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暑中環境下で施工されるフライアッシュコンクリートの実大試験体を用いた検討 

 

 

上谷 龍平 

 

1．はじめに 

フライアッシュをコンクリートに内割で使用する場合，

セメント単味の調合と比較して初期強度の低下や物質移

動抵抗性が低下するが，暑中環境下ではフライアッシュの

使用に伴う初期強度の低下の影響が少なくなると予想さ

れる 1)。更に，長期強度発現においてもフライアッシュを

使用したコンクリートは水和熱低減が図れ，暑中環境にお

いて効果を発揮できると考える。  

 そこで本稿では暑中環境下で実大試験体を用いて施工

される産地および置換率の違うフライアッシュコンクリ

ートを使用して，標準期で施工した同調合のコンクリート

と比較しながら，フレッシュ性状から硬化体までの特性を

明らかにすることを目的とする。 

2．実験概要 

表 1 に使用したコンクリートの調合を表 2 に使用材料

を示す。調合は 27-18-20N，W/B を 53%とし，基準とす

る①NPC と産地の異なるフライアッシュ（以下，フライ

アッシュの記号については苓北産を R，舞鶴産を M，能代

産を N とする。）をそれぞれ内割で 20%置換したものを②

FA20-R，③FA20-M，④FA20-N とし，R のみ内割で 40%

置換したものを⑤FA40-R とし，計 5 水準のコンクリート

を調合した。 

表 3に実験概要を示す。暑中期実験においては暑中環境

の影響を強く受ける 2018年夏季に福岡市内の生コンクリ

ート工場に隣接する倉庫にて行い，標準期実験において同

年の秋季に九州大学伊都キャンパスの実験室内で行った。

各調合に対して 1m 角の柱試験体および 800mm×

800mm×高さ 200mm の床スラブを模擬した床スラブ試

験体を作成した（図 1 参照）。また，②FA20-R の調合に

対してのみマスコンクリートを想定し，周囲 5 面を断熱材

で覆った柱試験体を作成した（図 1参照）。床試験体は各

調合に対して養生を施さない無養生，表面をポリ塩化ビニ

ル製のシートで覆い水分の蒸発を防いだシート養生，常に

水分を供給させる給水養生の 3 種類を採用した。養生開始

時期はブリーディング水が消失したタイミングで行い，養

生期間及び脱型時期は JASS 5 に準拠し，結合材に普通ポ

ルトランドセメント単味を使用した①NPC では 5 日間，

フライアッシュを置換した調合では 7 日間設けた。 

表 4 に本実験の測定項目を示す。フレッシュ状態では

JIS に準拠し，スランプ，空気量，コンクリート温度，凝

結およびブリーディング試験を行い，蒸発量試験ではφ

280mm×高さ 250mm の円筒型の型枠に高さ 200mm ま

で試料を詰め，その質量変化から蒸発量を求めた。硬化体

コンクリートでは材齢 28 日，91 日に柱試験体において隅

角部および中心部から鉛直方向のコアを各材齢に対して

2 か所ずつ採取した後，圧縮試験および細孔径分布測定用

にカットした。（図 2参照）。材齢 91 日に床スラブ試験体

において透気試験および吸水試験を行った後に，細孔径分

布試験，促進中性化試験および圧縮強度試験用にコアを採

取した（図 3参照）。細孔径分布試験用の床試験体コアに

ついては，図 3 のように表面から約 30mm と中心部約

種類 記号
表乾密度

(g/cm³)

吸水率

(%)

比表面積

(cm²/g)
品名

セメント C 3.15 － － 普通ポルトランドセメント

FA-R 2.24 － 4000 Ⅱ種 苓北発電所産

FA-M 2.24 － 3860 Ⅱ種 舞鶴発電所産

FA-N 2.23 － 3650 Ⅱ種 能代発電所産

細骨材 S 2.57 1.76 － 玄海灘産海砂 

粗骨材 G 2.72 0.68 － 田川市船尾産砕石

混和剤 AE － － － AE減水剤 遅延型Ⅰ種

フライアッシュ

表 2 使用材料 

図 1 試験体概要 

表 1 コンクリートの調合 

W C FA-R FA-M FA-N S G

①NPC 45 350 － － － 763 4.55(8.05) 2283

②FA20-R 44.4 280 70 － － 743 4.02(7.52) 2193

③FA20-M 44.3 280 － 70 － 740 4.02(7.52) 2190

④FA20-N 44.4 280 － － 70 745 4.02(7.52) 2195

⑤FA40-R 43.7 210 140 － － 722 3.50(2.45) 2102

4.553 185 985

水準
W/B

(%)

s/a

(%)

air

(%)

