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要旨：中性子をセメント硬化体に照射した際の散乱特性を利用すると，水分子の運動性の違いから，セメン

ト硬化体の練混ぜに使用した水が，セメント水和生成物として存在するのか，セメント硬化体中の細孔内に

残留している自由水として存在しているかの判別が可能である。本研究では，中性子準弾性散乱を利用して，

セメント硬化体の水和過程における結合水量の割合を算出し，各材齢における圧縮強度と細孔径分布との関

係を比較した。その結果，水和過程において自由水が結合水に変化する様子を捉えることが可能であるとと

もに，結合水量の割合が圧縮強度と全細孔容積とに高い相関を示すことを明らかにした。 
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1. はじめに 

コンクリートは施工性を確保するため，水セメント比

を 30 %～60 %の範囲で使用するのが一般的である。しか

し，セメントの水和反応に必要な水量は，セメント質量

の 20 %程度であるため，硬化後のコンクリート内の細孔

に自由水や吸着水として，未水和の水分が余剰に存在す

る。この細孔内に存在する水は，乾燥収縮やクリープな

どの体積変化に密接に関係することから，硬化体の力学

的性質に影響を及ぼすばかりではなく，塩化物イオンな

どの有害物質の浸入および移動などにも関係しており，

コンクリート構造物の耐久性に影響を与えるため，現在

でも，コンクリート内の水の存在やその状態を捉えるこ

とは，コンクリート分野において重要な課題である。 

セメント硬化体の水和生成物は，微小な空隙を有する

多孔質であり，その空隙径は大きいもので数 mm，小さ

いもので数 nm が存在する。Powers ら 1),2) は，水和生成

物の 60 %を占める C-S-H 構造中の水を考察するなかで，

セメント硬化体に存在する水を，蒸発可能水と蒸発不可

能水に分類するとともに，水蒸気吸着試験結果から

C-S-H 中に存在する空隙をゲル空隙と定義し，さらにそ

のゲル空隙に存在する水を，ゲル粒子内部または結晶内

の層間の水を層間水，粒子表面の水を吸着水の二種に分

類した。また，湊ら 3)は，Kalinichev ら 4)が報告したセメ

ント硬化体の細孔水の運動性を，分子運動学を用いて解

析し，C-S-H 表面付近の水分子について，(i)C-S-H 表面

の OH 基に配向し吸着している吸着水，(ii)直接表面と吸

着はしていないが吸着水上に存在し，表面からの静電気

的な影響や他の H2O 分子との分子間力により分子運動

がバルク水に比べ拘束を受ける準吸着水，(iii)これらの水

分子の影響を受けない，表面から離れた位置に存在する

バルク水の三種に分類した。 

一方，中性子散乱が材料解析や水のダイナミクス(振

動・並進・回転運動)を分子スケールで測定することに有

力な技術であることが報告されている 5)。中性子散乱は，

特定の原子間距離に相当する領域における水のダイナミ

クスを，広い時間領域にわたり測定できる。また，中性

子散乱同様，X 線散乱においても分子レベルでの材料解

析が同様に可能であるものの，中性子と X 線では異なる

特徴を有している。すなわち，X 線散乱は電子による散

乱であり，散乱能は原子番号に比例するため原子番号の

小さい水素からはあまり散乱しないのに対して，中性子

散乱は原子核による散乱のため，その散乱能は原子番号

とは無関係であり，水素に対して散乱能が強いため，水

素の解析に適している 6) 。 

中性子散乱は，干渉性散乱と非干渉性散乱，弾性散乱

と非(準)弾性散乱の組み合わせにより 4 種類に分けられ

る。干渉性散乱は，互いの粒子の位置関係を反映した散

乱で，非干渉性散乱は，互いの粒子の位置関係を反映せ

ず，1 分子の散乱である。弾性散乱は，入射エネルギー

(Ei)と散乱エネルギー(Ef)が変化しない散乱で，非(準)弾

