
論文 炭酸化した環境負荷低減型ガラス繊維補強モルタルの耐久性評価 

 

関 健吾*1・横関 康祐*2・向原 敦史*3・藤木 昭宏*4 

 

要旨：各種ガラス繊維を用いたガラス繊維補強モルタル（GRM）の耐久性向上を目的に，強制的に炭酸化し

た環境負荷低減型 GRM について検討したところ，環境負荷低減型 GRM は，ガラス繊維種類によらず，材齢

初期で一般的な GRM よりも高い強度を示した。また，GRM を 70℃温水中に浸漬し，劣化促進環境下での強

度低下を評価した結果，耐アルカリ性ガラス繊維を用いた環境負荷低減型 GRM は，同繊維を用いた一般的な

GRM よりも約 2.6～4.6 倍の耐久性を有することが分かった。耐アルカリ性の無いガラス繊維（E ガラス）を

用いた環境負荷低減型GRMは，耐アルカリ性ガラス繊維を用いた一般的なGRMと同程度の耐久性を示した。 

キーワード：炭酸化，ガラス繊維，曲げ強度，引張強度，長期強度，耐久性，耐用年数 

 

1. はじめに 

地球温暖化問題に際して，CO2 排出量削減の取り組み

は，近年益々重要視されている。これに関して，CO2 の

地下貯留を目指した取り組みだけでなく，CO2 を固定化

して有効活用する取り組みも着目されている。こうした

背景のもと，著者らはこれまでに，強制的に炭酸化する

ことでコンクリート中にCO2を化学的に固定する環境負

荷低減型コンクリートの研究を行ってきた 1)。このコン

クリートの特徴として，炭酸化によってコンクリート中

の pH がほぼ中性域（pH=6~7 程度 2)）となることが挙げ

られる。 

一方で，耐アルカリ性ガラス繊維（以下，AR ガラス）

を用いたガラス繊維補強モルタル（以下，GRM）は，広

く普及しているものの，長期的には AR ガラスのアルカ

リ劣化が生じて強度低下を招くという報告もある 3),4),5)。

構造物の長寿命化を目指したコンクリート材料の高耐久

化は，社会的にも強く望まれており，これは GRM に関

しても例外ではないと考える。 

そこで本研究では，GRM の耐久性改善を目的として，

AR ガラスを用いて炭酸化した環境負荷低減型 GRM の

品質および耐久性について評価を行った。また，更なる

検討として，耐アルカリ性を有さないガラス繊維（以下，

E ガラス）を用いて炭酸化した環境負荷低減型 GRM に

ついても，同様の評価を行った。 

 

2. 環境負荷低減型 GRM の強度特性 

2.1 試験概要 

（1）使用材料および配合 

使用材料を表-1 に示す。環境負荷低減型 GRM は，結

合材に，早強ポルトランドセメント，高炉スラグ微粉末

および γC2S を使用した。γC2S は，CO2 と直接反応して

主にバテライト（CaCO3）を生成する性質を有する 2)。

使用したガラス繊維の寸法を表-2 に示す。AR ガラスは

耐アルカリ性を有しており，一般的なガラス繊維補強コ

ンクリートに使用されているチョップドストランドを用

いた。E ガラスは，耐アルカリ性は有しておらず，強化

プラスチックの製造に使用されているチョップドストラ

ンドを用いた。 

*1 鹿島建設（株） 技術研究所 土木材料グループ 研究員 修士（工学）（正会員） 

*2 鹿島建設（株） 土木管理本部 土木技術部 要素技術開発グループ長 博士（工学）（正会員） 

*3 中国電力（株） 流通事業本部 土木計画担当 専任係長 

*4 ランデス（株） 技術部 研究所 博士（工学）（正会員） 

表-1 使用材料 

項目 記号 摘要 

水 W 水道水，密度 1.00g/cm3 

ｾﾒﾝﾄ 
HPC 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ，密度 3.14g/cm3 

OPC 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ，密度 3.16g/cm3 

混和材

BFS 高炉ｽﾗｸﾞ微粉末，密度 2.92g/cm3 

γ γC2S，密度 2.95g/cm3 

F 石炭灰，密度 2.20g/cm3 

細骨材 S 砕砂（最大径 5mm），密度 2.65g/cm3 

混和剤 SP 高性能減水剤，ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾝ酸系化合物 

繊維 
AR AR ｶﾞﾗｽ,密度 2.8g/cm3,繊維長 9,13,25mm

E E ｶﾞﾗｽ,密度 2.6g/cm3,繊維長 6,13,25mm 

 

