
 

論文 産業副産物をセメント代替とした即脱成型平板の研究 
 

平塚 和男＊１・寺石 弘＊２・橋本 紳一郎＊３・橋本 親典＊４ 
 
要旨：従来の即脱成型平板を対象として，Ⅱ種フライアッシュ，高炉スラグ微粉末，石炭火

力発電所から排出される脱硫石膏を脱水した二水石膏からなる粉体をセメントに置き換え

て製造した即脱成型平板の曲げ強度特性について検討した。その結果，水酸化ナトリウムを

練混ぜ水に添加すること，ビニール袋で供試体を包装し乾燥を防ぐ気中養生を行うことで，

材齢 28 日で７.5N/mm２程度の曲げ強度を有する硬化体が得られた。走査型電子顕微鏡を用

いて，セメント硬化体と同様な結晶構造が存在することを確認した。練混ぜ水のアルカリ化

とビニール袋の包装による気中養生の採用が有効であることが明らかになった。 

キーワード：フライアッシュ，即脱成型，水酸化ナトリウム，曲げ強度 

 

１．はじめに 

 現在，我が国の石炭灰発生量は 720 万トンで，

この内の 60％が有効利用されており，残りの

40％が陸域あるいは海域で埋め立て処分されて

いる。しかし，排出量は年々増加の途をたどっ

ており，多岐にわたる利用方策が急務となって

いる。今後多量の石炭灰をリサイクル資源とし

て有効利用することが望まれる。 

 これに対し，石炭灰の有効利用開発の一環と

して，フライアッシュを大量に用いた硬化体の

製造方法が開発され，主として海洋構造物への

適用が検討されてきた。特に，橋本ら１）は，Ⅱ

種フライアッシュ，高炉スラグ微粉末，二水石

膏からなる粉体をセメント代替として，振動の

作用で流体化させ締固めを行うという技術を検

討し振動数と振幅を最適に選定することによっ

て，材齢 91 日で 35Ｎ/mm２の圧縮強度を有する

硬化体の製造の可能性を示した。 

 本研究では，先の橋本らが開発した産業副産

物のみで構成する硬化体の製造方法を即脱成型

平板を対象とした超固練りコンクリートへの適

用を試みる。 

橋本らの研究１）では，低水粉体比の硬化体を

強力な振動力によって流体化させ締固めを行う

が，本研究では，即脱成型平板を対象にするた

め，締固め方法を変更できない。そのため，硬

化体の強度増進を図るために，練混ぜ水のアル

カリ化２）と即脱成型平板では一般的な気中養生

の変更に着目した。 

 すなわち，従来の即脱成型平板のコンクリー

ト配合の各単位量のうち，セメント以外の単位

量は，ほぼ一定とし，練混ぜ水に水酸化ナトリ

ウム水溶液を添加させてアルカリ濃度を増加さ

せ，気中養生以外に水中養生およびビニール袋

包装の気中養生（以後，包装養生と称する）に

よる水和反応の促進効果を検討した。硬化体の

水和反応生成物は，走査型電子顕微鏡による結

晶構造の観察によって行った。さらに，即脱成

型平板の問題点である白華現象に対するセメン

トを用いない本硬化体の白華抑制効果について

も検討した。 

 

2．実験概要 

2.1 使用材料 

＊ １徳島大学大学院 工学研究科マクロ制御工学専攻（正会員） 
＊ 2 東洋工業（株） 開発室（正会員） 
＊ 3 徳島大学大学院 工学研究科マクロ制御工学専攻（正会員） 
＊ 4 徳島大学教授 工学部建設工学科 工博（正会員） 
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本研究で用いた各使用材料の物理的性質を以

