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要旨：コンクリートを硫酸に浸漬した場合、硫酸浸漬期間と硫酸濃度の積と侵食深さの間には、線形関係
が成り立つ。この関係が明らかなモルタルを硫酸環境で曝露し、一定期間で侵食された深さが分かれば、
見かけの硫酸濃度を推定することが可能である。そのためには、硫酸浸漬期間と硫酸濃度の積と侵食深さ
の関係が材齢による変化の小さいものを用いることが重要である。本研究では、使用材料、配合および養
生方法が、モルタル等の硫酸による侵食速度に及ぼす影響を調べ、硫酸の濃度推定に適切なモルタルにつ
いて検討を行った。その結果、細骨材に砂岩砕砂を用いたモルタルで、脱型後 28 日以上水中で養生を行
うことが望ましいことが分かった。

モルタルの硫酸侵食速度に及ぼす配合および養生の影響
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1.　はじめに
　化学的侵食の一つである硫酸による侵食によって、下
水道施設の劣化が顕在化している。健康で衛生的な生活
環境を維持するために、下水道施設は欠かせないもので
あり、全国の広い範囲に張り巡らされている。しかし、
建設から 50 年以上経過したものも存在しており、中に
は建設から数年で更新が必要となる管路も多く存在す
る。管路の劣化は、道路の陥没、悪臭の発生、流下能力
の低下等重大な被害を引き起こす原因となるため、社会
的に大きな課題となっている。
　下水道内では、汚泥中に含まれる硫化物が、嫌気性の
硫酸塩還元細菌によって分解され、硫化水素を発生させ
る。さらに、凝縮した水分に吸収されると、好気性の硫
黄酸化細菌によって硫酸に変化する1）。硫酸劣化の対策
として、供用期間中の硫酸によるコンクリートの侵食深
さを予測し、必要なかぶりを確保する必要がある。一般
的には、硫化水素濃度を測定し、供用期間内の侵食を予
測する手法が行われている。硫化水素濃度と硫酸による
コンクリートの侵食速度は、ある程度の相関関係はみら
れる2）。しかし、その関係のばらつきは大きく、正確な
侵食を予測することは困難である。
　コンクリートの硫酸による侵食深さは、硫酸浸漬期間
と硫酸濃度の積と比例関係が成り立つ3）。この関係を用
いれば、実験室で行った促進試験によって求めた硫酸浸
漬期間と硫酸濃度の積と侵食深さの結果と実構造物周辺
の見かけの硫酸濃度が分かれば、供用期間中の硫酸によ
る侵食深さを求めることが可能である。見かけの硫酸濃
度は、供試体を硫酸環境下に曝露し、浸漬期間とそのと

きの侵食の深さから推定することが可能である4）。この
ような方法で見かけの硫酸濃度を推定するためには、時
間が経過しても、硫酸浸漬期間と硫酸濃度の積と、硫酸
による侵食深さの関係の変化が小さいモルタル等が必要
となる。本研究では、使用材料、配合、養生方法、養生
温度および養生期間が、モルタル等の硫酸による侵食速
度に及ぼす影響を調べたものである。硫酸による侵食速
度が材齢によらず一定となるようなモルタルの種類につ
いて検討した。

2.　実験概要
2. 1　使用材料および配合
　セメントの種類、細骨材の種類および配合が侵食速度
に及ぼす影響の検討を行った。実験には、モルタルおよ
びセメントペーストを用いた。セメントには、普通ポ
ルトランドセメント（密度：3.15g/cm3、ブレーン値：
3,300cm2/g）および早強ポルトランドセメント（密度：
3.13g/cm3、ブレーン値：4,600cm2/g）を用いた。細
骨材には、砂岩砕砂（表乾密度：2.64g/cm3、吸水率：
2.04 ％）、石灰岩砕砂（表乾密度：2.66g/cm3、吸水率：
0.70 ％）および高炉スラグ細骨材（表乾密度：2.71g/
cm3、吸水率：0.83 ％）を用いた。混和剤には、ポリカ
ルボン酸系高性能減水剤を用いた。セメントペースト
およびモルタルの水セメント比は、25 ％、40 ％および
60 ％で実験を行った。モルタルは、砂セメント比が 3.0
で一定とした。Table 1 に、本実験に使用したセメント
ペーストおよびモルタルの配合を示す。
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3.　実験結果および考察
3. 1　配合の影響
　Fig. 2 に、西野らの研究3）により得られた、コンクリー
トの硫酸への浸漬期間と硫酸濃度の積と、硫酸による侵
食深さとの関係を示す。図中の■および□は、それぞ
れ、水セメント比が 25 ％および 60 ％の普通コンクリー
トの結果を示している。●および○は、それぞれ、水セ
メント比が 25 ％および 60 ％の高炉スラグ細骨材およ
び高炉セメントを用いたコンクリートの結果を示してい
る。これらの結果は、質量パーセント濃度で 1 ％、5 ％
および 10％の硫酸に 28～120 日浸漬させた結果である。
いずれのコンクリートにおいても硫酸侵食深さは、浸漬
期間と硫酸濃度の積に比例していることが分かる。この

