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表-1 使用材料（実機ミキサ実験） 
Table 1  Materials used for concrete (actual production test) 

セメント 高強度用セメント E-VKC（密度 2.89g/cm3） 

細骨材 
天然砂（表乾密度 2.58g/cm3） 
石灰石砕砂（表乾密度 2.62g/cm3） 

粗骨材 石灰石砕石 2005（表乾密度 2.70g/cm3） 

混和剤 
ポリカルボン酸系高性能減水剤 
空気量調整剤 

繊維 ポリプロピレン繊維 

 

表-2 調合条件（実機ミキサ実験） 

Table 2  Mix proportions of concrete (actual production test) 

時期 
W/C 
(%) 

空気 
量 

(%) 

単位量(kg/m3) 高性能 
減水剤 
(C×%) 

繊維 
(kg/m3) セメント 

C 
水 
W 

細骨材※ 粗骨材 

夏 
20 

2.0 

700 

140 

349+349 

891 

1.75 

2.0 

25 560 412+412 1.75 

標準 
20 700 349+349 1.80 
25 560 412+412 1.80 

冬 
20 700 349+349 1.70 
25 560 412+412 1.70 

※ (天然砂)＋(石灰石砕砂) 
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1.  はじめに 
 
近年，地球温暖化への対策や資源の有効利用など，

環境配慮に対する社会の意識が一段と高まるなか，建

物の運用時だけでなく，建設時においても環境負荷の

低減をはかる様々な取組みがなされている。 
その取組みの一つとして，製造時に多くの CO2 を排

出するセメントの一部を高炉スラグ微粉末などの産業

副産物で大量置換することにより，コンクリートの材

料起因の CO2 排出量を低減した環境配慮型コンクリー

トの開発が挙げられる。この技術を高強度コンクリー

トに適用できれば，普通強度のコンクリートよりも単

位セメント量が多いため，コンクリート単位容積あた

りの CO2 排出量についてさらに大きな低減効果が期待

できる。そこで，本研究では，セメントの一部を副産

物で大量置換した環境配慮型高強度コンクリートの開

発を行った。 
筆者らは，環境配慮型高強度コンクリートの性能

（強度特性や耐久性など）および環境負荷低減効果に

ついて様々な検討 1)，2)，3)を行い，副産物置換率 70％の

高強度用セメントを開発した。さらに，2012 年 12 月

には，このセメントを使用した環境配慮型高強度コン

クリートの国土交通大臣の認定を設計基準強度（Fc）
70～80N/mm2 の範囲で取得している。本報では，開発

したコンクリートの構造体コンクリート強度，耐久性

および環境負荷低減効果に関する検討結果を報告する。 
 

2.  構造体コンクリート強度に関する検討 
 
2.1  実験概要 
建築工事標準仕様書・同解説 JASS 5 鉄筋コンクリ

ート工事（2009）では，標準養生供試体により強度管

理を行う際に，その材齢 m 日における圧縮強度と構造

体コンクリートの材齢 n 日における圧縮強度の差によ

る構造体強度補正値 mSn を用いて構造体コンクリート

強度を評価することとされている。Fc60N/mm2 までの

一部の高強度コンクリートについては mSn の標準値が

示されているが，それを超える強度範囲のものについ

ては試し練りにより mSn を定める必要がある。 
そこで，実機ミキサ試し練りにより，開発した環境

配慮型高強度コンクリートの構造体強度補正値 mSn に

ついて検討を行った。 
2.1.1  使用材料および調合条件 
表-1 および表-2 にコンクリートの使用材料および調

合条件を示す。 
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表-4 模擬柱部材中心の最高温度 
Table 4  Maximum temperatures in the center of mock-up column 

W/C 
(%) 

夏 
<気温 30℃> 

標準 
<気温 24℃> 

冬 
<気温 4℃> 

20 76.3℃ 62.9℃ 41.3℃ 
25 69.3℃ 58.9℃ 39.9℃ 

 

表-3 フレッシュ性状試験結果（実機ミキサ実験） 
Table 3  Properties of fresh concrete (actual production test) 

時期 
W/C 
(%) 

単位水量 
(kg/m3) 

スランプ 
(cm) 

