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要旨：二重円筒内の流動速度分布形状は二次関数を用いて表現できることが示唆されているが，二次関数に

おける 2 つの係数はそれぞれ，既往研究において指摘されている critical shear rate と，速度分布の傾きの変化

率（速度の減衰率と定義した）を表していることを確認した。また，実際に近似を行い，既存のべき乗則と

比較することで，種々の流動速度分布が二次関数形を用いて表現可能であることを確認するとともに，減衰

率に関して考察した。最後に，二次関数形を用いると種々の流動曲線が導出可能であり，モルタルの流動に

関して指摘されている流動曲線の焦点性が表現できることを示した。 
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1. はじめに 

 コンクリート構造物の品質の向上において，施工性

の良否を左右するフレッシュ性状の管理は肝要であるが，

混和剤の開発などによりスランプ試験による従来の性能

評価手法のみでは流動性の評価が困難になってきている。

そこで，定量的にフレッシュコンクリートの流動性を評

価するために，レオロジー的検討が行われるようになっ

てきた 1)。 

モルタルの示すレオロジー挙動として，ビンガム流動

近似された，高性能 AE 減水剤添加量の異なるモルタル

の流動曲線群は負の領域において焦点性を結ぶ規則性を

持ち，その位置は時間変化することが報告されている。

加えて，その現象は流動場の速度分布の実態が，測定に

おける仮定と乖離していることにより生じると推察され

ており 2)，フレッシュ状態のレオロジー挙動を明らかに

するためには流動場に関する理解を深めることが重要で

あると考えられる。 

流動場の実態に関して，近年，核磁気画像共鳴法（MRI）

を用いて回転二重円筒間の流動速度分布が計測されるよ

うになると，速度分布は非線形であり，実験条件によっ

て流動域と不動域に分かれる場合があることが様々な系

において報告されている。セメントペーストを対象とし

た研究において，流動域と不動の域境界は不連続で，

critical shear rate と呼ばれるロータの回転速度によらな

い一定の傾きを持つが，それは従来までのビンガムモデ

ルや Herschel-Bulkley モデルでは表現することが出来な

い現象であると指摘されている 3)。セメントペーストに

限らず，現在まで考案されている流動モデルの多くは，

流動曲線の測定に基づく，見掛けせん断速度とせん断応

力の関係から導かれているが，それらは単純ずりが成り

立つことを仮定して得られた結果である。したがって，

流動場の実態についての理解を深め，流動速度分布に基

づいた流動モデルの構築が必要であると考えられる。流

動速度分布に関して，山﨑 4)によって二次関数を用いて

表現可能であることが示唆されたが，検証は不十分であ

ると考えられる。そこで，本検討では二重円筒間におけ

る流動現象の理解を深めることを目的として，二次関数

形の意義を確認し，広く用いられる既存のべき乗則との

比較を通じて，実測された種々の速度分布を表現可能で

あることを確認した。また二次関数モデルを用いること

で，種々の流動曲線に加えて松本らによって指摘された

焦点が導出可能であることを確認した。 

 

2. べき乗側と二次関数の比較 

2.1 フィッティングに用いる関数形 

 表－1 に二次関数と，べき乗則の関数形をそれぞれ示

す。べき乗則は流動曲線の近似において広く用いられて

いるものであるが，例えば，Coussot5)らによって，速度

分布の近似にも用いられるなど，MRI による速度分布の

測定結果についても精度よく近似できることが知られて

いる。 

ここで，二次関数における係数 α，β とべき乗則にお

ける係数 α，m はそれぞれ物質定数である。また，r は二

重円筒内におけるロータ中心からの位置を表しており，

rcは流動停止端の位置を示している（図-1）。ともに物質

定数は 2 つと少なく，流動性状を簡易に表現できるので

工学的な利便性は高いと考えられる。 

 

