
1. はじめに

　コンクリート構造物の表面にけい酸塩系表面含浸材
を塗布することにより、コンクリート表層組織の緻密
化を図り、水や Cl－，二酸化炭素等の劣化因子の侵入を
抑制する効果が期待できる。近年、表面含浸材の適用
性に関する研究・検討が多く行われており、土木学会で
は 2005年に「表面保護工法設計施工指針（案）」１）が、
2012年に「けい酸塩系表面含浸工法設計施工指針（案）」２）

が発刊され、適用に関する一般化が図られてきた。しか
し、これまでに実施された研究は室内試験が多く、コン
クリート構造物に表面含浸材を施工した場合の経年変化
や長期耐久性などの性能評価については不明な点が多い
のが現状である。
　そこで、けい酸塩系表面含浸材（以下、「表面含浸材」
とする）の改質効果の持続性を評価することを目的に、
表面含浸材を塗布した供試体の屋外暴露試験を行ってき
た。今回、暴露開始後 13年後の性能調査を実施したため、
その結果を報告するとともに、今回の調査結果を踏まえ、
表面含浸材の含浸深さと含浸層の改質性能から中性化抑
制効果、透水抑制効果を評価する手法を検討した。

2. 供試体概要

　供試体に塗布した３種類の表面含浸材を表 -1に示す。
供試体は材齢 28日の試験体基盤を各材料メーカーに提
供し、推奨量を塗布してもらう方法で作製した。表面含
浸材は供試体の打込み面を除いた型枠面の相対する２面
に施工し、その他の４面にはシール材による被覆を行っ
た。供試体の暴露は表 -1に示す３種類以外に、同一配
合で作製した無塗布供試体（以下、「ブランク」とする）
も行った。基盤コンクリートの配合を表 -2に示す。

3. 屋外暴露状況

　供試体は平成 13年から和歌山県東牟婁郡串本町内に
て屋外暴露を行った。暴露試験場は太平洋沿岸から約
150 ｍに位置する。図 -1に屋外暴露試験状況を示す。

図‐1　屋外暴露状況

表 -1　試験に供した表面含浸材の種類
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4. 調査項目

　調査項目および方法を表 -3に示す。暴露した供試体
は表中に示す方法で規定された試験用基盤よりも小さ
かったため、各試験に用いる試験体の寸法を変更し、試
験体数も１体ずつとした。各試験の試験体寸法を図 -2

に示す。
　表面硬度測定では表面含浸材の塗布面から深さ方向
10mm程度まで試験を行い、深さ方向の表面硬度の変化
点を把握することにより、併せて含浸深さの評価を行っ
た。なお、表面硬度測定では表面硬度計に付随した光学
顕微鏡を用いて測定点の確認を行い、明らかに骨材と認
められる箇所は避けて測定した。

5. 調査結果

 5.1 中性化深さ測定

　各供試体の中性化深さ測定結果の平均値を図 -3に示
す。コンクリートの中性化の深さは式 (1)によって計算
で求めた。

　　y ＝ γcb・（-3.57+9.0W/C）√　　　　　　　式（1）

ここに、　y ：中性化深さ（mm）
　　　　 γcb ：予測の精度に関する安全係数 (= 1.0)

　　　　W/C ：有効水結合材比（= 0.7）
　　　　　t ：中性化期間（= 13年）

　今回の供試体では 9.8mmと求められ、実測値 10.7mm

とほぼ近い値であった。
　測定の結果、No. １，２はブランクとほぼ同等の値で
あった。また、計算値と比較しても近似した値となって
おり、No. １，２では表面含浸材による中性化抑制効果
は得られなかったと考えられる。一方、No. ３は他の供
試体に比べて中性化深さが小さく、ブランクの 72％程
度であった。
　各供試体の中性化深さ最大値の経時変化を図 -4に示
す。過去の中性化深さの測定結果は最大値しか確認でき
なかったため、中性化深さの経時変化は最大値で評価し
た。

表 -3　調査内容

図 -2　供試体の分割

表 -2　基盤コンクリートの配合

粗骨材最
大寸法
（mm）

W/C
（％）

スランプ
(cm)

空気量
（％）

細骨材比
s/a（％）

単位量（kg/ｍ3）

水
W

セメント
C

細骨材
S

粗骨材
G

混和材
AE減水剤

20 70 12 ± 2.5 4.5 ± 1.5 49.5 171 244 956 914 1.220

t

調査項目 調査方法

中性化深さ測定 JIS A 1152:2011に基づく

表面硬度測定 JIS Z 2244:2009に基づく

透水量試験 JSCE-K 571-2013に準拠

吸水率試験 JSCE-K 571-2013に準拠

EPMAによる面分析 測定元素：Cl－
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　暴露 13年後の中性化深さを比較すると No.1供試体が
最も小さくなっているが、暴露初期においては、いずれ
の年数においても他の３年までの供試体に比べて No.3