性散乱は，中性子と粒子とでエネルギー交換を行い，Ei

と Ef が変化する散乱である。なお，Ei と Ef の差である

中性子と試料間で交換されたエネルギーの量をエネルギ

ー遷移と呼ぶ。弾性散乱では，原子間距離や配位置など

構造情報を捉えることが可能であり，非(準)弾性散乱で

は並進運動・回転運動・分子振動など運動情報を捉える

ことが可能である。特に非弾性散乱では格子振動や分子

振動を，準弾性散乱では並進運動や回転運動を捉えるこ

とが可能である。この性質をセメント硬化体に応用し，

中性子準弾性散乱を用いて，セメント硬化体内の水分の
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状態変化を把握することが可能とされている 8)。なお，

このことは，下記に示す物理的背景により説明できる。 

表-1 にセメント硬化体に含まれる元素の中性子散乱

断面積を示す 7)。セメント硬化体に含まれる主要元素の

中では，水素の非干渉性散乱断面積が他の元素の散乱断

面積に比べて非常に大きいため，得られた散乱強度は主

に水素からの非干渉性散乱とみなすことができる。また，

中性子準弾性散乱は，1 分子の並進運動・回転運動を捉

えることが可能であることから，1 分子の運動性が高い

とエネルギー遷移の絶対値が大きくなり，1 分子の運動

性が低いとエネルギー遷移の値が 0 に近づく特性がある。

このことから，セメント硬化体内の水分子の運動性だけ

を捉えることが可能となる。 

図-1 にセメント硬化体の各水和過程における水分子

とセメント粒子および水和生成物の様子の概念図と，そ

の時に中性子準弾性散乱より得られる中性子強度とエネ

ルギー遷移の関係の概念図を示す。(1)セメントと水を練

混ぜた直後では，水分子とセメント粒子が別々に存在し，

水分子が自由に動くことが可能なことから，水分子の運

動性が高いため，中性子強度がエネルギー遷移の広範囲

に分散する。(2)水分子とセメント粒子が水和を始めると，

水分子がセメント粒子表面に接し，水分子が拘束される

ことから，水分子の運動性が低下するため，中性子強度

がエネルギー遷移の絶対値の高い部分から低い部分にシ

フトする。(3)水和生成物が生成されると，水分子は結合

水として水和生成物に取り込まれ，水分子の運動性がな

くなることから，エネルギー遷移の値が 0 付近に中性子

強度が集中することとなる。 

 Mori ら 8)は，中性子準弾性散乱を用いて材齢 7 日まで

の早期水和期間の低熱ポルトランドセメント(水セメン

ト比 50%)のセメント硬化体の結合水量の割合を測定し，

圧縮強度発現と水和物量との関係を明らかにした。 

中性子準弾性散乱より得られた中性子強度とエネル

ギー遷移の関係を，ローレンツ関数とデルタ関数の和に

装置関数を畳み込んでフィッティングを行うと，デルタ

関数は結合水に，ローレンツ関数は自由水とに対応する

ことになる 8)。デルタ関数の面積から結合水量の割合(=

結合水/(自由水+結合水)) を，ローレンツ関数の面積から

自由水量の割合(=自由水/(自由水+結合水))を算出できる

ものとして式(1)を解析に用いている 8)。 

 

   I(E)={δ(E)+L(E)}×R(E)+BG        (1) 

 

ここに，I(E):中性子強度，δ(E):デルタ関数，L(E):ロー

レンツ関数，R(E):装置関数，BG:バックグランド 

 

本研究では，中性子準弾性散乱を用いて普通ポルトラ 

表-1 セメント硬化体に含まれる元素の散乱断面積 

元素 
散乱断面積(10-24 cm2) 

干渉性 非干渉性 吸収 

H 1.76 80.3 0.333 

O 4.23 0.0008 0.00019 

Ca 2.78 0.05 0.43 

Si 2.16 0.004 0.171 

Al 1.50 0.0082 0.231 

Fe 11.2 0.40 2.56 

 