表-2 使用したガラス繊維の寸法 

記号 分類 ﾌｨﾗﾒﾝﾄ径 繊維長 ｱｽﾍﾟｸﾄ比

AR9 

AR ｶﾞﾗｽ 18μm 

9mm 500 

AR13 13mm 722 

AR25 25mm 1389 

E6 

E ｶﾞﾗｽ 
10μm 

6mm 600 

E13 13mm 1300 

E25 13μm 25mm 1923 
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表-3に環境負荷低減型 GRM および一般的な GRM（以

下，一般品 GRM）の配合および繊維長 13mm のガラス

繊維を 1.0vol%混入した場合のフレッシュ性状を示す。

試験ケースは表-4 に示すとおりとし，繊維長の影響につ

いて評価した。また，環境負荷低減型 GRM は，一部の

ケースで繊維添加量の影響を評価した。 

（2）練混ぜおよび養生条件 

本研究では，GRM はプレミックス法を対象とし，練

混ぜには公称容量 10L のオムニミキサーを用いた。ガラ

ス繊維以外の材料を投入し，低速（100rpm）で 60 秒練

り混ぜた後，かき落としてから中速（280rpm）で 90 秒

練り混ぜた。その後，ガラス繊維を投入し，低速（100rpm）

で 30 秒練り混ぜた。供試体採取後は，いずれも 20℃環

境下で封緘養生し，材齢 1 日の時点で脱型した。脱型後，

環境負荷低減型 GRM は 50℃，40%RH，15%CO2環境下

で材齢 14 日まで強制的に炭酸化させた後に，試験に供し

た。一般品 GRM については，脱型後，材齢 14 日まで

20℃水中養生を行い，試験に供した。 

（3）試験項目および試験方法 

試験項目および試験方法を表-5 に示す。材齢 14 日の

時点で，圧縮強度および曲げ強度を測定した。曲げ強度

は JSCE-G 552に準じて，3等分点載荷で試験を実施した。 

2.2 試験結果および考察 

（1）AR ガラスを用いた環境負荷低減型 GRM について 

a）繊維長の影響 

AR ガラスを用いた環境負荷低減型 GRM について，繊

維長の影響を図-1 および図-2 に示す。両図中には，繊維

長 13mm の AR ガラスを用いた一般品 GRM の強度試験

結果（一般-AR13）を併記した。また，繊維を用いない

場合（バルクマトリクス）における結果を表-6 に示す。

なお，バルクマトリクスの結果は図-1 および図-2 中にも

併記した。図-1 より，圧縮強度は，配合種類および繊維

長によらず 65～70N/mm2 程度とほぼ同程度であった。一

方，図-2 に示すとおり，環境負荷低減型 GRM の曲げ強

度は，繊維長が 9mm，13mm，25mm と長くなるにつれ

て，それぞれ 10.7N/mm2，11.5N/mm2，12.9N/mm2 と増加

した。これは，12mm から 50mm の範囲の AR ガラスに

ついて検討した既往の文献 6)の傾向と一致する。また，

供試体寸法が 40×40×160mm であることから，繊維長

25mm の場合については繊維が強制的に配向された可能

性もある。 

ここで繊維長 13mm を例にすると，一般品 GRM が

8.90N/mm2 であるのに対し，環境負荷低減型 GRM は

表-3 強度特性試験におけるガラス繊維補強モルタルの配合とフレッシュ性状 

記号 配合種類 
W/B 

(%) 

Air 

(%) 

単位量(kg/m3) 繊維混入後の 

ﾓﾙﾀﾙﾌﾛｰ(mm) 
W 

B 
S 

AR

ｶﾞﾗｽ

E 

ｶﾞﾗｽ HPC OPC BFS γ 0 打 15 打 

環境-A 環境負荷 

低減型 GRM 
35 2.5 

305 261 － 349 261 875
表-4 － 105×103 157×156

環境-E － 表-4 102×102 129×127

一般-A 一般品 

GRM 
312 － 891 － － 890

表-4 － 145×128 227×221

一般-E － 表-4 104×102 133×131

 

