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要旨：これまで浄水処理施設には，主に普通ポルトランドセメントを使用したコンクリート

が用いられてきたが，近年，オゾン処理や生物活性炭処理を行う水槽において，酸や溶脱に

起因すると考えられるコンクリート表面の軟化や劣化現象が報告されている。そこで，セメ

ント系材料を用いた耐酸性コンクリートの浄水処理施設への適用性を把握することを目的と

し，その水質安全性や耐オゾン性，耐磨耗性，化学成分などを確認した結果を報告する。 
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1. はじめに 

通常の浄水処理では十分に対応できないかび
．．

臭やトリハロメタンの除去や低減を図るために，

オゾン接触池や生物活性炭吸着池（以下 BAC 池

と記載）を導入した高度浄水処理施設が建設さ

れる事例が増え，水道水の品質向上に大きく寄

与している。 

しかし，これらの処理方式の運用は比較的

近であり，強力な酸化力を有するオゾンガスが，

水槽の躯体コンクリートに及ぼす影響について

は明確になっていない点が多い。 

実施設のオゾン接触池や BAC 池において，液

相に接触している躯体コンクリートの表層部分

が，カルシウムの溶脱により空隙が増加して劣

化している事例が報告 1)2)3)されている。この

BAC 池におけるカルシウム溶脱の原因 1)は，微

生物の有機物分解で発生した炭酸が，セメント

中の水酸化カルシウムと反応して硬化体中のカ

ルシウムの溶脱を促進することや，逆洗浄時の

活性炭による磨耗が考えられている。 

本報告は，耐酸性セメント系材料 4)5)6)7)を用い

た耐酸性コンクリートの，浄水処理施設への適

用性を確認することを目的とした。水道施設に

用いる資機材の材質については，その技術的基

準が厚生省令で定められており,省令に基づく

水質安全性試験を行うとともに，耐オゾン性な

どについて実施した室内実験結果を報告する。 

 

2. 耐酸性セメント系材料とは 

耐酸性セメント系材料は，普通ポルトランド

セメントと高炉スラグ微粉末，フライアッシュ，

シリカフュームの４成分から構成されており，

普通ポルトランドセメントとシリカフュームの

質量比を同量とした無機材料である。その化学

成分の組成 6)は，図－１，表－１に示すように普

通ポルトランドセメントと比較すると SiO2 が２

倍程度大きく，CaO が半分程度である特徴を有

する。これにより，セメントペーストマトリッ 
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図－１ セメント化学成分の比較 4) 
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クスは Ca/Si mol 比が小さくな

り，水和生成物である水酸化カ

ルシウムの生成量は少量に抑え

られ，その結果，酸の浸入によ

る二水石膏の生成を抑制するこ

とで耐酸性の向上を図っている。 

 この材料は無機材料のみで構

成されており，従来のセメント

に替えて耐酸性セメント系材料を使用すること

で，耐酸性能を有した生コンクリートやモルタ

ル，グラウトの製造が可能となる。 

 

3．耐酸性コンクリートの浄水処理施設への

適用性確認実験 

3.1 実験概要 

浄水処理施設の環境を模擬するため，実験に

は表－２に示すオゾン接触池，BAC 池，および

対比用の水道水池をモデル化した３種類の浸漬

槽を用いた。実験は，供試体を３種類の浸漬槽

に所定の期間まで浸漬した後，浸漬前後の耐酸

性コンクリートの品質変化により,その適用性を

評価した。表－３に耐酸性コンクリートの配合

と圧縮強度試験の結果を，表－４に試験項目お

よび試験方法を示す。また，写真－1にオゾン環

境試験槽の状況を示す。 

3.2 実験結果 

(1) 水質安全性 

水質試験の結果を表－６に示す。平成 12 年厚

生省令第 15 号に基づき，計量証明事業所で水質

試験を実施した結果，省令に定める全ての項目

に合格し，耐酸性コンクリートの水道施設用資 

表－1 耐酸性セメント系材料の試験結果例 
 

化学成分 (%) 
モルタル圧縮強さ

（N/mm2） 
種 類 記 号

密度
(g/ｃｍ３) SiO2

(%) 
Al2O3

(%) 
Fe2O3

(%) 
CaO
(%) 

