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要旨：既設 PC 橋におけるシース内のグラウト充填不足に対する補修工法として，塩化物イオン固定化材を混

和した再注入用グラウト材の基礎的性能を検討した。塩化物イオン固定化材は，フレッシュ時に内在する塩

化物イオン濃度が 5kg/m3 程度以下であれば PC 鋼材の腐食を抑制できる。また，電気泳動を用いた促進試験

では，グラウト硬化後の塩化物イオン浸透を想定した状況においても，塩化物イオン固定化材の混和は鋼材

腐食の抑制に対して有効であった。さらに，塩化物イオン濃度が低い環境でのグラウト再注入では，塩化物

イオン固定化材が不要であることが示唆された。 
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1. はじめに 

 既設PC橋に見られるシース内のグラウト充填不足は，

PC 鋼材の腐食，破断を生じさせ，供用規制や落橋事故を

引き起こす恐れがある。この対策工法の１つとして，シ

ース内の空隙部へグラウトを再注入する補修事例が増加

している。シース内の空隙は建設当時の状況により様々

であり，PC 鋼材とシースの隙間，グラウトのブリーディ

ング，部位，施工不良などの影響を受け，比較的狭隘で

不連続な空隙状態が想定される。さらに，シース内外に

おいて塩化物イオンなどの劣化因子が存在する場合には，

PC 鋼材の腐食抑制を考慮した対策を検討することが重

要となる。したがって，グラウトの再注入工法を適用す

る場合には，空隙状態や腐食環境に対する要求性能を考

慮した材料および注入手法が求められ，これらは一般に，

新設 PC 構造物建設時のグラウト施工よりも高度な技術

水準が要求される。 

 本研究では，既設 PC 構造物シース内へのグラウトの

確実な再注入と PC 鋼材の腐食抑制対策の両面を考慮し

たグラウト材の開発を命題とし，これまでに，真空技術

を用いた空洞状態の推定手法や，狭隘な空隙部への確実

な注入工法および鋼材の腐食抑制を考慮した材料の検討

を行ってきた 1)。特に，グラウト材料については，市販

のグラウト材をベースとし，その中に塩化物イオンを固

定化，すなわち鋼材腐食に対して無害化させるための混

和材の適用を検討している。これは，PC 鋼材の腐食や破

断は塩化物イオンに起因する塩害であるケースが多く見

られることに着目し，シース内や既存グラウトに塩化物

イオンが残存する場合や，将来，コンクリートに含まれ

る塩化物イオンがシース損傷部などからシース内に浸透

する場合の PC 鋼材の腐食抑制に配慮したものである。

この腐食抑制型のグラウト材料を空隙部に注入すること

で，鋼材腐食に悪影響を及ぼす可溶性塩化物イオンを再

注入するグラウト内に固定化し，PC 構造物の長寿命化，

安全性の確保を図る。 

 しかしながら，グラウト材に塩化物イオン固定化材を

混和した場合の塩化物イオンの固定化性能は明確になっ

ておらず，その効果を把握するために基礎的実験を行っ

た。本稿では，通常のグラウト材料および塩化物イオン

固定化材を混和したグラウト材料についての塩化物イオ

ンを固定化する能力に関する試験結果を示すとともに，

塩化物イオンの固定化率から推測される PC 鋼材の腐食

抑制能力について考察した。 

 

2. 塩化物イオン固定化材 

 再注入用グラウトに混和する塩化物イオン固定化材は，

カルシウムアルミネートの一種である CaO・2Al2O3（以

下，CA2 と記す）を主成分とする。CA2 はセメント材料

に混和することで水酸化カルシウムと反応し，ハイドロ

カルマイト（3CaO・Al2O3・Ca(OH)2・12H2O）を多量に

生成する。式(1)に示すように，ハイドロカルマイトは，

その周囲の塩化物イオンをフリーデル氏塩として固定化

すると同時に水酸化物イオンを排出する 2)。 

   3CaO・Al2O3・Ca(OH)2・12H2O＋2Cl－ 

   → 3CaO・Al2O3・CaCl2・11H2O＋2OH－   (1) 

