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要旨：筆者らは，従来の鋼製ゲートに代わる新材料の扉体材料として，軽量モルタルゲートの開発を行った。

その構造上の特徴は FRP 内部筋とステンレス鋼枠を用いることにあり，水圧に対する必要な強度を確保し，

変位を所要の値以下に抑えることが既往の研究で明らかになっている。一方，ゲート扉体の耐久性を確保す

るためには，不透水性，耐凍害性，耐酸性，収縮抵抗性等の必要な耐久性能を満足しなければならない。本

研究では，扉体に用いる軽量モルタルに関するこれらの耐久性能について各種の試験を実施し，その結果を

評価することで耐久性能の検証を行った。 
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1. はじめに 

現在の樋門樋管のゲート用扉体は鋼製であるが，それ

は高い強度による構造体の軽量性（縦横桁構造），止水性，

加工の容易さ等の利点に負うところが大きい。しかしな

がら，鋼材は錆腐食の問題を抱えており，全国に何万と

存在する中小ゲートの維持管理を考えると，耐久性の確

保が大きな課題である。特に塩水環境の場合は深刻な課

題である。 

このため，平成 21 年創設の国土交通省・河川技術開

発制度において，現在の鋼製ゲートに代わるものとして

「新材料による耐久性のあるゲートの技術開発」が公募

テーマとなり，筆者らによる EPS 骨材（減容発泡スチロ

ール顆粒）を用いた軽量モルタルゲート 1)～4)（通称）が

採択された。その結果，水圧載荷試験機の開発を含み，3

年間にわたる研究開発が実施され 5)，その後も耐久性の

検証も含めた現地試験が継続されている。 

本論文では，上記研究開発の中から軽量モルタルゲー

トの耐久性能に関わる項目に着目して，透水試験，凍結

融解試験，促進中性化試験，長さ変化試験を実施した結

果とその評価について取りまとめた。 

 

2. ゲート扉体用の軽量モルタルの耐久性能 

2.1 要求性能の概要 

ゲート扉体の要求性能としては，「強度，変形，耐衝

撃性」等の安全性能以外に，「止水性，耐久性，維持管理

性，経済性，景観」等の使用性能がある。本論文では，

これらの性能のうち，耐久性について整理した。表－１

にこれらの要求性能の分類を記す。 

耐久性はゲートの維持管理に関わる重要指標である。

軽量モルタルは鋼材と比較して腐食しにくい材料であり，

耐久性の向上には適している。しかるに，様々な項目に

よる長期的な照査が必要であるが，今回は扉体モルタル

部について比較的短期間で結果が得られる「透水性，耐

凍害性，耐酸性，収縮抵抗性」の評価を行った。 

 一方，止水性はゲートの機能自体に関わる重要な評価

項目であるとともに，長期的には耐久性にも大きく関わ

るため，「透水性，ひび割れ」の事項は共通である。 

なお，軽量モルタルゲート自体が新たな構造体概念で

あるので，性能評価は現行の鋼製ゲートの技術基準であ

る「ダム・堰施設技術基準（案）（ダム・堰施設技術協会）
6)」に加え，「土木学会コンクリート標準示方書」等の技

術基準を参考にした。以下に耐久性に関する要求性能に

ついて記す。 

2.2 水密性 

軽量モルタル材料としての水密性条件としては，「浸

透圧に対して十分な透水抵抗性を有すること」が挙げら

れる。そのため，透水試験による確認が必要である。 

なお，軽量モルタル扉体としての水密性の低下を招く

要因として，ひび割れ，モルタルの収縮などがある。 

2.3 耐凍害性 

寒冷地においては，コンクリートに著しい劣化をもた

らすことから重要な性能確認事項である。軽量モルタル

自体は十分な耐凍害性を持たない場合が多いが，表面保

護剤として樹脂コーティングを施すことにより耐凍害性

を満たすことができる可能性はある。 

2.4 耐酸性 

扉体の場合，耐酸性は表面浸食であり，鉄筋のように

安全性の問題には発展し得ない。よって，「使用上の問題

となるような化学浸食が生じない」ことが要求される。 

試験については，EPS 骨材自身の耐酸性と EPS 骨材使

用の軽量モルタルとしての耐酸性という 2 点から確認す

る必要がある。まず，EPS 骨材については過去に安定性
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試験（JIS A 1122）を実施し，損失質量百分率が 0.55%と

