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コンクリートの中性化速度に及ぼす炭酸ガス濃度の影響
Influence of Concentration Carbon Dioxide on Carbonation Ratio of Concrete
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1.は

し

が

き

近年,コンクリートの早期劣化が指摘されており,早

従来の中性化速度式は,コンクリート表面からの中性

化深さは経過時間の平方根に比例するという次式で表さ
れている4).

急な耐久性改善策が強く求められている.コンクリート

Ⅹ‑AJf

の中性化もその一つであり,内外を通じて今まで数多く

(式1)

の研究成果が報告されている.従来,コンクリート構造

(ここに, Ⅹは中性化深さ, tは経過時間, Aは中性化速

物中の鉄筋は,コンクリートの高アルカリ環境下によっ

度係数を示す)

て保護されているが,大気中の炭酸ガスがコンクリート
中へ拡散することによって徐々に中性化され,内部の鉄

式1は通常,ノ預rJと呼ばれ,最も一般的に用いられて

筋まで達すると鉄筋は腐食しやすくなる.したがって,
コンクリートの中性化はコンクリート構造物の耐久性を

いる.式中のAは先に述べた中性化速度に及ぼす各種要

知る上できわめて重要な現象である.一般に,中性化に

対しての耐久性を評価する場合,自然環境下では長い年

因について実験的に求めた係数である.しかし,この速

度式は,自然環境下を対照としており大気中での炭酸ガ
ス濃度が常に一定値であるため炭酸ガス濃度の要因が含

月をかけて中性化が進行するため,炭酸ガス濃度を高め

まれていない.また,セメントや骨材等の材料的要因に

た促進中性化試験が行われている.しかし,これは同一

ついてもその種類別の中性化係数が与えられているが,

試験条件下において,どの材料が中性化に対して抵抗性

実際使用するセメントの銘柄や骨材の物性値が異なれば

があるかの比較はできるが,自然環境下の何倍の速度で

当然中性化速度も異なってくると思われる.たとえば,

中性化が進行しているかについては十分明らかにされて

同じ普通ボルトランドセメントを使用しても,セメント

おらず,自然環境下と関連付けた研究例は数少ないのが

中のアルカリ量が多いと中性化が速く進行するという研

現状である.本文は,コンクリートの中性化速度に及ぼ

究報告もある5).したがって,従来の速度式は実験的に求

す炭酸ガス濃度に着目し,異なる3種の炭酸ガス濃度環

めた係数を用いたごく一般的な中性化速度推定式である.

境下で中性化試験を行い,炭酸ガス濃度がコンクリート

以上のことより,実際使用する材料を用いて促進中性化

の中性化速度に及ぼす影響について検討し,従来の中性

試験を行い,その結果より自然環境下での中性化速度を

化速度式1ト3)に炭酸ガス濃度の要因を含んだ中性化速度

推定することはきわめて重要なことであると考えられる.

式を提案したものである.
3.実

2.従来の中性化速度式

コンクリートの中性化速度に影響を与える要因として

3‑1

験

方

法

億用材料およびコンクリートの配合

セメントは普通ボルトランドセメント,粗骨材は秩父

は,温度,湿度,炭酸ガス濃度等の環境条件に起因する

両神産砕石(最大寸法; 20mm,表乾比重; 2.69, FM ;

ものと,セメントや骨材の種類,混和材の種類とその添

6.80),細骨材は大井川産川砂(表乾比重; 2.60, FM ;

加量,水セメント比,養生条件および締め固めなどによ

2.86)を使用した.コンクリートは目標スランプ8cm,

る材料,配合および施工条件に起因するものとに大別さ

単位水量一定のプレーンコンクリートとし,水セメント

れる.

比は70%, 60%, 50%とした,表‑1にコンクリートの
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第5部

配合を示す.
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表‑1

コンクリートの配合

初期養生
W/C (%)

３

単位量(kg/m3) 劔初期養生 期間

W

S

排
JT東壁Ttrl頚とTBlrLl

70

鼎

184

60

鼎r

50

鼎R

3‑2

c2

927

r

c

涛S

872

813

0日及び

761〇432ー

5日

涛s

涛ビ

白十百.

試験体および測定

コンクリート試験体は,直径10cm,高さ20cmの円柱供
0.1

試体で,脱型後初期水中養生期間を0日および5日とし

10

炭酸ガス濃度(%)

た.初期水中養生後は温度20oC,湿度55%を一定とした

図‑2

炭酸ガス濃度と中性化速度係数比との関係

試験室(槽)で,炭酸ガス濃度を実測値で0.07% (屋内
自然暴露), 1.0%および10% (促進中性化)の環境下に

様の傾向を示した.これより,炭酸ガス濃度を高めた促

静置した.その後所定の材令にて中性化深さの測定を実

進中性化試験においても,中性化深さは炭酸ガスの拡散

施した.中性化深さの測定は,試験体を10×20cmの破断

によって支配されていると思われる.また, 10%の炭酸

面が得られるように割裂し,直ちにその破断面にフェ

ガス濃度で促進試験した場合と同じ中性化深さとなる時

ノールフタレイン1%溶液を吹き付け,非発色面を中性

間は,屋内自然暴露では約35倍, 1%で促進試験したも

化部として測定した.

