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要旨：本研究では，フライアッシュと高炉スラグ微粉末を併用したジオポリマーコンクリート（FA-BFS 系

GP-C）の力学性能に及ぼす養生条件および調合などの影響を実験によって考察した。得られた主な結果を以

下に示す。1) 養生方法に拘らず，高炉スラグ微粉末の混合率や比表面積が大きいほど，または液粉体比が小

さいほど，圧縮強度が大きくなる。2) アルカリ溶液として苛性ソーダ水溶液や水ガラス水溶液の単独使用に

比べ，両者を混合使用する場合の圧縮強度は高い。3) FA-BFS 系 GP-C の静弾性係数は，養生方法によらず，

同程度の圧縮強度をもつ通常のコンクリートより小さい。 
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1. はじめに 

近年，地球温暖化が社会問題化しており，フランス・

パリで行われた COP21 では，京都議定書に続く新たな枠

組みとなるパリ協定が採択され，日本でも，CO2 排出量

の削減目標として，2030 年までに 2013 年比で 26％がか

かげられ早急な温室効果ガス低減対策が求められている。 

現在，主要な建設材料としてコンクリートの使用材料

であるポルトランドセメント（OPC）の製造過程は，エ

ネルギー消費に加え，石灰石の熱分解による CO2の排出

が避けられないという特徴をもっている。このため，コ

ンクリート産業の CO2排出量低減対策として，OPC の代

替物となる新たな結合材が望まれている。 

ジオポリマー（GP）は，Si4+， Al3+の溶出能力に優れ

る材料を活性フィラー（アルミノシリケート源，AF と

記す）がアルカリ溶液の刺激によって縮重合反応を生じ，

硬化する非晶質のものである 1）。ジオポリマーの主原料

は廃棄物や副産物であるため，ジオポリマーを結合材と

したコンクリートの CO2 排出量は OPC コンクリートの

40～60％である 2）。また，GP の硬化原理は，OPC の水

和反応と異なることから，OPC コンクリートに比べ，耐

酸性および耐火性などが優れている 3），4）。 

フライアッシュ（FA）と高炉スラグ微粉末（BFS）は，

それぞれにジオポリマーの活性フィラーとして用いられ

るが，産業廃棄物の大量処理と常温強度発現性の観点か

ら FA と BFS を併用した FA-BFS 系 GP が好ましい。

FA-BFS系GPの強度性能に関する実験的研究は報告され

ている 5)が，国内では殆どペーストとモルタルを対象と

するものであり，GP コンクリート（GP-C）の性能はま

だ明らかになっていない。また，FA-BFS 系 GP は，依然

として BFS のみを用いる GP のように凝結時間が短いと

いう問題がある。この問題の対策として，筆者らは，酒

石酸塩を主成分とする遅延剤を開発した 6）， 7）。本研究で

は，遅延剤を添加した FA-BFS 系 GP コンクリートの力

学性能およびその影響要因を考察する。 

 

2. 実験概要 

2.1 使用材料および調合 

表－1 に使用材料を示す。本研究では，事前に表乾調

整を行った川砂と砕石を使用した。用いたアルカリ溶液

（以下 AS）は，水ガラス水溶液（JIS1 号水ガラスを水

で 1：1 の体積比で希釈したもの，ここに A と記す），苛

性ソーダ水溶液（モル濃度: 10M，ここに N と記す）お
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表－1 使用材料および性質 

種別(略号) 仕様 物性値 

活性フ
ィラー
(AF) 

FA JISⅡ種 密度 2.28g/cm3 

比表面積 3670cm2/g 

BFS 

JIS 4000 級(B4) 密度 2.89g/cm3 

比表面積 4120cm2/g 

JIS 3000 級(B3) 密度 2.91g/cm3 

比表面積 3200cm2/g 

2000 級(B2) 密度 2.88g/cm3 

比表面積 2320cm2/g 

アルカ
リ溶液 

(AS) 

