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刊 はじめに

再生骨材を使用したコンクリー トを港湾構造物へ適用す

るためには,海水の作用に対する抵抗性,ま た,よ り付加

価値の高い鉄筋コンクリー ト構造物への適用においては,

コンクリー ト中の鉄筋の防食性状に関する道切な評価が重

要である.

これまでの研究
1)に より,普通ポル トランドセメン トを

用いた再生コンクリー トは,海水の作用を受ける環境下に

おいても必要強度を確保することができ,無筋コンクリー

ト構造物への適用は十分可能であることを示している。し

かし,塩化物イオンの浸透は水セメント比を小さくしてセ

メン ト硬化体の組織を緻密 としても大きく改善されず,鉄
筋コンクリー ト構造物への適用は困難なのが現状である

再生コンクノー トの塩化物イオンの浸透に対する抵抗性

が低下するのは,再生骨材に含まれる旧コンクリー トの付

着モルタルの性質,量および新ペース トもしくはモルタル

との骨材界面性状の影響によると考えられる 塩化物イオ

ン浸透 l生の改善方策の一つとしては,新ペース トもしくは

モルタルを塩化物イオンの浸透に対する抵抗性に優れたも

のとし,骨材品質の低下による影響を補う方法がある.一

般にj高炉セメン トもしくは高炉スラグ微粉末を用いたコ

ンクリー トは海水のイ乍用に対する抵抗性が高く,また塩化

物イオン浸透に姑 して高い抵抗′性を有しており,塩害に対

する鉄翻宵食抑制に優れていることが報告されているD

そこで本研究では,高炉セメン トB種を用いた再生コン
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再生コンクリー トを港湾コンクリー ト構造物へ適用するためには,再生コンクリー トの耐海水`性,お よびコンクリ

ー ト中の鉄筋の防食性を支配する塩化物イオン浸透性,酸素拡散などについての検討が必要となる そこで本研究で

は,耐海水性に優れるとされる高炉セメントの使用が有効であると考え,これを用いた再生コンクリー トの耐海水性

および塩化物イオン浸透性などを普通コンクリートと比較して評価した 試験は供試体を海水のイ乍用を受ける環境下

に暴露し,耐海水性は強度および細孔構造により,鉄筋の防食性は塩化物イオン浸透性,鉄筋の電気化学的特性によ

り評価した その結果,普通ポル トランドセメントを用いた場合と比較して,高炉セメントを用いた再生コンクリー

トの塩化物イオン浸透性は大きく改善され,骨材品質によつては海洋環境下の鉄筋コンクリー ト構造物へ適用できる

性能を有していることを示した
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クリー トの港湾構造物へ適用性を検討するために,耐海水

性, コンクリー ト中の鉄筋腐食性状に関する試験を実施し

た。また,実験要因として再生細・粗骨材の吸水率,すな

わち再生骨材の品質を変化させ,骨材品質の影響程度につ

いて検討した

2.実験概要

21 使用材料

セメン トは密度 315g/cm 3の普通ポル トラン ドセメン ト

(OPC),お よび密度 3.04g/cm3の高炉セメン トB ttlBB)の

2種類を使用 した.

表 1に ,使用した骨材の物理的性質を示す 再生細骨材

は,吸水率の異な RSl,RS2を ,再生粗骨材には,吸水率

の異なる RGl,RCT2のそれぞれ 2種類を使用 した 表 2に

示すように,これらの再生細 。粗骨材は,骨材の吸水率に

表 1 骨材の物理的性質

品質*)

普通粗骨材

再生粗骨材

記号
'紐
位率

表乾密度
(g/cmB)

吸水率 実積率

NS 2 50 2 59 19

RSl 2 94 2 45 49 64 2

RS2 3 27 2 25 131 732
キヽG 6 68 2 70 0.2 62 0

R(ユ 1 6 73 2 51 33 60 5

RC2 6 54 2 38 68 64 7

*土木研究室 **生産技術本部土木技術設計部

29

*)建設省の用途別暫定基準 (案 )



再生粗骨材

3種 1種1イ重 2種

5以下 7以下 5以下3以下

表 2 再生骨材の品質

櫛 再生細骨材

2種

吸水率 (%) 10以下

よって定まる建設省用途別暫定基準によると, RSl,RS2

は再生細骨材 1種,および 2種よりも吸水率の大きい規格

外, RGl,RC2は 再生粗骨材 2種および 3種に相当するも

のである。再生骨材は使用前に 24時間以上のプレウエッ

ティングを行い,表乾状態で使用 した .