 CA2 は塩素固定化材，塩化物イオン吸着材などとも呼

ばれ，CA2 を混和した断面修復材による補修工法が実用

化されている。 

 CA2 の化学成分および物理特性を表－1 に，CA2 の外

観を写真－1 に示す。CA2 は炭酸カルシウム（CaCO3）

と酸化アルミニウム（Al2O3）を原料とし，モル比 0.5 で

計量した CaO/Al2O3を粉砕，混合，ロータリーキルンで

焼成合成したものである 3)。 
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表－2 グラウトの配合 

写真－1 CA2 の外観 

表－3 塩化物イオンの水準 

3. グラウトの塩化物イオン固定化能力の検証 

3.1 グラウト再注入補修時の想定 

 凍結防止剤散布などに起因する塩化物イオンは，PC

橋の上縁定着部やコンクリートの接合目地部などからグ

ラウト充填不足により発生した空隙へ浸透する可能性が

ある。グラウト再注入による補修工法では，その施工時

からグラウト硬化後に渡り塩化物イオンの影響を受ける

ことが想定される。例えば，シース内に塩化物イオンが

残存する状態でグラウト再注入を行う場合や，再注入グ

ラウトの硬化後に塩化物イオンが浸透してくる場合など

である。ここでは，これらのケースを想定し，CA2 によ

る塩化物イオンの固定化能力を試験した。 

3.2 試験方法 

(1) 再注入グラウトが塩化物イオンを巻き込むケース 

1) 使用材料，配合 

 再注入用グラウトの基材は，市販のグラウト材料（比

重 3.07g/cm3）をベースとした。このグラウト基材は，主

に新設 PC 構造物のシース内の充填に用いられ，土木学

会規準 JSCE-F 531 に規定される JP 漏斗を用いた試験で

は 3.5～6.0 秒の流下時間を示すものである。 

 試験体作製に用いたグラウトの配合を表－2 に示す。

すべての配合において水結合材比は 43%とした。この水

結合材比は，比較的狭隘な箇所へのグラウト注入を想定

し，流動性を最大限高めた値である。 

 CA2の混和量は，グラウト基材質量の内割りで 0%，5%，

10%とした。CA2 の混和量は，再注入グラウトとして設

定したフレッシュ性状（20℃試験室において，練混ぜか

ら 120 分までは JP 漏斗による流下時間が 6.0 秒以内，さ

らに，土木学会規準 JSCE-F 535 のブリーディング率およ

び体積変化率試験を満足する）を考慮して決定している。

CA2はグラウト基材とプレミックスして使用した。 

 混入する塩化物イオン量は，各配合において 5 水準

（2.4kg/m3，3.9kg/m3，5.4kg/m3，10kg/m3，20kg/m3）を

設定した。表－3 には，塩化物イオンの水準と，混入し

た塩化物イオン量のグラウト材粉体量（グラウト基材＋

CA2）に対する質量割合を示している。練混ぜ水は水道

水に所定の塩化ナトリウムを溶かし，グラウト再注入時

の内在塩分を模擬した。 

2) 練混ぜ方法 

 グラウトの練混ぜは 20℃試験室内で行った。粉体はペ

ール缶（容量 20L）内の練混ぜ水へ投入後，ハンドミキ

サ（回転数 1300rpm）によって 90 秒間練り混ぜた。各配

合の練混ぜ量は 10L とした。 

3) 試験体 

 試験体は，練り混ぜたグラウトを 1.2mm ふるいに通し

た後，鋼製モールド（φ50×100mm）にて作製した。試

験体の天端は乾燥等を防ぐため樹脂フィルムで被覆した。

各配合とも測定に供する試験体数量は 1 体とした。 

4) 養生 

 試験体は 20℃および RH60%の室内に静置し，測定時

に脱型した。 

5) 測定項目，頻度 

 グラウト試験体は，所定の材齢にて単位容積質量，圧

縮強度および塩化物イオン量を測定した。塩化物イオン

測定用試料は，圧縮強度試験の後に試験体の中央付近か

ら採取した。塩化物イオン濃度は 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従い算出

した。特に，可溶性塩化物イオン濃度は，上記 JIS 附属

書 B の温水抽出による測定値とした。測定は材齢 1，7，

14，28 日を目安に行った。 

6) 塩化物イオンの固定化率 

 グラウトによる塩化物イオンの固定化率は，以下の式

(2)で算出した。 

 固定化率(%) = 

全塩化物イオン濃度－可溶性塩化物イオン濃度 

     全塩化物イオン濃度 

 なお，塩化物イオン濃度を kg/m3 で示す場合は，測定

された塩化物イオン濃度に試験体の単位容積質量を乗じ

て算出した。 

(2) 再注入グラウト硬化後に塩化物イオンが浸透するケ

ース 

 硬化したグラウトに外部から塩化物イオンを浸透させ

×100 (2) 

