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要旨：水分逸散効果を持つ含浸系材料は塗膜系材料に比べて，水分や塩化物イオンなどの遮

断性能は劣るものの，コンクリート内部を乾燥状態に保つことによる鉄筋腐食抑制効果が期

待されている。本研究では，塩害の支配的要因であるコンクリートの含水状態および塩化物

イオン量を中心とした検討を行い，この両者により決定されるコンクリート中の腐食環境に

おける含浸材適用後の鉄筋腐食挙動を明らかにすることとした。その結果，含浸材による吸

水抑制および水分逸散の効果によって，ある程度までの塩化物イオンを含むコンクリートに

おいても，厳しい促進環境下の腐食速度の抑制が可能であることを確認した。  
キーワード：含浸材，含水状態，水分制御，塩化物イオン量，腐食速度 

 
1．はじめに 

塩害による鉄筋腐食はコンクリート構造物の

代表的な劣化原因である。塩害対策においては，

これまで多くの検討が行われ，標準的な対策技

術（対策選定・工法）が確立しつつある1)。し

かし，きわめて厳しい環境条件，あるいは，既

に塩害を生じた多量の内在塩分を含有するコン

クリート構造物においては，経済的かつ長期間

効果を保持できる対策については更なる検討が

必要とされる。また，維持管理コストの低減に

対する要求が高い状況にあっては，対策費用の

低コスト化は重要な課題となっている。  

シランを代表とする含浸材は，外部からの水

分の遮断だけではなく，水分逸散性能を持つ。

また，施工コストが安価であり，補修後のコン

クリート構造物の外観を変えず，さらには再補

修が容易であるなど，補修後の維持管理性(対策

後の変状確認，再補修性)に優れるという長所も

持つ。 

塩害対策においては，既にコンクリート内部

に塩化物イオンが内在する場合にも，コンクリ

制が可能であるとした報告があり

ート内部を低含水状態に維持することで腐食抑

 

. 実験概要 

よび配合 

ポルトランドセメント

(密

を用い，粗骨材として手取川産の骨材(密度：

2)，鉄筋腐食

抑制対策用の補修材料として水分逸散効果（コ

ンクリート内部の乾燥）を持つ含浸材の適用が

期待されている。一方，含浸材の種類によって

は早期に性能低下を生じるという報告もされて

いる3)。処理効果の持続性とともに，鉄筋腐食

抑制に含浸材を用いる場合の，その適用効果と

適用範囲（内在塩分量，環境条件）を明らかに

する必要がある。本研究では，塩害において支

配的な要因である塩化物イオン量およびコンク

リートの含水状態に着目し，含浸材の水分制御

効果によって得られたコンクリートの含水状態

が内在塩化物イオンを含むコンクリート中の鉄

筋腐食挙動に与える影響を解明することとした。

 
2

2.1 使用材料お

(1) コンクリート 

セメントとして普通

度：3.16g/cm2)を用いた。細骨材として手取

川産の骨材(密度：2.62g/cm3，吸水率：1.33%)
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表-1 示方配合 

単位量(kg/m3) W/C 

(%) 

s/a 

(%) 

スランプ

(cm) 

空気量 

(%) W C S G NaCl 

AE 減水剤 

(kg/m3) 

AE 助剤 

(kg/m3) 

65 46 10±１ 5±0.5 175 272 828 968 0.0(0.0) 1.020 1.088 

65 46 10±１ 5±0.5 175 272 827 968 1.2(0.7) 0.982 1.088 

65 46 10±１ 5±0.5 175 272 826 968 2.4(1.5) 0.945 1.088 

65 46 10±１ 5±0.5 175 272 824 968 3.6(2.2) 0.907 1.088 

65 46 10±１ 5±0.5 175 272 823 968 4.8(2.9) 0.870 1.088 

( )内は塩化物イオン量を示す。 

 

2.61g/cm3，吸水率：1.91%，最大寸法：20mm)

を用いた。所定の内在塩化物イオン量とするた

めに，塩化物としてNaClを用い，細骨材置換と

し混入した。実構造物のコンクリート表層部付

近は，風化等の劣化を受けて品質が低下してい

るものと考え，水セメント比を若干高い 65%と

した。コンクリートの示方配合を表-1に示す。 
(2) 含浸材の種類および適用量 

耐久性の改善や性能の向上を目的として揮発

性 透性に優れ

た

るためには，既に

るコンクリートにおいて，

径 9mmの丸鋼(SR235)を所定のか

ぶ

侵入を防ぐため，エポキシ樹

脂

中の含水状態は，外部からの水

って異なる。外部からの水分供

給
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図-1 供試体概要図 

 

