
寒冷地における表面含浸材による既設コンクリートの凍・塩害抑制効果

The Frost and Salt Damage Protective Effect of
Existing Concrete by Surface Penetrants in Cold Regions
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　表面含浸材は、水や塩化物イオンの侵入抑制、鉄筋の防錆といった所定の機能をコンクリートに付
与するための浸透性の保護材である。基本的には新設もしくは打換え直後のコンクリート部材の予防
保全のために使用されるが、近年は既存の構造物を安心して長く使い続けるため、既設の部材に適用
されるケースも増えている。本研究では、寒冷環境下に曝される既設コンクリートへの表面含浸工法
の適用性を評価するため、北海道内において実橋での試験施工および暴露実験を行った。調査期間５
～ 10年の範囲ではあるが、劣化の程度が軽微であれば、適切な表面含浸材を選定することにより、凍・
塩害の進行抑制が期待されることを確認した。

《キーワード：既設コンクリート；凍害；塩害；表面含浸工法》

　Surface penetrants are penetrative protective materials. They prevent rebars from rusting by 
keeping water and chloride ions from penetrating the concrete. Originally, surface penetrants were 
applied when concrete members were placed or immediately after existing concrete was replaced 
in preventive maintenance. Today, these penetrants are also used for existing members for the 
purpose of safely extending the service life of the existing structure for a long time. To assess the 
usability of the application methods of surface penetrants for an existing concrete structure that 
has been exposed to cold climate, we made exposure tests using test installations at bridges in 
service around Hokkaido, Japan. The survey period at each site was between ５ and 10 years. Our 
survey has confirmed that, in the first ５ to 10 years after application, surface penetrants retard 
concrete deterioration caused by salt and frost damage, if appropriate surface penetrants are 
applied and if the existing concrete has slight deterioration when the surface penetrants are 
applied.

《Keywords：Existing Concrete；Frost Damage；Salt Damage；Application Methods of Surface 
Penetrants》
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　表－２は打換えに使用されたコンクリートの配合で
ある。目標空気量５％、最大粗骨材寸法25mm で早強
ポルトランドセメントが使用されている。表面含浸材
は打換えから２年経過した2004年に塗布した。なお、
この間も道路橋は供用されており、凍結防止剤も散布
されている。写真－１は塗布前の K 橋の地覆の様子を
示している。粗骨材は露出していないものの、深さ３

１．はじめに

　寒冷地の道路コンクリート構造物は、凍結融解と塩
化物の複合作用を受けやすい厳しい環境に曝されてい
る。そのため、コンクリートの凍害や鉄筋の早期腐食
が懸念される。近年、厳しい財政事情の下で多くの構
造物の長寿命化を適切に図る必要性の高まりを受け、
劣化の進行を抑制する対策工が広く実施されている。
その対策工の一つに表面含浸工法がある。
　この工法は、水や塩化物イオンの侵入抑制、鉄筋の
防錆といった所定の機能を発揮する表面含浸材をコン
クリート表面に塗布・含浸させることで、コンクリー
トの耐久性を高める技術である。施工性や経済性に優
れ、構造物の外観を変化させない等の長所を有し、基
本的には新設もしくは打換え直後の部材の予防保全の
ために使用される１）。
　その一方で、既存の構造物を安心して長く使い続け
るため、既設の部材に表面含浸材が塗布されるケース
も増えている。しかし、経年した既設のコンクリート
に塗布した際の実際の寒冷環境下での効果の持続性に
ついては十分な検証がなされていない。
　そこで、寒冷環境下に曝される既設コンクリートへ
の表面含浸工法の適用性を評価するため、現在、北海
道内において①～③の調査を継続的に行っている。
①　シラン系表面含浸材（以下、シランと記す）を既設

の道路橋・地覆コンクリートに塗布した際のスケ
ーリング抑制および塩化物イオン侵入抑制効果

②　既設に見立てた塩化物イオン含有コンクリートに
シランを塗布して寒冷沿岸環境下に暴露させた際
の鉄筋腐食速度の抑制効果

③　シランおよびアミン系の含浸性防錆材（以下、ア
ミンと記す）を既設の道路橋・PC 桁に塗布した
際の鉄筋腐食速度の抑制効果

　図－１は①～③の調査箇所、表－１は調査箇所の冬
期環境を示している。本報では、追跡調査５～ 10年ま
での結果について述べる。

２．シランを既設の道路橋・地覆コンクリートに塗布

　　した際のスケーリング抑制および塩化物イオン侵

　　入抑制効果（調査①）

２．１　調査概要

　調査は、北海道白糠町内の K 橋地覆で行った。K 橋
は1969年に架設された橋長40m、幅員5.5m の鋼合成
桁橋である。2002年に地覆の打換えが行われている。

