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反応速度論に基づくアルカリ･シリカ反応のモデル化に関する基礎研究
A Simple Model Based on Kinetics for Predicting Expansion Due to Alkali Silica Reaction
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カリ濃度と,上記関数によってたとえば平均的に導かれ
1.は

じ

め

に

るアルカリ濃度の値の間には,少なくとも正の相関があ

アルカリ骨材反応による構造物の劣化の進行を予測す

ると思われる.そこで今回はアルカリ濃度の影響を考慮

るモデル式が提案されている例は少なく, Hobbsが反応

するもっとも簡単な形として,反応領域が一次元的に拡

性骨材としてBeltaneオパールを含むモルタルバーの膨

大する速度が,そのときのペーストの液相中のアルカリ

張挙動を1),またChatterji2)らがNaCl溶液中で葦生した

濃度に比例するものと考えて, 1式におけるk値を次式

モルタルバーの最終膨張量を予測する式を提案している

のように定めた.

程度である.

k‑kT･kA･C

アルカリ骨材反応による劣化を予測するためには,化

(

2

)

ただし, kT :温度による影響を示す係数, (鈴木らによ

学反応の進行,および膨張挙動の両方を説明できるモデ

り,アレニウス式に沿って温度上昇に伴い

ルが必要である.本研究では,その第一段階としてアル

増加することが確認されている4).)

カリ骨材反応の進行を速度論に基づいて定式化し,式の

妥当性を若干のビーカーテストによって確認した.そし

kA :骨材の反応性による影響を示す係数
C :ペーストの液相中のアルカリ濃度

て,反応の分散性の大小を考慮した膨張予測モデルを提

ここで反応性骨材が球形であり,反応領域の厚さが骨

案し,予測結果と既存のモルタルバー試験結果を比較す

材表面のどこからでも等しい深さであるものと仮定すれ

ることを試みた.

ば,骨材の体積平均反応率(α)は次式で表せる.
α‑1‑ (1‑ノkT･kA･C･t/R)3

2.アルカリ骨材反応速度式の基本的な考え方

(3)

ただし, R:骨材の半径

筆者らは,反応が骨材の表面から内部に一次元的に進

行することを考え,反応開始後の時間七における反応領域

の厚さⅩがtの平方根に比例するとしたモデルを提案し

3.ビーカー試験による反応モデルの確認
前述の考え方に沿ったモデルが,実際の反応量を予測

する上で適切であるかを判断するためには,少なくとも

た3).
(1)

反応性骨材‑アルカリ溶液の固液反応系の進行が( 3 )求

ここでkは反応速度定数であり,骨材自身の反応性と

に従うことを確認する必要がある.そこで今回は,反応

温度の影響のほかに,アルカリ濃度の影響を含むもので

性骨材のモデルとしてパイレックスガラスを用い,アル

ある.均一相における化学反応を考えるとき,反応速度

カリ溶液中におけるシリケ‑トイオンの溶出試験を実施

x‑ノ玩

はそのときの被反応物質の濃度に比例すると考えるのが

した.試験に用いたパイレックスガラスの組成を表‑1

最も一般的である.しかし,アルカリ骨材反応の場合は

に,試験の要因と水準を表‑2に示す.ガラス試料は2 g

反応生成物がペースト中の液相からのアルカリの侵入を

ずつポリエチレン容器にいれ,所定濃度のNaOH溶液

阻害することが考えられ,また,反応領域中の骨材反応

20mlを添加して密封したのち,恒温槽に設置した.各村

率にも分布が生じるので,アルカリ濃度の影響を示す項
は厳密には骨材の未反応部表面とペーストの液相部の間

表‑1パイレックスガラスの化学組成

に生じるアルカリ濃度勾配の関数となるものと考えられ
る.しかし,反応に伴い低下するペースト中の液相アル
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表‑2

試験の要因と水準

要因
温度

X
都S

2

アルカリ濃度 牝篥

反応性粒子の平均粒径

"綛x

ﾒ

##X6ﾘ

ｦﾒ

換算する係数
B. :全骨材に占める粒径Rlの骨材の比率
ー1

O

αl :粒径Rlの骨材の反応率
1

2

またここでは,反応生成物の化学組成が,全材令を通

log (Time*Alkali Con°.)

図‑1

じて一定であることを前提としている.

シ))ケ‑ト溶出試験結果

令ごとに溶液中のシリケ‑トイオン濃度およびアルカリ

5.膨張を予測するモデル

度を測定した.反応率は,溶液中に検出されたシリケ‑

反応生成物量と膨張量が直線関係にあれば,前述のモ

トイオン量がガラスからの溶出量に等しいものとして求

デルによって求められた反応率に,適当な比例定数を乗

めた.試験結果を,図‑1に示す. (3)式を書き変えて両

ずれば,膨張量を予測するモデルとなる.しかし,たと

辺の対数をとると下式のようになる.

