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ウレタンで被覆補修した沿岸コンクリート部材の耐久性調査
Durability Investigation of Coastal Concrete Members Repaired by Urethane
遠藤

裕丈＊

田口
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コンクリート構造物の耐久性向上と長寿命化の重要性に鑑み、水や塩化物イオンなどの劣化因子の
侵入を抑制する機能を有する種々の表面保護工法が開発・適用されている。その一つにウレタン被覆
材がある。ウレタンは耐水性、伸び性能に優れ、吹き付け施工のため部材の形状が複雑でも継ぎ目な
く連続的な施工が行える長所を有している。しかし、実環境下でのウレタンの適用性や効果に関する
情報は十分整理されていない。そこで、適切な耐久性設計法の確立に必要なデータを得ることを目的
に、無溶剤型ポリウレタン樹脂防水材が施工されて10年が経過した北海道沿岸のコンクリート部材に
おいて調査を行った。その結果、付着強度はコンクリート表面に存在する水分の影響を受けやすく、
ウレタン施工時は表面水分率の管理を十分行う必要があること、また、ウレタン端部では水分供給な
どの影響により、付着強度の低下が進行しやすいことがわかった。さらに塩化物イオン量の実測値を
用いて、差分法による塩化物イオンの浸透予測を行ったところ、本調査の範囲ではウレタンの適用に
よって塩害に対する耐久性が向上し、部材の機能保持が長期に亘って期待されることが示された。
《キーワード：ウレタン；コンクリート部材；耐久性調査；付着強度；差分法》
In consideration of the importance of durability improvement and service life prolongation for
concrete structures, a range of surface protection methods that can be used to control water
intrusion, chloride ion concentration and other deterioration factors have been developed, and
applied.

One such method involves coating with urethane, which has water resistance and

ductility and offers the advantage of enabling continuous installation without joints even with
complex components since it is applied by spraying. However, information on the applicability and
effectiveness of urethane in actual environments has not been fully organized. Against this
background, efforts were made to collect the data necessary for the establishment of an
appropriate durability design method by conducting an investigation in a coastal area of Hokkaido
on a concrete members to which solvent-free polyurethane resin waterproof material had been
applied 10 years previously. The results indicated the need to control the water content of
concrete surfaces appropriately in urethane application because bond strength is affected by
moisture on such surfaces, and revealed that bond strength deterioration is likely to progress at
the edges of urethane due to water intrusion and other influences. It was further found by
chloride ion penetration prediction based on the difference method with measured values of
chloride ion content that durability against salt damage within the scope of this study was
improved by applying urethane, and that long-term maintenance of component function can be
expected.
《Keywords：Urethane；Concrete Members；Durability Investigation；Bond Strength；Difference
Method》
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１．はじめに
我が国では、これまでに多くのコンクリート構造物
が建設されてきた。今後はコンクリート構造物の維持
管理および更新に必要な費用の増加が予想される。し
かし、財政の逼迫など我が国を取り巻く社会情勢は非
常に厳しく、コンクリート構造物を解体して新たに造
り直す従来型の対応は容易ではない。このため、コン
クリート構造物の長寿命化を図り、ライフサイクルコ
ストの縮減に努めることが喫緊の課題となっている。
とりわけ寒冷地では凍結融解と塩化物の複合作用を受

写真－１ ウレタンの施工事例（沿岸部の道路橋・橋台）

けやすく、これらの作用からコンクリートを保護する
ための適切な対策工が求められる。
これらの背景に鑑み、近年、劣化因子である水や塩
化物イオンの侵入を抑制する機能を有する種々の表面
保護工法が開発・提案され１）、様々なコンクリート部
材に適用されている。例えば北海道内の沿岸部の一道
路橋には、写真－１に示すように波浪による大きな水
圧や侵食を受けやすい環境下の橋台コンクリートには
ウレタン系の表面被覆材が施工されている。ウレタン
は耐水性、伸び性能に優れ２）、吹き付け施工のため部
材の形状が複雑でも継ぎ目なく連続的に施工を行うこ
とができる。しかし一方で、写真－２に示すように施