表-4 強度特性試験の試験ケース 

GRM 種類 
AR ガラス E ガラス 

AR9 AR13 AR25 E6 E13 E25

環境負荷低減 ○ ● ○ ○ ● ○

一般品 ○ ○ ○ － ○ －

○：1.0vol%のみ実施， ●：0.5，1.0，1.5vol%を実施 

 

表-5 試験項目および試験方法 

試験項目 準拠規準 供試体寸法 試験材齢

圧縮強度 JIS A 1108 φ50×100mm 材齢 

14 日 曲げ強度 JSCE-G 552 40×40×160mm 
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図-1 繊維長と圧縮強度の関係（AR ガラス） 
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図-2 繊維長と曲げ強度の関係（AR ガラス） 
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11.5N/mm2 と約 1.3 倍の曲げ強度を示した。表-6 に示す

とおり，両者のバルクマトリクスにおける曲げ強度はそ

れぞれ 8.16N/mm2 および 9.07N/mm2 であったことから，

ガラス繊維の混入による補強効果は，一般-AR13 で

8.90-8.16=0.74N/mm2，環境-AR13 で 11.5-9.07=2.43N/mm2

となり，一般-AR13 と比較して環境-AR13 の方が補強効

果は高かったことが分かる。この要因として，繊維長お

よび繊維混入量は同一であることから，マトリクスと繊

維との付着強度の影響が考えられる。表-6 に示すとおり，

バルクマトリクスにおける圧縮強度と曲げ強度は，一般

品と比較して環境負荷低減型の方がやや高かったことか

ら，ガラス繊維との付着強度が向上したことで，補強効

果も向上した可能性がある。 

炭酸化が強度に及ぼす影響については，既往の文献に

示されるように，炭酸化によって空隙充填されたことに

加え，各水和物の表面に生成された CaCO3 同士が密着し

てゆき，硬化体内に連続した CaCO3 層が形成された 7)こ

とや，炭酸化と並行して乾燥が進行するため，乾燥の影

響によって表層部付近の強度が向上した 8)ことなどが考

えられる。表-6 より，一般品の曲げ強度は水中養生の場

合で 8.16N/mm2，強制炭酸化の場合で 7.23N/mm2 であり，

強制炭酸化による曲げ強度向上は確認されなかった。セ

メントの水和に必要な水分が不足したことに加え，炭酸

化深さが 10.7mm と供試体体積の約 74%の炭酸化（四面

からの炭酸化の合計）に留まっていたためと考えられる。 

一方，環境負荷低減型モルタルは，強制的に炭酸化す

ることで，曲げ強度は 5.34N/mm2 から 9.07 N/mm2 に向上

した。炭酸化深さは 18.7mm であり，供試体体積の約 96%

が炭酸化していた。環境負荷低減型モルタルは，単位セ

メント量が少ないことから強度発現に占めるセメント水

和の割合が相対的に低く，その一方で，炭酸化による緻

密化と強度発現が顕著に表れたものと推察される。 

b)繊維添加量の影響 

環境負荷低減型 GRM について，繊維長 13mm の AR

ガラス添加量の影響を評価した（図-3）。図中には，比較

として繊維長 13mm の AR ガラスを 1.0vol%用いた一般

品GRMの結果を併記した。図より，環境負荷低減型GRM

