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約40年を経た寒冷地コンクリート防波堤での複合劣化（塩分と凍結融解）調査
Investigation of Combine Deterioration with Breakwater Concrete in Cold Region
which Passed from Construction for About 40 Years
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塩分供給と凍結融解の作用を複合的に受ける寒冷地沿岸部のコンクリート構造物の劣化予測を適切
に行う上で不可欠な、自然環境下での劣化挙動および経年的な劣化進行速度の把握を目的に、建設か
ら約40年を経た寒冷地のコンクリート防波堤にて調査を実施した。配合推定で調べた W/C の値およ
び EPMA 画像から推算した CaO 濃度は剥離度と相関が高く、劣化予測バロメータとして有用性が高
いことを明らかにした。また、表面剥離が懸念される構造物での塩化物イオン浸透深さの評価にあた
っては、剥離で欠損した表層の深さを加算し、補正することが望ましいことを提唱した。
《キーワード：海洋コンクリート、複合劣化、配合推定、EPMA、蛍光エポキシ》
A study of deterioration was conducted in concrete breakwater which passed from construction
for about 40 years. The purpose of the study was to clarify changes in the performance of concrete
that had been subjected to combined deterioration due to salt and frost damage in the natural
environment. The results of the study were as follows: There was a close correlation between
water cement ratio and the degree of scaling based on mix proportion estimation. The calcium
oxide concentration found by electron probe micro analyzer was also highly related to the degree
of scaling. These values are useful barometers in predicting scaling deterioration. It is necessary to
correct the scaling depth to verify the extent of chloride ion inﬁltration of a concrete structure
with a risk of scaling. This is because the surface level shifts toward the depth direction as a result
of the scaling.
《Keywords：oﬀshore concrete，combine deterioration，mix proportion estimation，electron probe
micro analyzer，ﬂuorescent epoxy》
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１．まえがき
近年の構造物の設計、維持管理においては、ライフ
サイクルコスト（初期建設費、維持管理費、補修補強
費、撤去費の合計）の低減が強く求められている。こ
のため、供用期間中の構造物の劣化予測を適切に行い、
効果的で経済的な維持管理計画を立て、構造物を良好
な状態で長く使いこなす必要性が年々高まっている。
これらの計画は、図－１１） に示すライフサイクルデ
ザイン（コストと性能の両面を検討範囲とした管理計
画）によって策定される。その手順は、管理の目安と
なる性能水準を定め、劣化予測データをもとに描いた

図－１

ライフサイクルデザイン策定イメージ１）

性能低下曲線に基づいて計画の立案や補修工法の検討
が行われる。この性能低下曲線の精度は、ライフサイ
クルデザインの信頼性に大きく影響する。
寒冷地の海洋コンクリート構造物は、海水中の塩分
と凍結融解作用による複合劣化（表面剥離２） など）
を受けやすい苛酷な環境に曝されている。しかし、こ
のような組み合わせの複合劣化が考慮されたライフサ
イクルデザインの策定手法は未だ確立に至っていな
い。この理由の一つに、設計に必要な性能低下曲線を
描くには自然環境下でのコンクリートの性能変化を明
らかにする必要があり、これに関しては屋外暴露試験
によって比較検討がなされるのが一般的であるが、

図－２

調査対象構造物の位置

種々の環境の影響を総括的に扱った暴露試験や調査事
例が少ないことがあげられる。特に、
凍害に関しては、
温度変化に加えて水分の供給条件や供試体の設置場所
が結果に大きく影響するなど暴露試験の難しさも指摘
されている３）。
そこで筆者らは、被害を受けた構造物から試料を採
取し、実際の自然環境下におけるコンクリートの複合
劣化機構および劣化の進行速度を把握する研究を進め
ている。本報では、約40年を経た防波堤で実施した調
査の結果を報告するとともに、過年度に行った10数年
経過した防波堤での調査４）
（以下「過年度の調査」と記）
で得た成果も盛り込んで包括的な考察を行った。
２．調査概要
２．
１