 

図-1 水和反応時の水と中性子準弾性散乱結果の概念図 

 

 

図-2 中性子準弾性散乱用試験体固定治具 
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図-3 中性子強度とエネルギー遷移の関係 

 

ンドセメントと水を練混ぜたセメント硬化体(水セメン

ト比 40%のセメントペースト)を用いて，練混ぜ直後から

の水和過程における結合水の割合と自由水の割合を算出

するとともに，算出した結合水の割合と圧縮強度および

細孔径分布との関係を明らかにする。 

2. 実験方法 

2.1 中性子準弾性散乱実験 

中性子準弾性散乱実験に用いた装置は，J-PARC 所有

の背面反射型分光器ダイナミクス解析装置(BL02 DNA)

を用いた 9)。中性子準弾性散乱実験に用いた試験体の作

製方法および中性子準弾性散乱実験の実験方法は，以下

の通りである。(1)普通ポルトランドセメントと水を水セ

メント比 40 %で 3 分間練混ぜる。(2)練混ぜた直後のセメ

ントペーストを，二枚のガラス板(45×45×0.3 mm)とテフ

ロン製スペーサー (厚さ 0.5mm)で挟み，試料厚さが

0.5mm になるよう調整する。(3)二枚のガラス板の側面を

速効性のエポキシ樹脂系接着剤で埋め密閉する。(4)エポ

キシ樹脂の硬化後，試験体固定治具(図-2 参照)に入れ，

治具内を密閉するためネジ止めをする。(5)中性子準弾性

散乱実験装置に試験体を設置する。練混ぜ 1 時間後(以下，

測定開始時)から 72 時間連続して中性子準弾性散乱実験

を行う。なお，中性子準弾性散乱実験および試験体の作

製は，温度 20±1℃，相対湿度 50±2 %の環境下で行っ

た。 

2.2 圧縮強度試験 

圧縮強度試験は，JIS A 1108 に準じて行った。水セメ

ント比40 %で普通ポルトランドセメントと水を3分間練

混ぜた後，直径 50 mm，高さ 100 mm の円柱供試体の型

枠に入れ，水分逸散を防ぐため，上面をラップで覆った。

10 時間後に脱型し，供試体の周囲をラップで覆い密封養

生を行い，材齢 10，20，30，50，72 時間に圧縮強度を測

定した。なお，供試体の作製は，温度 20±1℃，相対湿

度 50±2 %の環境下で行った。 

2.3 細孔径分布測定 

 細孔径分布測定は，水銀圧入法(測定範囲:細孔半径

 

図-4 自由水の割合および結合水の割合の経時変化 

 

3nm~10μm) と窒素吸着(定容量)法(測定範囲:細孔半径

3nm~100nm)により測定した。細孔径分布測定に用いた試

験体は，圧縮強度試験後の供試体を粉砕し，水和を停止

させるためアルコールに浸漬させ，測定前に真空到達度

10Pa 以下まで真空排気させたものを試験に用いた。材齢

10，20，30，50，72 時間に各測定法にて細孔径分布を測

定した。なお，実験および試験体の作成は，温度 20±1℃，

相対湿度 50±2 %の環境下で行った。また，窒素吸着法

では，BJH 法 10)を用いてメソ孔(細孔半径 1nm~100nm)