図－１　調査箇所

表－１　冬期環境（１シーズンあたり）

表－２　K橋地覆の配合

写真－１　塗布前の K橋の地覆（チョークで囲ってい

る部分はスケーリング発生箇所）　　　
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mm 以下の軽微なスケーリングが部分的に発生してい
た。
　K 橋で使用した表面含浸材は、撥水機能を有する疎
水基をコンクリート表面や空隙内壁に固着させ、外部
からの吸水を抑えるタイプのシランである。ここでは、
市販の６種類のシラン（A、B、C、D、E、F）を図－

２に示す部位に塗布した（写真－２）。塗布延長はそれ
ぞれ約５m である。なお、材料ではなく施工を含めた
工法として評価する理由から塗布方法や塗布量は統一
せず、各メーカーの独自仕様に基づいて塗布を行った。
　塗布後の追跡調査では、スケーリング面積率と塩化
物イオン量を調べた。塗布面積に占めるスケーリング
発生箇所の面積の割合をスケーリング面積率と定義し、
スケーリングが発生している箇所をチョークで囲って
マーキングし、デジタルカメラで撮影した画像をもと
にトレース図を作成し、トレース図をもとにスケーリ
ング面積率を測定した。塩化物イオン量は塗布後６、
10年目に地覆からコアを採取し、JIS A 1154に準じて
表面から深さ５cm までの濃度分布を調べた。

２．２　調査結果・考察

２．２．１　スケーリング面積率

　ここでは、測定値から塗布前のスケーリング面積率

図－３　スケーリング面積率の増加量の経年変化

　　　　（10年目は無塗布、D、Eの３箇所で測定）

図－２　塗布面（K橋地覆）

写真－２　塗布状況（日射面）

（0.03 ～ 4.4％）を差し引いて、スケーリング面積率の
増加量の経年変化を調べた。図－３に結果を示す。
　塗布後６年目までを見ると、増加量は全体的に日射
面の方が多く、また、日射面に着目すると垂直面の方
が多い。これは写真－３に示すように、日射面の天端
面および日陰面は雪氷で覆われやすく、凍結融解の影
響を受けにくいためである。スケーリングの抑制効果
はシランの種類によって異なり、D と E は無塗布より
も増加量が小さい結果を示した。そこで10年目は、６
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年目までの調査において良好な結果を示した D と E に
ついて調べた。いずれの部位においても、増加量は無
塗布よりも小さく、10年経過後も効果の持続が確認さ
れた。
　なお、６年目から10年目にかけての天端面における
増加量の経年変化は、６年目までよりも大きく表示さ
れている。これは、写真－４に示すように、10年目の
天端面には顕著なスケーリングは少ないものの、６年
目まではほとんど観察されなかった荒れや汚れ４）が広
範に認められ、要因として長期にわたる雨水との接触
が考えられるが、凍結融解作用の関与が皆無とも断定
できなかったため、安全に評価する理由から、これら
もスケーリング面積に含めたためである。特に天端面
は打設面でブリーディングの影響を受けやすいため、
垂直面よりも荒れが多く生じたと考えられる。しかし
ながら荒れや汚れを考慮しても、塗布した方がスケー
リング面積率の増加量は少ない傾向に変わりはない。
２．２．２　塩化物イオン量

　塩化物イオン量の測定は、スケーリングが比較的大
きい日射面の垂直面で行った。ここでは、スケーリン
グ面積率の増加量が無塗布よりも小さい D と E、お
よび比較のために無塗布の３箇所において調べた。

