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北海道の高速道路は、老朽化とともに凍害や塩害の厳しい環境にさらされ、橋梁をはじめと
する構造物の変状発生が顕在化してきている。現在その対策として、ＬＣＣを考慮した予防保
全の観点から、表面含浸材等が用いられてきている。本報告は、コンクリート表面含浸材（シ
ラン系）の凍害による影響を確認するために、凍結融解試験による室内試験結果を報告するも
のである。
キーワード：長寿命化、維持・管理

1. はじめに
北海道の高速道路は供用から長いもので42年を経過し
ており、老朽化とともに凍害や塩害の厳しい環境にさら
され、橋梁をはじめとするコンクリート構造物における
の変状の発生が顕在化してきている（図-1、図-2）。経
年劣化する構造物を長期間維持するには使用期間中にお
ける劣化に対して十分な耐久性を有することは基より、
ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）が最小となるような構
造物や対策を講じることが重要である。
北海道支社管内のコンクリート構造物は、構造物の劣
化状況を鑑み、劣化に対して建設段階から耐久性を考慮
した対策を講じてきた。対策としては、伸縮装置周辺の
桁端部や沓座部に表面保護工を施している。しかし近年、
スパイクタイヤ規制条例以降、塩化ナトリウムを主成分
とした凍結防止剤の散布量が増加したことにより、コン
クリート製防護柵に塩化物イオンが浸透し、内部鉄筋が
腐食膨張してコンクリートが剥離する塩害劣化が発生し
ている。
滞雪の融解による凍害
発生の懸念がある箇所

劣化抑制効果があるものの、外観を変化させることから
点検時に変状が確認しにくいといった課題がある。また、
表面含浸材においては、塩害劣化抑制効果があるものの
凍害による影響が不明である等の課題がある。
本報告は、コンクリート表面含浸材（シラン系）の凍
害による影響を確認するために、平成 25 年度及び平成
26 年度に行った凍結融解試験によるスケーリング抵抗
性及び遮塩性についての室内試験結果を報告するもので
ある。

2. 室内試験の概要
(1)試験供試体
配合条件は、水セメント比 50％、目標スランプ 10ｃ
ｍ、目標空気量 5％とした。供試体寸法は JIS A 1148
「コンクリートの凍結融解試験方法」に拠り、10×10×
40ｃｍとした。供試体製作時のコンクリート配合と使用
材料を表-1 と表-2 に示す。供試体は、4 週間水中養
生・2 週間気中養生を行った後、表-3 と表-4 に示す表
面含浸材を塗布した。試験供試体は、表-3 と表-4 の表
面含浸材を塗布したものに加え、比較用に含浸材を塗布
しない供試体も作成した。
表-１ コンクリート配合

図-１壁高欄断面図

図-２ 凍害と思われる状況

現在、凍害や塩害劣化に対しては表面被覆工や表面含
浸工法が用いられることが多い。しかし、表面被覆材は
susumu saito, tadashi maruyama, hitoshi yoshii

表-２ 供試体使用材料
使用材料
水
W
ｾﾒﾝﾄ
C
細骨材
S

種別
上水道
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ
陸砂

粗骨材

G

砕石 2005

混和剤

Ad

AE 減水剤

備考
水道水
密度 3.16g/cm3
密度 2.68g/cm3
密度 2.66g/cm3、
実績率 59.5％
ﾘｸﾞﾆﾝｽﾙﾎﾝ酸塩系

(2)質量減少率
無塗布については、若干のスケーリングが発生し、試
験終了の 300 サイクルで+3％の質量減少率であったが、
ほぼ健全な状態（図-6）であった。シラン系含浸材を塗
布した 2 供試体については、54 サイクル経過時からス
ケーリングの発生が確認され、試験終了の 300 サイクル
までは継続に進行し+10％の質量減少率であった（図5）。

表-３ 平成 25 年度試験に用いた表面含浸材
種類

系別

Ａ材料
Ｂ材料

無溶剤系
水系

有効成分
（％）

材料の
状態

塗布量
(g/ｍ2)

含浸
深さ

90
80

ジェル状

200
200

4mm 以上

ペースト状

4mm 以上

表-４ 平成 26 年度試験に用いた表面含浸材
種類

系別

Ａ材料
Ｂ材料
Ｃ材料
Ｄ材料

無溶剤系
水系
無溶剤系
無溶剤系

有効成分
（％）

材料の
状態

塗布量
(g/ｍ2)

含浸
深さ

90
80
95
-

ジェル状

200
200
200
300

4mm 以上

ペースト状
ジェル状
液体状

要求値 70％以上

4mm 以上
6mm 以上
6mm 以上

(2)試験方法
試験は、JIS A 1148「コンクリートの凍結融解試験方
法」に準拠し、-18℃～5℃の凍結融解行程を 1 サイク
ルとして平成 25 年度では 300 サイクル、平成 26 年度で
は 200 サイクルまで行った（図-3）。試験環境は、実構
造物を想定し、3％塩
水に浸漬して実施する
こととした。塩水は、
高速道路の冬期の路面
凍結防止対策として散
布する塩化ナトリウム
（NaCl）を使用して作
製した。
図－３ 凍結融解試験機

図-４ 相対動弾性係数

54 サイクル

図-５ 質量減少率

3. 平成 25 年度 試験結果
各試験体の質量減少率と相対動弾性係数の推移を図-3、
図-4 に示す。なお、14 日間の気中養生＋塗布後 4 日間
の気中養生後に試験を開始しているため、初期段階では
吸水により相対動弾性係数は増加、質量減少率は減少し
ている。