いう「安定性が高い」という結果を得ている 1)。 

一方，EPS 骨材を使用した軽量モルタルについては，

今回，酸性環境の一つである二酸化炭素による中性化現

象を対象にその促進中性化試験を行うこととした。 

2.5 収縮抵抗性 

収縮については，ひび割れ発生や鋼枠との間に隙間が

発生する原因となることから，できるだけ抑えるべきで

ある。特に，EPS モルタルの収縮量は一般コンクリート

よりも高いことから収縮による悪影響が懸念された。そ

こで，収縮低減剤等の混合や水セメント比の 小化を行

った上で，配合の異なる供試体の比較を行った。その結

果，後述のようにモルタルの収縮は抑制され，ひび割れ

や鋼枠とモルタルの隙間は著しく減少したことを確認す

るとともに，現地等での浸水試験において水密上支障の

ないことを確認した。 

 

3. 透水試験 

3.1 試験方法 

配合は表－２の A～C であり，セメントは普通ポルト

ランドセメント，練混ぜ水は上水道水である。φ10×

20cm の円柱を各 1 本作製し，それぞれを図－１のように

高さ方向の中央部で切断したため，供試体数は計 6 体と

なる。供試体は材齢 28 日まで 20℃の水中養生を施した

後に切断し，その後，気温 20℃，湿度 60%の恒温恒湿室

内にて約 2 週間乾燥させてから図－２のように透水試験

に供した。試験はアウトプット法（水圧 0.25N/mm2，加

圧時間 7 日間（＝604,800s））とし，アウトプット法によ

る測定が困難な場合はインプット法に変更した。アウト

プット法では透水係数，インプット法では拡散係数が求

まる。両者には以下の関係が確認されている。 

 

Kk /2      (1) 

 

ここで，k：透水係数(cm/s)，β2：拡散係数(cm2/s)，ρ：水の

単位体積質量 (kg/cm3)，K：供試体の平均体積弾性率

(kg/cm2) 

 

また，拡散係数β2は次式によって算出される。 

 

  tDm 4/22     (2) 

 

表－２ EPSモルタルのベース配合 

W/C VEPS 理論密度

(%) (%) W C EPS (g/cm
3
)

A 30 40 292 937 212 1.48

B 40 50 279 698 265 1.24
C 35 50 263 750 265 1.28

記号
単位量 (kg/m

3
)

※EPSの物性

密度0.53g/cm
3
，粒径4mm以下，実積率64.8%

粗粒率3.02，吸水率0%，損失質量百分率0.55%  
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図－１ 透水試験の概要 

 

 

図－２ 透水試験の状況 

 

表－１ ゲート用扉体に必要な要求性能の分類 

性能 項目 性能 確認方法

強度 有害なひび割れや座屈が生じない 実物大の載荷試験

変位 有害な変位やたわみが生じない 実物大の載荷試験

耐衝撃性 流木衝突や落下によって扉体が壊れない 衝撃・自重落下試験

止水性 不透水性，ひび割れの非貫通性を有する 透水試験，長さ変化試験

耐久性
水密性，耐凍害性（寒冷地），耐酸性，収縮抵抗性，耐酸性を有
する

透水試験，凍結融解試験，中性化試験，
長さ変化試験，現地試験等

維持管理性 従来鋼製扉体と比べて同等以上（重量，ごみの付着，操作性等） 現地試験

経済性 従来鋼製扉体と比べて同等以上 経済比較

※下線は本論文で対象とした耐久性能

安全性能

使用性能
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ここで，Dm：水の浸透深さ(cm)，t：水圧を加えた時間(s)， 

α：水圧を加えた時間に関する係数，本研究は，α＝300.5，

ζ：水圧の大きさに関する係数，本研究ではζ＝0.594 

3.2 透水試験の結果および考察 

EPS モルタルは水密性が高くアウトプット法での測定

が不可能であったため，インプット法により拡散係数を

求めた。図－３に透水試験後の供試体断面の写真を，表

－３に透水試験の結果として得られた拡散係数の値を示

す。既往の研究 7)と比較すると，いずれの配合も拡散係

数が小さいと判断され，EPS モルタルは水密性が高いこ

とが具体的に確認できた。型枠面よりも打設面の拡散係

数が大きい傾向も確認できるが，これはブリーディング

の影響と思われる。打設面と型枠面の拡散係数の差が

も小さいのは C 配合であった。EPS モルタルの水密性が

高い主な理由は，材料の EPS 骨材に吸水性がないことと

考えられる。 

 