写真－３　冬期の K橋の地覆（左は日射面、右は日陰面）

写真－５　吸水防止層（日射面、垂直面、E、10年目）

図－４　塩化物イオン量の測定結果（日射面、垂直面）

写真－４　10年目の K橋の地覆（日陰面、無塗布）

　図－４に結果を示す。深さ４～５cm まで分布が及ん
でいたものの、D、E ともに、無塗布に比べると塩化
物イオンの侵入は抑制されていた。著者らは既報５）で、
新設や打換え直後の部材にシランを塗布した場合、10
年経過後も塩化物イオンは殆ど侵入していなかった結
果を報告している。K 橋は既設部材にシランを塗布し
ている。部材は塗布の２年前から既に凍結防止剤の作
用を受けており、先行的に侵入している塩化物イオン
が分布に関与していると考えられる。
　写真－５は E を塗布して10年経過した日射面の垂直
面から採取したコアに水を噴霧した時の状況である。
表面から深さ約１cmの範囲には水が付着していない。
吸水防止層が10年経過後も保持されていることがわか
る。このことは、塩化物イオンの侵入が無塗布に比べ
て抑制されていた結果とも対応している。

３．既設に見立てた塩化物イオン含有コンクリートに

　　シランを塗布して寒冷沿岸環境下に暴露させた際

　　の鉄筋腐食速度の抑制効果（調査②）

　２章では、部材の状況やシランの種類にもよるが、
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既設部材でもシランによるスケーリングおよび塩化物
イオン侵入の抑制が期待できる知見を得た。次に鉄筋
に着目し、塩化物イオンの含有量やシランの塗布量が、
シランによる鉄筋腐食速度の抑制に及ぼす影響を調べ
るための暴露実験を行った。

３．１　調査概要

　図－５に供試体、表－３に供試体の作製に用いたコ
ンクリートの配合を示す。寸法は322×322×302mm
で、供試体の内部に直径９mm の丸鋼を埋設した。か
ぶりは30mm とした。品質が低下した既設コンクリー
トを想定して、水セメント比は65％と高めに設定する
とともに、塩化物イオンが侵入した状況に見立て、コ
ンクリートに塩化物イオンを混入した。ここでは、塩
化ナトリウム（NaCl）を細骨材置換で練混ぜた。塩化物
イオン量は0.0（無混入）、2.2、3.5、5.0kg/m3の４水準
である。配合記号もこの数値で構成されている。セメ
ントは普通ポルトランドセメントを使用した。粗骨材
の最大寸法は20mm である。供試体作製後、劣化因子
の侵入面にシランを塗布した。シランは２章の調査で
良好な結果を示した E を用いた。塗布量は、標準の
400g/m2、その１/ ２の200g/m2、２倍の800g/m2の３
水準とした。劣化因子の侵入を１面に限定するため、
残りの５面はポリマー含浸コンクリート製の埋設型枠

で覆った。
　そして、供試体を北海道増毛町の日本海に面する増
毛暴露実験場に暴露し、携帯型鉄筋腐食診断器を用い
て、鉄筋周囲が腐食環境にあるかどうかを表す自然電
位と、鉄筋表面における不動態の程度を表す分極抵抗
の経年変化を調べた。写真－６に測定状況の一例を示
す。

３．２　調査結果・考察

３．２．１　自然電位・分極抵抗

　図－６に無塗布、図－７に標準の400g/m2塗布した
場合の自然電位および分極抵抗の経年変化を示す。

写真－６　測定状況

図－６　測定結果（無塗布）

表－３　供試体の配合

図－５　供試体
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　無塗布の自然電位をみると、暴露０日（設置直後）は
塩化物イオン量と対応したものの、０日以降はすべて
の供試体において経年低下が確認され、暴露５年目（暴
露日数1825日）にはすべて「腐食」の評価域に至った。
塩化物イオン量0.0kg/m3の供試体も、暴露開始から約
1000日後に分極抵抗が「非腐食」から腐食速度「低～
中」の領域へシフトしている。飛来塩分の侵入により、
腐食を発症した可能性がある。
　一方、塗布した場合は、ばらつきはあるが塩化物イ
オン量0.0kg/m3の自然電位は「非腐食」の評価域が概

ね保持された。2.2、3.5kg/m3の自然電位は、経年低
下した無塗布とは対照的にほぼ横ばい、もしくは数値
が上昇して「非腐食」の評価域まで回復する結果を示
した。シランによる飛来塩分の侵入抑制や内部の水分
の逸散による効果と考えられる。このことは、塩化物
イオン量が3.5kg/m3までの範囲であれば、完全な腐食
抑制は厳しいかもしれないが、腐食速度の低減は期待
できることを示している。5.0kg/m3については、今回
の暴露実験では自然電位、分極抵抗とも、腐食環境の
改善効果が示されなかった。
　写真－７は暴露８年目の供試体の様子を示している。
5.0kg/m3の供試体には凍害によるひび割れが発生して
いる。腐食環境の改善が図られなかった要因として、
塩化物イオンの含有量が高いことに加え、このひび割
れ箇所からの劣化因子の侵入の影響も考えられる。
３．２．２　塗布量の影響