比較用の普通細骨材は千葉県君津産の陸砂 (NS),普通粗

骨材は青森県人戸産の砕石lNG)である.

22 コンクリー トの配含および製造

表 3に,実験で使用 したコンクリー トの配合を示す .

セ メン ト種類の影響に関する検討 は,普通コンクリー

ト(OPC N,BB N)お よび低品質再生細・粗骨材 (RS2,

RG2)を使用 した再生コンクリー ト (OPC R4,BB R4)で

行つた。また,骨材品質による耐海水性の違 いを検討

す るため,粗骨材に再生粗骨材 (RGl),細骨材に普通

細骨材 lNS),再生細骨材 (RSl),お よび これ らを等量

混合 した細骨材 を使用 した配合 を用い,使用骨材の品

質を 5段階 (N,Rl～R4)に変化 させた .

一般に,同一 W/Cの再生コンクリー トの性能は普通コン

クリー トより低下するため,再生コンクリー トを使用する

場合には,強度,耐久性の両面から水セメン ト比を小さく

設定する必要があると考える.そこで本研究では,水セメ

ン ト比の設定を普通コンクリー トで 55%,再生コンクリー

トで 50%と した.

配合は,日標スランプ 8± 2 5cm,空気量 4.5± 1.5%と な

るように,単位水量,細骨材率,AE減 水剤の使用量を調

整 して決定した

23 練混ぜ方法および養生,暴露条件

コンクリi卜 の練混ぜには,容量 50リ ットルの強市1練

リパン型 ミキサを用いた 練混ぜ方法は,セ メン トと細骨

材を空練 りした後注水 して 30秒練 り混ぜ, さらに粗骨材

を投入して 60秒間練 り混ぜる方法 とした

打設した供試体は翌日脱型し,材齢 28日 まで 20℃標準

水中養生を行つた。本オ齢 28日 以降は,20℃海水,劣化促

進を目的とした 60℃海水,飛沫帯 (飛沫帯を模し, 1日 2

回約 3時間の海水噴霧を行い乾湿繰 り返しを受ける屋外施

設)に暴露した。なお,使用 した海水は,すべて神奈川県

横須賀市の久里浜湾より採取 したものである。

24試 験方法

(1)耐海水性の評価方法

耐海水性の評価は,各海洋環境下に暴露した材齢 182日

の供試体の圧縮強度,お よび細孔構造を標準水中養生した

場合と比較することで行つた .

細孔径分布の測定は,水銀圧入式ポロシメータによつて

行つた。試験には,標準水中養生,20℃海水,60℃海水に

暴露した材齢 182日 のφ10× 20cmの供試体を用いた.なお ,

試料の採取位置は,供試体の表面部および中心都である.

(2)塩化物イオン浸透性の評価方法

塩化物イオン浸透性の評価は,標準水中養生した材齢 18

2日 の供試体に対 して電気泳動試験による拡散係数の算出

0,および海洋環境下に暴露 した供試体中の塩化物イオン

量で行った .

図 1に電気泳動による拡散係数の評価試験の概要図を示

す.本実験においては,アノー ド側にCa(OH)2飽不口水溶液 ,

カツー ド側に NaC15%水溶液を満たし,両セル間に 15Vの電

位差を与え,ア ノー ド側水溶液の Crの濃度変化を経時に

測定した.塩化物イオン Crの濃度変化は図 2に示すよう

になる。拡散係数Dα は,(1)～ (3)よ り求めた.すなわち,

濃度変化が定常になったときの傾きである透過速度 ΔQ
(mo1/1'sec)か ら単位時間・単位面積あたりの物質移動量で

あるフラックス J cl lm01/cm2.seC)を 求め,溶液の濃度勾

配 C口 および電位勾配 」ψ/Jxから電気的移動度 uaを算出

し,拡散係数Dc:(cm2/seC)に 変換 した .