写真－２

損傷したウレタンの事例

工したウレタンが損傷している事例も確認されてい
る。また、実際の寒冷環境下でのウレタンによるコン
クリート構造物の耐久性向上効果に関する情報も十分
整理されていない。このため、寒冷地でのウレタンの
適用性および効果を評価し、適切な耐久性設計法を確
立する必要がある。

⺞ᩏ▎ᚲ
䋨ᕺౝ䋩

そこで本研究では、ウレタンによるコンクリート構
造物の耐久性向上効果の評価および適切な設計施工法

ᧅᏻ

の確立に必要なデータを得ることを目的に、一例とし
て波浪などの作用による損傷の抑制を図るために無溶
剤型ポリウレタン樹脂防水材を試験施工３）して10年が
経過した北海道沿岸のコンクリート部材を事例に調査

図－１

および検討を行ったので、その結果を報告する。

神恵内村の位置

行き700mm の脚柱が700mm 間隔で設置されたスリッ

２．調査概要

ト状の構造となっており、打ち寄せられる波を擁壁内
２．１

部に吸収することで越波による路面冠水を防ぐ役割を

現場

調査は、北海道神恵内村の海岸に面する一般国道

担っている。

229号（小樽開発建設部管内）の直立型消波擁壁の脚柱

これらの脚柱は、波浪などによる衝撃を幾度も受け

（1988年建設、以下、脚柱と記す）で行った。図－１に

る非常に厳しい環境下に曝されている。本研究では、

神恵内村の位置、写真－３に調査箇所の全景、図－２

この脚柱の一部にウレタンを試験施工し、各種調査を

に脚柱の一般図を示す。消波擁壁は、幅500mm、奥

行った。
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Ꮏ⒟ 2
上：消波擁壁の全景、右下：消波擁壁の内側
（波の吸収によって越波の抑制が図られている）
写真－３

ࡊࠗࡑ
ႣᏓ

調査箇所の全景
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図－２
２．２
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脚柱の一般図（海側から見た図）

ウレタンの試験施工

ウレタン被覆材の試験施工は、脚柱が建設されてか

Ꮏ⒟ 4

ら11年経過後の1999年８月18日に行った。写真－４に
施工状況を示す。施工面は満潮時も海面上に位置して
いるが、荒天および時化時は波しぶきを受ける環境下

࠻࠶ࡊࠦ࠻
ႣᏓ

にある。ウレタン施工時の天候は曇りで、気温は22℃、
湿度は76％である。当日は明け方まで時折小雨が降っ
ていた関係で、素地調整は雨を避けるために脚柱をブ

写真－４

施工状況

ルシートで覆い、シート内で行った。次に、コンクリ
ートの表面が乾くまで２時間放置した後、脚柱の海側

なお、一般にウレタンの施工厚は数十μm～数 mm

面と内側面
（施工面積は両者ともに500×1000mm）お

（数値は適用の目的や構造物の管轄機関によって異な

よび側面
（施工面積は700×1000mm）にプライマーを

る）とされている４）が、ここではウレタンの耐候性を

塗布し、吐出速度2.5㍑ / 分で４本の脚柱にウレタンを

詳しく調べるため、厚目の10mm（No. １、２）および

鉢巻き状に吹き付けた。各脚柱には、工程３に示すよ

15mm（No. ３、４）に設定した。表－１は高周波容量

うに No. １、２、３、４の脚柱番号を付けた。

式の表面水分計で調べたウレタン施工時の脚柱コンク

4
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ウレタン施工時の脚柱の表面水分率

No.1
No.2
No.3
No.4
(10mm)
(10mm)
(15mm)
(15mm)
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4.0%
3.6%
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8.8%
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R25

図－３

100mm

測定箇所の記号（側面から見た図）

25mm 20mm

100mm
40mm
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19mm

25mm

5mm
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28mm 27mm

ᒁᒛᒝᐲ᷹ቯ⹜ᢱ䈱ኸᴺ

ᒁⵚᒝᐲ᷹ቯ⹜ᢱ䈱ኸᴺ

図－４ 引張・引裂強度に用いた試料の位置および寸法５)
い周辺環境（写真－２）に鑑みて JIS K 6252に準じた
ウレタンの引裂強度（破断させるのに要した最大の引
張力）の測定、③ウレタンによる塩害抑制効果を評価
写真－５ 付着強度の測定状況（脚柱番号 No.２、内－２）