2.2 二次関数形を用いる利点 

本検討では，速度分布の定式化により流動現象の理解

を深めることを目的としており，速度分布形状をより適

切に表現することが重要であると考える。速度分布の形

*1 東京大学大学院 工学系研究科社会基盤学専攻 (学生会員) 

*2 東京大学生産技術研究所 教授 工博 (正会員) 

 コンクリート工学年次論文集，Vol.39，No.1，2017

- 1165 -



状に関して，部分流動の際，Critical shear rate，すなわち，

流動停止端における傾き は図－2に示すように一定

であることが指摘されている 3)。ここで，図は横軸に回

転速度、縦軸に Critical shear rate を取ったグラフである。

ここでべき乗則と二次関数形の をそれぞれ計算す

ると，表－2 に示すように二次関数形では物質定数 β を

用いて，critical shear rate が定数となることを表現できて

いる。一方，べき乗則では， がロータの回転速度に

よって変化する rcの関数になっており，定数であること

を表現できていない。 

次に，両関数形において の二回微分を計算すると，

表－2 より，二次関数形においては 2α と定数になるが，

これはロータ壁面から流動停止端まで，速度分布の傾き

の大きさが一定の割合で減衰していくことを意味するも

ので，本検討では α を減衰率と呼ぶこととした。ただし，

既往の研究において，速度分布の傾きが一定の割合で減

衰する現象（α の存在）について指摘されているものは，

現状見当たらないため，流動メカニズムに関する考察な

どからもその存在の妥当性を検証する必要があると考え

られるが，それは今後の検討課題とする。 

以上より，二次関数形を用いることで critical shear rate 

が一定であることを表現することが可能であることを確

認したとともに，係数 α が減衰率という流動場の特性を

表す係数であることが示唆された。一方，べき乗側につ

いては，速度分布における係数の意味は明確ではないた

め，速度分布の定式化においては，二次関数形の方が適

切であると思われるが，その実用性については検討が不

十分である。そこで，本検討では，実際に種々の速度分

布に対し二次関数とべき乗則により近似を行い，誤差の

比較を通じて，二次関数形の妥当性を検証することとし

た。 

  

3. 種々の速度分布に対するフィッティング 

3.1 フィッティング方法 

 表－3 に示した，種々の流体に対し二次関数とべき乗

則による近似を行い，残差分散の平均値による比較を行

った。フィッティングに際して，山﨑によって速度分布

の相似性が指摘されていることを踏まえ（図－3），速度

分布の相似性を確認するためにも，流動停止端あるいは

二重円筒間で全域流動しているものに対しては外円筒の

位置を原点に取り直し，原点を取り直したグラフを用い

て各速度分布に対してフィッティングを行い，残差分散

を用いて誤差の比較を行った。 

3.2 フィッティング結果 

表－4 に残差分散の算出結果を示した。誤差が小さい，

すなわち精度の良い方を黄色で示している。今回比較を

行った 14 個の速度分布のうち，二次関数の方が誤差が小

さいものは 7 個であり，べき乗則の方が誤差が小さいも

のも 7 個であった。したがって，残差分散の比較からは

 

 

図－1 二重円筒内の速度分布 図－2 W/C35%セメントペーストの 

critical shear rate3) 

 

表－1 フィッティングに用いる関数形 

二次関数 べき乗則 

 
 

  

表－2 両関数形における一回微分および二回微分 

 二次関数 べき乗則 

一階微分(r=rc) 
  

二階微分  
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必ずしも二次関数による近似が優れているとは言えない

が，広く用いられているべき乗側と同様に，二次関数形 

 

