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要旨：モルタル中の未水和セメント粒子の分散性を点過程として評価を行い，そのセメント粒子分散のランダム

特性に着目し，点密度と水和度の関係性からセメントペーストマトリックスにおける初期のセメント粒子分布を

シミュレーションにより再現することを試みた。その結果，セメント粒子充填における骨材の壁効果の影響は骨

材粒子の周囲に一様に生じているわけではなく，統計的な性質を持つことが示された。また，遷移帯領域におけ

るセメント粒子充填の特性は，若材齢期におけるセメントの水和進行過程においてランダムに生じる不均質変動

の影響を強く受けている可能性が示唆された。 
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1.序論 

コンクリートは複数の相からなる複合材料であり，本

質的に不均質な組織を持つ材料である。この場合の不均

質性とは，それを構成する各相の力学的特性が異なるこ

とと，その寸法が大きく異なることに由来する。例えば，

空気泡を構成相とみたならば，そのヤング係数は骨材の

それとは大きく異なることになる。また，最小の固体相

として C-S-H ゲル粒子を考えたなら，その寸法と粗骨材

ではやはり寸法は大きく異なる。コンクリートを複合材

料とみなすとき，どの観察レベルでとらえるかで構成す

る相の数は変化し，それに応じて構成相間の界面領域が

存在することになる。 

複合材料の物性において界面の特性が材料全体の物

性に影響を及ぼすことは周知であるので 1)，界面の影響

を明らかにしようとするならば，観察レベルに応じた界

面を考えることが重要である。一般には母相と分散相の

2 相材料として，モルタル相と粗骨材相，もしくはセメ

ントペースト相と骨材相の 2 相材料として取り扱われる

ことが多い。この場合，セメントペーストマトリックス

相内の例えば未水和セメント粒子（以降はセメント粒子

と略記）と周囲の反応生成物との界面など，より微細な

レベルの界面の存在やその特性は無視され，均質な組織

を持ったマトリックス領域として処理される。 

このような単純な 2 相材料としての取り扱いに対して，

1980年代から骨材‐セメントペースト界面の界面領域（遷

移帯：ITZ）の存在とそれがコンクリートの物性に及ぼす

影響の重大性が指摘されてきた 1)。その結果として，コ

ンクリートを 2 相材料ではなく，第 3 の相として界面相

を考慮した 3 相材料として取り扱うべきであるとの考え

方も提示され，遷移帯としてその界面相を導入した材料

組織形成の数値解析やシミュレーションなどが行われて

きた 2)。これに関して，遷移帯の形成の本質的な要因は

セメント粒子の骨材界面近傍における充填特性であるこ

とに着目し 1)，著者らは若材齢期のセメント粒子の分散

特性を点過程として評価することを試みてきた 3)。その

結果，界面領域と界面の影響を受けないバルクセメント

ペースト領域で，粒子の凝集性やランダム性に明確な差

異がないことを明らかにし，点過程としてモデル化した

とき遷移帯は統計的な変動を強く受ける現象であること

を指摘した。このことは，換言すれば，セメントペース

トマトリックス相内の不均質な変動の側面として遷移帯

の存在が捉えられる可能性を示唆する。そして，そのよ

うな変動の原因がセメントの初期配置にあるならば，練

り混ぜ直後の界面領域におけるセメント粒子の存在分布

を明らかにできれば，遷移帯を相として捉えるべきか，

不均質変動とみなすべきかの理解が進められると期待さ

れる。このことは，例えばセメント組織形成シミュレー

ションの初期条件の決定においても重要な意義を持つと

考えられる。 

 本研究においては，セメント粒子分布を点過程とみな

したとき，その点密度が水和度を強く反映することに着

目し，初期の界面領域のセメント粒子分布をシミュレー

ションにより再現し，組織形成の初期状態を推定する。

さらに，若材齢期の組織観察ではセメントの硬化，組織

形成が十分ではないため，顕微鏡観察も制限される。し

かし，点過程とすることで初期状態の推定が可能となる

ことを利用し，そのランダムな分布の特性からその後の

分布構造について説明することを目的とする。 

 

