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1．はじめに 

コンクリートは，公共施設やその他施設の根幹を支える

製品・資材のひとつであり，我々が快適かつ安全に社会生

活を営む上で必要不可欠なものである．コンクリート構造

物は，原材料などの製造・生産及び施工過程において良好

な状態にあっても，設置された箇所における気象，化学的

浸食，物理的摩耗（疲労）などの作用によって複合的に劣

化が進行する．特に積雪寒冷地の沿岸構造物は，凍害，海

氷などの作用が加わり，過酷な環境に曝されるが，その複

合的な劣化メカニズムは，未だ詳細には解明されていない．

塩害・中性化とその他の劣化現象が相互に関与し相乗的に

劣化が進行する複合劣化は，コンクリート構造物の塩害・

中性化を助長させる.特に，鉄筋コンクリート構造物は，塩

害・中性化を含む複合劣化により最終的に鉄筋の劣化（腐

食）が進行した場合，鉄筋の断面が減少していく．その断

面減少率が18.6%，質量減少率が7.4%に達するとJIS規格

値の降伏点応力を下回る１）とされており，鉄筋の腐食が構

造物としての耐荷性の低下を招くことから，施設の要求性

能として求められる耐久性・安全性・使用性・復旧性等２）

の保有に支障をきたすため留意が必要である．（写真-1）

コンクリート構造物としての長寿命化を図るため，これら

複合劣化の要因を分析・メカニズムを解明し，複合劣化の

予防や補修対策技術を開発することは極めて重要な課題で

ある．本報告では，北海道の沿岸域がおかれる過酷な環境

特性を本州沿岸域との比較という形で改めて整理し、その

過酷な環境特性を明らかにした．そのうえで，既報３）にお

いて過去に北海道内の港湾・漁港構造物を対象に行った塩

害・中性化に関する調査データを追加収集・再整理し，北

海道沿岸域で海氷の影響が無い海域（以下，「寒冷海域」

と言う．）と海氷の影響が大きい海域（以下，「海氷海域」

と言う．）に分類し，海域毎に差異や特徴があるか，また，

統計解析の視点から有意な差の有無等を評価し，それら有

意差の有無による環境特性の影響等について検討した． 

 

2．積雪寒冷地特有の環境特性の再整理 

積雪寒冷地である北海道沿岸がおかれる過酷な環境特性

を把握するため，夏期（8月）と冬期（2月）の平均気温，

平均水温，平均海水塩分濃度，及び，凍害危険度（冬期の

み）について本州沿岸と比較し，海氷の観測期間について

北海道沿岸においてのみ再整理した結果，下記(1)～(5)の

とおりとなった． 

(1) 平均気温について 

8 月は北海道沿岸が約 18～22℃，本州沿岸が約 18

～28℃，2月は北海道沿岸が約-6～-2℃，本州沿岸が

約-2～16℃であった４）．（図-1） 

(2) 平均水温について 

夏期（8月）は北海道沿岸が約13～22℃，本州沿岸

が約22～28℃，冬期（2月）は北海道沿岸が約2～9℃，

本州沿岸が約9～23℃であった４）．（図-2） 

(3) 平均海水塩分濃度について 

夏期（8月）は北海道沿岸が約32～33‰，本州沿岸
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図-2 日本における海流・海水温・塩分濃度の分布（1923

～1987年）４） 

図-3 日本における凍害危険度の分布５） 

が約31～34‰，冬期（2月）は北海道沿岸が約33～34‰，

本州沿岸が約32～34‰であった４）．（図-2） 
(4) 凍害危険度について 

凍害危険度は，北海道沿岸が 1～4，本州沿岸が 0

～1であった５）．（図-3） 

(5) 海氷の観測期間について 

海氷の観測期間は，北海道沿岸の海氷海域のみで，

30 年間観測の平年値で最も観測日数・年数が多かっ

たのは網走で81日（30年）であった．一方、最も観

図-1 日本における8月と2月の平均気温分布（1951～1980年）４） 



測日数・年数が少なかったのは釧路で18日（10年）

であった６）．（表-1） 

上記から，平均気温の北海道沿岸と本州沿岸の平均値の

差は，8月が3℃で2月が13℃,平均水温の北海道沿岸と本

州沿岸の平均値の差は，夏期が7.5℃で冬期が10.5℃であ

り，冬期間において気温・海水温とも10℃を越える温度差

があることを確認した.凍害危険度は，日本海南側及び太平

洋西側の一部を除く北海道沿岸で2以上であり，本州沿岸

と比較して凍害し易い環境特性であることを示唆している.