4 凍結融解試験 

4.1 試験方法 

配合を表－４に示す。配合 C については，角柱供試体

の 6 面全てに撥水性の樹脂コーティングを施したもの，

スケーリングを抑制するためにビニロン短繊維（平均繊

維長 30mm，直径 660μm，引張強度 900N/mm2，以下 VF

と称す。）を 0.5%（体積比，外割り）混入したもの，そ

の両者を施したものをそれぞれ3体（計15体）作製した。

配合Cには全て標準形AE減水剤を標準使用量である「セ

メント量の 2%（質量比）」を混入した。また，樹脂コー

ティングは乾燥を要するため必然的に気中養生とした。

試験はいずれも JIS A 1148-2001「コンクリートの凍結融

解試験方法（A 法）」にしたがって実施した。すなわち，

供試体寸法は 10×10×40cm とし，材齢 28 日までは水中

養生を施したのち，凍結融解試験を開始した。30 サイク

ルごとに供試体質量とたわみ振動の一次共鳴振動数を測

定して相対動弾性係数を求め，300 サイクルにて試験を

終了した。本研究では「300 サイクル終了後における相

対動弾性係数 60％以上」を目標値とした。 

4.2 凍結融解試験の結果および考察 

質量変化率の変化を図－４に，相対動弾性係数の変化

表－４ 凍結融解試験の配合条件 

ベース
配合

W/C
(%)

VEPS

(%)
AE

減水剤

樹脂
コーティング

VF 養生方法

C 35 50 0.02C なし 無混入 標準（水中）

C 35 50 0.02C ○ 無混入 気乾

C 35 50 0.02C なし 0.5% 標準（水中）

C 35 50 0.02C ○ 0.5% 気乾

B 40 50 無混入 なし 無混入 標準（水中）
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図－５ 相対動弾性係数の変化 
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表－３ 透水試験結果 

配合 平均浸透 拡散係数

記号 直径 高さ 深さ(mm) ×10－
4
(cm

2
/s)

打設側 100.3 95.3 11.0 4.26

型枠底面側 100.1 98.3 6.0 1.27
打設側 100.2 96.8 11.0 4.26
型枠底面側 100.1 103.0 10.0 3.52
打設側 100.1 99.9 10.0 3.52
型枠底面側 100.1 94.8 7.0 1.73

C

加圧位置
供試体寸法(mm)

A

B
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を図－５に示す。いずれも 3 本の平均値をプロットして

いる。質量変化率はスケーリングの指標となるが，「配合

C＋樹脂」および「配合 C＋樹脂＋VF0.5%」については

途中から質量変化率が減少，すなわち質量増加に転じて

いる。これは EPS 骨材表面の薄膜がスケーリングにより

破壊し，EPS 内部への吸水が生じたためと思われる。 

図－６に凍結融解繰返しによる劣化の進行状況を示

す。いずれも左から「開始時」，「90 サイクル後」，「300

サイクル後」である。総じて EPS モルタルは耐凍害性が

小さいことが確認でき，寒冷地で使用する場合には対策

を講じる必要がある。本研究では VF の混入と，モルタ

ル表面の樹脂コーティングを施したが，VF 混入による

改善効果は顕著でないことがわかる。また，樹脂コーテ

ィングを施すことにより，やや耐凍害性は向上したもの

の，飛躍的な改善効果とはいえず，両者を併用すること

により前述の目標値を満足する結果が得られた。ただし，

配合Bのようにnon－AEの場合は耐凍害性が低下するの

で留意が必要である。 

 