する目的で脚柱コンクリートの塩化物イオン量の測定
を行った。

リートの表面水分率を示している。表面水分率は、海

２．３．１

付着強度の測定

側面は3.6 ～ 4.5％であったのに対し、内側面は5.7 ～

φ10cm のコアスリットをウレタンと脚柱の界面ま

8.8％で通気性が小さく、日射を受けない内側面の方

で設けた後、ウレタンの表面にφ10cm の鋼製ジグを

が高い傾向にあった。当日は雨天の影響でウレタン表

エポキシ樹脂で接着し、プルオフ試験装置を使用して

面が濡れていたため、トップコート
（アクリルウレタ

鋼製ジグを接着面に対して垂直方向へ引っ張り、付着

ン樹脂塗料）はウレタンを吹き付けてから１ヶ月後に

強度を求めた。図－３に付着強度の測定箇所、写真－

施工した。以降、10年間、当該環境下に曝した。

５に付着強度の測定状況を示す。
２．３．２

２．３

ウレタンの引張・引裂強度の測定

図－３に示す海－２と内－２の位置から12×12cm

調査項目

調査は、ウレタンの施工から10年経過後に行った。

寸法でウレタンを採取し、図－４に示すように外気に

ここでは No. ２、No. ３の２本の脚柱を対象に、①コ

接しているウレタン表面からの距離が２mm の範囲

ンクリートとの付着性能を評価する目的で付着強度の

（以下、外部と記す）と、脚柱からの距離が２mm の範

測定、②ウレタンの品質を評価する目的で JIS K 6251

囲（以下、内部と記す）にカッターでスライスして切り

に準じたウレタンの引張強度
（規定の試験片を引き裂

分けた後、ダンベルカッターを用いて図に示す所定の

くのに要する最大の力）および波浪によって運ばれて

寸法に成形し、引張強度および引裂強度を測定した。

くる玉石との衝突等に起因する引き裂きが発生しやす
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２．３．３

塩化物イオン量の測定

ここでは、No. ２脚柱の海側面を評価の対象とした。
コアボーリングマシーンを用いて脚柱からφ10× ５cm
のコンクリートコアを採取した後、コンクリートカッ
ターを用いて表面から１cm 毎にコアをスライスし、
電位差適定法によって塩化物イオン量を測定した。コ
アは、図－３の海－１、海－２、海－３とウレタンで
被覆されていないウレタン上端から10cm 上方の位置
（以下、上方と記す）および下端から10cm 下方の位置
（以下、下方と記す）の計５箇所から採取した。
写真－６

施工から10年経過後の現場の状況

３．調査結果および考察
３．１

No.2 ᶏ-2

No.2 ౝ-2

No.3 ᶏ-2

No.3 ౝ-2

施工から10年経過後の現場の状況

写真－６に施工から10年経過後の現場の状況を示
す。No. １～ No. ４のいずれの脚柱においても、ウレ
タンには破れなどの顕著な損傷が見受けられなかっ
た。しかし、海側面ではトップコートが全面的に剥が
れていることが確認された。側面と内側面では、トッ
プコートの剥離が認められなかった。トップコートの
剥離の要因として打ち寄せられる波や玉石の衝撃、あ
るいはトップコートの品質や施工性の影響が疑われる。
写真－７は、デジタルマイクロスコープで観察した
No. ２と No. ３の海－２および内－２のウレタン表面
組織の画像を示している。No. ２、No. ３とも、内－２
は平滑で緻密な組織状態であった。それに対し、海－
２は内－２に比べると黄色みが強く、表面組織は荒々

