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研究目的
1. 研究背景と目的
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調査対象施設の概要を表－１に示す。① A 水処理

供用開始年：経過年数
（高度処理化）

施設

備考

表－１平成23年：6年
調査対象施設

担体基材：
ポリプロピレン

昭和52年：40年
供用開始年：経過年数
（平成14年：15年）
（高度処理化）

担体基材：
備考
ポリプロピレン
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平成23年：6年
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次に各施設の好気槽（反応タンク）のコンクリー
ト表面の脆弱層厚み（21N/mm2 以下の表面厚み）と
好気槽気相部の二酸化炭素濃度の関係を図－11 に
示す。コンクリートの脆弱層厚みと二酸化炭素濃度
に関係性は見られなかった。
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4.3 液相部及び気相部のコンクリート中性化
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メント（MKC）が使用されており，MKC
は他のセメン
セメント（MKC）が使用されており，MKC
は他のセ
メント（MKC）が使用されており，MKC
は他のセメン
炉セメント
B
種（BB）と低発熱・収縮抑制型高炉セ
トに比べて中性化抵抗性に劣り，中性化速度係数は
メントに比べて中性化抵抗性に劣り，中性化速度係
トに比べて中性化抵抗性に劣り，中性化速度係数は
メント（MKC）が使用されており，MKC
は他のセメン
普通ポルトランドセメントの約
1.5 倍である。
数は普通ポルトランドセメントの約
1.5
倍である。
普通ポルトランドセメントの約
1.5
倍である。
トに比べて中性化抵抗性に劣り，中性化速度係数は
普通ポルトランドセメントの約 1.5 倍である。
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4.2 液相部におけるコンクリート脆弱化
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液相部におけるコンクリート脆弱化
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各施設の反応タンクにおけるコンクリートの中
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4.2
液相部におけるコンクリート脆弱化
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以下の表面厚み）
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中性化及び脆弱層厚みが増す傾向が見られた。
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脆弱層厚みと侵食性遊離炭酸濃度の関係について，
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水処理センター（④～⑤）では，侵食性遊離炭酸濃
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おいては流出部）において，その傾向が強いことが
おいては流出部）において，その傾向が強いことが
以上のことから，液相部におけるコンクリート表
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確認された。
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担体や標準法の系列に比
3.2.4
処理方式及び担体の影響
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担体の系列では，PEG
担体や標準法の系列に比
4.4
処理方式及び担体の影響
べて，外観上のコンクリートの侵食が見られた。
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担体の系列では，PEG
担体や標準法の系列に比
べて，外観上のコンクリートの侵食が見られた。
PP 担体の系列では，PEG
担体や標準法の系列に比
一方，担体
A2O 法として同程度の運転年数である
べて，外観上のコンクリートの侵食が見られた。
一方，担体
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法として同程度の運転年数である
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担体 A2O 法）と④B 水処理
一方，担体
A2O 法として同程度の運転年数である
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水処理センター（PP
担体 A2O 法）と④B 水処理
一方，担体
A2O
法として同程度の運転年数である
センター（PEG
担体 A2O 法）の中性化深さは同程度
②
A 水処理センター（PP
担体 A2O 法）と④ B 水処
センター（PEG
担体
A2O
法）の中性化深さは同程度
②A 水処理センター（PP 担体 A2O 法）と④B 水処理
であり，担体種類による違いは見られなかった。ま
理センター（PEG 担体 A2O 法）の中性化深さは同程
であり，担体種類による違いは見られなかった。ま
センター（PEG
担体 A2O 法）の中性化深さは同程度
た，脆弱層の厚みは，単位体積あたりの二酸化炭素
度であり，担体種類による違いは見られなかった。
た，脆弱層の厚みは，単位体積あたりの二酸化炭素
であり，担体種類による違いは見られなかった。ま
また，脆弱層の厚みは，単位体積あたりの二酸化炭
発生量と関係が確認されており，担体の有無や担体
発生量と関係が確認されており，担体の有無や担体
た，脆弱層の厚みは，単位体積あたりの二酸化炭素
素発生量と関係が確認されており，担体の有無や担
種類による大きな違いは見られなかった。
種類による大きな違いは見られなかった。
発生量と関係が確認されており，担体の有無や担体
体種類による大きな違いは見られなかった。
以上のことから，コンクリートの外観上において
以上のことから，コンクリートの外観上において
種類による大きな違いは見られなかった。
以上のことから，コンクリートの外観上において
は，担体有無・種類による差が見られたが，コンク
は，担体有無・種類による差が見られたが，コンク
以上のことから，コンクリートの外観上において
は，担体有無・種類による差が見られたが，コンク
リートの脆弱化・中性化の進行については，担体有
リートの脆弱化・中性化の進行については，担体有
は，担体有無・種類による差が見られたが，コンク
リートの脆弱化・中性化の進行については，担体有
無・種類による差は無いものと考えられる。
無・種類による差は無いものと考えられる。
無・種類による差は無いものと考えられる。
リートの脆弱化・中性化の進行については，担体有
無・種類による差は無いものと考えられる。

と考えられる。
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5.3 対策フロー
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文献調査等により，反応タンクの気相部及び液相
5.3 対策フロー
3.3.3
対策フロー
部におけるそれぞれの劣化要因に応じた対策手法
文献調査等により，反応タンクの気相部及び液相
文献調査等により，反応タンクの気相部及び液相
5.3 対策フロー
（防食仕様）を検討した。その結果，気相部につい
部におけるそれぞれの劣化要因に応じた対策手法
部におけるそれぞれの劣化要因に応じた対策手法
文献調査等により，反応タンクの気相部及び液相
ては二酸化炭素による中性化抑制効果があるエポキ
（防食仕様）を検討した。その結果，気相部につい
（防食仕様）を検討した。その結果，気相部につい
部におけるそれぞれの劣化要因に応じた対策手法
シ樹脂系
（Ａ種）
，液相部については遊離炭酸による
ては二酸化炭素による中性化抑制効果があるエポキ
ては二酸化炭素による中性化抑制効果があるエポキ
（防食仕様）を検討した。その結果，気相部につい
劣化に対する耐性が報告されているエポキシ樹脂系
シ樹脂系（Ａ種）
，液相部については遊離炭酸によ
ては二酸化炭素による中性化抑制効果があるエポキ
シ樹脂系（Ａ種）
，
液相部については遊離炭酸による
（Ｂ種）が有効であると考えられた。
る劣化に対する耐性が報告されているエポキシ樹脂
シ樹脂系
（Ａ種）
，液相部については遊離炭酸による
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