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要旨：コンクリート構造物の高耐久化が求められており，その対策の一つに塩化物イオンの侵入に伴う鋼材

腐食に対する抑止策がある。鋼材表面の塩化物イオン量を抑制するためには，水セメント比の低減や，コン

クリートならびに鋼材表面の塗装などがあげられる。本稿では，基準書類に示されている照査方法を整理し，

さまざまな使用状況を想定した耐久性の評価を行った。主な対象は，プレストレストコンクリート用緊張材

に全素線塗装型 PC 鋼より線を用いた PC 構造物とした。 
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1. はじめに 

 コンクリート構造物の耐久性照査の一つに，塩化物イ

オンの侵入に伴う鋼材腐食に対する照査 1)がある。コン

クリート表面に付着した塩化物イオンがコンクリート内

部に拡散・移動するが，供用期間中において鉄筋や PC

鋼材の鋼材表面における塩化物イオン濃度が鋼材腐食の

発生限界濃度以下であるかを確認する。 

 一般的には塩化物イオンの拡散に対し，コンクリート

のかぶりを適切に設定することで照査を満足することが

できる。一方，沿岸部や凍結抑制剤の散布地域など塩害

の厳しい地域において現実的なかぶりの厚さのみでは腐

食に対して十分に対応できないことが多く，複数の対策

が施される。 

 塩化物イオンの侵入を抑制するためには，水セメント

比を低減してコンクリートの緻密化を図る方法などがあ

げられる。また，塩化物イオンの侵入を防止するために

は，コンクリート表面を塗装するか，鉄筋および PC 鋼

材を塗装することによって腐食から守る方法がある。 

 この照査では，塩化物イオンの拡散現象を Fick の拡散

方程式を用いて鋼材表面の塩化物イオン濃度を推定して

おり，コンクリートの拡散係数，鋼材腐食の発生限界濃

度，鉄筋ならびに PC 鋼材におけるエポキシ樹脂塗膜の

拡散係数などの設定を適切に行わなければならない。た

とえば，コンクリート標準示方書ではコンクリートの拡

散係数・鋼材腐食の発生限界濃度などが水セメント比や

使用する材料に則して示されているが防食鋼材に関する

項がなく，防食鋼材を用いた場合はそれに関する基準書

に基づくが前述の値が更新されておらず 2),3)，参照先が

増えるために作業が煩雑となりやすい。 

 本稿では，各基準書（2012 年制定コンクリート標準示

方書（以下，2012 年コ示），エポキシ樹脂塗装鉄筋を用

いる鉄筋コンクリートの設計施工指針（以下，EP 筋指針），

全素線塗装型 PC 鋼より線を使用した PC 構造物の設計・

施工ガイドライン（以下，ICW ガイドライン））の同照

査における現状での相違点を整理した。モデルケースと

して，全素線塗装型 PC 鋼より線を内ケーブルに用いた

PC 構造物を主な対象に算定した結果をまとめた。また，

その実施例を紹介する。 

 

2. 塩化物イオンの侵入に伴う鋼材腐食に対する照査方

法 

2.1 概要 

 本照査を式(1)に示す。 

   γ 1.0               (1) 

ここに，γi：構造物係数 

    Clim：鋼材腐食発生限界濃度 

    Cd：鋼材位置での塩化物イオン濃度の設計値 

本照査における鋼材腐食発生限界濃度，鋼材位置での

塩化物イオン濃度の設計値やこれらに伴う諸数値の算定

方法は，各基準書においてそれぞれ示されており，コン

クリート標準示方書が基本となっている。コンクリート

標準示方書は 2012 年制定時に照査内容が更新されたが，

EP筋指針や ICWガイドラインは 2007年制定以前のコン

クリート標準示方書を参照しており，エポキシ樹脂塗膜

の有無のほか，鋼材腐食発生限界濃度，各拡散係数の設

定など異なる点がある。 

そこで，現時点での各基準書の相違点を整理し，防食

鋼材（エポキシ樹脂塗膜を有する）を用いた場合の照査

方法を提案する。 

2.2 鋼材腐食発生限界濃度の算定方法 

 2012 年コ示では，実測や試験結果によらない場合，鋼
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表－1 使用材料と Clim の関係（2012 年コ示） 

