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はじめに
コンクリート構造物の供用期間の長期化に伴い、補
修・補強を含む維持管理の合理化が求められている。ま
た、コンクリート構造物の延命化も重要な課題の１つで
あり、その手法の確立は急務とされる。島国である我が
国の地理的な要因を受けて、塩害の影響を受けるコンク
リート構造物は膨大な数となっている。塩害地域におけ
る対策工法の一つとして、新設構造物の耐久性向上、あ
るいは、既設構造物の延命化を目的としたシラン系表面
含浸工法が挙げられる。
シラン系表面含浸工法は、遮水系表面被覆よりも遮塩
性は劣るものの、内部水分の逸散によるコンクリート表
面近傍の乾燥が可能である。そのため、塩害地域におい
ては、表面近傍の乾燥および遮塩性による腐食抑制効果
として、耐久性向上あるいは延命化が期待されている 1)。
一方、シラン系表面含浸工法を適用した場合には、表
面近傍の乾燥による中性化助長の可能性が懸念されてい
る 2)。中性化への影響に関しては、乾燥のみが進行する
ような促進環境においては、無処理のものより中性化が
抑制される、あるいは同程度となる可能性が高いと報告
されている 2)、 3)。しかし、実環境下においては、乾湿が
繰り返されるため、シラン系表面含浸工法を適用された
ものの方が無処理のものより乾燥しやすく、中性化の進
行が高まる可能性が示唆されている 4)。近年では、中性
化抑制効果の付与を目的としたけい酸塩系含浸材との併
用 5)、あるいは中性化抑制効果を付与したアルコキシシ
ラン系含浸材 6) などの検討もされている。
そこで、塩害環境下におけるシラン系表面含浸材によ
る腐食抑制効果を把握するために実施中の長期暴露供試
体を対象とし、中性化に関する追跡調査を行った。追跡
調査およびこれまでのモニタリング結果に基づき、シラ
ン系表面含浸材が中性化に与える影響およびその鉄筋腐
食抑制効果についての検討結果を報告する。なお、本内
容については、日本材料学会コンクリート構造物の補修・
補強、アップグレードシンポジウム（2018 年 10 月）に
おいて報告している。
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⑴

コンクリート配合
セメントは普通ポルトランドセメント、細骨材と
して手取川産骨材（吸水率：1.33％）を、粗骨材と
して手取川産骨材（吸水率：1.91％、Gmax：20mm）
をそれぞれ用いた。コンクリート表層部の緻密性が
低下した供用後の既設構造物を想定し、水セメント
比（W/C）を 65％とした。コンクリートの配合を表
-1 に示す。

1.

表 -1
W/C s/a Cl（％）
（％）
（kg/m3） W
65

2.

調査方法
2.1 暴露供試体
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配合表

単位量（kg/m3)
C
272

S
828
822

G
968

AE 減水剤 AE 助剤
3
3
NaCl (cc/m ) （cc/m ）
0

1020

4.8

839

1088

混入塩化物イオン濃度
新設構造物を想定した塩化物イオン無混入のも
のと、鉄筋腐食発生限界塩化物イオン濃度近傍の
2.2kg/m3 の塩化物イオンを混入したコンクリート供
試体を用意した。
⑶ シラン系表面含浸処理
揮発性の低いシロキサンと浸透性に優れるシラン
を混合したシラン系表面含浸材（市販）を選定し、
標準適用量である 200g/m2 とした。また、比較用と
して無処理も用意した。なお、以下、シラン系表面
含浸処理を含浸処理と略す。
⑷ 供試体の作製
大型供試体（322 × 322 × 302mm）および、小型供
試体（100 × 100 × 200mm）の２種類を用意した。大
型供試体は鉄筋腐食抑制効果の検討用とし、小型供
試体は質量変化に基づく水分制御効果の検討用とし
た。打設・脱枠後、湿封養生を５日間行った。その
後、十分な含浸が得られるよう、養生後１ヵ月程度
乾燥させた。含浸処理を行う供試体については、含
浸材を塗布した後、含浸材の養生として降雨の影響
を受けない高架下に２週間静置した。
大型供試体については、暴露面以外の５面からの
塩分浸透および吸水逸散などの環境作用を遮蔽す

