
4-(1)-2 硫黄固化体の耐腐食性能調査 

計画調整部 技術開発課 

平川正道、藤原 新 

１．調査目的 
 セメントコンクリートを用いた構造物は、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

れる硫酸によってコンクリートの腐食が進行し、施設の機能及び耐久性の低下が課題となっている。 
硫黄固化体は、溶融硫黄と骨材を練混ぜ、自然冷却により固化させた新しい耐腐食性材料であるので、 

実際の下水道腐食環境下において耐腐食性能を確認するため、平成 15 年 10 月から主なフィールドを西

部第二管理事務所 新河岸水再生センターで暴露試験、施工技術等について「ノウハウ＋フィールド提

供型共同研究」として調査研究を実施している。 
調査研究のフレームは、次の通りである。 
・調査予定期間 ：平成 15 年９月から平成 17 年 11 月 

 ・主なフィールド：西部第二管理事務所 新河岸水再生センター 
 ・共同研究者  ：（株）大林組 

新日本石油（株） 
計画調整部技術開発課 
西部第二管理事務所新河岸水再生センター整備第一係 

２ 調査内容 

（１） 暴露試験  

１）供試体の種類 

供試体の種類は５種類とする。 

表－１ 供試体の種類 

供 試 体 配  合  等 
硫黄固化体 A 改質硫黄 22.0＋3 号珪砂 36.1＋7 号珪砂 32.0＋石炭灰 9.9 
硫黄固化体 B 同上 （接合部付着試験用） 
硫黄固化体Ｃ 
 

改質硫黄 22.0＋3 号珪砂 36.0＋7 号珪砂 32.0＋スーパーア

ッシュ（５％）5.0＋石炭灰 5.0 
硫黄固化体Ｄ 
 

改質硫黄 20.9＋川砂利 30.6＋川砂 22.3＋石炭灰 26.2 
（骨材 25ｍｍ） 

コンクリート（骨材 20ｍｍ）  コンクリート 100％（比較用） 
  注）改質硫黄：溶融硫黄にオレフィンを加え、性状を安定させた物質 

  注）硫黄：第 4種危険物の指定 、改質硫黄：危険物の指定なし 

２）供試体の引上げ頻度 

  供試体の引上げは、4回（6ヶ月、12 ヶ月、18 ヶ月、24 ヶ月）とする。 

  今回の調査は、１回目（6ヶ月）と 2回目（12 ヶ月）である。 

３）供試体の物性調査項目 

表－１ 供試体の物性調査項目 

供 試 体 
（1 種類につき 3 本） 

外観 
（目視） 

中性化深さ 
(cm) 

質量変化 
（％） 

圧縮強度変化

（Ｎ/ｍｍ2） 
ただし、「硫黄固化体 B」については、「引張強度変化（Ｎ/ｍｍ2）」とする。 
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（２）施工技術 

 １）現場吹付け施工 

   現場に吹付けプラント（４ｔ車・２台）を持込み、 

新河岸水再生センター雨水貯留池の既設壁を使用して実施した。 

調査項目：現場吹付け施工技術と最適配合の調査 

  ２）薄型パネル使用に向けた目地溶着技術の開発 

４．調査結果 

（１）暴露試験 

６ヶ月及び１２ヶ月経過後の調査結果 

 

 ６ヶ月後（サンプル回収 平成 16 年 6 月 24 日）  
供 試 体 外観 

（目視） 
中性化深さ 

(cm) 
質量変化 
（％） 

圧縮強度変化

（Ｎ/ｍｍ2） 
硫黄固化体 A 変化なし ０ 0.074 77.4→70.1 
硫黄固化体 B 変化なし ０ 引張強度 7.19→5.83（N/mm2）

硫黄固化体Ｃ 
スーパーアッシュ混入（５％） 

変化なし ０ 0.084 72.0→64.2 

硫黄固化体Ｄ 
粗骨材川砂利（２５ｍｍ） 

変化なし ０ 0.156 69.4→75.0 

コンクリート（骨材 20ｍｍ） 角の剥離 0.3 －0.180 55.9→60.7 
 
１２ヶ月後（サンプル回収 平成 16 年 12 月 22 日） 

供 試 体 外観 
（目視） 

中性化深さ 
(cm) 

