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コンクリート舗装ではアスファルト舗装に比べ養生期間が長く，交通開放までに時間がかかる．それが

コンクリート舗装普及への最大の弊害となっている．そこで本研究では，混和剤からのアプローチにより

早期交通開放可能かつ十分な作業性を確保できうる舗装用コンクリートの配合を探索した．その結果，早

強ポルトランドセメントを結合材として，亜硝酸塩系の硬化促進剤と成分の異なる2種の高性能減水剤を

バランス良く併用することにより，作業性および早期強度発現性の両方の目標を満足できることが明らか

となった．また，実用性を重視した舗装用コンクリートへの適用について，試験施工を通じて評価を行い，

生コンの運搬・作業性およびその後の耐久性に問題がないことを確認でき，実用化への可能性を導いた． 
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1.  はじめに 

 

(1) 日本の道路舗装 

日本の道路舗装はアスファルト舗装が主流であり，舗

装率全体の 95%以上を占めている．残りの 5%弱はコン

クリート舗装であり，そのほとんどがトンネル内部など

の補修のしにくい部分への適用に留まっている．その理

由として，戦後すぐの 1950 年代，舗装率の大半がコン

クリート舗装であったが，自動車交通の急速な発達に対

応して現道の舗装を急ぐ必要があったことや，石油化学

工業の発展でアスファルト原料の安定供給が可能になっ

たことから，アスファルト舗装が急増し，コンクリート

舗装は追いやられる形となったことが背景として挙げら

れる．そのコンクリート舗装普及の阻害要因は，やはり

アスファルト舗装に比べて，施工に手間がかかる，初期

コストが高いなどの要因が挙げられる 1)．中でも，養生

が必要であり交通開放までに時間を要することが一番の

弊害であると言われている.  

 しかし，コンクリート舗装は耐久性が高いこと，ライ

フサイクルで考えるとアスファルト舗装よりもコストを

抑えることができること，大型車では燃費が向上するな

どメリットが多々ある．また以前まで石油を精製する際

に副産物としてアスファルトが生成され，これを舗装用

として扱われていたが，現在では石油精製技術の向上か

ら，アスファルトの産出は必然ではなくなっており，ア

スファルト原料の安定供給は困難となりつつある．加え

てアスファルト原料の価格は原油価格変動に大きく影響

され，残りの石油埋蔵量を考慮すると原油価格の高騰は

容易に推測できる．このような背景もあり，近年コンク

リート舗装を見直す流れがある． 
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図-1 研究概要のフロー 

 

(2) 研究概要 

 本研究は，混和剤からのアプローチによって，早期交

通開放可能かつ十分な作業性を確保できうる舗装用コン

クリートの配合を探索するものである．研究概要のフロ

ーを図-1に示す．  

まず，本研究で使用した硬化促進剤（以下，促進剤 A

と簡略表記する．）の性能評価を行った．また，コンク

リートのフレッシュ性状を確保するため，促進剤 A と

各種減水剤併用時での性能評価を行った．これを踏まえ

て，コンクリートの早期強度発現を必要とする場合の一

例として挙げられるコンクリート舗装への適応を目指し

た．この上で，早期交通開放可能な舗装用コンクリート

の配合を完成させ，結びとして実施工を通して現場適用

性について評価し，さらに耐久性についても検討を行っ

た．開発目標は，以下の 2点を重視して設定した． 

a) 目標曲げ強度 

コンクリート版の設計基準曲げ強度は，性能設計の観

点から曲げ強度は任意に設定できるが 4.4N/mm2 が一般

的である．また，コンクリートの曲げ強度が配合強度の

7 割に達するまで湿潤養生を行えば，その後繰返し作用

を受けたり乾燥した空気中に暴露されたりしても，コン

クリートの曲げ強度の発現に事実上害を与えないという

実験結果がある 2)．そこで本研究では，設計基準曲げ強

度 4.4N/mm2に変動係数 6%として求めた割増係数(1.10)を

乗じて配合強度 4.84N/mm2を得て，これに 0.7 を乗じて

得られた 3.4N/mm2を目標曲げ強度に設定した． 

b) フレッシュ性状 

 フレッシュコンクリートの運搬は，その作業性を問わ

れる際，日本工業規格にある「レディーミクストコンク

リート（JIS A 5308）」に基づいて決定される．舗装用

コンクリートの運搬には，低 W/C でスランプ値が低い

もの（以下，硬練り舗装用コンクリートと簡略表記す

る．）でダンプトラックを使用されることがある．その

際，スランプ値 2.5±1.0cm が必要とされており，これが

1 つの指標となっている．また，運搬時間として 60 分

間スランプを保持させる必要がある．そこで，運搬手段

をダンプトラックとする場合は，練り混ぜ 60 分後（荷

下ろし時）のスランプ値を 2.5±1.0cmとした． 

 一方で，アジテータ車によって運搬される場合もある．

この場合，その運搬時間を 90 分間とし，まずは人力施

工を対象として現場着（練り上がり 90 分後）でのスラ

ンプ値 8.0±2.5cm，また空気量を 4.5±1.5%をそれぞれ確保

する必要がある 3)．そこで，運搬手段をアジテータ車と

する場合は，練り混ぜ 90 分後（荷下ろし時）のスラン

プ値を 8.0±2.5cmとした． 

 

 

