
 

論文 塩害劣化 RC 床版に対応した取替えが容易な流電陽極工法の開発と通

電性状に関する検討 
 

浦 修造*１・鴨谷 知繁*2・石井 浩司*3・鳥居 和之*4 

 

要旨：北陸地方など積雪寒冷地の道路橋や高速道路などでは，RC 床版の疲労に加えて凍結防止剤による塩害

劣化が多数報告されており，これらの大規模更新が注目を集めている。塩害劣化が進展期以前では延命化も

有力で，維持修繕に係る予算の平準化に寄与すると考える。そこで本研究では，塩害劣化した RC 床版下面

に設置し，漏水環境でも鉄筋腐食抑制効果が期待できる取替えが容易でコスト低減に寄与する流電陽極を開

発し，その施工性などの実用性を評価した。また，分割鉄筋を埋設した試験体で通電試験を実施し，既報の

線状陽極を用いた外部電源方式電気防食と比較して塩害劣化部に対する電流分配性に優れることを評価した。 
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1. はじめに 

現在，北陸地方などの積雪寒冷地の道路橋や高速道路

などでは，建設された鋼橋 RC 床版で，疲労による損傷

に加えて凍結防止剤散布に起因した塩害劣化などが多数

報告されており 1)，その対策として通行車両を規制して

の大規模な断面修復やプレキャスト PC 床版への更新な

どの対策が必要となる場合，対策に要するコストが大幅

に増大することが予想される。そこで著者らは，凍結防

止剤に起因した塩害劣化に注目し，長期間の交通規制を

回避しながら，床版部材の延命化や補修費用の低減およ

び維持修繕に係る予算の平準化を実現することを目的に，

重大なひび割れが生じておらず RC 床版の上側鉄筋が凍

結防止剤の塩分浸透により腐食している進展期にある塩

害劣化 RC 床版に対して，床版下面から電気防食工法を

適用する方法について検討してきた 2)。その結果，線状

陽極を用いた外部電源方式電気防食（以下，単に外電）

の適用性を検討し，床版下面に設置した陽極から床版上

面の塩害部へ防食電流を供給して腐食を抑制できること

を確認した 2)。しかし，①疲労などにより損傷を受け，

貫通ひび割れなどの重大なひび割れが生じている場合を

検討したところ，ひび割れを通じて生じる漏水が不均一

な防食電流分布とそれに起因する防食効果のばらつきの

原因となり，陽極材の耐久性低下させる可能性があるこ

とから，設計的配慮が必要となること，②陽極設置位置

と反対側に位置する腐食した鋼材の防食管理基準である

復極量 100mv5)を満足させるためには，大きな通電量が

必要であることの 2 つの課題を明らかにした。 

重大なひび割れからの漏水の影響を受けずに鉄筋腐食の

抑制を可能にする対策として，流電陽極方式（以下，単

に流電）の適用が考えられる。そこで本研究では，ひび

割れ部からの漏水の影響が少ないと考えられる流電に注

目し，考案した取替が容易でコスト低減に寄与する流電

陽極材の施工性および鉄筋の防食効果を評価する目的で，

施工確認試験，通電試験 2)を行った。 

 

2. 塩害劣化 RC 床版に対応した流電陽極工法の開発 

2.1 流電陽極工法の概要 

 流電陽極工法の概要図を図－1 に示す。本工法は RC

床版下面に均等な間隔で削孔した設置孔の 奥部に後施

工アンカーを設けて，アノード金属と鋼材を導通させて

防食電流を供給し腐食抑制する工法である。アノード金

属の設置は，防食亜鉛や全ネジボルトから成る防食亜鉛

ユニットと層状バックフィルや円筒状バックフィルで構
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図－1 流電陽極工法の概要図 
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成された流電陽極を容易に取替え可能な状態で設置する。