質量変化 
（％） 

圧縮強度変化

（Ｎ/ｍｍ2） 
硫黄固化体 A 変化なし ０ 0.116 77.4→65.2 
硫黄固化体 B 変化なし ０ 引張強度 7.19→5.24（N/mm2）

スーパーアッシュ混入（５％） 変化なし ０ 0.050 72.0→71.5 
粗骨材川砂利（２５ｍｍ） 変化なし ０ 0.223 69.4→63.8 
コンクリート（骨材 20ｍｍ） 原形留めず 1.5 －17.447 測定不可 

 
１２ヶ月回収詳細データ 

供 試 体 供試体番号 寸 法 
（ｃｍ） 

圧縮強度 
（Ｎ/ｍｍ2）

平均圧縮強度

（Ｎ/ｍｍ2） 
031022－10 70.3 
031022－11 54.8 
031022－12

 
φ5×10 

70.5 

 
65.2 

（70.4） 

 
硫黄固化体 A 

 
 031113－4 φ10×20 85.5 － 

031203－10 73.8 
031203－11 69.2 
031203－12

 
φ5×10 

71.5 

 
71.5 

 
スーパーアッシュ混入

（５％） 
 031203－4 φ10×20 69.9 － 
粗骨材川砂利（２５ｍｍ） 031118－4 φ10×20 63.8 － 
 
※「硫黄固化体 A」の平均値は、供試体 3 点のうち 1 点が異常値「54.8」を示したため、平均値が小さ

くなった。供試体寸法が小さい場合、まれに特異な値を示す場合がある。供試体番号「031022－11」の

データを異常値として取り除いた場合、硫黄固化体 A の平均値は、70.4（Ｎ/ｍｍ2）となる。  
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供試体の状況 

（１）１２ヶ月回収直後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        硫黄固化体              コンクリート 

 

（２）洗浄後の外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ａ）硅砂系硫黄固化体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）硅砂－ＳＡ系硫黄固化体 
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（ｃ）川砂利系硫黄固化体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｄ）コンクリート 

                     
（２）施工技術   

１）現場吹付け施工技術 

実施場所：新河岸水再生センター雨水貯留池工事の一部使用 

実施日：平成１６年１２月１日 

吹付け材料配合：改質硫黄４０％、石炭灰２０％、7 号珪砂４０％ 
  吹付け方向：垂直壁 

吹付け面積：約３０ｍ２ 
  吹付け工程概要 
   ①足場設置 
   ②既設コンクリート表面切削・洗浄・乾燥（前日） 

 通常の防食被覆塗装における前処理とほぼ同様である。 
今回は、既設コンクリート構造物を使用するため、表面切削を行った。 

 その後、自然乾燥又は必要に応じて加熱圧縮空気を吹付けて乾燥する。 
③溶融硫黄固化体の吹付け 
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硫黄固化体溶融＋加熱圧縮空気を吹付けノズルの先端で合わせて壁面へ吹付ける。 
④冷却後仕上がり状態確認 
 自然冷却後（６０分程度）、目視で行う。 
              写真－1 施工状況 

              

①足場組立              表面切削後    表面切削前 
②表面切削・洗浄・乾燥 

                

     吹付けプラント（架台上）         吹付けプラント（架台下） 

          
        ③吹付け施工            施工後     施工前   

④吹付け完了 
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吹付け装置フロー説明 

 
                        定量     吹付材料     吹付材料 
               供給装置   貯留装置     溶解装置 
 
 
吹付け   先端ノズル   混合装置    圧縮空気    流量調整   圧縮空気製造 

加熱装置    装置     ・貯留装置  
 

新河岸水再生センター 合流改善施設の硫黄固化体吹付け計画概要 
１．施工場所 
  新河岸水再生センター 合流改善施設南側壁 2 面（別図参照） 
２．施工規模 

約３２ｍ２ 
３．工程 

延べ１０日間 
準備工→足場組立→吹付け面の下地処理→吹付け装置搬入設置→吹付け施工 
→吹付け装置搬出→足場解体・撤去 

４．施工希望時期 
平成 16 年 11 月下旬から 12 月初旬 

５．吹付け用硫黄固化体の仕様書（案）  
別紙のとおり 

６．吹付け方法 
既存桟橋上に吹付け装置を設置し、吹付けホースを１０ｍ程度にし、ノズルで躯体に吹付ける。 

７．現行工事件名 

硫黄固化体吹付フロー図 
減圧弁 

T 温度計 

流量計 

バルブ 

可変速減速機付ﾓｰﾀ 

ｴ ｱ

ｰ

ﾚ ｼ

ｰ

ｽｸﾘｭｰｺ

ﾝﾌﾟﾚｯｻ 

 

