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1.  はじめに 
 

下水道施設のコンクリートは，図－1 に示すように，

微生物が生成する硫酸により早期に腐食することが問

題になっている。この対策として，コンクリートの表

面を樹脂等で被覆して硫酸との接触を遮断する方法が

主に用いられている。しかし，被覆面の僅かなキズや

ピンホールが起点となって被覆材の膨れや剥れに至る

ため，十分に性能を発揮できない場合が多くある。こ

の場合，コンクリートそのものの耐硫酸性を飛躍的に

向上させることができれば，表面被覆などの二次的な

対策を施さずに，長期にわたってメンテナンスフリー

の高耐久な施設の構築が可能となる。これにより，施

設の維持管理費の低減によるライフサイクルコストの

低減効果も期待される 1)。 

著者らはこれまでに，耐硫酸性付与剤，石灰石微粉

末，石灰石骨材を用いて，通常のコンクリートの 10 倍

以上の耐硫酸性を有する自己充てん型のコンクリート

を開発した。これは，「下水道コンクリート構造物の腐

食抑制技術および防食技術指針・同マニュアル」2）の

Ⅰ類またはⅡ類に相当する腐食環境下でも，標準的な

供用期間である 50 年は表面被覆などの対策を必要とし

ない耐硫酸性を有するものである。このコンクリート

を用いて壁部材の新設および断面修復工を模擬した施

工試験を実施し，良好な施工性と部材全体にわたって

均一な品質が得られることを確認している 3～5）。 

本研究では，下水道施設では天井面において特に著

しい劣化が生じ易い天井面の断面修復工における耐硫

酸コンクリートの適用性を検討した 6～8）。天井面の断

面修復工においては，既設のコンクリートの下側から

耐硫酸コンクリートを打設する「逆打ち」となるため，

断面修復部界面での充てん不良を排除し，一体性を確

保できることが重要である。これを考慮して，耐硫酸

コンクリートの使用材料や配合の調整を行ったうえで，

劣化した天井面を模擬した大型部材を用いて断面修復

を行い，施工性を確認した。さらに，硬化後の部材を

用いて戴荷試験を行い，既設コンクリートと耐硫酸コ

ンクリートの一体性を確認した。 

 

2.  耐硫酸コンクリートの材料と配合 
 
 これまでに開発した耐硫酸コンクリートは，耐硫酸

性付与剤，石灰石微粉末および石灰石骨材の使用によ

り，水セメント比55%，圧縮強度35N/mm2程度の一般的

なコンクリートと比べて10倍以上の耐硫酸性を付与し

たものである。また，フレッシュ性状は，「高流動コン

クリート指針」9)による自己充てん性のレベルにおいて，

ランク2の性能（ 小鋼材あきが60～200mm程度の鉄筋

構造物または部材において，自己充てん性を有する性

能）を有するものである3）。 ＊１ 技術センター土木技術研究所土木構工法研究室 

図－1 下水道処理施設での硫酸によるコンクリート劣化 
Fig.1 Degradation of concrete by sulfuric acid 

 at the sewage facilities 
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本研究では天井面の断面修復工へ適用

するために，材料および配合に調整を加

えた。鉄筋が高密度に配置されかつ修復

厚さも限られることから，自己充てん性

のレベルは指針9)のランク1（ 小鋼材あ

きが30～60mm程度で，複雑な断面形状，

断面寸法の小さい部材または箇所で自己

充てん性を有する性能）を目標とし，さ

らなる高性能化を図った。フレッシュ性

状の目標値は，同指針の併用系高流動コ

ンクリートの目標値の目安を参考に，ス

ランプフロー70±5cm，50cmフロー到達

時間5～10秒およびU型充てん高さを

300mm以上とした。コンクリートの使用

材料および配合を表－1，表－2に示す。

高密度に配筋された狭窄部へも確実に充

てんするために粗骨材の 大寸法は13mm

とし，既設コンクリートとの一体性の向

上と収縮ひび割れ防止のために膨張材を

添加した。また，粗骨材の絶対容積は，

指針9)を参考にして，0.285 m3/m3 とした。 

 

3.  実験方法 
 
3.1  天井面断面修復工の概要 

 実証試験の概要を図－2 に示す。通常のコン

クリート（JIS A 5308：2003 による呼び名 24-

8-20H）で 2.0m×1.0m，厚さ 0.2m のコンクリ

ート版を作製して既設躯体の代替とし，その下

面端部から耐硫酸コンクリートを圧送，充てん

することにより天井面を断面修復する状況を再

現した。既設コンクリート版の下面はコンクリ

ートの打設後に遅延材を散布して洗い出しを行

い，実際の下水道施設において腐食したコンク

リートをウォータージェットで除去した下地処

理を模擬した。圧送には吐出口径 4 インチ，理

論吐出量 4m3/h のスクイズ式コンクリートポン

プを用いた。ポンプの吐出口でテーパー管を介

して 3 インチの耐圧ホースに接続し，1.5m の

高さに設置した部材の充てん口と接続した。な

お，充てん部の厚さは 10cm である。密な配筋

条件での充てん性を確認するために，充てん部

には主筋と配力筋（ともに SD295：D13）を

10cm 間隔で格子状に純かぶり 35mm の位置に配

置した（図－3）。これは既存の下水道施設のお

 
 