2. 各種混和剤を併用したコンクリート 
 
(1) 概要 

 本章ではコンクリート用化学混和剤の性能評価につい

て述べる．早期強度を発現することができる促進剤 A

の性能と減水剤との相性を確認し，モルタルで早期強度

発現性・可使時間および流動性の 3点に着目して検討を

行った 4)．表-1に，本章で使用する材料の詳細を示す． 

a) 促進剤Aの性能評価 

 促進剤 A は亜硝酸塩系混和剤であり，通常鉄筋コン

クリート中の鉄筋の防食（防錆）に効果を発揮する防錆

剤や，寒冷地におけるコンクリート施工時の，防凍剤

（耐寒剤）の成分として使用されているが，コンクリー

トに多量に混入することにより凝結時間を短縮できると

いう効果が得られる．ここではこの促進剤 A を使用す

ることにより得られる硬化促進効果，添加量の増加によ

り生じる強度・物性などの相違を検討するために，モル

タルによる試験を行った． 

<各種減水剤との相性確認>

早期交通開放を目指した舗装用コンクリートへの応用

舗装用コンクリート配合の決定

<早期強度及びフレッシュ性状の確認>

<作業性の確認>

実施工を通した現場適用評価

亜硝酸塩系硬化促進剤の性能確認

<京都府宇治川堤防舗装工事>

追跡調査と耐久性評価 

表-1 使用材料詳細 

表-2 示方配合および強さ試験結果 

W/C W C S A 曲げ強さ 圧縮強さ

(%) (C×%) (N/mm
2
) (N/mm

2
)

1-A 0.0 2.88 9.85
1-B 10.0 4.66 15.4
1-C 16.7 4.17 (14.9)*
1-D 23.3 3.69 (16.1)*
1-E 30.0 3.24 (16.0)*

225 450 1350

No.
(g)

50

＊：試験結果にばらつきがあったため参考値とする． 

材料 略称名 詳細 
水 W 水道水 

セメント C 普通ポルトランドセメント，密度：3.16g/cm3 
細骨材 S 標準砂，密度：2.64g/cm3 
促進剤 A 亜硝酸塩系，密度：1.26～1.33 g/cm3 

減水剤 

Ad-(1) ポリカルボン酸系高性能減水剤 
Ad-(2) アミドスルホン酸メラミン系高性能減水剤 
Ad-(3) メラミン系高性能減水剤 
Ad-(4) リグニンスルホン酸とオキシカルボン酸の複合減水剤 

Ad-(5) ポリオール複合体 
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供試体は JIS R 5201 に準じて作製し，恒温恒湿室

（20.0±1.0℃，RH=90%）にてモルタルを練り混ぜて型枠

に打ち込んだ後，同室にて養生を行った．そして材齢

24 時間のモルタル曲げ強さおよび圧縮強さの測定を行

った．表-2に示方配合および強さ試験結果を示す． 

 促進剤 A を添加したモルタルについては，どれも添

加量が 0%のものより，曲げ強さおよび圧縮強さ共に向

上した．中でも添加量 10%のときの強度発現が最も大き

い値となった．しかし，添加量が増えすぎても強度発現

に支障を与えることが結果として分かった．また，添加

量が増えるにつれてモルタルの流動性が大きく低下した．

特に添加量 23.3%・30%のときは練り混ぜ途中から硬化

が進み，流動性が無くなり，型枠に流し込む際の締固め

にムラが生じた．成形にムラが生じた試験体は，参考値

として括弧付けで結果を示した． 

b) 促進剤Aと各種減水剤との相性 

 a) で促進剤Aの性能は証明されたが，やはりモルタル

の流動性が急激に落ち込むといったフレッシュ性状に難

点を持つ特性が見られた．そこで促進剤Aに減水剤を使

用してフレッシュ性状の改善を図った．ここでは5種類

の減水剤を使用して促進剤Aと併用した場合，フレッシ

ュ性状へどのような違いが現れるかについて検討した．

促進剤Aの添加量は0%，10%，15%とした．また，減水

剤の量は初期モルタルフローを200±20mmとなるように

調節したものである．2種類の減水剤を混合したものに

ついては，ポリカルボン酸系高性能減水剤の添加量を一

定とし，メラミン系高性能減水剤(2)および(3)の添加量

を，初期モルタルフローを200±20mmとなるように調節

した．モルタルの練り混ぜは恒温恒湿室（20±1℃，

RH=90%）内で行い，練り上がったモルタルは同室内に

静置，測定直前に切り返しを行った後に練混ぜ直後0

分・15分・30分のモルタルフロー試験を行った．表-3に

示方配合およびモルタルフロー試験結果を示す． 

 使用した減水剤の違いによって，フレッシュ性状に大

きな違いが出ており，練混ぜ30分後には凝結が進み，測

定不可能となるものもあった．その中でも，Ad-(1)ポリ

カルボン酸系高性能減水剤とAd-(2)アミドスルホン酸で

変性されたメラミン系高性能減水剤を使用した15-(1)(2) 

の配合では，促進剤A添加量15％で，練混ぜから30分経

過しても流動性を大きく保持することができた．（以下，

Ad-(1)・Ad-(2)をそれぞれポリカル系減水剤・メラミン系

減水剤と簡略表記する．） 

 通常，ポリカル系減水剤とメラミン系減水剤を2種併

用すると減水性能が極端に低下するため使用されること

はない5)が，この実験結果からはこれら2種の減水剤と促

進剤Aの計3種混和剤併用することで，可使時間を確保

することができた． 

 

(2) 3種混和剤の作用メカニズムとモデル化 

 (1)より促進剤 A を添加すると硬化促進効果が得られ，

また使用する減水剤や添加量によって練混ぜ後のフレッ

シュ性状に大きく違いが現れることが分かった．これら

実験結果を整理すると，各種混和剤を併用した際におけ

る流動性変化はおおよそ図-2 のような概念となる 6)．こ

こではそれぞれの減水剤がどのように作用し，流動性の

変化が現れるのかについて推察を行った．  

a) ポリカル系減水剤の作用 7) 

