
報告 高炉スラグ微粉末を多量に利用した長寿命コンクリートの耐硫酸性 
 

横沢 和夫*1・石田 孝太郎*2・辻 幸和*3・万木 正弘*4 

 

要旨：高度経済成長期に建設された多くの社会インフラが更新期を迎え、更新費の増加は避けることができ

ないことから，今後，その性能を長期間にわたって維持できるよう長寿命化して長く利用することが，コン

クリート構造物にも求められる。これまで高炉スラグ微粉末のセメントに対する置換率を 75%と多量に使用

したコンクリート（以後 LL コンクリートと称する）が，膨張材の効果により曲げひび割れの発生や幅を制御

できることを報告してきた。本研究は，LLコンクリートにより製造されたコンクリート製品が耐硫酸性にも

優れていることを，５％硫酸溶液に静水中および流水中に浸漬することにより確認したものである。 
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1. はじめに 

近年，耐硫酸性の高いコンクリートが，下水処理施設

などで要求され，多様な材料と配合の組み合わせが提案

され使用されている。また，耐硫酸性だけでなく，耐塩

害性など耐久性の高いコンクリートの製造方法が，これ

まで幾つか報告されている。先に高炉スラグ微粉末の結

合材に対する置換率を 75%まで高めて，膨張材を併用し，

さらに細骨材に高炉スラグ細骨材を混合した長寿命コン

クリートの製造について，その高い耐硫酸性と耐塩害性

を有することを報告した 1)～3)。なお，膨張材の使用は，

多量に用いた高炉スラグ微粉末の活性を高めるとともに，

コンクリートの耐久性に大きな影響を及ぼすひび割れを

制御するためである。 

 本研究は，長寿命コンクリート（以下，LL コンクリー

トと称する）の耐硫酸性を，高炉スラグ微粉末と併用す

る混和材の種類と量の影響に関して静水中について，お

よび実際の用途を模擬した流水状態について，それぞれ

実験的に検討した結果を報告する。 

 

2. 実験概要 

2.1 配合 

 実験に用いたコンクリートの配合を表－１に示す。配

合１～３は，振動成形および遠心力成形のコンクリート

製品に一般的に適用されている普通コンクリートであり，

LL コンクリートと比較することを目的としたものであ

る。なお，配合３は少量であるが高炉スラグ微粉末が混

和されている。配合４～８のコンクリートは，高炉スラ

グ微粉末の置換率を 75%と一定にし，混和量を変化させ

た膨張材および高強度用混和材をそれぞれ併用したもの

である。 

 

表－１ コンクリートの配合 

配 

合 

W/P1) 

 

s/a 

（％） 

Sg2)/P 

（％） 

Air 

（％） 

単位量（㎏/㎥） 

備考 水 

W 

セメ

ント 

Ｃ 

BFS3) Ex4) 

 

HSA5) 

細骨材 

粗骨材 
混和剤 

(%) 陸砂 スラグ 

１ 40.3 39.0 0.0 2 157 390 0 0 0 715 0 1144 0.70 

比較用普通コ

ンクリート 
２ 40.3 39.0 0.0 2 157 350 0 40 0 715 0 1144 0.70 

３ 39.9 40.5 16.5 2 157 288 65 40 0 739 0 1109 2.20 

４ 25.0 39.0 75 2 140 140 420 0 0 0 697 1063 0.70 

置換率 75%

耐硫酸コンク

リート 

５ 25.0 39.0 75 2 140 90 420 0 50 0 695 1059 0.80 

６ 25.0 39.0 75 2 140 120 420 20 0 0 697 1062 0.70 

７ 25.0 39.0 75 2 140 90 420 50 0 0 697 1061 0.80 

８ 25.0 42.0 75 2 140 90 420 50 0 0 750 1009 0.70 モルタル厚さ 

1)P＝Ｃ＋BFS＋Ex(HSA)，2)高炉スラグ微粉末置換率，3)高炉スラグ微粉末，4)膨張材（エトリンガイト系），5)高強度用混和材 
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 セメントは普通ポルトランドセメントを，高炉スラグ