るため、防水処理（ポリマー含浸コンクリート型枠
使用）を行った。大型供試体内部には、かぶり３cm
位置に直径９mm の丸鋼（SR235）を埋設した。小型
供試体については、暴露面以外の５面をエポキシ系
表面被覆材により防水処理を行った。また、内部温
度測定用の小型供試体については、かぶり３cm の
位置に温度センサを埋設した。
2.2 暴露試験
⑴ 暴露環境
波浪の影響を直接受けない、飛来塩分の影響のみ
を受ける沿岸地区を対象とした。気象条件の異なる
御前崎地区（静岡県御前崎市：太平洋岸気候）およ
び水島地区（岡山県倉敷市：瀬戸内式気候）の２地
区を選定した。両者とも年間を通して比較的温暖な
地域に属するが、水島地区は御前崎地区よりも降水
量が少ない。
⑵ 暴露方法
供試体完成後、所定の暴露地区に、暴露面を海洋
に向けて設置した。大型供試体の暴露は 2006 年１
月に、小型供試体は約半年遅れた時期（御前崎地区：
2006 年７月、水島地区：2006 年８月）に暴露した。
大型供試体、小型供試体ともに、初期塩化物イオン
を含まない０kg/m3（無混入）と、腐食発生限界塩
3
化物イオン濃度近傍の 2.2kg/m（塩化物イオン混入）
の２種類を用意した。追跡調査時点において、暴露
期間は両地区ともに約 12 年である。
⑶ モニタリング
⒜ 小型供試体質量
電子秤を用いて、小型供試体の質量を測定した。
暴露開始後の質量変化を、暴露開始時点の質量
で除し、質量増加を正として質量変化率を求めた。
質量変化率より含浸処理による水分逸散効果を検
討した。
⒝ コンクリート温度
内部温度測定用小型供試体の温度を１時間間隔
で温度測定用ロガーを用いて測定した。ロガー
の故障等により、測定データが得られないことも
あったため、各月の測定が充足しているものを対
象として、月別の平均温度の平年値を算出した。
⒞ 電気化学的手法による腐食モニタリング
携帯型腐食診断器（Ag/AgCl 電極）を用いて、
埋設した鉄筋の自然電位および分極抵抗を測定し
た。腐食判定基準には、ASTM C 876 およびヨー
ロッパ国際コンクリート委員会（CEB）の基準を
用いた。腐食判定基準を表 -2 に示す。測定は１
年に２〜３回程度実施した。

表 -2

鉄筋腐食判定・腐食速度

電位 E
（mV vs SSE）

鉄筋腐食判定

-80 ＜ E

90％以上腐食無し

-230 ＜ E ＜ -80

不確定領域

-230

E

90％以上腐食有り

分極抵抗 Rp
（k ･cm2）

腐食速度

Rp ＞ 130

非腐食領域

Rp

52

低〜中程度の腐食

Rp ＞ 26

中〜高程度の腐食

Rp

高〜激しい腐食

130
52

26

2.3 追跡調査
⑴ コンクリートの含水率
大型供試体暴露面に電動ドリルにより２箇所削孔
し、電気抵抗式のコンクリート・モルタル水分計
（Kett 社製 HI-800）を用い、センサ間の含水率を
測定した。所定の深さ 2cm、4cm、6cm、8cm および
10cm で含水率を測定した。測定は、最大暴露期間
（約 12 年）において実施し、中性化深さ測定も同時
に実施した。なお、ばらつきを考慮し、塩化物イオ
ンの有無を区別せず、同一処理の計２箇所の深さの
平均を算出した。
⑵ 中性化深さ
大型供試体暴露面に電動式ドリルによって削孔
し、削孔粉が落ちる位置に、フェノールフタレイン
溶液を染み込ませたろ紙を設置し、削孔粉が変色し
た時点の削孔深さを中性化深さとした。中性化深さ
は同一供試体に２箇所実施した。ばらつきを考慮し、
塩化物イオンの有無を区別せず、同一処理の計 4 箇
所の深さの平均を算出した。なお、測定した中性化
深さから、√t 則により中性化速度係数を算出した。
算出された中性化速度係数に基づき、中性化進行の
予測を行うこととした。
3.
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追跡調査結果（中性化への影響）
3.1 含水率分布
実環境下において含浸処理された場合には、コン
クリート表面近傍の乾燥が促進され、中性化が促進
されることが懸念される。今回、10cm 程度の深さ
までの含水率分布を測定し、含浸処理による乾燥の
進行程度を把握した。大型供試体の含水率分布を図
-1 に示す。以下、図中の供試体略称の記号はそれ
ぞれ、暴露地区名（御前崎、水島）、表面処理（無

処理：N、含浸処理：S）を示す。
両地区とも、含浸処理の供試体は、無処理の供試
体よりも含水率は低くなっており、表面近傍ととも
に内部への乾燥の進行による含水率の低下が認めら
れた。また、無処理のものを比較すると、水島地区
のものの方がいずれの深さにおいても含水率が小さ
い傾向にあった。水島地区の供試体の方が乾燥しや
すい環境にあり、乾燥の進行が早いことが確認され
た。したがって、両地区を比較すると、水島地区の
方が中性化の進行は早いものと考えられる。また、
含水率分布の測定によって環境条件、含浸処理効果、
およびその相違を把握することが可能であった。

