から 800mm

の間に締固め完了の境があると推察される。下段のデ

ータにおいて，削孔測定したデータは締固め完了の境

が 600mm から 800mm の間にあることを示しているが，

表面測定のデータは 1200mm（測点番号 11，12 番）の

部位までも安定したデータを示している。このことは，

表面が薄いペースト層に覆われた未充填部があったこ

とを示している。 

採収したコアの表面状況を図-8 に示す。コアの表面

からわかるように，試験体端部から距離が 800mm 以上

（測点番号 9 番以降）のところでは，明らかな未充填

部が見られた。試験体端部から距離が 800mm（測点番

号 7，8 番）箇所のコアの表面にも，図に示すように大

きな空気溜りが見られた。コアの表面状況から評価し

た締固め完了範囲は，透気係数から判断した締固め完

了範囲と一致していることを説明している。 

 

5.  まとめ 

 

本研究により，コンクリートが受けている加速度を

型枠面から間接的に測定できることが確認でき，締固

め完了エネルギーによるダムコンクリートの締固め完

了評価手法の実用化の可能性が得られた。 

また，透気係数による締固め完了範囲の判定が可能

であることが分かった。今後は本研究で得られた成果

を元に，実用的なコンクリートの締固め評価方法を確

立する予定である。 
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図-7 試験体端部から距離による透気係数 

Fig.7  The air permeability by the distance 

 

図-8 コアの表面状況 

Fig.8  The surface situation of the core 

測点番号 
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表-4 透気係数測定結果（×10-16m2） 

Tabel.4  The air permeability 

端部からの

距離（cm） 
200 400 600 800 1000 1200 

測点番号 
１ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

表面（上段） 0.43 0.09 0.27 3.90 0.09 － 

表面（下段） 0.30 0.18 0.19 0.31 0.18 0.55 

削孔（上段） 0.02 0.15 0.03 1.60 0.08 － 

削孔（下段） 0.23 0.51 0.11 12.0 0.05 0.03 

 

 