 ポリカル系減水剤は図-3（上）のように主鎖がセメン

ト粒子表面に吸着し，側鎖が水中に広がり立体的な分散

保護膜を形成した形態をとっている．ポリカル系減水剤

は立体障害効果によって高い初期流動性を持ち，通常は

スランプロスしにくいが，図-3（下）のように促進剤A

と併用すると15～30分程度で流動性が失われる．これは

促進剤A添加に伴って，セメント粒子表面に過剰に水和

物が生成されたため，減水剤粒子が水和物に直に包囲さ

れてしまったと考えられる． 

b) メラミン系減水剤の作用 7) 

 メラミン系減水剤を使用すると，図-4(上)のように通

常使用だと直鎖型・剛直な構造で，かつ減水剤分子が比

較的小さく吸着力が強いため，初期流動性が得られるも

のの水和物に減水剤分子が取り込まれ易く，減水効果を

維持できない．そのためスランプロスし易い．しかし，

表-3 示方配合およびモルタルフロー試験結果

注：「No.」の構成は，順に「促進剤A添加量(%)－使用した減水剤(Ad)の番号」である． 

W/C W C S A Ad-(1) Ad-(2) Ad-(3) Ad-(4) Ad-(5)
(%) 0min 15min 30min

0-(1) 0 0.1 0 0 0 0 198 181 169
10-(1) 0.4 0 0 0 0 194 169 157
10-(2) 0 1.5 0 0 0 212 205 187

10-(1)(2) 0.6 0.1 0 0 0 209 189 146
15-(1) 0.6 0 0 0 0 216 --- ---

15-(1)(2) 0.8 0.8 0 0 0 205 191 167
10-(1)(3) 0.6 0 0.1 0 0 214 208 183
10-(1)(3)' 0.6 0 0.8 0 0 218 197 196

15-(4) 0 0 0 1.3 0 184 155 ---
15-(5) 0 0 0 0 0.8 187 155 ---

モルタルフロー　(mm)

15

(g) (C×%)
No.

50 225 450 1350

10

15

10
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表-4 使用材料詳細 

材料 略称名 詳細 
水 W 水道水 

セメント
C-(N) 普通ポルトランドセメント，密度：3.16g/cm3 
C-(H) 早強ポルトランドセメント，密度：3.14g/cm3 

細骨材 S 砕砂，表乾密度：2.64g/cm3 
粗骨材 G 砕石2005，表乾密度：2.66g/cm3 
促進剤 A 亜硝酸塩系，密度：1.26～1.33 g/cm3 

減水剤 
Pc ポリカルボン酸系高性能減水剤 
Me アミドスルホン酸メラミン系高性能減水剤 

AE剤 AE 変性ロジン酸化合物系 

図-4（下）のように多量添加すると促進剤Aを用いても

流動性を維持することが出来るようになる．これはメラ

ミン系減水剤を多量に添加したことによりセメント粒子

に減水剤が被覆することや液相残存濃度が増加すること

により，水和反応を阻害し流動性が維持されているもの

と考えられる． 

c) 3種混和剤併用の作用とそのモデル 

 促進剤Aを使用する際，2種の減水剤を併用すること

で互いの長所を活かすことになり，高い流動性を確保し

つつスランプロスの起こりにくいものを得ることが可能

になった．図-5に混和剤3種併用した際の作用モデルに

ついて，参照図として示す． 

「(1)初期減水剤吸着」の段階では，メラミン系減水

剤がポリカル系減水剤よりも分子の大きさが小さく，吸

着力が強い 8)．そのためセメント粒子へのメラミン系減

水剤の吸着量が多いと考えられる． またこの際，ポリ

カル系減水剤の多くが液相中に残存すると考えられる． 

「(2)水和物の生成」の段階では，セメント粒子表面

に水和物が生成されるも，ポリカル系減水剤の立体障害

効果が未だ作用しているため，流動性保持が可能である．

また，液相中に残存していたポリカル系減水剤の後吸着

作用によっても，流動性保持を促していると考えられる． 

「(3)水和物による包囲」の段階では，完全に水和物

内に減水剤分子が取り込まれるため，流動性を失う．さ

らに促進剤Aによってセメント中のエーライトやビーラ

イト等の水和反応が促進され，凝結の指標となる溶液中

のCa2+が過飽和となるまでの時間が早まる．よって誘導

期を短縮させ凝結が始まり，初期強度を発現させること

が可能となると考えられる． 

 

 

3. 舗装用コンクリートへの応用と配合探索 
 
(1) 概要 

 前章より，3種混和剤を併用することにより，コンク

リートの早期強度発現性・可使時間および流動性の3点

を満足できることが分かった．本章からは，コンクリー

トの早期強度発現を必要とする場合の一例として挙げら

れる舗装用コンクリートへの適応を目指した9)．表-4に，

本章で使用する材料の詳細を示す． 

 

(2) 硬練り舗装用コンクリート配合の決定 

 ここでは，フレッシュコンクリートの運搬手段をダン

プトラックとし，その品質を 1. (2) b)より，練り混ぜ 60

分後（荷下ろし時）のスランプ値を 2.5±1.0cm とした．

また目標強度を材齢 12 時間曲げ強度で 3.4N/mm2以上を

目指した．モルタル試験およびコンクリート試験の両方

の結果について述べる．両試験ともに，恒温恒湿室

（20.0±1.0℃，RH=90%）にて試料の練り混ぜ・打ち込み

および養生を行い，各試験を行った．  

 図-2 各種混和剤を併用した際の流動性変化の概念図 6) 