AE暑中期

(AE標準期)

単位量(kg/m³) 単位容積

質量

(kg/m³)

表 3 実験概要 

実験環境 調合名 部材 養生方法 開始時期 期間

柱

(1000mm角)
－ － －

無養生 － －

シート養生

給水養生

⑥FA20-R

(ﾏｽｺﾝｸﾘｰ

ﾄ)

柱

（1000×800

×1000mm）

－ － －

ﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

終了直後

材齢5または

7日まで

暑中期

(35±2℃)

標準期

(20±5℃)

床

(800×800

×200mm)

①NPC

②FA20-R

③FA20-M

④FA20-N

⑤FA40-R
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30mm の部分をコンクリートカッターおよびニッパーを

使用し，粗骨材を取り

除いた 5mm 角の試料

を作った後，アセトン

処理および真空乾燥を

行い，水銀圧入式ポロ

シメータで細孔径分布

を測定した。また，各

柱試験体に対して熱電

対を埋め込み，内部温

度履歴を測定した。 

3．実験結果および考察 

3.1 ブリーディングおよび蒸発量 

 図 4 に暑中期および標準期のブリーディングと蒸発量

の試験結果を示す。暑中期でのブリーディング終了時間は

①NPC および⑤FA40-R で 2.5 時間程度，フライアッシ

ュを 20％置換した調合である②～④では 2 時間程度であ

り，ブリーディング終了までの時間に大差は見られなかっ

たが，セメント単味の①NPC と比較してフライアッシュ

を使用した調合ではブリーディング量が多くなり，フライ

アッシュの置換率が多くなるのに伴い，ブリーディング量

が多くなる結果となった。また，ブリーディング終了まで

の期間で試験体表面から失われる水分は，蒸発で失われる

ものが主であり，蒸発量がブリーディング量に達した時点

で表面の乾燥が始まる 3）。すなわち，図 4のブリーディン

グ量と蒸発量の曲線の交点が表面の乾燥が始まる時間で

あり，①NPC，②FA20-R の調合よりも③FA20-M，⑤

FA40-R は表面の乾燥までの時間が長く取れ，特にフライ

アッシュを多く置換することにより，暑中環境下で懸念さ

れる均し作業性の低下を改善することに有効である。一方，

標準期について各調合別のブリーディング量は暑中期ほ

どの大差はないものの暑中期と同様の傾向が示された。さ

らに，暑中期と違い標準期のブリーディング終了時間は①

NPC と比較してフライアッシュの置換率の増大に伴って，

長くなる傾向にある。また，標準期では蒸発量の減少とブ

リーディング量の増大のために表面の乾燥が始まる時間

が過多となる。 

3.2 内部温度 

 図 5，図 6にそれぞれ暑中期と標準期の柱試験体の経過

時間に対する内部温度の測定結果を示す。暑中期では①

NPC～⑥FA20-R（マスコンクリート）の柱試験体の内部

最高温度は順に 75.5，68.9，65.1，66.7，59.5，76.5℃で

あり，同試験体寸法ではセメント単味の調合と比較して，

フライアッシュを置換した調合で最高温度が 6.6~15.5℃

小さくなった。また，置換率の増大に伴い，水和熱の低減

が図れるために最高温度は小さくなる傾向が示された。一

方，標準期では①NPC~⑥FA20-R（マスコンクリート）の

柱試験体の内部最高温度は順に 55.7，51.3，52.2，53.3，

44.3，57.3℃であり，セメント単味の調合と比較してフラ

イアッシュを置換した調合では最高温度が 2.4~11.4℃小

さくなった。 

図 7 に柱試験体のフライアッシュ置換率と温度上昇速

規格など

スランプ JIS A 1101

空気量 JIS A 1116

コンクリート温度 JIS A 1156

プロクター貫入試験 JIS A 1147

ブリーディング試験 JIS A 1123

蒸発量 質量変化

柱温度 熱電対

圧縮強度 JIS A 1107

透気性状試験 トレント法

吸水試験 参考文献2)