調査対象構造物の選定

図－３
２．２

留萌港南防波堤（外港地区）調査箇所

過去40年間の留萌の冬期の環境

図－４に気象庁のアメダスデータをもとに留萌の過

調査対象構造物の条件は、嵩上や補修が行われてい

去40年間の積算寒度や凍結融解回数を調べた結果を示

ない建設から40年以上経過した防波堤とし、本研究で

す。本検討では、コンクリートの凍結温度を ‑2℃５）

は留萌港南防波堤（昭和40年前後に建設）を選定した。

とし、‑2℃からプラスに転じた回数をカウントしてい

図－２および３に調査対象構造物の位置と調査箇所を

る。積算寒度と凍結融解回数の１シーズン（11月1日

示す。なお、位置図には留萌港に加え、過年度に調査

〜翌年3月31日）の平均値は410℃・day、73.6回であ

した防波堤も併記している。

った。変動係数は約20％で、平均値からの変動幅は
±180℃・day、±20回であった。各年の日最低温度を
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図－４

過去40年間の留萌の冬期の環境

調べた結果も併せて示す。全データを集計し、平均値

任意に選定した。写真－１に選定した天端の状況を示

を算出した結果、日最低温度が凍結温度に達しない

す。

‑2℃以上の日数は1シーズンの28％で、残り72％すな

本検討では剥離の程度を定量的に表す指標として剥

わち109日間は凍結温度に到達する傾向にあった。109

離度６） を用いることとした。剥離度は、図－５に示

日間の最低温度の頻度を分析したところ、‑2 〜 ‑5℃

すように50×50㎝の方形フレーム枠を天端面に据付

が36日間（１シーズンの24％）
、
‑5 〜 ‑10℃が50日間（33

け、枠内に占める剥離面積率（％）と平均剥離深さ（㎜）

％）
、‑10 〜 ‑15℃が18日間（12％）
、‑15 〜 ‑20℃が4

との積で定義される。本研究では、非接触の3次元デ

日間（3％）、‑20 〜 ‑25℃が1日間（0.3％）であった。

ジタイザを使用し、測定データを解析ソフトに取り込

２．
３

んで剥離度の計算を行った。

調査および分析方法

外観上、表面剥離が著しい防波堤上部工天端（以下、

調査は、天端から下方向へのコアリングを行って

単に天端と記）を2箇所、被害が比較的軽微な天端を2

φ150×400㎜のコア試料を採取し、①セメント協会法

箇所、その中間程度の被害の天端を1箇所、計5箇所を

F-18による配合推定、②リニアトラバース法による気
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【手順１】スキャニング治具設置

【手順２】スキャニング

【手順３】解析・計算

写真－１
20

コンクリート面の剥離状況

図－５

剥離度の定義６）および測定手順
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写真－２

剥離度の測定状況

（機材が風でぶれぬようテントを張って測定）
表－１

試験に用いたコアの部位

図－６

配合推定による W/C と剥離度の関係
（過年度のデータもあわせて表示）

泡分布測定、③表層組織の EPMA 分析、④超音波伝
播速度による凍害深さ測定、⑤蛍光エポキシ樹脂によ
るひびわれ観察、⑥中性化深さ測定、⑦塩分量測定を
行った。表－１に試験に用いたコア部位を示す。なお、
④と⑤は深さ100㎜もしくは200㎜までに範囲を限定
し、結果を述べる。
図－７

剥離度の経年変化

３．結果及び考察
３．
１

設から10数年後に約2.5㎜に達するものの、その後約

表面剥離の進行性

（１）剥離に及ぼす水セメント比の影響

30年間は大きな変化が殆どみられない。一方、推定

図－６に配合推定で得た防波堤コンクリートの水セ

W/C=65％においては10数年後に約8㎜となり、それ

メント比（W/C）と剥離度の関係を示す。図には、

以降も剥離度は増加し、約40年後には25 〜 30㎜に達

過年度の調査で得たデータも併せてプロットしてい

している。このことは、剥離の進行が比較的緩慢な傾

る。使われたセメントはいずれも高炉セメント B 種

向から顕著な傾向へと転ずる推定 W/C が55 〜 65％

である。過年度の調査

４）

では推定 W/C と剥離度は良

の領域に存在することを示唆する。55 〜 65％間の詳

い相関を示し、W/C（％）を x、剥離度（㎜）を y

細な傾向はデータ数が少なく把握には至らなかった

2

と す る と、y=0.37x‑18.02（R =0.875） の 回 帰 式 が 得

が、推定 W/C と剥離度の相関は十分高いことから、

られているが、留萌港においても、推定 W/C=55 〜

構造物の W/C を推定することで将来的な剥離の進行

2

65 ％ の 領 域 で は、y=2.43x‑133.5（R =0.919） の 回 帰
式が得られ、W/C と剥離度との相関性は経年的に保
持されることが確認された。