2. 実験概要 

2.1 使用材料および供試体の作製 

セメントには市販の普通ポルトランドセメント（密
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度：3.15g/cm3，比表面積：3310cm2/g）を使用し，細骨材

にふるい分けして採取した川砂（粒子径：150~600μm，

密度：2.61g/cm3）を用いた。JIS R 5201 に基づき，水セ

メント比0.50，セメント砂比1:2のモルタルを練り混ぜ，

小型円柱型枠(直径 15mm，高さ 3mm)に打ち込み，ガラ

ス板を用いて表面を密封し，これを反射電子像観察試料

とした。その後，材齢 12，24，72 時間まで 20℃の恒温

室内にて静置した。また，水和度の計算を目的として同

じ水セメント比のセメントペースト供試体も作製した。 

2.2 反射電子像の取得と画像解析 

所定材齢に達した試料をエタノールに 24 時間浸漬し

て内部水分との置換を行った。さらに，t-ブチルアルコー

ルとの置換を行った後，凍結真空乾燥を行い，真空樹脂

含浸装置を用いてエポキシ樹脂を含浸させた。樹脂の硬

化後，耐水研磨紙を用いて骨材とペーストマトリックス

相の境界が鮮明に観察できるまで注意深く研磨し，ダイ

ヤモンドスラリーによる仕上げ研磨を行った。試料表面

にカーボン蒸着処理を施し，反射電子像観察試料を得た。

走査型電子顕微鏡観察にてセメントの水和度およびセメ

ント粒子の分布の正確な評価が可能で，かつ，なるべく

広視野の観察が行えることを意図して 4)，観察倍率 200

倍にて図－1(a)に示すモルタルの反射電子像を無作為に

20 枚以上取得した。このとき，1 画像は 1148×1000 画素

からなり，1 画素は 0.55μmに相当する。 

取得した反射電子像に対し，グレースケールに基づく

2 値化処理を施し，図－1(b)に示すようにセメント粒子

を抽出した。また，モルタルの反射電子像において，骨

材をグレーレベルによって自動的に識別することは困難

である。このため本研究においては注意深く観察を行い

グレースケールと表面のテクスチャ，寸法を総合的に考

慮して目視により骨材相を抽出した。このとき，画像解

析ソフトウェアにより図－1(c)に示す重心点座標から，

セメント粒子の点密度�̂�を算出し，それぞれの位置ベク

トル𝒙𝑖を点過程X = {𝒙𝑖; 𝑖 = 1,⋯ , 𝑛}とした。また，抽出し

た未水和セメント粒子の面積率をステレオロジーの原則

に基づき体積率とし，未水和セメント粒子体積率 VC と

初期の未水和セメント体積率 VC0から，式(1)により水和

度 αを算出した。 

   α = 1 − (VC VC0)            (𝟏)⁄  

2.3セメント粒子の空間分布評価 

(1)セメント粒子の分散性評価 

モルタル中のセメント粒子の分散性を評価するため，

式(2)より K 関数を求めた。K 関数とは，観察視野に分布

している点xi∈Xに関して，任意の点から半径 r の円内に

存在する他の点個数の期待値を反映している。 

   K̂(𝑟) =
1

𝜆2̂
∑

1(|𝒙𝑖 − 𝒙𝑗| ≤ 𝑟)

𝑠(𝑥)
𝑖≠𝑗

       (𝟐) 

