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１ 背景 

セメントコンクリートを用いた下水道施設は、硫化水素が発生する環境下で、微生物の働きにより生

成される硫酸によって腐食が進行し、施設の機能及び耐久性の低下が問題となっている。 

本調査は、硫黄固化体の下水道腐食環境下における耐腐食性能の確認と、硫黄固化体を用いた防食工

法の開発を行うことを目的として試験施工を行った。 

 

２ 硫黄固化体について  

硫黄固化体は、溶融した改質硫黄と骨材を練

混ぜ、自然冷却により固化させた材料である。

硫黄は常温では固体であるが、約 120℃で溶融

状態になり、再度、自然冷却により固化する。 

ここで、改質硫黄とは、溶融状態の硫黄に添

加材を加えることで、純硫黄に比べて強度、難

燃性、耐酸化細菌性などを向上させたものであ

る。添加材には、ポリエチレンやポリプロピレ

ンなどの合成樹脂の原料として広く流通して

いるオレフィンを使用している。 

硫黄固化体の特徴は、下水道腐食環境下にお

いて高い耐硫酸性を有することである。既知の

とおり、コンクリートの腐食は、硫酸とコンク

リート中の水酸化カルシウムが反応して硫酸カルシウムとなり、最終的には針状結晶を持つエトリンガ

イトがコンクリートを崩壊させる。硫黄固化体は、セメントコンクリートの結合材であるセメントと水

を改質硫黄に、また、骨材を硅砂に置き換えることで(図１)、カルシウム含有量を抑え、耐硫酸性を高

めている。（表１）に硫黄固化体の標準配合を示す。 

表 1 硫黄固化体の標準配合            （重量比％） 

 改質硫黄 硅砂 3号 硅砂 7号 石炭灰 

配合比 22.0 36.1 32.0 9.9 
 

３ 調査概要 

研究方式：ノウハウ＋フィールド提供型共同研究 

研究期間：平成 15 年 9 月から平成 17 年 11 月 

 共同研究者：東京都下水道局、株式会社大林組、新日本石油株式会社 

 

４ 調査目的 

本調査は、硫黄固化体の下水道腐食環境下への適用にあたり、以下の 2点を目的として行った。 

・下水道腐食環境下における硫黄固化体の耐腐食性能の確認 

・硫黄固化体を用いた施工技術の開発 
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５ 調査内容 

５．１ 下水道腐食環境下における硫黄固化体の耐腐食性能の確認 

５．１．１ 暴露試験 

下水道腐食環境下における耐腐食性能を確認するため、新河岸水再生センター内汚泥濃縮槽第 3号返
水ますにおいて 24ヶ月の暴露試験を行った。 
暴露試験に先立ち、腐食の著しい既設返水ますを、硫黄固化体を用いた厚板パネル(後述 5.2.4)で改修

し、その気層部に暴露供試体を設置した。暴露供試体は、配合を変えた硫黄固化体を 3種類と、比較用
としてセメントコンクリートを 1種類用意した(表２)。 
硫黄固化体の供試体は、標準配合「硅砂系(SK)」、資源の有効利用の観点から標準配合「硅砂系(SK)」

の石炭灰の 50%相当をスーパーアッシュに置き換えた「硅砂-SA系(SKSA)」、硅砂を材料費の安価な川
砂利に置き換えた「川砂利系(SG)」である。 

表２ 暴露供試体の配合 (重量比%) 

※1 改質硫黄：配合比については、事前の基礎実験から、改質硫黄の割合が 20%以下になると流動性が悪く、25%
以上になると厚みのある部材では熱収縮の影響が出やすいことが確認されている。 
※2 硅砂 3号：粒径 1.2mmから 2.4mm 
※3 硅砂 7号：粒径 0.08mmから 0.3mm 
※4 石炭灰：JIS A 6201-1999 フライアッシュⅡ種 
※5 ｽｰﾊﾟｰｱｯｼｭ：新河岸新 2号 