スランプ 
フロー(cm) 

空気量 
(%) 

練上がり 
温度(℃) 

夏 
20 141.9 - 54.0 1.2 30 
25 134.4 22.0 41.0 1.5 29 

標準 
20 142.8 - 54.5 1.5 27 
25 138.3 23.0 41.0 1.4 26 

冬 
20 142.3 - 49.0 1.3 10 
25 136.9 21.5 39.0 2.2 10 

 

セメントには，副産物（高炉スラグ微粉末，シリカ

フュームなど）置換率 70％の高強度用セメント E-VKC
を使用した。細骨材および粗骨材には，試し練りを行

った生コン工場で通常使用している天然砂および石灰

石砕石（最大寸法 20mm）・砕砂を使用した。なお，細

骨材の混合比は天然砂：砕砂=1：1（質量比）とした。

化学混和剤には，ポリカルボン酸系高性能減水剤およ

び空気量調整剤を使用した。火災時の爆裂対策を目的

としたポリプロピレン繊維を 2.0kg/m3 混入した。 
試し練りは，夏期，標準期および冬期の 3 回実施し，

水セメント比（W/C）20％についてはスランプフロー

50cm，25％についてはスランプ 21cm を目標として，

高性能減水剤の添加量を調整した。 
2.1.2  練混ぜおよび試験 

練混ぜは，水平二軸式強制練りタイプの実機ミキサ

（容量 3.0m3）を用いてモルタル先練り方式で行った。

大成式水中質量法により単位水量試験を行い，単位水

量試験結果が 140±10kg/m3 であることを確認した。練

上がり時にコンクリートのスランプ（フロー）および

空気量の試験を行い，W/C=20％はスランプフローが

50±7.5cm，W/C=25％はスランプ 21±2cm，いずれも

空気量が 2.0±1.0％の範囲にあることを確認して，φ

100×200mm の標準養生供試体および 1,000×1,000×
1,100mm の模擬柱部材を作製した。図-1 に示すように，

模擬柱部材からコアを採取し，5 個のコア供試体を作

製した。また，模擬柱部材の中心に熱電対を埋め込ん

で，部材の温度測定を行った。 
標準養生供試体は材齢 28 日で，コア供試体は材齢

56 日で，JIS A 1108（コンクリートの圧縮強度試験方法）

にしたがって圧縮強度試験を行った。 
2.2  実験結果および考察 
2.2.1  フレッシュ性状 

表-3 にフレッシュ性状試験結果を示す。 
いずれの調合も，目標性能を十分に満足するもので

あり，部材への打込みおよび締固めに対して十分な流

動性を有していた。 
2.2.2  模擬柱部材の温度 

表-4 に模擬柱部材の中心の最高温度を示す。また，

図-2 に単位セメント量と最高温度の関係を示す。なお，

図中には，Fc60～160N/mm2 で既に実績のある超高強度

用セメント VKC100SF（副産物置換率 30％）を使用し

た同じ生コン工場での実験結果（実験時気温：夏期

30℃，冬期 10℃）を比較対象として示している。 
本実験における冬期実験時の気温が比較実験よりも

5℃程度低い影響を考慮すると，E-VKC を使用した場

合には，VKC100SF を使用した場合よりも最高温度が

10～15℃程度低くなる傾向にあると考えられる。 
 

図-1 模擬柱部材の概要とコア採取位置（単位：mm） 
Fig.1  Outline of mock-up column and core collection 
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図-2 単位セメント量と最高温度の関係 
Fig.2  Relation between cement content and maximum temperture 
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表-5 構造体強度補正値 28S56 
Table 5  Strength correction values for concrete in structure (28S56) 

W/C 
(%) 

夏 標準 冬 

20 3.0N/mm2 8.0N/mm2 8.3N/mm2 
25 5.8N/mm2 2.4N/mm2 5.9N/mm2 

 