微粉末は JIS A 6206 に規定の高炉スラグ微粉末 4000 を，

膨張材は JIS A 6202 に規定のエトリンガイト系を使用し

た。高強度用混和材は，エトリンガイト系膨張材とほぼ

同じ成分であるが，早期の高強度の発現とセメント量の

低減が期待できるように，成分比を変え，粉末度を大き

くしたものである。細骨材は，配合１～３には陸砂を，

配合４～８には高炉スラグ細骨材を全量とし，粗骨材に

は砕石 2005 を用いた。そして化学混和剤には，JIS A 6204

に規定の高性能減水剤を用いた。 

2.2 練混ぜおよび養生 

 練混ぜには容量が 60ℓのパン型試験練りミキサを用い，

練混ぜ量は 20～30ℓとした。その手順は，セメント＋高

炉スラグ微粉末＋膨張材（または高強度用混和材）＋細

骨材をまず 30 秒間で混合し，水と高性能減水剤を加えて

60 秒間練り混ぜ，最後に粗骨材を加えて 60 秒間練り混

ぜた。 

 養生は，前置き時間を４時間以上とり，昇温が 15℃/h

で 50℃の温度で蒸気養生を６時間行い，その後は蒸気を

切って自然放冷した。膨張・収縮試験用供試体は，材齢

１日で脱型後，常温で気中養生を 14 日間行った後 20℃

の水中養生を行った。耐硫酸性試験用供試体は，材齢１

日で脱型後，浸漬開始まで 20℃の水中養生を行った。 

2.3 試験方法 

 コンクリートの圧縮試験は，直径 100 ㎜で高さ 200 ㎜

の円柱供試体を用い，JIS A 1108 に従った。膨張・収縮

量試験は，100×100×360 ㎜の角柱に 19 ㎜厚の両拘束端

板と呼び径が 11㎜の PC鋼棒で構成されている供試体を

用い，JIS A 6202 の附属書 2（参考）（膨張コンクリート

の拘束膨張及び収縮試験方法）のＡ法に準拠した。供試

体は，各配合について２体とし，その平均値を用いた。 

 耐硫酸性試験は，静水中および流水中の２種類とした。 

静水中の試験では，7 ㎜ふるいでウエットスクリーニ

ングしたものを，直径 75 ㎜，高さ 150 ㎜の円柱供試体に

作製し，脱型後 14 日間水中養生を行った。供試体１本当

たり 4.4ℓの 5％硫酸溶液に浸漬した。溶液は，１週間毎

に全量を取り替え，56 日間浸漬した。この間，溶液の取

り替え時に，重量変化の測定と外面写真撮影を行った。

そして，浸漬終了後の供試体を中央部で切断し，断面観 

察と侵食深さの測定を行った。写真－１に浸漬の状況お

よび図－１に硫酸による浸食深さの計測方法を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－１ 硫酸による浸漬状況 

 

図－１ 侵食深さの計測方法 

 

図－２ 遠心力成形と振動成形による供試体の作製 

 

図－３ 流水中の耐硫酸性試験装置 

 

写真－２ 流水中の耐硫酸性試験装置 
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流水中の試験では，配合７を用いて遠心力成形と振動

成形した円筒管を，図－２に示すように内径側の幅 150

㎜，外径側の幅 180 ㎜，厚さ 80 ㎜，長さ 300 ㎜に切り出

した供試体を用いた。側面をエポキシ樹脂で被覆し，内

面および外面が溶液にさらされる形状とした。そして，

14 日水中養生を行った後，図－３に示すように塩化ビニ

ール管φ300 ㎜をエンドレスに接合して 6m の管路を作

り，5%硫酸溶液 200ℓを流速 1m/s で流し，供試体を浸漬

した。5%硫酸溶液は，１週間ごとに取り替えた。その状

況を，写真－２および写真－３に示す。この間，溶液の

取り替え時に，重量変化の測定と外面写真撮影を，そし

て浸漬終了後の供試体を中央部で切断して，断面観察と

侵食深さの測定をそれぞれ行った。 

 