AA 水ガラスと苛性ソー
ダの水溶液 密度 1.315g/cm3 

A 水ガラス水溶液 密度 1.27g/cm3 

N 苛性ソーダ水溶液 
(モル濃度 10M) 密度 1.33g/cm3 

細骨材(S) 三重県産川砂 表乾密度 2.60 g/cm3 
吸水率 1.46% 

粗骨材(G) 三重県産石灰砕石
2005 

表乾密度 2.70 g/cm3 

吸水率 0.40% 

AE 剤 
主成分：アルキルサ
ルフェート化合物 

密度 1.15g／cm3 

遅延剤(LST) 主成分：L－酒石酸ナ
トリウム 

食品添加物規格 
密度 1.78g／cm3 
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よび A と N を 3：1 の体積比で混合したもの（ここに AA

と記す）である。また，表－1 に示すように，粉末度が

異なる 3 種類の高炉スラグ微粉末を使用した。比表面積

が 2320 cm2/g の BFS は JIS 規格外品であり，ここに 2000

級と略称する。なお，AE 剤および遅延剤を一部のシリ

ーズに使用した。 

表－2 に GP-C の調合（ベース）を示す。今回の実験

では，液粉体比（AS/AF の質量比）を 0.50，JIS 4000 級

BFS 混合率（活性フィラーに占める BFS の質量割合）を

30％，AS の単位使用量を 200kg/m3とする調合を基準調

合とした。この基準調合をベースとして，AS を 210，

185kg/m3，液粉体比を 0.45，0.55，BFS の混合率を 50，

40，20，0%，遅延剤使用の有無により 17 シリーズの調

合を設定した。また，今回使用した AF と AS の密度が

種類によって異なるため，それによる単位量の調整につ

いては，細骨材量（S）にて行った。なお，遅延剤を AF

に対して質量比の 5％を外割で添加した。 

2.2 試験方法 

(1) コンクリートの練混ぜ 

 本研究の実験は 2016 年 6 月と 10 月に行った。練混ぜ

方法として，強制二軸ミキサを用い，活性フィラーおよ

び細骨材をミキサに投入した後 60 秒間練り混ぜた。次に

混和剤とアルカリ溶液の混合物をミキサに投入し，120

秒間練り混ぜた。 後に，粗骨材を投入し，さらに 120

秒間の計 5 分間の練混ぜを行った。 

(2) 供試体の作製および試験条件 

供試体の作製方法として，FA-BFS 系 GP-C を練り混ぜ

た直後に，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。表－3 にシリーズの記号，作製

時期，養生方法，供試体の本数などを示す。 

表－3 中のシリーズの記号に関しては，表－2 に示し

た調合を基準として，それらに用いた材料（BFS 粉末度

4000 級，AA アルカリ溶液）と比較し，異なるものを用

いた場合，基準調合の記号の後に，BFS 粉末度，アルカ

リ溶液，混和剤の順に記号を追加し，シリーズ名の 後

に実験の実施月を記載した（6 又は 10）。また，表－2の

調合表に記載していない AE 剤を使用したシリーズのみ

に，活性フィラーに対して 0.1％や 0.4％を外割で添加し

た。なお，表－3に示すように，6 月と 10 月に作製され

た供試体の脱型までの期間と養生条件が異なった。 

常温養生の場合，6 月と 10 月ともに，室温 20±2℃，

R.H.60±5％の室内にて供試体作製後からの作業および所

定材齢までの養生を行った。6 月に作製された供試体は，

材齢 1 日の段階で脱型し，脱型までその上面を封緘せず，

強度試験材齢を 3，7，28 日とした。10 月に作製された 

表－3 各シリーズの試験条件 

シリーズ※1 実施
月 

BFS 
粉末度 

アルカ
リ溶液 

AE 剤
(AF
×%) 

養生方法 
試験材齢 

養生条件※2 
供試体
の本数 常温 高温 脱型

時期 
脱型までの 
養生条件 a1 a2 a3 

①-6 

6 月 

4000 級 
(B4) AA 

― 
● ― 

1 日 

1) 常温養生 
上面を開放 

 
2) 高温養生 
上面を封緘 

常温養生： 
3，7，28 日 
(ただし，②
-B2-6 は 7 日
材齢無し) 
 
高温養生： 
1，28 日 
(左記●のみ) 

― 

9 
②-6 ● ● 15 
④-6 ● ― 9 
②-B2-6 2000 級

(B2) 
― 

● ● 12 
②-B2-A-6 A ● ― 9 
⑧-6 

4000 級 
(B4) AA 

● ― 9 
⑨-6 ● ― 9 
⑩-6 ● ● 15 
②-10 

10 月 

4000 級 
(B4) AA 

― 

● ● 

5 日 

1) 常温養生 
a1: 上面封緘 
a2: 上面開放 
a3: 上面湿布 

 
2) 高温養生 
上面封緘 

常温養生： 
7，28 日 
(ただし，⑪-10
は常温養生無
し)) 
 
