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要旨：本研究では，フライアッシュ（FA）と高炉スラグ微粉末（BFS）を活性フィラーとするジオポリマー

コンクリート（FA-BFS 系 GP-C）の耐硫酸性に与える調合条件と養生方法の影響について実験的考察を行い，

FA-BFS 系 GP モルタルとポルトランドセメント（OPC）モルタルの耐硫酸性を比較した。主な結果として，

1）BFS の混合率が大きいほど，または，液粉体比が小さいほど，耐硫酸性が高い。2）水中養生より気中養

生された FA-BFS 系 GP-C の耐硫酸性が高い。3）OPC モルタルに比べて GP モルタルの耐硫酸性が優れる。 
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1. はじめに 

 ジオポリマー（GP）は，水ガラスや水酸化ナトリウム

などのアルカリ溶液の刺激でフライアッシュや高炉スラ

グ微粉末などの活性フィラーから溶出した SiO4 と AlO4

四面体の縮重合反応が生じて硬化する無機材料である 1)。

GP を結合材料とするジオポリマーコンクリート（GP-C）

は，セメントを使用しないため，ポルトランドセメント

（OPC）を使用する通常のコンクリートに比べ，CO2 排

出量を大幅に削減できる。更に，産業廃棄物や副産物を

活性フィラーとして使用することから，産業廃棄物の利

用拡大を図るために注目されている。現在，国内外で活

発に研究が行われているが，実用化に向けて様々な課題

が残されており，多くの性能が解明されていない。 

一方，コンクリート構造物を化学的に侵食する物質と

して硫酸（塩）が挙げられる。温泉地帯や酸性河川流域

に建造された構造物，下水道関連施設および化学工場等

の産業構造物などでは，しばしば硫酸（塩）による劣化

が重大な問題となっている。大気汚染に伴う酸性雨など，

今後，一般の構造物でも問題となる時代が来ないとは言

い切れない。硫酸（塩）によるコンクリートの劣化は，

セメントの水和生成物である Ca(OH)2と C-S-H ゲルが酸

と反応して二水石膏を生成し，更に未反応の C3A と反応

しエトリンガイトに変り膨張圧が生じるためである 2)。 

しかし，GP は，縮重合反応による非結晶質や半結晶

質のものであり，Ca(OH)2を含まず，半結晶質の C-A-S-H

ゲルの Ca/Si 比が小さいため，OPC 硬化体に比べ，耐酸

性に優れると考えられる 1)，3)。このため，現在，GP-C

の二次製品は，耐酸性を必要とされる温泉地帯に試用さ

れている（「日本経済新聞」記事 2015 年 5 月 21 日）。 

GP の耐酸性およびそのメカニズムに関する研究が多

く報告されている 4)‐7)。酸環境における GP の劣化メカ

ニズムとして，酸の H+や H3O
+イオンは，GP 構造

（framework）に電荷平衡のために存在する Na+や Ca2+

イオンを交換し，Si-O-Al ボンド（bond）を破壊して SiO4， 

AlO4単量体が増加すると考えられる 6)。しかし，酸に対

する抵抗性の影響要因はまだ明らかになっていない。 

そこで，本研究では，フライアッシュと高炉スラグ微

粉末を活性フィラー（以下 AF）とするジオポリマーコ

ンクリート（FA-BFS 系 GP-C）の耐硫酸性を解明するこ

とを目的として，FA-BFS 系 GP-C の調合条件（単位アル

カリ溶液量，液粉体比，BFS 混合率と粉末度，アルカリ

溶液の種類，遅延剤の添加など）および養生条件（気中，

高温＋気中，水中）の違いが硫酸溶液への浸漬による質

量減少率および侵食深さに与える影響を考察する。 

 