が小さい値を示した。
　暴露 1，3，13年後のそれぞれの最大中性化深さから
算出した、１年間での中性化速度を図 -5に示す。なお、
ブランクは他供試体と異なる経年で中性化深さを測定し
ているため、暴露 1，5，13年後の値を用いて算出して
いる。図より、No.3はブランク、No.1，2に比べて１年目、
１～３年にかけての中性化速度が小さい。しかし、３

～ 13年にかけては中性化速度は他供試体と同等となっ
ている。これより、No.3は表面含浸材の塗布後３年程
度までは含浸層が中性化抑制効果を発揮していた可能性
があるが、経年によってその効果が薄れ、13年経過時
ではブランクと同等の中性化が進行していると考えられ
る。

 5.2 表面硬度測定

　表面硬度測定結果を図 -6に示す。図中のビッカース
硬度は各深さで測定した 10点の平均値である。ブラン
クはいずれの深さにおいてもビッカース硬度がおおよそ
40Hv程度であった。No.1，2，3は 0.5mmの位置で 60～
90Hv程度と大きな値を示している。

図 -3　中性化深さ（平均値）測定結果（13 年暴露）

図 -4　中性化深さ（最大値）の経時変化

(a) ブランク

(b) No.1

図 -5　中性化速度の変化
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　これは表面含浸材がコンクリート中の水酸化カルシウ
ムと反応し、コンクリート組織が緻密化したために硬度
が増加したと考えられる４）。すなわち、No.1，2，3は
表面含浸材塗布面から深さ 0.5mmの範囲に含浸材が浸透
したと考えられる。
　大嶋ら５）も同方法により表面含浸材の含浸深さを測
定しているが、含浸深さは４mm程度、表面硬度の増加

量はブランクと比較して 18Hv程度であった。大嶋らの
結果と本調査結果を比較すると、硬度の増加量は同程度
であるが、本供試体の含浸深さは極めて浅いことが分か
る。

 5.3 透水量，吸水率試験

　透水量および吸水率試験結果を図 -7に示す。No.1，2

はブランクとほぼ同等の透水量であり、No.3はブラン
クよりも透水量が多くなる結果となった。以上より、表
面含浸材の塗布後 13年経過した各供試体では透水抑制
効果はない、もしくは維持されていないと考えられる。
次に吸水率の比較を行うと No.1，2，3はほぼ同等で、
若干ではあるがブランクを下回る結果となった。 

　吸水率試験の結果では各表面含浸材の含浸層が吸水抑
制効果を発揮したために、ブランクよりも吸水率が低下
したように見えるが、その程度はブランクに比べてわず
かの差であり、含浸層の透水抑制効果がブランクと同程
度であった傾向と変わりはないと考えられる。

 5.4 EPMA による面分析

　各供試体の EPMAによる分析結果を図 -8に示す。表面
含浸材を施工した No.1，2，3においては、図中上面が
施工面である。Cl－の分析結果によると、いずれの供試
体においても、内部にまで Cl－が浸透していることが分
かる。供試体は海岸に近い箇所で暴露しており、飛来塩
分が供試体に付着し、それが内部にまで浸透したと考
えられる。分析結果から、表面含浸材を施工したいずれ
の供試体についても Cl－の浸透抑制効果がない、もしく
は維持されていないと考えられる。また、いずれもコン
クリート表層よりも内部で Cl－の濃度が高くなっている
が、これは中性化に伴う Cl－の移動濃縮が原因であると
考えられる。図中に測定された中性化深さの平均値およ
び最大値を記載しているが、中性化深さが他供試体より
も小さかった No.3では、Cl－の分布がやや表層側に分
布している。

 5.5 調査結果のまとめ

　今回実施した調査では、No.1，2は中性化抑制効果，
透水抑制効果について、ブランクとの有意な差は見られ
なかった。一方、No.3はブランクに比べて中性化深さ
がやや小さい結果が得られた。しかし、含浸後 13年経
過した現在では No.3に透水抑制効果はなく、中性化も
進行していることから、含浸後３年程度までは中性化抑
制効果があった可能性があるが、現在は機能していない
と考えられる。
　表面硬度測定試験から得られた含浸深さはいずれも塗
布面から 0.5mmであり、改質されたのはごく表層のみ
であった。また、いずれの供試体もブランクと比較して
硬度の増加量はあまり大きくない。以上より、No.1～ 3