表－1 CA2の成分 

全塩化物イオン (kg/m3
） 2.4 3.9 5.4 10 20

グラウト材に対する割合 (%) 0.18 0.29 0.41 0.76 1.51

比表面積 比重

CaO SiO2 Al2O3 SO3 Fe2O3 MgO R2O (cm2/g) (g/cm3)

23.96 0.64 67.73 0.01 7.09 0.27 0.21 3,100 2.93

化学成分  (mass%)

水
グラウト

基材
CA2

CA2(0%) 43 569 1323 －

CA2(5%) 43 569 1260 63
CA2(10%) 43 569 1203 120

水結合
材比
（%）

単位量（kg/m3
）

試験体
名称
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図－1 塩化物イオン量 

図－2 塩化物イオン量と固定化率 

図－3 材齢と固定化率 

て評価するものである。一般に，このような試験は自然

に塩化物イオンを浸透させることが望ましいが，結果を

得るまでの時間短縮を考慮し，ここでは簡易的に促進試

験を行い強制的に浸透させた。試験体の種類，製造方法

は 3.2(1)と同一であるが，試験体寸法および促進試験方

法は，土木学会規準 JSCE-G571 電気泳動によるコンク

リート中の塩化物イオンの実効拡散係数試験方法（案）

に準じた。通電試験開始時の材齢は 120 日とした。また，

試験体は電気泳動試験終了後に粉砕し，塩化物イオン量

を測定した。 

 

4. 測定結果 

4.1 再注入グラウトが塩化物イオンを巻き込むケース 

(1) 塩化物イオン量の測定 

 材齢 28 日における各試験体の全塩化物イオン量およ

び可溶性塩化物イオン量の測定結果を図－1 に示す。す

べての試験体において全塩化物イオン量の測定値は，表

-3 に示した設計数量とほぼ一致し，想定した塩分量が混

入されたことを示している。全塩化物イオン量が増加す

るにつれ，可溶性塩化物イオン量も増加した。可溶性塩

化物イオン量は，CA2(0%)よりも CA2を混和した方が増

加量が緩やかになった。CA2(0%)と CA2(10%)との可溶

性塩化物イオン量の差は，全塩化物イオンが 2.4kg/m3で

0.5kg/m3，同 20kg/m3で 4.5kg/m3であり，混和した塩化物

イオン量の増加に伴い差は増加した。 

 また，全塩化物イオン量の各水準において可溶性塩化

物イオン量は，CA2(0%)，CA2(5%)，CA2(10%)の順に小

さくなった。この水準の範囲において，可溶性塩化物イ

オンの全塩化物イオンに対する比率は，CA2(0%)で 40%

から 60%程度，CA2(5%)で 25%から 45%程度，CA2(10%)