ここに，位置ベクトル𝒙𝑖 , 𝒙𝑗 ∈ 𝑋，1(・)は( )内が真であれ

ば 1，偽であれば 0 を与える指示関数であり，

s(𝑥)(𝑥 = |𝑥𝑖 − 𝑥𝑗|，𝑖 ≠ 𝑗)はエッジ補正係数である。 

(2)シミュレーションによるランダム性評価 

セメントペーストと骨材の 2 相構造を成すモルタルに

おいて，セメントペースト領域内のセメント粒子の分散

性を評価した。実際のモルタル中の骨材画像を用いて，

骨材の補集合空間であるセメントペースト領域に対し，

実際のモルタル中のセメントペースト領域とセメント粒

子の点密度が等しくなるよう点をランダムに発生させた。

発生させた点をモルタル中のセメントペースト領域内に

セメント粒子が完全にランダムな状態で分散した点過程

𝑋𝑆とみなし，この試行を 200 回繰り返すことでシミュレ

ーションにおける K 関数𝐾𝑆を算出した。 

(3)円相当径による粒度分布 

画像解析により得られたセメント粒子の 2 値画像から，

円相当径によるセメント粒子の粒度分布を求めた。また，

練り混ぜ初期におけるセメント粒子の粒度分布はセメン

ト共同試験におけるエア・ジェット式ふるい装置による

セメントの粉末度試験結果を基に 5)，Rosin-Rammler 分布

に従うとして算出した。 

2.4 水和進行シミュレーション 

 2.3(3)にて算出した練り混ぜ初期における粒度分布か

ら，水和反応の進行によるセメント粒子の消失シミュレ

ーションを行った。このとき，セメント粒子の水和反応

は，単純に粒子表面から進行して内部に未水和核を残す

と考え，図－2 のような各粒子の表面から一定の反応厚

 

   

(a)反射電子像の例    (b)セメント粒子 2値画像   (c)セメント粒子重心点      (d)点密度のマッピング 

図－1 セメント粒子の反射電子像から点過程への変換例（A:骨材，白色粒子:未水和セメント粒子） 
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さを仮定した。練り混ぜ初期のセメント粒子の質量と反

応後に残存した質量から式(1)と同様の手順により水和

度を算出し，半径が反応厚さ δ以下の粒子は消失すると

考え、その水和度における粒度分布を求めた。さらに，

得られた粒度分布を用いて，W/C=0.5 のセメントペース

トにおける水和度ごとの単位体積当たりのセメント粒子

個数𝑁𝑉およびセメント粒子直径の平均値E[𝐻]を計算し，

式(3)の Dehoff 式より点密度𝑁𝐴（単位面積当たりのセメ

ント粒子個数の期待値）を求めた。 

   𝑁𝐴 = 𝑁𝑉 × 𝐸[𝐻]             (𝟑) 

2.5 点発生シミュレーションによる点過程の再現 

 2.4 より得られた各水和度における点密度𝑁𝐴より，統

計解析ソフト R を用いて図－3 のようにモルタル画像上

のセメントペースト領域に対しランダムに点を発生させ

るシミュレーションを行い，各水和度におけるモルタル

中のセメント粒子の点過程を再現した。このとき，点の

発生領域としてセメントペースト領域全体（図－3(a））

またはセメントペーストマトリックス中のセメント粒子

以外のセメントペースト領域（図－3(b)）の 2 つのパタ

ーンを設定し，それぞれの再現性を検証した。さらに，

実際のモルタル中のセメント粒子の点過程とシミュレー

ションにより再現した各水和度における点過程に対し，

R を使用して図－1(d)のようにモルタル中のセメントペ

ーストマトリックスにおける点密度の大小を濃淡で表す

マッピング処理を行い，視覚的な理解を容易にした。 

3. 結果および考察 

3.1 モルタル中の未水和セメント粒子 

 表－1 に反射電子像より得られたモルタルのセメント

粒子の画像解析結果を示す。骨材率はいずれの材齢にお

いても約 50%程度であり，配合からの計算値（骨材率：

48%）との差も小さいことから，骨材抽出は適切に行わ

れ，各試料間における解析精度に差異は生じていないと

考えられる。材齢の進行にともない水和度は増大し，そ

の一方で点密度は減少する傾向にあり，この 2 つの指標

には相関性があると推察される。材齢 12 時間の試料に

比べ，材齢 24 時間でのセメント粒子の平均径は減少す

るが，それ以降は大きく変化していない。 

 図－4 にセメント共同試験における粉末度試験結果よ

り求めた練り混ぜ初期のセメントの粒度分布と，それを

基に水和進行シミュレーションにより算出した水和度

18.7%（材齢 12 時間の水和度に相当）での粒度分布，さ

らに画像解析（水和度 18.7%）より得られた粒度分布を

点過程のパラメーターとなる粒子個数に関してプロット

した結果を示す。練り混ぜ初期におけるセメント粒子は

粒子径 10μm 以下の微細な粒子が大半を占めており，水

和の進行後もその割合は非常に大きい。一方で，画像解

析にて観測される微細な粒子の割合は同程度の水和度に

 