（１）暴露環境 
硫化水素濃度：年平均 200ppm、最大 1000ppm 
※腐食環境のⅠ類(硫化水素濃度 50ppm以上)相当。 

（２）試験内容 
暴露開始：平成 15年 12月 25日 

     ※返水ますは平成 15年 11月から供用開始。 
供試体回収時期：6ヶ月後、12ヶ月後、24ヶ月後 

（３）調査項目 
１）供試体 
    外観検査：しわ、むら、はがれ、われのないことを確認する。 
   重量変化：供試体を水洗いした後の重量を測定し、腐食割合を定量的に把握する。 

     圧縮強度：結合材の性能及び骨材の違いによる耐硫酸性の違いを確認する。 

材料及び配合比 

供試体名 
改質硫黄 
※1 

硅砂 3号 
※2 

硅砂 7号 
※3 

川砂 川砂利 石炭灰 
※4 

ｽｰﾊﾟｰｱｯｼｭ

※5 
硅砂系 
(SK) 

22.0 36.1 32.0 --- --- 9.9 --- 

硅 砂 -SA
系(SKSA) 

22.0 36.0 32.0 --- --- 5.0 5.0 

川砂利系 
(SG) 

20.9 --- --- 30.6 22.3 26.2 --- 

ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ(C) 
W/C=55% σ28=44.5N/mm2 （硫黄固化体との比較サンプル） 



     付着強度：目地材として使用したとき、必要な付着力を保持しているか確認する。 
２）返水ます 

     外観検査：供試体の検査項目と同様 
   XPS 分析：コア抜きを行い、表面の硫黄侵入深さを測定する(次行参照)。 

５．１．２ XPS 分析(硫黄侵入深さ) 

事業団指針によると、防食被覆材料への硫黄侵入深さの測定は、ＥＰＭＡ（Electron Probe Micro 
Analyser）分析により行うことが原則とされている。しかし、ＥＰＭＡ分析では、防食層である硫黄固
化体表面から内部に浸透する硫黄と、硫黄固化体自体に含まれる硫黄とを直接区別しにくいため、ＸＰ

Ｓ（Ｘ-ray Photoelectron Spectroscopy）分析により硫黄固化体表面部分と、表面を 100μm削った部
分の硫酸塩の有無により硫酸の浸透を識別する化学分析を実施した。 
ＸＰＳ分析では、試料表面にＸ線を照射し、このＸ線に励起された電子から放出される光電子の運動

エネルギーを測定することで、元素の同定を行う。光電子の運動エネルギーは、その化学結合状態によ

り数値が異なるため、硫黄固化体を構成する S-S結合及び S-C結合（硫黄固化体に由来する化学結合）
と、硫酸塩を構成する S-O 結合（暴露環境の硫酸に由来する化学結合）とを識別することで硫酸浸透
深さを推定するものである。 
５．２ 硫黄固化体を用いた施工技術の開発 

５．２．１ 当局のコンクリート防食工法 

当局の既存処理施設のコンクリート防食工

は、｢コンクリート改修技術マニュアル(施設管

理部)｣１）(以下、当局マニュアル)による。主

に、｢吹付け型｣の採用が多い一方、施設の供用

停止ができないなどの日常の維持管理が困難

な箇所については、｢後貼り工法｣が採用されて

いる。  

既存管路の防食工については特に局内指針

はないが、上記マニュアル若しくは｢下水道コ

ンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技

術指針・同マニュアル (日本下水道事業団 ) ｣ ２ ） ( 以下、事業団指針 )によっている。      

図２ コンクリート防食工法の分類 

本調査では、塗布型ライニング工の｢吹付け型(吹付け工法)｣とシートライニング工法の｢埋設型枠工

法｣を開発した(表３)。また、現在、流域下水道本部において、硫黄固化体を用いた「後貼り工法」に

ついて簡易提供型共同研究を行っている。            

表３ 当局の共同研究による硫黄固化体を用いた防食工法 

分類 塗布型ライニング工法 シートライニング工法 

工法名称 吹付け工法 埋設型枠工法 後貼り工法 

工法内容 溶融状態の硫黄固化体

をエアー噴射により躯

体に吹付ける工法 

板状に成型した硫黄固

化体を埋設型枠として

用いる工法 

板状に成型した硫黄固

化体を躯体に貼り付け

る工法 

研究方式 ノウハウ+フィールド提供型共同研究 簡易提供型共同研究 

研究場所 新河岸、清瀬水再生センター 清瀬水再生センター 

研究期間 H15.9～H17.11 H18.5～H19.3 

塗布型ライニング工法
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塗付け型
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５．２．２ 開発工法の工法規格          表４ 設計腐食環境の分類 