本工法では，使用するバックフィル材には引張，圧縮，

付着の各強度は期待できないため，流電陽極設置部は構

造的に欠損断面となる。本研究は，考案した流電陽極材

の施工性や鋼材腐食抑制効果に主眼を置いており，RC

床版の疲労などの構造特性に与える影響に関しては残さ

れた課題として今後，検証予定である。 

また，アノード金属には，アルミニウムと亜鉛の擬合

金，アルミニウムと亜鉛にインジウムを加えた合金，ア

ルミニウムにマグネシウムを加えた合金，亜鉛等が検討

されている 3)が，本研究では，既報 4)で使用されている

それと同じ組成の防食亜鉛を使用して検討を行った。 

2.2 陽極材の形状 

電気防食における陽極は，指針(案) 5)に示されるように，

面状，線状，点状の 3 種類に分類される。RC 床版下面

は目視点検による維持管理が行われること，上面からの

漏水の滞水を防止することから，陽極の形状としては線

状もしくは点状が望ましいと考えられる。 

さらに，既設 RC 床版の劣化は，床版上面の鋼材が腐

食しているため，効率的に当該鋼材に防食電流を通電さ

せることが必要である。そこで本研究では，床版下面か

ら上方向に削孔を行うことで上側の塩害劣化部に防食電

流を通電させることができる点状陽極とした。 

2.3 防食亜鉛の形状 

RC床版は鉄筋量が多いコンクリート部材であるため，

流電陽極数や防食亜鉛の単位体積あたりの表面積(以下，

比表面積)を増加させることにより，防食電流を増加させ

る必要がある。しかし，上述のように流電陽極設置によ

り断面欠損が生じるため，安易に流電陽極の設置個数を

増加させると，構造物の負担増加となる。特に，RC 床

版は輪荷重を直接支持し応力条件の厳しい部材であるた

め，防食亜鉛の比表面積を大きくし，コンクリート削孔

数を 小にするような形状が望まれる。 

そこで，防食亜鉛形状を鋳造が容易な円盤状とし，ボ

ルトにそれを一定間隔で固定することで，防食亜鉛ユニ

ットを構成する形状とした。本形状は，低コストで比表

面積の大きな防食亜鉛ユニットを製作できるとともに，

構造物の形状，鉄筋量，劣化条件に応じて 適な防食亜

鉛枚数の防食亜鉛ユニットを簡単に製作できるという利

点も有している。 

2.4 陽極の固定方法 

陽極材の耐用年数を考慮した場合，陽極材の取替え 6)

が必要となるが，現在，市販されているものは取替えが

容易とは言い難い。そこで，陽極設置孔の 奥部に後施

工アンカーを設置し，そこに防食亜鉛ユニットを機械的 

に固定するとともに，削孔内部の間隙を充填する陽極被

覆材（以下，バックフィル材）を 3.に記述するように非

付着性の材料とすることで，取替えが容易な構造とした。 

2.5 バックフィル材の選定 

バックフィル材は，アノード金属の腐食を活性化させ

るとともに，それとコンクリート部材との間の空隙を隙

間なく充填し，防食電流をスムーズに供給するための重

要な構成要素であり，一般に電解質水溶液を多量に含ん

だ多孔質材料が用いられる。 

電解質水溶液については，亜硝酸リチウム 4)，硫酸ナ

トリウム 7)，水酸化リチウム 8)などの水溶液が検討され

ている。選定にあたり，ASR 抑制効果 9)を有しているこ

と，流電陽極の電位を卑な値に保持させ，アノード分極

抵抗を小さく保持させることが必要であることから，本

工法では水酸化リチウムを選定した。  

流電陽極用の多孔質材料については，セメントモルタ

ル 8)，石膏とベントナイトの混合物 7)等が用いられてい

る。本工法では，保水性に優れているフェノール樹脂発

泡体を選定した。図－1 に示すようにバックフィル材は

層状バックフィル材と円筒状バックフィル材で構成され，

前者は流電陽極材の性能確保を，後者はそれらの施工性

の向上を目的としたものである。 

層状バックフィル材は，フェノール樹脂発泡体を粉体

に加工したものを溶解度以上の水酸化リチウムを添加し

た水溶液に混入し使用した。円筒状バックフィル材は，

飽和水酸化リチウム水溶液に浸漬した後に使用した。 

 

3. 流電陽極工法の施工性確認試験 

試験には写真－1 に示すように鉄骨製の架台の上に設

置した床版厚 220mm を模擬した 1500mm×1500mm×

220mm の RC 床版試験体を用いた。図－2 に流電陽極工

法の施工フローおよび施工性確認試験状況を示す。実施

工と同様に下面からの施工とし，施工手順は，鉄筋探査，

陽極設置位置のマーキングに続いて，①コア(φ40mm，

L=150mm)削孔 → ②コア奥面の整形･アンカー孔削孔 

→ ③アンカー(M6)設置 → ④防食亜鉛ユニットの組立 

→ ⑤円筒状バックフィルの挿入 → ⑥防食亜鉛ユニッ

 

写真－1 施工性確認試験対象 
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トの挿入 → ⑦ゴムパッキン･押えプレートの設置 → 

⑧配線 → ⑨通電 である。 

図－2のとおり円滑に取付けることができた。 

一方，取替え時は防食亜鉛ユニットの撤去と円筒状バ

ックフィルの撤去に引き続き上述の④～⑨を行う手順で

ある。取替えには，コア削孔などのように電源設備が必

要となる作業を行う必要がなく，取替えコストの縮減に

よる LCC の縮減が期待される。陽極の取外し･取替えは

設置後 2 カ月間通電を行った後に実施したが，写真－2

に示すように，円滑に行うことができることを確認した。 

 