の低い高分子量のシロキサンと浸

シランを複合した市販のシラン・シロキサン

系含浸材(平均分子量：約 250)4)を用いることと

した。含浸材は実施工の標準施工量である

0.2kg/m2を適用した。 

2.2 塩化物イオン量 

 含浸材適用の可否を判断す

塩化物イオンが存在す

含浸材適用後の腐食速度を把握しておく必要が

ある。そこで，鉄筋腐食発生限界塩化物イオン

量である 1.2kg/m2より若干大きい 1.5kg/ｍ3を基

準とし，補修時の塩化物イオン量として 0，0.7，

1.5，2.2および 2.9㎏/m3の 5水準を用意した。 

2.3 供試体 

供試体は 100×100×200mm のコンクリート供

試体とし，直

り 30mmの位置に 2本埋設し，測定用端子と

してコードを取り付けた。供試体は打設・脱型

後，5 日間密封養生を行った。十分な含浸が得

られるように，補修時の含水状態を低めに設定

し，供試体を室内(室温 20℃)で 1ヶ月間乾燥さ

せた後，含浸材を検討処理面(打設底面)に所定

の適用量で含浸させた(処理時の表面水分率：

4.8%)。その後，含浸材の養生として，2週間室

内で静置した。 

検討処理面以外の 5面については，水分およ

び塩化物イオンの

による表面被覆を施した。供試体の概要図を

図-1に示す。 
2.4 環境条件 

コンクリート

分供給条件によ

条件が，含浸材による水分制御および腐食挙

動に与える影響を検討するため，常時水分が供

給される環境を想定した湿潤環境(温度 40℃,湿

度 100%R.H.)と，乾湿が繰り返される環境を想

定した乾湿環境(温度 40℃，湿度 100%R.H.と温

度 20℃，湿度 60%R.H.の 12時間ごとの繰返し)

の 2環境を用意した。 
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2.5 測定項目 

(1) 自然電位・分極抵抗 

び直線分極抵抗法による分極抵

抗 測定には携帯型鉄

1g のはかりで測定した。

質 室内で電気化学的測定を行

質量)を

飽 ，既往の研究と同様の方法で相

察 

.1 含浸処理による水分制御 

変化率(質量増加を正
3)を図-2に示す。 

て

日後では，湿

潤

理を行ったものは

吸
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図-2 質量変化率 

 

 自然電位およ

測定を行った。電気化学的

筋腐食診断器(照合電極：銀/飽和塩化銀電極)を

用いた。測定時の供試体の測定条件を一定にす

るため，供試体は測定前日に促進槽から取り出

し，室温 20℃の室内で密封した状態で 24 時間

静置後，測定した。 

(2) 供試体質量 

 供試体質量を感量 0.0

量は室温 20℃の

う直前に測定した。質量変化を暴露開始時の供

試体質量で除し，質量変化率とした。 

(3) 含水率 

 供試体中の含水量(供試体質量－絶乾

50
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処理仕様

含
水
率
(%
)

暴露開始時 暴露300日後

図-3 含水率 

和水量で除し

対的な含水率を求めた5)。暴露前・開始後のい

ずれにおいても，質量変化を測定し，供試体中

の含水量を算出した。飽和水量については，同

一配合の供試体を飽和および絶乾させ，飽和質

量および絶乾質量を求めた。両者の差から飽和

水量を求めた。なお，表面処理による質量増減

等についても適宜，質量測定を行い，その影響

を考慮した。 

 
3. 結果および考

3

各環境下における質量

とする)の経時変化(Cl-量 0kg/m

湿潤環境下においては，無処理のものは暴露

開始直後に質量が急激に増加した。これに対し

，含浸処理のものは，暴露後，徐々に質量増

加を示すものの，無処理のものより質量増加は

大幅に小さく，処理による吸水抑制効果が確認

された。常時水分が供給される実環境より厳し

い水分供給条件においては，従来から指摘され

るように，水分逸散効果は発揮されなかった。 

 一方，乾湿環境下では，無処理のものは湿潤

環境下のものよりも小さいものの，質量増加を

示した。これに対して，含浸処理のものは，若

干の質量減少を示した。乾湿環境下では，含浸

処理のものは吸水抑制効果と同時に，水分逸散

効果が発揮されたものと考えられる。 

暴露開始時および暴露 300日後における含水

率(Cl-量 0kg/m3)を図-3に示す。 

暴露開始時においては，全ての供試体の含水

率は 63%程度であった。暴露 300

環境の無処理のものは含水率が 80%となり，

含浸処理を行ったものは吸水抑制効果によって

70%程度と小さくなった。 

乾湿環境下においては無処理のものの含水率

が 67%程度であった。含浸処

水抑制効果および水分逸散効果が発揮された

ものの，暴露開始時の供試体の含水率が低かっ

たため，63%を若干下回る程度となった。 
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3.2 含浸処理による腐食抑制効果 

