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はじめに

　近年、コンクリートの塩害・凍害対策の一環として、
表面含浸材が広く適用されるようになってきました。
しかし、多くの製品があり、製品の種類や成分によっ
てコンクリート表層の改質機構も異なります。このた
め、材料の選定方法や施工管理、改質効果の信頼性に
関する技術相談が多く寄せられております。本稿は、
これまでの主な技術相談の内容をＱ＆Ａ形式にまとめ
たもので、現場での表面含浸材の検討の一助となれば
幸いです。

　Ｑ１：表面被覆材と表面含浸材は違うのですか。

Ａ１：表面被覆材は、塗装やシートのように、コンク
リートの表面を皮膜で覆う工法です。それに対し、表
面含浸材は、所定の性能を発揮する材料をコンクリー
トに含浸させ、コンクリートの表層に特殊な機能を付
与させる工法です。
　表面含浸材は、表面被覆材と比較すると施工作業が
容易で、工期も短期で済み、施工費も安価という特徴
があります。また、無色透明な材料のため、構造物の
外観を著しく損ねることなく、コンクリートの表層を
改質できることが最大のメリットです。施工後もコン

クリートの表面を目視で観察できるため、日常点検を
行える利点があります。

　Ｑ２：表面含浸材の種類・特徴を教えてください。

Ａ２：表面含浸材は、図－１１）のように分類されます。
本稿では、一般に広く使用される撥水タイプのシラン
系と固化タイプのケイ酸塩系を主として以下に述べます。

　（1）シラン系

　シラン系は、元々はシリコーン系撥水材の一種で、
撥水機能を有するシリコーンの疎水基（アルキル基）
とアルキルアルコキシシランと呼ばれる -OR基が組
み合わさった表面含浸材です。図－２２）に示すように、
コンクリートに付着した際、疎水基が表面側を向く構
造が形成され、この疎水力によって撥水が生ずる仕組
みになっています。
　シリコーン系は、成分の組み合わせによって①アル
キルアルコキシシラン、②アルキルシリコネート、③

写真－１　表面含浸材の施工状況の一例 図－２　シラン系の撥水層形成機構２）

図－１　表面含浸材の分類１）

Ｑ＆Ａ
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その他のシリコーン化合物の３タイプに分類されま
す。アルキルアルコキシシランは、分子同士の連鎖が
生じにくいため浸透力に優れ、コンクリートに撥水層
が固着しやすく、安定した性能が得られやすいことか
ら、近年の製品は、アルキルアルコキシシランを利用
したものが多くなってきています。そのため、現在は
シリコーン系より、シラン系という呼び方が一般的に
用いられています。
　コンクリート面に配列されるアルキル基の間隔は、
水滴の直径（100 ～ 1000μm）より小さく、水蒸気の
直径（0.0002μm）より大きい３）とされております。
このため、水は通りませんが、水蒸気は通過するのが
特徴です。

　（2）ケイ酸塩系

　ケイ酸塩系の改質メカニズムは、製品によって様々
です。基本的な反応プロセスは図－３に示すように、
水が存在する条件のもとで、表面含浸材の成分とコン
クリートのカルシウム分が反応してケイ酸カルシウム
を主体としたC-S-H（カルシウムシリケート水和物）
が生成され、これが空隙やひびわれに充填されること
で表層をち密化させます。
　製品の主成分であるシリケートイオン（SiO44-）は、
シリカサンドなどのシリカ化合物とアルカリ金属を含
む炭酸塩とを反応させ、高温や高圧などの処理を経て
製造されます。このため、多くの製品はアルカリ金属

イオンを含んだ状態で販売されています。このアルカ
リにはリチウムやナトリウムなどが用いられます。ケ
イ酸ナトリウムが親水性であるのに対し、ケイ酸リチ
ウムは難溶性で溶けにくく、細孔充填性が高いとされ
ています。また、リチウムは塩分と吸着しやすく、拡
散抑制効果が期待される４）特徴がありますが、製品
コストはやや高めの傾向にあります。

　（3）その他

　その他としては、油のような有機樹脂系、コンクリ
ートではなく鋼材腐食を抑える目的に使用される亜硝
酸塩系などがあります。
　また、最近は、シランとケイ酸塩の両方の効果を兼
ね揃えたミックスタイプや、効果をより大きく発現さ
せることを目的に特殊な触媒材料が組み込まれたタイ
プなど、様々な製品があります。詳細は、製造メーカ
ーへお問い合わせください。