高温養生： 
28 日 
(ただし，⑪-10
のみ 1 日材齢
有) 

◎ ○ ○ 15 
⑤-10 ● ● ◎ ― ― 9 
⑥-10 ● ● ◎ ― ○ 12 
⑦-10 ● ● ○ ◎ ― 12 
⑪-10 ― ― ● ― ― ― 6 
③-B3-A-10 

3000 級 
(B3) 

A ● ● ◎ ○ ○ 15 
③-B3-10 AA ● ● ◎ ― ― 9 
③-B3-N-10 N ● ● ◎ ― ○ 12 
③-B3-CA-10 

AA 
0.1 ● ● ◎ ○ ○ 15 

③-B3-CB-10 0.4 ● ● ◎ ○ ― 12 
[注] ※1：JIS 4000 級 BFS と AA アルカリ溶液を使用した調合条件を基準条件としているため，シリーズ名にこれら
の条件を反映しない。※2：10 月に作製された供試体のみを 3 つの条件で養生した。◎：7 日および 28 日に，○：28
日のみに圧縮試験を実施した。CA：AE 剤を 0.1％添加した。CB：AE 剤を 0.4％添加した。 

 
表－2 GP-C の調合（ベース） 

調合条件 単位量(kg/m3) 
調合
番号 

BFS 混
合率(%) 

液粉
体比 AS FA BFS S G LST 

① 

30 
0.50 

210 294 126 721 

1000 

21 
② 

200 280 120 762 
20 

③ 0 
④ 185 259 111 824 19 
⑤ 0.45 

200 

311 133 715 22 
⑥ 0.55 255 109 801 18 
⑦ 50 

0.50 

200 200 782 20 
⑧ 40 240 160 772 20 
⑨ 20 320 80 753 20 
⑩ 0 
⑪ 0 400 0 733 0 
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供試体を材齢 5 日に脱型し，脱型前にその上面を開放，

養生テープによる封緘および湿布覆いのいずれの方法で

養生し，強度試験材齢を 7，28 日とした。 

 一方，高温養生の場合，6 月供試体および 10 月供試体

ともに，供試体作製から 2～3 時間後（⑪-10 を除き，他

の供試体が凝結した）に脱型せず，上面を封緘した状態

で，60℃の乾燥炉にて 6 時間の高温養生を行った。高温

養生終了後に，常温養生と同様に 20±2℃，R.H.60±5％の

室内にて，その後の作業および所定材齢までの気中養生

を行った。また，6 月供試体は材齢 1 日で脱型し，強度

試験材齢を 1，28 日とし，10 月供試体は材齢 5 日で脱型

し，強度試験材齢を 28 日とした。ただし，BFS の混合

率 0％である⑪-10 の 1 日材齢にも強度試験を実施した。 

なお，常温養生および高温養生ともに，各材齢の圧縮

強度試験体の本数は 3 本とし，28 日材齢のみにコンプレ

ッソメータを使用して静弾性係数を測定した。圧縮試験

の前に供試体端面の研磨仕上げを行った。 

 

