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第1章 序 －研究の背景と⽬的－

1.1 はじめに

1.2 当該研究分野・隣接研究分野の発展状況の概説



凍害劣化予測⼿法の確⽴➡「促進試験の凍結融解サイクルは実環境の何年分︖」
➡暴露試験結果に基づくASTM相当サイクル数
夏期の乾燥による耐凍害性の低下
夏期の乾燥の影響を考慮した凍害劣化予測

第1章 序 －研究の背景と⽬的－

寒冷地コンクリートの課題︓初期凍害の防⽌
（寒中コンクリート）
耐久性向上（凍害対策）

寒中施⼯技術の合理化➡省資源・省エネ化
➡耐寒促進剤（無採暖での施⼯・品質標準）
寒中ホットコンクリート（コンクリートの熱容量の利⽤）
低発熱セメントの利⽤（マスコン対応）
➡トレント透気試験による初期凍害評価

寒中コンクリート＝熱効率の悪い空間を暖めるエネルギー多消費型⼯法
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第6章 劣化予測⼿法の確⽴
6.1 乾燥による細孔構造変化の定量化

（論⽂13,14）
6.2 細孔構造変化を考慮した凍害劣化予測

（論⽂15）

第7章 結
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1.2 当該研究分野・隣接分野の発展状況の概説

寒冷地コンクリートの施⼯の合理化と凍害劣化予測に関する⼀連の研究



第2章 省資源・省エネルギー型
寒中コンクリート施⼯技術
に関する研究

2.1 耐寒促進剤を⽤いた寒中施⼯技術
【論⽂1】浜幸雄，鎌⽥英治︓無塩化，無アルカリ型防凍性混和剤による初期凍害の防⽌効果，コン
クリート⼯学論⽂集，7巻，1号，pp.113-122，1996.1
【論⽂2】浜幸雄，三森敏司，鎌⽥英治︓防凍性混和剤を⽤いたコンクリートの強度増進性状，コン
クリート⼯学論⽂集，8巻，1号，pp.161-170，1997.1
【論⽂3】浜幸雄，鎌⽥英治︓耐寒促進剤を⽤いたコンクリートの凍結環境下における強度増進性状
と⽔分凍結，コンクリート⼯学論⽂集，8巻，2号，pp.73-80，1997.7

2.2 寒中ホットコンクリートに関する研究
【論⽂4】浜幸雄，劉宏涛，吉野利幸，桂修︓寒中ホットコンクリートの初期性状と圧縮強度増進性
状，⽇本建築学会構造系論⽂報告集，542号，pp.55-59，2001.4

2.3 低発熱型セメントを⽤いた寒中施⼯
【論⽂5】浜幸雄，劉宏涛，友澤史紀︓低発熱形セメントを⽤いたコンクリートの寒中施⼯に関する
研究，⽇本建築学会構造系論⽂集，575号，pp.23-30，2004.1



第2章 省資源・省エネルギー型寒中コンクリート施⼯技術に関する研究

耐寒促進剤の効果と許容外気温 耐寒促進剤コンクリートの強度補正値



第2章 省資源・省エネルギー型寒中コンクリート施⼯技術に関する研究

積算温度の基準温度の変化

積算温度と不凍結⽔率

不凍結⽔率と初期凍害耐⼒



防凍性混和剤による初期凍害の防⽌は，凍結温度の低下のみに期待す
るのではなく，凝結・硬化の促進効果とコンクリート部材の熱容量の
効果の複合作⽤として捉える必要があることを明らかとした

耐寒促進剤の使⽤量が多いほど，材齢が進⾏するほど，コンクリート
中の不凍結⽔率は増加し，不凍結⽔率の増加が凍結環境下における強
度増進性状の改善に役⽴っていることを明らかにした。

第2章 省資源・省エネルギー型寒中コンクリート施⼯技術に関する研究

初期凍害を受けなくなる強度をセメント粒⼦間隔の拡張による障害と
して試算した結果，普通AEコンクリートで3.0N/mm2であるのに対し
て，耐寒促進剤コンクリートでは不凍結⽔率の増加により2.0N/mm2
となることを⽰した。