更に，海氷海域では多い地点で毎年，少ない地点でも3年

に1回は流氷が観測されており，上述の低温な環境に海氷

による作用も加わる過酷な環境であると言える.一方、平均

海水塩分濃度は，それぞれの沿岸において顕著な差は見ら

れなかった. 

 
3．北海道の港湾・漁港構造物における塩害・中性化に関

する調査データの分析結果 

3．1 塩害・中性化に関する調査データの分析方法 

調査データは，北海道開発局が過去に図-4 に示す 22 港

湾・漁港で竣功年が1926～1998年，経過年数が15～84年

の 64 施設において試験体を採取して得た中性化深さまた

は深さ別の塩化物イオン含有量などの測定・試験結果を用

いた．中性化深さ測定試験は，JIS A 1152「コンクリート

の中性化深さの測定方法」に準拠し測定している．深さ別

の塩化物イオン含有量は、JIS A 1154「硬化コンクリート

中に含まれる塩化物イオンの試験方法」に準拠し測定して

いる．既報では，全道16の港湾・漁港構造物について概略

分析を行ったが，本報告では新たに海氷海域で5港，寒冷

海域で1港の合計6港における調査データを追加収集して

以降に示す分析を行った.なお，上記の測定・試験結果の全

てを取り纏めたものはデータ数が多いため本報告では示さ

ないが，ここで特筆したいのは，常に塩化物イオンの供給

を受け（海水に浸り続け），加えて，前述のように本州沿

岸と比較して気温・水温が低い環境や凍害及び海氷等の過

酷な作用を受け続けたことにより，複合的な劣化が進行し

ていると想定される積雪寒冷地の港湾・漁港構造物を対象

とした塩害・中性化に関する調査・研究を行った事例は数

少ないことである． 

一般的に，中性化の進行速度を示す指標として使用され

ている中性化速度係数は，中性化期間（経過年数）の平方

根に比例するとされていることから７），中性化速度係数は

上述の測定結果である平均中性化深さと経過年数の平方根

から算定した.また，本報告における拡散係数は，上述の深

さ別の塩化物イオン含有量試験結果をもとに，式1に示す

Fickの拡散方程式を用いた回帰分析によって算定した７），

８）．なお，拡散係数を算定した結果，明らかに異常値と判

定できるデータは排除して以下の分析を行った８）. 

 

  ……式 1 
 

Ｃ(ｘ，ｔ)：深さｘ(㎝)，建設時からの時刻ｔ(年)にお

ける塩化物イオン含有量(㎏/㎥) 

Ｃ０：表面における塩化物イオン含有量(㎏/㎥) 

Ｄap：塩化物イオンの見かけの拡散係数(㎠/年) 

Ｃｉ：初期含有塩化物イオン含有量(㎏/㎥) 

erf：誤差関数（式2） 

 

……………………式 2 
 

γcl：予測の精度に関する安全係数（一般的な値である

1.0を採用） 

3．2 塩害・中性化の分析結果  

表-2は，中性化速度係数と拡散係数が筆者ら９）の成果か

ら，表面塩化物イオン濃度が本報告の成果として海域毎の

平均値・中央値をまとめものである.表-2から，中性化速

度係数では寒冷海域の平均値が0.52㎜/√年，海氷海域の

平均値が0.61㎜/√年，及び，寒冷海域の中央値が0.37

㎜/√年，海氷海域の中央値が0.48㎜/√年，拡散係数では

寒冷海域の平均値が0.44㎠/年，海氷海域の平均値が0.37

㎠/年，及び，寒冷海域の中央値が0.32㎠/年，海氷海域の

中央値が0.30㎠/年，表面塩化物イオン濃度では寒冷海域

の平均値が14.33㎏/㎥，海氷海域の平均値が17.09㎏/㎥，

及び，寒冷海域の中央値が13.94㎏/㎥，海氷海域の中央値

が16.80㎏/㎥で，平均値と中央値とも数値的には大きな差

表-1 地点別の流氷観測の平年値（1981～2010年）６） 

地点 
流氷 

備考 
初日 終日 期間 

稚 内 2.13(16年) 3.12(16年) 28日(16年) 
 

北見枝幸 1.25(24年) 3.31(24年) 66日(24年) 2004年に

観測終了 雄 武 1.25(24年) 4.1(24年) 67日(24年) 

紋 別 1.23(27年) 4.3(27年) 71日(27年) 
2007年に

観測終了 

網 走 1.21(30年) 4.11(30年) 81日(30年) 
 

根 室 2.11(25)年 3.29(25年) 47日(25年) 
2010年に

観測終了 

釧 路 2.28(10年) 3.17(10年) 18日(10年) 
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図-4 北海道の港湾・漁港構造物における劣化状況に関する調査位

置図 



や特徴は見出せなかった. 