3. 実験結果および考察 

3.1 圧縮強度と静弾性係数の試験結果 

表－4 に圧縮強度および静弾性係数の試験結果を示す。

初期材齢における供試体の乾燥程度が強度発現に与える

影響を検討する為，常温養生において，10 月供試体の養

生条件を，上面封緘（a1），上面開放（a2），上面湿布（a3）

とした。28 日材齢の圧縮試験結果を見ると，養生条件が

今回の試験体の強度発現に及ぼす影響は殆ど見られなか

った。また，研磨仕上げによる供試体上面の損失が 5mm

程度であるため，端面の仕上げ方法による影響は少ない

と考えられる。そのため，供試体上面の面積が小さいこ

とにより，供試体の乾燥程度に大きな差が生じなかった

ことが要因として考えられる。この結果より，10 月供試

体に関しては，次節に述べる圧縮強度と各要因の関係の

検討に，上面封緘（a1）の結果のみを用い分析を行った。 

3.2 圧縮強度と各要因の関係 

(1)  単位アルカリ溶液量の影響 

図－1 に常温養生の圧縮強度と単位アルカリ溶液量の

関係を示す。単位溶液量が 200 kg/m3 と比較し，185，

210kg/m3 の場合に，若干の強度低下が見られた。185 

kg/m3の場合，GP-C の粘性が極めて高く，振動締固めを

行ったが，気泡が完全に排出されず，作製した円柱供試

体の表層部に気泡が多くみられたことが強度低下の原因

と考えられる。それらの影響により，今回の結果では，

185～210kg/m3 の溶液量範囲において，供試体における

初期の緻密程度の相違が現れ，圧縮強度にほとんど変化

は見られなかったと考えられる。 

(2) 液粉体比の影響 

常温と高温養生された供試体の圧縮強度と液粉体比

の関係をそれぞれ図－2 に示す。常温養生の場合，液粉

体比が異なる場合でも供試体は同程度の圧縮強度を示し

たが，高温養生を行った場合に，液粉体比が小さくなる

ほど強度が増加する傾向が見られた。また，液粉体比が

圧縮強度に与える影響は，常温養生の場合には小さいが，

高温養生の場合には大きいことが認められた。 

線形回帰分析によって，高温養生の場合の圧縮強度と 

溶液－粉体質量比の関係が式（1）に示すように得られた。 

Fh = -42.60(AS/AF) + 69.4， R2 = 0.87     (1) 

ここに，Fh: 高温養生された GP-C の圧縮強度(N/mm2)，

AS/AF: 溶液-粉体質量比 

表－4 GP-C の圧縮強度と静弾性係数の試験結果 

シリーズ 

常温気中養生(20±2℃，RH.60±5％) 高温養生(60℃，6 時間) 
圧縮強度 
(N/mm2) 

ヤング係数 
(kN/mm2) 

圧縮強度 
(N/mm2) 

ヤング係数
(kN/mm2) 

3 日 7 日 
28 日 28 日 試験材齢 

a1 a2 a3 a1 a2 a3 1 日 28 日 28 日 
①-6 14.3 19.4 

 

25.0 

  

12.5 

 

― ― ― 
②-6 16.4 22.3 28.4 13.8 50.4 54.1 24.4 
④-6 15.1 20.3 27.4 14.4 ― ― ― 
②-B2-6 12.0 ― 26.6 14.7 42.8 47.8 21.7 
②-B2-A-6 10.6 12.1 14.9 5.9 

― ― ― ⑧-6 17.1 23.8 30.9 13.3 
⑨-6 11.5 16.9 23.5 10.6 
⑩-6 15.1 19.9 23.8 9.5 34.2 36.5 18.1 
②-10 

 

24.2 29.3 29.7 29.6 15.5 14.9 15.3 

 

47.1 23.3 
⑤-10 24.3 28.4 ― ― 14.3 ― ― 50.7 24.0 
⑥-10 23.1 27.7 ― 28.1 15.3 ― 15.3 46.4 22.7 
⑦-10 34.2 41.2 40.0 ― 20.0 19.4 ― 54.1 26.0 
⑪-10 ― ― ― ― ― ― ― 12.9 17.7 12.0 
③-B3-A-10 19.0 19.3 19.1 19.0 8.0 9.2 8.4 

 

26.4 15.9 
③-B3-10 37.6 41.8 ― ― 17.6 ― ― 47.1 19.5 
③-B3-S-10 9.7 20.1 ― 20.2 23.7 ― 25.7 30.1 26.8 
③-B3-CA-10 35.5 40.0 39.6 40.3 18.1 18.0 19.0 47.1 23.0 
③-B3-CB-10 23.9 26.4 25.3 ― 13.0 11.8 ― 31.8 16.9 
[注] 6 月に作製された供試体の試験結果を養生方法によって a2 欄に記載している。 
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(3) BFS 混合率の影響 

 図－3 に，常温と高温養生された供試体の圧縮強度と

JIS 4000 級 BFS の混合率の関係を示す。同図を見ると，

養生方法に拘らず，BFS の混合率が増加するほど，強度

が増加するという傾向が見られた。これらの結果を基に，

線形回帰分析を行い，圧縮強度と JIS 4000 級 BFS の混合

率との関係式を式（2）と式（3）に示すように得た。両

式の R2値によって，常温養生の場合には圧縮強度と BFS

の混合率との相関性が高いことがわかった。 

高温養生の場合： 

Fh = 0.72(RBFS) + 25.3，  R2 = 0.75 (2) 