(c) No.2

(d) No.3

図 -6　表面硬度測定結果

図 -7　透水量，吸水率試験結果
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の表面含浸材は浸透特性や組織の緻密化特性が低く、表
面含浸材の改質効果は期待される程度でなかったと考え
られる。

6. 中性化、透水抑制効果の評価手法

　表面含浸材の含浸層における緻密度が高いほど、もし
くは含浸層が厚いほど、中性化、透水、Cl－浸透の抑制
効果は高くなると考えられる。また、表面含浸材の含浸
層の緻密度が高いとそれに伴って硬度が高くなると考え
られる。これらの推察により、5.2にて示した深さ方向
の表面硬度分布をもとに、表面含浸材の含浸深さと含浸
による表面硬度の増加量で得られる面積によって表面含
浸材による中性化および透水抑制効果を評価した。
　No.1～ 3の深さ方向の表面硬度の分布とブランクの

表面硬度の平均値の比較を図 -9に示す。図中の塗りつ
ぶした範囲が上述した面積である。また、大嶋らが実
施したビッカース硬度試験結果５）を参考値Ａとして併
せて示している。13年暴露した供試体で面積を算出す
ると 3.5～ 10.3Hv・mmであったが、参考値Ａの面積は
64.9Hv・mmであり、大きな差が見られた。

図 -8　EPMA の分析結果（No.1，2，3 は上面が表面含浸材施工面）

(a) ブランク

(c) No.2

(b) No.1

(d) No.3
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　図 -10に算出した面積と中性化深さ，透水試験，吸水
試験の測定結果をブランクに対する割合で表した値を
示す。参考値Ａはメーカーの自社試験結果を示してい
る。参考値Ａと No.1～ 3を比較すると面積の差が大き
く、中性化深さ比，透水比，吸水比も参考値Ａが最も小
さいことが分かる。一方、No.1～ 3は面積の差は小さく、
中性化深さ比，透水比，吸水比は同程度の値となった。
今回調査した供試体と参考値Ａは同一の水セメント比で
ないため正確な比較はできないが、ビッカース硬度と含
浸深さから求まる面積により中性化の抑制や透水阻止性
の評価ができる可能性が示唆された。今後、他の実験等
においても同様の評価手法を試行し、検討を行いたいと
考えている。

(a) ブランク

(c) No.3

(b) No.2

d）参考値 A

図 -9　表面硬度分布の比較

図 -10　表面硬度より求めた面積との相関
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7. まとめ

　屋外暴露後 13年経過した供試体を用いて含浸材塗布
効果を検証した。また、得られた結果に基づき、表面含
浸材による含浸深さと含浸層の改質性能から、表面含浸
材の効果を評価する方法についても検討を行った。その
結果を下記に示す。
⑴　中性化深さを測定した結果、No.1（二酸化ケイ素と
　ケイ酸ナトリウムからなるイオン水溶液にハロゲン硬
　化触媒を付与したもの）、2（二酸化ケイ素を主成分と
　した無機系の親水性呼吸性塗膜 )は無塗布供試体と比
　べて中性化阻止効果の有意な差は見られなかった。一
　方、No.3（コロダイルシリカ（ケイ酸質系成分）、変
　性ポリシロキサン、フッ素樹脂化合物）は他の供試体
　よりも中性化の進行が浅く、塗布された表面含浸材は
　塗布後３年程度までは中性化抑制効果を発揮していた
　可能性がある。
⑵　表面硬度測定の結果、今回測定した供試体は表面含
　浸材の含浸深さが 0.5mmと極めて浅かった。
⑶　透水量および吸水率試験の結果、いずれも無塗布供
　試体と同等であり、表面含浸材の塗布後 13年経過し
　た各供試体では透水抑制効果はない、もしくは維持さ
　れていないと考えられる。
⑷　EPMAによる面分析を行った結果、各供試体とも内
　部に Cl－が進入しており、いずれの表面含浸材におい
　ても Cl－浸透抑制効果がない、もしくは維持されてい
　ないと考えられる。
⑸　深さ方向の表面硬度分布をもとに、表面含浸材の含
　浸深さと塗布による表面硬度の増加量で得られる面積
　によって表面含浸材の改質効果を評価する方法を検討
　した。本方法により中性化抑制効果、透水抑制効果の
　評価ができる可能性が示唆された。
⑹　現在では、当時より性能の向上したけい酸塩系表面
　含浸材が開発されており、今後、それらの経年変化や
　長期耐久性などの性能評価も検討したいと考える。
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