図-5は，各港で採取された試験体における測定・試験値

より算定された中性化速度係数（上段：(a)），拡散係数（中

段：(b)），表面塩化物イオン濃度（下段：(c)）を寒冷・

海氷海域毎に取り纏め，縦軸に示した各階級における相対

頻度分布を横軸にとり，グラフ化したものである.中性化速

度係数と拡散係数が筆者ら９）の成果から，表面塩化物イオ

ン濃度が本報告の成果としてまとめたものである． 

既報と比べて，海氷海域における調査データが追加され

たことから，中性化速度係数（上段：(a)）と拡散係数（中

段：(b)）の海域毎の相対頻度分布では，拡散係数（中段：

(b)）の寒冷海域に2.0㎠/年以上の階級で5％程度の突出

した分布があったものの，ほぼ全ての階級において平均

値・中央値の寒冷・海氷海域毎の比較結果と同様に大きな

差や特徴は見出せなかった.一方，表面塩化物イオン濃度

（下段：(c)）の寒冷・海氷海域毎の相対頻度分布では，20.0

㎏/㎥以上と15.0～17.5㎏/㎥の階級で海氷海域が約2倍程

度以上の分布あり，17.5～20.0㎏/㎥の階級で逆に寒冷海

域の方が2倍以上の分布あり，相対頻度分布が比較的大き

く，かつ，数値の大きい階級で分布傾向の逆転現象が認め

られた. 