3 日 7 日 28 日

耐酸性セメント系材料 TCR 2.56 49.8 13.6 2.6 26.7 9.4 22.7 44.4

普   通 OPC 3.16 21.1 5.2 2.8 64.2 28.3 42.8 59.8

耐硫酸塩 
ポルトランドセメント 

SR 3.18 21.9 3.3 5.2 65.0 21.8 31.6 56.2

(JIS R 5201 による) 

 

表－２ 各種浸漬槽の条件 
 

浸漬槽の条件 
種類 

溶媒 溶媒量 溶質 
溶質 
濃度 

浸漬期間
(週) 

溶媒温度
(℃) 

備考 

オゾン 
接触池 
モデル*1 

30L 
オゾン 
ガス 

2ppm 
・ステンレス容器使用 
・空気源オゾン発生装置による連続注入 

（センサー制御） 

BAC 
池 

モデル*2 
65L 

重炭酸
ナトリ
ウム 

飽和 
・硬質プラスチック容器使用 
・粉末状の重炭酸ナトリウムの飽和状態確認
・供試体は１週毎にワイヤーブラシで研磨 

水道水 
池 

モデル*2 

水道 
水 

65L 無し --- 

4,10 20 

・硬質プラスチック容器使用 

＊１ 浸漬液は１週間毎または６＜pH＜９の範囲を逸脱する毎に全量交換し回収 
＊２ 浸漬液は１週間毎に全量交換し回収 

 

表－３ 耐酸性コンクリートの配合および圧縮強度 
 

単 位 量 (kg/m3) 圧縮強度 (N/mm2) W/B
(%) 

s/a 
(%) 

W B S G Ad. 材齢７日 材齢28日

45.0 43.0 160 356 733 980 4.81 20.0 39.2 

注) フレッシュ性状：スランプ 15.5 ㎝，空気量 4.5% 
＊ W:水,B:耐酸セラメント,S:細骨材,G:粗骨材 
＊ Ad.:ポリカルボン酸系高性能 AE 減水剤 
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機材としての安全性が確認できた。 

(2) 透水性 

 各種浸漬槽に浸漬した耐酸性コンクリートの 

透水試験結果を図－２に示す。 

 

何れの浸漬条件においても，浸漬期間が増加

すると，浸透量は小さくなった。これは，耐酸

性コンクリートが浸漬環境で養生され，水和が

進行し緻密になったためと考えられる。各種浸

漬条件による浸透量の差はほとんどなく，何れ

も割裂後の浸透深さが 0.1mm 以下であったため，

耐酸性コンクリートの組織は高い緻密性を有し，

遮水性に優れていると考えられる。 

(3) 耐磨耗性 

耐酸性コンクリートの磨耗試験による浸漬期

間 10 週における質量変化率は，図－３に示すよ

うにオゾン接触池モデルで-0.44%，ＢＡＣ池モ

デルで-0.57%，水道水池モデルで-0.54%となった。

この結果より，浸漬条件の違いによる耐酸性コ

ンクリートの耐磨耗性に及ぼす影響は小さいと

考えられる。 

表－４ 実験項目および実験方法 
 

実 験 方 法 
実験 
項目 

規準等 
供試体の寸法・ 

作成方法 
内 容 

圧縮 
強度 

JIS A 1108
に準拠 

φ100×200ｍｍ ・材齢 28 日まで 20℃，標準水中養生。 

水質 
安全
性 

水 道 施 設
の 技 術 的
基準を定め
る省令 

φ100×t10mm 
・ φ 100 × 200mm
の円柱供試体から
t10ｍｍの円盤切
出した後，浸漬。 

・溶出成分を分析。 
・成形後，材齢 28 日まで 20℃，標準水中養生。その後，試験開始。平成 12
年厚生省令第 15 号(改正 平成 12 年厚生省令第 127 号 平成 14 年厚生
労働省令第 139 号、平成 16 年厚生労働省令第 5 号)に基づく 平成 12 年
厚生省令告示第 5 号(資機材等の材質に関する試験) 