(1) 自然電位 

 自然電位による鉄筋腐食調査に関する既往の

研 ンクリートの水和反応にとも

ては，含浸処

は 10％程度の差が生じ

て

ず，含水状態の高い湿潤環

境

確認さ

れなかった理由については，更なる検討を行い，

A/cm2)，Rp：分極

抵 .026(V))。暴露 300 日後のCl-

暴露300日後
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自
然
電
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)究において，コ

ない硬化体組織が緻密化し，材齢初期の自然電

位が変化すること，コンクリートの含水状態に

よって自然電位の補正が必要であることが報告

されている6)。本研究では，水和の安定した暴

露 300日後において検討を行うこととした。他

方，含浸材による鉄筋近傍のコンクリートの乾

燥の効果を評価するため，含水率による自然電

位の補正は行わなかった。腐食の判定はASTM 

C 876の判定基準を参考にした。 

 暴露 300日後のCl-量が自然電位に与える影響

を図-4に示す。湿潤環境下におい

理の有無にかかわらず，Cl-量が多いものほど自

然電位は卑な値を示した。腐食発生限界Cl-量以

下である 0，0.7kg/m3では自然電位は同程度の値

を示し，腐食が発生していないものと考えられ

る。Cl-量が 2.9kg/m3では腐食領域に近づいてお

り，腐食が発生している可能性が高いものと考

えられる。 

すべてのCl-量に対して，各暴露環境の無処理

と含浸処理の含水率に

いるものの，自然電位による差はほとんど認

められておらず，含浸処理による効果は自然電

位からは確認されなかった。含浸処理を施すこ

とで，コンクリート表層部は発水層を形成する

ため，コンクリートの抵抗値が大きくなり，電

流が流れにくくなったことが自然電位に影響し

たものと考えられる。また，無処理のものと含

浸処理したものでは表面近傍の水分分布が異な

り，これらが自然電位測定に影響を与えた可能

性も考えられる。 

一方，湿潤環境と乾湿環境を比較すると，処

理の有無にかかわら

下の自然電位は卑な傾向を示した。含水率の

大きな変化があるものについては，含水率の高

いものほど卑な傾向を示しており，従来から報

告されている傾向と同様の結果となった。自然

明らかにする必要がある。 

(2) 腐食速度 

 測定によって得られた分極抵抗より腐食速度

を算出した(Icoor=K/Rp：(μ

電位法において，含浸処理による効果が

抗(Ωcm2)，K=0

量が腐食速度に与える影響を図-5に示す。腐食

の判定基準は既往の報告を参考とし，0.1μ

A/cm2以下は非腐食領域，1.0μA/cm2以上は腐食

領域とした7)。湿潤環境下において腐食発生限

界Cl-量以下である 0，0.7kg/m3では，含浸処理

の有無にかかわらず腐食速度は小さく，現段階

で腐食は発生していないものと考えられる。腐

食発生限界Cl-量以上である 1.5，2.2kg/m3では，

無処理のものは非腐腐食領域と腐食領域の境の

値を示し，腐食が発生しているものと考えられ

る。一方，含浸処理を行ったものは 1.5kg/m3以

上のCl-量においても，無処理のものより腐食速

度は小さく，処理による効果が確認された。含

浸処理のものでは無処理のものより含水状態を

低く保っていたことによるものと考えられる。

したがって，含浸処理によって含水状態を制御

することで，腐食の発生を抑制することが可能

であると考えられる。しかし，Cl-量 2.9/m3では

含浸処理の有無にかかわらず腐食速度は大きな

ものとなった。常に水分が供給される厳しい環

無処理(湿潤) 含浸材(湿潤)

3)

無処理(乾湿) 含浸材(乾湿)

図-4  自然電位 

 

腐食領域 

非腐食領域 
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境下ではCl-量 3kg/m3程度を上回る場合は，含浸

処理による腐食発生を防ぐことは困難であると

考えられる。 

 乾湿環境下においては，湿潤環境下と同様に

無処理のものはCl-量が多いものほど腐食速度

は大きくなった。一方，含浸処理を行ったもの

れ

について検

討

することが可能であるものと考えられ

る

一定の値を示した。これに対して，腐食

発

含水率は

70

を設定した。実環境では，日射や

非腐食領域 

暴露300日後
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無処理(乾湿) 含浸材(乾湿)
は，Cl-量が多いものほど腐食速度は大きくなる