　図－８は自然電位および分極抵抗に及ぼす塗布量の
影響を示している。この図に表示している自然電位、
分極抵抗の値は、暴露４年目以降の測定値の平均であ
る。塩化物イオン量0.0、2.2kg/m3は、いずれの塗布量
においても概ね（ただし０g/m2を除く）良好な結果を示
している。3.5kg/m3は、塗布量が多い供試体において
腐食抑制効果が発現されていた。塗布量が多くなると、
吸水防止層のシラン濃度が増し、スケーリング抵抗性
が向上することが既往の研究でも確認されている６）。
水分の逸散効果に加え、吸水防止層のシラン濃度の増
加が劣化因子の侵入抑制に大きく寄与したことが、自

図－７　測定結果（400g/m2塗布）
図－８　塗布量の影響

写真－７　400g/m2塗布した供試体の様子（８年経過）
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然電位、分極抵抗の改善に繋がったと考えられる。
5.0kg/m3は、自然電位と塗布量は概ね比例関係にあっ
たものの、自然電位は「腐食」、分極抵抗は腐食速度「高
～激しい」の評価にとどまった。なお、腐食発生限界
塩化物イオン量は、一般に水セメント比が小さいほど
大きい傾向にある７）。本調査では水セメント比を高め
に設定しており、水セメント比がこれよりも小さいコ
ンクリートを使用した場合は傾向が変わることも考え
られる。これについては、今後の検討課題としたい。

４．シランおよびアミンを既設の道路橋・PC 桁に塗  

　　布した際の鉄筋腐食速度の抑制効果（調査③）

　３章では、既設に見立てて作製した水セメント比が
高く、塩化物イオンを含ませたコンクリートにおいて
も、条件によっては、シランによって鉄筋腐食速度の
抑制が図られる知見を得た。次に、実際の既設コンク
リートを対象に、鉄筋腐食速度の抑制効果を調べた。

４．１　調査概要

　調査は、北海道浜頓別町内の T 橋の PC 桁で行った。
写真－８は塗布前の T 橋の PC 桁の外観である。T 橋
は1958年に架設された橋長30m、幅員6.5m の PCT 桁
橋で、海岸線から約200m の位置にある。PC 桁の配合
は不明であるが、設計基準強度は29.4N/mm2である。
表面含浸材の塗布は、供用から約50年経過した2007年
に行った。塗布前に PC 桁を調査したところ、軸方向
に１～２本のひび割れが確認された。ひび割れ幅は最
大1.0mm 程度であるが、ほとんど変動していない。塗
布前の塩化物イオン量は、深さ０～ 20mm が1.3 ～ 1.8
kg/m3、深さ20 ～ 40mm が0.2 ～ 0.3kg/m3であった。
実際のかぶりは、最も浅い位置で約10mm であった。
　写真－９は塗布状況を示している。表面含浸材の塗
布は2007年12月に行った。なお、塗布に先立ち、床版
防水工の施工とひび割れ補修を実施している。T 橋で
使用した表面含浸材はシランと、塗布・含浸させた成
分をコンクリート内部へ気化拡散させ、鉄筋表面に固
着させることで不動態性を高めるアミンである。ここ
では、シランの単独塗布、アミンの単独塗布、施工時
における外気へのアミンの逸散を極力抑えるねらいで、
アミンを塗布した後にシランを上塗りする３パターン
の試験施工を試みた。シランは２、３章の調査で良好
な結果を示した E を使用している。アミンは、米国で
の実績を有する気化性防錆皮膜形成材１種類を任意で
選定した。塗布量、塗布方法は、２章で述べた理由に

写真－８　塗布前の T橋の PC 桁

写真－９　塗布状況

同じく、メーカーの独自仕様に基づいている。
　塗布後、PC 桁内の鉄筋に導線を接続し、導線を外
部に露出させ（写真－10）、交流インピーダンス法によ
り腐食速度の経年変化を調べた（写真－11）。測定対象
とした鉄筋のかぶりは約10mm である。