4. 流電陽極工法の通電性状試験の概要 

試験はシリーズⅠとシリーズⅡに分けて行った。前者

は貫通ひび割れが通電性状に与える影響を検討する目的

で，後者は鋼材の劣化度が通電性状に与える影響を検討

する目的で行い，外電の試験結果 2)と比較した。 

4.1 シリーズⅠ 

試験体の形状寸法は，図－3 に示すように 250mm×

440mm×220mm とし，鋼管内に配線することでコンクリ

ート中に多くのリード線を残さないために長さ 100mm

のφ16mm 炭素鋼管（以下，ピースと称す）3 本からな

る分割鉄筋を上筋と下筋に 1 本ずつ配置した。また，ひ

び割れからの漏水が生じている RC 床版を模擬し，ひび

割れ部付近のコンクリートには多量の塩化物イオンが浸

透していると推測されるために，試験体上側半分のコン

クリートには Cl-濃度が 11.5kg/ m3となるように NaCl を

外割で添加するとともに，事前に 3％の塩水噴霧により

腐食させたピース（全周に浮き錆；腐食グレードⅢ相当）

を使用した。下半分は健全状態を模擬するためコンクリ

防食亜鉛ユニットの撤去 円筒状バックフィルの撤去

写真－2 陽極取り外し状況 

25
0

440

63 40

静的破砕材挿入孔Ⅰ-C2
φ18×2

分割鉄筋

チタングリッド陽極
t20mm×2枚 L=170mm 79

46
46

79

22
0

38
14
4

38

78 100 25 100 25 100 13

平面図

側面図

塩化物イオン添加11.5kg/m

塩化物イオン無添加

3

チタングリッド陽極
t20mm×2枚 L=170mm

流電陽極
防食亜鉛 φ30mm t5 N=3枚

（4） （5） (6)

（1） （2） (3)

（数字）： 各ピースNo.

下側：
健全部

上側：
塩害部

流電陽極
防食亜鉛 φ30mm t5 N=3枚

 

図－3 試験体概要図（シリーズⅠ） 

 

図－2 流電陽極工法の施工フローおよび施工状況 
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ートへの NaCl の添加は行わず，腐食していないピース

を埋設した。なお，コンクリートの W/C は 60％である。  

試験体は，貫通ひび割れ無しのもの（Ⅰ-N），陽極か

ら 40mm 離れた位置を目標に貫通ひび割れを生じさせた

もの（Ⅰ-C2）の計 2 体とした。実構造物と同様な疲労に

よる貫通ひび割れを生じさせることは困難であるため，

貫通ひび割れはコンクリート打設時に設けたφ18mm 孔

に静的破砕剤を充填することで，写真－3 に示すように

φ18mm 孔から縁端に向かって形成した。貫通ひび割れ

には上面からの漏水が浸入しやすいと考え，内部には水

分を供給し，湿潤状態とした。 

流電陽極材の防食亜鉛ユニットを写真－4 に示す。防

食亜鉛枚数は外電の通電量 2)を考慮して，3 枚とした。

図－2 に示す手順で防食亜鉛ユニットがバックフィルに

被覆された状態で設置し通電した。なお，図－3 には外

電の線状陽極であるチタングリッド陽極の設置位置を合

わせて記載した。通電性状の検討は試験体内の各ピース

に流入する防食電流を測定することで行った。 

4.2 シリーズⅡ 

試験体の形状寸法は，図－4 に示すように 440mm×

440mm×220mmとし，主筋はD19の代わりにφ19mmを，

配力筋は D16 の代わりにφ16mm の分割鉄筋を使用し，

主筋と配力筋は接した状態で導通を確保した。なお，上

筋は 250mm ピッチ，下筋は 125mm ピッチでそれぞれ配

外電：チタングリッド陽極設置位置（裏面）

流電：新型流電陽極設置位置（裏面）
 

写真－3 シリーズⅠのひび割れ状況 

（上側 塩害部） 
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写真－4 試験体に設置した防食亜鉛ユニット 
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置した。凍結防止剤による塩害劣化の進展期をシリーズ