 

図－4 セメント粒子の粒度分布 
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図－5 点密度と水和度の関係 
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図－2 水和進行にともなうセメント粒子の縮小 

 

反応厚さ

反応前セメント粒子 反応後セメント粒子

表－1 未水和セメント粒子の画像解析結果 

 

12時間 52.7 14.7 18.7 0.0057 6.20
24時間 49.5 12.5 38.1 0.0054 5.62
72時間 51.3 10.7 44.0 0.0050 5.66

平均粒子径（μm）材齢 骨材体積率(%) セメント粒子体積率VC(%) 水和度(%) 点密度（個/μm2）

 

図－3 点発生シミュレーション  (a)セメントペースト領

域全体に点発生  (b)セメント粒子以外のセメントペース

ト領域に点発生 
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おけるシミュレーション結果に比べて小さい。 

図－5 にモルタルおよびセメントペーストの画像解析

により得られたセメント粒子の点密度と水和度の関係性

を示す。さらに，2.4 の水和進行によるセメント粒子の

消失シミュレーションにて算出した，セメント粒子の点

密度と水和度の関係を破線にて示す。画像解析により得

られたセメント粒子の点密度は水和度を強く反映してい

る。シミュレーションにより算出した点密度の理論値と

画像解析により求めた実測値は，水和度が約40%以上（材

齢 1 日程度以降）では，ほぼ一致している。一方で，水

和度 40%以下の範囲において実測値は理論値を下回って

いる。これは，図－4 より，反射電子像による観察にお

いて，微細な粒子が水和により既に消失していること，

画像分解能以下のセメント粒子が初期には多数存在して

いたこと，および微細な粒子が観察断面上に現れにくい

ことなどの影響と考えられる。つまり，反射電子像によ

る観察においては微細なセメント粒子の分だけ点密度が

低下していると推測される。セメント粒子分布の初期状

態を求めることは困難であるが，Scrivener らは初期状態

まで粒子を加える逆解析を提案している 6)。そこで，セ

メントの水和度，すなわち未水和セメント粒子面積率と

セメント粒子数には相関性があると考え，本研究におい

てはシミュレーションの結果を考慮し，画像解析におけ

る初期点密度(水和度 0%)を指数式近似により外挿的に

予測した。近似式を図中に実線にて示す。水和度 0%にお

ける点密度とセメント共同試験の結果を基に推定した値

との差は大きくはないようである。 

図－6 に各材齢における実際のモルタル中のセメント

粒子の K 関数𝐾𝑟およびシミュレーションにより求めた

完全ランダム分布の K 関数𝐾𝑆をそれぞれ示す。いずれの

材齢においても実際のモルタル中のセメント粒子の点過

程とシミュレーション点過程の関数値は一致しており，

セメント粒子はセメントペースト領域全体にランダムに

分散していることが分かる。これより，セメントペース

ト領域における水和反応において，材齢の進行によりセ

メント粒子個数が減少した場合も，その空間配置におけ

るランダム性は維持されていることが理解される。 

3.2 点過程シミュレーションによる解析 

 図－7 に各材齢におけるモルタルの反射電子像より抽

出したセメント粒子の点密度マップの代表例を示す。縦

 

     

(a)材齢 12時間(水和度:18.7%)  (b)材齢 24時間(水和度:38.1%) (c)材齢 72時間(水和度 44.0%) 

図－7 実際のモルタル中のセメント粒子の点密度マップ(グレー粒子：骨材) 

     

(a)材齢 12時間(水和度:18.7%)(b)材齢 24時間(水和度:38.1%)  (c)材齢 72時間(水和度 44.0%) 