5 促進中性化試験 

5.1 試験方法 

配合は表－５のように 4 種類であり，ここでは細骨材

種類を比較するために海砂を用いたモルタルも採用した。

細骨材種類の違いに着目するために，海砂モルタルの単

位水量，単位セメント量，細骨材の単位体積は EPS モル

タルの配合 C と同じとした。AE 減水剤は前述と同じも

のであり，使用する場合はセメント量の 2%（質量比）

を混入した。細骨材の含水状態はいずれも表乾状態とし

た。ただし，EPS 骨材は吸水率がゼロのため，表乾状態

と絶乾状態の区別は存在しない。表中の圧縮強度は角柱

強度である。促進中性化試験は JIS A 1153 (2012)に従っ

て実施した。すなわち，温度 20±2℃，相対湿度 60±5%，

二酸化炭素濃度 5±0.2%の促進環境に 10×10×40cm の

角柱供試体を搬入し，促進期間 4，7，14，28，56 日にお

いて中性化深さを JIS A 1152 (2011)に従って測定した。 

5.2 促進中性化試験の結果および考察 

図－７に促進中性化試験の結果を示す。中性化速度係

数が も大きいのは配合 B の 2.95（mm/√週），次に配合

C＋VF の 2.20（mm/√週），さらに配合 C の 1.98（mm/

√週）， も小さかったのは海砂モルタルの 0.35（mm/

√週）と，材料強度が大きいほど中性化が遅いという従

来の知見と同様の傾向がEPSモルタルにおいても確認で

きた。海砂は表乾状態で使用したため，ペーストに骨材

(a) 配合C 

 

(b) 配合C＋樹脂コーティング 

 

(c) 配合C＋VF0.5％ 

 

(d) 配合C＋VF0.5％＋樹脂コーティング 

 

(e) 配合B 

図－６ 凍結融解試験による供試体外観の変化 

（左から「開始時」，「90サイクル後」，｢300サイクル後｣）

 

表－５ 促進中性化試験の配合条件 

種類
ベース
配合

W/C
(%)

VEPS

(%)
AE

減水剤
VF

28日圧縮強度

(N/mm
2
)

EPSモルタル C 35 50 0.02C 無混入 24.8

EPSモルタル C 35 50 0.02C 0.5% 25.5
EPSモルタル B 40 50 無混入 無混入 22.3
海砂モルタル － 35 － 0.02C 無混入 67.0
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図－７ 促進中性化試験の結果 
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内部の水分が供給され，ペーストが飽水状態を保ちやす

く中性化速度が小さくなったことも考えられる。総じて

EPS モルタルの中性化速度が大きくなる傾向が確認でき

たため，補強材には非腐食性の連続繊維を使用すること

が望ましい。 

 

6. 長さ変化試験 

6.1 試験方法 

EPS モルタルの乾燥収縮特性と混和材料ごとによる収

縮低減効果を確認するために，10×10×40cm 供試体によ

る長さ変化試験を行った。供試体は材齢 28 日まで標準養

生を施し，材齢 28 日から気温 20℃，湿度 50%の恒温恒

湿室において乾燥させた。乾燥面は 6 面全部とした。 

モルタルのベース配合として，EPS 骨材の体積混入率

は安定して混合できる上限である 50%にし，強度確保と

乾燥収縮低減の点から AE 減水剤を用いて単位水量を減

じた。水セメント比は 35%と一定にした。乾燥収縮試験

の配合を表－６に示す。BF は高炉ヒューム（溶鉱炉から

産出されるポゾラン活性を有する微粉末で，主成分は

SiO2が 26.7%，CaO が 18.1%，Al2O3が 13.5％など，密度

2.60g/cm3，比表面積 21,000cm2/g），EX は構造用膨張材，

SH は収縮低減剤であり，いずれも収縮量を低減する目

的で混入し，その効果を比較した。 

 打設時のモルタルフロー値，28 日強度などの材料諸値

について表－７に示す。28 日強度はφ10×20cm の円柱

供試体を使用し，3 つの測定値の平均値を求めた。 

6.2 長さ変化試験の結果および考察 

 図－８にひずみの経時変化を示す。乾燥収縮対策の無

いベース配合①が も収縮ひずみが大きくなった。 

 収縮低減効果を対策別に比較すると， も効果が高い

のは収縮低減剤を使用した配合④で，ベース配合 180 日

後の約 52％のひずみに抑制している。続いて高炉ヒュー

ムを使用した配合②，VF を使用した配合⑤，膨張材を

使用した配合③の順に収縮ひずみを抑制しており，180

日後の収縮低減効果はそれぞれ 29％，27％，24％である。

ただし，これらの対策を講じてもなお収縮ひずみは大き

い傾向があるため，ゲートのフレーム構造においては打

設時にフレームの内側に剥離剤を十分に塗布し，フレー
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図－８ ひずみの経時変化 
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図－９ 逸散水量の経時変化 