 今回開発した「吹付け工法」及び

「埋設型枠工法」の工法規格は、当

局マニュアル及び事業団指針に示

す設計腐食環境の分類上、「吹付け

工法」はＤ１種、「埋設型枠工法」

はＤ２種に適合する(表４)。 

・吹付け工法(塗布型ライニング工法)  Ｄ１種⇒Ⅰ１類、Ⅱ２類 

・埋設型枠工法(シートライニング工法) Ｄ２種⇒Ⅰ１類、Ⅱ２類、Ⅰ２類 

 

５．２．３ 吹付け工法 

吹付け工法は、加熱・溶融した硫黄固化体を圧縮した熱風で飛ばし、コンクリート表面に吹付ける工

法である。吹付けられた硫黄固化体は温度低下とともに直ちに固化する。 
本調査では、試験施工として既設構造物への現場吹付け、コンクリート二次製品への工場吹付けを行

った。 
（１）吹付け装置の開発 
    硫黄固化体の溶融装置、圧縮空気加熱装置、混合装置の開発を行った。 
（２）吹付け条件の設定 
    配合、吹付け距離等を設定するため、付着強度試験を行った。 
（３）試験施工 
    試験施工概要を示す(表５)。 
 
５．２．４ 埋設型枠工法 

下水道腐食環境面(内側)に硫黄固化体で製作した埋設型枠を用いて構造物を築造するもので、厚さ
100mm の「厚板パネル」と、補強繊維を混入し薄肉・軽量化した厚さ 25mm の「薄板パネル」の 2
種類を開発した。 
本調査では、試験施工として工場製作した埋設型枠を現場で組立・設置を行い、構造物を築造した。 

（１）埋設型枠パネルの開発 
１）厚板パネル 
  硫黄固化体を用いた埋設型枠の当初品である。 

※研究開発当初時点では、硫黄固化体のパネル製造技術は厚み 100mmが限度であった。 

２）薄板パネル 
 重量があるため人力施工ができなかった厚板パネルを改良し、軽量化したもの。 
 あわせて、目地をパネルと同じ硫黄固化体で溶着する技術を開発した。 

（２）試験施工 
試験施工概要を示す(表６)。 

担当部所 技術開発課 流域下水道本部技術部 

施設点検、施工時の難易度 
年平均硫化水素ガス濃度 

易 難 

50ppm 以上 Ⅰ１類 Ⅰ２類 

10ppm 以上 50ppn 未満 Ⅱ１類 Ⅱ２類 

10ppm 未満 Ⅲ１類 Ⅲ２類 



 
表５ 吹付け工法試験施工一覧 

 
表６ 埋設型枠工法試験施工一覧 

実施場所 新河岸水再生センター 
対象施設 汚泥濃縮槽第３号槽返水ます(改修工事) 汚泥分配槽(新設工事) 
工法種別 厚板パネル工法（厚 100mm） 薄板パネル工法（25mm） 
施工種別 現場施工(埋設型枠本体は工場で製作) 
施工部位 躯体（内壁側に使用） 内壁及び天端 
新設・既設の別 新設 
施工数量  29㎡ 30㎡ 
施工期間 Ｈ15.9.10～Ｈ15.10.3  Ｈ17.1.25～Ｈ.17.2.24  
 