図－8 点発生シミュレーションにより再現されたモルタル中のセメント粒子の点密度マップ(グレー粒子：骨材) 
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(a)材齢 12時間        (b)材齢 24時間         (c)材齢 72時間 

図－6 モルタル中の未水和セメント粒子の K関数 
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軸のカラースケールはセメント粒子の点密度（個/μm2）

を表している。骨材同士に挟まれた狭小領域においては

セメント粒子の点密度は低下する傾向にある（図中○印）。

このように，骨材粒子の近傍において点密度の低い領域

は確かに存在しているが，骨材の壁効果により骨材粒子

の周囲に一様に形成されているわけではなく，点密度の

高い領域が骨材に直接接している部分も存在する（図中

□印）。よって，局所的な点密度は統計的な変動を強く受

けると考えられる。材齢の進行にともなう水和反応によ

りセメント粒子は消費され，点密度は小さくなる。この

とき，水和度の小さい試料と大きい試料を比較すると，

水和が進行するほどセメントペーストマトリックス全体

の密度差が相対的に小さくなる傾向が見られる（図－7）。

これは，初期には相対的に水セメント比の低い領域がバ

ルクセメントペースト部に確かに存在しているが，材齢

の進行にともないその差は明確でなくなることを示して

いる。すなわち，一般的に観察が可能となる材齢 1 日以

降のモルタルやコンクリートの反射電子像観察において

は，点密度は同程度であっても観察試料作製までの材齢

にて，骨材周囲の水和反応が進行して骨材粒子近傍のセ

メント粒子が消失し，見かけ上，高 W/C もしくはセメン

ト粒子充填不足として認識されている可能性がある。特

に，図－4 に示したようにセメント粒子としては小さい

粒子が極めて多いことから，粗大な粒子は近接できない

としても多数の小粒子が配置することは可能であると考

えられる。このとき，セメント粒子分布と同様に骨材の

初期配置もその形状が任意に変化するランダム領域であ

り，骨材粒子近傍の局所的な高 W/C 域もセメントペース

トマトリックス全体でランダムに生じていると推測され

る。よって，セメントペースト領域全体におけるランダ

ム性は材齢に依らず維持されているものと考えられる。

また，セメントペーストマトリックス全体を捉えたとき，

セメント粒子の点密度には比較的ポーラスな領域と緻密

な領域が存在しており，Diamond ら 7)が提唱するパッチ

ワーク構造が形成されているように見える。 

図－8 に図－3(a)のようにセメントペーストマトリッ

クス中にランダムに点を発生させるシミュレーションに

より再現されたセメント粒子の点密度マップを示す。シ

ミュレーションにより得られたセメント粒子の点過程は，

実際のセメントペーストマトリックスにおける点密度の

変動を再現しており，実際のモルタルと同様に緻密な領

域とポーラスな領域を形成している。各材齢における点

密度の変動範囲も実際のモルタルと同程度であり，モル

タル中のセメント粒子の分散形態もDiamondらが提唱す

るパッチワーク構造を形成することから，ランダムに点

を発生させるシミュレーションにより実際のモルタルに

近い分散状態を再現することが可能と考えられる。セメ

ント系材料におけるセメント粒子の空間配置のランダム

性はセメントペースト領域全体で保たれていることから

（図－6），セメント粒子を点過程として取り扱う場合，

各配合条件における水和度と点密度の関係性を明確にす

ることで，材齢の進行にともなうセメント粒子の空間配

置の簡便な再現が可能となると期待される。 

3.3 若材齢期におけるセメント粒子の点過程の再現 

図－9に図－3(a),(b)のように，材齢 24 時間のモルタ

ル画像中のセメントペースト領域，またはセメント粒子

以外のセメントペースト領域に対し，ランダムに点を発

生させることで，それ以前の水和度18.7%（材齢12時間）

における点過程を再現した点密度マップをそれぞれ示す。

いずれも点密度の変動範囲に大きな変化は見られない。

セメント粒子以外の領域に対して点を発生させた場合，

材齢 24 時間に比べ，骨材粒子近傍のセメント粒子点密

度の低い領域が縮小しており，より若材齢期（水和度