Ⅰと同様の方法で模擬した。測定項目は，通電時および

無通電時の各ピースに流入する・流出する電流量および

鋼材電位とした。電流量は各ピース間に設置した無抵抗

電流計を用いて，鋼材電位は各ピース中央の直上（また

は直下）のコンクリート表面に設置した可搬式照合電極

（SSE）と電位差計を用いて測定した。 

5. 流電陽極の通電性状 

5.1 シリーズⅠ 

 各ピースに流入した防食電流の通電した防食電流に対

する比率を電流分配率と定義し図－5 に算出結果を示す。

防食電流はⅠ-N 外電およびⅠ-C2 外電では 1.5mA，Ⅰ-N

流電では 1.2mA，Ⅰ-C2 流電では 2.2mA と測定された。 

外電の電流分配率は，貫通ひび割れが無い場合には，

Ⅰ-N 外電に示すように塩害部，健全部に関係なくほぼ同

様な値であった。しかし，貫通ひび割れがある場合には，

Ⅰ-C2 外電のように塩害部が大きな値を示していた。こ

れは，貫通ひび割れが無い場合には，塩害部，健全部に

同等の防食電流が通電され，貫通ひび割れが発生した場

合には，塩害部に集中して通電されることを意味する。 

一方，流電の電流分配率は貫通ひび割れの有無に関係

なく塩害部が大きな値を示し，大半の防食電流が塩害部

に通電される結果となった。これより流電は，ひび割れ

の有無に影響なく防食電流を，塩害部に通電させること

が可能であり，外電より優れた防食工法と考えられる。 

5.2 シリーズⅡ 

 シリーズⅡの試験体内部の各ピースに流入・流出する

電流密度を図－6および図－7に示す。なお，図－6は無

通電時，図－7 は各防食方式により通電した時のもので

あり，計測時期は冬期の日中(13℃程度)で実施した。 

図－6 および図－7 に示すピース No.は図－4 に示すピ

ース No.位置図に対応しており，電流密度は各位置に配

置された配力筋ピースと主筋ピースのそれの平均値とし

て算出している。 

図－6 に示すように無通電時では概ね塩害部がアノー

ド，健全部がカソードとなるマクロセル腐食が発生して

いた。各防食方式により通電した結果，防食電流は，外

電では 2.42mA，流電では 2.09mA と測定された。 

図－7 に示すように外電の場合，塩害部に流入する防

食電流量より健全部に流入するそれの方が若干多い傾向

にあった。また，塩害部においては図－4 に示すように

陽極材から 250mm 以上離れた位置にあるピース No.6，8

～9 では防食電流の流入は認められない。 

一方，流電の場合，外電とは逆に，塩害部に位置する

ピースに多くの防食電流が流入する傾向にあった。 

流電陽極から 300～400mm 離れた位置にある塩害部の

ピース No.6 および No.8 は，図－6 に示すように無通電
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時には電流が流出し，腐食が進行している状態であった。

しかし，図－7 に示すように通電することにより，電流

が流入される結果となった。これは，コンクリートに塩

化物イオンが加えられコンクリート比抵抗が低下した影

響もあるが，シリーズⅠで示した結果と同様に防食電流

が塩害部に優先的に通電されるためと考えられる。 

図－8に復極量を示す。塩害部の復極量に着目すると，

外電で明確に復極量が生じたのは，ピース No.1，No.2，

No.3，No.6 に限定され， 大でも 46mV であった。一方，

流電では，外電よりも通電量が小さい状態であっても，

外電の場合と比較して，大きな値を示す傾向にあった。

これは，上述したように流電は外電と比較して，塩害部

への電流分配性が良好であったためと推察される。 

防食管理基準である復極量 100mV 以上を考えた場合，

基準を満足するのは，流電における陽極近傍のピース

No.1 に限られた。本研究の範囲では，防食管理基準を満

足するため，陽極設置間隔を相当に細かくする必要があ

るが，RC 床版では様々な制約があり困難な場合も多い

と考える。今後，流電陽極の腐食抑制性能と施工コスト

のバランスを考慮した設計手法の提案が必要と考える。 

  

6. まとめと今後の課題 

本研究は，疲労による損傷と凍結防止剤散布に起因す

る塩害劣化した RC 床版に対して，貫通ひび割れなどの

重大なひび割れからの漏水に対して影響を受けにくい流

電陽極を考案し，その施工性と鉄筋腐食抑制効果を確認

した。本研究で得られた結果をまとめると， 

1) 貫通ひび割れなど，重大なひび割れから漏水が生じ

ている塩害劣化 RC 床版に対して，漏水の影響を受

けにくく，鉄筋腐食抑制効果があると考えられる流

電陽極材を考案した。また，その施工性を確認し，

取替作業も容易であると推定された。 

2) 点状である流電陽極は，床版下面に線状陽極を設置

した外電の場合と比較して，上面塩害部への電流分

配性が良く，塩害部のより広い範囲に防食電流を供

給することが可能であることを確認した。 

3) 流電陽極で防食管理基準（復極量 100mV）を満足す

るのは陽極近傍のみであったが，塩害部におけるマ

クロセル腐食抑制範囲は流電陽極材の設置位置か

ら 300mm～400mm 程度であった。  

本稿では，RC 床版試験体における流電陽極の短期的

な通電性状の把握にとどまった。今後，流電陽極材の耐

久性や寿命検知方法，劣化状態が異なる RC 床版におけ

る防食性能，さらには流電陽極材の設置が RC 床版の構

造特性に与える影響について検証し，早期実用化を目指

す予定である。 
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