JIS A 1153

水銀圧入法

ポロシティメータ

フレッシュ

コンクリート

硬化体

コンクリート

中性化促進試験

細孔径分布

項目

表 4 測定項目 

図 7 温度上昇速度と FA置換率の関係 図 5 柱試験体の内部温度（暑中期） 図 6 柱試験体の内部温度（標準期） 

図 4 ﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞおよび蒸発量（暑中期および標準期） 

図 2 柱コア採取

図 3 床測定位置およびコア概要 
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度の関係を示す。直線の傾きから見られるように、標準期

よりも暑中期で打設した試験体の方が最高温度に達する

までの時間が早かった。また、フライアッシュの置換率を

0，20，40%と変化させた場合，置換率が多くなるのに伴

い，温度上昇速度は小さくなっている。初期材齢の温度履

歴が 60℃を超えると，80℃に至るまで長期圧縮強度は急

激に小さくなるという報告 4)もあるように，フライアッシ

ュをセメントに対して内割置換して使用する場合は，置換

率の増大に伴い単位セメント量が減少し，水和熱低減が図

れるため暑中環境下やマスコンクリートに用いる場合に

は有効である。 

3.3 圧縮強度および構造体強度補正値（S値）の検討 

 図 8 に暑中期における材齢 7，28，91 日の標準水中養

生供試体と材齢 28，91 日の柱コア供試体の圧縮試験結果

を示す。柱コア供試体はそれぞれの柱試験体から中央付近

と表面付近の 2 本ずつコアを採取したが，内側と外側の圧

縮強度は内側のほうが若干大きくなる程度で，すべての柱

試験体において大差が見られなかった。したがって，図 8

の柱コア強度は内側および外側の平均強度をとった値と

する。材齢 7 日および 28 日の標準水中養生供試体ではフ

ライアッシュを置換した調合では①NPC と比較して圧縮

強度は小さく，置換率が大きくなるのに伴い，圧縮強度が

小さくなった。材齢 28 日の標準水中養生供試体は，フラ

イアッシュを 20%置換した調合全てで柱コア供試体強度

より小さくなった。材齢 91 日では全ての調合で標準水中

養生供試体強度が柱コア供試体強度を上回る結果となっ

た。フライアッシュを内割置換した柱試験体においては水

分の供給が不十分でも，材齢 28 日までの試験体温度が暑

中環境のように高ければ，長期的な強度伸びは小さいが，

たとえ材齢 28 日でも十分な強度を発現する傾向にある。

特に，マスコンクリートのように寸法が大きいため内部ま

での乾燥が起きにくくコンクリート内部温度が高くなる

ものでは，この傾向は顕著に表れた。 

 図 9 に構造体強度補正値 S の検討結果を示す。なお，

材齢 28 日標準水中養生供試体圧縮強度と材齢 91 日柱コ

ア試験体圧縮強度の強度差を以下，28𝑆91 と呼ぶ。図 9 か

ら①NPC では 28𝑆91 が 1.4N/mm²となり構造体強度補正

値 S が標準期の規定である 3N/mm²でも満足する結果と

なった。フライアッシュを置換した柱コア供試体強度では，

すべての調合で標準水中養生供試体強度をむしろ上回っ

たため，構造体強度補正値 S は 0N/mm²でも満足する結

果となった。既報の研究 5)においてもフライアッシュを置

換したコンクリートの 28𝑆91は 0N/mm²を下回っていたこ

とから，フライアッシュを内割置換する場合には，より適

切な構造体強度補正値 S を定める必要があると考える。 

3.4物質移動抵抗性の評価 

 図 10 に暑中期実験の材齢 91 日床スラブ試験体におけ

るトレント法透気試験の結果を示す。また，トレント法透

気試験による透気係数及び既往の研究 6)から提示してい

る透気係数によるグレーディング（kt=0.01~0.1：良い，

kt=0.1~1：普通，kt=1~10：悪い）を併記する。無養生は

全ての調合で「悪い」判定となり，シート養生においても

フライアッシュを置換した調合では「悪い」判定となった。

給水養生では各調合とも透気性状は向上するが，⑤FA40-