 

図－10 塩水環境で実証試験中の軽量モルタルゲート 

 

表－６ 乾燥収縮試験の配合表 

W C EPS
AE

減水剤
BF EX SH VF

①BASE 35 50 248 750 265 15 － － － －

②BF 35 50 248 600 265 14.5 123 － － －

③EX 35 50 248 750 265 15 － 20 － －

④SH 35 50 248 750 265 15 － － 10 －

⑤VF 35 50 248 750 265 15 － － － 6.5

種類
W/C
(%)

VEPS

(%)

単位量（kg/m
3
）

 

 

表－７ 材料試験結果 

①BASE 184 1.36 16.6 1.54
②BF 113 1.29 19.5 1.99
③EX 133 1.34 17.5 1.40
④SH 105 1.37 16.4 1.87
⑤VF 115 1.42 22.9 2.60

割裂引張強度

(N/mm
2
)

種類
モルタルフロー値

(mm)

圧縮強度

(N/mm
2
)

密度

(g/cm
3
)
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ムと EPS モルタルの付着をなくし，外部拘束を低減する

ことが望ましい。 

 図－９に逸散水量の経時変化を示す。ベース配合①が

も逸散水量が多い結果となった。 も逸散水量が少な

かったのは高炉ヒュームを使用した配合②で，ベース配

合 180 日後の 52％の逸散水量であった。続いて収縮低減

剤を使用した配合④，VF を使用した配合⑤，膨張材を

使用した配合③と続き，逸散水量はそれぞれベース配合

180 日後に対して 61％，62％，81％である。対策を講じ

た配合はいずれもベース配合よりも逸散水量を抑制した。 

本研究でベース配合とした配合Cの場合，膨張材を添

加すると粉体量の増加によりワーカビリティーが顕著に

低下する傾向があった。モルタルゲートの場合は現場打

設も想定していることから，施工性確保による品質安定

性は極めて重要である。また，今回適用した収縮対策の

個別的な効果はそのメカニズムが異なるため，これらを

併用しても独立して発揮されると考えられる。これらの

ことを総括して，実際に適用するモルタルゲートの配合

としては，「収縮低減剤＋VF」が 適であると判断した。

VFの混入もワーカビリティーを若干低下させるが，モル

タルの靱性向上によってひび割れの発生及び拡大の抑制

に効果的であることから必須条件として採用した。 

6.3 収縮抵抗性に関する考察 

収縮については，ひび割れ発生や鋼枠との間に隙間発

生の原因となることから，できるだけ抑えるべきである。

特に，EPS モルタルの収縮量は一般コンクリートよりも

大きいことから，その悪影響が懸念された。そこで，横

1650mm×縦 1575mm×厚さ 100mm の扉体試験体による

水圧載荷試験を実施した際に 5)，上記で得られた 適配

合条件について隙間発生状況を検証した。その結果，モ

ルタルの収縮は抑制され，ひび割れや鋼枠とモルタルの

隙間は著しく減少したことを確認するとともに，現地等

での浸水試験（図－10参照）においても水密性に支障が

ないことを確認した。また，打設時に鋼枠の内側に剥離

剤を十分に塗布し，モルタルへの外部拘束を低減させる

ことも有効な手段である。 

 

7. まとめ 

 本研究ではEPSモルタルを母材とした軽量モルタルゲ

ートの材料的な耐久性試験を行った。得られた主な結論

は下記の通りである。 

(1) EPS モルタルの透水性は極めて小さく，ゲートとし

ての材料的遮水性を十分に保有していることが確

認できた。 

(2) 耐凍害性を向上させるには AE コンクリートとし，

ビニロン短繊維混入によるスケーリング抑制と表

面の樹脂コーティングの併用が有効である。 

(3) EPS モルタルは海砂を使用したモルタルと比較して

中性化速度が大きくなる傾向にあるため，構造材と

て用いる場合は連続繊維などの非腐食性補強材を

用いることが望ましい。 

(4) EPS モルタルは乾燥収縮量が大きく，収縮低減剤や

短繊維の混入による対策が有効である。また，鋼枠

との付着を低減し外部拘束ひび割れを抑制する工

法が有効である。 

 なお，本研究で作製したゲートについては，島根県松

江市における塩水環境の現場に試験的に設置し，実証試

験を継続中である。 
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