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北海道のような寒冷地では凍結融解と塩化物の複合作用に起因するコンクリートの劣化が懸
念される。劣化の進行を抑制する技術の一つにシラン系表面含浸材がある。この材料はコンク
リート表層に吸水抑制機能を付与する浸透性の保護材で、予防保全を目的に道路橋の地覆や剛
性防護柵に広く適用されている。本論文では新設もしくは打換えられたコンクリートに塗布し、
凍結融解と塩化物の複合作用を受ける環境下に8～10年曝した際の塩化物イオンの浸透抑制効果
について調査し、効果は持続していることを示した。実測値は予測と概ね対応し、約10年まで
の範囲ではあるが、北海道開発局道路設計要領に記載されている予測手法の有効性を確認した。
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1. はじめに
北海道の道路構造物は、凍結融解と塩化物との複合作
用による劣化を受けやすい厳しい環境下に曝されている。
そのため、道路橋を構成する地覆などのコンクリート部
材ではスケーリングによる表層欠損や鋼材の早期腐食が
懸念される。近年、厳しい財政事情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、ライフサ
イクルコストを最小化するための耐久性設計や劣化の進
行を抑制する対策工が広く行われている。対策工の種類
は種々あるが、その一つにシラン系表面含浸材がある。
シラン系表面含浸材は、コンクリートの表層に吸水抑
制機能を付与し、凍害や塩害を引き起こす水や塩化物イ
オンの浸透を抑制することを目的に使用される浸透性の
保護材である。材料には疎水性のアルキル基が含まれて
いる。コンクリートの表面に塗布し、表層へ含浸させる
と、図-1に示すように表面や空隙壁面にアルキル基が固
着して含浸域が疎水化され、吸水抑制機能が発現する。
この技術は、①短期間で施工ができ、簡便で比較的安
価である、②被覆材とは異なり材料が含浸するため、表
面は紫外線の影響を受けるものの、内部の含浸域は影響
を受けにくい、③材料が無色透明で外観を大きく変えな
いため、施工後も目視による点検が可能である、④水滴
は通さないが水蒸気透過性を有しており、空隙も充填さ
れないため、内部に蓄積された水分に起因する劣化の抑
制が期待できる、⑤材料はコンクリートと一体化するた
め、部材改修の際に発生する産業廃棄物の量が少ない、
といった長所を有している。
なお、シラン系表面含浸材による水や塩化物イオンの
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図-1 シラン系表面含浸材塗布後のコンクリート面のイメージ

浸透抑制効果は、使用する製品や環境によって異なる。
これに鑑み、著者ら1)は寒冷環境下で凍・塩害の進行を
抑える対策としてシラン系表面含浸材を適用するにあた
って留意すべき内容を整理するため、種々の検討を重ね
た。そして、水セメント比55%相当のコンクリートにお
いてシラン系表面含浸材の含浸深さが6mm以上、塩水浸
漬試験による塩化物イオン浸透深さが3mm以下を満足す
る製品の選定を標準とすること等を示した「道路橋での
表面含浸材の適用にあたっての留意事項」（以下、留意
事項と記す）をとりまとめた。
留意事項は北海道開発局道路設計要領の第3集橋梁、
第2編コンクリート（以下、道路設計要領と記す）2)に盛
り込まれ、実務で運用されている。しかしながら平成19
年4月に盛り込まれてから未だ約7年しか経過しておらず、
現場での塗布効果の持続性は十分明確になっていない。
例えば、道路設計要領には既報3)をふまえた塩化物イ
オンの浸透予測の考え方が示されている。図-2に予測の
概念を示す。凍害によるコンクリート組織の弛緩の影響
を無視すると、一般的なコンクリートにおいては、時間
t(年)経過時の深さx(cm)における塩化物イオン量の予測値
C(x,t) (kg/m3)は次式で表される。
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図-2 塩化物イオンの浸透予測の概念




x

C ( x, t )  C0 1  erf 
 2 D・t  

c




(1)

増毛
美幌
むかわ
【部材】

W/C
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単位量(kg/m3)
C
E
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－
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30
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増毛 … 供試体（100×100×400mm）