材料 記号 種類・品質 
練混ぜ水 W 水道水 

セメント C 普通ポルトランドセメント 
（密度 3.16g/cm3，ブレーン比表面積 3290cm2/g） 

細骨材 S 石灰石砕砂（密度 2.69 g/cm3，粗粒率 2.93） 

粗骨材 G 石灰石砕石 
（GmaX 13mm，密度 2.71 g/cm3，粗粒率 6.23） 

Lsp 石灰石微粉末 
（密度 2.67g/cm3，ブレーン比表面積 4190cm2/g） 混和材 

Exp 生石灰系膨張材 
Ad1 AE 減水剤 

混和剤 Ad2 耐硫酸性付与剤 
※骨材の密度は表面乾燥飽水状態の場合 

 

 
単位量（kg/m3) 目標ス

ランプ
フロー
（cm）

水セメ
ント比
（%）

粗骨材 
絶対容積
（m3/m3）

W C Lsp Exp Ad1 Ad2

70±5 55 0.285 170 295 290 15 1.50 24 
 

 

表－1 使用材料 
Table 1 Character of raw materials 

表－2 配合 
Table 1 Mix proportion of the concrete 

図－2 天井面の断面修復工の概要 
Fig.2 Scheme of the repair of overhead slab 
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よそ 2 倍の鉄筋量に相当する。なお，硬化後に物性試

験を行うため，充てん口から 1，2m の付近では一部の

鉄筋を省略している。充てん部の側面および底面の型

枠はアクリル板とし，充てん状況を確認しながらおよ

そ 0.4m3/h の速度で耐硫酸コンクリートを充てんした。

このとき，0.5～1.0m 間隔で 8 箇所に空気抜き孔を設

置して型枠内の空気を排出した。 

部材への充てんと並行して耐硫酸コンクリートの練り

上がりから 90 分までのフレッシュ性状を JIS A 

1150：2001「コンクリートのスランプフロー試験」お

よび，JSCE－F511－1999「高流動コンクリートの充て

ん装置を用いた間隙通過試験方法（案）」（U 型容器：

障害 R1）に準じて測定した。 

打設終了後 28 日において，充てん口から

1m と 2m の部位で既設コンクリート面との

付着強度および圧縮強度を測定した。付着

強度はφ100mm の円形の削孔を利用した建

研式引張り試験により行い，圧縮強度は直

径 50×100mm のコアを採取して測定した。 

3.2  曲げ戴荷試験 

 既設コンクリートと耐硫酸コンクリート

の一体性を確認するために，硬化後の部材

から図－3，図－4 に示すように，長さ 2.0m，

幅 0.2m，高さ 0.3m の梁状の試験体（以降，

修復部材）を切り出し，耐硫酸コンクリー

トの打設後 28 日において曲げ戴荷試験を実

施した。また，腐食前の状態に相当する健

全な部材として，同一形状，配筋で全断面

を既設コンクリートとした梁部材（以降，既設部

材）を作製し，修復部材と比較した（図－4）。戴荷

試験のせん断スパン比は 3.1 とし，曲げが先行する

破壊形態となる条件とした。戴荷速度は 0.1kN/sec

とし，両部材とも曲げひび割れの発生時，設計上の

鉄筋の降伏荷重到達時（43kN)，に一旦徐荷した。修

復部材に関しては既設/耐硫酸コンクリートの界面に

沿ったひび割れの発生時にも徐荷した。 

 

4.  結果および考察 
 
4.1  耐硫酸コンクリートの施工性 

図－5 および図－6 に練上りから 90 分までの耐硫

酸コンクリートのスランプフローおよび U 型充てん

試験結果（障害 R1)の経時変化を示す。90 分後にお

いてもスランプフロー値は目標値の 70±5cm を満足

し，良好な流動性の保持性能が確認された。90 分後

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真－2 耐硫酸コンクリートの充てん状況 
Photo.2 State of filling concrete  

写真－1 型枠内部の耐硫酸コンクリートの流動状況 
Photo.1 State of flowing concrete inside the formwork  
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図－5 スランプフロー試験 
の結果 

Fig.5 Result of the slump flow test  

図－6 U 型充てん試験の結果 
Fig.6 Result of the U-shaped filling test 
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での U 型充てん試験による充てん高さはこの試験の