においても種々の流体の速度分布を近似可能であること 

が確認された。また，速度分布の相似性に関して，全域

流動していない場合であっても必ずしも速度分布は相似

にならないことが確認された（図－4, 図－5）。ただし，

図－4 の泡の速度分布に関して，ロータの回転速度が遅

い場合には相似性を有しており，回転速度が速く，流動

停止端が外壁に近い 80rpmで速度分布がずれていること

から（外壁の位置は 0.018m），速度分布が相似になる条

件は，部分流動であるだけでなく，回転速度が一定以下

であることが必要であると考えられる。原因として，流

動停止端が外壁に達せずとも，近くなるとその影響を受

け，流動性が変化する可能性が考えられる。また，セメ

ントペーストについては，二つのグループに分かれてい

るようであるが，回転速度の大小によるものではない（図

―8）。速度分布の測定に際して，回転速度ごとに新しく

練った試料を用いていることが理由であると考えられる

が，すべての回転速度で別々の形状になるのではなく，

二つのグループに分かれていることは興味深い。 

理由については不明であるが，微妙な配合条件などの

差で流動機構が二種類に分かれ，それぞれ相似形の速度

分布を持つに至った可能性が考えられる。 

3.3 ロータ付近の速度分布形状に関する考察 

ここまで，速度分布形状は二次関数形で定式化できる

という考えのもと，検討を続けてきたが，図－4 の泡の

表－3 対象とした論文及び材料のまとめ 

Author Material 

Raynaud et al. (2002)6) 3.2% Bentonite suspension 

Coussot et al. (2002)5) Soft-Glassy materials 

Roussel et al. (2004)7) 3.2% Bentonite suspension 

Wasenius et al. (2005)8) 46% PMMA core-shell latex 

Jarny et al. (2008)9) W/C35% Cement paste 

Gabriele et al. (2009)10) Sunflower oil 

Rodts et al. (2005)11) Foam 

Ragouilliaux et al. 

(2006)12) 
Drilling mud 

Drappier et al.(2006)13) Surfactant solutions 

表－4 残差分散の算出結果 

種類 二次関数 べき乗 

S
o

ft
-G

la
ss

y
 m

at
er

ia
ls

 (a)Bentonite 1.78E-06 1.08E-06 

(b)Bentonite 5.706E-06 3.136E-06 

(c)Mayonnaise 1.181E-05 3.477E-06 

(d)Silica 9.714E-07 4.877E-07 

(d)honey 3.868E-06 3.178E-06 

(e)Cement paste 1.31E-06 1.73E-06 

3.2% Bentonite suspension 2.69E-06 3.13E-06 
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1Hz, 2Hz 4.565E-08 1.334E-08 

0.16, 0.8Hz 1.246E-08 1.652E-08 

W/C35% Cement paste 8.74E-06 1.07E-05 

Sunflower oil 1.354.E-06 1.595.E-06 

Foam 2.076E-05 8.560E-06 

Drilling mud 1.31E-06 1.73E-06 
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0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0 0.005 0.01 0.015 0.02

V
el

o
ci

ty
（

m
/s
）

Distance from verocity zero point（m)

80rpm
60rpm
40rpm
30rpm
20rpm
10rpm
5rpm

80rpm

5-60rpm

 

図－3 ベントナイト懸濁液の速度分布の相似性 4) 

 

 

図－4 泡の速度分布の相似性 

 

 

図－5 セメントペーストの速度分布の相似性 

 

10.3, 20.6, 51.5, 

 72.1, 82.4rpm 

32.9, 41.2, 61.8 rpm 
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速度分布や，図－5 のベントナイトの速度分布などを見