2.2.3  構造体強度補正値 mSn 
表-5 に構造体強度補正値 28S56 を示す。前述のとおり，

mSn は標準養生供試体の材齢 m 日における圧縮強度と

構造体コンクリートの材齢 n 日における圧縮強度の差

による構造体強度補正値であるが，ここでは m=28，
n=56 とした。通常，品質管理に用いられる mSn は安全

をみて標準養生供試体強度から構造体コンクリート強

度を減じた値よりも大きく設定されるが，ここではそ

のような調整を行う前の値を示している。なお，材齢

28 日における標準養生供試体の圧縮強度は，

W/C=20％で 105N/mm2 程度，W/C=25％で 95N/mm2 程

度であった。また，図-3 にセメント水比（C/W）と

28S56 の関係を示す。なお，図中には，図-2 と同様に

VKC100SF を使用したデータを比較対象として示して

いる。 
本実験における 28S56 は比較実験よりも少し大きい値

となった。mSn は，使用材料，調合，部材寸法，打込み

温度などによって異なるとされており，実験結果の差

にはセメント種類以外の条件の違いによる影響も含ま

れているが，E-VKC を使用する場合には本実験の結果

を適切に反映させた構造体強度補正が必要である。 
筆者らは，硬化初期に高温履歴を受けたコンクリー

トが，若材齢では標準養生したものよりも高い強度を

有するものの，その後の水和反応が停滞し，ある材齢

を経過すると標準養生したものよりも強度が低くなる

という mSn が生じる一因を，セメント硬化体の総細孔

容積などをもとに明らかにしている 4)。また，夏期の

構造体コンクリートのようにきわめて高い温度履歴を

受ける場合には，水セメント比が低くなるほど mSn が

小さくなることも確認している。この知見をもとに，

セメントの水和反応の違いに起因する mSn を模式的に

表現すると，図-4 の細実線のように，水セメント比 20
～30％を境に夏期と冬期で mSn の大小関係が入れ替わ

る傾向となる。また，石灰石砕石を使用したコンクリ

ートでは，モルタルと石灰石の線膨張係数の違いによ

り，高温履歴を受けたコンクリートの mSn が大きくな

る傾向が報告されている 5)。参考文献 5)のデータをも

とに石灰石砕石使用に起因する mSn を模式的に表現す

ると，図-4 の細一点鎖線のようになる。これらの 2 つ

の要因による mSn への影響を累積したものが図-4 の太

実線であり，これにより，図-3 における夏期と冬期の

傾向の違いや mSn が全体的に大きい値となっているこ

とを説明できる。したがって，E-VKC を使用した高強

度コンクリートについても，過去の知見をもとに mSn

の傾向を評価可能であると考えられる。 

 

3.  耐久性に関する検討 
 
3.1  実験概要 

本研究で開発した強度範囲の環境配慮型高強度コン

クリートは，超高層集合住宅などへの適用を想定して

いる。超高層集合住宅で適用されることの多い品確法

では，JIS に規定された特定のセメントのみを使用する

ことが基本となっており，ここで開発した高強度用セ

メント E-VKC を使用する場合には，特別評価方法認定

を取得する必要がある。 

図-3 セメント水比と構造体強度補正値 28S56 の関係 
Fig.3  Relation between cement-water ratio and 28S56 

図-4 要因ごとの mSnに与える影響の模式図 
Fig.4  Pattern diagram of the effect on mSn by each factor 
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表-6 使用材料（耐久性実験） 
Table 6  Materials used for concrete (durability test) 

セメント 高強度用セメント E-VKC（密度 2.89g/cm3） 
細骨材 安山岩砕砂（表乾密度 2.62g/cm3） 
粗骨材 安山岩砕石 2005（表乾密度 2.61g/cm3） 

混和剤 
ポリカルボン酸系高性能減水剤 
空気量調整剤 

 

表-8 フレッシュ性状試験結果（耐久性実験） 
Table 8  Properties of fresh concrete (durability test) 

スランプフロー

(cm) 
空気量 

(%) 
練上がり温度 

(℃) 
単位容積質量 

(t/m3) 
63.0 1.2 21.7 2.401 

 

 
表-7 調合条件（耐久性実験） 

Table 7  Mix proportions of concrete (durability test) 

W/C 
(%) 

空気量 
(%) 

単位量(kg/m3) 高性能 
減水剤 
(C×%) 