3. 実験結果および考察 

3.1  LLコンクリートの品質 

 LL コンクリートの耐硫酸性の確認実験に先立ち，膨

張・収縮性状および圧縮強度を測定し，LL コンクリート

の品質を確認した。 

(1) 膨張・収縮性状 

 LL コンクリートは，前述したようにひび割れを制御

して耐硫酸性を高めるために，膨張材を混和している。

高炉スラグ微粉末の置換率を 75%まで高めた場合につい

て，膨張材の使用効果を確認する必要がある。気中養生

とその後に水中養生した供試体のＡ法一軸拘束法による

膨張・収縮性状結果について，図－４に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この図より，高炉スラグ微粉末の置換率を 75%に高め

ても，現時点でコンクリート製品に用いている比較用の

配合２の供試体とほぼ同じ膨張量を示していることが認

められた。また，気中養生を 14 日した後に水中養生する

と，まだこの材齢では膨張性能が残っているため，膨張

量が増加することも確認された。 

 耐硫酸性や耐塩害性を高めるためには，コンクリート

製品のひび割れを制御することが求められる。その対策

として膨張材の適用が想定される。これまで，LL コンク

リートを使用した梁の曲げ試験により，ケミカルプレス

トレスの導入効果により曲げひび割れ幅が減少すること

を報告してきた 4)。本実験結果は，高炉スラグ微粉末の

置換率を 75%まで高めても，コンクリート製品に応じた

ケミカルプレストレスを導入することにより所定の膨張

量が得られ，ひび割れの制御が可能であることを示唆し

ている。 

(2) 圧縮強度 

 コンクリート製品は，型枠の回転を高めるため脱型時

に所定の強度の発現が求められる。この初期強度は，規

格品と特注品で異なるが，例えばシールドセグメントと

ボックスカルバートでは，従来の実績から圧縮強度で

15N/mm2以上とされている。高炉スラグ微粉末を多量に

使用すると初期強度の低下が懸念される。また，膨張材

の多量使用も強度低下が懸念される。圧縮強度の結果を

表－２に示す 1)。高炉スラグ微粉末を 75%置換した配合

で，膨張材を 50 ㎏/㎥置換しても，十分な初期強度およ

び 28 日強度が得られることが確認できた。 

 また，高炉スラグ微粉末を 75%置換したことに加えて

高強度用混和材を用いた配合５については，比較用の普

通コンクリートよりも強度の増加が認められるものの，

高炉スラグ微粉末を 75%置換した他の配合よりもやや強

度が低下する結果となった。 

表－２ LLコンクリートの圧縮強度（N/㎟） 

配合番号 材齢１日 材齢 14 日 材齢 28 日 

３ 26.9 47.2 50.3 

４ 53.3 75.4 80.0 

５ 48.8 73.7 75.8 

６ 56.6 79.4 83.2 

７ 54.4 74.4 77.5 

 

3.2 静水中の耐硫酸性 

 供試体の静水中における浸漬日数と重量変化率の関係

を図－５に示す。比較用の配合３の供試体は，浸漬日数

が 28日までは LLコンクリートと比較して重量が大きく

増加するものの，それ以降は著しく重量が減少している。

この現象は，供試体表面に発生した二水石膏の生成と剥

落によるものである。 

LL コンクリートでは，いずれの配合も浸漬日数が 56

日まで重量が増加しており，表面に生成された二水石膏 

 

写真－３ 流水中の供試体の設置状況 

 

図－４ 一軸拘束膨張・収縮ひずみの経時変化 
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の剥落は認められなかった。 