性を予測することは可能と考えられる。
凍害による剥離の欠損深さについて、土木学会の自
己充てん型高強度高耐久コンクリート構造物設計施工

図－７は経過年数を表す z 軸を設け、剥離度の経年

指針（案）では、粗骨材の剥落を防ぐ観点から、粗骨

変化を整理したものである。推定 W/C=55％では建

材の最小寸法の1/2にあたる2.5㎜が判定基準として提
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案されている ７）。これに基づいて、剥離度の上限を

表－２

気泡分布の測定結果（留萌港）

2.5㎜に設定し、推定 W/C の許容範囲を図－６より調
べたところ、55％以下であった。土木学会コンクリー
ト標準示方書８） では海水などの影響でスケーリング
が生じるおそれがある場合、W/C を45％以下にする
よう推奨している。推定 W/C の誤差範囲が10％程度９）
とされることを踏まえると、示方書の推奨値は概ね妥

ら剥離度が大きい順に示している。マッピング色は、

当な値といえる。

濃度が高い順に白、ピンク、赤、黄、緑、水色、青、
黒で表している。酸化カルシウム（CaO）の濃度は、

（２）剥離に及ぼす気泡分布の影響
表－２に気泡分布の測定結果を示す。推定 W/C も

コンクリート組織がち密なほど一般に高い値を示す。

併記する。気泡間隔係数はいずれも耐凍害性に有効と

剥離度が30.9㎜と24.1㎜は全体的に黄（30 〜 37.5％）

される0 〜 0.25㎜を上回っていた。この中で気泡分布

を 呈 し、 剥 離 度6.64㎜、5.03㎜、0.42㎜ は 赤（37.5 〜

が比較的良好な傾向にあったコンクリートの空気量は

45％）と黄の混在もしくは赤が主体のマップを示した。

7.5％、気泡間隔係数は0.28㎜であるが、剥離度は30.9

また、深さ数ミリの極表層では緑および青の呈色がみ

㎜と最も大きかった。

られ、濃度低下が認められた。これは、海水によるカ

両者の関係について、W/C が一律同じ条件下では
空気量6％のコンクリートの剥離度は空気量0％の約半
分、10％では0％の1/5程度に減少する報告

10）

ルシウムの溶脱が考えられる。
次に塩化物イオン（Cl‑）の濃度について述べる。

と、空

CaO マップにて緑および青を呈した極表層（CaO 濃

気量2 〜 5％の条件下では剥離に及ぼす空気量の影響

度は30％以下）は青を呈し、その直下には緑や黄の高

は小さく、剥離度は W/C と凍結温度にほぼ依存する

濃度領域（3 〜 5％）が形成されている。これは、

報告

11）

がある。空気量の設定範囲は前者が10％で後

CaO 濃度が高い密実なペーストによって海水の拡散

者は3％と異なるため、一概に比較することは難しい

が抑制されたことによる塩化物イオンの濃縮12） と思

が、本研究の結果はどちらかと言うと、後者の報告に

われる。また、骨材界面（剥離度30.9㎜、24.1㎜）や

近い内容であった。

ひびわれ（剥離度5.03㎜）は、緑や黄ではなく、それ
よりも濃度が数％小さい青色を呈し、周辺組織とは同

（３）剥離に及ぼす CaO 濃度の影響
写真－３に EPMA 分析の結果を示す。写真は左か

写真－３
22

色を示さなかった。これらの箇所は海水が浸透しやす

EPMA 分析結果（留萌港）
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い状態にあると思われる。
これらから、表面剥離機構の一つとして、カルシウ
ムの溶脱で組織が粗になった表層や骨材周辺の遷移帯
およびひびわれへ浸透した海水による凍結膨脹破壊が
推察される。
図－８は EPMA 画像からの推算 CaO 濃度と剥離度
の関係を調べた結果である。ここでは、過年度調査４）の
データも併せて示す。計算は白 =56.25％（=（60+52.5）
/2）
、ピンク =48.75％、赤 =41.25％、黄 =33.75％、緑
=26.25％、水色 =18.75％、青 =11.25％、黒 =3.75％（骨
材を除く）として行っている。剥離度が小さいコンク
リートほど CaO 濃度は高い傾向にあり、配合推定に
よる W/C 同様、EPMA 画像からの推算 CaO 濃度と
剥離度との相関関係も経年的に保持されることが明ら
かとなった。
３．
２