ると，ロータ壁面付近では直線形状に近くなっているよ

うに思われる。本検討では，ロータ壁面近くでは，速度

分布の二次関数形状が崩れているか否かを確認するため

に，速度が速い部分（上カット），もしくは遅い部分のデ

ータを一部カット（下カット）した場合の誤差の変化を

比較することとした。もし，ロータ壁面近くで二次関数

形状が崩れているのであれば，上カットの場合には誤差

が小さくなり，下カットの場合には誤差が大きくなると

考えられる。今回は，最大速度に対して 10%，30%，50%，

70%のデータをカットした場合の二次関数近似における

残差分散の推移を算出した。また，フィッティングに当

たって，速度分布が相似であると思われるものに関して

は同じ関数形を用いることとした。図－6，図－7に例と

して，泡の 10～60rpm とベントナイト懸濁液の 5~60rpm

の結果を示す。横軸に，カットしたデータの割合，縦軸

に残差分散を取り，青色の棒グラフで示しているのが，

速度が速い方のデータをカットした場合であり，赤色の

棒グラフで示しているのが，速度が遅い方のデータをカ

ットした場合の結果である。泡，ベントナイト懸濁液と

もにデータのカットを行わない場合に比べ，上カットし

た方が誤差が小さくなり，下カットを行った方が誤差が

大きくなるという結果となった。他の速度分布に対して

も同様の検討を行ったところ，同様の傾向が見られるも

のが多かった。以上の検討により，速度分布は同じ回転

速度であったとしても，ロータ付近とそれ以外では流動

場の性質が異なっている可能性が示唆された。これは減

衰率 α が場所によって変化している可能性を示唆する

ものである。 

3.4 減衰率 αが変動する場合の考察 

次に流動速度分布の形状についての考察を深めるた

めに以下の式(1)を用いてフィッティングを行うことと

した。 

         (1) 

 

近似に際して，流動停止端を原点に取り直したグラフを

用いており，x は流動停止端からの距離，k，β，n は物

質定数を表している。式(1)は，critical shear rate を表現

できる点で従来のべき乗則とは異なっている。また，二

次関数形における α は と表され，α の変動を考慮す

るために用いた式であり n=2 の時に減衰率は一定となる。 

図－8，図－9に泡とセメントペーストの結果を示して

いるが、横軸に流動停止端からの位置，縦軸に n を取り、

3.3 と同様に上カットを行い、n の推移を確認した（n=2

を赤線で示している）。泡に関しては 30%カットまで，n

の値はほぼ 3 になっている。全域で二次関数ではなく三

次関数形状の方がふさわしい可能性が考えられる。三次

関数系においては，α=kx と表され，ロータ壁面からは一

  

図－6 上下カットした場合の残差分散の推移例（泡） 
図－7 上下カットした場合の残差分散の推移例 

（ベントナイト懸濁液） 

  

図－8 上下カットした場合の残差分散の推移例（泡） 図－9 上下カットした場合の残差分散の推移例 

（ベントナイト懸濁液） 
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定の割合で減衰率が減少していく。一方セメントペース

トについては 70%カットに至るまで 1.2 付近の値を取っ

ていることが分かる。n＜2 とはロータ壁面から減衰率が

増加することを意味する。ただし n＝1 の時，速度分布が

直線で表され，減衰率は 0 で一定になることにも注意す

る必要がある。 

以上を踏まえると，速度の減衰率を用いて 

1. α が 2 で一定の流体(n=2) 

2. α がロータから離れるほど大きくなる流体(n＞2) 

3. α がロータから離れるほど小さくなる流体(n＜2) 

のように，流体の性質を場合分けすることが出来る可能

性があるが，今後さらなる検証が必要である。 

 

4. 流動曲線の定式化 

 4.1 流動曲線の導出 

本検討では最後に，二次関数形を用いた場合の流動曲

線に関する検討を行った。速度分布が相似であることを

踏まえ，同じ材料では α を一定とする。また壁面におけ

る Non-slip 条件を用いると，ニュートンの粘性法則より

ロータ壁面におけるせん断応力は次式で表される。 

     (2) 