写真－７

しく傷んでいる様子が確認された。海－２は、トップ

デジタルマイクロスコープで観察した
ウレタン表面組織（倍率100倍）

コートの剥離によってウレタンに紫外線などの環境因
子が直接的に作用したことで表面組織が脆弱化し、損

基準について、一般環境下では1.0N/mm2以上、没水

傷に至った可能性が高い。

環境下では1.5N/mm2以上が要求されることが記載さ
れている６）。この基準を満足するには、ウレタン施工

３．２

付着性能の評価

図－５に付着強度の測定結果を示す。No. ２、No. ３
のいずれの箇所もコンクリートとウレタンの界面で付
着切れが生じた。ウレタンと脚柱の付着強度は、紫外

時の表面水分率を一般環境下では5.5％以下、没水環
境下では4.0％以下となるよう十分管理する必要があ
る。
また、図－５をみると、No. ３の内側面を除いて、

線などの環境因子によってウレタンの表面組織が傷ん

付着強度はウレタンの中央位置（海－２、内－２）に比

でいる海側面に比べて、ウレタンの表面組織が比較的

べ、端部位置（海－１、海－３、内－１、内－３）の方

健全な内側面の方が小さい結果が示された。図－６は

がやや小さい値となっている。この結果から、端部の

ウレタン施工時の脚柱の表面水分率（表－１）と付着強

付着強度は端部から供給される水分などの影響で経年

度の関係を示している。表面水分率が大きいほど、付

的に低下が進行していることが疑われ、脚柱ならびに

着強度は小さい傾向にあった。本調査の範囲では、付

ウレタンの機能保持の重要性に鑑みると、端部の付着

着強度は紫外線などの環境因子より、施工時のコンク

強度の低下を抑える対策を講ずることが望ましい。こ

リート表面に存在する水分の影響を大きく受けること

の対策に関しては、現在、ウレタン端部とコンクリー

が明らかとなった。既往の文献には、付着強度の判定

トの境域にシラン系表面含浸材を塗布し、ウレタン背

6
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図－６ ウレタン施工時の表面水分率と付着強度の関係

面への水分の供給を抑えることで付着強度の低下を抑
止する技術に関する研究を進めているところである。
今後、結果が整理でき次第、報告する予定である。
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写真－８

ウレタンの引張強度測定試料（３枚）と
引裂強度測定試料（２枚）の外観

対的に高い値を示したと言える。
図－８は引張強度と引張破断時の伸び率の関係を示
している。引張強度とは対照的に、破断時の伸び率は
採取位置を問わず、いずれの試料も500％前後の値を

３．３

ウレタンの品質評価

示し、ウレタンの特徴である伸び性能の著しい低下は

図－７にウレタンの引張強度の測定結果を示す。引

認められなかった。しかし、図－９に示す外部と内部

張強度は、海側面、内側面を問わず、内部に比べて、

における所定の伸び率（25％、50％、100％、200％、

外部の方が小さい結果が示された。写真－７で示した

300％）に達するまでに要した引張応力の比較からわか

ように、海側面の外部では紫外線などの環境因子によ

るように、外部のウレタンは内部に比べて全体的に変

る表面組織の損傷が発生しているものの、内側面の外

形しやすい品質性状を呈しており、弾性の低下が認め

部に関しては表面組織の損傷が見受けられないことか

られることから、伸び性能の長期持続性については今

ら、外部の引張強度が小さかった結果の原因が紫外線

後も詳しく調べていく必要がある。

などの環境因子とは一概に特定できない。写真－４の

図－10は引張強度と引裂強度の関係を示している。

工程３で示したように、施工直後のウレタンはクリー

引張強度が６MPa 以下の範囲では、引張強度が小さ

ム色を呈している。写真－８をみると、内部の試料は

いほど、引裂強度は小さくなる傾向が示された。特に

いずれもクリーム色で変色が生じていないことがわか

No. ２と No. ３の海側面の外部は、他の試料に比べる

る。すなわち、外気に接する機会がない内部では安定

と引裂強度が低いことが見て取れる。この２試料は、

した品質が形成、保持されやすいために引張強度は相

写真－７で示したように、紫外線などの環境因子の影
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1

図－11

塩化物イオン量の分布（No.２、海側面）

響で表面組織が脆弱化し、損傷に至った試料である。

を行う。一般に、塩害に対するコンクリートの耐久性

本調査の範囲では、ウレタンの引裂強度を保持するに

の評価では、コンクリート表面における塩化物イオン

はウレタンの引張強度が６MPa を下回らぬよう、紫

量と塩化物イオンの拡散係数が常に一定で、塩化物イ

外線などの環境因子による損傷を防止する対策を適切

オンの浸透挙動が Fick の拡散方程式に従うと仮定し、

に講ずる必要があることがわかった。

Fick の拡散方程式の第２法則の解である式（1）によっ
て鉄筋位置の塩化物イオン量の将来予測が行われる７）。

３．４

塩化物イオンの浸透性の評価

図－11に No. ２の海側面で測定したコンクリートの
塩化物イオン量の分布を示す。無施工箇所に比べると、

（1）

建設から11年後の施工ではあるが、ウレタンを施工し
た箇所の方が塩化物イオン量は小さく、ウレタンによ
る塩化物イオンの浸透抑制効果が表れていることが確
認された。
次に、海－１、海－２、海－３の測定値の平均をウ
レタン施工箇所の塩化物イオン量、無施工箇所の上方、