４．２　調査結果・考察

　図－９に腐食速度の経年変化を示す。塗布直後（経過
０年）は無塗布を含めて、いずれの桁においても腐食
速度が低下する傾向を示した。塗布は冬期に行ってい
る。シランおよびアミンはコンクリート表面・表層が
乾燥状態でないと塗布できない理由により、塗布の際
は無塗布を含め、すべての桁に防寒囲いを施し、コン
クリートの水分率を低下させるための保温作業を行っ
ている。この保温作業によって腐食を促す水分が減少
し、コンクリート全体の電気抵抗が一時的に高まった
ことが腐食速度の低下の要因と考えられる。
　その後、無塗布の桁の腐食速度はほぼ横ばいで推移
したのに対し、シランのみ塗布、アミンとシランを併
用した桁は塗布直後、アミンのみ塗布した桁は塗布後
1.5年経過して以降、腐食速度が経年的に低下し、腐
食環境の改善が図られた。腐食速度の低下の開始時期
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シランのみ塗布した桁は、４～５年目で腐食速度が増
加し、その後、低下に転じたものの、再び増加傾向を
示した。PC 桁は基本的に富配合である。シランは水セ
メント比が小さいほど、シランの浸透経路にあたる空
隙が少なくなるため、浸透しにくくなる８）。このため、
水セメント比を高めに設定した３章とは対象的な結果
が示されたと言える。
　しかし、アミンは不動態性を高める機能は有するも
のの、塩化物イオンの侵入を抑える機能は有していな
い。このため、飛来塩分が極めて多い環境下では、不
動態性の向上が期待されるアミンと、劣化因子である
水や塩化物イオンの侵入抑制を図るシランの併用が最
も適当と考えられる。ただし、シランのみ塗布した桁
の結果をふまえると、劣化因子の侵入抑制効果を長く
持続させるため、シランの塗布量の増加や、定期的な
シランの再塗布を検討することが望ましい。特にシラ
ンのみ塗布する場合は十分留意する必要がある。なお、
今回調査を行った、供用から約50年経過しているもの
の塩化物イオン量が1.3 ～ 1.8kg/m3程度の T 橋のよう
に、飛来塩分がさほど多くない環境ではアミンのみで
も十分効果は期待できると思われる。

５．まとめ

　寒冷環境下に曝される既設コンクリートへの表面含
浸工法の適用性を評価するため、北海道内において実
橋での試験施工および暴露実験を行った。これまでの
調査を通じて得た知見を整理すると、以下のようにな
る。

（1） 劣化の程度が軽微であれば、シランの種類にもよ
るが、シランによるスケーリングの進行抑制およ
び塩化物イオンの侵入抑制効果が期待できる。

（2） 鉄筋位置の塩化物イオン量が3.5kg/m3までの範囲
であれば、完全な腐食抑制は厳しいかもしれない
が、シランによる腐食速度の低減が期待できる。

（3） シランの塗布量の増加は、腐食速度の低減に効果
的である。

（4） PC 桁のような富配合の部材では、効果の発現ま
でに１～２年程度の時間を要するものの、アミン
は腐食速度の低減に最も有効であった。しかし、
アミンは劣化因子の侵入抑制機能を持たないた
め、飛来塩分が極めて多い環境ではアミンとシラ
ンの併用が適当である。ただし、劣化因子の侵入
抑制効果を持続させるため、シランは塗布量の増
加、定期的な再塗布が望ましい。シランのみ塗布

に差が生じた要因として、シランは速効性が大きいこ
と、鉄筋表面へのアミンの固着・安定に時間を要した
こと等が考えられる。
　なお、アミンを塗布した桁は、７年経過した現在も
腐食速度は低下した状態のまま推移しているのに対し、

写真－10　腐食速度測定用の導線

写真－11　腐食速度の測定状況

図－９　腐食速度の測定結果
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する場合は特に留意が必要である。なお、飛来塩
分がさほど多くない環境ではアミンのみでも十分
効果は期待できる。

　調査期間５～ 10年の範囲ではあるが、劣化が大き
く進行していなければ、適切な表面含浸材を選定・塗
布することにより、凍・塩害の進行抑制が期待される
ことを確認した。なお、ライフサイクルコストの評価
ならびに設計要領の内容の充実化に向けて、現場での
対策工の有用性を合理的に評価するには、継続的なデ
ータの収集・検証が不可欠であり、今後も追跡調査を
継続する予定である。
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