は，繊維添加量が 0.5，1.0，1.5vol%と増加するにつれて，

曲げ強度が 10.4N/mm2，11.5N/mm2，11.2N/mm2 となり，

若干ではあるが増加傾向であった。なお，圧縮強度は繊

維添加量が 0.0，0.5，1.0，1.5vol%と増加するにつれて，

80.0N/mm2，69.2N/mm2，69.6N/mm2，65.6N/mm2 と減少

傾向にあり，既往の文献 6)と同様の傾向であった。 

（2） E ガラスを用いた環境負荷低減型 GRM について 

a）繊維長の影響 

E ガラスを用いた環境負荷低減型 GRM について，繊

維長と圧縮強度の関係を図-4 に示す。図より，圧縮強度

は 69.0～75.0N/mm2 であり，図-1 に示した AR ガラスを

用いた場合と同程度かやや高い結果であった。 

E ガラスを用いた環境負荷低減型 GRM における繊維

長と曲げ強度の関係を図-5 に示す。比較として，図中に

は一般品 GRM に繊維長 13mm の E ガラスを 1.0vol%添

加した場合を併記した。図より，E ガラスを用いた環境

負荷低減型 GRM の曲げ強度は 10.9～11.5N/mm2 の範囲

にあり，AR ガラスを用いた場合（図-2）と比較して繊

維長の増加による補強効果は認められなかった。本研究

において，E ガラスを用いた場合は，AR ガラスと異なり

表-6 バルクマトリクスの強度（N/mm2） 

配合条件 養生条件 試験材齢 圧縮 曲げ

一般品 
20℃水中 

14 日 

77.0 8.16

50℃炭酸化 82.7 7.23

環境負荷 

低減型 

20℃水中 54.9 5.34

50℃炭酸化 80.0 9.07
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図-3 繊維添加量と曲げ強度の関係（AR ガラス） 
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図-4 繊維長と圧縮強度の関係（E ガラス） 
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図-5 繊維長と曲げ強度の関係（E ガラス） 
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いずれも脆性的な破壊挙動を示した。また，曲げ試験体

における破壊面を目視観察したところ，E ガラスの破断

が確認された。このため，繊維長が増加しても補強効果

が表れにくかった可能性がある。 

b）繊維添加量の影響 

繊維添加量と曲げ強度の関係を図-6 に示す。図中には

図-5 と同様に一般品 GRM の配合に E ガラスを 1.0vol%

添加した結果を併記した。図より，環境負荷低減型 GRM

は，1%までの繊維添加量では添加量が増加すると曲げ強

度も向上している。このことから，環境負荷低減型 GRM

についても，既往の知見 6)と同様に，繊維添加量の増加

に伴い曲げ強度は向上する傾向にあると考えられる。 

（3）環境負荷低減型 GRM の強度特性のまとめ 

材齢 14 日時点における，一般品 GRM に対する環境負

荷低減型 GRM の曲げ強度の比を表-7 に示す。環境負荷

低減型 GRM の曲げ強度は一般品 GRM より 15~50%程度

高い結果であった。先述のとおり，バルクマトリクスの

曲げ強度が高かったためと考えられる。そこで，次章に

おいて，劣化促進環境下における強度変化を評価した。 

 