2. 2　養生方法
　Fig. 1 に本実験で行った養生の概要を示す。打設後
24 時間以内の初期養生方法では、型枠養生または蒸気
養生を用いた。型枠養生を行った室温は、19±2 ℃で
あった。蒸気養生は、平成 8 年制定土木学会コンクリー
ト標準示方書［施工編］5）に示される方法に従い、コンク
リートを打設後、前養生を 2 時間行った後、昇温速度
を 20 ℃/時間、最高養生温度を 65 ℃、最高養生温度
保持時間を 4 時間の条件で行った。打設後 24 時間で脱
型し、水中養生を行った。水中での養生期間は、材齢 7
日、28 日および 91 日までとした。水中養生の温度は、
20 ℃、35 ℃および 50 ℃とした。温度管理を行った水
中養生完了後、気中または水中で、0 日間、28 日間、
56 日間および 91 日間さらに室温で養生した後に、硫
酸浸漬試験を開始した。
2. 3　硫酸浸漬試験
　硫酸浸漬試験には、φ50×100mm の円柱供試体を使
用した。養生後、質量パーセント濃度で 5 ％の硫酸に
浸漬した。円柱供試体 1 本につき 3L の硫酸を用いた。
硫酸は、14 日毎に全量入れ替えた。供試体は、硫酸
浸漬後、14 日、28 日、42 日および 56 日で取り出し、
湿式カッターで切断し、断面にフェノールフタレイン
溶液を噴霧し、呈色域の直径から硫酸侵食深さを算出
した。

Table 1　Mix proportions of concrete

Type of cement Type of sand W/C（％） S/C
Unit content（kg/m3） HRWRA＊4

（kg/m3）W C S

OPC＊1

25.0
0.0

432 1,727
0 0.040.0 546 1,366

60.0 641 1,068

Crushed sandstone 
sand

25.0

3.0

143 574 1,721 3.0
40.0 211 527 1,582

0.0
60.0 286 476 1,428

HPC＊2
25.0 143 573 1,719 3.0
40.0 211 527 1,580

0.0
60.0 285 476 1,427

OPC＊1

Crushed limestone 
sand

25.0 146 582 1,747 3.0
40.0 214 535 1,604

0.0
60.0 289 482 1,446

HPC＊2
25.0 145 582 1,745 3.0
40.0 214 534 1,602

0.0
60.0 289 482 1,445

OPC＊1

BFS sand＊3

25.0 145 578 1,734 3.0
40.0 212 531 1,593

0.0
60.0 287 479 1,437

HPC＊2
25.0 144 577 1,732 3.0
40.0 212 531 1,592

0.0
60.0 287 479 1,436

＊1 OPC：Ordinary Portland cement, ＊2 HPC：High early strength Portland cement, ＊3 BFS sand：Blast furnace slag sand
＊4 HRWRA：High range water reducing admixture

Fig. 1　 Outline of curing
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が浸透することによっても中性化が進行したためと考え
られる。Fig. 4 および Fig. 5 は、それぞれ、材齢 35 日
および 98 日まで水中養生を行った場合の硫酸浸漬試験
の結果を示している。セメントペーストおよびモルタル
のいずれにおいても、長く養生を行うことで、侵食深さ
と浸漬期間の関係が、より線形関係に近くなっているこ
とが分かる。
　Fig. 6 は、セメントペーストを硫酸に浸漬させた時の
侵食速度係数と浸漬開始時材齢の関係を示したものであ
る。図中の●、■および▲は、それぞれ、硫酸への浸
漬を開始するまで水中で養生を行った水セメント比が
25 ％、40 ％および 60 ％の結果を示している。○、□
および△は、それぞれ、材齢 7 日まで水中養生を行っ
た後、硫酸へ浸漬するまで気中で養生を行った水セメン
ト比が、25 ％、40 ％および 60 ％の結果を示している。
硫酸濃度の推定に用いるためには、浸漬開始時材齢に関

関係が既知なコンクリート等で任意の期間で侵食された
深さが分かれば、その環境下での見かけの硫酸濃度を推
定することが可能である。なお、本論文中では、Fig. 2
中の直線の傾きを侵食速度係数と呼ぶ。
　Fig. 3は、材齢7日まで水中養生を行ったセメントペー
ストおよびモルタルの硫酸侵食深さの経時変化を示した
ものである。セメントには、普通ポルトランドセメント
を用い、水セメント比は 25 ％である。モルタルの細骨
材には、砂岩砕砂が用いられている。図中の□が、セメ
ントペーストの結果を、○がモルタルの結果を示してい
る。材齢 7 日で硫酸に浸漬させた場合、セメントペー
ストでは、浸漬開始直後の侵食深さが大きくなっており、
浸漬時間 t に比例する t 則よりも√t 則に近い形になっ
ている。モルタルでは、線形関係ではあるものの変動が
大きくなっている。材齢 7 日では、水和反応が十分に
進んでいないため、供試体が密実になっておらず、硫酸