耐寒促進剤ー成果の概要ー

従来の凍結しないことを強調した「防凍剤」という呼称から、低温環境下での
凝結・硬化促進作⽤の重要性を明⽰する「耐寒促進剤」という名称を提⽰



第2章 省資源・省エネルギー型寒中コンクリート施⼯技術に関する研究

低発熱型セメントの強度増進性状

低熱セメントの温度ひび割れ抑制効果

寒中ホットコンクリートのスランプ保持性能

コンクリート温度とスランプロス



各種低発熱型セメントを⽤いたコンクリートの初期凍害に対する抵抗
性，強度増進性状を把握するとともに有限要素法による温度応⼒解析
によりマスコンクリート部材を想定した所要初期養⽣期間と温度ひび
割れ抑制効果について検討した。

寒中施⼯におけるホットコンクリートの適⽤を考慮して，初期性状お
よび圧縮強度増進性状に関する実験を⾏い，寒中ホットコンクリート
の調合上の課題と強度増進性状，⾼性能AE減⽔剤によるスランプ抑制
効果に関する検討を⾏った。

第2章 省資源・省エネルギー型寒中コンクリート施⼯技術に関する研究

ホットコンクリート・低発熱形セメントー成果の概要ー



第3章 寒中コンクリート品質管理⼿法
に関する研究

3.1 初期凍害レベルの評価⼿法の開発
【論⽂6】Hyeonggil Choi, Wenyan Zhang, Yukio Hama*: Method for determining early-
age frost damage of concrete by using air-permeability index and influence of early-age 
frost damage on concrete durability, Construction and Building Materials，Vol.153，
pp.630-639, 2017.10



第3章 寒中コンクリート品質管理⼿法に関する研究

トレント透気係数と耐久性指数

トレント透気係数と中性化速度係数

トレント透気試験による初期凍害評価

凍結深さとトレント透気係数



初期材齢の凍結に起因するコンクリート組織の粗⼤化による透気性の
上昇に着⽬し，原位置かつ⾮破壊で透気性を測定しコンクリートの密
実さを評価することが可能なトレント法（ダブルチャンバー法）を⽤
いることで，透気係数を指標とした初期凍害の有無の判定と品質管理
⼿法としての可能性を検討した。

第3章 寒中コンクリート品質管理⼿法に関する研究

トレント透気係数を指標として，初期材齢の凍結による被害の程度を
定量的に評価できることを確認し，「被害なし」「凍結の影響あり」
「顕著な被害」の3段階の判定基準を⽰した。トレント透気係数により
硬化後の耐久性も評価できることを⽰した。

寒中コンクリートの品質管理ー成果の概要ー



第4章 気象因⼦および部材条件が凍害劣化
に及ぼす影響に関する研究

4.1 凍害環境を評価するASTM相当サイクル数の提案
【論⽂7】浜幸雄，松村光太郎，冨板崇，⽥畑雅幸，鎌⽥英治︓気象因⼦を考慮したコンクリートの凍害
劣化予測，⽇本建築学会構造系論⽂報告集，523号，pp.9-16，1999.9

4.2 実環境の乾燥・乾湿繰返しが耐凍害性に及ぼす影響に関する研究
【論⽂8】浜幸雄，濱⽥英介，千歩修，友澤史紀，⾼強度，⾼流動コンクリートの耐凍害性におよぼす凍
結融解試験前の養⽣条件の影響，セメント，コンクリート論⽂集，56号，pp.425-430，2003.2
【論⽂9】浜幸雄，千歩修，友澤史紀︓乾燥の影響と吸⽔性状を考慮したコンクリートの耐凍害性の評価
⽅法，セメント・コンクリート論⽂集，57号，pp.266-272，2004.2