透水 
性 

JSCE-K533 
-1999 に準
拠 

φ1５0×t40mm 
・ φ 150 × 300mm
の円柱供試体から
t40ｍｍの円盤切
出した後，浸漬。 

・成形後，材齢 28 日まで 20℃，標準水中養生。その後，浸漬試験開始。 
a)浸漬終了後，温度 20±2℃、湿度 50±5%の環境下で 12 日間乾燥。試験
体側面をｴﾎﾟｷｼ樹脂で被覆し 2 日間の乾燥。 

b)作製試験体の質量(W0)を量り，透水試験機に試験体を設置。 
c)98kPa の水圧を 1 時間加えた後，質量(W1)を量る。浸透量(Wp)を計算し，

3 個の平均値。 ・浸透量(Wp)=透水後の質量(W1)－透水前の質量(W0) 

耐磨 
耗性 

JIS-K5600 
-5-9-1999 
に準拠 

φ100×t10mm 
・ φ 100 × 200mm
の円柱供試体から
t10ｍｍの円盤切
出した後，浸漬。 

・成形後，材齢 28 日まで 20℃，標準水中養生。その後，浸漬試験開始。 
a)浸漬終了後，温度 20±2℃，湿度 50±5%の環境下で 1 日間乾燥。 
b)試験体をﾃｰﾊﾟｰ形磨耗試験機の回転盤上に設置。 
c)研磨用ﾍｯﾄﾞを試験体面に載せ，回転数1000回を行い，減量を3個の平均
値から測定。 ・質量変化率 =-（（試験前の質量-試験後の質量）/試験前
の質量）×100(%) 

化学 
成分 

JIS-R-5202 
に準拠 

100×100×t50 ㎜ 
・ 100 × 100 × 100
㎜の供試体を浸漬
し，半割りで t50ｍ
ｍとして測定。 

・成形後，材齢 28 日まで 20℃，標準水中養生。その後，浸漬試験開始 
・所定期間浸漬終了後，立方体供試体を半割りして 100×100×t50 ㎜とし，
全量を蛍光 X 線分析装置により分析。 

細孔 
分布 

水銀 
圧入法 

・浸漬液に触れる外側(深さ：表面～1cm)と内側(深さ：4cm～5cm)の供試体
片を 5mm 径程度に破砕した後，モルタル片を水銀圧入法で 細孔径の分
布を測定。 

元素 
分布 

EPMA 
面分析 

100×100×t10 ㎜ 
・ 100 × 100 × 100
㎜の供試体を浸漬
し，半割りした後，
t10mm で 4 枚にカ
ットし測定。 

・内側の供試体片を面分析し，浸漬液の接触面からの元素分布を測定。 

 

 