Fig. 3　 Corrosion depth of cement paste and mortar
（Age at the start of soaking：7days）

Fig. 2　 Relationship between corrosion depth and 
product of soaking time and concentration 
of sulfuric acid

Fig. 4　 Corrosion depth of cement paste and mortar
（Age at the start of soaking：35days）

Fig. 5　 Corrosion depth of cement paste and mortar
（Age at the start of soaking：98days）
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ンドセメントを用いたモルタルの場合と同程度であるこ
とが分かる。
　Fig. 9 は、細骨材に石灰岩砕砂を用いたモルタルの侵
食速度係数と浸漬開始時材齢の関係を示したものであ
る。水セメント比が 40 ％および 60 ％のものに関して
は、浸漬開始時材齢による侵食速度の変化は小さい。一
方、水セメント比が 25 ％のものに関しては材齢が長く
なるにつれて侵食速度が大きくなっている。Fig. 10 は、
細骨材に高炉スラグ細骨材を用いたモルタルの侵食速度
係数と浸漬開始時材齢の関係を示したものである。高炉
スラグ細骨材を用いたモルタルも浸漬開始時材齢による
侵食速度係数の変化は小さい。しかし、いずれの水セメ
ント比の場合でも、侵食速度係数が小さい。侵食深さか
ら見かけの硫酸濃度を求める場合の誤差は、侵食速度係
数の逆数に比例する。高炉スラグ細骨材を用いたモルタ
ルのように、侵食速度係数が小さいもののみを用いた場

わらず、侵食速度係数が一定であることが望ましい。セ
メントペーストでは、いずれの水セメント比の場合も、
浸漬開始時材齢による侵食速度係数の変化が大きいこと
が分かる。一方、Fig. 7 は、細骨材に砂岩砕砂を用いた
モルタルの侵食速度係数と浸漬開始時材齢の関係を示し
たものである。モルタルの場合では、Fig. 6 に示すセメ
ントペーストの場合に比べて、浸漬開始時材齢による侵
食速度係数の変化が小さいことが分かる。セメントペー
ストよりモルタルの方が、浸漬期間と硫酸侵食深さの関
係の線形性がより高いこと、浸漬開始時材齢による侵食
速度係数の変化が小さいことから、硫酸濃度推定に適し
ているといえる。
　Fig. 8 は、細骨材に砂岩砕砂、結合材に早強ポルトラ
ンドセメントを用いたモルタルの侵食速度係数と浸漬開
始時材齢の関係を示したものである。浸漬開始時材齢に
よる侵食速度係数の変化は、Fig. 7 に示す普通ポルトラ

Fig. 7　 Relationship between age at the start of soaking 
and corrosion speed by sulfuric acid attack
（Mortar with crashed sandstone sand and OPC）

Fig. 6　 Relationship between age at the start of soaking 
and corrosion speed by sulfuric acid attack
（Cement paste of OPC）

Fig. 8　 Relationship between age at the start of soaking 
and corrosion speed by sulfuric acid attack

Fig. 9　 Relationship between age at the start of soaking 
and corrosion speed by sulfuric acid attack
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である。図中の○、□および△は、それぞれ、脱型後か
ら材齢 7 日まで、20 ℃、35 ℃および 50 ℃の水中で養
生を行った結果を示している。モルタルの水セメント比
は、40 ％で、普通ポルトランドセメントおよび砂岩砕
砂を用いている。この図より、いずれの温度で養生を
行っても、浸漬初期において侵食深さが大きくなる傾向
にあることが分かる。これは、養生期間が短い場合、水
和反応が十分に進んでいないため、供試体が密実になっ
ておらず、硫酸が浸透することにより中性化が進行し
たと考えられる。Fig. 12 および Fig. 13 は、それぞれ、
材齢 28 日および 91 日まで水中養生を行った場合の結
果を示したものである。モルタルの水セメント比は、
40 ％で、普通ポルトランドセメントおよび砂岩砕砂を
用いている。28 日以上養生を行えば、いずれの温度に
おいても、硫酸への浸漬期間と侵食深さの関係が直線関
係になることが分かる。