また，中性化速度係数と拡散係数ともに寒冷・海氷海域

毎では，有意水準1%及び5%で統計的に有意な差は認められ

なかったが，表面塩化物イオン濃度の寒冷・海氷海域毎で

は，有意水準1%で統計的に有意な差が認められた.拡散係

数の寒冷・海氷海域毎で有意差が認められたと言う結果は，

既報と違う傾向であるが，元来拡散係数で寒冷・海氷海域

毎に有意な差はなく，かつ，調査データ数が少なかった海

氷海域において調査データが追加されたため，このような

結果に至ったと推測される．表面塩化物イオン濃度の寒

冷・海氷海域毎で有意差が認められたのは，新たな知見で

あるが，前章で述べたとおり北海道沿岸では平均海水塩分

濃度に大きな差がなく，それらの原因や影響等について今

後検討が必要であると考える． 

3．3 実務レベルにおける複合劣化を受けた沿岸構造物の

塩害による劣化予測の評価  

一般的に，鉄筋コンクリート構造物の耐久性や健全度を

評価する際は，中性化深さまたは深さ別の塩化物イオン含

有量に関する調査等を行う．塩害に関しては，それらの調

査データから式1に示すFickの拡散方程式を用いた回帰分

析によって拡散係数等の諸数値を算定し異常値等の処理を

する７），８）．そして、調査した構造物の塩化物浸透による

将来的な耐久性や健全度を評価する場合は，上述で算定し

た拡散係数等の諸数値を式1に代入して得た鉄筋コンクリ

ート中のある深さにおける将来の塩化物イオン濃度と鉄筋

の腐食限界塩化物イオン濃度とを比較して将来的な鉄筋の

腐食の可能性等を加味してその構造物の寿命を検討する。 

図-6は，横軸に深さ別の塩化物イオン濃度の実測値，縦

軸に調査データより回帰分析して算定した拡散係数等の諸

数値を式1に代入して得た深さ別の塩化物イオン濃度の予

測計算値の全データをプロットしたもので，図中の赤線は

y=xである． 

前述のとおり，図のプロットデータは，本州沿岸と比較

して過酷な作用を受け続けたことにより，複合的な劣化が

進行していると想定される構造物から採取した試験体の実

測値を基にしたものであるが，実測値と計算値に多少のバ

ラつきが見られるものの，概ね同等である． 

これは，個々の構造物において，調査以降に大きな劣化

や損傷が発生しない限り，調査データから回帰分析により

算定した拡散係数等の諸数値の使用についてしっかりした

評価が必要であるものの，それらを用いて劣化予測しても

ほぼ問題無いケースがあることを示唆している． 

表-2 中性化速度係数と拡散係数と表面塩化物イオン濃度

の平均値・中央値の海域毎における比較 

項   目 寒冷海域 海氷海域 

中性化速度係数 

(mm/√年)９） 

平均値 0.523 0.608 

中央値 0.370 0.475 

拡散係数（㎤/年)９） 
平均値 0.438 0.371 

中央値 0.316 0.295 

表面塩化物イオン 

濃度（㎏/㎥） 

平均値 14.325 17.086 

中央値 13.937 16.801 

(b)拡散係数の海域毎相対頻度分布９）

図-5 寒冷海域と海氷海域の分析結果

(a)中性化速度係数の海域毎相対頻度分布９）

(c)表面塩化物イオン濃度の海域毎相対頻度分布



更に信頼性の高い予測を行う場合には，寒地土木研究所

における耐寒材料チーム・寒地技術推進室が提案 10）してい

る凍害によるスケーリングとひび割れによる複合劣化を考

慮した塩化物イオンの浸透予測式を用いる方法も有効と考

えられるが，本報告で扱っている調査データは，予測に必

要な相対動弾性係数及び剥離度を測定していないため，本

報告では検討しない． 

 

4．北海道の港湾・漁港と北海道以外の港湾構造物におけ

る塩害・中性化に関する調査データの概略分析結果 

調査データは，山路ら 11)が調査した北海道以外の 34 港

湾（以下，「温暖海域」と言う．）で竣功年が1937～1995

年，経過年数が5～61年の63施設において試験体を採取し

て得た深さ別の塩化物イオン含有量などの測定・試験結果

から，著者らが式1に示すFickの拡散方程式を用いた回帰

分析によって拡散係数等の諸数値を再算定した． 

表-3は，拡散係数と表面塩化物イオン濃度の北海道海域

（＝寒冷海域＋海氷海域）と温暖海域の海域毎の平均値・

中央値をまとめものである. 表-3から，拡散係数では北海

道海域の平均値が 0.42 ㎠/年，温暖海域の平均値が 0.69

㎠/年，及び，北海道海域の中央値が0.31㎠/年，温暖海域

の中央値が0.47㎠/年で，平均値と中央値とも温暖海域の

方が数値の大きい傾向が見られた．表面塩化物イオン濃度

では北海道海域の平均値が15.14㎏/㎥，温暖海域の平均値

が12.41㎏/㎥，及び，北海道海域の中央値が14.52㎏/㎥，

温暖海域の中央値が11.85㎏/㎥で，平均値と中央値とも数

値的には大きな差や特徴は見出せなかった. 

図-７は，各港で採取された試験体における測定・試験値

より算定された拡散係数（上段：(a)），表面塩化物イオン

濃度（下段：(b)）を北海道海域と温暖海域の海域毎に取り

纏め，縦軸に示した各階級における相対頻度分布を横軸に

とり，グラフ化したものである. 

拡散係数（上段：(a)）の北海道・温暖海域毎の相対頻度

分布では，拡散係数が0.5以下の階級で北海道海域が温暖

海域を上回り，それ以外の0.5を超える階級で温暖海域の

方が上回る傾向を示しており，平均値・中央値とも北海道・

温暖海域毎の比較で温暖海域の方が数値の大きい傾向を裏

打ちしている。表面塩化物イオン濃度（下段：(b)）の北海

道・温暖海域毎の相対頻度分布では，12.5 ㎏/㎥を超える

階級で北海道海域が温暖海域を上回り，それ以外の 12.5

㎏/㎥以下の階級ではほぼ温暖海域の方が上回る傾向を示

しているが，大きな差や特徴は見出せなかった. 