図－８

EPMA 画像から推算した CaO と剥離度の関係

表層組織の劣化度診断
クリートの断面にブラックライトを当て、映し出され

（１）超音波伝播速度
図－９に超音波伝播速度の測定結果を示す。図－10

る蛍光色から粗な組織の存在を肉眼で確認する試験で

に示すように剥離面から深さ方向へ10㎜毎に測定を行

ある。写真の下に示す図は樹脂が注入された箇所を黒

っているが、ここでは剥離度を加算し、健全面からの

色で表示したもので、写真の蛍光色に対応している。

距離で表示している。

剥離度30.9㎜と24.1㎜の表層には、骨材の界面に粗

剥離面の極表層では伝播速度が局所的に低い。剥離

めな領域が見受けられる（矢印）。この界面に海水が

度が大きい30.9㎜（極表層は損傷が激しく測定不能）

浸透し、骨材とモルタルとの付着が失われ、粗骨材が

と24.1㎜では、この傾向が特に顕著に表れている。健

露出する程の激しい剥離（写真－１）に至ったものと

全なコンクリートの一般的な超音波伝播速度4000 〜

推察される。

13）

5000m/s （4 〜 5㎞ /s）を目安に伝播速度の低下域

一方、残りの3天端においても、骨材界面にはやや

を調べたところ、いずれも健全面から概ね100㎜未満

粗な領域は見受けられるものの、剥離度は前者の1/5

の範囲であった。

以下である。これは、図－６、８で示した推定 W/C
および CaO 濃度の効果によって、骨材界面の損傷の

（２）蛍光エポキシ樹脂による組織観察
図－11に蛍光エポキシ樹脂による組織観察の結果を

進行が抑えられたことを示しており、推定 W/C と

示す。これは、欠陥部へ蛍光樹脂を含浸させて、コン

CaO 濃度が剥離の進行性を左右する重要な要素であ

図－９
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超音波伝播速度測定結果（留萌港）
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ることが改めて明らかとなった。
（３）中性化深さ
図－12に中性化深さの測定結果を示す。超音波伝播
速度と同様に剥離度を加算し、健全面からの距離で表
示している。中性化深さは剥離度30.9㎜および24.1㎜
の天端では最大60 〜 80㎜、剥離度6.64㎜では最大30
㎜程度、剥離度5.03㎜と0.42㎜では10㎜未満で、剥離
度にほぼ対応する傾向が示された。
また、剥離度0.42㎜を除くと、中性化深さは一様で
はなく、20㎜程度のムラが認められた。これは、複合
劣化が生じた欠陥部へ集中的に劣化因子が浸透したた
めと考えられる。これらのことは、剥離度が大きいコ

図－10

本論文における深さの表示方法

ンクリートほど組織の密実度が低く、他の劣化を受け
やすいことを示唆する。

向にあった図－12の結果から中性化の影響も推察され

（４）塩化物イオンの浸透量および拡散係数

る。

図－13に塩化物イオン量の測定結果を示す。深さは

表－３に実測値を用いて Fick の拡散方程式より計

剥離度を加算して健全面からの距離で表示している。

算した拡散係数を示す。計算に必要な W/C と t（経過

４）

過年度の調査 （剥離度は0.26 〜 8.63㎜）では、健全

年数）は、W/C は配合推定値、t は40年として計算を

面から深さ100㎜までの範囲で塩化物イオンの浸透が

行った。表には土木学会コンクリート標準示方書14）

認められたが、今回の調査では剥離度が最も小さい

の推定式より計算した値も併記する。剥離度24.1㎜は

0.42㎜でも深さ100㎜で0.13％（3.0kg/ ㎥）となってお

示方書値の1.25倍の拡散係数が得られ、他の天端は計

り、深さ100㎜以下の領域へも塩化物イオンが浸透し

算値以下であった。

ていることがわかった。深さ100㎜の塩化物イオン量

塩分浸透予測は通常、Fick の拡散方程式から得ら

は天端の剥離が激しい防波堤ほど大きく、複合劣化に

れる図－14の青線をもって評価が行われる。しかし、

及ぼす海水と凍結融解の影響が明確に表れている。一

劣化調査での表面の塩化物イオン量（Co）は健全面

方で、表面（剥離面）の塩化物イオン量は剥離度が小

ではなく、剥離面の値が用いられる。そのため、本来

さい0.42㎜が最も多い結果となっている。これは、

は、欠損深さ分だけグラフをスライドさせ、t は建造

EPMA で述べた塩化物イオンの濃縮が一つ考えられ

年数ではなく、健全面が失われてからの経過年数を代

る。また、剥離度が大きいほど中性化深さが大きい傾

入し、図－14の赤線をもって評価することが望ましい

図－11
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蛍光エポキシ樹脂試験による観察の結果（留萌港）
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図－13