実施場所 新河岸水再生センター 清瀬水再生センター  ㈱大林組東京機械工場 
対象施設 雨天時貯留池南側導水きょ 現場打人孔(内径 120㎝) 組立人孔(内径 90㎝) セグメント(内径 2000mm) 
施工種別 現場施工 工場施工 
施工部位 壁面 斜壁、直壁 調整リング、斜壁、直壁 内壁 
新設・既設の別 既設 新設(二次製品) 
下地処理 グラインダーによる一皮剥

きと水洗い 
ウォータージェットにより

腐食部除去、換気後半日で

乾燥状態 

グラインダーにより内面モ

ルタル被覆除去と水洗い 
重曹を用いたブラストで薄

皮剥き後、耐酸エポキシ樹

脂をプライマーとして塗付 
施工数量   34.24㎡(吹付け量 0.34㎥) 5.82㎡(吹付け量 0.06 ㎥) 7.52㎡（吹付け量 0.08 ㎥） 6.51 ㎡/リング×3 リング＝

19.53 ㎡（吹付け量 0.19
㎥） 

吹付厚さ   10mm 10～25mm(下地凹凸のた
め) 

15mm 10mm 

施工期間 H16.11.22～H16.12.7  Ｈ17.1.18～H.17.2.4 Ｈ17.2.22～Ｈ17.2.24 Ｈ.17.3.25～Ｈ.17.5.23（予
備実験から現場設置まで） 



６ 調査結果 

６．１ 下水道腐食環境下における硫黄固化体の耐腐食性能の確認 

６．１．１ 暴露試験 

（１）外観等 

供試体の暴露試験結果を（表７）に、返水ます暴露試験結果を（表８）に示す。 
24 ヶ月の暴露試験の結果、硫黄固化体供試体では、外観、呈色、重量に殆ど変化は見られなかった

が、圧縮強度は 10%程度低下した。また、返水ますの外観検査では変化は見られず、圧縮強度につい
ても超音波伝播速度の測定誤差の範囲内であり、強度変化なしとの結果であった(6 ヶ月後、12 ヶ月後
の試験結果は東京都下水道局技術調査年報 2005を参照)。 

表７ 暴露試験結果(供試体) 

試験項目 供試体 初期値 24ヶ月後 (備考) ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 
24ヶ月後 

硅砂系(標準配合) 変化なし 
ｽｰﾊﾟｰｱｯｼｭ系 一部ポップアウト※1 外観 
川砂利系 

--- 
変化なし 

全周はがれ、割れ 

硅砂系(標準配合) 
ｽｰﾊﾟｰｱｯｼｭ系 呈色 
川砂利系 

腐食域なし 周囲ごく僅か 15mm腐食 

硅砂系(標準配合) 
ｽｰﾊﾟｰｱｯｼｭ系 重量変化率 
川砂利系 

--- 0% -55% 

硅砂系(標準配合) 77.4 66.3(-14%) 
ｽｰﾊﾟｰｱｯｼｭ系 72 62.8(-13%) 圧縮強度 

(N/mm2) 
川砂利系 69.4 60.5(-13%) 

崩壊のため測定不可
(初期値55.9 N/mm2)

付着強度 
(N/mm2) 硅砂系(標準配合) 7.19 5.26以上  

鉄筋腐食 
(被り 30mm) 硅砂系(標準配合) 錆なし 錆なし 全周に錆 

(被り 30mm) 
※1 ポップアウト：骨材の破裂に起因する、供試体表面の微小な剥離 

 

表８ 暴露試験結果(返水ます) 
試験項目 材令 16 日後 材令 13 ヶ月後 材令 24 ヶ月後 

外観 変化なし 変化なし 変化なし 

超音波伝播速度(km/s) 3.97 4.26 4.21 
※計測誤差は±15%である。 

 

（２）ＸＰＳ分析（硫黄侵入深さ） 

分析の結果、硫黄固化体表面部分では硫酸塩を確認したが、表面を深さ 100μm削った面では、未暴
露および暴露試験体とも硫酸塩は確認されなかった。よって、事業団指針に示される防食被覆材の品質

規格(硫黄侵入深さ 100μm以下)を満足するものであった。 
以下に、返水ますから採取したコア試験体を用いて行ったＸＰＳ分析の結果を示す。 
１）比較試料 
①未暴露試料 100μm切断面、②暴露試料表面、③暴露試料 100μm切削面 