R では給水養生を施しても「悪い」判定となった。フライ

アッシュを大量混入する場合を除いて，フライアッシュを

置換したコンクリートの透気性状の向上を図るためには，

給水養生を施すことが重要である。 

 図 11 に暑中期実験の材齢 91 日床スラブ試験体におけ

る吸水試験結果を示す。各調合ともに養生を施すことで無

養生の試験体よりも吸水係数が小さくなっているが，透気

試験結果で給水養生が最も優れているのに対し，吸水試験

結果ではシート養生が給水養生よりも良い評価となって

いる。これは，測定深さに関係しており，吸水試験は測定

深さが数 mm～十数 mm に対し，透気試験はより内部ま

での物質移動抵抗性の評価が可能である。本実験で養生開

始時期を既往の論文 3)に基づいて，ブリーディング終了直

後としており，給水養生の場合，コンクリートが硬化する

前に水を表面に供給するため，極表層部の相対的な W/B

が大きくなり，吸水試験の測定深さの範囲で組織が緩んだ

図 9 構造体強度補正値 Sの検討結果 

図 8 標準水中養生および柱試験体圧縮強度（暑中
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可能性が考えられる。このことから，本実験の床試験体の

吸水試験結果では極表層部の耐摩耗性や吸着性を考慮す

ると給水養生よりもシート養生が優れている結果となっ

た。さらに，⑤FA40-R の床試験体の給水養生において，

表層部にクラックが点在していたことからも表層部組織

が脆弱になっていたことがうかがえる。今後，詳しい検証

が必要であるが，この結果の影響を考えると既往の報告 3)

である湿潤養生開始時期を再考する必要があると考える。 

 図 12 に暑中期で打設した材齢 91 日の柱試験体および

養生方法ごとの床試験体コアの中性化速度係数とフライ

アッシュ置換率の関係を示す。柱試験体の脱型期間と床試

験体の養生期間が同じであったため、柱試験体については

型枠による保水効果が発揮され、床試験体の養生を施した

ものと同じ傾向が示された。また、フライアッシュの置換

率の増大に伴い，中性化速度係数が大きくなった。図 13

に累積細孔容積と中性化促進係数の関係を示す。累積細孔

容積がフライアッシュを置換したもので大きくなる傾向

が確認され，中性化速度係数も累積細孔容積と相関がみら

れた。この結果により，フライアッシュのポゾラン反応に

よって水酸化カルシウムが消費されるため，中性化抵抗性

が低下するという報告も多いが，フライアッシュを置換す

ることにより細孔径構造が増大するために中性化抵抗性

が低下する可能性も示唆された。 

4．まとめ 

(1) 今回使用したフライアッシュの産地による実用的な

差異は見られなかった。 

(2) 置換率 40%までの範囲では，フライアッシュの置換

率が多くなるに伴い，蒸発量が多くなるためコンクリ

ート表面からの乾燥が早期に進む。 

(3) フライアッシュの置換率の増大に伴い，ブリーディン

グ量が多くなるため表面の乾燥までの時間が長く取

れ，暑中環境下で懸念される均し作業性の低下を改善

することに有効である。 

(4) フライアッシュを内割置換した柱試験体においては

水分の供給が不十分でも，材齢 28 日までの試験体温

度が暑中環境のように高ければ，長期的な強度伸びは

小さいが，たとえ材齢 28 日でも十分な強度を発現す

る傾向にある。 

(5) フライアッシュを内割置換する場合には，28 日標重

水中養生圧縮強度と 91 日柱コア圧縮強度の強度差

28𝑆91 が 0N/mm²を下回っていたことから，より適切

な S 値を定める必要があると考える。 

(6) 床試験体においてフライアッシュをセメントに対し

て内割置換率の増大に伴い，中性化抵抗性が低下する。

改善するためには給水養生が望ましいが，早期の給水

養生は極表面部分を粗密にする可能性がある。 

(7) フライアッシュを置換したコンクリートでは，ポゾラ

ン反応により水酸化カルシウムの消費によってだけ

ではなく，細孔径の増大によって中性化抵抗性が低下

する可能性も示唆された。 
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