技術資料

積雪寒冷環境下に暴露された改質セメントコンクリート製品の耐久性評価
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１．はじめに
積雪寒冷地のコンクリート構造物は、凍結融解と塩
分の複合作用を受けるため、長期的な耐久性を確保す
るための対策の確立が急務となっている。そのために
は、実環境下におけるコンクリートの劣化機構の解明
や耐久性の検証が必要となるが、その検証には長い期
間を要するため、促進試験や短期間での暴露試験結果
等により耐久性を予測評価している現状にある。しか
し、予測評価した耐久性と実環境下における実際の耐
久性については十分な検証がなされていない。

写真－１

皿形側溝製品の敷設状況（設置当初）
（峠６合目付近）

以上を踏まえ、耐寒材料チームでは、実環境下にお
ける長期的な耐久性やその予測評価手法の有効性を検
証するために、実環境下に長期間暴露されたコンクリ

ベースセメントは、工場製品での使用が多い早強ポル

ート試験体の物性や耐久性に関するデータを継続的に

トランドセメント（以下、早強セメントと記述（開発品

収集し評価している。

１））と、汎用性と経済性を考慮して普通ポルトランド

本稿では、積雪寒冷地におけるコンクリートの耐久

セメント（以下、普通セメントと記述（開発品２））の２

性を向上するための対策として開発し、実環境下に設

種類とし、いずれの製品も JIS 規格値を満足する比表

置した、改質セメントを用いた皿形側溝製品および河

面積6000㎠ /g クラスの高炉スラグ微粉末（以下、ス

川護岸製品の、実環境下設置後５年目（一部４年）にお

ラグと記述）をセメント内割で60％置換している。な

ける物性及び耐久性を評価したので報告する。

お、現在一般的に用いられている即時脱型方式で製造
された製品５）（以下、即脱型と記述）とも比較するた
め（一般品１）、それぞれの製品を３個１組として、１

２．皿形側溝製品の経年調査

箇所につき４組分敷設した。
２．１

また、製造方法による違いを検証するため、敷設１

１、２）

試験施工の概要

皿形側溝製品の現場試験施工は、国土交通省北海道

年目で調査のため製品を回収した跡地に、新たに即脱

開発局の協力により、十勝管内の一般国道峠部で実施

型で製造した改質セメントコンクリート製品（開発品

した。
この峠部における既設の皿形側溝製品の一部は、

３）と即脱型の一般品２を敷設した。

凍結融解と塩化物系凍結防止剤の複合作用と考えられ
１）

これまでに、試験施工後１年と２年目に１組ずつ回

る劣化により崩壊しているものが多数見られていた 。

収して耐久性等を継続的に評価しており３、４、５）、本調

このため、試験施工箇所の選定にあたっては、凍結防

査では５年目（一部４年）の継続調査として実施した。

止剤の散布が多くなる５合目より上側を条件として、
６合目付近の直線部と９合目付近のトンネル手前の２

２．２

箇所を選定した。敷設時の状況を写真－１に示す。

２．２．１

当初敷設した開発品は

３、４）

調査・試験概要
スケーリング調査

、ベースセメントが異な

皿型側溝製品のスケーリングは、現地または回収後

る２種類であり、スランプフロー 45cm 程度の中流動

に写真撮影した製品の画像データから、スケーリング

コンクリートを型枠に流し込み、バイブレータにより

劣化した部分の面積を測定し評価した。なお、図－１

締固めを行う方式で製造した（以下、流込み型と記述）。

に示すように、皿型側溝の流水部分はＲ加工部を含ん
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でおり曲線部の面積測定は困難であることから、本調
査では製品中央の平坦部が最も雨水や融雪水の影響を
受ける部分と考え、Ｒ加工部を除く平坦部のみを調査
対象面として計測し（図－１の斜線部）、対象面積あた
りのスケーリング劣化面積をスケーリング面積率とし
て表した。また、開発品の一部には除雪車によると考
えられる擦り傷が付いたものや、回収作業時に製品端
部が一部欠損した部分があったため、目視による判断
ではあるがその影響を除いて計測した。
２．２．２