のでは約7倍となった.ここで,こ'の傾きを中性化速度

係数とし,屋内自然暴露したものを1としたときの各濃

4.実験結果および考察
4‑1

度の比を図‑2に示す.水セメント比,初期養生条件にか
かわらずほぼ一定の比率を示している.これは温度,過

コンクリートの中性化深さ

図一1に,炭酸ガス濃度の違いによる中性化深さの経時

度等が一定の条件での実験結果であることから,この比

変化の一例を示す.式1に示したように,一般に中性化

率が炭酸ガス濃度による中性化速度におよぽす影響であ

深さは材令の平方根に比例するとされているが,本実験

ると考えられる.

で行った中性化試験においても炭酸ガス濃度の違いにか
かわらず,ほぼ材令の平方根に比例することが確認され
た.これは水セメント比,初期養生条件にかかわらず同

4‑2

炭酸ガス濃度がコンクリートの中性化速度に

およぽす影響
ある濃度(C)の炭酸ガス濃度が定常状態でのコンク
リート中への拡散によって中性化が生じると仮定すると
次式が成り立つ6).
dX/dt‑k･C/Ⅹ

(Eut) 的壁と5J.[丁

2110

(式2)

(ここに, Ⅹは中性化深さ, tは経過時間, kは比例定

5 0

数, Cは炭酸ガス濃度を示す)

この式2をClを定数とし,積分して微分方程式を解くと
次式が得られる.
Ⅹ2‑k･C･t1‑Cl

(式3)

ここで,時間0のとき(t‑0),中性化深さが0 (Ⅹ‑

0)であるため,次式で表される.
1

2

3

4

√付合(過)

図‑1

中性化深さの経時変化

5

Ⅹ‑kノ百行

(式4)

従来の中性化速度式は,先にも述べたように自然環境
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炭酸ガス濃度(%)

炭酸ガス膿度(%)

炭酸ガス濃度と比例定数kとの関係

図‑4

下での式であり,大気中の炭酸ガス濃度は常に一定値で

既往の実験結果との比較

kco2‑ (0.742‑0.224 logC)

あるため,炭酸ガス濃度の項が入っていない.式中のC

(式6)

以上のことより,従来の中性化速度式に炭酸ガス濃度

を定数とした場合,従来の式が得られる.

以上の考えをもとに著者らは,炭酸ガス濃度の違いに

の要因を加えた中性化速度式を提案した.

よりコンクリートの性状が変化しない場合,コンクリー
X‑ (0.742‑0.224logC) Aノ(C/0.07)･t

トの中性化深さはノ百巧に比例すると考え,屋内自然暴

‑ (2.80410.847logC) A府

露したものを1としたときの比例定数kを求めた.その
結果を図‑3に示す.図に示すように, kの値は一定とは

ならず炭酸ガス濃度が高いほど小さくなる傾向を示した.
これは,炭酸ガス濃度の違いにより,炭酸ガスが通過す

る部分のコンクリートの品質に変化が生じたためと考え
られる.すなわち,炭酸ガス濃度が高いほどコンクリー

トが炭酸ガスと反応した分だけ重量が重く,コンクリー

トの表層部から撤密になり圧縮強度が増大すること,ま

た,その結果コンクリート内部からの水分の逸散が抑制
され,コンクリートの重量変化が小さくなること等の理
由により炭酸ガスがコンクリート中に拡散しにくくなる
ためと考えられる7),8).

ここで,式4におけるkの値は次式に示すように,環
境条件に起因する項として,炭酸ガス濃度(kco2)と温度
(kT)および湿度(kH)によって表される.
k‑kco2･kT･kH

(ただし,式7は屋内自然環境下の炭酸ガス濃度(C‑
0.07%)を代入したときにⅩ‑Aノfが得られる式であ
る)

従来,促進中性化試験を行った場合,炭酸ガス濃度に

よる比例定数が,式7に示すAの中に加わっていたため

促進中性化試験が自然環境下の何倍の速度で行われてい
たかが明らかとされなかったが,式7より,促進中性化

試験での炭酸ガス濃度がわかれば自然環境下での何倍の

速度で促進しているかが推定できると考えられる.また,
式7は炭酸ガス濃度が0.07%の屋内自然環境下を基準と

した場合の式であるが,式7より屋外自然環境下(炭酸
ガス濃度0.034%)と同じ中性化深さとなる時間は,屋内
では約1.8倍となる.ただし,これはあくまで炭酸ガス濃

(式5)

今,式5にある温度,湿度については一定条件である

ため定数となるが,炭酸ガス濃度については,式4より
定数であるkc02の値が先に述べた理由により定数とはな
らないため,このkc02の値を炭酸ガス濃度の関数として,
Cが0.07%のときに1となるように以下の式(実験式)で
表した.

(式7)

度のみの要因による違いであり,その他の環境条件であ

る温度,湿度が,促進中性化試験条件と同じであると仮

定した場合である.実際には,屋外自然環境下でのコン
クリートは気温の変化や雨などによる乾湿の繰り返しを
受けるため,中性化の進行が抑制されることが知られて
いる9).しかし,少なくとも従来の中性化速度式にある屋

内と屋外の炭酸ガス濃度の違いによる影響と雨などによ
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る乾湿の繰り返しによる影響を両方考え併せた実験的に
参

求めた中性化係数の内,炭酸ガス濃度による影響は明ら
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