美幌 … 一般国道の道路橋地覆
ここに、C0はコンクリート表面における塩化物イオン
むかわ … 高規格幹線道の道路橋剛性防護柵
量(kg/m3)、Dcは母材コンクリートの塩化物イオンの見か
【略称】 W/C …水セメント比、高炉B … 高炉セメントB種
けの拡散係数 (cm2/年)、erfは誤差関数である。
普通 … 普通ポルトランドセメント、W … 水、
一方、シラン系表面含浸材を塗布するとアルキル基が
C … セメント、E … 膨張材、S … 粗骨材、G … 細骨材
含浸・固着し、吸水防止層が形成される。この吸水防止
(Gの最大寸法は美幌が40mm、増毛とむかわが25mm)
層と母材コンクリートは、塩化物イオンの見かけの拡散
係数が異なる。道路設計要領には塩化物イオンの見かけ
2. 調査内容
の拡散係数の違いを考慮した次の予測式が示されている。

ⅰ）0≦x≦th の場合
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ここに、thは吸水防止層の厚さ（シラン系表面含浸材
の含浸深さ）(cm)、Dhは吸水防止層における塩化物イオ
ンの見かけの拡散係数(cm2/年)である。
予測の精度は、ライフサイクルコストの評価に大きく
影響する。既報1)、4)では2～5年間の暴露実験の範囲で実
測値と概ね良く対応する検証結果は示されている。しか
し、部材の供用年数はこれよりもさらに長く、予測式の
有効性を検証するには、実環境下に曝されるコンクリー
トのデータを長期的に取得し、予測との整合性を定期的
に確認する必要がある。
著者らは、寒冷環境下でのシラン系表面含浸材の効果
の持続性とその予測手法の有効性を検証するための追跡
調査を各地で継続的に行っている。本論文では、劣化が
生じていない新設もしくは打換えられたコンクリートに
シラン系表面含浸材を塗布し、その後、凍結融解と塩化
物（海塩の飛来、凍結防止剤の飛散）の複合作用を受け
る環境下に曝してから約10年目までの塩化物イオンの浸
透抑制効果を調べた結果について報告する。
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(1) 調査箇所
図-3に調査箇所、表-1に各箇所に曝されているコンク
リートの配合を示す。本論文で調査した箇所は、増毛、
美幌、むかわの3箇所である。以下に詳細を述べる。
a) 増毛（暴露実験場）
寒地土木研究所の実験室で100×100×400mmの供試体
を作製した。打設後、湿布養生を7日間行い、材齢14日
にシラン系表面含浸材を打設面に塗布した。そして材齢
28日に日本海に面する増毛暴露実験場の架台に供試体を
据付けた。写真-1に据付けの状況を示す。水中に浸かる
環境にはないが、年間を通じて飛来塩分の影響を受ける。
供試体は打設面が海側を向くように据付けた。打設面以
外からの塩化物イオンの浸透を防ぐため、打設面以外の
5面にはエポキシ樹脂をコーティングしている。暴露は
2005年11月より開始し、約8年経過している。
b) 美幌（一般国道道路橋地覆）
現場は一般国道39号美幌町に架かる橋長73mの道路橋
の地覆である。冬期は凍結防止剤が散布されている。
2004年10月に地覆の打換え工事が行われた際、道路側垂
直面と天端面および外側面にシラン系表面含浸材を塗布
した（写真-2）。地覆は塗布後、約10年経過している。
橋は曲線橋で、横断方向には塗布した地覆に向かって約
4%の片勾配がついており、道路側垂直面の下方に雨水
や融雪水が集まりやすい環境にある。
c) むかわ（高規格幹線道道路橋剛性防護柵）
現場は日高自動車道むかわ町に架かる橋長27mの道路

美幌の一般国道道路橋
地覆での試験施工状況

(2) 冬期環境
調査箇所に最も近い位置のアメダス5)から調べた2013
年11月～2014年3月の日最低気温の推移を図-4に示す。
最小値は増毛が-14.8℃、美幌が-23.3℃、むかわが-18.3℃
で、いずれも1～2月に観測された。いずれの地区も日最
低気温は12月から1月にかけて大きく低下し、美幌は約
-15℃まで低下する状況が3月中旬まで続いた。
表-2は2013年11月～2014年3月の凍結融解日数を示して
いる。ここでは最低気温がコンクリートの凍結温度とさ
れる-2℃6)以下で、最高気温が-2℃より高い日を凍結融解
1日としてカウントした。合計日数は約70～100日で、む
かわ、美幌、増毛の順に多かった。美幌の日数は12月と
3月が特に多く、1月、2月はその半数程度であった。増
毛とむかわは12～3月を通じて月による日数の違いはさ
ほどみられなかった。美幌は最低気温が極めて低いため
に日中も気温が上がらなかったことが要因と考えられる。