5%硫酸溶液に 28 日浸漬した場合の，断面厚さ方向に

おける侵食深さを，図－６に示す。LL コンクリートの侵

食深さは，配合３の比較用コンクリートに比べて 50%以

下であり，水結合材比を小さくとって強度を増加させた

だけでなく，高炉スラグ微粉末を 75％置換したことと高

炉スラグ細骨材を用いたことに起因し，耐硫酸性を大幅

に改善できることが確認された。そして，膨張材を 50

㎏/㎥置換させても，あるいは高強度用混和材を 50 ㎏/㎥

置換させても，耐硫酸性にはほぼ同程度の効果があるこ

とが認められた。56 日間静水中に浸漬した供試体の表面

の状態を写真－４に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 流水中の耐硫酸性 

 LL コンクリートを遠心力成形および振動成形した円

筒管から切り出した供試体それぞれについて，流水中と

静水中で浸漬した結果を，図－７に示す。単位表面積当

たりの供試体重量が浸漬日数の増加に伴いどのように変

化したかについて，重量変化／表面積で示している。 

 図にみられるように，浸漬すると重量が増加してその

後低下する現象が，いずれの供試体でも発生した。56 日

間の浸漬での重量の減少は，振動成形の流水中が最も著

しく，遠心力成形の流水中，振動成形の静水中，遠心力

成形の静水中の順番となっている。なお，56 日間の浸漬

後に洗浄した後では，洗浄による重量減少が静水中で浸

漬した場合に大きく，振動成形の静水中の方が遠心力成

形の流水中よりも重量減少が大きくなっている。 

 重量の増加は供試体表面に生じた二水石膏の生成であ

り，重量の減少は二水石膏の剥落と表層モルタルの剥離

の程度に起因するものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 日間の流水中および静水中の耐硫酸性試験後にお

ける表面の状態を，写真－５に示す。振動成形したもの

は，流水中および静水中どちらの条件下でも粗骨材が現

れるようにモルタルが剥離している。しかしながら，遠

 

図－６ 侵食深さ（浸漬期間 28日） 

 

写真－４ 硫酸による侵食 

（浸漬期間 56日 取り出して外面洗浄後） 

 

図－７ 流水中の重量変化／表面積 

 

写真－５ 流水中の耐硫酸性試験後の表面状態 

 

図－５ 静水中の重量変化率 
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心力成形したものは，外面ではモルタルが剥離して粗骨

材が表面に現れているものの，内面ではモルタルの剥離

が認められない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  切断した断面の写真を，写真－６に示す。この写真