えば反応性骨材の含有量を変化させたコンクリートバー

log(氏(1‑ (1‑α)1/3) ‑1/2･log(kT･kA･C･t)

(4)
したがって図‑ 1でlog(C･t)とlog(R(1‑(1‑α)1/3))

試験で反応生成物量と膨張量が逆相関となることが報告
されているように8),両者は必ずしも正の関係にあると
は言えない. Pageらは,この原因を反応の分散性の相違

の関係が図一1で勾配1/2の直線関係にあることが認めら

と関連させて,反応の分散性が大きくなると膨張量が小

れたことより,粒径およびアルカリ濃度の影響を含んだ

さくなる理由として, ①生成物の組成が非膨張性のもの

モデルの妥当性が確認されたこととなる.つまり異なる

となる, ②生成物を吸収できる細孔の相対量が大きくな

アルカリ濃度条件における試験結果から,骨材自身の反

る,という化学的,物理的な2つの側面から推定してい

応性と温度の影響のみを含む速度定数が1つに特定でき

る6).また藤崎らは,微粉化された反応性骨材の添加が膨

ることが明らかである.

張を逆に低減させる効果があることを報告しており7),

4.モルタル･コンクリート系‑のモデルの通用
実際のモルタル･コンクリート中では,アルカリは純

粋な液相を移動して反応領域に到達するのではなく,

いずれにしろ反応の分散が膨張を低減させる一因になる

ものと考えられる.また,アルカリ骨材反応は反応性粒
子の表面から生ずる反応であるため,分散性の大小も反

応性粒子の表面積に比例すると考えても不自然ではない.

ペースト中を移動する必要がある.したがって,反応の

これらより本モデルにおいても,反応量から膨張量を予

進行に伴い,ペースト中にでもアルカリの濃度勾配が形

測する式に,粒子の表面積に比例して膨張を低減させる

成される可能性もある.しかし,従来報告されているペー

分散性を考慮した項を導入した.そして今回は,たとえ

スト中でのアルカリイオンの拡散係数は10‑8cm2/sec程

ば骨材の表面積に比例する体積の細孔が反応生成物を吸

度と十分大きく5),かなり速い反応を仮定して骨材周囲

のアルカリの移動を拡散則に沿って試験的に計算した場

収し得る領域として存在するものと仮定した場合のよう
に,分散性が大きくなると膨張に寄与する反応生成物量

合でも,アルカリの消費によって生じた濃度勾配がきわ

が低減されるような,下式に示すモデル式を考えた.

めて短時間に顔和されるという結果を得た.そこで,こ
こでは反応によりペースト中にアルカリ濃度分布が生じ
ないものと仮定しても大きな問題はないと考え, (3)式

におけるアルカリ濃度項Cを次式によって算定した.
C‑Cln‑kc｡n･∑Plαl

( 5 )

ただし, Cl｡ :間隙水のアルカリ濃度初期値

kc｡n :骨材の反応率から消費アルカリ単位量に

6‑Al･∑pl(klal‑ (k2/RJ))

( 6 )

ただし, ￡ :膨張量

Al :膨張に寄与する生成物量を膨張量に換算

する係数
kl :反応率から生成物量に換算する係数
k2 :反応性骨材の半径から反応の分散性に換

算する係数
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計算結果

反応性骨材の含有量を変化さ
せたモルタルバー試験結果10)

6.モデルによる膨張予測結果と既存の研究結果の比較

図‑7

計算結果

量の増加だけではなく,初期材令における膨張速度の増
加に対してもよく追従できることがわかる.

(5)式のように,本モデルではアルカリ濃度が反応率

図‑ 3には, A. Herathら9)の行った試験結果と,本モデ

の関数となるため,予測計算は,微少時間における濃度

ルによる予測結果を示す. A. Herathらの試験結果では

減少量を反応率から順次求めながら進める方法によった.

ある材令から急激に膨張量が増大する現象が観察されて
いるが,反応の分散性を考慮したモデル式により,この

図‑2にアルカリ骨材反応調査委員会で報告されたア
ルカリ総量の異なるモルタルバーの膨張測定結果8)と,

現象が説明できることがわかる.

本モデルの予測結果をまとめて示す.これよりモデルに

図‑4は, JIS‑A5308のモルタルバー法に規定される5

よる計算結果は,アルカリ量の増加による最終的な膨張

種類の骨材粒径それぞれを用いたモルタルバーの測定結

HJHJJHJJJJHHJHJJHJJJHJIJHHHHJHHJJJJJJHHHJHHJJJJHHJJJHJJHHJJHHJHHHJHHJlHHHJHJ日日JJHHHHHHHHHHJIHHJ日日JJHH日HJJHHJJHIJJJHJJHHlJJHJJH)H
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異であり8),本条件下で計算したモデルによる予測結果

物量を低減するような物理的効果として導入する以外に

を図‑5に示す.モデルでは膨張率のピークが2つある現

ち,アルカリ/シリカ比の低減のような化学的な影響と

象は説明できないが,最大膨張量を示す粒径の範囲は一

して導入する考え方もある1).今後は,これらの点および

致している.

反応速度定数の温度依存性や,反応生成物の化学組成の

のペシマムが観察された例であり,置換率60%で最大の

経時変化(特にカルシウムイオンの共存の影響)等につ
いても試験的に検討しながらモデルの検証を進める予定

膨張量となり,材令の増加に伴いピークが鋭くなる現象

である.

図‑ 6は,森ら10)による試験結果で,反応性骨材置換率

(1991年2月25日受理)

が観察される.図‑ 7には同条件下でのモデルの予測結果
参

を示す.これより,モデルの予測結果も試験結果の傾向
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ける反応の分散項は,今回のように膨張に寄与する生成
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