写真-3 むかわの高規格幹線道道路橋
剛性防護柵での試験施工状況
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橋の剛性防護柵である。冬期は凍結防止剤が散布されて
いる。剛性防護柵は道路建設期間中の2003年10月に新設
された。その2年後の2005年10月に道路側垂直面と天端
面にシラン系表面含浸材を塗布した（写真-3）。そして
2006年3月に供用が開始され、現在に至っている。剛性
防護柵は建設から約11年、塗布からは約9年経過してい
る。ただし、凍結融解と塩化物の複合作用を受けている
期間は供用開始以降の約8.5年である。橋は直線橋で、
横断勾配は中央部を頂点とする2%勾配となっている。
なお、剛性防護柵と路面の間には幅100mm、深さ40mm
の排水用の溝が延長方向に設けられている。そのため、
融雪水は滞留しにくく、主に車両通過時に発生する凍結
防止剤を含む融雪水の飛散の影響を受ける環境にある。
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写真-2
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写真-1 増毛暴露実験場における供試体
の据付け状況

日にち

図-4 日最低気温の推移（2013年11月～2014年3月）5)
表-2 凍結融解日数（2013年11月～2014年3月）5)

増毛
美幌
むかわ

11月
2
10
12

12月
16
24
24

1月
16
10
19

2月
17
11
21

3月
19
24
21

合計
70日
79日
97日

(4) 調査項目
表-3に調査実施時期を示す。ここでは吸水防止層の厚
さと塩化物イオン量を調べた。吸水防止層の厚さは、増
毛は供試体、美幌は地覆の道路側垂直面、むかわは剛性
防護柵の垂直面中央部から採取したコアを割裂し、割裂
面に水道水を噴霧して撥水を呈した部分を含浸域と判断
し（写真-4）、ノギスで厚さを測定した。測定値は5箇
所の平均とした。塩化物イオン量は、採取したコアの表
面から深さ5cmの範囲を1cm間隔でカッター切断し、深
さ0～1cm、1～2cm、2～3cm、3～4cm、4～5cm（以下、
中間位置をとって、それぞれ深さ0.5cm、1.5cm、2.5cm、
3.5cm、4.5cmと記す）の塩化物イオン量をJIS A 1154の硝
酸銀滴定法に準じて測定した。

(3) シラン系表面含浸材
増毛で6種類、美幌で5種類、むかわで2種類のシラン
系表面含浸材を使用している。暴露実験および試験施工
3. 調査結果・考察
を開始した当時は道路設計要領に留意事項がまだ盛り込
まれていなかったが、現在は盛り込まれて施行されてい
(1) 増毛（暴露実験場）
ることに鑑み、代表して道路設計要領の仕様を満足する
1種類について調査した。調査したシラン系表面含浸材
増毛で暴露を開始して2、4、8年目に調べた塩化物イ
は無溶剤系で有効成分量90％、塗布量は400g/m2である。 オン量を図-5に示す。なお、2、4年目のデータは既報1)
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表-3 調査実施時期
塩化物イオン量(kg/m3)

増毛
美幌
むかわ

20

2年目 4年目 6年目 8年目 8.5年目 10年目
●
○
→
○
→
→
●
→
→
●
→
→
→
→
●

【測定項目】 ● … 吸水防止層の厚さと塩化物イオン量
○ … 塩化物イオン量のみ、→ … 曝すのみ
【備考】 1) ■年目とは、凍結融解と塩化物による複合作用を
受けた期間を表している
2) 網掛けは未だ達していない期間を表している
（今後、追跡調査を行う予定）
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写真-4 吸水防止層
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図-5 塩化物イオン量の測定結果（増毛暴露、2、4、8年目）
表-4

2年目の実測値から求めた増毛暴露の
予測式のC0、th、Dh、Dc1)

表面塩化物イオン量C0 (kg/m3)
吸水防止層の厚さ th (mm)
塩化物イオンの見かけ 吸水防止層Dh
の拡散係数 (cm2/年)
母材コンクリートDc

数値
19.1
6.6
0.001
0.11

20

塩化物イオン量(kg/m3)

