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要旨：普通ポルトランドセメント(OPC)の耐硫酸塩性に及ぼすフライアッシュ(FA)，無水セ

ッコウ(GYP)および石灰石微粉末(LSP)の影響を検討した。Na2SO4溶液へ浸漬した OPC モル

タルは 15～25 週で膨張したが，FA，GYP もしくは LSP の混和により膨張は大幅に抑制でき

た。また，水和反応の解析からは，FA 混和系では，ポゾラン反応と Ca(OH)2 の消費により，

GYP および LSP 混和系では，硬化体中の初期エトリンガイト量の増加により耐硫酸塩性が

高まったと考察した。 
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1. はじめに 

コンクリートは，土壌，工場廃水，もしくは

海水などに含まれる硫酸塩の作用で劣化する場

合がある。国内には硫酸塩土壌は少ないことか

ら，海外と比較すると耐硫酸塩性に関する研究

は少ないが，近年，国内でも洞道(通信ケーブル

用トンネル)の歩床板の劣化事例 1)や海成粘土層

における硫酸塩劣化の危険性が報告されている
2)ことから，コンクリートの耐硫酸塩性向上への

ニーズはある。一方，コンクリートの耐硫酸塩

性についてはすでに多くの報告があり 3),4),5)，施

工面では耐硫酸塩性塗料のコンクリート表面へ

の塗覆による水密性の向上，材料面では低 C3A

量の耐硫酸塩性セメントおよび混和材の使用が

効果的である。 

しかしながら，材料面に着目すると，耐硫酸

塩性改善効果の定量的な解析はなされておらず，

長期的な耐久性を要求する上では，その機構を

明確化し，材料設計をする必要がある。ここで

は，混和材として無水セッコウ(GYP)，石灰石微

粉末(LSP)，およびフライアッシュ(FA)を用い，

耐硫酸塩性の増加効果を評価し，その機構を電

子プローブ微小部分析(EPMA)および X 線回折

(XRD)/リートベルト法を用いて解析した。 

2. 実験概要 

2.1 使用材料 

(1) セメント 

セメントとして，市販の普通ポルトランドセ

メント(OPC2)を用いた。また，別の検討 6)で使

用した普通ポルトランドセメント(OPC1)の結果

も参照し解析した。これらのセメントのキャラ

クターを表－1 に示す。OPC1 と OPC2 は異なる

工場製であるため，強さ発現性などの物性も異

なると考えられる。しかし，各混和材の効果の

考察では，表－1に示す OPC1 と OPC2 程度のキ

ャラクターの差では同じとみなした。 

(2) 混和材 

混和材として，GYP，LSP，および FA を用い

た。混和材のキャラクターを表－1に示す。混和

材の混合率は内割りで，LSP の場合には，OPC1

に対して 4 mass%，GYP は OPC2 に対して 4 

mass%，FA は OPC2 に対して 25 mass%とした。 

 

2.2 試験方法 

(1)耐硫酸塩性の評価 

耐硫酸塩性の評価は，ASTM-C1012 に準拠し

て行った。すなわち，OPC2 系においては，砂セ

メント比が 2.75，水セメント比が 0.485 のモルタ
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ル供試体を，その圧縮強度(一辺 50 mm の立方体

