
コンクリートの応用

1.研究手法

2.研究結果

3.考察
・水を混ぜたコンクリートでは層が見られる
・塩酸を混ぜたコンクリートでは層が見られない

→揮発性の高い物質を混ぜたら内側からも均等に
蒸発して層が見られないのではないか

4.今後の展望
①塩基性の水溶液を使用した時の変化を比較
②弱酸と強酸でも比較

③揮発性の高い物質を混ぜてのコンクリート作成
④正確な強度を調べるために、専用機械を借りて
強度の値を出す
⑤「④」で出した値をグラフ化して、簡単に比較でき
るようにする
⑥砂、砂利、セメントの比を多様化して、さらに詳し
く強度の比較をする。

❶インスタントセメントを使って、コンクリート作成
の際の最適な体積を求める
❷コンクリートの作成の際に、砂:砂利：セメント
＝1:2:3 を基準として水の量を変えて作成し、pHに
よる変化があるか調べるために、水を塩酸に変
え、塩酸の量を変えながら同じ操作をする
❸「❷」で出来たコンクリートを割り、中に変化があ
るか比較する

※谷川建設様へ訪問し、
　コンクリートを作成する
　際のポイントを伺い、
　研究の精度を高めた。

❶より、50ml、100ml、150mlの体積のセメントを作
成したところ、100mlが最適とわかった。
　➀水10gのとき
　　割った感触としてはパキッ
　　っと割れた。
　②水15gのとき
　　10gと比べた時にボロボロ
　　崩れた感触がした。
　➂水20gのとき　　
　　水で行った実験の中で最も
　　脆い。蒸発しきれてない。
　④塩酸10gのとき
　　見た目としては水と比較
　　した時に全く異なっている
　　水では③以外全てで見られた層がここで
　　は見られない。
　⑤塩酸15gのとき
　　見た目としては表面が灰色
　　に近い色になっている。
　　10gと同様に層は見られない。

　　実験➀〜⑤の結
果を「強度」「層
の有無」につい
ての観点でまと
めた表

水ver.

塩酸ver.

5.参考文献・協力先

https://economoto.org/illust/3138/

https://concrete-mc.jp/cement-material/

https://www.live-science.com/honkan/basic/chishiki02.htm
l

（株）谷川建設

In our study, we changed the conditions under which the concrete was solidified and observed the differences in the finished product.In this study, we 
changed the "amount of water" and "pH of the solvent". The amount of water was changed to 10, 15 and 20 g and pure water was used. This is a liquid with 
pH of 7. Also, hydrochloric acid was used instead of water which has a pH of 2. The differences in the finished product depending on the change in pH were 
observed. We were able to continue our research with the help provided by Tanigawa Construction Co. We visited Tanigawa Construction Company's concrete 
production facility and learned the key points of making concrete and how to make the concrete. He taught me the terminology and other technical terms. As 
a result, the water content tended to become too high and brittle as the amount of water was increased. Also, by changing the pH, the water would come out 
evenly from the inside. However, it was not possible to know exactly how strong it was because it could not be given as a number. The graphs with numerical 
values will be more convincing in future research. I want to try to make it easier to see. Through this exploration, I have improved both my thinking and my 
judgment. I think the knowledge and application skills I have developed in this exploration will be useful somewhere.