写真－１ オゾン環境試験槽（左）と 

オゾン発生器（右下） 
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(4) 化学成分 

各種浸漬条件下における耐酸性コンクリート

の蛍光Ｘ線分析による化学成分分析試験結果を

表－６に示す。 

何れの浸漬条件でも，耐酸性コンクリートの

化学成分に異常は見られなかった。尚，ＢＡＣ

池モデルは，重炭酸ナトリウム(Na)の影響で

Na2O が若干高い値であったが，実際の生物活性

炭吸着池では Na の供給がないため，耐久性に及

ぼす影響は無いと考える。 

表－５ 耐酸性コンクリートの水質分析項目と判定結果（平成 12 年厚生省令第 15 号） 
 

分析項目 単位 基準値 分析結果 定量限界 判定

カドミウム及びその化合物 mg/L 0.001 0.001 未満 0.001 ○ 

水銀及びその化合物 mg/L 0.00005 0.00005 未満 0.00005 ○ 

セレン及びその化合物 mg/L 0.001 0.001 未満 0.001 ○ 

鉛及びその化合物 mg/L 0.001 0.001 未満 0.001 ○ 

砒素及びその化合物 mg/L 0.001 0.001 未満 0.001 ○ 

六価クロム化合物 mg/L 0.005 0.005 未満 0.005 ○ 

シアン化合物イオン及び塩化シアン mg/L 0.001 0.001 未満 0.001 ○ 

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 1.0 1.0 未満 1.0 ○ 

フッ素及びその化合物 mg/L 0.08 0.08 未満 0.08 ○ 

ホウ素及びその化合物 mg/L 0.1 0.1 未満 0.1 ○ 

四塩化炭素 mg/L 0.0002 0.0002 未満 0.0002 ○ 

1,4-ジオキサン mg/L 0.005 0.005 未満 0.005 ○ 

1,2-ジクロロエタン mg/L 0.0004 0.0004 未満 0.0004 ○ 

1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.002 0.002 未満 0.002 ○ 

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.004 0.004 未満 0.004 ○ 

ジクロロメタン mg/L 0.002 0.002 未満 0.002 ○ 

テトラクロロエチレン mg/L 0.001 0.001 未満 0.001 ○ 

1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.0006 0.0006 未満 0.0006 ○ 

トリクロロエチレン mg/L 0.003 0.003 未満 0.003 ○ 

ベンゼン mg/L 0.001 0.001 未満 0.001 ○ 

ホルムアルデヒド mg/L 0.008 0.008 未満 0.008 ○ 

亜鉛及びその化合物 mg/L 0.1 0.1 未満 0.1 ○ 

アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.02 0.02 未満 0.02 ○ 

鉄及びその化合物 mg/L 0.03 0.03 未満 0.03 ○ 

銅及びその化合物 mg/L 0.1 0.1 未満 0.1 ○ 

ナトリウム及びその化合物 mg/L 20 20 未満 20 ○ 

マンガン及びその化合物 mg/L 0.005 0.005 未満 0.005 ○ 

塩化物イオン mg/L 20 20 未満 20 ○ 

蒸発残留物 mg/L 50 50 未満 50 ○ 

陰イオン界面活性剤 mg/L 0.02 0.02 未満 0.02 ○ 

非イオン界面活性剤 mg/L 0.005 0.005 未満 0.005 ○ 

フェノール類 mg/L 0.0005 0.0005 未満 0.0005 ○ 

有機物（全有機炭素(TOC)の量） mg/L 0.5 0.5 未満 0.5 ○ 

臭気 － 異常なし 異常なし 異常なし ○ 

色度 度 0.5 0.5 未満 0.5 ○ 

濁度 度 0.2 0.2 未満 0.2 ○ 

エピクロロヒドリン mg/L 0.01 0.01 未満 0.01 ○ 

アミン酸 mg/L 0.01 0.01 未満 0.01 ○ 

2,4-トルエンジアミン mg/L 0.002 0.002 未満 0.002 ○ 

2,6-トルエンジアミン mg/L 0.001 0.001 未満 0.001 ○ 

酢酸ビニル mg/L 0.01 0.01 未満 0.01 ○ 

スチレン mg/L 0.002 0.002 未満 0.002 ○ 

1,2-ブタジエン mg/L 0.001 0.001 未満 0.001 ○ 

1,3-ブタジエン mg/L 0.001 0.001 未満 0.001 ○ 

N･N-ジメチルアニリン mg/L 0.01 0.01 未満 0.01 ○ 
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(5) 細孔径分布 