Ｑ３：シラン系には、水系、溶剤系、無溶剤系

があったり、中にはフッ素が組み込まれ

ている製品もありますが、それぞれの違

いは。

Ａ３：シラン系の主成分は、シリコーンやシランです
が、コンクリートへの浸透性を高めるには、主成分を
希釈し、流動性を高める必要があります。
　水系とは、水で希釈されたものをいいます。溶剤系
とは、労働安全衛生法の有機溶剤中毒予防規則に掲げ
られている有機溶剤で希釈されたもののうち、希釈に
使用された溶剤の重量が表面含浸材全体の５％以上の
ものを指します。無溶剤系とは、上記のいずれにも該
当しないものをいいます。希釈に用いられる有機溶剤
の重量が表面含浸材全体の５％未満のもの、規則に掲
げられていない溶剤で希釈されたもの（使用量は問わ
ない）が、それにあたります。
　これらの主な特徴を整理すると表－１３）のように
なります。水系の大きな特徴は、環境に与える負荷が
小さく、人体への危険性が小さいことです。そのため、
環境汚染対策として広く推奨されております。しかし、
施工後、効果が発現するまでに凍結の恐れがある場合
は、溶剤系や無溶剤系の表面含浸材の選択が有効と言
えます。
　また、フッ素は、防汚性に優れる特徴を有していま
す。そのため、表面の汚れ防止を重視する構造物に適
用されることがあります。

表－１　水系と溶剤系の主な比較３）

図－３　ケイ酸塩系の固化層形成機構
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　Ｑ４：紫外線の影響はあるのでしょうか。

Ａ４：紫外線は、塗装やウレタンなどの有機材料を劣
化させることで知られています。シラン系は、撥水の
役割を担うアルキル基に炭素原子が含まれていますの
で、紫外線の影響を受けます。コンクリート表面は紫
外線を浴びる部位のため、表面に固着している表面含
浸材の寿命は短く、早ければ２年で表面の撥水効果は
損失します５）。しかし、コンクリートの内部は紫外線
の影響を受けにくく、製品によっては、施工から20年
を経ても内部の撥水機能が保持される場合もあります
６）。ケイ酸塩系は炭素原子を含まない無機系のため紫
外線の影響は受けません。

Ｑ５：表面含浸材によるコストの縮減効果はど

のくらいでしょうか。

Ａ５：構造物の種類や部位ならびに表面含浸材の材工
単価によって異なりますので、ケースバイケースです。
ここでは、橋長73mの B橋を事例に取り上げ、スケ
ーリングの被害を受けやすい地覆（車道タイプ）をモ
デルに試算した結果７）を紹介します。図－４に示す
ように、塗布面を凍結防止剤の影響を受けやすい内側
に限定したケース１、地覆全面を塗布面としたケース
２、それぞれについて大まかな試算を行ったものです。
　図－５はその結果です。地覆を全て打ち換えるのに
要する費用を１とした場合、表面含浸材の施工に要す
る費用は、表面含浸材の材工単価が1,500 ～ 3,500円の
範囲においては、ケース１では0.03 ～ 0.05、ケース２
は塗布面積が増え、さらに足場工も新設したことから、
ケース１の約2.6 ～ 3.4倍となりました。
　この結果をもとに、仮に供用年数を100年に設定し、
表面含浸材を適用することで得られるコスト縮減効果
を、地覆打ち換え１回の費用と対比して整理したもの
が図－６です。表面含浸材の施工によって初期コスト
はアップしますが、本事例の場合、ケース１は塗り替
え年数を３～６年以上、ケース２は10 ～ 15年以上に
設定することで効果が表れてきます。材工単価が高い
表面含浸材を使用する際は、塗り替え年数を長く設定
する必要があります。
　上記の試算はあくまでも一例で、施工方法によって
得られる効果は変わってきます。例えば、ケース２は、
足場が必要な外側（図－４の500と200の範囲）には効
果の持続性を、内側（図－４の300と600の範囲）は材