無塗布 54 サイクル

無塗布 300 サイクル

Ａ材料 54 サイクル

Ａ材料 300 サイクル

(1)相対動弾性係数
無塗布については、試験終了の 300 サイクルにおいて
も低下はなかった。シラン系含浸材を塗布した 2 供試体
については、試験終了の 300 サイクルまで継続的に低下
し 90～92％まで低下した（図-4）。
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った（図-8）。含浸深さ別に比較した結果では、大きな
差はみられなかった。

Ｂ材料 54 サイクル
Ｂ材料 300 サイクル
図-６ 54 及び 300 サイクルにおける外観写真

(3)塩分量
全供試体の塩化物イオン濃度は、表面から 10mm まで
の深さでは高く、10mm～40mm までの深さでは低い値であ
った（図-9）。無塗布とシラン系含浸材を塗布したもの
を比較すると、無塗布の表面から 10mm までの深さの塩
化物イオン濃度が 4～6kg/ｍ3 に対し、シラン系を塗布
したものは 1～3kg/ｍ3 と低い傾向を示した。含浸深さ
別に比較した結果では、大きな差は見られなかった。

4. 平成 26 年度 試験目的
平成 25 年度の試験の結果、シラン系含浸材を塗布し
たものは無塗布に比べ、スケーリングによる表面劣化が
著しいことが確認された。しかし、シラン系表面含浸材
は、遮塩効果が高い等、スケーリングが発生するまでは
有効な手段である。そのため、平成 26 年度試験では、
含浸深さの違う含浸剤を用いて、スケーリング量の違い
を検証した。試験に使用する含浸材は、平成 25 年度試
験に使用した材料に加え、含浸深さ 6mm 以上の材料を 2
種類追加し計 4 種類の含浸材で各種試験を実施した。ま
た、遮塩性の検証を目的に、塩分量試験を 59、82、101、
200 サイクル時点で実施した。塩分量試験は、供試体表
面から 10mm 間隔で 40mm までコンクリート粉末を採取し、
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」に準じてコンクリート粉末に含まれる塩
化物イオンの全量を抽出し、塩分／単位水量測定器：
SALMATE-100/WS を用いて測定を行った。

要求値 70％以上

図-７ 相対動弾性係数
59 サイクル

5. 平成 26 年度 試験結果
図-８ 質量減少率
各試験体の質量減少率と相対動弾性係数の推移と塩化
物イオン分布を図-7、図-8、図-9 に示す。
(1)相対動弾性係数
無塗布については、試験終了の 200 サイクル時点でも
低下が見られなかったが、シラン系含浸材を塗布した 4
供試体については 200 サイクルまで継続的に低下し 91
～95％まで低下した（図-7）。今回の試験では、含浸深
さが 4mm と 6mm の材料での比較も行ったが、相対動弾性
係数には大きな差は見られなかった。
(2)質量減少率
無塗布については、試験終了の 200 サイクル時点でも
質量の低下は見られなかったが、シラン系含浸材を塗布
した 4 供試体については 59 サイクル経過時からスケー
リングの発生が確認され（図-10）、試験終了の 200 サ
イクルまでは継続的に進行し+7～+8％の質量減少率であ
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図-９ 塩化物イオン分布図

無塗布 59 サイクル

無塗布 200 サイクル

Ａ材料 59 サイクル

Ａ材料 200 サイクル

布した材料は、凍結融解のサイクルを繰り返すことで、
無塗布のコンクリートよりスケーリングが急激に進行す
る傾向があることが分かった。スケーリングは、54～59
サイクル経過時から増大に転ずる結果が示された。
遠藤らの研究 2）では、塩水中で凍結融解を繰り返す
と表層に形成された吸水防止層内に水分が押し込まれ、
凍結時に生ずる吸水防止層内での未凍結水の毛管流動が、
疎水化された組織によって阻害されることで、流動圧が
高まりスケーリングが突発的に顕在化した。と報告され
ている。本試験においても同様の結果が確認されており、
54～59 サイクルを超えた後に同様のメカニズムによっ
てスケーリングが顕在化したものと考えられる。
遮塩性については、塗布したものは無塗布と比べ、表
面から 10mm までの塩分イオン濃度は低い値であった。
また、塗布したものはサイクル数が増えるにつれ、コン
クリート表面付近の塩化物イオン量が減る傾向があった。
これは、塩化物イオンを含んだコンクリート表面がスケ
ーリング片として飛散したことにより塩分量が低くなっ
た可能性が考えられる。

7. まとめ
Ｂ材料 59 サイクル

Ｂ材料 200 サイクル

Ｃ材料 59 サイクル

Ｃ材料 200 サイクル

Ｄ材料 59 サイクル
Ｄ材料 200 サイクル
図-10 59 及び 200 サイクルにおける外観写真

本室内試験では、以下のことが確認された。
・54～59 サイクルまでは無塗布と塗布したもののいず
れも、ほぼ同じ挙動を示した。
・54～59 サイクルを超えると、塗布したものは質量減
少率及び相対動弾性係数ともに低下、つまりスケーリ
ングの進行が観察された。
・塗布したものは無塗布と比べ、表面から 10mm までの
塩分イオン濃度は低い値であった。
・塗布したものはサイクル数が増えるにつれ、コンクリ
ート表面付近の塩化物イオン量が減る傾向があった。
・含浸深さ別に比較した結果では、相対動弾性係数及び
質量減少率のどちらにおいても大きな差は見られなか
った。
今回は、スケーリング抵抗性及び遮塩性に着目した室
内試験であった。今後は、維持管理にかかるコストの縮
減、維持管理の合理化を含めて、より効果的なコンクリ
ート表面含浸材の使用に向けて研究を進める予定である。
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各供試体とも、耐久性指数の要求値である相対動弾性
係数が 70％以上 1）の結果であった。しかし、表面含浸
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耐久性指数の要求値は満足するものの、表面含浸材を塗
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