各種浸漬条件下における耐酸性コン

クリートの水銀圧入法による細孔径分

布の測定結果を表－７に示す。 

測定の結果，オゾン接触地モデルに浸

漬した供試体の細孔径分布は水道水池

モデルとほぼ同等であり，水和組織に及

ぼす影響は小さいと考えられる。一方，

ＢＡＣ池モデルではメジアンおよび平

均細孔直径がやや大きくなり，重炭酸ナトリウ

ムの影響があると考えられるが，かさ
．．

密度や空

隙率は大きく変化していない。 

(6) 元素分布 

各種浸漬条件下のコンクリート断面の元素分

布を EPMA で測定した結果を図―４に示す。 

オゾン接触地モデルの浸漬期間 10 週間の元素

濃度分布は，浸漬前と大きな変化がなく，オゾ

ン処理が耐酸性コンクリートの化学組成に及ぼ

す影響は小さいと考えられる。 

一方，ＢＡＣ池モデルでは，表面から 9mm の

範囲で，Na2O 濃度が増加するとともに，同じ範

囲で SO3 濃度が減少していた。つまり重炭酸ナ

トリウム飽和溶液の炭酸の影響で，石膏分が溶

出したと考えられ，これが，平均細孔径がやや

大きくなった原因と考えられる。しかし，SiO2

や CaO 濃度には大きな変化はなかった。 

表－６ 耐酸性コンクリートの化学成分分析試験結果 
(%)

種 類 
浸漬 
期間 

insol. SiO2 Al2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O Cl 

養生後 浸漬前 82.50 5.08 2.40 4.63 0.49 0.16 0.11 0.27 0.004 

4 週 82.00 5.47 2.19 4.76 0.53 0.17 0.10 0.23 0.005 オゾン 
接触池 
モデル 10 週 80.80 5.59 2.39 5.13 0.51 0.14 0.12 0.30 0.004 

4 週 81.60 5.30 2.19 4.72 0.50 0.12 0.30 0.23 0.004 BAC 
池 

モデル 10 週 80.00 5.20 2.44 5.10 0.49 0.10 0.47 0.33 0.006 

4 週 84.20 4.65 2.03 3.95 0.41 0.14 0.10 0.26 0.004 水道水 
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図－３ 磨耗試験結果(JIS-K5600-5-9-1999) 
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図－２ 透水試験結果(JIS-K533-1999) 

表－７ 細孔径分布測定結果 
 

オゾン
接触池
モデル

BAC 池 
モデル 

水道水池 
モデル 

浸漬期間 10 週間 

 
種 類 

 
項 目 

 

単位

外側 外側 外側 内部 

累積細孔容積 ml/g 0.0850 0.0835 0.0883 0.0836

ﾒｼﾞｱﾝ細孔直径 μm 0.0099 0.0166 0.0094 0.0085

平均細孔直径 μm 0.0086 0.0134 0.0082 0.0077

かさ密度 g/ml 2.0233 2.0677 2.0302 2.0418

真密度 g/ml 2.4438 2.4994 2.4737 2.4620

空隙率 % 17.20 17.27 17.93 17.07 
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透水性や耐磨耗性の結果より，石膏

分の溶出があるものの，緻密さや強度

には大きな影響がないと考えられる。 

 

4. まとめ 

本報告をまとめると以下の通りで

ある。 

(1) 耐酸性コンクリートは水道施設

用資機材として水質安全性が確保

できることを確認した。 

(2) オゾン接触池モデルと BAC 池モ

デルに耐酸性コンクリートを 10 週

間浸漬した結果，透水性，耐磨耗性，

化学成分には影響がなく，浸漬後も

組織は緻密であることが確認でき

た。 

また，細孔分布と元素分布の測定

結果から，BAC 池モデルでは石膏

分の溶出があることが確認できた

が，耐磨耗性や透水性に変化がない

ことから,強度は確保されていると

推察される。 
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