使用材料 Clim (kg/m3) 

普通ポルトランドセメント -3.0(W/C)+3.4 

高炉セメント B 種相当 
フライアッシュセメント B 種相当 

-2.6(W/C)+3.1 

低熱ポルトランドセメント 
早強ポルトランドセメント 

-2.2(W/C)+2.6 

シリカフューム 1.2 

*W/C：水セメント比 

 

図－1 W/C と Clim の関係 

 

表－2 使用材料と Dkの関係 

使用材料 log10Dk 

普通ポルトランドセメント 3.0(W/C)-1.8 
低熱ポルトランドセメント 3.5(W/C)-1.8 
高炉セメント B 種相当 
シリカフューム 

3.2(W/C)-2.4 

フライアッシュセメント B 種相当 3.0(W/C)-1.9 
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材腐食発生限界濃度 Climは，水セメント比が小さくなる

につれ値が大きくなり，使用する材料によってその分布

は異なる（表－1，図－1）。2007 年制定のコンクリート

標準示方書では，Clim は 1.2 kg/m3と一定であり，EP 筋指

針および ICW ガイドラインはその一定値を採用してい

る。港湾の施設の技術上の基準（以下，港湾基準）4)で

は，一般に 2.0 kg/m3としている。 

 図－1 によると，Clim の値は，適用される水セメント

比の範囲（0.3～0.55）で普通ポルトランドセメントを使

用した場合がもっとも高く，一定値であるシリカフュー

ムに次いで低熱および早強ポルトランドセメントが低い

値となっている。 

2.3 鋼材位置における塩化物イオン濃度の設計値の算定

方法 

 鋼材位置における塩化物イオン濃度の設計値 Cdは，コ

ンクリート表面における塩化物イオン濃度 C0に時間 t に

関する誤差関数を 1.0 から減じたものを乗じて求める。

2012 年コ示，EP 筋指針，ICW ガイドラインの Cd算定式

は，それぞれ式(2)～式(4)で表わされる。 
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 ここに，γcl：安全係数（一般に 1.3） 

     C0：コンクリート表面における塩化物イオン

濃度(kg/m3) 

     erf(s)：誤差関数 

     t：時間(年) 

     cd：かぶりの設計値(mm) 

     Dd：コンクリートの設計拡散係数(cm2/年) 

     cep：塗膜厚さ(mm) 

     Depd：塗膜の設計拡散係数(cm2/年) 

     Ci：初期塩化物イオン濃度(kg/m3) 

2012 年コ示では，コンクリートに内在する初期塩化物

イオン濃度 Ci が初期値として考慮されている。EP 筋指

針および ICW ガイドラインでは，エポキシ樹脂塗膜の影

響を考慮した項 ⁄ がコンクリートのかぶり・拡

散係数の項に加算されている。また，EP 筋指針では設計

かぶり c を用いており，施工誤差Δc を含めていない。 

2.4 塩化物イオンに対する設計拡散係数の算定方法 

 塩化物イオンに対する設計拡散係数 Ddは，塩化物イオ

ン拡散係数の特性値 Dk とひび割れ幅に関する式で示さ

れている。2012 年コ示，EP 筋指針（ICW ガイドライン

は共通）の Dd 算定式は，それぞれ式(5)，式(6)で表わさ

れる。 

   ∙ ∙ ∙          (5) 

   ∙ ∙ ∙        (6) 

 ここに，γc：材料係数（一般に 1.0） 

     Dk：コンクリートの塩化物イオンに対する拡

散係数の特性値(cm2/年) 

     λ：ひび割れの存在が拡散係数に及ぼす影響

を表わす係数（一般に 1.5） 

     w/l：ひび割れ幅とひび割れ間隔の比 

     D0：コンクリート中の塩化物イオンの移動に

及ぼすひび割れの影響を表わす係数（一般

に 400 cm2/年） 

     wa：許容ひび割れ幅(mm) 

2012 年コ示では，ひび割れに関する項が係数λ（ひび

割れの存在が拡散係数に及ぼす影響を表わす係数）を用

いて簡素化されている。 

2.5 コンクリートの塩化物イオン拡散係数の特性値の算

定方法 

 2012 年コ示では，塩化物イオン拡散係数の特性値 Dk

は，W/C との関係式（表－2），電気泳動法や浸せき法を 
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表－5 C0の設定値 (kg/m3) 