表－３

図－12

塩化物イオン量測定結果

塩化物イオン拡散係数計算結果（留萌港）

中性化深さ測定結果（留萌港）

と考える。Fick の拡散方程式では、塩分浸透速度を
一定とした場合、t と拡散係数は互いに反比例の関係
にあり、t を減ずると実測拡散係数は増加するため、
示方書の推定式との差は広がり、厳しい側に評価され
ることになる。しかしながら、剥離面の露出時期の推
定は現時点では困難で、議論の余地が残る。そのため
には、剥離の進行予測を行うための図－７の精度向上
が肝要で、これについては今後もデータの蓄積を継続
し、整理していく予定である。
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図－14

塩分浸透に及ぼす表面剥離の影響（概念図）
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４．まとめ
自然環境下における経年的な複合劣化の進行挙動の
把握を目的に、約40年経た留萌港南防波堤にて調査を
実施するとともに、過年度の調査で得た結果との比較

３）自然環境とコンクリート性能評価に関するシンポ
ジウム委員会報告書、p.14、日本コンクリート工
学協会、2005.6
４）遠藤裕丈、田口史雄、嶋田久俊、渥美洋一、窪内

を行った。本調査の範囲で得た知見を以下に示す。

篤、星俊彦、太田利隆、佐伯昇：建設から10数年

（1）配合推定で得た W/C と剥離度は相関が高く、こ

経過したコンクリート防波堤での表面剥離調査、

の関係は経年的に保持される傾向にあり、推定
W/C による将来的な表面剥離の進行予測は可能
と考えられる。
（2）剥離度に及ぼす影響は、W/C の方が気泡間隔係
数に比べると高い。
（3）過年度の調査では、組織のち密さを表す CaO 濃

北海道開発土木研究所月報、2005.1
５）コンクリート技術の要点 '99、p.155、日本コンク
リート工学協会、1999
６）海洋環境下におけるコンクリートの耐久性向上技
術検討業務報告書、p.20、北海道開発局港湾建設
課、寒地港湾技術研究センター、2000.3

度は、剥離度が小さいコンクリートほど高い傾向

７）コンクリートライブラリー 105、自己充てん型高

にあったが、約40年経過後のコンクリートにおい

強度高耐久コンクリート構造物設計・施工指針

ても同様の結果が得られ、剥離度と CaO 濃度と
の高い相関性が実証された。
（4）健全なコンクリートの超音波伝播速度とされる
4000 〜 5000m/s（４〜５㎞ /s）を目安に伝播速
度の低下深さを調べたところ、いずれの天端とも

（案）、p.332-333、土木学会、2001
８）2002年版コンクリート標準示方書「施工編」
、
p.82、土木学会、2002
９）コンクリートの診断技術 '02、基礎編、p.136、日
本コンクリート工学協会、2002.1

剥離が生ずる前の健全面から概ね100㎜以内であ

10）文献６）、p. 委 -32

った。

11）桂修：過冷却現象を考慮したコンクリートの凍害

（5）蛍光エポキシ樹脂を用いてコンクリート組織を肉
眼で観察したところ、骨材界面は比較的粗い傾向
にあった。
（6）中性化深さは一部のコアで誤差が認められた。こ
の誤差は、複合劣化によって生じた欠陥部へ集中

機構に関する研究、p.121、学位論文、1999.9
12）J.Stark and B.Wicht：DAUERHAFTIGKEIT
VON BETON
13）文献９）、p.106
14）文献８）、p.80

的に劣化因子が浸透した影響で形成されたものと
考えられる。
（7）コンクリート内部の塩化物イオン量は、天端の剥
離が激しい防波堤ほど大きい傾向にあった。
（8）表面剥離が懸念される構造物での塩化物イオン浸
透性の性能照査は、剥離による欠損分を考慮した
深さ補正が望ましいと考える。
謝辞：現地調査に当たっては、北海道開発局留萌開発
建設部留萌港湾事務所佐藤調査試験係長をはじめ関係
各位に多大な御協力をいただきました。剥離度の測定
では日本データサービス㈱の木村博史氏に大変御世話
になりました。ここに謝意を表します。
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２）林正一、鮎田耕一：コンクリート工学「耐久性寒
中コンクリート詳説」
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