ここに、C（x, t）は時間 t（年）における深さ x（cm）
の塩化物イオン量（kg/m3）、D は塩化物イオンの拡散
係数（cm2/ 年）、C0はコンクリート表面における塩化
物イオン量（kg/m3）、erf は誤差関数である。

下方の２箇所の測定値の平均を無施工箇所の塩化物イ

しかし、今回の試験施工のように、脚柱の建設から

オン量とし、この値を用いて塩化物イオンの浸透予測

一定期間が経過した後にウレタンを施工すると、コン

8
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数（見かけの値）は実測値から0.148cm2/ 年とし、式（2）
のΔt、Δx は、繰返し計算の回数を極力少なくする観
点から仮にΔt ＝0.5年、Δx ＝１cm としたところ、脚
柱の建設から21年経過時における式（1）と式（2）の計算

ήᣉᎿ
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これを踏まえて、ここではΔt ＝0.5年、Δx ＝１cm
とし、図－13に示す手順に従い、脚柱の建設から11年
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経過時すなわちウレタン施工時における塩化物イオン
量を式（2）より求め（結果は図－12に示している）、そ

21

塩化物イオン量の浸透予測の評価の手順

の時点からの塩化物イオン量の経時変化を同じく式
（2）より計算した。なお、実際は凍害との複合劣化の
影響で無施工箇所の塩化物イオン量の増加速度はさら

クリート表面の塩化物イオン量が変化するため計算条

に早まると考えられるが、ここでは効果を安全側に評

件の設定が複雑となり、式
（1）による計算は難しくな

価したい理由から凍害の影響は考慮せず、塩化物イオ

る。このような場合、式
（2）に示す差分方程式を用い

ンの拡散係数は将来的に変化しないと仮定して計算を

８）
、９）

て予測する方法が有効とされている

行った。また、表面被覆材の塩化物イオン浸透性に関

。

する既報の知見10）を参考に、コンクリートに供給され
る塩化物イオン量は０kg/m3（遮塩状態）とした。
（2）

図－14に結果を示す。ウレタンの施工によってコン
クリート表面の塩化物イオン量は経年的に減少し、一
方でコンクリート内部の塩化物イオン量は経年的に増
加する計算結果が得られた。これは、脚柱建設後、ウ

ここに、Cm,n は時間 tn（年）における深さ xm（cm）
3

レタンを施工するまでの間に脚柱の表層に既に供給・

の塩化物イオン量
（kg/m ）
、r は係数、Δt は時間 t の

蓄積された塩化物イオンが内部へ拡散移動しているこ

きざみ幅
（t＝nΔt）、
Δx は深さ x のきざみ幅（x ＝ mΔx）

とを示している。
次に、鉄筋腐食に及ぼす影響を評価するため、鉄筋

である。
図－12は無施工箇所における塩化物イオン量の実測

位置（かぶりは10cm、図－２）における塩化物イオン

値
（脚柱の建設から21年経過）と式（1）および式（2）から

量の経時変化を調べた。図－15に予測結果を示す。か

算出した塩化物イオン量の計算値をプロットしたもの

ぶりが大きいこともあって、無施工箇所の脚柱では建

である。コンクリートにおける塩化物イオンの拡散係

設から100年を上回る115年経過時に発錆限界量に達す
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る計算結果が示された。ただし、これはコンクリート
の品質が将来的に変化しないと仮定した場合の予測で
ある。実際の無施工箇所の脚柱では波による侵食や玉
石の衝撃による欠損が確認されている（写真－９）。こ
れらの状況に鑑み、仮に侵食が１～５cm/100年（0.1
～ 0.5mm/ 年）の一定ペースで進行ならびに建設から
21年目
（調査時）に欠損が１～２cm 発生すると想定し
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て予測を行った。図－16に結果を示す。発錆限界量に
達するまでの年数は前述した予測よりも約10 ～ 30年