第4章 気象因⼦および部材条件が凍害劣化に及ぼす影響に関する研究

⽇最低気温とASTM相当サイクル数 地域係数と推定耐⽤年数



第4章 気象因⼦および部材条件が凍害劣化に及ぼす影響に関する研究

経年による耐久性指数の低下 経年による耐久性指数の低下
（気泡間隔係数と耐久性指数）



第4章 気象因⼦および部材条件が凍害劣化に及ぼす影響に関する研究

凍結融解作⽤時の吸⽔挙動に及ぼす乾燥の影響

凍結融解試験結果に及ぼす乾燥の影響



「促進試験の凍結融解サイクル数が実環境の何年分に相当するの
か」といった命題に対して，促進試験と暴露試験結果の統計的解析
から，任意の地点における気象因⼦およびコンクリートの部材条件
をもとに，ASTM C666 A法の試験条件に相当する年間の凍結融解サ
イクル数［ASTM相当サイクル数］を提案した。

7〜12年間の暴露試験結果から，実環境下での乾燥および乾湿繰返し
がコンクリートのポテンシャルとしての耐凍害性を低下させること
を指摘した。

第4章 気象因⼦および部材条件が凍害劣化に及ぼす影響に関する研究

気象因⼦と凍害劣化ー成果の概要ー



第5章 空隙構造が耐凍害性に及ぼす影響
に関する研究

5.1 乾燥による細孔構造変化と凍害劣化機構
【論⽂10】⻘野義道，松下⽂明，柴⽥純夫，濱幸雄︓乾湿繰返しが及ぼすコンクリートの耐凍
害性への影響とその劣化メカニズムに関する研究，⽇本建築学会構造系論⽂集，604号，
pp.15-22，2006.9
【論⽂11】⻘野義道，松下⽂明，柴⽥純夫，濱幸雄︓乾燥による硬化セメントペーストのナノ
構造変化と耐凍害性への影響，コンクリート⼯学論⽂集，19巻，2号，pp.21-34，2008.5

5.2 気泡組織の評価⽅法と耐凍害性への影響
【論⽂12】濱幸雄，平野彰彦，⽥畑雅幸，新⼤軌︓コンクリートの気泡組織に影響する要因と
耐凍害性に関する研究，⽇本建築学会構造系論⽂集，73巻，634号，pp.2061-2067，
2008.12



第5章 空隙構造が耐凍害性に及ぼす影響に関する研究

CSHのシリケートアニオン鎖の構造変化

乾湿繰返しによる細孔構造変化



第5章 空隙構造が耐凍害性に及ぼす影響に関する研究

乾燥によるCSHのナノ構造変化モデル 凍害劣化に影響する含⽔率分布曲線



第5章 空隙構造が耐凍害性に及ぼす影響に関する研究

区間空気量と耐久性指数浮⼒法によるフレッシュでの気泡組織測定

④気泡捕捉

③気泡上昇

①試料挿⼊

②気泡分散



乾燥および乾湿繰返しによる耐凍害性低下の原因が，乾燥により⽣
じるマイクロクラックの影響よりも，C-S-Hのシリケートアニオン
鎖の縮重合によるナノ構造変化により耐凍害性に影響する直径40〜
2000nmの細孔構造の増加，粗⼤化が主要な原因であることが明ら
かになった。

⾼強度コンクリートを対象として経年を想定した硬化後の乾湿繰返
しによる耐凍害性の低下に対する気泡の効果を確認するとともに，
化学混和剤の種類および使⽤⽅法，混練条件などの各種要因がコン
クリートの気泡組織に及ぼす影響について，浮⼒法を⽤いた気泡組
織の測定によって検討した。

コンクリートが湿潤/乾燥サイクルに曝されても，混⼊空気の適切な
量と質によって耐凍害性を制御することは可能で，直径100〜
500μm区間空気量が多いほど⾼強度コンクリートの凍害劣化の抑制
に有効であることを明らかにした。