常温養生の場合： 

Fn = 0.54(RBFS) + 12.6，  R2 = 0.94 (3) 

ここに，Fn: 常温養生された GP-C の圧縮強度(N/mm2)，

RBFS: JIS 4000 級 BFS の混合率 

(4) BFS 粉末度の影響 

 図－4に圧縮強度と BFS の比表面積の関係を示す。同

図によって，BFS の比表面積が大きくなるほど，圧縮強

度が増加することが認められた。また，高温養生の場合

には BFS の比表面積の増大による圧縮強度の増加は，常 

温養生の場合より大きい傾向が見られた。なお，3 日材

齢でも，JIS 4000 級 BFS を用いた供試体の圧縮強度

（16.4N/mm2）は，2000 級を用いた場合（12.0N/mm2）

より高かったことから，比表面積が小さくなるほど GP

の硬化反応が緩慢であることがわかった。 

(5) アルカリ溶液種類の影響 

 比表面積が異なる BFS を用いた GP-C の各材齢の圧縮

強度とアルカリ溶液の種類の関係を図－5 に示す。2000

級 BFS を用いた GP-C は遅延剤を使用したが，JIS 3000

級 BFS を用いた GP-C に遅延剤を添加しなかった。 

これらの図より，遅延剤使用の有無および BFS の種類

の違いに拘らず，アルカリ溶液として，水ガラス水溶液

（A）や苛性ソーダ水溶液（N）を単体で用いると，両者

を 3：1 の体積比で混合した場合（AA）に比べ，圧縮強

度は低下することが認められた。メカニズムの詳細はま

だ不明であるが，参考文献 8）によれば，水ガラスのみを

使用する場合，溶液に含まれる Si4+は初期の縮重合反応

に大きく寄与するが，活性フィラーからの金属イオン

（Al3+，Si4+）の溶出が少ない。また，苛性ソーダは，そ

の溶液に Si4+が含まれないが，その強アルカリ性が活性

フィラーからの金属イオンの溶出を増加する。そのため，

両者を併用する場合に，GP-C の強度は高くなる。今回

の FA-BFS 系 GP-C の結果は，この知見と一致する。 

また，図－5（b）に示すように，常温 7 日と 28 日の

圧縮強度を比較すると，水ガラス水溶液（A）を用いた

シリーズ③-B3-A-10 の 28 日材齢の強度が 7 日材齢にほ

ぼ達したのに対し，苛性ソーダ水溶液（N）を用いた場

合（シリーズ③-B3-N-10）では緩やかに強度が発現され

た。これは，前述のように，水ガラス水溶液のみを使用

する場合，溶液に含まれる Si4+は早期に縮重合反応に寄

与するが，苛性ソーダ水溶液の場合には縮重合反応に必

要な金属イオンの溶出は時間を要するためと思われる。 

(6) 混和剤使用の影響 

図－6に圧縮強度と AE 剤の添加率の関係を示す。図

図－5 圧縮強度に及ぼす溶液構成の影響図－4 圧縮強度とBFSの比表面積の関係

(a) 2000 級 BFS 使用 (b) 3000 級 BFS 使用

図－3 圧縮強度と BFS 混合率の関係 図－2 圧縮強度と液粉体比の関係 図－1 圧縮強度と単位溶液量の関係 
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中の空気量は，JIS A 1128：2005 に準拠し測定した。同