下に列記する。 

フライアッシュは，四国電力石炭火力発電所

産のⅡ種フライアッシュであり，物理的性質を

表―１に示す。高炉スラグは，市販の高炉スラ

グ微粉末（比表面積：4620g/cm2，密度：2.86g/

ｃm3）である。二水石膏は，四国電力石炭火力

発電所の脱硫石膏として副産される二水石膏

（密度：2.29g/ｃm3）である。 

細骨材は，香川県さぬき市多和産砕砂（粗粒

率：3.21，密度：2.60g/ｃm3）を使用した。粗骨

材は，通常のコンクリートに用いる粒径 5ｍｍ以

上の粗骨材とは異なり，粒径 2～7mm の徳島県

美馬郡美馬産砕石（最大寸法 7mm，粗粒率：4.9，

密度：2.60g/ｃm3）を使用した。 

練混ぜ水は上水道水，水酸化ナトリウムは工

業用の市販のものを使用した。 

2.2 コンクリート配合 

 本研究で使用したコンクリートの配合を表―

２に示す。Mix.1，Mix.2 は既往の研究結果２）よ

り，Ⅱ種フライアッシュと高炉スラグ微粉末と

二水石膏の質量比は，1：0.2：0.1 とした。 

また，Mix.3 については従来の即脱成型平板製

作に用いられる配合を基本として，単位水量 107

㎏/ｍ３とした。また，Ⅱ種フライアッシュと高炉

スラグ微粉末と二水石膏の比率を 1：0.4：0.1 と

した。高炉スラグ微粉末の比率を Mix.1 と Mix.2

より大きくした理由は，予備実験において強度

が十分に発現しにくいことが明らかになり，潜

在性水硬性がある高炉スラグ微粉末の比率を２

倍に強度増進を図った。Mix.4 は従来のセメント

を用いた即脱成型平板の配合である。 

 練混ぜ水をアルカリ性にすることにより，フ

ライアッシュの強度増進を図ることを目的とし

て，Mix.2 では工業用の水酸化ナトリウム（液体，

密度 1.26g/cm３，濃度 24％）を練混ぜ水の 2％添

加し，Mix.3 では 3％添加した。 

2.3 練混ぜ方法 

コンクリートの練混ぜは，50 リットル用のパ

ン型ミキサーを用いた。練混ぜは全粉体および

骨材を投入して 2 分間，水酸化ナトリウム水溶

液を加えて 4 分間合計 6 分間練り混ぜた。 

写真－１は，練り混ぜ直後のコンクリートの

状態を示す。水粉体比が 30%以下のため，骨材

表―１ Ⅱ種フライアッシュの物理的性質 
品質 二酸化珪素 

（％） 
湿分 
（％） 

強熱減量 
（％） 

密度 
（g/cm３） 

比表面積 
（g/cm３）

使用材料 45.9 0.04 1.7 2.32 3460 
JISＡ6201 

規定 
45.0 
以上 

1.0 
以下 

5.0 
以下 

1.95 
以上 

2500 
以上 

 
表―２ コンクリートの示方配合 

単位量（kg/m３） 
Ｐ* 配合名 

粗骨
材の
最大
寸法 

水粉
体比
W/P 
(%) 

細骨
材率

s/a 
(%) 

Ｗ 
FA BS Gypsum C 

S G** NaOH
*** 

Mix.1 28 62 188 517 103 52 － 672 412 ―― 

Mix.2 26 62 177 525 105 53 － 682 419 ２％ 

Mix.3 26 75 107 273 110 27 － 1198 400 ３％ 

Mix.4 

7mm 

26 75 107 ―― ―― ―― 410 1198 400 ―― 
P*：P とは，総粉体量，FA とはフライアッシュ，BS とは高炉スラグ微粉末，Gypsum とは，ニ水
石膏のことを意味する。 
G**：粗骨材は，粒径 2mm～7mm の骨材であり，5mm 以下の細骨材の粒径と一部重複する。 
NaOH***：工業用の水酸化ナトリウム（液体，密度 1.26g/cm３，濃度 24％）の単位水量に対する添
加率を意味する。 
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群に粉体が付着した団塊の集合体であり，水光

りする部分が全くない。 
2.4 締固め方法 

締固めは，実際に小型コンクリート平板の試

作機として用いられている写真―２示す即脱成

型機を使用した。振動装置条件はモーター回転

数 50Ｈｚ，振幅振り子 28 ㎜，振幅 1.4 ㎜，振動

時間は予備振動 2 秒，本振動 3 秒の計 5 秒，従

来の即脱成型の 5 秒と同様にした。写真―３に，

即脱直後の供試体を示す。 

2.5 養生方法 

 養生方法は，気中養生，ビニール包装養生お

よび水中養生の３種類である。気中養生では，

コンクリート打設脱型後平板供試体を写真―４

に示す鋼製パレットに載せたまま所定の材齢ま

で製品工場の室内に放置する。包装養生は，ビ

ニール包装をした状態で製品工場の室内に放置

する。水中養生は，材齢 1 日で鋼製パレットよ

り取り外し 20±1℃の水中で養生を行う。試験材

齢は 7，28，91 日の３材齢とした。 

2.6 試験方法及び試験項目 

（1）曲げ強度試験 

 曲げ強度試験に供した試験体形状は，写真－

３に示す 200×100×60mm の平板型供試体であ

る。曲げ強度試験は，インターロッキングブロ

ック舗装技術協会，インターロッキングブロッ

ク舗装設計施工要領の，インターロッキングブ

ロックの曲げ試験方法に準処して行った。 

曲げ強度は以下の(1)式で求めた。 

σ ＝ 2db
240
・

・P・・・（1） 

σ ：曲げ強度（N/mm２） P：最大荷重(N) 

