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図 1 7 センターにおける建設から初回防食工事ま
での箇所別平均経過年数 

3-1-1 施設の長寿命化に寄与する耐酸性コンクリートの 

適用に関する調査 
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1．はじめに 

東京都下水道局では、水再生センター（以下、センター）・ポンプ所の機能向上にあわせ

た施設の再構築を実施しているほか、腐食が進みやすい環境下のコンクリート施設につい

ては定期的に腐食対策などを実施し、可能な限り施設の延命化を図っている。昭和 40 年代

に建設された施設の中には、2 回目の防食工事を実施している施設もあり、今後も継続し

て発生する防食工事にかかるコストや、防食工事実施時に施設を休止しなければならない

ことなどが課題となっている。 

このような背景のもと、求められるコンクリートの長寿命化技術として、腐食環境にお

いても長期間にわたってメンテナンスフリーな耐酸性の高いコンクリート材料の適用可能

性について、コンクリートの劣化予測やライフサイクルコスト（以下、LCC）分析等を行っ

た結果を報告する。 

 

2．基礎調査 

2.1 民間技術の調査 

民間が開発研究しているコンクリートの長寿命化技術について、メーカー等 13 社に対し

アンケート及び一部ヒアリングを実施し、各社が想定している使用環境や現場打ちの可否

などについて調査した。この結果、現場打ちが可能な耐酸性のコンクリート技術を数例確

認できた。それらの技術について、コンクリート 1m3 当たりの施工費を試算した結果、通

常コンクリートの約 2～10 倍程度の価格と試算された。また、劣化速度について 1 社から

通常コンクリートの 5～10 倍進行が遅いとの回答が得られた。 

2.2 既存施設の補修履歴 

 東京都区部の 7 つのセンターにつ

いて、箇所別に補修履歴を整理した

結果を図 1 に示す。古い工事履歴が

入手困難であったことから、入手し

た資料の補修工事を初回防食工事と

仮定して、センター毎に初回防食工

事までの箇所別平均経過年数を算出

した。 

図 1 より、全体的な傾向として建

設から概ね 10～40 年経過後に防食

工事を実施していることがわかる。

今回調査では、センターによって防

食工事までの経過年数にばらつきが

あり、最初沈澱池、導水渠など箇所
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図 2 劣化予測式を用いた経過年数と腐食深度の予測
（硫化水素濃度 44ppm（平成 26 年 11 月測定）の場合）

別の傾向を捉えることは難しいことから、詳細把握のためには別途調査が必要である。 

 

3．耐酸性コンクリートの適用可能性検討 

 耐酸性コンクリートの下水道施設への適用可能性について、以下の手法を用いて LCC 分

析を行い検討した。 

3.1 コンクリートの劣化予測 

 LCC 分析にあたり、過去のコンク

リート劣化調査結果を基に、既往研

究におけるコンクリート劣化予測式

の吉本・北川式（表 1）を用いて劣

化予測を行うこととした。 

図 2 に A センターの代表系列の最

初沈澱池における経過年数と劣化

予測式により求められる予測腐食

深度の例を示す。実際の補修まで

の経過年数 27 年を吉本・北川式に

代入して得られる予測腐食深度は

46.0mm となり、過去のコンクリー

ト劣化調査結果の 45.2 ㎜（最初沈

澱池の部位別に測定した中性化深

さの最大値）と近似していること

が確認できた。 

以降の LCC 分析に用いる既存施

設の耐用年数の算定にあたり、純被りのコンクリート厚を 60 ㎜と想定し、硫化水素濃度

44ppm の条件下において、吉本・北川式により 46 年で鉄筋まで腐食が進行すると予測され

た（図 2）。 

3.2 LCC 分析 

 LCC 分析は簡易比較法を用いて、A センターの最初沈澱池のうち 1 水路分を対象として

諸条件を設定して行った。 

(1)簡易比較法 

 費用効果分析における簡易比較法は、事業全体の総費用を耐用年数及び利子率を用いて

1 年当たりの費用に換算し比較するものである。簡易比較法における換算係数の算定式は

以下を用いた。 

換算係数＝{ｉ＋ｉ／［（ｉ＋1）ｎ－1］}  ｉ：利子率、ｎ：耐用年数 

 ここで、利子率は、「下水道事業における費用効果分析マニュアル（案）（日本下水道協

会）」より、4.0％とした。 

(2)設定条件 

1) コンクリート量及び防食範囲 

LCC 分析に必要な既存施設のコンクリート量を算出するにあたり、完了図面と寸法から

形状をモデル化して CAD 作図を行い、CAD 測量等から 969m3 と試算した。 

表 1 使用したコンクリート劣化予測式 

作成者 予測式 概要

　　ｄ：腐食深度（mm）
　　Ｃ：ガス濃度(ppm)
　　Ｔ：稼働年数（年）

出典：吉本国春・北川三夫：日本下水道事業団技術開発部報、1990

吉本・北川

・1990年に日本下水道事業団の吉
本・北川が提案したもので、影響因
子をガス濃度と稼働年数とし、その
積から劣化深度を推定したもの。

TCd ・33.1
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表 2 LCC 分析結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 LCC 分析に用いた A センター最初沈澱池の 
モデル図及び防食範囲の設定 