脚柱の損傷状況の一例
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図－16

侵食および欠損の影響を考慮した
場合の予測（無施工箇所）

の計算では凍害の影響を考慮していない。近傍の脚柱
では現段階で既に錆汁も確認されていることから（写
真－５）
、発錆限界量に達するまでの期間はさらに早

４．まとめ

まるように思われる。
これに対してウレタン施工箇所では、図－15に示す

本研究では、ウレタンによるコンクリート構造物の

ように、拡散移動に伴う塩化物イオンの増加は生じて

耐久性向上効果の評価および適切な設計施工法の確立

いるが、外気からの塩化物イオンの供給がないため、

に必要なデータを得ることを目的に、一例として、無

無施工箇所に比べると増加の割合は小さく、脚柱の建

溶剤型ポリウレタン樹脂防水材を施工して10年が経過

設から115年経過時においても発錆限界量に達してい

した北海道沿岸の直立型消波擁壁のコンクリート脚柱

ない。さらに、無施工箇所は塩化物イオン量が増加し

を事例に調査を行った。調査で得られた知見をまとめ

続けているのに対し、ウレタン施工箇所では塩化物イ

ると、以下のようになる。

オンの増加挙動が収束に向かう兆候を示している。こ

（1）海側面のトップコートは全面的に剥離していた。

れは、拡散移動が進んだことで、表面からの塩化物イ

剥離の要因は打ち寄せられる波や玉石による衝撃

オンの濃度勾配が殆どなくなったことを示している。

だけではなく、品質や施工性など多岐にわたって

以上の結果から、塩化物イオンの蓄積量やかぶりな

いることが示唆された。

どの部材条件や現場の環境条件にもよるが、ウレタン

（2）トップコートの剥離に伴って外気に露出した海側

の適用によって塩害に対する耐久性が向上し、部材の

面のウレタン表面組織は、紫外線などの環境因子

機能保持が長期に亘って期待されることが実証的に示

の影響によって脆弱化し、傷んでいた。

された。
10

（3）付着強度は、ウレタン施工時にコンクリート表面
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に存在する水分の影響を大きく受ける。施工時は、

レタンでも調査を行い、本調査の成果との整合性につ

表面水分率の管理を十分行う必要がある。

いて検証していく予定である。

（4）ウレタン端部では、水分供給などの影響を受けて
付着強度の低下が経年的に進行していることが疑
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り評価される表面処理工法の適用性，土木学会論

た。その結果、ウレタン施工時における表面水分率の

文集，No.520，V-28，pp.111-122，1995.8

管理の重要性や塩害に対する耐久性向上効果を確認す

９）朝倉啓仁，田口史雄：差分法による数値解析を用

ることができ、耐久性設計法の確立に資する有益な情

いたコンクリート部材の塩分浸透解析，土木学会

報を得ることができた。

北海道支部論文報告集第61号，V-15，2005.1

今後は、３．２で述べたように、水分供給抑制効果

10）池津和弘，下村匠，児玉守広，中村昭男，坂田昇，

の高いシラン系表面含浸材を活用したウレタン端部の

横関康祐：コンクリート用各種表面被覆材の塩化

付着強度の低下防止対策に関する検討を進める一方

物イオン拡散係数の同定，土木学会第59回年次学

で、調査箇所の近傍の施工から約25年経過した別のウ

術講演会，pp.269-270，2004.9

寒地土木研究所月報

№703

2011年12月 

11

遠藤

裕丈＊

田口

史雄＊＊

田畑

浩太郎＊＊＊

Hirotake ENDOH

Fumio TAGUCHI

Kohtaroh TABATA

寒地土木研究所
寒地基礎技術研究グループ
耐寒材料チーム
研究員
博士
（工学）

寒地土木研究所
寒地基礎技術研究グループ
耐寒材料チーム
上席研究員
博士（工学）
技術士（建設部門）

寒地土木研究所
寒地基礎技術研究グループ
耐寒材料チーム
研究員

12

寒地土木研究所月報

№703

2011年12月