ｂ：インターロッキングブロック幅（mm） 

ｄ：インターロッキングブロック厚さ（mm） 

（2）空隙率の測定 

 空隙率は，以下の(2)式で求めた。 

Ａ＝
Ｔ

Ｔ－Ｗ
×100・・・（2） 

写真―１ 練混ぜ後のコンクリート状態 写真―２ 即脱成型機 

写真―３ 即脱直後の供試体 写真―４ 気中養生および包装養生
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Ａ：空隙率（％） 

Ｔ：空気が全くなくなったものとして示方配合

から計算したコンクリートの単位容積質量 

（㎏/ｍ３） 

Ｗ：硬化した供試体を実測した単位容積質量 

（㎏/ｍ３） 

2.7 走査型電子顕微鏡による結晶構造の観察 

 硬化による水和反応生成物の結晶構造の観察

は，走査型電子顕微鏡(733 型)を用いた。観察試

料は，曲げ強度試験に用いた供試体を細かく粉

砕して使用した。試料は粉砕した後に乾燥させ，

白金コーティングして観察した。 

2.8 エフロレッセンスの観察 

 従来のセメントを使用した硬化体と，Ⅱ種フ

ライアッシュをセメント代替とした硬化体のエ

フロレッセンスを比較観察するために，硫酸ナ

トリウム 3％液を用い強制的にエフロレッセン

スを発生させる促進試験を行ない，供試体表面

の白華の目視観察を行った。 

 

3．試験結果および考察 

3.1 強度特性 

図―１は，材齢 28 日の曲げ強度と配合の種類

と養生方法の関係を示す。図―２は，包装養生

時の配合の種類と各材齢時の曲げ強度の関係を

示す。以下，各配合別に説明する。 

(1)配合Ｍix.1 について 

曲げ試験を行うために所定の材齢時において

供試体を持ち上げたときに，供試体の自重によ

って変形するものもあった。養生方法，材齢に

関わらずすべての場合で，曲げ強度試験の載荷

初期で供試体が崩壊し，測定ができなかった。 

(2)配合Ｍix.2 について 

 材齢 7 日では気中，包装および水中の各養生

方法とも載荷初期で供試体が崩壊し測定が不能

であった。一方，材齢 28 日では，気中養生が

0.89N/mm２，包装養生が 2.87N/ｍｍ２，水中養生

が 2.36N/mm２の曲げ強度が得られた。インター

ロッキングブロック舗装技術協会で必要とされ

る曲げ強度 5N/mm２の 50％程度の曲げ強度であ

る。水酸化ナトリウム水溶液，水中養生，包装

養生が強度発現に有効である。 

（3）配合Ｍix.3 について 

材齢 7 日では，水中養生で 5.7Ｎ/mm２，包装

養生で 6.1N/mm２と 5N/mm２を越える曲げ強度を

確保することができた。材齢 28 日では，気中養

生で 2.8N/mm２と必要曲げ強度 5N/mm２の 56％

であったが，水中養生で 7.6N/mm２，包装養生で

7.5N/mm２であり必要曲げ強度を 50％超える伸

びが見られた。 

 (4)配合Ｍix.4 について 

 Ｍix.4 の配合は，セメントを使用する従来の即

脱成型平板の配合である。Mix.4 では，気中養生

は行っていない。材齢 7 日の曲げ強度で，水中・

図―１ 養生方法が曲げ強度に与える影響
（材齢 28 日） 
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図―２ 配合の種類と曲げ強度の関係
（包装養生） 
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写真―5 曲げ強度 7.5N/mm２の試料（配合：Mix.3,材齢 28 日，倍率 3500 倍） 