までを求めるとともに，BET 解析を用いて全細孔容積量

を算出した。 

3. 実験結果と考察 

3.1 中性子準弾性散乱実験 

 図-3 に各材齢における中性子準弾性散乱より得られ

た中性子強度とエネルギー遷移の関係を示す。測定開始

時から材齢 72 時間において，材齢経過に伴い中性子強度

がエネルギー遷移の値が 0 付近に集中した。これは，水

和によって自由水が結合水に変化したためである。 

図-4 に図-3 を式(1)にてフィッティングを行い得られ

たデルタ関数から算出した結合水の割合とローレンツ関

数から算出した自由水の割合の経時変化を示す。材齢経

過に伴い結合水の割合が増加し，自由水の割合が減少し

ていることから，水分子が自由水から結合水および水和

物への変化したことが捉えられる。結合水の割合の増加

および自由水の割合の減少は，材齢 20 時間までに非常に

大きく変化した。 

この結果について，Mori らと同様の手法にて検証を行

った。結合水の割合が最初の数時間では 0で(第一段階)，

0.1～0.9 日の範囲で増大し(第二段階)，その後 0.9 日を越

えると水和反応の速さは非常に低下した(第三段階)。そ

の 3 つの異なった段階は，誘導期(0≦t＜0.1 日)，核形成

と成長期(0.1≦t＜0.9 日)，拡散律速期(t≧0.9 日)に明白に

一致し，それは C3S の水和挙動に著しく類似するとして

いる。そのため，水和挙動の検証に相変態速度式である

Johnson-Mehl-Avrami 式(以下，式(2)とする)8)を利用し検 
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図-5 結合水の割合と式(2)の計算値の関係 

 

 

図-7 細孔容積分布と細孔半径の関係(水銀圧入法) 

 

証を行っている。 

 

結合水の割合= A・[1–exp{-[k(t–ti)]n}]    (2) 

 

ここに，A:無限時間以後の結合水量，k:核形成と成長

反応割合，ti:誘導期の時間，n:水和過程を特徴づける指

数 

 

本研究においても，式(2)を用いて実験結果についてデ

ータフィッティングを行った。図-5に本研究実験結果の

結合水の割合と式(2)の計算値の関係を示す。なお，フィ

ッティング結果として本実験の係数は，A=0.57，k=1.01，

ti=0.09，n=0.62 となっている。その結果，結合水の割合

と式(2)の計算値は，明確な一致を示し，Mori らの研究と

同様に水和挙動が式(2)により示された。これは，式(2)

が C3S の活動が顕著な水和初期の段階に適応した式であ

るためであり，材齢 72 時間程度なら充分適応することが

確認された。 

 また，Mori らが用いた係数は，A≂0.16，k=2.9，ti=0.1，

n=2.88 と本実験の係数と異なるともに，材齢 72 時間に

おける結合水の割合が0.28程度と本実験における結合水 

の割合の 0.48 と異なる。これは，Mori らが低熱ポルトラ

ンドセメントを用いて実験を行なっており，本実験の普 

 

図-6 圧縮強度と結合水量の割合の関係 

 

 

図-8 累積細孔容積と細孔半径の関係(水銀圧入法) 

 

通ポルトランドセメントの方が C3S 量の多く，水和の初

期では結合水の割合が大きいとともに，材齢に伴う硬化

も早いためと考えられる。 

また，Avrami モデル(式(2))は長期材齢の検証について

は，界面律速を前提としているので，拡散律速の領域に

入ってしまうと破綻すると考えられるため，適応できな

いものと考えられる。 

3.2 結合水の割合と圧縮強度試験の関係 

 図-6に圧縮強度と結合水量の割合の関係を示す。結合

水の割合が増加すると圧縮強度が増加し，圧縮強度と結

合水の割合には，相関係数が0.95と高い相関が得られた。

このことから結合水量の割合の増加が圧縮強度の増加に

寄与するものと考えられる。 

3.3 結合水の割合と細孔径分布測定(水銀圧入法) 

図-7 に水銀圧入法により測定した各材齢における細

孔容積分布と細孔半径の関係を，図-8に水銀圧入法によ

り測定した各材齢における累積細孔容積と細孔半径の関

係を示す。材齢 30 時間までは，マクロ孔(細孔半径 100nm

以上)が多く認められるが，材齢経過とともにマクロ孔が

少なくなり，メソ孔が増加しているとともに，累積細孔

容積が減少していることから，材齢の経過に伴い水和生

成物が細孔を埋めていることが分かる。  

図-9 に結合水量の割合と水銀圧入法により求めた全
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図-9 結合水量の割合と全細孔容積の関係(水銀圧入法) 