2. 実験概要 

2.1 使用材料および調合 

GP-C および GP モルタル（GP-M）の使用材料を表－1

に，OPC モルタル（OPC-M）の使用材料を表－2に示す。

実験には，事前に表乾調整を行った川砂と石灰石砕石を

使用した。また，アルカリ溶液（以下 AS）として，水

ガラスの水溶液（JIS 1 号水ガラスの体積濃度：50％，以

下 WG）および WG と苛性ソーダの水溶液（NaOH，モ

ル濃度：10M）を 3：1 の体積比で混合したもの（以下

WG+NH）を使用した。また，JIS4000 級の高炉スラグ微

粉末（以下 4000 級 BFS）と比表面積が 2320cm2/g の非

JIS 規格品の高炉スラグ微粉末（以下 2000 級 BFS）を使

用した。 

表－3 に，GP-C の調合と圧縮強度を示し，表－4 に

OPC-M および GP-M の調合を示す。なお，圧縮強度は，
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JIS A 1108：2006 に準じ，28 日材齢で試験した結果であ

る。調合は，GP-C の液粉体比（AS と AF の質量比）を

0.50，BFS 混合率（AF 中の BFS の質量割合）を 20， 30， 

40％，AS を 185，200，210kg/m3，遅延剤添加の有無に

より設定した。また，GP-C の粗骨材量は，各シリーズ

で一定とした。なお，遅延剤の添加有無の影響の考察を

除き，4000 級 BFS を用いた GP-C の可使時間を確保する

ために，遅延剤を添加した。また，BFS 粉末度の影響を

検討するにあたり，他の調合条件を同じするために 2000

級 BFS を用いたシリーズ⑦と⑧にも遅延剤を添加した。

遅延剤は，AF に対する質量比の 5％を外割で添加した。 

一方，GP-C の耐硫酸性に与える粗骨材の影響を無く

すために，川砂を用いて GP-M と OPC-M 供試体を作製

し，両者の耐硫酸性を比較した。ただし，GP-M の液粉

体比を 45，50，55%の 3 水準としたが，OPC-M の水セ

メント比は 50%とした。また，GP-M に用いたアルカリ

溶液は水ガラスと苛性ソーダの混合水溶液とし，4000 級

BFS の混合率を 30％にした。 

2.2 供試体の作製および養生 

(1) 供試体の作製 

 GP-C の練混ぜは，強制二軸式ミキサを用いて，20～

25℃の室内で実施した。まず，AF および細骨材をミキ

サに投入して 60 秒間，次に，アルカリ溶液および遅延剤

を投入して 120 秒間， 後に粗骨材を投入して 120 秒間

の計 5 分間練混ぜを行った。また，GP-M の作製につい

ては，GP-C の練混ぜ過程において，AS および遅延剤を

投入して 120 秒間練り混ぜた後，一旦，練混ぜを停止し，

ミキサからモルタルを採取した。なお，モルタルを採取

した後のコンクリートの調合が調合条件の単位量となる

ように事前に材料投入量を調整した。 

GP-C と GP-M 供試体の作製方法として，試料をほぼ

2 層に分けてサイズが直径 100×高さ 200mm のプラスチ

ック製円柱型枠に詰め，棒状バイブレータを用いて締め

固めた。締固め後に型枠の外側を木槌で均等に叩いた。

耐硫酸性試験用の供試体を作製すると同時に，GP-C の

28日材齢の圧縮試験用の供試体を養生方法ごとに 3本ず

つ作製した。なお，今回の耐硫酸性試験用の GP-C 供試

体は，乾燥収縮試験にも使用したため，その縦方向の中

心に埋め込みゲージを設置した。 

(2) 供試体の養生 

供試体を作製した直後に 20±2℃，R.H.60±5％の室内に

搬入し，GP-C は 2 時間後（すべての供試体は凝結した），

GP-M は 10 日後，OPC-M は 1 日後に脱型し，表－5に示