JcI=△QcI
V
A

(1)

喝=銑駒

Ad.記号

表 3 コンクリートの配合

OPC=N

BB却

BB―Rl

BB報2

BB―R3

OPC―R4

0.70

0.67

0,74

1,50

1.54

1.62

骨材の種類 s/a

(%) W G

セメントの種類

細骨材 粗骨材

Ｖ

＄

55 43 154 280 793 1096普通ホ
・ルトランド

269 800 1106

鴎 NG

55 43 148

50 43 148 296 790 1015NS

150 300 765 1011NS+RSl 50 43

50 46 154 308 789 948

高咸 メントB種

RSl

RGl

85450 48 162 324 745普通ホ
・ルトランド

318 747 856高炉セメントB種

RS2 RG2

50 48 159BB―R4

30

1.59



ここに, 7:被検出セル中の溶液量 (900ml)

A:コ ンクリー ト試料の断面積 (78.54c評 )

た :ボルツマン定数(138X1023)

T:絶対温度 (k)

e:電気素量(1.60× 10° C)

Zα :塩化物イオンの価数

+
15V定電圧

チタン電極 'ム製リンク

エ ホ
°
キ シ樹月旨

コ ーティ ンク ・

コンク リー ト供試体

o10× 5cm

Ca(OH)2飽和水溶液 NaCl-5%水溶液

容量約900ml    容量約 900■1

図 1 電気泳動試験概要図

△Q=△ C/Δ t

Δ t

通電時間(sec)

図 2 塩化物イオンの濃度変化

20℃海水および飛沫帯に暴露した供試体は,暴露開始 5ヶ

月において供試体表面から内部方向に 5点の全塩分量を JC

I規準 (案)SC 4に準拠 して測定した.

(3)コ ンクリー ト中鉄筋の腐食状況の判定

コンクリー ト中鉄筋の腐食状況の評価には,図 3に示す

ようにかぶり1,2cmの位置に鉄筋を埋設 した o10× 20cm供

試体を用いた。この供試体を20℃海水中,飛沫帯に暴露し,

暴露開始後 5ヶ 月において電気化学的手法により検討した ,

ホ
°
テンシオスタット

リード線

鉄筋 φ9mm

かぶ り 1, 2cm

照合電極 :

海水塩化銀電極

姑極 :

スルレス鋼板

海水
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実施 した電気化学的測定は動電位分極曲線による不動態の

グレー ドの判定 。および定電位ステップ法 )である。両測

定とも,照合電極に海水塩化銀電極,姉極にステンレス鋼

板を用い,図 3に示す試験装置によって行った

動電位分極曲線は, 自然電位を基準に+1000mVと 1000m

Vの間を lmV/secで 掃引した.不動態のグレー ドの判定は,

ノ刀極ヽ曲線の通る位置によって判定され,0～5の 6段階で評

価され,5が不動態の状態が最もよく,0ではほとんど不

動態がないと判断される.

定電位ステップ法は,鉄筋の電位を照合電極に対 して 1

000mVに保持 し,そのときの鉄筋と対極間を流れる電流を

経時に測定するものである.測定される電流の大きさは,

鉄筋への酸素供給量に支配され,鉄筋への酸素供給量が大

きいほど流れる電流は大きくなる.試験の評価は,1,5,10

時間後の電流密度の平均値で行つた.