で 15%から 35%程度となり，CA2の混和が多いほど可溶

性塩化物イオン量は抑制された。 

(2) 塩化物イオン量と固定化率 

 材齢 28 日における，全塩化物イオン量と固定化率の関

係を図－2 に示す。各塩化物イオン量の水準において，

固定化率は CA2(0%)，CA2(5%)，CA2(10%)の順に増大し

た。CA2(0%)の固定化率は，全塩化物イオン量が 2.4kg/m3

では 75%を示したが，塩化物イオン量 20kg/m3では 43%

まで低下した。一方，CA2(10%)の固定化率は，塩化物イ

オン量が 2.4kg/m3 では 85%を示し，塩化物イオン量が

20kg/m3 では 65%の低下に留まった。CA2(5%)において

も同様の傾向を示し，塩化物イオン量 20kg/m3 での固定

化率は 57%となった。全塩化物イオンの最大および最小

水準における固定化率の変化は，CA2(0%)では 32%程度

生じたのに対し，CA2(5%)では 21%，CA2(10%)では 19%

であった。 
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図－4 電流密度および電位差 

図－5 移動流束 

図－6 塩化物イオンの移動量 

表－4 圧縮強度 
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(3) 材齢と固定化率の関係 

 材齢と塩化物イオン固定化率の関係を図－3 に示す。

塩化物イオンの固定化率は，初期材齢時にやや小さくな

る試験体や，測定値がばらつくものが見られるが，材齢

7 日以降はほぼ一定となる傾向を示した。CA2 は比較的

初期の材齢から固定化能力を発揮することが分かる。グ

ラフの破線内は CA2(0%)における概ねの固定化範囲を

示すが，CA2(0%)に比較して CA2を和した試験体の固定

化率は，材齢初期から各材齢を通して大きくなった。 

 表－4 は，設計全塩化物イオン 3.9kg/m3配合での圧縮

強度を示す。圧縮強度は材齢の経過とともに増加してお

り，初期材齢から概ね一定となった固定化率の推移とは

異なっている。このことは，CA2 を混和したグラウト材

において，CA2 は水和初期に水酸化カルシウム溶出とと

もにハイドロカルマイトを生成し，その近傍に塩化物イ

オンがある場合は早期に固定化する能力を持つ，また，

その固定化率はその後の強度発現に依存しないことを示

唆している。 

 上記の結果から，再注入グラウト中の可溶性塩化物イ

オンが鋼材腐食発生限界を超過することが想定される場

合には，再注入グラウトへ CA2を混入し，グラウトの塩

化物イオン固定化能力を向上させることが有効な対策と

なることが分かる。 

 

4.2 再注入グラウト硬化後に塩化物イオンが浸透するケ

ース 

(1) 電流密度および電位差 

 積算電流密度および試験体面間で測定した電位差の推

移を図－4 に示す。積算電流密度は，通電 15 日程度まで

はどの試験体も同程度となったが，その後は CA2の混和

量が多い試験体の方が小さくなった。通電 30 日における

CA2(10%)の積算電流密度は，CA2(0%)の 15%程度減少し

ており，通電中の抵抗が増加したことを示している。試

験体面間の電位差は，すべての試験体において終始 13V

程度で推移した。 

 なお，グラフ内の白抜きマーカーは，電気泳動におけ

る定常範囲を示している（以下同様）。 

(2) 移動流束 

 塩化物イオン移動流束の推移を図－5 に示す。陽極側

セル内に塩化物イオンが検知され始めたのは，いずれの

試験体も通電開始から 5 日後であった。CA2(0%)の流束

は，5 日以降急速に増大した。CA2(5%)および CA2(10%)

の移動流束は，通電 10 日程度まで緩やかに推移しその後

増大したが，CA2(0%)よりも小さくなった。CA2(10%)

の流束は，CA2(5%)よりも緩やかに推移した。また，通

電開始から定常状態に至るまでの期間は CA2 の混和量

が多いほど長く，CA2(0%)で 24.5 日，CA2(10%)で 26.3

日であった。 

材齢 1日 7日 14日 28日

CA2(0%) 51.9 71.2 75.4 89.8
CA2(5%) 53.0 67.9 75.8 78.8

CA2(10%) 42.0 47.1 50.7 60.2
単位：N/mm2
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表－5 塩化物イオンの残存比率（積算） 

表－7 実効拡散係数 

表－6 電気泳動試験終了後の塩化物イオン濃度 

表－8 塩化物イオン濃度(材齢 28 日) 

R : 気体定数，T : 絶対温度測定値，F : ファラデー定数 

JCl(t) : 塩化物イオンの各測定間における流速 

De : 実効拡散係数 

(3) 塩化物イオンの移動量 

 図－6 は塩化物イオンの陰極側セル内から試験体内へ

の移動量，および試験体から陽極側セル内への排出量の

相関を示す。陰極側から試験体内への入力量に対し，陽

極側セルへの排出量は，CA2(0%)，CA2(5%)，CA2(10%)