18.7%）（図－7(a)）に近い分布状態となっている。これ

より，実際のモルタル中では，若材齢期の水和反応にと

もない骨材粒子近傍のセメントペースト領域においてセ

メント粒子の消失が生じたと考えられる。よって，骨材

粒子周辺のセメント粒子配置の再現性はモルタル画像上

のセメント粒子を考慮した方が高くなると推測される。

つまり，各水和度における実際のセメント粒子の大きさ

を考慮してその補集合空間に点を発生させることで，反

射電子像による観察材齢以前の若材齢期におけるセメン

ト粒子の空間配置の再現性が高まり，シミュレーション

の精度が向上することが期待される。 

図－10 に材齢 12 時間のモルタル画像中（図－7(a)）

のセメント粒子以外のセメントペースト領域に対して点

 

     

図－9 材齢 24時間より材齢 12時間における点過程を遡及して再現した点密度マップ  (a)材齢 24時間(b)材齢 12

時間の再現(セメント粒子以外のセメントペースト領域) (c)材齢 12時間の再現(セメントペースト領域全体) 
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をランダムに発生させることで，それ以前，すなわち練

り混ぜ初期（水和度 0%）における点過程を再現したとき

の点密度マップを示す。図－10より，練り混ぜ直後にお

いても骨材粒子の近傍に点密度の低い領域は存在し，骨

材の壁効果により不均質性が導入されることは確かなよ

うである。しかし，再現された点密度マップでは，骨材

粒子近傍にてセメント粒子の点密度の変動範囲がより小

さくなっており，練り混ぜ直後におけるセメント粒子の

初期配置は，個数の観点からは水和反応の始発以降に比

べより均質な状態にあると考えられる。つまり，セメン

ト粒子は練り混ぜ過程においてランダムに導入される骨

材の壁効果によりその分散領域に制限を受けるが，その

影響は局所的なものに留まり，セメントペーストマトリ

ックス全体においては統計的に均質に近いランダム状態

にあると考えられる。これより，一般的に言及される骨

材粒子周辺のセメント粒子分布の不均質性は，点過程と

しては，練り混ぜ直後には微細なセメント粒子にて補填

されるため明確な存在ではなく，セメントの水和反応の

始発を経て，反射電子像による観察が行われるまでの骨

格構造の形成期間において発現する要素が大きく影響し

ていると考えられる 8)。換言するならば，遷移帯領域に

て観測されるセメント粒子の不十分な充填とは，初期の

セメントの粒子配置におけるランダムな変動の影響を強

く受けたものと考えられる。 

 

4 結論 

 セメント粒子分布を点過程とみなし，その点密度と水

和度の関係性からシミュレーションを行うことにより，

セメント粒子の空間分布の再現を検討した。また，初期

の界面領域のセメント粒子分布を点過程として再現し，

ランダムな分布特性から，組織が変動する理由について

考察を行った。本研究にて得られた主な結果は以下の通

りである。 

 

1) セメント粒子の点密度は水和度を強く反映してお

り，点過程として取り扱う場合は，配合条件と水和

度より点密度が推定可能になることが期待される。 

2) 骨材の壁効果により初期に点密度の低い領域は存

在するが，骨材の周囲に一様に形成されているわけ

ではなく，統計的な変動を強く受けると考えられる。 

3) セメント粒子の点密度の分布状況からパッチワー

ク構造のようにポーラス領域と緻密な領域が共存

し，かつ，これはシミュレーションでも再現される。 

4) 実際のセメント粒子の粒度分布を点のランダム発

生シミュレーション時に反映させることで，若材齢

期におけるセメント粒子の空間配置の再現性が高

まり，予測精度の向上が期待される。 

5) 遷移帯領域にてセメント粒子の点密度が低下する

という粒子の充填特性の差は，練り混ぜ直後のラン

ダム分布では明確ではなく，微細粒子により充填さ

れていることが予想される。 
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(a)水和度 0% 

図－10 材齢 12時間(水和度 18.7%)より練り混ぜ直

後（水和度 0%）の点過程を再現した点密度マップ 
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