1)ポリカル系減水剤 2)メラミン系減水剤
3)促進剤A＋ポリカル 4)促進剤A ＋メラミン多量
5)促進剤A ＋ポリカル＋メラミン

流
動
性

経過時間

セメント粒子表面 セメント粒子表面

主鎖

側鎖
過剰に
できた
水和物

セメント粒子表面 セメント粒子表面

主鎖

側鎖

水和物
 

 

 

 

 

 
 

（上）単体使用，（下）ポリカル系＋混和剤A 

図-3 ポリカル系減水剤作用モデル 

 

 

 

 

 
 

（上）単体使用，（下）メラミン系多量＋促進剤A 

図-4 メラミン系減水剤作用モデル 

図-5 混和剤3種併用した際の作用モデル 

メラミン系
減水剤

セメント粒子

ポリカル系
減水剤

セメント粒子

水和物

セメント粒子

①初期減水剤吸着 ②水和物の生成 ③水和物による包囲

後吸着する
ポリカル系減水剤

水和物
液相中に残存する
ポリカル系減水剤

水を阻害

セメント粒子表面 セメント粒子表面

減水剤

セメント粒子表面 セメント粒子表面

水和物

減水剤

減水剤 減水剤 減水剤 減水剤

(1)  初期減水剤吸着               (2)  水和物の生成        (3) 水和物による包囲 
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a) モルタル試験 

 普通セメントおよび早強セメントを使用したモルタル

において，促進剤Aを使用し，ポリカル系減水剤および

メラミン系減水剤の3種混和剤を併用した際のモルタル

フロー経時変化，モルタル曲げ・圧縮強さの測定を行っ

た．表-5に示方配合，モルタルフロー試験および曲げ・

圧縮強さ試験結果を示す． 

 モルタルフローの経時変化の減少傾向はどれもほぼ同

等という結果となった．しかし，同等のフローを得るた

めには促進剤Aの添加量の増加に伴い，2 種の減水剤の

添加量を増加させなければならないことが分かった．モ

ルタル強さに関して，目標値を満足することができた配

合は，早強セメントを使用し，促進剤Aを添加した2つ

である．促進剤Aの添加に着目すると，特に早強セメン

トを使用した場合，12時間強さでは促進剤Aの添加によ

る強さの差が顕著に現れるが，24時間強さでは促進剤A

の添加に関わらず同等の結果が得られた．ここから，促

進剤Aの硬化促進効果は24時間以内の硬化にのみ影響を

及ぼしていることが分かった．早強セメントを使用し促

進剤A添加量を7.5%程度使用することで，モルタルにお

いて早期強度・60分間の可使時間および流動性の目標を

満足することができた． 

b) コンクリート試験 

a)より，早強セメントを使用し，W/C=40%，促進剤

A添加量 7.5%，2種の減水剤を併用することにより，初

期モルタルフローおよび 60 分間程度の可使時間を確保

しつつ，目標強度を満足することができた．その上で，

早強セメントを使用したコンクリートのスランプ試験お

よび曲げ・圧縮強度試験を行った． 

減水剤添加量は練り混ぜ直後のスランプ値 10.0±1.0cm

を目標とし，粗骨材は 1150kg/m3 で一定とした上で試験

を行った．表-6 に示方配合，スランプ試験および曲

げ・圧縮強度試験結果を示す． 

スランプ値に関しては，2 種の減水剤を併用した方が

スランプロスしにくい傾向が得られた．強度に関して，

材齢 12 時間で目標曲げ強度を得ることができた配合は，

H40-7.5のみであった．圧縮強度は，N-0は 15N/mm2程度

であるのに対し，H40-7.5 では 30N/mm2以上と，2倍以上

の圧縮強度を得ることができた． 

以上より，早強セメントを使用し，促進剤A添加量を

7.5（C×%），ポリカル系減水剤を1.75（C×%），メラミ

ン系減水剤を1.2（C×%）とすることにより，早期強度

およびスランプ保持において目標値を満足することがで

きた9)． 

 

(3) 生コン舗装用配合の決定 

 ここでは，フレッシュコンクリートの運搬手段をアジ

テータ車とし，その品質を1. (2) b)より，練り混ぜ90分

後（荷下ろし時）のスランプ値を8.0±2.5cmとした．また

目標強度を3.(2)と同様とした．加えて，ここでの細骨材

には，分級洗浄されたダム堆砂を使用した．これは4章

での試験施工は，新都市社会技術融合創造研究会（会

長：大西有三京都大学副学長）の産学官共同プロジェク

ト「舗装用骨材資源の有効活用に関する研究」（リーダ

ー：山田優大阪市大名誉教授）によるものであり，ダム

堆砂の有効利用を図る一環で行ったためである10)．ダム

堆砂は，分級洗浄されることにより，JIS A 5308附属書A

「レディーミクストコンクリート用骨材」で定められて

W/C W C-(N) C-(H) S A Pc Me

(%) 0min 30min 60min 12h 24h 12h 24h

N35-0 0.0 0.8 0.0 182 133 --- 2.25 --- 7.4 ---

N35-10.0 10.0 3.0 2.0 169 --- --- 2.88 --- 8.2 ---

N40-0 0.0 0.0 0.6 193 181 174 1.78 4.46 5.3 16.2

N40-7.5 7.5 0.6 1.1 210 187 173 2.61 4.80 7.8 15.8

N40-10.0 10.0 0.8 1.9 200 182 169 3.07 5.14 9.1 16.7

H40-0 0.0 0.0 0.8 197 183 164 3.12 6.34 11.3 30.3

H40-7.5 7.5 0.7 1.4 193 185 167 5.00 6.72 21.4 34.8

H40-10.0 10.0 1.0 1.8 198 192 167 5.31 6.13 20.8 37.4

(C×%)