含浸処理された供試体では、塩分混入のある場合で
は、水島地区では暴露約７年、御前崎地区では約 11
年で鉄筋腐食発生に影響すると推定された。また、塩
分混入がなく、含浸処理によって塩化物イオンの浸透
がないとしても、水島地区では暴露約 12 年でその影
響を受けるものと推定された。

図 -2

中性化予測結果

4.
図 -1

含水率分布

3.2 中性化深さとその進行予測
暴露約 12 年後の大型供試体の中性化深さは、水島
地区の無処理と含浸処理の供試体ではそれぞれ 7.0mm
お よ び 20.0mm と な り、 御 前 崎 地 区 で は、 無 処 理 お
よ び 含 浸 処 理 の 供 試 体 は、 そ れ ぞ れ 6.0mm お よ び
15.6mm であった。
含浸処理の有無にかかわらず、水島地区の供試体の
中性化深さは大きく、含浸処理の供試体の方がその差
は顕著となった。水島地区は御前崎地区より乾燥しや
すい環境にあり、加えて含浸処理によって乾燥が促進
され、中性化の進行がより早くなったものと考えられ
る。なお、これらの結果は、上記の含水率分布と概ね
一致していた。
中性化予測結果を図 -2 に示す。コンクリート標準
示方書 7) を参考に、塩化物イオン無混入のものでは
中性化残りが 10mm 未満、塩化物イオン混入のものは
15mm 未満で腐食発生可能性有りと評価することとし
た。
無処理の供試体では、両地区とも中性化深さは小さ
く、暴露期間において飛来塩分による塩分混入の影響
があった場合でも、中性化による腐食発生への影響は
なしと推定された。
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モニタリング結果（鉄筋腐食への影響）
4.1 小型供試体の質量変化
小型供試体の質量変化率の経時変化を図 -3 に示す。
両地区とも含浸処理の供試体では、暴露期間の経過と
ともに質量減少を生じた。無処理の供試体では、降雨
等による乾湿の影響による質量増減を生じるものの、
徐々に環境と平衡する質量変化率に推移した。
10 年時点での質量減少は、同一地区においては、
含浸処理のものが大きかった。含浸処理による水分逸
散効果が発揮されたものと考えられる。同一処理のも
のを比較すると、水島地区の質量減少が大きく、御前
崎地区よりも乾燥しやすい環境にあることが確認され
た。これらの結果は、含水率分布の結果と一致してい
た。
また、質量変化の推移は、暴露５年目程度まで減少
傾向が継続するものの、それ以降は概ね収束しており、
暴露５年程度で暴露環境と平衡した含水状態に達した
ものと考えられる。 大型供試体においては、コンク
リートの深さ方向の長さが異なるものの、表面近傍に
おいては、小型供試体と近い含水状態にあるものと推
察される。
4.2 コンクリート温度
月別平均コンクリート温度の平年値を図 -4 に示す。
４月から９月の期間は、水島地区は御前崎地区よりも
コンクリート温度が高く、夏季を含む５月から８月で

図 -5
図 -3

質量変化率

図 -6

図 -4

分極抵抗の継時変化（御前崎地区）

月別コンクリート温度の平年値

は、５℃程度高かった。他方、冬季の温度はほぼ同程
度であった。その他の条件が同一の場合、コンクリー
ト温度が高いほど、鉄筋腐食速度は大きくなる。気象
条件を起因とするコンクリート温度が鉄筋腐食に与え
る影響は、水島地区の方が大きいものと考えられる。
4.3 鉄筋腐食モニタリング
分極抵抗 (Rp) の経時変化を図 -5 および図 -6 に示
す。
⑴ 塩化物イオン無混入供試体
両地区とも無処理および含浸処理のいずれの供
試体も非腐食領域を推移した。含浸処理の供試
体では、暴露８年以降、分極抵抗が減少傾向を示
した。同時期に実施した両地区のかぶり位置にお
ける塩化物イオン濃度分析結果は、無処理では、
0.6kg/m3 未満、含浸処理では、0.1kg/m3 であり、
いずれも鉄筋腐食発生限界塩化物濃度以下である
と報告 8) されている。そのため、飛来塩分の浸透
のみが鉄筋腐食に与える影響は現状小さいものと
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分極抵抗の継時変化（水島地区）