の順に減少した。 

 定常開始以降で積算電流密度が同一時における，陰極

および陽極側の塩化物イオン濃度の測定値（積算）を表

－5 に示す。陰極側から試験体への塩化物イオン入力量

および陽極側への排出量差から，試験体内に残留する塩

化物イオン量の比率は，CA2(0%)を基準とすると，

CA2(5%)で 2.4，CA2(10%)で 3.1 となり，CA2の混和量が

多いほど，試験体内に塩化物イオンが留まる結果となっ

た。 

 また，電気泳動試験終了後の試験体に含まれる塩化物

イオン量を表－6 に，電気泳動試験の測定結果に基づい

て算出した実効拡散係数を表－7 に示す。全塩化物イオ

ン濃度については，CA2(0%)，CA2(5%)，CA2(10%)の順

に大きくなり，固定化率についても CA2を混和した試験

体の優位性が確認された。実効拡散係数は CA2の混和量

が多いほど小さくなり，CA2(10%)の実効拡散係数は，

CA2(0%)より 20%程度小さくなった。この実効拡散係数

の低下は，移動流束や固定化率の測定結果を踏まえると，

塩化物イオンを固定化する能力を反映していると示唆さ

れる。 

 上記の結果より，促進試験の結果ではあるが，再注入

用グラウトの硬化後に塩化物イオンの浸透を受ける場合

においても，CA2 の混和により塩化物イオンを固定化す

る能力が発揮できることが確認された。 

 

5. 塩化物イオン固定化材による PC 鋼材の腐食抑制 

5.1 鋼材腐食に影響する塩化物イオン濃度 

 一般に，鋼材の腐食は可溶性塩化物イオンの影響を受

ける。グラウト再注入工法において CA2を混和する場合

には，塩化物イオンの影響を適切に評価した上で，所要

の混和量を適用する必要がある。ここでは，鋼材腐食に

影響する可溶性塩化物イオン濃度を試算するとともに，

空隙部に内在する塩化物イオンを固定化する観点から，

CA2を混和したグラウトの適用条件を検討する。 

 既往の研究によると，グラウト材 1300kg/m3 の配合に

おいて PC 鋼材を腐食させる塩化物イオン濃度は，全塩

化物イオンとして 3.9kg/m3程度とされる。また，このと

きの可溶性塩化物イオンを推定すると，1.2kg/m3 程度と

なる 4)。したがって，空隙部に再注入されたグラウトの

硬化後において PC 鋼材の腐食を抑制するためには，鋼

材周辺の可溶性塩化物イオン量を 1.2kg/m3程度以下に抑

えることが目安になると考えられる。 

 

5.2 腐食発生限界に対する固定化率 

(1) 再注入グラウトが塩化物イオンを巻き込むケース 

 前述のとおり，塩化物イオン量が多くなるほど可溶性

塩化物イオン量は増加した。また，グラウト材に CA2を

混和すると可溶性塩化物イオンの固定率は向上する。し

かし，グラウト内の塩化物イオン量が増えるに従い，そ

の固定化には限界も見られるため，工法への適用にあっ

ては適切な CA2の混和量を設定する必要がある。 

 材齢 28 日における各配合での全塩化物および可溶性

塩化物イオン量を表－8 に示す。この中で，可溶性塩化

物イオン濃度 1.2kg/m3を満たす全塩化物イオンを直線補

間で算出すると，CA2(0%)で 3.4kg/m3，CA2(5%)で

4.2kg/m3，CA2(10%)で 5.4kg/m3 となった。したがって，

塩化物イオンが内在する環境においてグラウトを再注入

する場合には，CA2(10%)配合を適用する場合においても，

塩化物イオン濃度 5kg/m3 程度以下に適用するなど考慮

CA2(0%) CA2(5%) CA2(10%)
2.4 1.00 0.69 0.40
3.9 1.31 1.00 0.75
5.4 2.32 1.87 1.19
10 5.19 3.75 2.50
20 11.45 8.67 7.01

可溶性塩化物イオン（kg/m3
）全塩化物イオン

（kg/m3
）

CA2(0%) CA2(5%) CA2(10%)
陰極側溶液セル  (mol/L) 1.009 1.168 1.337
陽極側溶液セル  (mol/L) 0.832 0.686 0.600
陰極側 - 陽極側 (mol/L) 0.177 0.482 0.737
塩化物イオンの残存比率 1.0 2.4 3.1