供試体で測定)が 20 MPa となるまで水中にて養

生した後，23 ℃の 5 %硫酸ナトリウム溶液中に

所定の材齢まで保持した角柱供試体(1×1×16

インチ)を用いて，供試体の長さ変化および外観

から評価した。なお，OPC1 系においては，砂セ

メント比 3.00，水セメント比 0.500，養生温度は

20℃である 6)。 

(2) 硬化体に浸透した硫黄(S)の濃度分布の測定 

 S の濃度分布は，硫酸ナトリウム溶液に 25 週

浸漬した，一辺 50 mm の立方体供試体を中央部

分で切断し，アセトンを用いて水和停止を行っ

た後，エポキシ樹脂含浸，研磨をして測定用の

試料とした。測定は，EPMA(日本電子(株)製

JXA-8100)により行った。 

(3) 鉱物相の定量 

 水和セメントの結合水量を熱質量分析(TG)に

より，その相構成を XRD/リートベルト法による

鉱物の定量により評価した。試料は，砂による

定量性の低下を避けるため，水セメント比 0.500

の水和ペーストを用いた。ペースト供試体は径

50 mm 高さ 40 mm の円柱である。養生は，20 ℃

でモルタルが20 MPaとなる材齢まで水中にて行

った後，水中および 5 %硫酸ナトリウム溶液に所

定材齢まで浸漬した。なお，水セメント比およ

び養生温度はモルタルわずかに異なるが，各混

和材の効果を検討する上では，影響しないと考

えた。水和停止は，水中浸漬のものは供試体の

全体を試料とし，硫酸ナトリウム溶液に浸漬し

たものは供試体の表面から 2 mm までを切断し

て試料とし，アセトンを用いて行った。その後，

11 %RH で 7 日間乾燥を行い，TG により 1000 ℃

までの質量減量を求め，結合水量を評価した。

また，乾燥試料に内部標準としてα-Al2O3(昭和

電工社)を 10 mass%混合し XRD 測定用の試料と

した。XRD の測定条件は，Cu-Kα，管電圧 50 kV，

管電流 350 mA，走査範囲 5～65°(2θ)，ステッ

プ幅 0.0234°，スキャンスピード 0.13 s/step とし

た。XRD/リートベルト法による定量には，

TOPAS(BrukerAXS 社製)を使用した。 

リートベルト法による定量は既報 7)と同様に

行い，解析の対象とした鉱物は，未水和セメン

トでは，C3S，C2S，C3A(ortho-, cubic-)，C4AF，

無水セッコウ，半水セッコウ，二水セッコウ(Gy)，

カルサイト，およびα-Al2O3とした。FA 混和系

では，ムライト，マグネタイト，および石英を，

水和セメントでは，ポルトランダイト(CH)，エ

トリンガイト(Ett)，モノサルフェート(Ms)，モノ

カーボネート(Mc)，およびヘミカーボネート(Hc)

を計算対象に加えて定量した。また，α-Al2O3

を内部標準として定量した非晶質量をケイ酸カ

ルシウム水和物(C-S-H) 7)および未反応フライア

ッシュのガラス相の合計量と仮定した。未反応

のフライアッシュのガラス相の量は，塩酸およ

び炭酸カルシウム溶液を用いた選択溶解法 8)に

より定量を行い，非晶質量から差し引いてケイ

酸カルシウム水和物量を求めた。また，各鉱物

相および非晶質の定量精度はおおよそ 1～2 

mass％程度である 7)。XRD/リートベルト法によ

る定量分析の精度には議論が残るところではあ

るが，本研究では水和の進行評価のための相対

的な比較を行うことが目的であるため，十分な

精度と考えた。 

表－1 セメントおよび混和材の化学組成・物理特性 

 比表面積 強熱減量

cm2/g mass% SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O
OPC1 3350 0.7 21.9 4.7 3.1 64.6 1.6 2.0 0.2 0.3
OPC2 3280 0.7 21.9 5.2 3.1 64.4 1.4 1.7 0.2 0.4
GYP 4140 0.5 0.0 0.0 0.0 40.2 0.2 56.6 0.3 0.0
LSP 10000 43.6 0.0 0.0 0.0 51.4 1.6 0.0 0.0 0.0
FA 3950 0.9 56.9 31.3 4.0 0.4 0.5 0.0 0.2 0.4