す条件で各シリーズの供試体を養生した。 

2.3 試験方法 

耐硫酸性試験は，GP-C の乾燥収縮試験後に「コンク

リートの溶液浸せきによる耐薬品性試験方法（案）」8)を

参考に，水温が 20±2℃，質量パーセント濃度が 5％の硫

酸溶液を用いて，浸漬期間 8 週まで試験を継続した。ま

た，浸漬期間中の硫酸溶液の pH 値が 0.2～0.4 の範囲を

保つように，浸漬期間１，2，3，4，6 週ごとに硫酸溶液

を全量入れ替えるとともに，調整を適宜行い，8 週まで

pH 値を上記の範囲に維持した。なお，浸漬開始時の供試

体の材齢は，GP-C は 128～129 日であり，GP-M と OPC-M

は共に 41 日であった。供試体は，浸漬前に表乾質量を測

表－3 GP-C の調合と圧縮強度 

ｼﾘｰｽﾞ 

調合条件 単位量 (kg/m3) 圧縮強度(N/mm2) 

液粉 
体比 

BFS 
仕様 

BFS 
混合率
(%) 

遅延剤の 
添加率(%) AS BFS FA S G LST 

養生方法 

常温気中 高温＋常温気中 

① 

50％ 

JIS 
4000 級 

30 
5.0 

210 126 294 721 

1000 

21.0 25.0 --- 
② 200 120 280 762 20.0 28.4 54.1 
③ 185 111 259 824 18.5 27.4 --- 
④ 40 

200 

160 240 772 20.0 30.9 --- 
⑤ 20 80 320 753 23.5 --- 
⑥ 0.0 0.0 23.8 36.5 
⑦ 2000 級 30 5.0 120 280 762 20.0 26.6 47.8 
⑧ 200※ 748 14.9 --- 

注：シリーズ⑧に用いたアルカリ溶液は，水ガラス水溶液のみであった。 
 

表－1  GP-C および GP-M の使用材料 

種別 略号 仕様 物性値 

活性 
フィラー 
(AF) 

FA JIS Ⅱ種 密度 2.28g/cm3 

BFS 
粉末度 4000 級 

密度 2.89 g/cm3 

比表面積 4120cm2/g 

粉末度 2000 級 
密度 2.88 g/cm3 

比表面積 2320cm2/g 

アルカリ
溶液 
(AS) 

WG 
＋NH 

水ガラスと苛性ソ
ーダの水溶液 

WG：NaOH=3：1 
密度 1.315 g/cm3 

WG 水ガラスの水溶液 密度 1.27 g/cm3 

細骨材 S 川砂 
表乾密度 2.60 g/cm3 

吸水率  1.46 % 

粗骨材 G 石灰石砕石 2005 
表乾密度 2.70 g/cm3 

吸水率  0.40 % 

遅延剤 LST 
L‐酒石酸ナトリ
ウム 

密度 1.78 g/cm3 

表－2  OPC-M の使用材料 

種別 略号 仕様 物性値 

セメント C 
普通ポルトラン
ドセメント 

密度 3.15 g/cm3 

水 W 蒸留水 密度 1.00 g/cm3 

細骨材 S 川砂 
表乾密度 2.60 g/cm3 

吸水率  1.46 % 
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定し，図－1 に示すように硫酸溶液を入れた試験槽に供

試体の間隔をあけ，その打込み面を上にして完全に浸漬

した。1， 2，3，4 および 8 週の浸漬期間に達した時点

で硫酸溶液から供試体を取り出し，図－2 に示すように

水道水で洗浄し，表面の脆弱な部分をワイヤブラシ等で

取り除いた。その後，乾燥した清潔な布で供試体表面を

拭い，外観の写真撮影および質量測定を行った。また，

浸漬期間 8 週の供試体の外径を測定した。測定方法は，

供試体の上下端面から高さの 1/4 付近および高さの中央

付近で，互いに直交する 2 方向の直径を 0.1mm の精度で

計り，その平均値を外径とした。 

 