超音波伝播速度計測

製品の暴露上面から深さ方向の劣化状況を確認する

図－１

方向にコア
（φ100×70mm）を採取し、ノギスで測定
したコアの直径
（伝播距離）を、コアの直径方向に透過
法で測定した超音波伝播時間で除して伝播速度（伝播
距離／伝播時間）
を求めた。測点は製品の流水面（コア
表面とした）
から底面
（コア裏面とした）
に向かい10mm
の位置からコア裏面方向に10mm 間隔とした。なお、
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ため、回収した皿形側溝製品の中央付近において鉛直
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減するため、コア供試体を１週間40℃で乾燥した後、

図－２

超音波伝播速度を計測した。また、コア供試体採取に

ᣧᒝ㪂䉴䊤䉫
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スケーリング面積率

あたっては、製品の配筋間隔が100mm 以下
（70 ～ 90
mm）であったため、鉄筋位置が可能な限りコア断面
の中心から外れ側面付近となるようコアを抜いた。
２．２．３

塩分浸透量の測定

塩化物系凍結防止剤の影響を調査するため、コンク
リート内部への塩分浸透量を測定した。塩分浸透量は、
JSCE-G 574-2013 ７）に準拠し、電子線マイクロアナラ
イザー
（EPMA）による面分析
（定量分析）により測定
した。面分析は、研磨した試料の分析面に導電性を持
たせるために金を蒸着し実施した。面分析条件を以下
に示す。
加速電圧：15kV、試料電流：1×10－7A

写真－２

経年変化の一例（「早強 + スラグ」６号目）

測定時間：40msec/ ピクセル
分光結晶：LDE5H（C）
、PET（Ca、C1）
、TAP（Si）

クセルのみを選択することにより行った。

標準試料：Cl（Halite、C1=60.7mass％）、
Ca、Si（Wollastonite、CaO=48.0mass％、

２．３

SiO2=50.9mass％）

２．３．１

プローブ径：25 μ m、ピクセルサイズ：50×50 μ m

皿型側溝の経年調査結果
スケーリング面積率

図－２に回収した流込み型開発品のスケーリング面

塩化物イオンのコンクリート内部への浸透はセメン

積率の経年変化を、写真－２に回収した皿形側溝製品

トペースト部を介して起こるため、塩化物イオン濃度

の経年変化の一例を示す。箇所毎、種類毎にそれぞれ

は単位セメントペースト量当たりの濃度で示した。な

３個の平均値をスケーリング面積率として示してい

お、セメントペーストに相当する部分は、反射電子の

る。なお、即脱型の開発品および一般品は、経年的に

強度の他に17.5mass％≦ CaO ≦52.5mass％、および

表面のざらつきが増加したが、特殊な製造法３）により

5.0mass％≦ SiO2≦30.0mass％の条件に当てはまるピ

表層がモルタル層で覆われており、数 mm 程度の剥離
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かった。箇所別でみると、暴露２年までは６合目に設
置した方がスケーリング劣化は大きい傾向がみられた
が、５年後はほぼ同程度となっている。セメントの種
類別でみると、設置箇所および経過年数によりスケー
リングの程度が異なり、明確な傾向は確認できなかっ
た。
いずれの製品も剥離深さは３㎜以下だったが、流込
み型の開発品では一部粗骨材の表面が確認された。こ
れは、流込み型の製造方法に起因するもので、暴露面
は製造時の型枠底面となることから粗骨材が集中しや
すく、僅かなスケーリングでも骨材が露出する可能性
が高くなるためである。このことから、目視によるス
８）

ケーリング程度の評価等級 が示されている ASTM
C672に準じると、スケーリングの程度としては１点
（粗
骨材の露出なし、深さ３mm 以下の剥離）と評価する
のが妥当であり、敷設５年経過時点においても表面上
の劣化は小さいと言える。
２．３．２

超音波伝播速度
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ものでも2.5％以下）であり、表面上の劣化面積は小さ
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向にあるが、平均値は1.3％以下（個別に劣化が大きい
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全体として、スケーリング面積率は経年的に増加傾
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ため、定量的な評価はできなかった。
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では粗骨材が表面に現れず、剥離面積の特定が困難な
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図－３にコアの超音波伝播速度を示す。敷設５年（開