3 実験結果

3.1 耐海水性

図 4は,20℃海水,飛沫帯,および劣化促進を目的とし

た 60℃海水にそれぞれ暴露した場合の圧縮強度を標準水中

養生した場合の圧縮強度に対する比率で示したものである。

20℃海水暴露した場合の圧縮強度比は OPC Nや BB Rlで

若干低下する傾向であったが,セメン ト種類の影響や骨材

品質に対する明確な差異は認められなかった,飛沫帯に暴

露した場合の圧縮強度比は 1.0前後であり,20℃海水暴露

の場合と同様に頭著な差異は認められなかった。これらの

結果,海伴環境下における再生コンクリー トの強度発現特

性は普通コンクリー トと概ね同等であると考えられる し

かし暴露日数が 5ヶ月と短期間であることから,海水の作

用はコンクリー トのごく表面部だけに留まり供試体 レベル

の圧縮強度に影響を及ばすまでには至っていないものと考

える

60℃海水に暴露 した場合,普通ポル トラン ドセメントを

用いた普通・再生コンクリー トの圧縮強度比は 0.7前後で

あつた。これに対 して高炉セメントを用いた普通・再生コ

ンクリー トの圧縮強度比は 0.73～092であり,いずれも

OPC―  BB―  BB―  BB―  BB― OPC―  BB―

N   N   Rl   R2  R3   R4   R4
コンクリートの種類

図4海水の作用が圧縮強度に及ばす影響

C

惧
黎
ふ
ｋ
ヽ
尽
翠
岬

埠
ぎ
鸞
■
校
里
期
照
■
＜
鉾
郎

/

アノート
゛

■

日

182日

■

■

HL ■

■

口20℃ 海水  口飛沫  ■60℃海水

■ ■ ■ ■

図3 電気化学的試験の概要
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普通ポル トラン ドセメン トを用いたコンクリー トより大き

くなった .

以上の結果をコンクリー ト供試体の微細構造から考察す

る 内川 ら
°によると,モルタルの強度は 005～ 2μ mおよ

び 30μ m以上の比較的大きな細孔容積と強い相関があると

している 表 4,表 5に各条件に暴露した供試l本の全細孔

容積および 0.04m μ以上の細孔容積をそれそれ示す。強度低

下率の大きい 60℃海水に暴露した OPC却 ,OPC報4および B

B R4の 0 04μ m以上の細孔容積が標準水中養生した場合よ

り大きい。また,供試体の表面都と内部では,表面部の細

孔容積がより大きい これは海水より供給される NdClや M

gC12とセメン ト水和物である Ca(oH)2と が反応 し,カルシ

ウム分が溶出することによつてコンクリー トが多孔質にな

ったためである.高炉セメントはこのような反応を抑制し,

普通ポル トランドセメン トを用いた場合より高い耐海フkイ性

を示し,圧縮強度の低下率が小さかつた しかし,再生コ

ンクリー トOPC R4,BB―R4の ように吸水率が大きい低品質

な骨材を使用 した場合にセメン トの種類の影響が小さいの

は,骨材の影響が卓越したためと考える.

以上の結果,再生コンクリー トOPC R4,BB R4の ように

吸水率の大きい再生細・粗骨材を使用 した場合には耐海水

性に対する高炉セメントの使用効果が小さくなるものの
,

高炉セメン トを用いた再生コンクリー トの耐海水'l生は,普

通ポル トラン ドセメントを用いた普通コンクリー トと比較

して同等以上であると考える

表 4 全細孔容積 (nag′ 1)

養生および

暴露条件

コンクリー トの種類

BB―R4

0 1656

20℃海水 0 1370

60℃海水 0 1560

0 1799

表 5 004μ m以上の細孔容積

養生および

BB―R4

中 0 0669

0 0518

0 0803

0 0915

32 塩化物イオン浸透性

図 5に電気泳動試験によって算出した各コンクリー トの

見かけの拡散係数を示す.また,一部の供試体については,

20℃海水中に 5ヶ 月間暴露した後,供試体の表面から深さ

方向に 5点の塩化物イオン含有量の測定を行い,Fickの 第

2法則より逆算して求めた見かけの拡散係数も示す BttR4

の見かけの拡散係数は,

BB Nよ りは大きな値を示したものの, OPC Nよ り小さ

くなった また,使用骨材の品質の低下に伴い見かけの拡

散係数は大きくなつた。これらの試験から,高炉セメン ト

B種の使用によつて再生コンクリー トの塩化物イオン浸透

性を大幅に改善できることが示された

OPC―N BB ―N BB―Rl BB― R3 0PC―  BB―R4

R4

=イ
ンクリー トの種類

図 5 塩化物イオンの拡散係数

以上のように,高炉セメントB種を用いた再生コンクリ

ー トは,普通コンクリー トの場合 と同様に,塩化物イオン

浸透を抑制できることが明らかとなつた.以下では再生コ

ンクリー トの微細構造観察により再生コンクリー トの塩化

物イオンの浸透性について考察する.