の再掲である。無塗布においては、深さ0.5cmの塩化物
イオン量が暴露開始後、2年目にかけて約8kg/m3まで急
速に増加し、2年目から8年目にかけては緩やかに増加し
た。深さ1.5cmの塩化物イオン量は2年目から4～8年目に
かけてやや多く増加した。一方、塗布は、無塗布とは対
照的に、2年目の塩化物イオン量は深さ0.5cmが1kg/m3程
度、深さ1.5cm以降は極めて少なく、この傾向は8年経過
した現在も続いていることが確認された。この結果は、
日最低気温の最小値が-14.8℃、年間の凍結融解日数が70
日で水中に浸かりにくく、年間を通じて飛来塩分の影響
を受ける地区では、道路設計要領の仕様を満たす材料を
適切に選定・施工することで、少なくとも8年間は塩化
物イオンの浸透抑制効果の持続が期待できることを示唆
している。
表-4は2年目の実測値から求めた増毛暴露の予測式の
各種パラメータである1)。このパラーメータから8年目の
塩化物イオン量の予測を試み、予測手法の有効性につい
て検証した。8年目の調査で得た実測値と予測の比較を
図-6に示す。実測値のマーカーは予測の近傍にプロット
され、予測は実測値と概ね対応した。
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図-6 塩化物イオン量の予測と実測値（増毛暴露、8年目）

(2) 美幌（一般国道道路橋地覆）
写真-5は美幌の地覆の10年目の状況、表-5は6、10年目
に調べた吸水防止層の厚さを示している。道路側垂直面
の表面に軽微なスケーリングや除雪車の刃によるひっか
きと疑われる傷は確認されたが、表層には厚さ7～10mm
の吸水防止層が存在していた。表層に形成された吸水防
止層は10年経過後も消失せず、残存することがわかった。
図-7に6、10年目に調べた塩化物イオン量を示す。無
塗布の深さ0.5cmは、飛来塩分を通年受ける増毛の2～8
年目が約10kg/m3（図-5）であったのに対し、冬期のみ凍
結防止剤の作用を受ける美幌の6～10年目はその半分の
約5kg/m3であった。一方、内部の深さ2.5cmは増毛の8年
Hirotake Endoh, Akinori Shimata

目が0.5kg/m3（図-5）であるのに対し、美幌の6年目は
0.9kg/m3で増毛より多かった。美幌は表-1で示したよう
に増毛に比べて水セメント比が高いこと、高炉セメント
B種より拡散係数が大きくなりやすい普通ポルトランド
セメント7)が使用されていること等が理由に考えられる。
一方、塗布した場合は全体的に極めて少なく、塩化物イ
オンの浸透抑制効果の持続が確認された。道路設計要領
の仕様を満たす材料は、日最低気温の最小値が-23.3℃、
年間の凍結融解日数が79日で凍結防止剤の影響を受ける
環境下の道路橋地覆において、少なくとも10年間は効果
の持続が期待できることがわかった。

表-6 6年目の実測値から求めた美幌地覆のC0、Dh、Dc

表面塩化物イオン量C0 (kg/m3)
塩化物イオンの見かけ 吸水防止層Dh
の拡散係数 (cm2/年)
母材コンクリートDc

数値
6.2
0.002
0.17

塩化物イオン量(kg/m3)

20

美幌地覆、10年目

15

無・計
無塗布・予測
無・実
無塗布・実測値

10

塗・計
塗布・予測
塗・実
塗布・実測値

5

0

写真-5 美幌地覆10年目の状況
（チョークで囲っている部分はペースト残存箇所）
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5

表面からの深さ(cm)

図-8 塩化物イオン量の予測と実測値（美幌地覆、10年目）

表-5 吸水防止層の厚さ（美幌地覆）

厚さ

無塗布発錆限界到達(部材打換え)

10年目
9.0mm

6年目
7.7mm

40

費用(百万円)

塩化物イオン量(kg/m3)

20

美幌地覆、無塗布

15

※ 6年目の4.5cm
（深さ4～5cm）
は未計測

10

無塗布

30
塗布
(10年毎再塗布）

20
10

6年目
10年目

5

なお、塗布面は
道路側垂直面と
天端面の2面として
試算している。

塗布(再塗布なし）

0

0

20

40
60
経過年数

80

100

図-9 鉄筋保護に着目したライフサイクルコスト（美幌地覆）
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※ 6年目の4.5cm
（深さ4～5cm）
は未計測
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6年目
10年目

5

0
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1
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4

5

表面からの深さ(cm)

図-7 塩化物イオン量の測定結果（美幌地覆、6、10年目）

ここで増毛暴露に続いて、美幌の地覆においても予測
手法の有効性を検証した。表-6は6年目の実測値から求
めた美幌の地覆の予測式の各種パラメータである（thは
表-5の6年目の値）。このパラメータから10年目の塩化
物イオン量を予測し、10年目の実測値と比較した。結果
を図-8に示す。増毛暴露と同様、美幌の地覆でも予測は
実測値と概ね良い一致を示した。この予測をもとに、鉄
筋保護に着目した地覆のライフサイクルコストの試算を
行った。図-9に結果を示す。今回の調査結果に鑑み、吸
水防止機能を保持するための再塗布のインターバルを10
年以上に設定すると、塗布は、初年度は塗布作業に要す
る費用が加わるため無塗布を上回るものの、長期的には
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写真-6 むかわ剛性防護柵の供用8.5年目の状況