図によると，OPC コンクリートと同様に，AE 剤の添加

量が多いほど，空気量は増加し，圧縮強度は低下するこ

とがわかった。空気量が多い分だけ供試体の緻密度が低

くなり，それが強度の低下につながると考えられる。 

 一方，図－7は，圧縮強度に与える遅延剤の影響を示

すものである。BFS 混合率 20％の場合，3 日と 7 日材齢

において，強度低下が確認された。しかし，28 日材齢に

おいては遅延剤の添加による強度の差が殆どなかった。 

(7) 養生温度の影響  

 図－8 に GP-C の圧縮強度と養生温度の関係を示す。

遅延剤の添加有無に拘らず，高温養生の圧縮強度は，常

温養生の場合より高いことが認められた。また，遅延剤

を添加した場合，常温養生と高温養生の圧縮強度の相関

性が低かったが，遅延剤を添加しない場合には非常に高

い相関性が見られた。著者ら 9）は，遅延剤の添加で，常

温養生を行った場合に圧縮強度が低下するが，高温養生

履歴がある場合には強度低下が生じないと報告している。  

この知見により，遅延剤を添加した場合，常温養生と

高温養生の圧縮強度の相関性が低くなるのは，高温養生

の場合，遅延剤による強度低下は生じないが，常温養生

においては，強度低下の幅が，BFS の混合率や粉末度，

液粉体比などの調合条件により一律でないことが原因と

考えられる。 

(8)  常温養生下の圧縮強度と材齢の関係 

遅延剤を添加した GP-C の強度と養生材齢の関係およ 

び BFS 混合率の影響を図－9に示す。圧縮強度の試験結

果は，脱型前に上面封緘（a1）で養生した供試体のもの

であるが，BFS 混合率が 50％の場合には脱型前に上面封

緘（a1）で養生した供試体の 7 日材齢の圧縮強度試験を

実施せず，また前述したように脱型前の供試体の上面養

生方法の影響は殆どないため，上面開放（a2）で養生し

た供試体の7日および28日材齢の圧縮強度を用いている。 

図－9に示すように，GP-C の 28 日材齢圧縮強度を 1

とすると，3 日材齢では約 0.5～0.6，7 日材齢では約 0.7

～0.9 になっている。また，BFS 混合率が高いほど，強

度発現が早い傾向が見られた。 

3.3 静弾性係数と圧縮強度，密度との関係 

 養生温度別の静弾性係数と圧縮強度，単位容積質量の

関係をそれぞれ図－10と図－11に示す。ただし，アルカ

リ溶液種類が静弾性係数に大きな影響を与えるため，水

ガラス水溶液や苛性ソーダ水溶液を単独で用いたデータ

を除外した。図中に示している JASS 5 値は，建築工事標

準仕様書・同解説 JASS 5 鉄筋コンクリート工事 201510）

に記述されている静弾性係数式（4）により算出した OPC

コンクリートの静弾性係数である。 

      (4) 

ここに，ρ:単位容積質量(t/m3)，σB:コンクリートの圧縮強 

度(N/mm2)  

計算に用いた数値として，図－10では，単位容積質量

（）の値として，今回の GP-C の単位容積質量の平均値

である 2.38t/m3を採用し，18～60N/mm2の範囲で 3N/mm2

図－6 圧縮強度と AE 剤添加率の関係 図－7 圧縮強度に与える遅延剤の影響 図－8 圧縮強度と養生温度の関係

図－11 養生温度別の静弾性係数と 
単位容積質量の関係 

図－9 遅延剤を添加した GP-C の強
度と養生材齢の関係 

図－10 養生温度別の静弾性係数と 
圧縮強度の関係 
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の刻みで圧縮強度（σB）を入力し，OPC コンクリートの

静弾性係数を算出した。また，図－11 中の OPC コンク

リートの静弾性係数については，GP-C の圧縮強度を参

照して，OPC コンクリートの圧縮強度（σB）を 30N/mm2

とし，単位容積質量が 2.15～2.45 t/m3の範囲で 0.05 t/m3

刻みで単位容積質量（）を入力して計算した。 

 GP-C の静弾性係数は，養生温度によらず OPC コンク

リートより小さいことが認められた。また，静弾性係数

と圧縮強度の関係について線形回帰分析を行った結果よ

り，静弾性係数と圧縮強度の関係式は，式（5）と式（6）

に示すように得られた。 

高温養生の場合： 

Eh = 0.36(Fh) + 5.3， R2 = 0.93 (5) 

常温養生の場合： 

En = 0.41(Fn) + 2.4，  R2= 0.83 (6) 

ここに，Eh: 高温養生された GP-C の静弾性係数(kN/mm2)，

En: 常温養生された GP-C の静弾性係数(kN/mm2) 

上記の両式に示すように，養生方法によらず，GP-C

の圧縮強度と静弾性係数との相関性が高い。また，高温

と常温養生のいずれの場合に，単位容積質量が大きいほ

ど静弾性係数が大きくなる傾向が見られた。 

 

