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1.は　し　が　き

高炉水砕スラグ･セッコウ系結合材を用いたコンクリ

ートでは,空中養生時の圧縮強度と中性化深さとの間に

相関があることを前報1)で明らかにした･本文ではコン

クリート強度と中性化深さの関係についてさらに詳しく

検討するため,コンクリートの配合による違いの有無,

圧縮強度以外の強度との相関性の有無,ならびに結合材

配合比を変化させた場合の相違,さらに実構造物に適用

した場合の影響等に関して実験的に検討を加えた･

2.実　験　概　要

2.1　位用材料

結合材料として用いた高炉水砕スラグ,排煙脱硫石こ

う.普通ボルトランドセメントの品質は表-1に示すと

おりである

コンクリート用骨材としては,富士川産川砂(比重:

2.63,吸水率: 2.10, F.M∴ 3.00)および秩父両神産

の砕石(最大寸法20mm,比重　270,吸水率: 0.69%,

F.M∴　6.85)を用いた.

2.2　実験方法

スラグ,石こう,普通ボルトランドセメントを重量比

で85: 13: 2の割合で混合し結合材とした･コンクL)一

卜の配合はW/C-40, 55, 70%とし,スランプが7

士1cm　となるよう定めた.コンクリート供試休は水中

養生(20℃)ならびに空中養生(初期水中養生7日後,

20℃, 50%R.H.の空中(CO2濃度0.1%))とした･

供試体寸法は¢10×20cm (圧縮強度用), ¢15　× 15

cm (引張強度用)ならびに10×10×40cm (曲げ強

度用)とした･所定材令で載荷後,フェノールフタレイ

ン溶液を破断面に塗布し, 1/20mm精度のノギスを用い

て中性化深さ(フェノールフタレインで呈色しなかった

部分)を測定した.

結合材配合比の違いによる影響を調べる実験は,前報2)

で既に報告したとおりである.なお,図15および図-

6ではスラグをS,石こうをG,普通ボルトランドセメ

ントをPで表した.

3.実験結果と考察

3.1　中性化深さと強度

高炉水砕スラグ･セッコウ系結合材を用いたコンクリ

ートの圧縮強度が養生粂件によりどのように変化するか

を示したものが図-1である･この図より,次のことが

認められる.

I )水中養生を行った場合,圧縮強度は材令とともに

増大し,横軸を対数で取るとほぼ直線的に増大している･

並)空中養生を行った場合,圧縮強度は材令8過程度

で最大となり,それ以降の強度はわずかではあるが減少

する傾向が見られる.
一方,これらの供試体の中性化深さを調べると,水中

義-1　結合材料の品質

比重 吠[)ii7��竊6ﾘ<�r��化学成分(%) 
1g.loss 末�6���SiO2 ���#�2�Fe203 磐t��CaO 稗ﾕ2�合計 

高炉水砕スラグ �"繝��4,320 �����2.4 �3"纈�12.3 ��纈�6.0 鼎����1.0 涛r絣�

排煙脱硫石こう �"�32�i.580 �#��"�0.5 ���2�0.1 ���"�0.1 �3"綯�45.4 涛偵B�

普通ポル1トライドセメント �2��b�3,330 ��紕�0.1 �#"���5.4 �2���1.4 田B絣�2.2 涛偵��
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図-1水中養生時と空中養生時のコンクリート圧縮強度と材

令

養生の場合には中性化が認められないものの,空中養生

の場合には図-2に示すような結果となった.この図か

ら.高炉水砕スラグ･セッコウ系結合材は普通ボルトラ

ンドセメントに比べ中性化速度が著しく早く,またⅣ/C

の大きなものほどその傾向が強いと言えよう.

ここで,中性化深さと圧縮強度との関係を調べるため,

水中養生した場合の圧縮強度に対する空中養生時の圧縮

強度比(oA/ow)と,空中養生した場合の供試休の全断面積

に対する非中性化部分の断面積比(A/A｡)との関係を調

べた.その結果を図-3に示す･

この図から明らかなように,圧縮強度比と非中性化面

積率との間には非常に良い相関性がある･すなわち,中

性化深さが増大し,非中性化面積率が小さくなるほど水

中養生時に対する空中養生時の強度比は減少し,非中性

化面積率は圧縮強度比とほぼ正比例の関係になっている･

.これと同様な関係は,曲げ強度および引張強度の場合

についても認められ,その結果を図-41に示す･

以上の結果から,高炉水砕スラグ･セッコウ系結合材

を剛､たコンクリートは,空中養生した場合水中養生

時に比べ強度が低く,非中性化部分の断面積と強度との

間に密接な関係があると言えよう･なお,この傾向はコ

ンクリートの配合をⅣ/C-40-70 %に変化させても,

また曲げ強度,引張強度の場合についても認められる･

3.2　結合材配合比を変えた場合の中性化深さと圧縮

強度

高炉水砂スラグ･セッコウ系結合材の結合材配合比を

変化させた場合についても3. 1と同様に中性化深さと圧

縮強度を調べると,図-5,図-6に示すような結果と

lLi:.･'た.