工単価を重視した表面含浸材を施工する、といったよ
うに外側と内側で製品を使い分ける方法もあります。
　塗り替え年数の設定で大切なことは、経済性はもち
ろんのこと、道路管理者が期待する効果（遮塩やスケ
ーリング抑制など）の持続期間をもって、それを決定
することです。効果の持続性については、道内の国道
５箇所の橋梁に14種類の表面含浸材を試験施工し、現
在、耐久性に関する追跡調査を継続的に行っていると
ころです。当面はまだ不十分ですが、既存資料により
判断することになります。
　なお、土木学会コンクリートの表面被覆および表面
改質技術研究小委員会では、製造メーカーに対して、
塗り替え年数に関するアンケート調査を行っており、
来春に開催される予定の報告会で、その結果が公表さ
れることになっております。それらも参考になると考
えています。

図－５　試算の結果

図－４　試算に用いた構造物のモデル（車道地覆）
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Ｑ６：コスト以外に、表面含浸材の採用によっ

て得られる主なメリットを教えてくださ

い。

Ａ６：まず、塩分や吸水に起因する劣化（鉄筋腐食や
凍害など）の進行を抑える効果が挙げられます。
　鉄筋腐食は、塩化物イオンやアルカリ濃度の低下に
よって鉄筋の不動態被膜が破壊され、水と酸素が存在
する条件下で腐食電流が通電し、劣化に至るとされて
おり、腐食電流の抑制が期待されます。新設時からの
遮塩対策は、将来、部分的な補修を施した際、電気抵
抗が大きい補修箇所と、内在する塩分の影響で電気抵
抗が低下している既存コンクリートとの間で生ずる巨
視的な腐食電流によるマクロセル腐食の抑制策として
も有効と思われます。図－７は、静岡県の沿岸部で実
施された暴露実験結果です８）。実験に使用されたコン
クリートは、W/C=55％（普通ポルト）と一般的な配
合ですが、遮塩効果は15年経過しても持続しているこ
とがわかります。このことから、既存のコンクリート
材料や配合設計資料を活かした遮塩対策が可能になる
メリットが期待されます。また、かぶり不足といった
施工不良への対応策としても有効と考えられます。
　一方で、シラン系の表面含浸材を使用すると環境に
よっては中性化が若干進行しやすい９）との報告もあ
ります。しかし、吸水は抑制されますので、腐食電流
を抑える相応の効果は得られるものと考えられます。
　凍害の劣化機構には多くの説があります。基本とな
る一般説は、供給された水分が凍結・膨脹し、その膨
脹圧によって未凍結水が押し出される挙動が繰り返し
発生することで組織が損傷に至る水圧説とされていま
す。また、凍結防止剤などの塩分との複合作用によっ
て表層が激しく剥離するスケーリングについても、塩
分濃度の増大によってコンクリートの飽水度が高まる

図－６　試算における供用100年間のコスト縮減効果

　　 図－７　凍結融解を受けない海洋環境下に

　　　　　　 15年間暴露した試験結果の一例８）
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浸透圧説や、過冷却の影響で凍結速度が早まるため、
といった多くの説10）があります。いずれにおいても、
外部からの供給水が劣化の主因である点は共通してお
り、効果が期待されるところです。
　ただし、幾つか留意点はあります。例えば、シラン
系は撥水機能を有しますが、表層はち密化されません
ので、水の圧入に対する抵抗性は改善されません。雨
が降りかかる程度でしたら問題はありませんが、水が
滞留しやすい環境では、図－８11）に示すように、表
層が飽和状態を迎えた後、スケーリングが加速的に進
むことが懸念されます。このような環境ではシラン系
ではなく別な材料の選択が望ましいと思われます。
　コンクリート中の水分を大気中へ逸散させることが
可能なシラン系は、アルカリ骨材反応対策として期待
されることもあります。ケイ酸塩系は、施工で生じた
微細なひび割れを充填する対策として有効ですが、ひ
びわれ追従性を有しておりませんので、進展性のある
未収束のひびわれへの適用は困難です。また、ケイ酸
塩系はアルカリを含んでおりますので、適用にあたっ
てはアルカリ骨材反応への配慮が必要となります。
　その他としては、Ａ１で述べた外観の保持性もあげ
られます。さらに、これら材料の特徴を理解し、適切
な施工を行うことで構造物の延命を図ることができれ
ば、コンクリートの打ち換えが不要になりますので、
産業廃棄物の縮減も期待されます。