セメント 
C 

水 
W 

細骨材 粗骨材 

25 2.0 620 155 722 865 0.9 
 

そこで， E-VKC を使用した高強度コンクリートが

品確法の劣化等級 3 以上の耐久性を有することを確認

することを目的として，促進中性化試験および凍結融

解試験を行った。 
3.1.1  使用材料および調合条件 

表-6 および表-7 にコンクリートの使用材料および調

合条件を示す。 
セメントには，評価対象となる E-VKC を使用した。

細骨材および粗骨材には，安山岩砕石（最大寸法

20mm）・砕砂を使用した。化学混和剤には，ポリカル

ボン酸系高性能減水剤および空気量調整剤を使用した。 
スランプフローは 60cm を目標として，高性能減水

剤の添加量を調整した。 
3.1.2  練混ぜおよび試験 

練混ぜは，水平二軸式強制練りタイプの小型ミキサ

（容量 55 リットル）を用いて，モルタル先練り方式で

行った。練上がり時にコンクリートのスランプフロー

および空気量の試験を行い，スランプフローが 60±
10cm，空気量が 2.0±1.0％の範囲にあることを確認し

て，100×100×400mm の角柱供試体を促進中性化試験

および凍結融解試験用にそれぞれ 3 個ずつ作製した。 
促進中性化試験は，JIS A 1153（コンクリートの促進

中性化試験方法）にしたがって行った。中性化深さの

測定は，促進期間 1，4，8，13，26 週で行った。 
凍結融解試験は，JIS A 1148（コンクリートの凍結融

解試験方法）にしたがって水中凍結融解試験方法（A
法）で行った。試験開始材齢は材齢 28 日とし，凍結融

解 30 サイクルごとに 300 サイクルまで測定を行った。 

 
3.2  実験結果および考察 
3.2.1  フレッシュ性状 
表-8 にフレッシュ性状試験結果を示す。 
いずれの試験結果も，目標性能を十分に満足するも

のであり，部材への打込みおよび締固めに対して十分

な流動性を有していた。 
3.2.2  促進中性化試験結果 
図-5 に促進中性化試験結果を示す。なお，図中には，

品確法の劣化等級 3 を満足する，W/C=50％の普通コン

クリートのデータを比較対象として示している。 
E-VKC を使用した W/C=25％の高強度コンクリート

は，比較対象とした W/C=50％の普通コンクリートよ

りも中性化深さが小さかった。また，促進期間 26 週で

も中性化深さ 1.0mm とほとんど中性化していない状況

であった。この結果をもとに，中性化速度式を式(1)の
ように定義すると，品確法の劣化等級 3 で想定されて

いる 3 世代（概ね 75～90 年）の期間において，屋外環

境下（CO2 濃度 0.05％）での中性化深さは 1.4mm 程度

と推測される。以上の結果から，E-VKC を使用した

W/C≦25％の高強度コンクリートはきわめて高い中性

化抵抗性を有していることが確認できた。 
 

𝐶 = 0.14 √𝑡 (1) 
 
ここで， 𝐶 ：中性化深さ（mm） 
 𝑡 ：中性化期間（年） 

 
3.2.3  凍結融解試験結果 

図-6 に凍結融解試験結果を示す。ここでは，相対動

弾性係数の低下をもとに凍結融解抵抗性を評価する。

なお，図中には，図-5 と同様に W/C=50％の普通コン

クリートのデータを比較対象として示している。 
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表-9 試算に用いた各材料の CO2 原単位 
Table 9  CO2 per unit of materials for concrete 

材料種類 
CO2 原単位※ 

(CO2-kg/t) 
ポルトランドセメント 766.6 
高炉スラグ微粉末  26.5 
シリカフューム  19.6 

天然細骨材（砕砂）   3.7 
天然粗骨材（砕石）   2.9 

※ 2002 年度データ 6)による。 
ただし，シリカフュームはフライアッシュの値で代用。 

 