無塗布を下回り、100年後においては無塗布に比べて3.5
～6割のコスト縮減効果が期待される結果が示された。
(3) むかわ（高規格幹線道道路橋剛性防護柵）
写真-6はむかわの剛性防護柵の供用8.5年目の状況であ

4. まとめ

写真-7 コア採取後の孔穴（表面近傍に吸水防止層が見える）

塩化物イオン量(kg/m3)

20

むかわ
高規格幹線道
剛性防護柵
8.5年目

15

10

無塗
無塗布・実測値
塗布
塗布・実測値
無予
無塗布・予測
塗予
塗布・予測

5

寒冷環境下でのシラン系表面含浸材の効果の持続性と
その予測手法の有効性を検証するため、劣化が生じてい
ない新設もしくは打換えられたコンクリートに塗布し、
凍結融解と塩化物（海塩の飛来、凍結防止剤の飛散）の
複合作用を受ける環境下に曝してから8～10年目までの
塩化物イオンの浸透抑制効果を調べた。本論文で得た知
見をまとめると、以下のようになる。
(1) 道路設計要領の仕様を満足するシラン系表面含浸材
による塩化物イオンの浸透抑制効果は 8～10 年経過
後も持続していた。
(2) 塗布後 8～10 年目までの範囲ではあるが、道路設計
要領に記載されている予測手法の有効性を確認した。
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5

表面からの深さ(cm)

図-10 塩化物イオン量（むかわ剛性防護柵、供用後8.5年目）
表-7 供用後8.5年目の実測値から求めたむかわ剛性防護柵
における予測式のC0、th、Dh、Dc

表面塩化物イオン量C0 (kg/m3)
吸水防止層の厚さ th (mm)
塩化物イオンの見か 吸水防止層Dh
けの拡散係数 (cm2/年) 母材コンクリートDc

数値
2.1
5.6
0.0005
0.11

る。無塗布の剛性防護柵は、下部の斜面にスケーリング、
上部に薄皮の剥げ落ちによる荒れや水垂れに起因すると
思われる黒っぽい汚れが観察された。塗布した剛性防護
柵は無塗布に比べると表面の荒れは小さく、全体的に美
観が保持されていた。写真-7は塗布面で撮影したコア採
取後の孔穴である。表面近くに約5mmの撥水域すなわち
吸水防止層が観察され、吸水防止層の残存が確認された。
図-10に供用8.5年目に調べた塩化物イオン量の測定結
果を示す。実測値に着目すると、無塗布よりも塗布した
方が少なく、効果の持続が認められた。表面塩化物イオ
ン量は2.1kg/m3で既報8)で示されている高規格幹線道の値
よりも小さいが、増毛、美幌の結果に鑑みると、表面塩
化物イオン量が2.1kg/m3以上の高規格幹線道でも吸水防
止層が残存していれば効果は期待できると考えられる。
次に、供用8.5年目の実測値からむかわの剛性防護柵
における予測式のC0、th、Dh、Dcを調べた。表-7に結果を、
また、実測値との比較を図-10に示す。予測と実測値は
良く対応している。むかわの剛性防護柵におけるDhはDc
の1/220倍であった。増毛暴露は1/110倍（表-4）、美幌の
地覆は1/85倍（表-6）であり、本論文で得た10年目まで
の調査結果の範囲ではあるが、道路設計要領の仕様を満
足する材料を道路橋の地覆および剛性防護柵に塗布する
場合、塩化物イオンの浸透予測、設計を行う際のDhはDc
の1/100程度で設定することが妥当であると考えられる。
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5. 今後の課題
今後も継続的に効果の持続性を調査する予定である。
なお、本論文のデータは比較的良好な環境で施工された
（写真-2、3）部材から取得したものである。実際は冬
期など厳しい時期に施工が行われることもある。今後は
厳しい環境下での施工性や、そのような条件下で施工さ
れた部材における効果の持続性も調べる予定である。
謝辞：調査に際し、網走開発建設部網走道路事務所と室
蘭開発建設部苫小牧道路事務所よりフィールド提供およ
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