3. 実験結果および考察 

3.1 ジオポリマーコンクリートの耐硫酸性 

図－3に，GP-C 供試体（気中養生）の各浸漬期間の侵

食状況を示す。2 週以降に表面侵食が始まり，浸漬期間

が長いほど，侵食状況は激しくなる傾向が見られた。 

図－4に，硫酸溶液に浸漬した GP-C の質量変化と侵 

表－4 OPC‐M および GP‐Mの調合 

記号 種類 単位量 (kg/m3) 

OPC-M 
通常のモルタル 

(W/C=50%) 
W C S 

317 634 1199 
GP-M GP モルタル WG＋NH BFS＋FA S 
GP-M 
(45%) 液粉体比 45% 322 214＋500 1150 

GP-M 
(50%) 

液粉体比 50% 322 193＋451 1226 

GP-M 
(55%) 液粉体比 55% 322 175＋410 1287 

表－5 供試体の養生条件 

種類 養生方法 シリーズ 

GP-C 

気中養生 (20±2℃，R.H. 60±5%)①～⑧ 

高温養生 (60±5℃，6 時間)の後
に気中養生 (20±2℃，60±5%) ②，⑥，⑦ 

標準水中養生 (20±2℃) ②，⑥，⑦ 

GP-M 気中養生 (20±2℃， R.H.60±5%)
GP-M (45%) 
〃  (50%) 
〃  (55%) 

OPC-M 標準水中養生 (20±2℃) OPC-M 
   

図－1 供試体の浸漬状況  図－2 供試体の洗浄状況 

ｼﾘｰｽﾞ 浸漬前 1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 

① 

      

② 

      

③ 

      

④ 

      

⑤ 

      

⑥ 

      

⑦ 

      

⑧ 

      
図－3 GP-C 供試体(気中養生)の各浸漬期間の侵食状況 
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食深さを示す。同図に示すように各浸漬期間の質量減少