 
比較対象とした W/C=50％の普通コンクリートは空

気量を 5.7％連行させることで 300 サイクルにおける相

対動弾性係数 85％以上を確保しているが，E-VKC を使

用した W/C=25％の高強度コンクリートは空気量 1.2％
でもそれ以上の相対動弾性係数が確保できた。セメン

トの一部を副産物で大量置換した環境配慮型コンクリ

ートは，強度発現が比較的緩やかに進むため凍結融解

試験開始（材齢 28 日）以降も強度の増進が大きい。こ

のため，相対動弾性係数が 100％を超えて高くなって

おり，凍結融解による劣化にともなう相対動弾性係数

の低下は見られなかった。以上の結果から，E-VKC を

使用した W/C≦25％の高強度コンクリートはきわめて

高い凍結融解抵抗性を有していることが確認できた。 
 

4.  環境負荷低減効果に関する検討 
 
環境配慮型高強度コンクリートの開発では，2 章お

よび 3 章などで確認したコンクリートの性能と併せて，

高い環境負荷低減効果が求められる。そこで，国土交

通大臣の認定申請に先立って，Fc80N/mm2 の調合（表-
2 の W/C=20％の調合）について材料起因の CO2 排出量

の試算を行った。 
表-9 に試算に用いた各材料の CO2 原単位を示す。基

本的には土木学会のデータ 6)によるものであるが，シ

リカフュームについてはデータがないため，製造プロ

セスが比較的類似しているフライアッシュの値で代用

した。図-7 に Fc80N/mm2 の材料起因の CO2 排出量の試

算結果を示す。なお，図中には副産物置換率 10％程度

の高強度用セメントを使用した従来の Fc80N/mm2 の高

強度コンクリート 7)の試算結果も比較対象として示し

ている。 
コンクリートの材料起因の CO2 排出量の大部分はセ

メントに起因するものであるが，E-VKC を使用した

Fc80N/mm2 の環境配慮型高強度コンクリートでは，材

料起因の CO2 排出量を従来品に対して 60％程度低減で

きた。 
 

5.  まとめ 
 
本研究では，副産物置換率 70％の高強度用セメント

E-VKC を使用することで材料起因の CO2 排出量を低減

した環境配慮型高強度コンクリートを開発した。また，

開発したコンクリートについて国土交通大臣の認定を

設計基準強度（Fc）70～80N/mm2 の範囲で取得してい

る。ここでは，開発したコンクリートの構造体コンク

リート強度，耐久性および環境負荷低減効果に関して

検討を行った。得られた知見を以下に示す。 
（1）E-VKC を使用した場合には，Fc60～160N/mm2 で

既に実績のある超高強度用セメント VKC100SF
を使用した場合よりも最高温度が 10～15℃程度

低くなる傾向にあると考えられる。 
（2）E-VKC を使用した場合には，VKC100SF を使用

した場合と比較して，構造体強度補正値 28S56 は

少し大きい値となった。 

図-6 凍結融解試験結果 
Fig.6  Results of test for resistance to freezing and thawing 
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Fig.7  CO2 emissions of concretes with design strength of 80MPa 
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（3）E-VKC を使用した高強度コンクリートについて

も，養生温度による水和反応の違いや石灰石砕石

の使用による影響などに関する過去の知見をもと

に，構造体強度補正値 mSn の傾向を評価可能であ

ると考えられる。 
（4）E-VKC を使用した水セメント比（W/C）25％の

高強度コンクリートは促進期間 26 週でも中性化

深さ 1.0mm とほとんど中性化していない状況で

あった。この結果から，E-VKC を使用した W/C
≦25％の高強度コンクリートは，品確法の劣化等

級 3 を十分に満足する，きわめて高い中性化抵抗

性を有していることが確認できた。 
（5）E-VKC を使用した W/C=25％の高強度コンクリー

トは，強度発現が比較的緩やかに進むため凍結融

解試験開始（材齢 28 日）以降も強度の増進が大

きく，相対動弾性係数が 100％を超えて高くなっ

ていた。凍結融解による劣化にともなう相対動弾

性係数の低下は見られず，E-VKC を使用した

W/C≦25％の高強度コンクリートは，品確法の劣

化等級 3 を十分に満足する，きわめて高い凍結融

解抵抗性を有していることが確認できた。 
（6）E-VKC を使用した Fc80N/mm2 の環境配慮型高強

度コンクリートでは，材料起因の CO2 排出量を従

来品に対して 60％程度低減できた。 
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