２）分析結果 



   ・①②③とも、S-S結合及び S-C結合（硫黄固化体に由来する化学結合）を確認した。 
   ・②のみ、硫酸塩を構成する S-O結合（暴露環境の硫酸に由来する化学結合）を確認した。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ ＸＰＳスペクトル分析結果 
（下から①未暴露試料 100μm切断面、②暴露試料表面、③暴露試料 100μm切断面） 

３）浸漬試験 

(財)日本塗料検査協会の試験結果では全ての試験体において、硫黄侵入深さは各工法の設計厚さに対
して 0％であり、かつ 1μm以下との結果から、硫黄の侵入は無しという結論を得た(表９)。 

表９ 浸漬試験結果（硫黄侵入深さ） 
種類（用途） 工法分類 試験結果 規格値(事業団指針) 

吹付け工法 
塗布型 
ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法 

0％（設計厚さ 5mm） 
1μm以下 

10%の硫酸水溶液に120日間浸漬したと
きの侵入深さが設計厚さに対して 5%以
下であること、かつ、100μm 以下であ
ること。 

埋設型枠工法 
0％（設計厚さ 25mm） 
1μm以下 

後貼り工法 
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法 0％（設計厚さ 12mm） 

1μm以下 

(シート部) 10%の硫酸水溶液に 120 日
間浸漬したときの侵入深さが設計厚さ
に対して 1%以下であること。(目地部は
5%以下、かつ 100μm 以下であること) 

 