3. 環境負荷低減型 GRM における長期強度の評価 

3.1 試験概要 

（1）劣化促進試験方法について 

一般に，E ガラスを用いたガラス繊維補強コンクリー

トは，繊維のアルカリ劣化により長期材齢における強度

低下が懸念される。さらに，前述のとおり AR ガラスに

ついても，緩やかではあるがアルカリ劣化が進行し，長

期的には強度低下することが懸念されている 3),4),5)。GRM

の耐久性については，繊維のアルカリ劣化以外にもガラ

ス繊維ストランド内部のフィラメント間および繊維とマ

トリクス界面領域への Ca(OH)2 の析出に伴う微視的構造

の変化がメカニズムとして考えられている 9)。ここでは，

既往の文献 10)を参考に劣化促進試験を行い，各繊維を用

いた環境負荷低減型 GRM の長期強度を評価した。 

既往の文献 10)では，まず，AR ガラスを用いた一般品

GRM を 4~80℃の水中に約 3 年間浸漬し，その間に曲げ

強度を定期的に測定して，各温度における強度低下割合

を算出している。その後，50℃における強度低下割合を

基準として，各温度における強度低下割合を標準化して

いる。文献 10)は AR ガラスを用いた一般品 GRM による

結果であるため，本研究で対象とする環境負荷低減型

GRMとは繊維種類やモルタルの pHが異なる点に留意が

必要であるものの，文献 10)中では 70℃環境における促進

倍率は 17℃環境の約 346 倍（70℃環境の材齢 1 日が，17℃

環境のほぼ 1 年に相当）とされている。 

そこで，これらを踏まえ，本研究では浸漬温度 70℃に

おける劣化促進試験を実施し，配合種類（一般品 GRM，

環境負荷低減型 GRM）および繊維種類（AR ガラス，E

ガラス）の影響を相対比較し，長期強度を評価した。 

（2）試験条件 

使用材料は表-1 と同じとした。配合を表-8 に示す。な

お，ここでは産業副産物の有効活用を目的に石炭灰も用

いた。ガラス繊維は AR ガラスおよび E ガラスともに繊

維長 13mm，添加量 1.0vol%とした。練混ぜ方法および養

生条件は，前述した強度特性試験時と同じとした。ただ

し，養生日数については，強度特性試験では材齢 14 日ま

でであったのに対し，より確実な全断面炭酸化を期して，

劣化促進試験では材齢 21 日までとした。養生終了後，供
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図-6 繊維添加量と曲げ強度の関係（E ガラス） 

 

表-7 一般品GRMに対する環境負荷低減型GRMの曲げ

強度(N/mm2) 

繊維長
繊維

量 

一般品

AR 

環境負荷低減 環境負荷

/一般品 AR E 

9/6mm※

1.0 

vol%

9.3 10.7 11.4 1.15~1.23

13mm 8.9 11.5 10.9 1.22~1.29

25mm 8.6 12.9 11.5 1.34~1.50

※ AR ガラス：9mm，E ガラス：6mm 

表-8 劣化促進試験におけるガラス繊維補強モルタルの配合 

ケース 

名称 

W/B 

(%) 

Air 

(%) 

単位量（kg/m3） σ21 

曲げ強度 

(N/mm2) 
W 

B 
S 

AR ｶﾞﾗｽ 

(13mm) 

E ｶﾞﾗｽ 

(13mm) HPC OPC BFS γ F 

環境-A 

35 2.5 

298 199 － 265 199 191 845
28 － 8.40 

環境-E － 26 7.50 

一般-A 
312 － 891 － － － 883

28 － 7.18 

一般-E － 26 6.99 
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試体を 70℃の温水中に浸漬し，劣化促進試験に供した。