率は，調合によって異なるが，8 週の質量減少率は 6～

12％であり，8週の侵食深さは2～4mmの範囲であった。 

ただし，質量減少率が同等であっても侵食深さに違い

のあるシリーズも見受けられたことから，OPC の場合と

同様に，GP-C にも質量減少率と侵食深さに高い相関が

あるかを検証した。図－5 に，浸漬期間 8 週における質

量減少率と侵食深さの関係を示す。同図より，質量減少

率と侵食深さに高い相関が見られた。しかし，両者の関

係データにばらつきがある。その一因は，侵食深さの測

定精度であると思われる。また，GP の酸環境での劣化

反応メカニズムについては，まだ不明点も多い。今後も

劣化反応メカニズムを解明するとともに質量減少率と侵

食深さの関係を詳細に考察する予定である。 

今回の GP-C には，粗骨材として石灰石砕石を使用し

たため，石灰石砕石より溶出した Ca2+が SO4
2-と反応し，

難溶性の硫酸カルシウムが粗骨材表面に生じたことを確

認した（図－6参照）。また，測定毎に供試体表面の脆弱

な部分をワイヤブラシ等で取り除いた際，生成した硫酸

カルシウムも除去されたことにより，硫酸が石灰石砕石

をさらに溶かし，供試体の内部へ侵食していったと考え

られる。したがって，石灰石砕石以外の粗骨材を使用す

れば，GP-C の耐硫酸性はさらに向上すると考えられる。 

3.2 GP-C の調合の影響 

(1) 単位アルカリ溶液量の影響 

図－7 に，単位アルカリ溶液量の影響を示す。8 週の

質量減少率は，単位アルカリ溶液量が 185 kg/m3 の場合

は 8.4％，200 kg/m3の場合は 8.5％，210 kg/m3の場合は

8.2%であり，ほぼ同じであった。また，同期間における

侵食深さについても，単位アルカリ溶液量に拘らず，違

いは見られなかった。なお，図－3に示すように，8 週の

表面侵食状況の劣化程度も一様であった。 

(2) BFS 混合率の影響 

図－8 に，BFS 混合率の影響を示す。8 週の質量減少

率は，BFS 混合率が 20％の場合は 12.3％，30％の場合は

8.4％，40％の場合は 6.5%であり，BFS 混合率が大きく

なるほど，質量減少率は小さくなる傾向が見られた。ま

た，8 週における侵食深さについても，同様の傾向が見

られた。なお，図－3 に示すように，BFS 混合率が大き

いほど，8 週の表面侵食状況の劣化程度は小さかった。

これは，BFS 混合率が大きいほど，GP-C の縮重合反応

が早期から活発であり，材齢 28 日の圧縮強度も高くなる

ため，腐食性イオンの浸透性が低下すると考えられる 9)。 

(3) BFS 粉末度の影響 

図－9 に，BFS 粉末度の影響を示す。8 週の質量減少

率は，シリーズ②は 8.4％，シリーズ⑦は僅かに小さく

7.8%であった。粉末度が大きいほど，質量減少率は若干

大きくなる傾向が見られた。また，8 週における侵食深

さについても同様の傾向が見られた。しかし，図－3 に

示すように，2 シリーズの 8 週の表面侵食状況の劣化程

度に差は見られなかった。また，シリーズ②の方がシリ

ーズ⑦より圧縮強度は高かった。シリーズ⑦の耐硫酸性

が高い原因は不明であるが，シリーズ②に比べ C-A-S-H

ゲルの生成量が少ないためであろうと推測している。 

図－6 石灰石砕石表面の硫酸カルシウム 

(a) 質量減少率          (b) 侵食深さ 

図－7 単位アルカリ溶液量の影響 

(a) 質量減少率            (b) 侵食深さ          図－5  浸漬期間 8週における質量 

図－4 硫酸溶液に浸漬した GP‐Cの質量変化と侵食深さ         減少率と侵食深さの関係 
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(4) アルカリ溶液種類の影響 

図－10に，アルカリ溶液の影響を示す。8週の質量減

少率は，水ガラスと苛性ソーダの混合水溶液（WG+NH）

を用いた場合は 7.8%，水ガラス水溶液（WG）のみの場

合は 8.8%であり，WG+NH 溶液を用いた GP-C のほうが

質量減少率は小さかった。また，8 週における侵食深さ

についても，同様の傾向が見られた。この結果より，

WG+NH 溶液を用いた GP-C の耐硫酸性は，WG を単独

に使用した場合より高いことが認められた。 

(5) 遅延剤の影響 

図－11に，遅延剤の影響を示す。8 週の質量減少率は，

シリーズ⑤は 12.3%，シリーズ⑥は 10.3%であり，添加

した方が，若干大きくなる傾向が見られた。また，侵食

深さについても同様の傾向が見られた。しかし，圧縮強

度は同程度であり，図－3に示すように，8 週の表面侵食

状況の劣化程度にも差は見られなかった。 

3.3 供試体の養生方法の影響 

図－12 に，養生方法の影響を示し，図－13 に養生方

法別の侵食状況(浸漬8週)を示す。8週の質量減少率は，

気中養生だけの供試体と高温養生後に気中養生を継続し

  

気中 高温＋気中 水中 

(a) 質量減少率           図－13 養生方法別の侵食状況(浸漬 8週)     図－15 GP-M と OPC-M の比較 

(b) 侵食深さ          

図－12 養生方法の影響    図－14 OPC-M と GP-M の侵食状況           図－16 GP-M の液粉体比別の比較 

  
浸漬前 4 週 浸漬前 4 週 

OPC-M GP-M（50％） 

(a) 質量減少率        (a) 質量減少率     (a) 質量減少率     (a) 質量減少率 

(b) 侵食深さ        (b) 侵食深さ      (b) 侵食深さ      (b) 侵食深さ 
図－8 BFS 混合率の影響     図－9 BFS 粉末度の影響 図－10 アルカリ溶液種類の影響 図－11 遅延剤の影響
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た供試体の質量減少率は同程度であった。しかし，水中