第5章 空隙構造が耐凍害性に及ぼす影響に関する研究

空撃構造と耐凍害性ー成果の概要ー



第6章 凍害劣化予測⼿法の確⽴
6.1 乾燥による細孔構造変化の定量化
【論⽂13】中村暢，濱幸雄，⾕⼝円︓乾燥によるモルタルの直径40-2000nmの細孔量変化と温度
時間席の関係，⽇本建築学会構造系論⽂集，713巻，pp.981-989，2015.7
【論⽂14】Nguyen Xuan Quy，Junho Kim，Yukio Hama*: Effect of 10-Year Outdoor 
Exposure and Curing Conditions on the Pore Structure Characteristics of Hardened Cement 
Mortar, Journal of Advanced Concrete Technology，Vol.16，Issue9，pp.461-475, 2018.9

6.2 乾燥の影響を考慮した凍害環境評価と凍害劣化予測
【論⽂15】Nguyen Xuan Quy, Takumi Noguchi, Seunghyun Na, Jihoon Kim, Yukio Hama*: 
Distribution Map of Frost Resistance for Cement-Based Materials Based on Pore Structure 
Change, Materials, 13(11), 2509, 2020.5



第6章 凍害劣化予測⼿法の確⽴

直径40~2000nm細孔量と耐久性指数 温湿度時間積と細孔構造の粗⼤化

屋外暴露試験による直径40~2000nm細孔量の変化



第6章 凍害劣化予測⼿法の確⽴

耐⽤年数（コンター図）

乾燥の影響を考慮した凍害劣化予測フロー



夏期の乾燥および乾湿繰返しによる細孔構造の粗⼤化（直径40〜
2000nmの細孔量変化）を夏期の気象要素で定量的に表現するとと
もに，直径40〜2000nmの細孔量と耐凍害性の関係を定式化した。

第6章 凍害劣化予測⼿法の確⽴

冬期の気象条件と部材条件を［ASTM相当サイクル数］で表わすこ
とで，これまで考慮されていなかった夏期の影響を含めた地域の気
象条件の違いによる凍害環境評価とコンクリートの耐凍害性に応じ
た経年劣化［耐⽤年数］の予測⼿法を確⽴した。

凍害劣化予測⼿法ー成果の概要ー



第7章 結 －研究の意義・波及効果・今後の展開－



熱効率の悪い養⽣上屋内を加熱して施⼯を⾏う従来⽅式から，無採暖
での施⼯を可能とする耐寒促進剤，ホットコンクリートおよびコンク
リートの熱容量を利⽤できるマスコンクリートで低発熱型セメントを
有効利⽤する省エネルギー・省資源型の寒中施⼯技術へと転換するた
めの基礎技術を整理するとともに，寒中施⼯時の品質管理⽅法として
これまで評価できなかった初期凍害の被害レベルと硬化後の耐久性を
⾮破壊で定量的に把握できる品質管理⼿法を提案した。

「促進試験の凍結融解サイクル数が実環境の何年分に相当するのか」
といった命題に対して， 7〜12年間の暴露試験結果からコンクリート
の耐凍害性が経年により低下することを指摘し，その原因を乾燥によ
るC-S-Hのナノ構造変化に起因する細孔構造の粗⼤化であることを明
らかにし，国内3ヵ所での10年間に及ぶ暴露試験と促進試験で検証し
た。それらの結果を踏まえて，これまで考慮されていなかった夏期の
乾燥の影響を取り⼊れて経年による耐凍害性の低下を考慮し，地域の
凍害環境をASTM相当サイクル数で表し，耐⽤年数を算出する新しい
凍害劣化予測⼿法を提案した。

第7章 結 －研究の意義・波及効果・今後の展開－
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の時代においても，社会のニーズに即した寒冷地コンクリート技術の
進歩が必要であり，微⼒ながら貢献していきたいと思っています。
本研究の遂⾏にあたり貴重なご⽰唆・ご教⽰・ご協⼒をいただいた先
⽣⽅，諸先輩・後輩，北海道⼤学・室蘭⼯業⼤学の学⽣をはじめとし
た関係者，共著者の皆様に厚くお礼申し上げます。