CA2(0%) CA2(5%) CA2(10%)

全塩化物イオン  (kg/m3) 40.9 56.5 62.0

可溶性塩化物イオン  (kg/m3) 27.5 32.3 35.2

固定化量  (kg/m3) 13.3 24.2 26.9

固定化率  (%) 32.7 42.9 43.3

CA2(0%) CA2(5%) CA2(10%)

R (J/（mol・K）) 8.31 8.31 8.31
T (t(℃)+273.15(K)) 295.6 295.8 295.5
F(C/mol) 96,500 96,500 96,500

JCl(t) (mol/(cm2
・年)) 0.281 0.258 0.222

De (cm2/年) 6.252 5.752 4.969
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する必要がある。 

 また，既往の研究 4)における PC 鋼材を腐食させる塩

化物イオン濃度 3.9kg/m3 程度と，表－8 から算出した

CA2(0%)における 3.4kg/m3の差異は，試験材齢の違い，

配合差，測定のばらつき等の影響から生じている可能性

がある。 

 なお，CA2 の混和量をさらに増加させれば塩化物イオ

ンの固定化率は向上する可能性がある。しかしながら，

グラウトの流動性や可使時間など，再注入用グラウトと

しての充填性能に悪影響が生じることが想定されるため，

所要の性能を損なわないような配合設計，混和剤の調整

などに留意する必要がある。 

 実構造物シース内に内在する塩化物イオン量について

は，PC グラウトの充填調査等で用いた削孔部からの試料

採取や，シース内に滞水している水の分析などによって

適切に評価する必要がある。 

(2) 再注入グラウト硬化後に塩化物イオンが浸透するケ

ース 

 今回の電気泳動試験において，実効拡散係数は CA2の

混和量が多いほど小さくなり，固定化率は向上した。実

効拡散係数は，グラウト試験体の緻密度合いの影響を受

ける可能性もあるが，相対比較の範囲として固定化率の

測定結果を考慮すると，細孔中を泳動する塩化物イオン

がフリーデル氏塩として固定化される効果を示したもの

と考えられる。よって，グラウト材料へのCA2の混和は，

塩化物イオンの固定化，移動の遅延に寄与し，PC 鋼材の

腐食進行を先延ばしする効果が期待できる。 

 なお，再注入グラウト硬化後に塩化物イオンが浸透す

るケースでは，シース外側のひび割れ部から，また，塩

化物イオンを含んだ既存グラウトに新しいグラウトが打

ち継がれることで塩化物イオンが拡散するケースなどが

想定される。このとき，再注入グラウトがフレッシュ時

に相当量の塩化物イオンを巻き込むような場合には，そ

の後の固定化能力，すなわち PC 鋼材腐食の抑制能力は

低下する恐れがあることに留意する必要がある。さらに，

実際の PC 鋼材を用いた腐食抑制効果の検証，CA2 を用

いることによる水酸化物イオンおよび塩化物イオン濃度

を考慮した鋼材腐食発生限界に与える影響などについて

は，引き続き検討課題とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. まとめ 

 既設 PC 構造物におけるシース内のグラウト充填不足

に対する補修工法として，市販のグラウト材および塩 

化物イオン固定化材を用いた場合の塩化物イオン固定化

性能を検討した。この基礎的試験から得られた知見を以

下に示す。 

(1) CA2を混和したグラウトは，CA2を混和しないグラウ

トに比較して，塩化物イオンの固定化率が向上する。 

(2) CA2を混和したグラウトは，比較的初期の材齢から固

定化能力を発揮する。 

(3) PC 鋼材の腐食抑制効果を実現するためには，CA2を

グラウト基材に対し 10%混和した場合において，フ

レッシュ時に巻き込む塩化物イオン濃度が 5kg/m3 程

度以下が望ましい。 

(4) CA2の混和量を増加させると，固定化率はさらに向上

する可能性があるが，再注入グラウトの充填性に配

慮した配合調整が必要となる。 

(5) 再注入グラウトのフレッシュ時に巻き込む塩化物イ

オン量によっては，グラウト硬化後に新たに塩化物

イオンの影響を受けた場合の固定化能力が低下する

可能性があるため，引き続きの検討が必要である。 
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