図 6,7に上述の試験に用いたコンクリー トと同様に材齢

182日 まで標準水中養生した供試休の中心部より採取した
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試料の食細孔容積および細孔径分布をそれぞれ示す。普通

コンクリー トの全細孔容積は,普通ポル トランドセメント

を用いた OPC Nよ り BB却 の方が小さくなった.しかし
,

再生コンクリー トでは高炉セメン トを用いた BB R4の 全細

孔量は,OPttR4よ り逆に大きくなり,塩化杉イオンの拡散

係数の大小関係 とは一致 しなかった。また骨材品質が全細

孔量に及ぼす影響は,R4を除いてほとんど認められなかっ

た。

細孔径分布については,普通・再生両コンクリー トとも,

高炉セメントを用いた細孔径分布の 0.01～ 0.lμ m付近の

ピークが普通ポル トランドセメン トを用いた場合よりわず

かに刈ヽさいほうヘシフトしている。このような傾向は高炉

セメン ト硬化ペース トの下般的な特徴 0であり,シフトの

程度が拡散性状に依存するとい う知見と一致 している。し

たがつて,普通ポル トランドセメン トを用いた場合 との細

孔構造の相違が,高炉セメン トを用いた再生コンクリー ト

の塩化物イオン拡散係数を小さくした一要因であるものと

考える。ただし,全細孔量は高炉セメン トを用いた方が小

さくなるという知見とは再生コンクリー ト R4の場合一致

していない。これは再生骨材の旧付着モルタルの量および

性質が細孔径分布の狽1定結果に影響したためと考える。

また,骨材とセメントペース ト界面には遷移帯と呼ばれ

る 10μ m程度の水酸化カルシウムの脆溺層があり,こ の遷

移帯は混合セメントを用いた場合,形成されにくいとされ

ている の.したがって,高炉セメン トを用いた場合に塩化物

イオンの拡散が抑制されるのは,上述のペース ト部分の細

孔構造の違いとともに,骨材 とペース ト界面の遷移帯,つ

まり空隙構造およびその量が改善されるためではないかと

考えた。これを確認するために,再生コンクリー トOPC R4,

BB―R41こついて EPヽイエによる面分析を実施 した.写真 1に E

P卜IAの面分析によるCaの同定結果を示す.分析結果より,

再生骨材の旧付着モルタルと新モルタルとの界面には普通

骨材の場合と同様に遷移帯が形成 されていること,また高

炉セメントを用いた再生コンクリー トは骨材 とペース ト界

面の遷移帯の形成が抑制されていることが確認 された。た

だし, これらの結果は供試体のごく1部についての観察結

果である.遷移帯の形成量と塩化物イオンの拡散性状の関

OPC‐ R4

写真 l EPMAの 面分析試験結果

BB‐R4

束急姓設オJk術 研究所報 Lヽ26

係を明確にする方法としては,遷移帯の形成量と細孔容積

を関係づけることが考えられた。しかし,細孔径分布の測

定に供 した試料は粗骨材を取り除いて採取した 5Hlm角 のモ

ルタル部分であり,試料の採取過程で遷移帯は除去されて

いることも考えられ,今回実施 した細孔径分布の測定結果

と遷移帯の形成量の関連づけはできなかった.

33 コンクリー ト内部の鉄筋の虜食状況

表 6に動電位分極曲線にによる不動態のグレー ドの判定

結果,図 8に飛沫帯に暴露した供試体中の塩化物イオン含

有量の測定結果について示す.不動態のグレー ドは,普通

コンクリー トBB刹 では 3,4であったのに対し,再生コン

クリー トではグレー ド2の供試体も存在 した すなわち,

再生コンクリー ト中の鉄筋表面の不動態形成状況は,普通

コンクリー トの場合より劣る結果となった.塩化物イオン

は鉄筋埋設位置であるかぶり 1,2cmまで達してお り,その

量は再生コンクリー トのほうが大きかつた。したがつて ,

再生コンクリー トで不動態の形成状態が劣った一要因は ,

外部より浸透 した塩化物イオンの影響であると考える.