６．２ 硫黄固化体による施工技術の試験施工 

６．２．１ 吹付け工法 

（１）吹付け装置の開発 

 下記、（３）試験施工に示すとおり。 

（２）吹付け条件の設定 

１）配合 

吹付け工法では、溶融した硫黄固化体をポンプ圧送し、防食面に勢いよく吹き付けるため、高い流動

性が必要である。ＭＳの重量比が 50～60％が吹付けに適していることを実験により確認した。 

また、硅砂の配合は、粒形の大きい３号硅砂は吹付け時にロスが多くなるので 7号硅砂とした。 

予備実験から、硫黄固化体をコンクリートに吹きつけた場合、ＭＳ:Ｋ=60:40 やＭＳ:Ｋ＝55:45 にお

いて吹付け距離を 600ｍｍ程度とした時、約 2.0ＭＰａの付着強度を確保できることが分かった。これ

硫黄固化体に由来する電子エネ
ルギー値（164.0 eV、163.7 eV） 

暴露環境の硫酸に由来する電子エネ
ルギー値（169.0 eV） 



は、事業団指針の塗布型ライニング工法の品質規格における、1.5ＭＰａ以上を満足する値である。 

これらから、吹付け工法に使用する吹付け材料の配合は（表１０）のとおりとした。 

表１０ 吹付け材料の配合      重量比(％) 
ＭＳ（ミルクサルファー） Ｋ 

改質硫黄 石炭灰 ７号硅砂 配合 
40.0 20.0 40.0 

※吹付け工法に用いる硫黄固化体は、粘性を小さくするため改質硫黄及び石炭灰の重量比を標準配合

の 2倍程度にするとともに、硅砂は粒径の小さい 7号硅砂のみとした。 

２）吹付け厚さ 

 吹付け厚さの検討を行った。以下に検討概略を示す。 

事業団指針の第４章 第１節「塗布型ライニング工法の品質規格」に定められた、耐酸性試験(10%

硫酸水溶液に60日間浸漬)を行い、吹付け厚さが5mm以上あれば硫酸の影響を受けないことを確認した。 

一方、事業団指針の第４章 第２節「塗布型ライニング工法の仕様要求性能」に示されるとおり、防

食被覆層の膨れ・剥離の原因としてピンホールと塗膜厚のムラを挙げており、事業団では完成検査時に

ピンホール試験を義務付けている。よって、本調査においても、硫黄固化体を用いた吹付け工法におい

てはピンホール試験を実施し、ピンホールの発生がないことを確認した。 

しかし、ピンホールの発生は見受けられなかったものの、加熱した空気の吹付け圧により、吹付け表

面に若干の凹凸が生じた。本調査結果では、凹凸は吹付け厚み 10mm に対し 2mm 程度生じ、吹付け厚さ

が厚くなるほど凹凸は強調される傾向にあった。 

したがって、防食機能上 5mm 以上の吹付け厚さを確保するものとし、吹付け表面の凹凸を考慮し、施

工上の標準吹付け厚は 10mm とした。 

（３）試験施工 

１）雨天時貯留池南側導水きょ壁面への吹付け 

結果：技術的には施工可能であるが、施工段取りの面では施工性に欠ける。 
・施工時期が冬季であったため、保温ホースでは温度低下による材料の詰まりが予備テストで懸念さ

れたことから、10mの加温ホース（自動温度調節）を採用した。 
・吹付け材の定量供給装置の加温は、ヒーターを巻いて加温していたが、吐出配管部等の装置末端ま

で均一加温が無理なため、配管出口部を含めて定量供給装置を自動温度調節で加熱した熱風で満たさ

れたエアーチャンバ（加温空気の密閉空間）に入れる構造とした。 
・壁面への吹付けの施工能力は、吹付け作業だけに限れば 20m2/日は可能であるが、吹付け装置の設
置撤去・段取り替え、下地処理等を含めると 6～7ｍ2/日となるため、コスト的に厳しい。 

   
施工状況               施工後状況         

図４ 雨天時貯留槽吹付け状況 



２）現場打人孔(内径 120 ㎝) 

結果：施工可能であるが、作業環境の改善が必要。 
既設人孔への施工は、足掛け金物の裏や斜壁部の吹付けを確実にするために、人孔内に直接作業員

が入らざるを得ない。吹付け作業中は、吹き付けガンから出た硫黄固化体が空気中で冷却され、白煙

状となり、周囲に拡散した。そのため、十分な換気対策を必要とし、作業員は空気呼吸機等の保護具

をつける必要があった。 

   

施工状況              吹付け後状況 

図５ 既設人孔現場吹付け状況 

３）組立人孔(内径 90 ㎝) 

結果：施工可能である。 
・被覆層として直壁を 10ｍｍ程度切削したため、標準より厚めの 15mm から 20mm の吹付けを行
った。吹付け後、表面に多少の凹凸が発生したため、グラインダーで整形した。 
・直壁への吹付けは、ターニングローラ（図６）で直壁を回転させながら、吹付けノズルをスライド

装置で前後させて行った（半自動吹付け）が、非常に効率が良かった。 
・斜壁への吹付けは、直壁と異なり形状が単一でないため、人力吹付けとなった。 
・作業中は、工業用大型扇風機により換気(大気中に拡散)を行った。 

  
施工状況         吹付け装置(ターニングローラー及びノズル)       
図６ コンクリート二次製品(組立人孔)吹付け状況 

４）セグメント(内径 2000mm) 

結果：鉛直上方向への吹付けは、吹付けムラが生じた。 
・前試験において、吹付け後、日射が当たるところに放置していた吹付けコンクリート平板は、３ヶ

月程度で付着力が低下する傾向にあった。そのため、吹付け前にコンクリート表面を研磨し、耐酸エ

ポキシ樹脂をプライマー剤として塗布した後に吹付けを行うことにより、付着力の低下はなかった。 
・鉛直上方向へ向けて吹付けを行った部分(セグメント上部半断面)は、吹付け面の凹凸が大きくなり、



一部削り取った。 

  
施工状況（鉛直下方向）      施工状況(セグメント円周方向) 
図７ コンクリート二次製品（セグメント）吹付け状況 

６．２．２．埋設型枠工法 

（１）埋設型枠パネルの開発 
１）厚板パネル 
①配合 
配合は標準配合と同等とした（表１１）。 

表１１ 厚板パネルの配合     重量比(%)  
材料 改質硫黄 硅砂※2 石炭灰 
配合※1 23.0 67.0 10.0 

   ※1：配合は、工場での加熱溶融混合のワーカビリティーをもとに決定。 

※2：硅砂は 3号硅砂と７号硅砂を同量ずつ混合。 

②形状寸法および重量 
643mm×2100mm×100mm 297kg/枚 （重量 220kg/㎡） 
643mm×900mm×100mm  127kg/枚 （重量 220kg/㎡） 