モルタルフロー　(mm) 曲げ強さ  (N/mm
2
) 圧縮強さ (N/mm

2
)

736

No.
(kg/m

3
)

35

40

258

257

644

643

1271

1350

1348

表-5 示方配合，モルタルフロー試験および曲げ・圧縮強さ試験結果 

注：「No.」の構成は，順に「使用セメント(N:普通, H:早強)－ W/C(%)－促進剤A添加量(%)」である． 

表-6 示方配合，スランプ試験および曲げ・圧縮強度試験結果 

W/C s/a W C-(N) C-(H) S G A Pc Me

0min 30min 60min 12h 24h 12h 24h

N-0 38.8 150 375 722 0.0 1.0 0.0 10.5 1.5 0.0 1.94 4.24 7.9 15.2

N-10.0 400 671 10.0 2.0 1.5 11.0 4.5 1.5 2.77 4.65 13.2 24.0
H40-0 0.0 0.75 0.0 9.0 3.0 1.0 1.68 4.16 9.5 25.6

H40-7.5 7.5 1.75 1.2 10.0 5.0 2.5 3.54 4.09 21.4 32.0

1150

(kg/m
3
)(%)

37.1
40

160
400 673

No.
スランプ値　(cm) 曲げ強さ  (N/mm

2
) 圧縮強さ  (N/mm

2
)

(C×%)

注：No.の構成は，順に「使用セメント（N:普通, H:早強）－ W/C値－促進剤A添加量」である． 

N40-0 

N40-10.0 
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いる品質規格内の値に収まる．ダム堆砂物性値を表-7に

示す．また，粗骨材についても試験施工で使用する城陽

産砕石2005（密度:2.65g/cm3）を使用した． 

a)  フレッシュ性状の確保 

(2) の結果を踏まえて， 2種の減水剤添加量を増加させ，

初期スランプ値を上げることで目標到達を目指した．し

かし，減水剤添加量を増加させたことにより，フレッシ

ュコンクリートが中流動化し材料分離の傾向が確認され

た．そこで，試験練りを行い単位水量とs/aを増加させる

ことで材料分離が比較的抑制されたことから，本実験で

は単位水量を170kg/m3，s/a=40%に変更した．また本実験

では，硬化コンクリートの凍結融解抵抗性を確保するた

めにAE剤を添加した．表-8に示方配合およびフレッシ

ュ試験結果を示す． 

スランプ試験に関して，全ての配合において，初期ス

ランプ値は20.0cmを超える中流動状態であった．しかし，

懸念されていた高性能減水剤による材料分離の傾向は見

られなかった．90分後のスランプ値は，No.3において目

標を到達できた．No.2においても目標に近いスランプ

値・スランプ経時変化となった．ある程度のスランプロ

スを計算した上で，初期におけるセメント分散能力を持

つポリカル系減水剤を多めに添加し，初期・中期におけ

るセメント分散を促す方法が妥当であると考えられた． 

b) 早期強度の確保 

a) の実験より，おおよそのスランプ経時変化を予測

することができた．しかし，各種減水剤の添加比率変化

および空気量増加に伴い，早期の強度発現に問題が生じ

る可能性がある．そこで表-8に示した示方配合のNo.3を

ベースとして，配合を変化させて早期強度発現の確認を

行った．   

表-9に示方配合および曲げ・圧縮強度試験結果を示す．

No.5では，材齢12時間の曲げ強度において目標を満足し

たが，No.6およびNo.7では目標を若干下回った．しかし，

その差は小さいものであり，2種類の減水剤添加量を適

切に設定することで概ね目標の曲げ強度を得られるもの

と考えられる．また材齢24時間では，コンクリートの設

計基準曲げ強度4.4N/mm2以上を十分に確保できていた．

このように分級洗浄ダム堆砂を使用した生コン舗装とし

ての実用化に向けて配合調整を行い，早期強度・90分間

の可使時間・流動性の3点において目標を概ね満足する

ことが可能となった．  

 

 

4. 実用化に向けた試験施工 
 

(1) 概要 

 前章の(3)での室内試験の結果に基づき，試験施工 10)

を実施し，分級洗浄ダム堆砂を使用した早期交通開放可

能なコンクリート舗装として，施工性および耐久性を確

認することでその有用性の検討を行った 11)．施工日は

2011 年 2 月 16 日（火），施工場所は京都府宇治川流域

横大路地区堤防天端で行った．天候は晴れ，外気温は約

10℃，施工規模は延長 30m×幅員 3m, 目地間隔は 5m，舗

装構成は水硬性粒調スラグ 10cm+本研究開発生コン舗装

（以下，RCP：Ritsumeikan Concrete Pavementと簡略標記す

る．）15cmでそれぞれ行った． 

 本試験施工は冬場低温環境下で施工されるため，養生

期間を 1日とした．フレッシュ性状についてはフレッシ

ュコンクリートの運搬にアジテータ車を用いるため，

表-8 示方配合およびフレッシュ試験結果 

No. 
W/C s/a W C-(H) S G A Pc Me AE スランプ(cm) 空気量(%)

(%) (kg/m3) (C×%) 0min 30min 60min 90min 0min 

1 

40 40 170 425 688 1068 7.5 

1.5 2.4 0.000 19.5 7.0 3.0 2.5 1.1 

2 1.5 2.1 0.004 19.5 6.5 6.0 4.5 1.4 

3 2.1 1.5 0.004 21.5 13.5 10.0 6.5 1.1 

4 3.5 2.4 0.010 23.5 20.5 18.5 21.0 1.5 

 

表-9 示方配合および強度試験結果 

No. 
W/C s/a W C-(H) S G A Pc Me AE 曲げ強度(N/mm2) 圧縮強度(N/mm2)