写真―６ 曲げ強度 6.7N/mm２の試料（配合：Mix3，材齢 28 日，倍率 3500 倍） 

包装養生ともに 7.5N/mm２であり，必要曲げ強度

を越えている。水中養生を行うまでもなく，包

装養生で十分な養生効果がある。 

 以上の結果，練混ぜ水に水酸化ナトリウム 3％

水溶液を使用することで，セメントを用いない

でⅡ種フライアッシュ，高炉スラグ微粉末，二

水石膏を用いて即脱成型硬化体の曲げ強度の増

進を図ることができた。また，この種類の硬化

体の即脱成型には，直接空気に触れない包装養

生が水中養生と同様な養生効果があることが明

らかになった。 

3.2 空隙率 

 表－３に，材齢 28 日の曲げ試験で用いた供試

体による空隙率を示す。Mix.1 のデータは，供試

体が変形したため計測していない。Mix.2 と

Mix.3 の空隙率は，Ｍix.4 の従来のセメントを用

いた即脱成型平板の空隙率より少し小さい。本

配合の範囲では，Ⅱ種フライアッシュ，高炉ス

ラグ微粉末，二水石膏の産業副産物とセメント

の粉体の違いが空隙率に与える影響は小さい。 

橋本ら１）の研究では，振動締固めを行う硬化

体は，空隙率が 2 から 3％である。これに対し

Mix.1～3 は，超固練りコンクリートの配合でか

つ，締固め時間が 5 秒と非常に短いために，空

隙率が 3 倍以上大きくなったと考えられる。 

3.3 走査型電子顕微鏡による観察結果 

 十分な曲げ強度が発現した硬化体を対象とし

て，フライアッシュ粒子周辺の水和反応生成物

の形態を観察するために，曲げ強度が 7.5N/mm2

と 6.7N/mm2の試料の結晶構造を走査型電子顕微

鏡で観察した。 

写真―5 は，配合Ｍix.3，材齢 28 日で曲げ強度

7.5N/mm2 が得られた試料の走査型電子顕微鏡の

写真である。フライアッシュ粒子周辺にエトリ

ンガイトと推定される針状結晶が確認できる。

表―３ 各配合の空隙率(%) 

試料番号 配合名

No.1 No.2 No.3 

平均値

 

Mix.1 ― ― ― ―

Mix.2 8.9 9.4 10.0 9.4

Mix.3 8.4 8.1 8.1 8.2

Mix.4 9.0 13.8 9.7 10.8
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また，水和反応生成物として板状結晶構造も観

察される。 

 写真―６は，先と同じ配合・材齢条件で曲げ

強度 6.7N/mm2が得られた試料の走査型電子顕微

鏡の写真である。フライアッシュ粒子表面には

エトリンガイトと推定される針状結晶は確認で

きないが周辺には針状結晶が確認できる。板状

結晶はあまり生成されていない。 

走査型電子顕微鏡によって観察される水和反

応生成物は非常に微視的な観察であり，水和反

応生成物の違いを本硬化体の強度発現の原因と

考えることはできない。しかしながら，曲げ強

度が十分に発現した本硬化体には，通常のセメ

ントを用いた硬化体と同様な水和反応生成物が

存在するという事実は，曲げ強度以外の力学的

性状に関して，セメント硬化体と同様な能力を

有する可能性を示唆するものである。 

3.4 エフロレッセンスの抑制効果 

 硬化体のエフロレッセンス発生状況を目視観

察しやすくするために，Mix.3 には赤色顔料を，

Mix.4 には緑色顔料を混入した。白華した部分は，

両者とも明確に観察することができた。 

写真―７は，白華促進期間 7 日間および２１

日間の供試体である。７日間では，Ｍix.3 のフラ

イアッシュ混入硬化体は全く白華状況を見るこ

とが出来ないが，Ｍix.4 のセメント混入硬化体は

白華部分が見られる。一方，21 日間では，Ｍix.3

のフライアッシュ混入硬化体にも少量の白華が

見られるが，Ｍix.4 のセメント混入硬化体は全面

に白華現象が出現している。セメントを使用し

ないで，Ⅱ種フライアッシュを大量に使用する

本硬化体がエフロレッセンスの抑制効果に対し

て，非常に有効であることが明らかになった。 

 

4．まとめ 

 セメントを全く使用せずに，Ⅱ種フライアッ

シュ，高炉スラグ微粉末，二水石膏からなる分

粉体をセメント代替として，従来の即脱成型平

板の配合とほぼ同様な水，粉体，細・粗骨材の

単位量の範囲内のコンクリートで，インターロ

ッキングブロック舗装技術協会で必要とされる

曲げ強度 5N/ｍｍ２以上の曲げ強度を材齢７日で

実現するためには，練混ぜ水のアルカリ化と，

気中養生から乾燥を防止するビニール袋包装に

よる気中養生への変更が必要であることが明ら

かになった。 
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