また，拡散係数と表面塩化物イオン濃度の北海道・温暖

海域毎では，有意水準1%で統計的に有意な差が認められた

が，それらの原因や影響等について今後検討が必要である

と考える． 

 

5．まとめ 

(1) 積雪寒冷地である北海道がおかれる過酷な環境特性と

して，冬期間において気温・海水温とも本州沿岸と比

較して 10℃を越える温度差があることを確認した.凍

害危険度は，日本海南側及び太平洋西側の一部を除く

北海道沿岸で 2 以上であり，本州沿岸と比較して凍害

し易い環境特性であることを示唆していること，更に，

海氷海域では多い地点で毎年，少ない地点でも3年に1

表-3 拡散係数と表面塩化物イオン濃度の平均値・中央値

の海域毎における比較 

項   目 北海道海域 温暖海域 

拡散係数（㎤/年) 
平均値 0.419 0.688 

中央値 0.313 0.470 

表面塩化物イオン

濃度（㎏/㎥） 

平均値 15.138 12.407 

中央値 14.519 11.848 

図-6 塩化物イオン含有量の実測値と計算値の比較 

図-7 北海道と本州の分析結果 

(b) 表面塩化物イオン濃度の海域毎相対頻度分布 

(a) 拡散係数の海域毎相対頻度分布 



回は流氷が観測されており，低温な環境に海氷による

作用も加わる過酷な環境であると言える.一方、平均海

水塩分濃度は，北海道沿岸と本州沿岸で顕著な差はな

かった. 

(2) 中性化速度係数と拡散係数と表面塩化物イオン濃度の

寒冷・海氷海域毎の平均値・中央値とも数値的には大

きな差や特徴は見出せなかった. 

(3) 中性化速度係数と拡散係数と表面塩化物イオン濃度の

寒冷・海氷海域毎の階級別相対頻度分布で，中性化速

度係数と拡散係数では，ほぼ全ての階級において大き

な差や特徴は見出せなかった. 一方，表面塩化物イオ

ン濃度では，20.0㎏/㎥以上と15.0～17.5㎏/㎥の階級

で海氷海域が約2倍程度以上の分布あり，17.5～20.0

㎏/㎥の階級で逆に寒冷海域の方が2倍以上の分布あり，

相対頻度分布が比較的大きく，かつ，数値の大きい階

級で分布傾向の逆転現象が認められた． 

(4) 中性化速度係数と拡散係数の寒冷・海氷海域毎では，

有意水準1%及び5%で統計的に有意な差は認められなか

ったが，表面塩化物イオン濃度の寒冷・海氷海域毎で

は，有意水準1%で統計的に有意な差が認められた.拡散

係数で寒冷・海氷海域毎で有意差が認められたと言う

結果は，既報と違う傾向であるが，元来海域毎に有意

な差はなく，かつ，調査データ数が少なかった海氷海

域において調査データが追加されたため，このような

結果に至ったと推測される． 

(5) 実務レベルにおける塩害による劣化予測の評価では，

本州沿岸と比較して過酷な作用を受け，複合的な劣化

が進行している試験体の実測値を基にしたものである

が，実測値と計算値に多少のバラつきが見られるもの

の，概ね同等であり，個々の構造物において，調査以

降に大きな劣化や損傷が発生しない限り，調査データ

から回帰分析により算定した拡散係数等の諸数値の使

用についてしっかりした評価が必要であるものの，そ

れらを用いて劣化予測してもほぼ問題無いケースがあ

ることを示唆している． 

(6) 拡散係数と表面塩化物イオン濃度の北海道・温暖海域

毎の平均値・中央値では，拡散係数が平均値と中央値

とも温暖海域の方が数値の大きい傾向が見られ，表面

塩化物イオン濃度では，平均値と中央値とも数値的に

は大きな差や特徴は見出せなかった. 

(7) 拡散係数の北海道・温暖海域毎の相対頻度分布では，

拡散係数が0.5以下の階級で北海道海域が温暖海域を

上回り，それ以外の0.5を超える階級では温暖海域の

方が上回る傾向を示しており，平均値・中央値とも北

海道・温暖海域毎の比較で温暖海域の方が数値の大き

い傾向を裏打ちしている。表面塩化物イオン濃度の北

海道・温暖海域毎の相対頻度分布では，大きな差や特

徴は見出せなかった. 

(8) 拡散係数と表面塩化物イオン濃度の北海道・温暖海域

毎では，有意水準1%で統計的に有意な差が認められた． 

今後の課題としては，拡散係数等の諸数値が北海道と温

暖海域毎で有意差がある原因や，温暖海域の構造物や塩分

の供給を常時受けない道路系構造物における塩害・中性化

に関する調査データとの比較・検討・評価，凍結融解と海

氷摩擦との複合劣化特性の解明などにも別途取り組んでお

り，別の機会に報告したい. 
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