③製作 
厚板パネルは、保温ジャケットを取付けた鋼製型枠に 120℃～140℃の溶融状態の硫黄固化体

を流し込み製作した。また、熱応力や施工時の取扱いにおけるひび割れ防止対策として、鉄筋(Ｄ

10＠150)を厚板パネルの中央に配置した。 

④試験施工 

  
パネル組立状況         コンクリート打設前状況        

図８ 厚板パネル施工状況 
２）薄板パネル 



①配合 
  配合は標準配合と同等であるが、厚板パネルを薄肉化したため、靭性を高めることを目的としてビ

ニロン繊維を混入した（表１２）。 
表１２ 薄板パネルの配合         重量比(%)  

材料 改質硫黄 硅砂※2 石炭灰 ビニロン繊維 
配合※1 23.0 67.0 10.0 0.5 

   ※1：配合は、工場での加熱溶融混合のワーカビリティーをもとに決定。 

※2：硅砂は 3号硅砂と７号硅砂を同量ずつ混合。 

②形状寸法および重量 
600mm×850mm×25mm 28kg/枚 （重量 55kg/㎡） 
650mm×600mm×25mm 21kg/枚 （重量 55kg/㎡） 

③製作 
鋼製型枠への硫黄固化体の流し込みにあたっては、温度低下により固化しないよう、流し込み直

前に鋼製型枠を水蒸気で加熱して行った。 
④試験施工 

  
目地溶融状況        溶融硫黄固化体の目地充填状況 

図９ 薄板パネル施工状況 
 
７ 考察 

７．１ 下水道腐食環境下における硫黄固化体の耐腐食性能の確認 

７．１．１ 暴露試験 

暴露試験の結果、硫黄固化体は下水道腐食環境下における耐腐食性能を有することが確認されたが、

暴露前に比べて 24 ヶ月暴露後の圧縮強度は 10％程度低下した。さらに暴露を継続した場合に、どのよ

うな強度特性を示すのか検証する必要がある。よって、フォローアップ調査として、当面、暴露 5年(＝
60 ヶ月)経過後の物性変化を確認する。 

７．２ 硫黄固化体による施工技術の試験施工 

７．２．１ 吹付け工法 

（１）吹付け装置 

    吹付け装置の基本システムは構築できた。 

（２）吹付け仕様 

 １）標準吹付け厚さを設定した。 

 ２）下地処理として、吹付け面に耐酸エポキシ樹脂を塗布すると付着力の耐久性が向上した。 

（３）施工性 



 １）吹付け方向が上下、横、斜めと方向が様々であるため、技術の熟練が必要である。 

 ２）硫化水素ガス等が発生するため、狭小・閉鎖空間では十分な換気対策が必要である。 

 ３）吹付けホース延長は、保温と加温で 10m 程度が限度であった。 

 ４）吹付け作業 20 ㎡/日は可能であるが、装置の設置・撤去、下地処理等を含めると 6～7 ㎡/

日となった。 

（４）適用範囲 

 １）設計腐食環境Ｄ１種に適用する。 

 ２）コンクリート二次製品への工場吹付けを基本とする。 

  施工効率や安全性を考慮すると、段取り替えが少ないこと、ホース延長が少なくて済むこと

(保温・加温)、換気対策が容易であること、自動吹付けへの対応が可能であること等の理由から、
組立人孔やセグメント等のコンクリート二次製品に対する工場吹付けを基本とする。 