㪌ᐕ⚻ㆊᤨ

発品３と一般品２は４年）後の超音波伝播速度は、流
込み型が概ね4.1㎞ /s、即脱型が概ね4.3㎞ /s であり、

図－３
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超音波伝播速度（透過法）

全体としては、箇所別、種類別ともに、表面から裏面

らの劣化の傾向は無い。他方、６合目の開発品１「普
通 + スラグ」や一般品２（即脱型）は、表面からの深
さ方向に伝播速度が低下していた。裏面は製品製造時
のコンクリート打設面であり、型枠面となる表面より
相対的に品質が低下する部位である。このため、隣接
する皿形側溝製品や舗装との目地の隙間等から裏面に
塩分を含む水が侵入滞水し、コンクリートの飽水度が
高まり裏面から品質が低下した可能性がある。しかし、
実際に回収した製品の裏面には、目視では大きな劣化
が確認されていないことから、現地に残存する製品に
ついて、継続的な調査が必要である。
２．３．３

塩化物イオンの浸透状況

図－４に EPMA 面分析
（定量分析）から算出した単
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品３と一般品２は１年）後と比べても表面
（流水面）か
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方向の伝播速度分布の変動は小さく、敷設２年
（開発
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図－４
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単位セメントペースト量当たりの
塩化物イオン（Cl-）の濃度分布

位セメントペースト量当たりの塩化物イオン（Cl －）の
濃度分布を示す。敷設後５年
（開発品３と一般品２は
４年）経過した製品は、既報５）の２年
（開発品３と一般
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品２は１年）経過時点と比べて、いずれも表面付近の
塩分濃度および内部への塩分浸透量は増加していた。
また、６合目の「早強 + スラグ」を除くと、スラグを
用いた製品は表面部の塩分濃度は高いものの、内部へ
の塩分浸透量は一般の即脱型より少なく、この傾向は
２年経過時点と同様であった。他方、敷設箇所の違い
で比べると、６合目に敷設した製品の方が内部への塩
分浸透量が若干大きい傾向がみられたが、その原因は
特定できなかった。ベースセメントの違いでは、普通
セメントの方が早強セメントよりも塩分浸透量は小さ
い傾向がみられた。
また、即脱型のスラグ製品（開発品３）は、一般の即

写真－３

河川暴露試験体の設置状況（当初）

脱型
（一般品２）
よりも塩分量が少なかった。なお、一
般品２は、最初に敷設した一般品１とは製造工場が異
なり、開発品３と同じ工場で製造されたものである。
以上から、製造方法が異なる場合でも、スラグを用
いた場合には塩分の浸透に対する抑制効果が高くなる
ことが確認できた。
２．３．４