から，遠心力成形したものは，写真にみられるように下

側（内面側）のモルタル層が厚くなっており，内面に二

水石膏が厚く存在していることが認められる。遠心力成

形すると内面側に生成した二水石膏は外面側と比べて緻

密で硬く，5%の硫酸を含んだ流水でも剥離しなかったも

のと思われる。 

3.4 モルタルとコンクリートの耐硫酸性 

 遠心力成形の内面側で，モルタル分が表層に形成され

た部分の表面に生成された二水石膏は緻密で硬く，流水

中の耐硫酸性試験において洗浄しても剥離しないことが

明らかになった。遠心力成形の外面側ではこのような緻

密な二水石膏が生成されなかったことから，モルタル層

の厚みを変化して流水中の耐硫酸性試験を実施した。 

 直径 100 ㎜，高さ 200 ㎜の円柱供試体の表面からのモ

ルタル厚さを 0 ㎜，10 ㎜，15 ㎜，20 ㎜，50 ㎜と変化さ

せた供試体を用いた。すなわち，配合８を用いて直径が

80 ㎜，70 ㎜，60 ㎜で，高さが 200 ㎜のコンクリートを

まず打ち込んで芯となる部分を作製し，直径 100 ㎜で高

さ 200 ㎜の型枠の中心に設置して，その隙間にモルタル

を充填することにより，モルタル層とコンクリート層の

２層からなる円柱供試体を作製した。なお，使用したモ

ルタルは，配合８から粗骨材を抜いたものである。 

 実験は写真－７に示すように，円柱供試体を台座の上

に置いて流水に直接触れる状態とし，１週間ごとに流水

の上流側と下流側をローテーションしながら浸漬した。 

 流水中浸漬後における図－１に示した外径の変化を図

－８に，未侵食部外径変化を図－９に，侵食深さの変化

を図－１０に示す。 

 56 日間までの浸漬では，外径の変化，未侵食部外径の

変化，および侵食深さのどれも大差のないことが認めら

れる。しかしながら，56 日の浸漬後に１か月間室内に放

置した後に再度浸漬した結果，モルタル厚さ 0 ㎜の供試

体は，室内で気中に放置した間に表面に生成した二水石

膏が粉体化し，再度の流水中への浸漬とともに二水石膏

が流れ，外径が減少し，未侵食部の減少が著しく，外径

侵食深さも大きく増加する結果となった。乾湿により劣

化の進行が速められたためと推測される。逆に，表面に

モルタル層がある他の供試体は，乾湿の影響を受けにく

くなるものと考えられる。 

 浸漬期間を 112 日まで延長したが，表面にモルタル層

を有する４種類の供試体の間には，外径，未侵食部外径

および侵食深さにほとんど大きな差がないことが認めら

れる。表面にモルタルの厚さが 10 ㎜程度あれば，緻密な

二水石膏が表面に生成されて，良好な耐硫酸性が得られ

るものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－６ 断面状態（浸漬期間 56日） 

 

図－８ 流水中浸漬後の外径の変化 

 

図－９ 流水中浸漬後の未侵食部外径の変化 

 

写真－７ 円柱供試体の流水中の設置状況 
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 浸漬期間が 112 日後のコンクリートの 0 ㎜供試体とモ

ルタルの厚さ 10 ㎜の供試体について，断面と側面の状況

を写真－８に示す。写真にみられるように，表面に生成

した二水石膏が著しく異なっている。モルタル層が無い

供試体は，浸漬開始後 14 日間で表面に粗骨材が露出し始

め，その後の二水石膏の剥離は著しく，表面の凹凸が大

きくなっている。しかし，表面に 10 ㎜のモルタル層があ

れば，二水石膏の剥離が少ないことが明らかとなった。 

表－３ 静水中と流水中浸漬における重量変化率 

浸漬期間 

（日） 

静水中浸漬の重量

変化率（％） 

流水中浸漬の重量

変化率（％） 

28 8 4 

56 12 6.5 

 

 

 

 

 

表－３に静水中で行った硫酸溶液浸漬実験結果との比

較を示す。重量変化率は，浸漬期間が 28 日と 56 日とも，

流水中では静水中の浸漬と比較して約 50%になっている。

流水により，表面に生成した二水石膏が流れたことによ

るものと考えられる。 

 

4. まとめ 

高炉スラグ微粉末の置換率を 75%に高めることと，膨

張材を併用して細骨材に高炉スラグ細骨材を混合するこ

とにより，耐硫酸性に優れた LL コンクリートを製造で

きることを，静水中と流水中の浸漬実験により検討した。

本実験で以下の知見を得た。 

(1)LL コンクリートの圧縮強度と膨張・収縮性状は，高

炉スラグ微粉末を置換しない普通コンクリートとほぼ

同様であった。  

(2)LL コンクリートの耐硫酸性は，水結合材比を小さく

とって強度を増加させただけでなく，高炉スラグ微粉

末を 75％置換したことと高炉スラグ細骨材を用いた

ことにより，普通コンクリートの２倍以上に高められ

た。  

(3)流水中で耐硫酸性実験を行うと，静水中と比較して生

成された二水石膏が剥離・剥落することが確認された。 

(4)流水中の耐硫酸性の厳しい環境下においても，遠心力

成形してモルタルが表面に存在する内側では，生成し

た二水石膏が容易に剥落しないことも認められた。 

(5)表面に厚さが 10 ㎜以上のモルタルがあると，流水中

の耐硫酸性の厳しい環境下においても，耐硫酸性は大

きくなる。 
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図－１０ 流水中浸漬後の侵食深さの変化 

 

写真－８ 浸漬 112日間後断面と側面 
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