(%) (kg/m3) (C×%) 12h 24h 12h 24h 

5 

40 40 170 425 688 1068 

7.5 2.1 1.5 

0.01 

3.47 4.50 21.0 36.3 

6 8.0 3.0 2.0 3.25 4.90 18.3 34.8 

7 7.5 1.7 2.1 3.34 4.89 20.2 34.5 

表-7 ダム堆砂物性値 11) 

試験項目 未洗浄 分級洗浄 JIS A 5308
附属書A

表乾密度(g/cm
3
) 2.43 2.57 ---

絶乾密度  (g/cm
3
) 2.30 2.53 2.5以上

吸水率  (%) 5.79 1.68 3.5以下

微粒分率(%) 5.92 0.30 3.0以下

粗粒率 2.79 2.86 ---

有機物試験 濃い 淡い 淡い
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3.(3)と同様として練り上がり直後で高性能減水剤の影響

などによる材料分離がなく，運搬 60 分後の現場着での

スランプ値が 8.0±2.5cmを目標とした． 

 

(2) コンクリートの品質と施工状況 

試験施工におけるコンクリート出荷配合および品質管

理試験結果を表-10 に示す．使用材料については 3.(3)と

同様である．コンクリート出荷配合は，3.(3)のフレッシ

ュ試験結果を踏まえて，現場着の目標スランプ値を

8.0±2.5cm，目標空気量を 4.5±1.5%と設定して試験練りを

行い決定したものである．RCP 配合の現場着でのスラ

ンプ値は 10.5cm，空気量は 4.9%であり，いずれも目標

フレッシュ性状に収まっていた．また本試験施工は人力

施工→簡易フィニッシャーによる表面仕上げの手順であ

ったが，作業性に関して問題が生じないことを確認する

ことができた．写真-1に施工状況を示す． 

表-11 に環境条件下別での強度試験結果を示す．屋外

放置，プラント→室内養生，室内試験の 3つの環境条件

下で，材齢 0.5 日（12 時間），1 日，7 日，28 日におい

て強度測定を行った．試験体の作成に関しては，練り上

がり直後に行った．屋外放置条件では，当日外気温は低

温であり，プラントでの屋外放置の材齢 0.5 日曲げ強度

は目標の 3.4N/mm2を満足できなかったが，材齢 1 日で

の曲げ強度は 3.55N/mm2と目標曲げ強度を満足すること

ができた．なお，室内試験では材齢 12時間で 3.39N/mm2

となり，寒冷地でも適切な養生をすれば目標曲げ強度を

   (4)  箒目粗面仕上げ            (5) 養生                 (6) 完成全景 

写真-1 施工状況

    (1) 各試験内容              (2)  荷降ろし             (3)  表面仕上げ 

表-11 環境条件下別での強度試験結果

表-10 コンクリート出荷配合および品質管理試験結果 

12h 1day 7day 28day 12h 1day 7day 28day

屋外放置(6~12℃) 1.82 3.55 5.50 6.44 6.9 14.1 41.7 59.6

プラント(6℃)→室内養生(20℃) 2.24 4.18 7.00 7.91 11.3 20.8 62.3 70.0

室内試験(20℃) 3.39 4.89 8.03 8.84 17.4 32.2 53.6 61.8

環境条件下
曲げ強度(N/mm

2
) 圧縮強度(N/mm

2
)

W/C s/a Air
(%) (%) (%) W C-(H) S G A Pc Me AE

40 40 4.5±1.5 170 425 688 1068 7.5 2.3 1.5 0.008

14現場

スランプ(cm)

21.0
10.5

空気量(%)

4.9
4.9

(kg/m³) (C × %)

出荷および現場着でのフレッシュ性状

測定場所

プラント

コンクリート温度(℃)

10
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満足するものと考えられる．強度発現の面でも問題が生

じないことを確認することができた． 

 