 

 

図-11 細孔容積分布と細孔半径の関係(窒素吸着法) 

 

 

図-13 全細孔容積と材齢の関係（窒素吸着法） 

 

細孔容積の関係を，図-10 に，圧縮強度と水銀圧入法に

より求めた全細孔容積の関係を示す。結合水の割合が増

加するほど全細孔容積が減少し，圧縮強度が増加するほ

ど全細孔容積が減少することを示すことから，そのどち

らにも高い相関が得られた。このことから，水和生成物

が細孔を埋め，全細孔容積が減少することで，圧縮強度

が増加すると考えられる。 

3.4 結合水の割合と細孔径分布測定(窒素吸着法) 

図-11 に窒素吸着法により測定した各材齢における細

孔容積分布と細孔半径の半径を，図-12 に窒素吸着法に

より測定した各材齢における累積細孔容積と細孔半径の 

 

図-10 圧縮強度と全細孔容積の関係(水銀圧入法) 

 

 

図-12 累積細孔容積と細孔半径の関係(窒素吸着法) 

 

 

図-14 結合水量の割合と全細孔容積の関係 

(窒素吸着法) 

関係を，図-13 に窒素吸着法により測定した全細孔容積

と材齢の関係を示す。材齢 30 時間までは，全細孔容積お

よび 10nm～100nm の細孔容積が増加した。これは，水

銀圧入法で測定した 3nm~10μm の細孔容積は材齢に伴

い減少していることから，100nm 以上の細孔が水和生成

物により埋められ，細孔径が小さくなったことで，10nm

～100nm の細孔容積が増加したものと考えられる。材齢

30 時間から材齢 72 時間では，全細孔容積および 10nm～

100nm の細孔容積が減少し，10nm 以下の細孔容積が増

加している。これは，10nm～100nm の細孔が水和生成物

により埋められ，細孔径が小さくなったことで， 10nm
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以下の細孔容積が増加したものと考えられる。これらの

結果から，セメント硬化体の材齢経過に伴い，細孔はマ

クロ孔からメソ孔へ，そしてマイクロ孔(細孔半径 1nm

以上)へと変化していることがわかる。 

図-14 に結合水量の割合と窒素吸着法により求めた全

細孔容積の関係を示す。結合水量の割合と窒素吸着法に

より求めた全細孔容積の関係では，30 時間前後でその傾

向が異なる二つの直線で近似されていることがわかる。

この結果については，細孔形式過程を含めより詳細に検

討する必要がある。 

4. 結論 

 中性子準弾性散乱を用いて，セメント硬化体の水和過

程の解析を行い，以下のことが明らかになった。 

1) Mori らの手法を用いた普通ポルトランドセメント

硬化体の硬化過程の解析において，以下が示された。 

a) 中性子強度は，セメント硬化体の材齢経過に伴い 

エネルギー遷移の値が 0 付近に集中する。 

b) 中性子強度とエネルギー遷移からセメント硬化

体の水和過程における結合水の割合と自由水の

割合に分けることが可能である。 

c) セメント硬化体の材齢経過に伴い結合水の割合

が増加し，自由水の割合が減少する。これは，材

齢 20 時間までに非常に大きく変化する。 

d) Johnson-Mehl-Avrami 式を用いることにより，セメ

ント硬化体の材齢経過に伴う結合水の割合が検

証可能である。 

e) 結合水の割合と圧縮強度は高い相関を示す。 

2) セメント硬化体の材齢経過に伴い，セメント水和生

成物が細孔を埋めることで，細孔がマクロ孔からメ

ソ孔，マイクロ孔に変化する。 

3) 水銀圧入法に得られた全細孔容積と結合水の割合

および圧縮強度は，高い相関を示す。これは，水和

生成物が細孔を埋め，全細孔容積が減少することで，

圧縮強度が増加するためである。 
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