化学組成/mass%
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3 結果と考察 

3.1 耐硫酸塩性試験の結果 

(1) 供試体の外観 

硫酸ナトリウム溶液に浸漬したモルタル供試

体の外観の一例(膨張例)を写真－1に示す。浸漬

期間 38 週までの外観は，混和材を混和したもの

では変化なく，OPC2 のみ劣化が著しく，浸漬期

間 15～25 週において表面の一部が剥離して湾曲

状を呈し，浸漬期間 25～38 週においてひび割れ

が顕著に進行した。 

(2) 長さ変化率 

ASTM-C1157 および C989 では，硫酸塩溶液に

浸漬したモルタル供試体の長さ変化から，耐硫

酸塩性を判断する指標が定められている。一例

として，耐硫酸塩セメント(ASTM-Type MS)では，

ASTM-C1012 に準拠した試験において，浸漬期

間 25 週で 0.1%以下が安全レベルとされている。

また，硫酸塩による長さ変化は，浸漬期間一年

以上の長期に起こる場合も報告されており 9)，長

期にわたる長さ変化の観察が必要であると考え

られるが，ここでは 25 週までに認められた混和

材の効果をとりまとめて報告する。 

OPC1系およびOPC2系における浸漬期間ごと

の膨張率を図－1に示す。OPC1 系におけるモル

タル供試体の膨張は，浸漬期間 4 週までは LSP

混和，無混和ともに同等であったが，浸漬期間 4

週を過ぎて LSP 無混和において膨張の進行が見

られた。一方，浸漬期間 25 週までに限ると，LSP

混和系では膨張はあまり進行せず，浸漬期間 25

週の膨張率を比較すると，LSP 混和によって膨

張率は 64%減少した。OPC2 系では，浸漬期間

13 週までは無混和，GYP 混和，FA 混和ともに

同等であった。浸漬期間 13 週を過ぎて無混和に

おいて膨張の急激な進行が見られたが，浸漬期

間 25 週までに限ると GYP 混和および FA 混和で

は膨張は進行せず，浸漬期間 25 週の膨張率で比

較すると，GYP 混和または FA 混和によって，

膨張はそれぞれ 89%，96%減少した。なお，OPC1

と OPC2 の膨張量の違いは，配合および養生温

度の違いによるものと考えられる。 

 

3.2 S の濃度分布および水和解析 

3.1 に示した LSP，GYP および FA の混和によ

る硫酸塩浸漬時の膨張抑制は，既知である 3),4),5)。

また，外来の硫酸塩によって膨張が起こる機構

については，硫酸塩によって生成する Ett が関与

することが知られており，Gy も関与していると

考えられている場合が多い 10)。しかしながら，

実際には硫酸塩の移動による水和物や空隙構造

の変化の定量的評価に基づく機構解析はほとん

どされていない。ここでは，まず S の浸透深さ

および水和物の定量から機構を検討した。 

(1) 硬化体に浸透した S の濃度分布 

外部硫酸塩劣化は環境からの硫酸塩の移動に

よるもの 11)であることは間違いない。しかし，

 

 

 

 

写真－1 長さ変化試験用供試体の外観 

(OPC2，硫酸塩浸漬，上：25 週，下：38 週) 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）OPC1 系 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）OPC2 系 

図－1 硫酸塩浸漬のモルタル供試体の膨張率 
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既往の研究では，外来の硫酸塩の浸透と耐硫酸