また、防食範囲の設定に

あたり、JS 防食技術マニュ

アルを参考に、気相部及び

最初沈澱池最低水位（LWL）

より 30 ㎝下の液相部まで

防食を行うものとした。図

3 に示した防食範囲の壁面

及び天井部の面積を集計し

た結果、防食範囲の面積は

479m2、防食範囲のコンクリ

ート量は 175m3 となった。 

2)その他の設定条件 

 耐用年数については、通常コンクリートの場合は 3.1 より 46 年と設定した。耐酸性コン

クリートの場合、2.1 調査結果より、劣化速度が通常コンクリートの 5 倍と仮定すると耐

用年数は 230 年と想定される。しかし、同じ施設を 230 年間使用し続けることは現実的で

はないと考え、本検討では前出のマニュアルより処理場（土木施設）の標準耐用年数 50

年で計算することとした。施工単価については、2.1 調査結果に基づき、耐酸性コンクリ

ートは通常コンクリートの約 2 倍程度とした。防食費用は C 種、D 種の平均価格を使用し

た。 

(3)LCC 分析結果 

 LCC 分析では次の 3 ケースを想定し、上記の諸条件を用いて簡易比較法により 1 年当た

りの費用を算定した（表 2）。 

ケース 1：最初沈澱池をすべて耐酸性コンクリートで施工した場合 

ケース 2：通常のコンクリートで施工した最初沈澱池を耐酸性コンクリートを使用せ

ず、防食を行いながら維持管理を行う場合 

ケース 3:最初沈澱池のうち防食が必要となる部分のみ耐酸性コンクリートを使用す

る場合 

 表 2 より、ケース 2 の防食対策

を行いながら施設の長寿命化を図

る場合と比較して、ケース 1 また

はケース 3 のように躯体の全部ま

たは一部を耐酸性コンクリートで

施工する方が LCC の観点から経済

的であることがわかる。ケース 2

の場合、防食頻度を 10～40 年の幅

で検討した場合でも、ケース 1 の費用を上回る結果となった。ケース 3 は経済性の観点か

ら適用を検討すべき有望なケースと考えられる。 

ここで、仮に耐酸性コンクリートの施工単価を通常コンクリートの約 3 倍に設定すると、

ケース 1 よりもケース 2 の方が経済的に有利になり、施工単価によって LCC 分析結果は大

きく左右されるといえる。また、利子率については、4.0%から 2.0%まで段階的に変えて試

算した場合も経済性比較の傾向は変わらなかった。 

 

4．耐酸性コンクリートの適用に向けた課題整理 

耐酸性コンクリートの実用化に向けて、現時点で考えられる主な課題を以下に示す。 

：防食範囲

検討ケース 備考

ケース１（耐酸性コンクリート） 980,671 円/年
耐酸性コンクリートの施工単価を通常コン

クリートの約2倍に設定した場合

ケース２（防食対策） 1,632,332 円/年 10年経過毎に防食実施

　参考1　ケース２（防食対策）　 1,208,991 円/年 20年経過毎に防食実施

　参考2　ケース２（防食対策）　 1,074,844 円/年 30年経過毎に防食実施

　参考3　ケース２（防食対策）　 1,012,619 円/年 40年経過毎に防食実施

ケース３（耐酸性コンクリート（防食範囲のみ）） 654,276 円/年
耐酸性コンクリートの施工単価を通常コン

クリートの約2倍に設定した場合

年当たり費用
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4.1 耐酸性コンクリートの品質評価 

耐酸性コンクリートの使用にあたって、現時点では耐酸性コンクリートの品質評価方法

が定められていないことから、品質評価の項目や試験方法について今後整理が必要である。 

4.2 構造物としての一体性の確認 

上記ケース 3 に示した防食塗装と同じ範囲を耐酸性コンクリートとした場合、従来のコ

ンクリートの上に耐酸性コンクリートを打設することになる。性状の異なるコンクリート

を打設することで、その境目にクラックが多く発生することが予想されるため、構造物と

しての一体性の確認が必要である。今後暴露試験を行う場合は、継ぎ足したピースを作成

するなど、現場での使用条件に合わせた試験を行う必要がある。 

 

5．まとめ 

今回の調査によって、耐酸性コンクリートは LCC の最小化に有効な一土木材料である可

能性が整理できた。下水道施設の腐食対策として、従来行われてきた定期的な防食に対し

て、新設時及び改修時に耐酸性コンクリートを現場打ちコンクリートに適用できれば、LCC

の削減につながるとともに施設の長寿命化に寄与できる。耐酸性コンクリートについては、

まだ採用事例が少なく、その導入に対するリスクを含んでいるため、今後現場での実証実

験を行い、技術の改良や実用化に向けた整理、検討が必要である。 