養生した供試体の質量減少率は，気中養生した供試体に

比べ，非常に大きかった。侵食深さについても同様の傾

向が見られた。また，図－13 に示すように，8 週の表面

侵食状況の劣化程度も水中養生した供試体は大きかった。

これは，水中養生によって供試体の表層部からアルカリ

水溶液が水中に溶出したことにより，表層部の縮重合反

応が低減され，表層部が脆弱となり，硫酸侵食の影響を

大きく受けたためであると考えられる。また，BFS 混合

率の も小さいシリーズ⑥の減少率が一番大きく，BFS

粉末度の小さいシリーズ⑦の減少率が 2 番目であった。

これは，BFS 混合率が小さいほど，Ca2+イオンの溶出量

が少なく，また，BFS 粉末度が小さいほど，Ca2+イオン

の溶出速度が小さくなり，縮重合反応が低減され，供試

体の緻密度が低くなったためであると考えられる。 

3.4 GP-M と OPC-M 比較 

図－14に，OPC-M と GP-M の侵食状況を示し，図－15

に GP-M と OPC-M の比較を示す。4 週浸漬期間の質量減

少率は，GP-M の場合は 1.9％，OPC-M の場合は 18.1%で

あり，OPC-M に比べて GP-M の質量減少率が非常に小さ

かった。前述のように，これは，OPC-M は水和反応によ

る Ca（OH）2が生成されることに対し，GP-M には Ca(OH)2

を含まず，半結晶質の C-A-S-H ゲルの Ca/Si 比が小さい

ことが要因と考えられる。 

図－16に，GP-M の液粉体比別の比較を示す。既往の

文献 10）によると，OPC コンクリートを硫酸溶液に浸漬

した場合，水セメント比が小さいほど激しく劣化が生じ，

質量減少が大きくなっている。しかし，図－16に示すよ

うに，今回の結果では，GP-M の液粉体比が小さくなる

ほど，8 週の質量減少率は小さくなっており，コンクリ

ートとモルタルの違いはあるものの，OPC コンクリート

とは逆の傾向が見られた。このような結果となった理由

は不明であるが，GP の酸環境での劣化反応メカニズム

は，OPC コンクリートとは異なることが考えられる。 

 

4. まとめ 

 本研究では，フライアッシュと高炉スラグ微粉末を活

性フィラーとするジオポリマーコンクリート（FA-BFS

系 GP-C）の耐硫酸性とその影響要因について実験を行

い，考察した。得られた結果を以下のようにまとめる。 

1) FA-BFS 系 GP 硬化体の耐硫酸性は，遅延剤を添加し

た場合にもポルトランドセメント硬化体より高い。 

2) 液粉体比が小さいほど，または BFS の混合率が高い

ほど，FA-BFS 系 GP 硬化体の耐硫酸性は高い。 

3) 水ガラスと苛性ソーダの混合水溶液を用いたほう

が，水ガラス水溶液の単独使用時より FA-BFS 系

GP-C の耐硫酸性は高い。 

4) BFS 粉末度は大きいものより小さいほうが，また，

遅延剤を添加するものより添加しないほうが，

FA-BFS 系 GP-C の耐硫酸性は高い。 

5) 高温養生の履歴の有無に拘らず，気中養生の FA-BFS

系 GP-C の耐硫酸性は水中養生の場合より優れる。 

6) 単位アルカリ溶液量の違いが FA-BFS 系 GP-C の耐

硫酸性に与える影響は認められなかった。 

 本研究では，遅延剤を添加した FA-BFS 系 GP-C の耐

硫酸性とその影響要因を明らかにしたが，今後耐酸性の

メカニズムを考察する予定である。 
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