ものの，すべてのCl-量において腐食速度は非腐

食領域を示しており，現段階では腐食は発生し

ていないものと考えられる。湿潤環境に比べ水

分逸散の機会があった乾湿環境では，処理され

たものの含水率は 65%程度と，より乾燥側に導

くことができたため，より高い腐食抑制効果が

得られたものと考えられる。 

3.3 自然電位と腐食速度の相関性 

Cl-量が多いものほど自然電位は卑な値を示

し，腐食速度においても同様の傾向が認めら

 
図-5  腐食速度 
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図-6 自然電位と腐食速度 

 

腐食領域 

相関係数 
R=0.63  

ため，自然電位と腐食速度の相関性

を行うこととした。暴露 140 日以降の腐食速

度と自然電位の関係を図-6 に示す。含浸処理の

有無および環境条件にかかわらず，若干のばら

つきは見られるものの，腐食速度が大きいもの

ほど自然電位が卑な値を示している。自然電位

と腐食速度の関係には良好な相関関係が認めら

れた。 

したがって，含浸処理を行ったコンクリート

においても，電気化学的測定によって腐食の傾

向を把握

。ただし供試体内部の鉄筋腐食状況について

は未確認のため，暴露終了後に解体等を行い，

その詳細については確認を行う必要がある。 

3.4 含水率が腐食挙動に与える影響 

コンクリートの含水状態が腐食速度に与える

影響(Cl-量 0，1.5，2.9kg/m3)について図-7 に示

す。 

腐食発生限界Cl-量以下である 0kg/m3では，コ

ンクリートの含水状態にかかわらず，腐食速度

はほぼ

生限界Cl-量以上である 1.5，および 2.9kg/m3

では，含水率が高くなるにつれて腐食速度は大

きくなる傾向を示した。さらに，Cl-量が多いも

のの方が，同一の含水状態においても腐食速度

は大きくなった。従来から指摘されているよう

に，Cl-量および含水率が大きいものほど腐食速

度が大きくなることが確認された。 

本実験の含水率およびCl-量の範囲において

の結果からは，Cl-量 1.5kg/m3および 2.9kg/m3

において，それぞれ腐食発生の限界

%および 65%程度以下であるものと考えられ

る。今回は温度 20℃で測定しているため，高い

温度では含水率をより低く抑える必要はあるも

のの，20℃以下においては上記の含水率で腐食

が抑制できるため，その効果は大きいものと考

えられる。 

 一方，今回採用した両促進環境は，腐食抑制

効果を短期間で検討するために実環境よりも厳

しい環境条件
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図-7 含水状態が腐食速度に与える影響 

腐食領域 

非腐食領域 

風雨の影響を受けるものの，水分逸散の機会も

多く，含浸処理の効果による表面近傍の乾燥が

進行しやすいものと考えられる。今回の乾環境

下で得られた 65%程度よりも低い含水状態を得

ることも可能であり，Cl-量が 2.9kg/m3よりも多

い場合にも，含浸処理による鉄筋腐食抑制効果

を得ることが期待できるものと考えられる。 

また，含浸処理のものでは，腐食発生の限界

含水率以上においても腐食速度を低減すること

が可能であったため，その腐食速度を低下させ

る

いて含浸材による

理効果によって無処理のものより低い含水率

であった。 

らその効果が確

。 

。実環境下では，含浸処理に

維持

管理編），土木学会，2001 

2) ほか：コンクリートの含水状態が

集，Vol.23, No.2, 

3) 

年次論文集，Vol.18, No.1, 

4) 

1-306, 2000 

, No.690/V-53, 

6) 

18, No.1, pp.801-806, 1996 

ことにより，所要の期間腐食ひび割れの発生

を制御するなど，劣化遅延を目的とした適用が

可能であると考えられる。 

 

4. まとめ 

(1) 厳しい促進環境下にお
処

に保つことが可能

(2)  自然電位法において含浸処理による腐食
抑制効果は確認できなかったものの，分極抵抗

法によって得られた腐食速度か

認された。 

(3) 比較的少ない塩化物イオン量の範囲にお
いては，含水率の低下にともない，腐食速度は

小さくなった

(4) 腐食発生が生じる含水率は，Cl-量 1.5kg/m3

および 2.9kg/m3のそれぞれにおいて 70%および

65%程度であった

よってこれらの含水率以下に抑制することが可

能であり，高い抑制効果が期待できる。 
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