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併

用したジオポリマーコンクリート（FA-BFS 系 GP-C）の

力学性能および影響要因について実験的考察を行った。

得られた知見を以下のようにまとめる。 

(1) 今回の実験では，脱型までの供試体の上面の養生方

法および単位アルカリ溶液量は，FA-BFS 系 GP-C の

圧縮強度に影響を殆ど与えなかった。 

(2) 液粉体比が圧縮強度に与える影響は，常温養生の場

合には小さいが，高温養生の場合には大きい。液粉

体比が小さいほど，圧縮強度は大きい。 

(3) 養生方法に拘らず，BFS の混合率が大きいほど，

FA-BFS 系 GP-C の圧縮強度が大きくなる。 

(4) BFS の比表面積が小さいほど，28 日材齢の圧縮強度

は小さく，早期材齢の強度発現は遅い。 

(5) 水ガラスと苛性ソーダの混合水溶液を用いた

FA-BFS 系 GP-C の圧縮強度は，水ガラスや苛性ソー

ダ水溶液の単体を用いた場合より高い。また，単体

使用の場合，苛性ソーダ水溶液に比べ，水ガラス水

溶液を用いた FA-BFS 系 GP-C の早期強度は高い。 

(6) 遅延剤を FA-BFS 系 GP-C に添加した場合，高温養

生では強度は低下しないが，常温養生では調合や他

の要因の影響を受け，一定の傾向がみられない。 

(7) OPC コンクリートと同様に，AE 剤の添加で GP-C

の空気量は増加し，圧縮強度は低下する。 

(8) 養生温度に拘らず，FA-BFS系GP-Cの静弾性係数は，

同程度の圧縮強度をもつ OPC コンクリートより小

さい。また，FA-BFS 系 GP-C の静弾性係数は，圧縮

強度と密接に相関している。 

 

謝辞 

本研究の実施にあたり，名古屋大学名誉教授・（一社）

三重県建設資材試験センター理事長 谷川恭雄先生のご

助言を頂きました。また，(一社)三重県建設資材試験セ

ンター 日口義雄氏ならびに東邦化学工業（株）の橋爪

進氏・岡田朋久氏のご協力を得ました。ここに，付記し

て謝意を表します。 

 

参考文献 

1) 李柱国：ジオポリマーおよびその建材分野における

実用化に向けて その 1，硬化機構および反応生成物，

建材試験情報，Vol.53，pp.2-7，2016.9 

2) 李柱国： ジオポリマーコンクリートの環境影響に

関する定量的考察，「建設分野におけるジオポリマ

ー技術の現状と課題」に関するシンポジウム論文集，

pp.43-50，2016.6 

3) 合田寛基，原田耕司，津郷俊二，日比野誠：フライアッ

シュⅡ種を用いたジオポリマーの材料特性，コンクリー

ト工学年次論文集，Vol.37，No.1，pp.1993-1998，2015. 

4) 一宮一夫，原田耕司，池田攻，津郷俊二：フライア

ッシュベースのジオポリマーの配合ならびに高温抵

抗性，コンクリート工学年次論文集，Vol.36，No.1，

pp.2230-2235，2014. 

5) 市川敬悟，三島直生，前川明弘，畑中重光：ジオポ

リマーペーストの凝結特性および圧縮強度発現性に

関する基礎的研究，コンクリート工学年次論文集，

Vol.37，No.1，pp.1957-1962，2015. 

6) 李柱国，岡田朋久：ジオポリマー用添加剤及びジオ

ポリマー硬化体，特願 2014-209042，2014.10.10. 

7) 岡田朋久，菅彰，橋爪進，李柱国：ジオポリマーに

適用する凝結遅延剤に関する研究，コンクリート工

学年次論文集，Vol.37，No.1，pp.1975-1980，2015. 

8) 李柱国：ジオポリマーおよびその建材分野における

実用化に向けて その 2，使用材料および利用状況， 

建材試験情報，Vol.56，pp. 2-7，2016.12 

9) 岡田朋久，李柱国，橋爪進，永井伴英：凝結遅延剤

を添加したジオポリマーコンクリートの性能に関す

る実験的考察，コンクリート工学年次論文集，Vol.38，

No.1，pp.1969-1974，2016. 

10) 日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解説 JASS 5 

鉄筋コンクリート工事， p.191，2015. 

 

- 2082 -