大値に相当する 358mm であり，良好な充てん性を保持

していた。また，ポンプ圧送後の筒先から採取したコ

ンクリートについてもフレッシュ性状の低下は認めら

れなかった。ポンプ圧送には 3 インチの小径の耐圧ホ

ースを用いたが，閉塞することなく円滑に圧送するこ

とができ，型枠内部での材料分離も認められなかった

（写真－1)。また，耐硫酸コンクリートが充てん口か

ら型枠端部へ向けて 1/10～1/15 の勾配をもって流動し

ていた。このことより，適度な粘性を有することがわ

かる（写真－2）。鉄筋かぶりを 35mm と限界まで小さく

しても，耐硫酸コンクリートは鉄筋の周囲や型枠の端

部まで確実に充てんされる様子が確認できた。打設後

2 週間で脱型したが，耐硫酸コンクリートの表面は平

滑で，ジャンカや粗大な空隙は確認されず，10cm の厚

さを充てんしてもひび割れは発生しなかった。以上よ

り耐硫酸コンクリートは良好な施工性と密実な充てん

性を有することを確認できた。 

4.2  耐硫酸コンクリートの物性 

打設後の材齢 28 日で測定した付着強度および圧縮強

度を表－3 に示す。充てん口から 1m および 2m 地点で

測定した付着強度は，それぞれ 1.5，1.3N/mm2 であり，

いずれも既設/耐硫酸コンクリートの界面（以降，界

面）で破壊した。修復部材と比較するために，目粗し

した既設コンクリートの上に耐硫酸コンクリートを打

ち継いで作製した供試体（比較用供試体）についても

試験した。この付着強度は 2.2N/mm2 となり，界面では

なく既設コンクリートが破壊した。逆打ちした修復部

材では既設コンクリートの上に打ち継いだ比較用供試

体よりも付着強度が低くなった。採取したφ50×100mm

コアの圧縮強度は，充てん口からの流動距離によらず

47N/mm2 程度であり，同じ寸法で標準養生した供試体の

41N/mm2 よりも高く良好な強度特性を有していた。修復

部材の切断面において観察した界面の付着状況は良好

であり，界面の長さ 2m のうち，気泡だまりが生じてい

た長さは 10%程度（合計 22cm，間隙幅 0.5mm～5mm）と

わずかであった。 

4.3  曲げ載荷試験 

曲げ戴荷試験によるひび割れ発生荷重と鉄筋の降伏

荷重を表－4 に，部材中央の荷重－変位曲線を図－7 に

示す。耐硫酸コンクリートの圧縮強度（47 N/mm2）が

既設部材相当のコンクリート（33N/mm2）よりも大きい

こともあり，曲げひび割れの発生荷重は既設部材より

も修復部材のほうが大きくなった。修復部材において

は，荷重 44KN で界面に沿ったひび割れが発生したが，

曲げ耐力および剛性の低下はみられず，既設部材と同

様に部材の降伏は主鉄筋の降伏により決定した（図－

7）。また，鉄筋降伏後，変位制御にて， 終変位 15mm，

変形角 1/53 まで載荷したが，両部材とも荷重の低下は

みられなかった。このように，耐硫酸コンクリートと

既設コンクリートの部材としての一体性は良好であり，

劣化前と同等以上の耐荷性能を得られることが確認さ

れた。 

 

5.  まとめ 
 
天井面の断面修復工への耐硫酸コンクリートの適用

性を評価するために，大型部材を用いた実証試験を行

い，施工性と既設コンクリートとの一体性を確認した。

得られた知見は以下のとおりである。 

1）耐硫酸コンクリートのフレッシュ性状は，経時変化

 
表－3 付着強度および圧縮強度の試験結果 

Table 3 Result of bonding strength and compressive strength 
 付着強度

（N/mm2) 
圧縮強度

（N/mm2) 
1m 地点 1.5 47 
2m 地点 1.3 48 

比較用供試体 2.2 － 
標準養生 － 41 

 
表－4 ひび割れ発生および降伏荷重（kN) 

Table 4 Cracking and yield Load 

 曲げ 
ひび割れ 

界面 
ひび割れ 

鉄筋 
降伏 

既設部材 18 ― 58 

修復部材 25 44 58 

 

図－7 部材中央の荷重－変位曲線 
Fig.7 Load - displacement curves at center of the members 
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やポンプ圧送後の変化が小さく，密な配筋状況でも

良好な充てん性を示し，逆打ちとなる天井面の断面

修復工においても優れた施工性を確認できた。 

2）断面修復した部材と既設コンクリート単独の部材の

戴荷試験において，両者の変位の挙動および降伏荷

重はほぼ同等であり，耐硫酸コンクリートが既設コ

ンクリートと強固に一体化して，劣化前と同等以上

の耐荷性能が得られることを確認した。 

 以上のように，天井面の断面修復工において，耐硫

酸コンクリートの十分な適用性が実証できた。 

これまでの成果 3～5)と本研究により耐硫酸コンクリ

ートの材料および施工性に関する実用化技術としての

検討を完了した。現在，実際の下水環境における長期

の耐硫酸性の確認や設計・施工マニュアルの作成など，

実施工へ向けた整備を行っており，本技術の実工事へ

の適用が大いに期待されるところである。 
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