圧力計 

圧縮空気製造 
流量調整装置 

圧縮空気 

加熱装置 

ﾋｰﾀｰ 

混合装置 

先端ノズル 

吹付材料貯留装置 

定量供給装置 

改質硫黄+ケイサ 

加熱圧縮空気の流れ 

吹付材料の流れ

耐熱ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ 

吹付材料 

保温ﾋｰﾀ＋ 

断熱材
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新河岸処理場合流改善施設工事 
８．上記工事請負者 （株）ハザマ 

吹付け用硫黄固化体の仕様書（案） 
本仕様書は、「硫黄固化体の耐腐食性能調査に関するノウハウ＋フィールド提供型共同研究」に基づ

き、硫酸腐食に起因するコンクリート構造物の劣化に対応するため、コンクリート構造物表面に硫黄固

化体を吹付ける場合の材料、施工及び調査研究の仕様を定める。 
１．材料仕様 
１）吹付け用硫黄固化体の配合 

① 改質硫黄と石炭灰を重量比２：１又は３：２で混練りしたＭＳ（ミルクサルファー）と硅砂（7
号硅砂）を配合したものとする。 

② ＭＳ（ミルクサルファー）と硅砂（7 号硅砂）の配合比は、６０：４０又は５５：４５とする。 
２）吹付け用硫黄固化体の強度 

東京都下水道局における断面修復材の要求性能を満たすものとする。 
① 付着強度は、1.5Ｎ／ｍｍ２以上とする。 
② 圧縮強度は、σ28＝40Ｎ／ｍｍ２とする。 
＜参考＞吹付け用硫黄固化体の強度試験結果 

圧縮強度 曲げ強度 付着強度  
配   合 Ｎ／ｍｍ２ Ｎ／ｍｍ２ Ｎ／ｍｍ２ 

ＭＳ：硅砂＝６０：４０ ６８ １５ ２．４９ 
ＭＳ：硅砂＝５５：４５ ６８ １７ ２．６９ 

  表面研磨・吹付け距離６００ｍｍ・ＭＳ先行吹付けとする。 
  吹付け用硫黄固化体の付着強度は、建研式引張試験による。 
３）吹付け用硫黄固化体の耐酸性の程度 

・硫化水素濃度が年平均５０ｐｐｍを超える下水環境下（腐食環境分類でⅠ類相当）の暴露試験に

おいて 6 ヶ月後の重量減少率が１％以内であることが確認されたもの。 
＜参考＞ 
・新河岸水処理センターの汚泥濃縮槽返水ます（硫化水素濃度が年平均１００ｐｍ） 
の暴露試験で、ＭＳと硅砂配合の硫黄固化体の円柱供試体（φ５ｃｍ＊１０ｃｍ）の 
重量減少率は、0.2％である。 

２．施工仕様 
 １）吹付け規模 
  ・吹付け面積は、吹付け装置 1 台当り、３０ｍ２／日程度とする。 
  ・吹付け厚は、１０ｍｍを標準とする。 
 ２）吹付け方法 

・ 現場に硫黄固化体吹付け装置を設置してノズルで吹き付ける。 
 ３）吹付けるコンクリート面の下地処理 

① 硫黄固化体を吹き付けるための躯体の状態を確認する。 
②コンクリート面を一皮切削し脆弱な箇所を除去する。 
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③ 高圧水で洗浄する。 
④ 熱風乾燥し、表面が水にぬれていないことを確認する。。 
４）吹付け条件 

   ・吹付け距離は、４０cm～６０cm 程度とする。 
・吹付け時の外気温度が１５℃以下の場合、吹付け面を加温する。 

５）施工時の留意点 
① 硫化水素ガス 
・硫黄固化体は、１２０℃以上の溶融状態では硫化水素ガスが発生するので、吹付 

け作業においては第 2 種酸素欠乏作業主任者を選任し、作業すること。 
（ただし、硫化水素ガスは、加熱圧縮空気が供給されるノズル先端では希釈されるため、硫化

水素ガス検知器で感知できるレベルではない。） 
② 硫黄固化体の温度制御 
・硫黄固化体吹付け装置は安全確保と品質管理のため、自動温度制御とする。 
・硫黄固化体は１１０℃以下になると固化し、１６０℃を超えると変質するので、 