塩性の因果関係は不明確であるとする報告もあ

る。すなわち，ペーストにおいて，硫酸塩の浸

透度が高い場合でも，膨張による強度低下が起

こらない事例が報告されている 12)。 

OPC2 系における浸漬期間 25 週のモルタル供

試体を用いて，EPMA により浸透した S の濃度

分布を測定した結果を図－2に示す。浸透深さが

4 mm 以降の硫酸塩の浸透の影響がないと考え

られる領域で，GYP 混和により S 濃度は 0.2～

0.3 %高くなっており，EPMA により SO3 の添加

が正しく検出されていることが分かる。また，

濃度分布では最大ピークが観測され，この理由

は供試体の形状効果と，外来の硫酸塩の物質移

動の影響により確認されるものと考えられるが

明確ではない。このピークの位置は，GYP 混和

よりも無混和および FA 混和において 500 µm ほ

ど深くなった。この場合，図－1に示したとおり，

長さ変化においては無混和と GYP および FA 混

和において差が見られるにも関わらず，浸透深

さには明確な差は見られない。このように，S の

浸透深さのみでは硫酸塩による劣化を評価する

ことができない。 

(2) X 線/リートベルト法による鉱物定量 

水和の進行と膨張の関係について，鉱物相か

らの検討を行うために，XRD/リートベルト法に

よるペーストの構成相の定量を行った。OPC1 系

および OPC2 系における浸漬期間 0 週と硫酸塩

浸漬の浸漬期間 17 週の Ett，CH および Gy 量を

図－３に示す。なお，浸漬期間 0 週は硫酸塩へ

の浸漬開始時であり，浸漬期間 17 週は解析が終

了した中で最も浸漬期間が経過したものである。 

浸漬期間 0 週から硫酸塩浸漬した浸漬期間 17

週への鉱物相の変化は，CH は OPC1 を除いて減

少し，Gy はすべての系で生成・増加し，Ett はす

べての系において増加した。これは，CH が外来

の硫酸塩と反応し，Gy および Ett を生成したた

めと考えられる。 

一方で，水和初期を除く Ett 生成量と膨張率に

は相関性があることが報告されている 13)。ここ

では，硬化体の表面で硫酸塩が及ぼす影響を評

価するため，浸漬期間 0 週から硫酸塩浸漬の浸

漬期間 17 週までの Ett 増加量を図－4 に示す。

浸漬期間 0 週から硫酸塩浸漬の浸漬期間 17 週ま

での Ett 増加量(図－4の斜線部)は，OPC1 系では

LSP 混和によって，また OPC2 系では GYP およ

び FA 混和によって減少した。また，硬化体の表

層部は浸漬初期から硫酸塩に曝されるが，図－2

からも硫酸塩が内部へ浸透するまでに，ある程

度の時間を要することが分かる。一方で，セメ

ントの水和は材齢と共に進み，水和物の組成も

変化する。すなわち，外来の硫酸塩と反応する

セメント硬化体の水和物の組成は，コンクリー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2 EPMA によるモルタル供試体に拡散した

Sの濃度分布 

 

 

 

 

 

 

(1) OPC1 系 

 

 

 

 

 

(2) OPC2 系 

図－3 浸漬期間 0週および 17 週(硫酸塩浸漬)

の水和物量 
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トの表面からの深さにより異なる。ここでは，

硫酸塩が浸透していない内部の構成相は水中養

生供試体の構成相と同等と仮定し，浸漬期間 17

週の水中浸漬と硫酸塩浸漬した場合の Ett 量を

比較した。その結果を，図－5 に示す。Ett 増加

量は図－4と同様に，OPC1 系では LSP 混和によ

って，OPC2 系では GYP および FA 混和によって

減少した。また，図－4 と図－5 の Ett 増加量を

比較すると，OPC1，OPC2，GYP 混和および FA

混和では，浸漬期間 17 週との差の方が大きく，

逆に LSP 混和系では小さい。これは，外来の硫

酸塩が浸透して，硬化体と浸漬初期に反応する

表面と浸漬長期に反応する内部では，外来の硫

酸塩由来の Ett 増加量と，それに伴う膨張の可能

性が異なることを示唆している。 

つまり，Ett 増加量は，硬化体に内在する Ett

量の浸漬期間経過に伴う変化の影響を受ける。

図－4と図－5の浸漬期間 0週から水中浸漬の浸

漬期間 17 週への Ett 量の変化は，OPC1 に LSP

を混和した場合はほぼ同等であり，それ以外で

は減少した。これは，OPC では一般にセッコウ

が消費された後，C3A が Ett と反応して Ms を生

成するため Ett が減少するが， LSP が存在する

場合には，C3A が LSP と反応して Mc や Hc を生

成するため，一旦生成した Ett が Ms に変化せず

に残存することによる 14)。さらに，OPC2 に GYP

を混和した場合は，特に浸漬期間 0 週で無混和

よりも Ett 量が多くなった。これは，無混和より

も SO3量が多いためと考えられる。 

(3) 混和材の効果に関する考察 

以上の結果から，混和材の混和による硫酸塩

膨張の抑制効果は以下のように考察される。 

LSP および GYP を混和した場合では，硫酸塩

浸漬前の内在 Ett 量が増加するため，外来の硫酸

塩によって生成する Ett と内在 Ett 量の差が無混

和よりも小さくなるためと考えられる。すなわ

ち，先述のとおり硫酸塩浸漬前の LSP 混和では

浸漬期間が経過するほど無混和との内在 Ett 量

の差が多くなると考えられ，図－5の Ett 増加量

が図－4 よりも少ない理由と考察される。また，

GYP 混和では先述のとおり，硫酸塩浸漬前の内

在 Ett 量は無混和よりも多くなるが，浸漬期間の

経過と共に減少すると考えられ，図－4の Ett 増

加量が図－5よりも少ない理由と考察される。 

FA を混和した場合では，図－3 に示すように

硫酸塩浸漬の浸漬期間 17 週の CH 量は，無混和

および GYP 混和と比較してポゾラン反応により

十分に少ない。硫酸塩による Ett 生成には Ca 源

となる CH が必要となるため，FA 混和では浸漬

期間が進行した場合でも Ett 生成量は少ないと

考察される。また，先述のとおり図－5における

FA 混和の Ett 増加量は，OPC1 と比較すると同等

であった。すなわち，現時点のペースト試料で

は Ett 増加量がモルタルの膨張の結果を完全に

反映するものではないため，さらに浸漬期間が

経過した試料での比較も必要である。また，硬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－4 OPC1 および OPC2 系における浸漬期間 0

週から 17 週(硫酸塩浸漬)までの Ett 増加量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－5 OPC1 および OPC2 系における浸漬期間 17