pH の相違による供試体同士の影響を避けるため，試験ケ

ース毎に異なる容器に浸漬した。 

試験項目および試験方法を表-9 に示す。ここでは，劣

化促進を開始した材齢 21 日を促進 0 日とした。各供試体

は，劣化促進後，所定の促進材齢において 70℃の温水か

ら引き上げ，室温まで徐冷した後に各試験に供した。 

3.2 試験結果および考察 

（1）劣化促進試験開始時の炭酸化状況 

促進試験開始時（材齢 21 日）に，割裂引張強度試験後

の供試体断面にフェノールフタレイン 1%溶液を噴霧し，

炭酸化状況を観察した（図-7）。図より，ガラス繊維種類

によらず，環境負荷低減型 GRM は全面炭酸化している

ことを確認した。フェノールフタレイン溶液の呈色下限

値が 8.3～10.0 程度であることを踏まえると，環境負荷低

減型 GRM の pH は 8.3～10.0 程度以下，一般品 GRM は，

それ以上の高 pH であったと考えられる。 

（2）圧縮強度の評価 

圧縮強度比の推移を図-8 に示す。図は，劣化促進試験

開始時（材齢 21 日）の圧縮強度に対する比として示した。

図-8 より，促進材齢が経過しても圧縮強度はあまり変化

せず，促進 30 日における強度比は，環境-A および環境

-E でそれぞれ 1.13 および 1.07 であり，一般-A および一

般-E でそれぞれ 1.11 および 0.99 であった。このことか

ら，配合種類およびガラス繊維種類によらず，材齢経過

後も圧縮強度の大幅な低下は生じないことが推察される。 

（3）割裂引張強度の評価 

割裂引張強度比の推移を図-9 に示す。図-9 は，圧縮強

度の検討と同様に，劣化促進試験開始時（材齢 21 日）の

割裂引張強度に対する比として示した。図より，促進 30

日における割裂引張強度は，環境-A および環境-E でそれ

ぞれ 1.09 および 1.05 であり，強度低下は確認されなかっ

た。一方で，一般-A および一般-E については，促進 30

日の時点でそれぞれ 0.90 および 0.75 であり，環境負荷低

減型配合と比較すると，強度低下が大きい傾向であった。

これは，図-7 に示したとおり，一般品 GRM は環境負荷

低減型 GRM と比較して高 pH であるため，ガラス繊維の

アルカリ劣化が生じたためと推察される。 

（4）曲げ強度の評価 

曲げ強度比の推移を図-10 に示す。図より，促進 30 日

で環境-A の曲げ強度比は 1.03 であり，一般-A の 0.92 よ

りも高い結果であった。これは，図-7 に示したとおり，

環境負荷低減型 GRM は全断面が炭酸化しており，一般

品 GRM より低 pH であったためと考えられる。このこと

から，AR ガラスを用いる場合，モルタルを環境負荷低

減型配合とすることで，一般品配合の場合よりも長期材

齢における強度低下を抑制できることが分かった。 

表-9 試験項目および試験方法 

試験項目 参考規準 供試体寸法 試験材齢

圧縮強度 JIS A 1108

φ50×100mm 

促進 0 日※

促進 5 日 

促進 15 日

促進 30 日

割裂引張

強度 
JIS A 1113 

曲げ強度 JSCE-G 552 100×40×400mm 

※ 材齢 21 日を促進 0 日とした 

 

環境-A 環境-E 一般-A 一般-E 

 

図-7 劣化促進試験開始時の炭酸化状況 
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図-8 圧縮強度の推移（強度比） 
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図-9 割裂引張強度の推移（強度比） 
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図-10 曲げ強度の推移（強度比） 
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一方で，環境-E の曲げ強度比は一般-A とほぼ同様の推

移であり，促進 30 日で 0.88 であった。また，一般-A と

一般-E の曲げ強度比は促進 30 日でそれぞれ 0.92 および

0.75 であった。これらより，環境負荷低減型 GRM は低

pHのためARガラスの場合と同様にEガラスのアルカリ

劣化も抑制されたと考えられる。その結果，E ガラスを

用いた場合であっても，AR ガラスを用いた一般品 GRM

と同程度の強度低下に抑制できたものと推察される。 

（5）耐久性の評価 

劣化促進試験結果に基づき，耐久性の評価を行った。

前述した文献 10)に示される促進倍率を参考に，本研究に

おける促進 1 日が実環境における約 1 年に相当すると仮

定した。供用限界は劣化促進試験における強度比が試験

開始時の 0.85 となった時点と設定し，本研究における促

進 15 日から促進 30 日までの強度変化率に基づいて，耐

用年数を算出した。なお，供用限界とする強度比につい

ては，対象構造物や部材毎に適切に設定する必要がある。 

割裂引張強度における評価結果を図-11 に，耐久性評

価結果の一覧を表-10 に示す。表より，一般-A の耐用年

数と比較して，環境-A は 2.61～4.62 倍，環境-E は 0.55

～1.57 倍の結果となった。 

 

4. 結論 

本研究の範囲において，以下の知見を得た。 

1） 環境負荷低減型 GRM は，AR ガラスおよび E ガラ

スのいずれを用いた場合についても，繊維混入量が

等しい一般品 GRM よりも高い曲げ強度を示す。 

2） 劣化促進試験より，割裂引張強度および曲げ強度に

ついて，AR ガラスを用いた環境負荷低減型 GRM は，

ARガラスを用いた一般品GRMの 2.6～4.6倍程度の

耐久性を有する。 

3） E ガラスを用いた場合であっても，環境負荷低減型

GRM とすることで，AR ガラスを用いた一般品 GRM

と同程度の耐久性（曲げ強度）を得ることができる。 
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図-11 耐久性の評価（割裂引張強度） 

 

表-10 耐久性の評価結果一覧 

GRM 
種類 

割裂引張強度 曲げ強度 

耐用年数※ 比率※※ 耐用年数※ 比率※※

環境-A (100 年) 2.61 300 年 4.62 

環境-E 60 年 1.57 36 年 0.55 

一般-A 38 年 1.00 65 年 1.00 

一般-E 13 年 0.35 18 年 0.27 

※：強度比が 0.85 となる年数と設定 
※※：一般-A に対する耐用年数の比 
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