Ｑ７：表面含浸材の製品の選び方について、留

意すべき点を教えてください。（○○とい

う製品を使いたいのだが大丈夫だろう

か？…等）

Ａ７：これまでの技術相談で最も多かった内容がこの

質問です。選定方法については全国的に様々な意見が
ありますが、本稿では主な回答内容について述べるこ
ととします。

　（1）表面含浸材の種類を決める

　まず、目的を整理し、表面含浸材の種類（シラン系、
ケイ酸塩系、その他）を決めます。シラン系は、水系、
溶剤系、無溶剤系の選定もあわせて行います。
　表－２に現段階での収集文献４）５）６）８）９）11）12）13）をも
とに整理した表面含浸材の適用性の一例を示します。
このような表を参考に種類を決めます。例えば、遮塩
性を重視する場合は、シラン系やケイ酸リチウム系が
選択肢にあげられます。凍害（スケーリングなど）を
重視する場合は基本的にいずれも適用は可ですが、水
分の供給形態や構造物の立地条件を考慮した選定が必
要になります。
　また、将来の塗り替えを見据えた選定を行う必要が
あります。例えば、シラン系を施工した表面へのケイ
酸塩系の上塗り施工は、内部に残存するシラン成分が、
ケイ酸塩成分の流動の媒体に使用される水の浸透を拒
む理由から困難と言えます。

　（2）製品をリストアップする

　表面含浸材の種類が決まりましたら、製品の選定に
移ります。考えられる主な選定方法として以下の４つ
があげられます。
　①　新技術情報提供システム（NETIS）を活用

　②　他の現場で施工された実績がある材料を採用

　③　北海道開発土木研究所など公的機関のデータ

（室内試験、暴露実験、試験施工）を参考に選定

　④　その他

　なお、表面含浸材は土木だけでなく、建築の分野で

図－８　一面凍結融解試験結果一例11）

表－２　収集した主な文献４）５）６）８）９）11）12）13）から整理した適用性
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も使用されております。そのため、選定した材料が土
木用であるかの確認が必要です。

　（3）製品の信頼性をチェックする

　製品の信頼性を確認するため、製品の試験成績書、
施工実績書、第三者機関の評定結果といった技術資料
を取り寄せます。しかし、現在のところ統一した評価
手法が定まっておりません。そのため、試験成績書は
当面の間、一般に知られる幾つかの規格や基準とを照
らし合わせ、標準的な製品かをチェックする参考資料
として扱います。
　なお、規格類については、土木学会コンクリートの
表面被覆および表面改質技術研究小委員会が、各公的
機関で公表されている資料を整理し、とりまとめた報
告書14）があります。基準は各機関毎に設定されてい
るのが現状で、他にも製造メーカーが独自に設定して
いる基準もあります。近年は、2005年制定のコンクリ
ート標準示方書「規準編」に、表面含浸材の試験方法
（案）（JSCE-K-571、以下の①～⑦）が制定されるなど、
評価手法の整備は徐々に進みつつあります。
　①　外観観察

　②　含浸深さ（シラン系のみ）

　③　透水量（透水比）

　④　吸水率試験

　⑤　透湿度試験

　⑥　中性化に対する抵抗性試験

　⑦　塩化物イオン浸透に対する抵抗性試験

　しかし、ケイ酸塩系の含浸深さの測定法や耐凍害性
に関する試験法には触れられていない等、課題も残さ
れています。製造メーカーによっては走査型顕微鏡を
用いてケイ酸塩系の含浸深さを測定したり、JIS-A-1148
や ASTM-C-672に準じて凍結融解試験を行う等、独
自の方法で評価を行っているところもあります。
　施工実績書では、施工の目的（（1）で整理した目的
と合致するか）、施工された構造物の立地環境、施工
環境や施工手順などの仕様をチェックします。北海道
で使用する場合は寒冷地での実績を有することが望ま
しいです。また、単に施工だけの資料だけではなく、
耐久性照査のため、施工後の追跡調査データの有無に
ついてもあわせて確認します。