これらの図より次のことが明らかである,

i)普通ボルトランドセメントの割合が2%の場合に

は,図-3.と同様な傾向を示す･

図-2　空中養生した場合の高炉水砕スラグ･セッコウ系結合材

コンクリートの中性化深さ(初期養生●水中20℃, 7日)

図-3　水中養生時EE縮強度に対する空中葛生時圧縮強夜比と

非中性化面積比の関係(材令26週まで)
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図-4　引張および曲げ強度比と非中性化面横比および非中性

化曲げ剛性比の関係　(材令13遇まで)

血)普通ボルトランドセメントの割合が10%以上で

石こうを添加した場合には,強度比と非中性化面積率は

相関性がない.

血)普通ボルトランドセメントの割合が10%以上で,

右こうを添加しない場合には図一3と同様な傾向を示す.

以上の結果から,中性化深さと圧縮強度比がほぼ比例

するのは,普通ボルトランドセメントの割合が非常に少
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図-5　普通ボルトランドセメントの割合が2%の高炉水砕ス

ラグ･セッコウ系結合材コンクリ一卜の圧縮強度比と非

中性化面積比の関係　(材令13週まで)

ない■'スラグ石こうセメント"の領域か,スラグと普通

ボルトランドセメントだけから成る場合であると言えよ

う･また,普通ボルトランドセメントの割合が10%以

上で石こうを添加した場合には,いわゆるAbsanden

現象3)が見られなかったことから,このような組成とす

ることは高炉水砕スラグ･セヅコウ系結合材のAbsandenL

現象防止の一方法とも考えられる.しかし,前報2)で

述べたように普通ボルトランドセメントの割合が10%程

度では圧縮強度が著しく低いため,もし結合材中の普通

ボルトランドセメントの割合を増大させる方法でAb-

sanden現象を防止する場合には　その割合を20%以上

とする必要があろう.

3.3　空中養生時の圧縮強度と断面寸法

3.1から明らかなように,実験的に図-3より

oA /ow %A/Ao

- (D｡-28)2/Do2

ただし

oA :空中養生時圧縮強度

ow :水中養生時圧縮強度

Do :供試体平均直径

8　:平均中性化深さ

が成立するのであれば, ow, 8がわかればoAを推定す

ることが可能となる.

たとえば,図-1,2より,W/C-70%の場合を

ow ≒ 280logT + 130 (kg/cm2)

∂　≒ 1.35logT　　(cm) I Tこ材令(過)

とすれば¢ lox 20cm供試体では

oA- (1 -0.27logT)2 (280logT+ 130)

となる.この計算値を図-7に示す.
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図-6　普通ボルトランドセメントの割合が10%以上の高炉

スラグ･セッコウ系結合材コンクリートの圧縮強度比と

非中性化面積比の関係(材令13週まで)
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図-7　高炉水砕スラグ･セッコウ系結合材コンクリートの空

中養生時圧縮強度の計算値と実測値(Ⅳ/C-70 %)

実測値と計算値がやや異なることは図- 7より明らか

であるが,この計算式は空中養生した場合のコンクリー

トの圧縮強度が材令8過程皮で最大となること,またそ

れ以降は徐々に強度が低下することなどを宗しており,

中性化深さの測定誤差等を考慮すればかなり良い一致を

しているものと考えられる.

そこで,この考え方を利用してより大きな断面の供試

休についてその強度を推定したものが図-8である.こ

れは上記仮定条件と全く同じ条件を用い,供試体の断面

寸法(か｡)のみを変化させたものである.

この図から明らかなように,高炉水砕スラグ･セッコ

ウ系結合材を用いたコンクリートは,たとえ同じ空中養

生を施した場合でも供試体寸法によってその圧縮強度は

大幅に変化すると考えられる･このことは,もし高炉水
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本報告で明らかなように,高炉水砕スラグ･セッコウ

系結合材のうち特に普通ボルトランドセメントの割合の

小さなものは,中性化深さが大きくなるに従って強度が

低Fする傾向がある･しかし,中性化深さが増加する速

度は普通ボルトランドセメントに比べ大きいものの,壁

空中養生時　中暴露期間を対数で表した場合にほぼ比例するため,戟
材断面の大きなものではあまり大きな影響を受けないと

推定される･このため,実用的には強度上の問題は少な

いが,鉄筋の発錆等に関する影響は大きいものと考えら

れる･この場合の対策としてはかぶりを大きく取ること

や,コンクリート表面に処理を施し中性化速度を低減す

ることなどが有効であると考えられる.

1　　　　　　　5　　10　　　　　　　50　100

ア(過)

図- 8　空中養生時圧縮強度に及ぼす供試体寸法の形智

(計算値, W/C-70%,初期水中恭生7日)

砕スラグ･セッコウ系結合材を実構造物に適用する場合,

部材断面の大きなものであれば中性化による影哲をあま

り受けないが,部材断面の小さなものは強度の減少とい

う影響を受けることを意味する.

今後さらに,コンクリート表層部分の劣化の原因等に

ついて検討する予定である.

(1980年3月27日受至l!)
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