考えられる。
無処理よりも中性化進行の早い含浸処理の供試
体については、飛来塩分の影響がないとすると、
3.2 の結果から、御前崎地区では中性化による腐
食の可能性はなく、水島地区では暴露最大期間
12 年で影響を受けると推定された。両地区とも
８年以降、分極抵抗が小さくなる傾向は認められ
る。しかし、中性化による腐食発生が生じたとす
るような低下ではなく、現状では中性化の影響は
顕著でないものと考えられる。中性化が進行して
いるにもかかわらず、非腐食領域に留まった原因
としては、含浸処理による吸水抑制と水分逸散効
果によって、表面近傍の含水状態が低く保たれた
ためと考えられる。
⑵ 塩化物イオン混入供試体
無処理のものでは、分極抵抗は低から高の腐食
速度の領域を推移した。御前崎地区の分極抵抗は
水島地区よりも小さい傾向にあった。水島地区に
おいては、夏季前後のコンクリート温度は御前崎
地区よりも高い。また、降雨が少なく乾燥しやす
いため、表面近傍の含水状態は御前崎地区よりも
低い。両地区における結果から、気象条件に起因
する鉄筋腐食への影響としては、コンクリート温

度よりも含水状態が鉄筋腐食に与える影響の方が
卓越したものと考えられる。なお、図中の供試体
略称の記号のうち、C は塩化物イオン混入の有無
を示す。
含浸処理の供試体では、初期に塩化物イオンが
混入されているため、中性化による腐食の可能
性は水島地区では暴露約７年、御前崎地区では約
12 年と推定された。しかし、分極抵抗は、暴露
５年以降、概ね同程度の値を維持していた。した
がって、中性化が鉄筋腐食に与える顕著な影響は
なかったものと考えられる。乾湿繰返しの暴露環
境において、含浸処理によって中性化が進行した
場合にも、表面近傍の乾燥による腐食抑制効果の
方が大きいものと考えられる。したがって、現段
階の腐食発生限界程度の塩化物イオン濃度におい
ては、鉄筋の腐食は含浸処理によって抑制されて
いるものと考えられる。
5.

まとめ
本研究で得られた主な結果を以下に示す。
⑴ 乾湿繰返しの影響を受ける実環境下において、
含浸処理を行った場合、中性化の進行は無処理の
ものよりも早い。
⑵ 暴露 12 年後の大型供試体の含水率分布の結果
から、含浸処理を行った場合、乾燥が促進され、
その内部へ乾燥が進行していることが確認され
た。また、同一処理のものを比較すると、水島地
区では御前崎地区よりも乾燥が進行していた。
⑶ シラン系含浸処理による水分制御に関して、含
水率分布の結果と小型供試体の質量変化による結
果は一致していた。
⑷ 含水率分布の結果から、環境条件、含浸処理効
果、およびその相違を把握することが可能であっ
た。
⑸ 水島地区は、気象条件の影響によるコンクリー
ト温度は高く、乾燥しやすい環境にあった。現段
階においては、御前崎地区よりも含浸処理による
腐食抑制効果は大きい。
⑹ 含浸処理は中性化を促進するものの、腐食発生
限界塩化物イオン濃度程度であれば、中性化が鉄
筋腐食に与える影響よりも、含浸処理の吸水抑制
および水分逸散による鉄筋腐食抑制効果の方が大
きい。

および表面改質技術研究小委員会報告，2006.4
３）安田和弘，渡邊賢三，横関康祐，坂田昇：シラン・
シロキサン系浸透性吸水防止材によるコンクリート
の耐久性向上に関する検討，コンクリート工学年次
論文集，Vol.24，No.1，pp.705-710，2002.6
４）迫田恵三ら：海洋環境下における撥水材を含浸させ
たコンクリートの性質，コンクリート工学年次論文
集，Vol.24，No.1，pp.1407-1412，2002.6
５）中嶋亮介，鶴田浩章：劣化を生じたコンクリートに
おける表面含浸材の併用による劣化抑制効果に関
する検討，コンクリート工学年次論文集，Vol.35，
No.1，pp.1681-1686，2013.7
６）榊原弘幸ら：アルコキシシラン系表面含浸材による
コンクリートの耐久性向上に関する研究，土木学会
第 53 回年次学術講演会概要集第 5 部，pp.647-648，
2008.9
７）公益社団法人 土木学会：コンクリート標準示方書
［維
持管理編］，2013.10
８）中井美里ら：長期暴露試験による気象条件が鉄筋
腐食に与える影響，コンクリート工学年次論文集，
Vol.40，No.1，pp.693-698，2013.7

【参考文献】
１）小笠原啓人ら：塩害暴露実験によるシラン系含浸
材の腐食抑制効果，コンクリート工学年次論文集，
Vol.37，No.1，pp.793-798，2002.6
２）公益社団法人 土木学会：コンクリートの表面被覆

－ 25 －