合には、侵食深さを測定する際の誤差によって生じる見
かけの硫酸濃度の誤差が大きくなる可能性がある。
　以上のことから、セメントペーストに比べ砂岩砕砂を
用いたモルタルの方が、硫酸侵食深さと浸漬期間の関係
が、より線形に近くなっている。また、浸漬開始までの
養生期間の違いが侵食速度係数に及ぼす影響が小さい。
一方、高炉スラグ細骨材を用いた場合では、硫酸による
侵食が小さく、水セメント比による侵食速度係数の差も
小さい。見かけの硫酸濃度の推定には、硫酸侵食速度係
数の異なる複数の配合の供試体を用いる方が、より精度
良く硫酸濃度を推定できると考えられるため、砂岩砕砂
を用いたモルタルで、水セメント比の異なるものを複数
用いることが適していると考えられる。
3. 2　養生の影響
　Fig. 11 は、材齢 7 日まで水中で養生を行ったモルタ
ルの養生温度が硫酸侵食速度に及ぼす影響を示したもの

Fig. 11　 Effect of curing temperature（Age at the start 
of soaking：7days）

Fig. 10　 Relationship between age at the start of soaking 
and corrosion speed by sulfuric acid attack
（Mortar with BFS sand and HPC）

Fig. 12　 Effect of curing temperature（Age at the start 
of soaking：28days）

Fig. 13　 Effect of curing temperature（Age at the start 
of soaking：91days）
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のみを硫酸濃度の推定に用いると、誤差が大きくなる可
能性がある。
　養生の期間が短い場合では、硫酸へ浸漬した初期の侵
食が大きくなるため、見かけの硫酸濃度を推定するため
の供試体を作製するには、材齢 28 日以上まで養生を行
う必要がある。その際の養生温度は、20 ℃程度の通常
の水中で養生すればよい。また、脱型までの初期の養生
も、室温で行えばよい。
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　Fig. 14 および Fig. 15 は、それぞれ、脱型まで室温
養生および蒸気養生を行った後、材齢 7 日まで温度管
理を行った水槽で水中養生を行ったモルタルの侵食速度
係数に及ぼす養生温度の影響を示したものである。図中
の●、■および▲は、それぞれ、材齢 7 日まで 20 ℃、
35 ℃および 50 ℃の温度管理を行った水槽で養生を行っ
た後、室温の水中で養生を行ったものの結果を示して
いる。○、□および△は、それぞれ、材齢 7 日まで
20 ℃、35 ℃および 50 ℃の温度管理を行った水槽で養
生を行った後、気中で養生を行ったものの結果を示して
いる。これらの図より、養生温度が侵食速度係数に及ぼ
す影響は小さいことが分かる。また、初期養生の方法の
違いが侵食速度係数に及ぼす影響は小さい。硫酸の濃度
を推定するための供試体を作製する際には、標準的な養
生方法を行えば良いことが分かる。以上のことから、温
度管理をする必要は無く、28 日以上養生を行った後に
用いることが望ましいといえる。

4.　まとめ
　セメントペーストよりもモルタルの方が、硫酸浸漬を
開始した材齢による侵食速度係数の変化が小さい。モル
タルの細骨材に、石灰岩砕砂を用いた場合には、低水セ
メント比において、養生期間が長くなると侵食速度が大
きくなる傾向がある。一方、高炉スラグ細骨材を用いた
場合には、浸漬開始時材齢の影響は小さいが、侵食速度
係数が小さいため、高炉スラグ細骨材を用いたモルタル

Fig. 15　 Relation between age at the start of soking and 
corrosion speed by sulfuric acid attack（Steam 
curing）

Fig. 14　 Relation between age at the start of soking and 
corrosion speed by sulfuric acid attack（Room 
temperature curing）
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ABSTRACT：Inside sewers, living sewage decomposes producing hydrogen sulfide、ammonia, 
methane etc. In the presence of these gases, hydrogen sulfide reduced by sulfate-reducing bacteria 
is oxidized into sulfuric acid by aerobic sulfur-oxidizing bacteria on the concrete surface, which 
severely deteriorates the concrete. When concrete is soaked in sulfuric acid, the relationship 
between the corrosion depth by sulfuric acid and the product of soaking time and concentrations 
of sulfuric acid are linear. The mortar which this relationship is clear is exposed in the sulfuric acid 
environment during a fixed period, and can be known corrosion depth, it is possible to presume 
the apparent concentrations of sulfuric acid. For that purpose, it is important that the relationship 
between the corrosion depth and the products of soaking time and concentrations of sulfuric acid 
hardly change by the age. In this paper, the effect of materials, mix proportions, curing method, 
curing period and curing temperature on the corrosion speed of mortar by sulfuric acid attack was 
investigated, and examined the suitable mortar for presumption of concentrations of sulfuric acid. 
As a result, it was desirable to use mortar with the crushed sandstone sand and cured in water 
above for 28 days after removing mold. The effect of type of cement, curing method and curing 
temperature are small.
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