（５）今後の課題 
  現場吹付けでは以下の項目が課題となった。 
  １）吹付け時の発生ガスやにおいの軽減 
     改質硫黄を製造する際の発生ガスや臭いが少ない添加剤の選定。 
  ２）吹付け装置の小型化 
     小型化による設置撤去時間の短縮と狭小作業環境への適用。 
  ３）工場吹付けにおける製造ラインの構築 

       コンクリート二次製品に対する工場吹付けを行う場合、セグメントメーカーの工場に吹付
け装置を持ち込んで施工するのか、製造ラインのどの段階にどこで吹付けるのか、経済的か

つ効率的なラインを構築する必要がある。 
７．２．２ 埋設型枠工法 

（１）適用範囲 

 １）設計腐食環境Ｄ２種に適用する。 

（２）今後の課題 

１）溶融装置の簡素化 

現状では、フレーク状の改質硫黄（ＭＳ）と硅砂（Ｋ）を別々に計量し溶融混合して型に流

し込んでいるため、両方の計量手間と 2 種類の貯蔵場所を要し、装置も複雑になっている。今
後は、ＭＳとＫを一体化したものをフレーク状にして工場に供給することで、計量・貯蔵を 1
系統に統合し、簡素化を図る。 
２）埋設型枠の製造 
  本調査で製造にあたるノウハウを蓄積したが、今後は、プロトタイプの製造ラインを検討し、

更なるコストダウンを図る必要がある。 
 ３）埋設型枠の薄肉化 

施工性を向上させるため、パネルの軽量化を図り、コンクリートの側圧を考慮しなくてよい

「後貼り工法」を検討する。 
 
８ まとめ 

 下水道腐食環境下における防食材料として、硫黄固化体が耐腐食性能を有することを確認した。また、

硫黄固化体を用いた防食工法については、各水再生センターのご協力を頂き、供用中の実施設で試験施

工を行った。工法によっては若干の課題が残ったが、実用化レベルでの導入は十分可能である。 

 現在、流域下水道本部で取組んでいる後貼り工法に関する簡易提供型共同研究の結果を踏まえ、局内



の防食工事の指針となっている｢コンクリート改修技術マニュアル(施設管理部)｣への掲載及び、局内防

食工事への硫黄固化体の導入を目指し、局内調整を図っていく。  

 

参考 後貼り工法 

下水道腐食環境面(内側)に硫黄固化体で製作したボードを貼付け、構造物を被覆するものである。前
述の埋設型枠工法に比べ、構造計算上、コンクリートの側圧を考慮する必要がないためパネルの薄肉・

軽量化を図り、施工性を向上させたものである。（表３）に示すとおり、本工法は流域下水道本部にお

いて簡易提供型共同研究として現在研究中である。ここでは、共同研究者が他都市で施工した工事事例

を紹介する。なお、本工法は平成 18 年 3 月に建設技術審査証明を取得している。 

（１）仕様 

設計腐食環境：Ｄ２種 

形状寸法：333mm×1000mm×12mm 8.7 kg/枚 （重量 26.4kg/㎡） 
炭素繊維メッシュ（＃20 mm）挟み込み 

固着方法：硅砂混入耐酸エポキシ樹脂+埋め込みアンカー 

目地処理：硅砂混入耐酸エポキシ樹脂 

適用対象：新設構造物及び既設構造物 

（２）特徴 

 １）接着効果を高める施工法である 

  ・打設時アンカーに軽量溝形鋼を取り付け、半日以上ボードを躯体施工面に継続的に圧着するため、

ボードとコンクリート面との間の接着剤が十分密着した状態で固化する。 

  ・打設アンカーに皿ナットを入れることで、剛性の高いボードを躯体施工面に機械的に固定できる。 

２）目地部の施工が簡単で確実である 

 ・接着剤と目地材は同じ材料なので、ボード貼り付けと同時に目地の施工ができる。 

 ・目地部の厚みはボードと同じ 12mm となる。 

３）タイル貼りの要領で施工できる 

 ・ボードの設置から固定までを 1日で施工できる。 

 ・現場での切断、孔開け加工が容易であるので現場合わせが可能。 

  
アンカーボルト取付状況            完成 

参考図 後貼り工法施工写真 
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