（ただし r1は外円筒の位置，, r0はロータ壁面の位置，は

見掛けのせん断速度を表す。） 

一般的な流動曲線の形式に合わせて横軸に見掛けせ

ん断速度，縦軸にせん断応力を取ったグラフを描くと図

－10 のようになり擬塑性流動を表現することが可能で

ある。特に，α の値が小さい場合はグラフの非線形性が

小さくなりビンガム流動に近づく。そして，α，β の値が

ともに小さい場合，ニュートン流動を表現できることが

確認された。ここで，α の値が小さいとは速度の減衰率

が小さいということであり，速度分布形状は単純ずりに

近づくが，同時にこれは流動曲線が線形に近づくことを

意味する。また β で表される critical shear rate は，特定の

せん断速度以下では不動になるという意味を持つので，

降伏値と関連があると考えられる。実際二次関数から導

かれる速度分布では，せん断速度が 0 の時のせん断応力

が粘性係数 μ×β で表されている。すなわち β の値が小さ

くなれば，降伏値も小さくなるためニュートン流動に近

づくことになる。以上のように，二次関数形を仮定する

と，ニュートン流動，ビンガム流動，擬塑性流動といっ

た種々の流動曲線が導出できることが確認でき，その挙

動は α，β の物理的な意味とも合致していることが確認

された。ただし，ダイラタント流動については表現する

ことが出来ないこと，流動速度分布の相似形が確認され

ているのは，少なくとも全域流動していない場合に限ら

れるので，導出した流動曲線を広いせん断速度範囲に適

用させることが課題として挙げられる。 

4.2 焦点性との比較 

 モルタルの流動曲線に関して，高性能 AE 減水剤添加

の異なるモルタルの見掛けせん断速度とせん断応力の関

係を，回転粘度計を用いて計測し，その流動曲線をビン

ガム流動近似により算出した場合に，AE 減水剤添加量

の異なる流動曲線群が負の領域において焦点を結ぶとい

う規則性を持ち，さらにこの焦点位置は回転数切り替え

後からの経過時間に応じて変化することが松本らによっ

て報告されている 2）。本検討では二次関数形を用いて，

流動速度分布から松本らによって確認された焦点性を表

現できるか否かを確認することとした。 

α，β は物質定数であるため，同じ配合である場合は

AE 減水剤の添加量に寄らず一定で，粘性係数 μ が変化

すると仮定し，μ を変化させた場合の流動曲線群を描き

ビンガム流動近似したものが図-11である。図より x軸

上の負の点において焦点を結んでいることが分かる。こ

こで，式(2)で τ＝0 とおき， について解くと式(3)が得ら

れるが， 

        (3) 

 

これは α，β による関数である。今，α，β を物質定数と

  

図－10 二次関数を用いた場合の流動曲線 図－11 二次関数を用いた場合の焦点の導出結果 
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して一定であることを仮定しているため，x 軸上の同一

の点で τ=0 となり焦点を結ぶという結果になった。 

 一方，松本らの研究においては，焦点は x 軸上ではな

く，第三象限に存在することが報告されている。したが

って実際には各流動曲線の測定において α，β の値が変

動している可能性も考えられる。 

 以上より，速度分布が二次関数形で表現できると仮定

すると，松本らによって報告された，モルタルの流動曲

線における焦点が，速度分布から導出可能であることが

確認できた。ただし，焦点の位置については係数の変動

を考慮する必要があり，また，二次関数形は定常状態を

仮定しているため時間変化に関する考察は今後の課題で

ある。 

 

5 結論 

本研究の結論を以下に示す。 

1. 二次関数形における定数α、βはそれぞれ、速度分

布における減衰率と critical shear rate を表すことを

示した。 

2. 二次関数形を用いて種々の速度分布が近似可能で

あることを確認した。 

3. 減衰率 α が速度分布内の位置によって変動してお

り，流動性状は α の変動の仕方で分類可能できる可

能性があることが示唆された。 

4. 速度分布を二次関数形とした場合の流動曲線を導

出し，α や β の値を変化させることでニュートン流

動やビンガム流動，擬塑性流動を表現できることを

確認した。加えて，流動曲線群における焦点が導出

可能であることを確認した。 

最後に，二次関数形を流動モデルとして確立するため

には，流動場における力のつり合いについても検討する

必要があるが，今後の検討課題とする。 
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