週の水中浸漬と硫酸塩浸漬との Ett 量の差 
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化体の膨張には，Ett 量以外に，空隙量や弾性率

等も関与していると考えられるため，総合的な

考察は今後の検討課題である。 

以上のことから，鉱物相の観点から耐硫酸塩

性の高いセメント硬化体の特徴を考察すると，

水和初期に Ett を多く生成し，かつ長期に CH の

生成が少ないものと考えられる。そして，この

ようなセメント硬化体を設計するためには，混

和材として，LSP，GYP および FA を用いること

が有効であると考えられ，作用機構が異なるこ

れらの材料を適切に組み合わせることにより，

さらなる効果が期待される。 

 

4 まとめ 

普通ポルトランドセメントに，混和材として，

無水セッコウ，石灰石微粉末およびフライアッ

シュを用い，耐硫酸塩性に及ぼす効果を評価し

た結果，以下の結論を得た。 

・ モルタル供試体の外観および長さ変化による

耐硫酸塩性の評価では，OPC への LSP，GYP

および FA の混和により耐硫酸塩性が高まった。 

・ 硫黄(S)浸透深さの分析では，無混和系，GYP

および FA 混和に大きな差異は見られず，浸透

のみでは劣化を評価できなかった。 

・ 鉱物相の解析から，LSP および GYP 混和では

硬化体中に内在する Ett 量の増加により，FA 混

和では Ca(OH)2 量の減少により耐硫酸塩性が

高まったと考察される。 

 

参考文献 

1) 篠崎聡，吉田安克，江向直美：とう道歩床板

の劣化原因とその補修，防錆防食技術発表大

会予稿集，No.23，pp.17-20，2003 

2) 土木学会：コンクリート技術シリーズ No.53

コンクリートの化学的侵食・溶脱に関する研

究の現状，pp.18-25，2004.6 

3) 宮沢清：セメントに添加するセッコウの最適

量，セメント・コンクリート，No.255，pp.22-26，1968 

4) Gonzalez, M. A. and Irassar, E. F.: Effect of 

limestone filler on the sulfate resistance of low 

C3A Portland cement, Cem. Concr. Res., Vol.28, 

No.11, pp.1655-1667, 1998 

5) Ouyang, C., Nanni, A. and Chang, W. F.: 

Internal and external sulfate ions in Portland 

cement mortar: Two types of chemical attack, 

Cem. Concr. Res., Vol.18, pp.699-709, 1988  

6) 山下弘樹ほか：SO3 量を最適化したポルトラ

ンドセメントの耐硫酸塩性，第 61 回セメン

ト技術大会講演要旨，印刷中，2007 

7) Hoshino, S., Yamada, K. and Hirao, H.: 

XRD/Rietveld Analysis of the hydration and 

strength development of slag and limestone 

blended cement, J. of Adv. Concr. Tech., Vol. 4, 

No. 3, pp.357-367, 2006 

8) 大沢栄也，坂井悦郎，大門正機：フライアッ

シュ－セメント系水和におけるフライアッ

シュの反応率，セメント・コンクリート論文

集，No.53，pp.96-101，1999 

9) 岡本礼子，大脇英司，新藤竹文，宮原茂禎：

アルミナセメントを用いた耐硫酸塩モルタ

ルの評価，コンクリート工学年次論文集，

Vol.28，No.1，pp.1745-1750，2006 

10) Santhanam, M., Cohen, M. D., Olek, J.: Effect of 

gypsum formation on the performance of cement 

mortars during external sulfate attack, Cem. 

Conc. Res., Vol.33, pp.325-332, 2003 

11) Maltails, Y., Samson, E., Marchand, J.: 

Predicting the durability of Portland cement 

systems in aggressive environments －

labolratory validation, Cem. Concr. Res., Vol.34, 

pp .1579-1589, 2004 

12) 西晴哉，沖村広武，今井友宏：セメントペー

スト硬化体の耐硫酸塩・耐酸性についての一

考察，セメント技術年報，No.35，pp.77-81，1981 

13) Odler, I. et al.: Investigation of cement 

expansion associated with ettringite formation, 

Cem. Concr. Res., Vol.29, pp .257-261, 2001 

14) 李宗揆ほか：3CaO・Al2O3・CaSO4・2H2O-CaCO3

系の水和反応におよぼす二水セッコウの影

響，無機マテリアル，Vol.5，pp.194-199，1998 

-218-