(3) RCP配合の耐久性評価 

4.(2)で試験施工の結果を記したが，堤防舗装工事とい

うこともあり車両が通ることも無く，表面摩耗などの影

響を見ることが出来なかった．本来，コンクリート舗装

版は数あるコンクリート構造物の中でも非常に厳しい条

件に曝されるものとして知られている 12)．そこで，      

表-12 に記載する耐久性に関する試験を行うことで，

RCP配合の耐久性評価とした．  

配合については，普通舗装コン（NP），試験施工配

合（WC40），試験施工配合改良（WC38）の 3パターン

とした．普通舗装コン（NP）は JIS規格の舗装コン配合

を基に設計したものである．また，試験施工配合

（WC40）では，粗骨材量が 1000kg/m3程度と普通舗装コ

ン（NP）の粗骨材量に比べ少ない．粗骨材量は表面摩

耗などの耐久性に影響が大きいと考えられることから，

試験施工配合改良（WC38）では，普通舗装コンと同量

の 1130kg/m3で配合設計を行った．示方配合を表-13に示

す．尚，すべての配合において，練り上がり直後のフレ

ッシュ性状を，スランプ値 8.0±2.5cm，空気量 4.5±1.5%に

それぞれ調整したものである．練上がり直後のフレッシ

ュ性状の管理から結果として減水剤の使用量が少なくな

った． 

 使用材料については，細骨材には宮川産川砂（表乾密

度：2.59g/cm3，吸水率：1.74%，粗粒率：2.66）を使用し

た．これは試験施工で使用した分級洗浄ダム堆砂を模擬

するため，骨材物性が似ている天然川砂として選択した．

また，普通舗装コン（NP）に使用した混和剤Adは，リ

グニンスルホン酸化合物とポリカルボン酸エーテルの複

合体のAE減水剤である． 

a) 長さ変化試験 

長さ変化試験結果を図-6に示す．試験施工配合   

（WC40），試験施工配合改良（WC38）の2配合を対象

として行ったが，乾燥日数180日での収縮ひずみは試験

施工配合（WC40）で687×10-6，試験施工配合改良  

（WC38）で613×10-6という結果となった．促進剤Aの添

加や単位セメント量が多い分，収縮が大きくなることが

懸念されたが，両者共に品質基準13)である収縮ひずみ

1200×10-6までに収まっていた．また，試験施工での追

跡調査により，目視による初期ひび割れおよび1ヵ年後

のひび割れ発生も確認されず，問題は無いと言えるもの

であった． 

b) 凍結融解試験 

 全 300サイクルまでの凍結融解試験結果を図-7に示す．

凍結融解 300サイクル終了後における相対動弾性係数は，

試験施工配合（WC40）で 96.7%，試験施工配合改良

（WC38）で 96.1%という結果となった．どちらの配合

でも相対動弾性係数 95%以上であり，耐凍害性は極めて

良好であると判断される． 

表-13 示方配合（耐久性評価試験） 

W/C s/a W C-(H) S G A Pc Me Ad AE

NP 45 34.9 165 367 609 1130 0.0 0.0 0.0 0.6 0.008

WC40 40 40.0 170 425 662 1006 0.3 0.5 0.0 0.008

WC38 38 34.6 155 408 590 1130 0.6 0.8 0.0 0.010
7.5

(C×%)
No.

(%) (kg/m
3
)

表-12 RCP配合の耐久性評価試験 

耐久性評価 評価試験方法 対象とした配合

コンクリートの長さ変化試験

（JIS A 1129-3）

コンクリートの凍結融解試験

（JIS A 1148　A法）

コンクリートの促進中性化試験

（JIS A 1153）

回転式ラベリング試験

（舗装調査・試験法便覧B002ラベリング試験方法）

長さ変化 WC40，WC38

耐凍害性

中性化抵抗

すり減り抵抗

WC40，WC38

WC40

NP，WC40，WC38

図-6 長さ変化試験結果 
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図-7 凍結融解試験結果 
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図-8 促進中性化試験 

試験面からの中性化イメージ
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c) 促進中性化試験 

 促進中性化試験結果を図-8 に示す．ここでは試験施

工配合（WC40）のみでの試験を行った．中性化が起こ

れば右図のように両端部に中性化が見られるが，試験施

工配合（WC40 ）では左図のように中性化深さがゼロと

なっており，中性化が認められない結果が得られた．

W/C が 40%以下と低く，また促進剤 A の成分である強

アルカリの亜硝酸塩が硬化後のコンクリート中に留まる

ことによって，中性化抵抗が大きくなったものと考えら

れる． 

d) 回転式ラベリング試験 

 本試験はタイヤにスパイクチェーンを巻き付けること

で，促進摩耗試験として行った．表-13 の配合で，それ

ぞれ所定の大きさ（上辺 150 mm×底辺 200 mm×高さ

140mm，厚さ 100mm）の台形試験体を 3つずつ作製した．

すべて 20℃の室内（恒温恒湿室）にて打設し，1日後に

脱型を行った後，材齢 7日まで同室内で表面が乾かない

ように濡れた布で試験体を覆いながら養生を行った．試

験条件を表-14 に示す．なお，本来ならば試験開始の材

齢は交通開放時とすべきであったが試験実施場所（外部

機関）の都合より材齢 7 日を試験開始材齢とした．表-

15には，材齢 7日おける各種強度試験結果を示す． 

回転式ラベリング試験の結果を図-9 に示す．今回，

試験体の表面に箒目や粗面仕上げといった手順は行わな

かったため，走行回数 0～1 万回程度での摩耗深さは，

表面モルタル部分のすり減りが主である．走行回数 1万

回以降でのコンクリートの品質そのものが摩耗に与える

影響については，摩耗量が小さい方から順に並べると単

位粗骨材量が多い NP， WC38，単位粗骨材量が少ない

WC40 となった．しかし，全配合での摩耗深さの差異は

小さく同程度のものであり，コンクリート中に 3種混和

剤を添加させることによる，すり減り抵抗性への悪影響

は見られなかった． 

 本研究配合の耐久性評価試験として，長さ変化試験・ 

凍結融解試験・促進中性化試験および回転ラベリング試

験を行ったが，すべての試験において問題は確認されな

かった．試験施行での追跡調査でも健全な状態を保持し

ており，RCP 配合は十分な耐久性を持っていると考え

られる． 

 

 