安全側に温度下限を１２０℃温度上限を１５０℃として自動制御とする。 
③吹付けコンクリート面 
・コンクリート表層に水分が多く含まれていたり、表面が水でぬれていると硫黄固化体の付着

力が低下するので施工前に十分乾燥させること。 
④施工後の養生 
・硫黄固化体は吹付け後３０分程度で固化するので、モルタル吹付けのような養生期間は必要

としない。ただし、吹付け直後の６０分間は、吹付け面に直接手を触れないよう注意するこ

と。また、真夏日等には直射日光を避けるものとする。 
３．施工時および施工後の調査研究 
 ①施工時 

・硫黄固化体吹付け装置の 1 日当たり施工能力の調査、確認。 
・表面処理、吹付けの歩掛調査 

  ・吹付けデータ収集（吹付け圧、空気量、ポンプ回転数、温度など）   
 ②施工後（２年間程度） 

・付着強度の耐久性確認 
・硫黄固化体の耐酸性の把握 
・吹付け面の外観調査（ひび割れ、剥離など） 

４．特記事項 
本試験施工者は、施工後 10 年間を目途として試験施工した範囲で材料不良及び施工 
不良による不具合が認められた場合、当局の指示により補修するものとする。 

 
２）薄型パネル使用に向けた目地溶着技術の開発 

      硫黄固化体パネルは、硫黄固化体そのものを構造体として使用する厚型パネル（厚：100 
ｍｍ）と防食被覆層として使用する薄型パネルが考えられる。 
 厚型パネルについては、既に平成 15 年度に新河岸水再生センターの 3 号濃縮槽返水ま 
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すを試験施工し、実負荷による暴露試験中である。 
 また、薄型パネルは、コンクリート構造物の埋設内型枠として使用することを目標にし 
ている。コンクリート構造体と腐食促進物質を完全に遮断するためパネル材目地、セパレ 
ータ孔、配管部周囲などへ溶融溶融固化体を填充する。この際、母材側を再溶融し、一構

造とするため、母材側溶融装置及び溶融硫黄填充装置を開発した。 

             
             母材目地部溶融装置            溶融硫黄填充装置 
４．考察 
（１）暴露試験 

暴露試験の結果、現段階では硫黄固化体の耐腐食性能が十分あることを示している。 
配合別に比較すれば、硫黄固化体Ａ（改質硫黄 22.0＋3 号珪砂 36.1＋7 号珪砂 32.0＋石炭灰 9.9％）

と硫黄固化体Ｃ（改質硫黄 22.0＋3 号珪砂 36.0＋7 号珪砂 32.0＋スーパーアッシュ 5.0＋石炭灰 5.0）
及び硫黄固化体Ｄ（改質硫黄 20.9＋川砂利 30.6＋川砂 22.3＋石炭灰 26.2）は、それぞれ遜色ない状態

を保持している。 
改質硫黄と骨材の練混ぜ工程上からは、骨材に珪砂を使用した方が品質管理上、最適である。しかし

ながら、下水道サイドからは、汚泥焼却灰の有効利用メニューの一つとして、是非とも残しておきたい

ので、今後の研究成果に結論を待ちたい。 
 なお、供試体によっては圧縮強度が 10％程度落ちたので、平均化する前の供試体の圧縮強

度を確認したところ、３本のφ５×１０ｃｍのうち 1 本の圧縮強度が異常値を示したため、平

均値が１０％程度低下したものである。 
 この異常値を排除すれば、「77.4→70.4（Ｎ/ｍｍ2）」となる。なお、引き続き、1 年６ヶ月 
および 2 年後について今後の変化を観察していく。 
（２）施工技術 

当日は、実験施工の見学会を合わせて実施したところ見学者約８０名が参加した。 

局内施設の硫化水素による腐食被害が想定された。 

吹付け技術は、固化体のパネルでは施工が困難な場所への適合が図れるため、施工技術と品 
質管理方法の確立を必要である。 

施工技術については、吹付けノズル改良及び施工環境対策に工夫が必要である。 

５ 平成 17 年度の予定 

（１）暴露試験  1 年 6ヶ月及び 2年経過後の供試体引き上げ、外観及び強度等の調査測定。 

（２）施工性調査 薄板パネルの施工性及びシールドセグメントへの適用、現場吹付け装置の 

  改良。 
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