　（4）選定した製品の製造メーカーへ照会する

　表面保護工法設計施工指針（案）１）では、施工は製
造メーカーが指定する方法によって行うこととされて
います。このため、現場の条件（例えば以下の①～⑤）

を製造メーカーに提示し、施工性に関する照会を行い
ます。
　①　施工の目的、発生を抑えたい劣化の種類

　　　（希望する条件に見合う製品か）

　②　構造物の種類とおかれている環境

　　　（塩分の供給環境、寒冷地、摩耗の可能性、水

の供給形態など）

　③　表面含浸材の施工部位、材齢、コンクリートの

水セメント比やセメントの種類

　　　（表面の硬さやコンクリートの組織によって含

浸性は異なる）

　④　下地の状態、既設の場合はコンクリートの状態

　　　（断面補修を行う必要はあるか、劣化状況など）

　⑤　塗り替えの年数

　　　（発注者が要求する年数と合致するか、Ａ５参照）

　その結果、有効性が確認された製品の中でコストな
ど詳細な比較を行い、決定することとなります。

　（5）必要があれば、実施工において所要の性能が発

揮されるかを事前に確認する

　前項（4）の③に記しましたが、表面含浸材の施工
性はコンクリートの配合など品質の影響を受けます。
　そのため、現地で使用が予定されているコンクリー
トを用いて供試体を作製し、含浸性や含浸深さおよび
透水比などを事前に確認することが望ましいです。ま
た、構造物の重要度から更に詳細な確認を必要とする
場合は、これに加えてその要求する性能を有している
かを確認することも有効と言えます。

　Ｑ８：表面含浸材の施工留意点を教えてください。

Ａ８：表面含浸材施工手順を図－９15）に示します。
　事前調査では、天候や気温を確認します。シラン系
は晴天時の施工が原則で、通常は施工条件として、コ
ンクリートの表面水分率の上限が設定されています。
コンクリートが湿潤状態にあると、反応が瞬時に起こ
り、含浸しにくくなることが理由です。一方、ケイ酸
塩系は、水分を媒体にして浸透する材料のため、施工
は湿潤状態で行われます。そのため、製品によっては
雨天時も施工は可能です。ただし、例外もあり、乾燥
状態で施工される製品（シラン成分がミックスされた
タイプなど）もあります。また、施工時の温度にも制
約がありますので、仕様で確認する必要があります。
　前処理では、施工前のコンクリートの状態を確認し
ます。新設構造物では、型枠に塗布される剥離剤など
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の油がコンクリートに付着したままの状態で施工を行
うと、剥離剤が抵抗となり、含浸しないことが懸念さ
れます。含浸のしやすさは、脱型直後の新設構造物と
暫く時間を置いた既設構造物では異なり、一般には乾
燥が進んでいる後者の方が浸透しやすい傾向にありま
すが、既設の場合は損傷の度合によっては劣化が促さ
れる場合もありますので、施工の際は表面の劣化状況
の確認が特に必要です。
　含浸工は、前述したように、製造メーカーが指定す
る方法に基づいて行われます。一般に、含浸深さがよ
り深いほど効果は期待されますが、含浸深さを仕様で
規定することは困難なため、所要の材料が計量、使用
されているか、確実に含浸されているか（液だれを起
こしていないか）などをチェックします。含浸深さの
確認は、構造物からのコア採取を要しますので、打設
の際、あらかじめテストピースを作製し、含浸深さを
推測する方法もあります。
　施工後の養生方法も、製造メーカーにより異なりま
す。シラン系は乾燥状態におくことが原則で、１～２
日間シート等で覆い、雨水からの保護を必要とする製
品もあれば、養生は不要でそのまま曝してもよいとす
る製品もあります。一方、ケイ酸塩系は湿潤環境下で
反応速度が速まるため、水分の補給量は多ければ多い
ほど効果的とされます。しかし、実施工では限界があ

りますので、通常は水を数回ほど散布し、その後は雨
水など自然に供給される水分に委ねることになりま
す。このため、シラン系とは対照的にケイ酸塩系の反
応は緩慢に進むため、効果の発現に時間を要する場合
があります。
　また、使用した製品の種類や製品名は、後の塗り替
えを検討する上で不可欠な情報のため、記録しておく
必要があります。

　表面含浸材に関しては、評価手法や効果の持続性な
ど検討および解決しなければならない課題が未だ残さ
れております。今後も引き続き、調査・研究を継続し、
情報を整理していきたいと考えています。

（文責：遠藤　裕丈）
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