5. 結論 
  

本研究では，亜硝酸塩系硬化促進剤を用いた早期交通

開放可能な舗装用コンクリートについて検討を行った．

本研究の範囲内で得られた成果は以下の通りである． 

(1) 混和剤からのアプローチを行うことで舗装用コン

クリートの配合探索を行った結果，材齢 12 時間で

強度を得ることができ，従来の問題点であった

「早期交通開放性」が可能となった．生コン運搬

時間と可使時間に関しては，メラミン系およびポ

リカル系の主成分の異なる 2種の高性能減水剤の添

加量を調整することにより満足することができた． 

(2) 上述(1)で述べた 3種の混和剤を使用した際の反応メ

カニズムの推定において，比較的分かり易いモデ

ルで説明することができた．これにより，初期減

水剤吸着では，メラミン系減水剤が先に多くセメ

ント粒子に吸着するため，ポリカル系減水剤が液

相中に残存すると考えられた．残存していた減水

剤は経過時間を追って後吸着作用を起こし，流動

性保持を促していると考えられた． 

(3) 本研究で提案する配合（RCP 配合）の試験施工に

おいて，コンクリートの出荷・荷降ろし・現場施

工性（人力施工→簡易フィニッシャーによる表面

仕上げ）において問題は生じず，実用性の高いこ

図-9 回転式ラベリング試験結果 
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表-14 試験条件 

項目 条件

テーブル速度 20km/h（106rpm）

タイヤ速度 20km/h

シフト幅・周期 ±15mm・63秒

プレロード走行5千回

スパイク走行3万回

タイヤ種類 ノーマルタイヤ

チェーン種類 スパイクチェーン

チェーン交換頻度 1万5千回走行に1回

輪荷重 1.53kN

タイヤ空気圧 157kPa
20℃（プレロード走行）

0℃（スパイク走行）

散水量 2L/min

試験項目 摩擦量（凹凸）測定

試験頻度（走行回数） 0回（初期値）、1万回、2万回、3万回

走行回数

試験温度

表-15 各種強度(材齢 7日，回転ラベリング試験) 

配合No. 圧縮強度 (N/mm2) 曲げ強度 (N/mm2) 

NP 47.8 6.6 

WC40 59.4 5.5 

WC38 60.0 6.2 

 

， ， ，
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とが分かった． 

(4)  RCP 配合における長さ変化・耐凍害性・中性化抵

抗・すり減り抵抗といった耐久性評価項目におい

て問題点は確認されず，所要の耐久性を有してい

ると思われた． 

(5) 以上より，本研究で見出した RCP 配合は実用性に

関しても高く評価できると考えられた．今後，耐

久性や視認性などが問われる交差点周辺などの中

規模程度の維持管理工事での適用が期待される． 

 一方で，本研究で得た舗装用コンクリートでは 3種混

和剤を併用しているため，一般の生コンプラントでの混

和剤投入方法に問題があり，今後の課題と考えている．  
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住友大阪セメント株式会社の環境コンクリート研究所の

皆様にご協力を頂きました．深く御礼を申し上げます．

試験施工は，「新都市社会技術融合創造研究会・舗装用

骨材資源の有効利用に関する研究プロジェクト」の活動

の一環で実施されました．ご協力頂きました近畿地方整

備局，水資源機構ほか，プロジェクト参加メンバー各位

に深く感謝の意を表します． 

 

参考文献 

1) 日本道路協会：コンクリート舗装に関する技術資料，

pp.1-14，2009. 
2) 土木学会：舗装標準示方書，pp.235-236，2007. 
3) 小林一輔：コンクリート実務便覧，pp.243-250，オー

ム社，2004. 
4) 長川善彦，武田字浦，岡本享久，須藤裕司：早期交

通開放を目指した舗装用コンクリートのフレッシュ

性状および初期強度に関する研究，コンクリート工

学年次論文集，Vol.31，No.1，pp.799-804，2009. 
5) 全国生コンクリート工業組合連合会：高性能 AE 減水

剤の使用上の留意事項－標準化に向けて－，p.12，
1997. 

6) 岡本享久，増山直樹，瀧井秀一，須藤裕司：早期交

通開放可能型コンクリート舗装技術の開発，第 65 回

セメント技術大会講演要旨，pp.226-227，2011. 
7) 児島孝之：コンクリート混和材料ハンドブック，

pp.115-128，エヌ・ティー・エス，2004. 
8) 木之下光男，山口昇三，山本常夫，友澤史紀：新型

高性能 AE 減水剤の構造と特性，セメント・コンクリ

ート論文集，Vol.44，pp.222-227，1990. 
9) 長川善彦，増山直樹，岡本享久，須藤裕司：早期交

通開放を目指した舗装用コンクリートの開発および

LCC/LCA の評価，コンクリート工学年次論文集，

Vol.32，No.1，pp.1373-1378，2010. 
10) 安藤豊，前田恵佑，岡本享久，須藤裕司，鈴木徹，

下野公仁，山田優：ダム堆砂を用いた早期交通開放

型コンクリート舗装（1 DAY PAVE）の試験施工，

月刊コンクリートテクノ，Vol.30，No.6，pp.57-63，
2011. 

11) 前田恵佑，井上聡，山田優，安藤豊：ダム堆砂を使

用した生コン舗装に関する研究，土木学会年次学術

講演会講演概要集，V-142，2010. 
12) 川島義昭，坂田耕一，川野敏行：道路実務講座 9－道

路舗装に関する試験法－，p.155，山海堂，1981. 
13) 土木学会コンクリート委員会：コンクリート標準示

方書（設計編），p.45，2007. 
 

 (2013. 3. 18 受付) 

 

SEARCH FOR MIX PROPORTIONS OF CONCRETE FOR PAVEMENT IN EARLY 
TRAFFIC OPENING IS POSSIBLE AND ITS PRACTICALITY 

 
Shuichi TAKII, Shinya HIRAOKA,  Naoki MASUYAMA, Yoshihiko NAGAKAWA, 

Yuuji SUDOU, Masumi INOUE, Daiki ATARASHI and Takahisa OKAMOTO 
 

The curing period of concrete pavement is longer than that of asphalt pavement. This aspect of concrete 
pavement has resulted in preventing the wide spread use of concrete pavement. In this report, the mix 
proportion of paving concrete with an early opening for traffic and good workability was examined by   
using chemical admixture. 

Herein we report, that the objective of both workability and early age strength could be attained by     
using a high early strength Portland cement. This study details the contribution of two materials such as 
high range water reducing agents and nitrite type accelerator used in combination. Finally, we report the 
application of the proposed composition in concrete pavement, showing improved performance in     
workability of ready-mix concrete. In addition, the long term durability of concrete was confirmed. The 
corroboration of results implicated the possible utilization of concrete pavement.  
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