図 9に定電位ステップ法の測定結果を示す.BB刹 の電流

密度は,0.09 μ A/cm2でぁったに対し,再生コンクリー ト

は 0.18～0.25μ A/cm2と 大きくなった。この結果は,再生

コンクリー ト中の鉄筋表面への酸素供給量が普通コンクリ

ー トより大きくなることを示している.したがつて,外部

-OPC― N―。― BB―N 
―

BB―Rl

―
BB―R2-BB― R3-BB― R4

理 1.2

くN1  1

ミ琶;|:

§ 04
蛹 0.2
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1     2     3     4
コンク リー ト表面か らの距離 (cm)

図8 塩化物イオン含有量の測定結果

l飛沫帯暴露,材齢 6ヶ 月)

表 6 不動態のグレー ドの判定結果

種類

BB一N

BB― Rl

BB― R2

BB― R3

BB― R4

不動態のグレード
5←良 不動態状態 悪→0

骨材 (原 骨材 )

海水

lcm 2cm lcm
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より浸入した塩化物イオンが腐食発生濃度を超え,不動態

被膜が破壊された後の再生コンクリー トの腐食速度は,普

通コンクリー トより速く進行する可能性がある。

また,電気化学的測定を行つた後,供試体を割裂して鉄

筋を取り出して表面観察を行つたが,すべての鉄筋で腐食

は認められなかった。これは暴露期間 5ヶ月と短いためで

あり,内部鉄筋の防食′性については引き続き暴露試験を継

続してデータを蓄積する必要がある.

4.ま とめ

港湾構造物への再生コンクリー トの適用を目的として行

つた本研究により,以下のことが明らかとなった.

(1)各海洋環境への暴露試験の結果,海水の作用を受ける

環境下において,高炉セメン トを用いた再生コンクリー ト

の強度発現特性は普通コンクリー トと同等であった.

(2)6ば 海水暴露試験の結果,高炉セメン トB種を用いた

再生コンクリー トの耐海水′性は,普通ポル トラン ドセメン

トを用いた普通コンクリー トと比較 して同等以上であった

0.3

0.25

0.2

0。 15

0.1

0.05

0

BB―N BB―Rl BB―R2 BB R3 BB―R4
コンクリートの櫛

図 9 定電位ステップ法による電流密度の測定結果

(3)再生コンクリー トの塩化物イオン浸透性は,高炉セメ

ン トB種の使用により大幅に改善され,普通ポル トランド

セメン トを用いた普通コンクリー トと同等以上であった.

だだし,再生骨材の品質低下に伴って塩化物イオンの拡散

係数は大きくなった.

(4)再生コンクリー トの酸素拡散係数は,普通コンクリー

トより大きくなる可能性がある.
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SEA WATER ttSISTANCE AND ttEI卜FORCING STEEL AN■ CORROSION
OF  RECYCLED  CONCRETE

K.Hayaka、 va, M.Ito, and J Oohash

A puttose of his study is hat investlgates ttdamental characteistics under maine

envifonments ofrccycled concrctc using  portland blast― 色mace slag cement,hat has been  sea water proof

cemcnt,co14parCd to norinal concrete.This paper presents he expeimental results for sea、 vater rcsistanceぅ

corosion prevention of steel,chioride per:1leability abfasion resistance,etc of fecycled concrete.The main

results obtained in this stlェ dy are as following:

1)SCa Water resistance of rccyclcd c(lncrete is ir叩 円ved by usng portland blas← Ittnace Ыag cement.

2)CHo五 de permeabillty of recycled concrete used pollland blas← 盈macc siag cement is almost same

propeHy to n()rlllal concrete used poltland cement,

3)The oXygen supply quanity in recyclcd concrete to rchforcing sttcl may be mofe abounding han plah

concretc.
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