写真－４

回収した暴露試験体の一例（コア採取後）

皿形側溝製品追跡調査のまとめ

峠部に試験施工した皿型側溝製品の実環境下５年後
（一部４年）の物性および耐久性について評価した結

スのスラグをセメント内割で60％置換した結合材を使

果、現場敷設５年経過時においてもスラグ製品のスケ

用している。配合は、既設護岸堤の設計基準強度60

ーリング劣化は微少であり、超音波伝播速度による評

N/mm2を考慮して決定した。試験体は、型枠を横置き

価から、流水面からの劣化の傾向は無いことを確認し

にしてコンクリートを打設し、バイブレータで締め固

た。しかし、一部の製品では、裏面の超音波伝播速度

める方法で作製した。

が低下しており、裏面からの品質の低下が示唆された

暴露試験体の設置状況を写真－３に示す。海水が遡

ことから、現地に残存する製品について、今後も継続

上する河川の左岸側に、スラグを用いたもの４体
（断面

的に調査する必要があることを確認した。また、現場

0.3×0.3m，長さ３m の角柱）と、比較用の一般品とし

敷設５年経過時においてもスラグ製品の方が一般の製

て早強セメントのみのものを１体設置した。試験体は、

品より塩化物イオンの浸透抑制効果が高いことも示さ

実際のコンクリート製品と同様に、型枠底面が河川側

れ、スラグ製品の耐久性が高いことを確認した。

に向くように既設護岸堤に据え付けた。

３．河川護岸製品暴露試験体の経年調査

３．２

調査・試験概要

これまでに、暴露１、２、３年目でスラグ試験体を
３．１

１体ずつ回収して経年調査２、４）を行っており、５年目

２、４）

試験施工の概要

河川護岸製品の暴露試験は、北海道オホーツク地方

の調査では、現地に残存するスラグ製品１体と一般品

の海水が遡上する河川において実施した。現地コンク

１体をそれぞれ回収し、物性や耐久性を調査した。調

リート護岸堤は建設後20 ～ 30年程度経過しており、

査にあたっては、写真－４に示すように、回収した暴

海水による塩害や凍害、冬期に河川が結氷した際に流

露試験体の気中部、干満帯、水中部の各部位から４個

動する氷によるすり減り等、複合的な劣化が多数みら

ずつ試験体内の鉄筋を避けてコアを採取し（φ10×

れ、
劣化の程度に応じて補修等が順次実施されている。

30cm）、各部位の最上部のコアで塩分浸透量の測定を、

本暴露試験は、コンクリート護岸堤の耐久性向上対策

残り３コア試料で圧縮強度、静弾性係数測定および透

の一つとして、その効果を検証する目的で実施した。

過法による超音波伝播速度計測を実施した。超音波伝

暴露試験体は、ベースセメントに早強セメントを使

播速度の計測および塩分浸透量の測定は、２．２．２

2

用し、JIS 規格値を満足する比表面積6000cm /g クラ
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および２．２．３に示した方法で行った。
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３．３

護岸製品の経年調査結果

３．３．１

図－６

気中部および水中部は外観上の劣化はほとんど確認

ケーリング劣化状況を示す。スラグ試験体は表面のモ
ルタルが薄く剥離する程度で軽微だったが、一般品は
粗骨材がいくつか露出する程度の劣化が確認された。
圧縮強度と静弾性係数

図－５に暴露試験体の部位別の圧縮強度と静弾性係
数を示す。参考として、試験体設置当初に相当する材
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できなかったが、干満帯に凍害によると考えられるス
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圧縮強度と静弾性係数の経時変化

暴露試験体の外観状況

齢14日の値も併記した。暴露５年目の圧縮強度は、い
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2

ずれも設計基準強度の60N/mm を上回っており、干満
帯を除くとスラグ試験体より一般品の方が若干強度は
大きかった。しかし、全体としては、静弾性係数を含

図－７

コア供試体の超音波伝播速度（透過法）

めて、
部位や結合材の違いによる大きな差はなかった。
図－６にスラグ試験体の圧縮強度と静弾性係数の経

めに実施した、暴露部位別のコア供試体の直径方向に

時変化を示す。なお、凡例の「室内」とは、室内試験

透過した超音波伝播速度を図－７に示す。なお、測定

用円柱供試体
（φ10×20cm）による材齢７日と91日の

はコアの長手方向に１cm 刻みで行ったが、全体の傾

値である。圧縮強度は暴露３年までは微増したが、暴

向把握の観点から、図には両端の値以外の中間点は４

露５年目でいずれの部位も低下した。一方、静弾性係

点毎に平均した値を示した。縦軸の０cm は河川側の暴

数は暴露５年まで若干増加の傾向があり、劣化の兆候

露表面であり、30cm は裏面（既設護岸堤側）を意味す

はみられなかった。なお、圧縮強度および静弾性係数

る。

は、暴露部位の違いによる差はほとんど無かった。
３．３．３

超音波伝播速度

試験体の暴露面から深さ方向の劣化状況の確認のた
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乾燥の影響を受ける気中と干満帯では、表面部の速
度が低下する傾向がある。早強セメントのみの使用で
水和反応が比較的早い一般品は、表面と内部の速度差
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ている表面の方が内部より速度が大きく、干満帯では
試験体の暴露表面
（型枠底面）の方が裏面（打設面）より
速度が大きい傾向があり、これはブリーディングの影
響が考えられる。全体としては、スラグ試験体の方が
一般品よりも速度は小さく、粗骨材の量
（スラグ試験
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体：941kg/m3、一般品：1111kg/m3）が影響している
ことが考えられるが、大きな劣化の傾向は確認できな
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単位セメントペースト量当たりの塩化物イオ
ン（Cl －）の濃度分布

塩分化物イオンの浸透状況

図－８に EPMA 面分析の結果から算定した単位セ
－

は微小であり、従来の一般製品より塩化物イオンの浸

メントペースト量当たりの塩化物イオン（Cl ）の濃度

透に対する抵抗性が高く、改質セメントの使用が耐久

分布の経年変化を示す。塩化物イオンの濃度は、骨材

性向上対策として有効であることが確認された。今後

部分を除いたセメントペースト分に対する塩化物イオ

は、実環境下での調査から得られた実測データを用い

ン濃度を示している。

て、室内試験結果から得られた塩化物イオンの拡散係

気中部は塩化物イオンの浸透がほとんどなかったた

数の予測式等の検証を行う。

め、干満帯と水中部について示している。スラグ試験
体の塩化物イオン浸透量は経年的に増大したが、暴露
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