飛来塩分 飛沫帯
海岸からの距離 (km) 

汀線付近 0.1 0.25 0.5 1.0 

多い地域 北海道，東北，北陸，沖縄 
13.0 

9.0 4.5 3.0 2.0 1.5 

少ない地域 上記以外 4.5 2.5 2.0 1.5 1.0 

 
図－2 W/C と Dkの関係 
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表－3 使用材料と Dpの関係 

使用材料 log10Dp 

普通ポルトランドセメント -3.9(W/C)2+7.2(W/C)-2.5
高炉セメント 
シリカフューム 

-3.0(W/C)2+5.4(W/C)-2.2

 

表－4 cepと Depdの設定値 

鋼材の種類 設定値 

鉄筋 
（EP 筋指針） 

cep=0.22 (mm) 
Depd=2.0×10-6 (cm2/年) 

PC 鋼材 
（ICW ガイドライン） 

cep=0.20 (mm) 
Depd=0.7×10-6 (cm2/年) 

用いた実験，実構造物の調査のいずれかにより求めると

している。使用材料と W/C の関係では，高炉セメントお

よびシリカフュームの場合がもっとも低く，低熱ポルト

ランドセメントの場合が高い。EP 筋指針（ICW ガイド

ラインは共通）では 2007 年コ示と同様に，Dk は拡散係

数の予測値Dpに安全係数γpを乗じて求めている（式(7)）。 

   ∙                (7) 

 ここに，γp：安全係数（一般に 1.2） 

     Dp：拡散係数の予測値(cm2/年) 

図－2 に，W/C と Dk およびγp(=1.2)を乗じた Dp（表

－3）との関係を示す。安全係数の影響もあるが，2012

年コ示の Dkが小さい傾向にある。 

2.6 エポキシ樹脂塗膜の塩化物イオン拡散係数の特性値

の算定方法 

EP 筋指針および ICW ガイドラインでは，鋼材にエポ

キシ樹脂の塗装が施されているため，塗膜厚さ cepと塗膜

の塩化物イオン拡散係数の特性値 Depd がある（表－4）。 

cepは，塗膜厚さの中心値を用いている。エポキシ樹脂

塗装鉄筋の Depdは，ピンホールや塗膜損傷部の存在から

塩化物イオンの浸透性を一元化させた「見掛けの拡散係

数」の概念を導入している。なお，使用条件によっては，

1.5×10-6 (cm2/年)まで低減することができる。 

全素線塗装型 PC 鋼より線は，塗装面が平滑であるこ

とから塗膜厚さが 100µm 以上であればピンホールがな

いことが報告されている 5)。ICW ガイドラインでは，塗

膜厚さ 220µm でピンホールの存在を許容しているエポ

キシ樹脂塗装鉄筋の拡散係数の 小値 1.5×10-6 (cm2/年)

が，塗膜厚さ 100µm の全素線塗装型 PC 鋼より線の拡散

係数に相当するとし，その塗膜厚さの比 0.455

（=100µm/220µm）を 1.5×10-6 に乗じた見掛けの拡散係

数を Depdとしている。 

2.7 コンクリート表面塩化物イオン濃度の算定方法 

 コンクリート表面塩化物イオン濃度 C0は，各基準書に

おいて大きな変更点はない。飛来塩分が多い地域と少な

い地域に分かれ，飛沫帯以外では海岸からの距離に応じ

て示されている（表－5）。2012 年コ示では，飛来塩分デ

ータが信頼できる場合の算定式が別途示されている。 

2.8 防食鋼材を使用する場合の照査案 

 以上より，一般的な地域で鋼材に防錆処理を行わない

場合は 2012 年コ示のみの照査方法でよいが，エポキシ樹

脂塗膜を有する防食鋼材を使用する場合は，該当する各

基準書の内容を統合して照査することを提案する。 

 2.2～2.7 を整理すると下記のとおりとなる。 

(1) 鋼材腐食発生限界濃度 Clim は，EP 筋指針および ICW

ガイドラインでは 2007 年制定コンクリート標準示方書

の一定である値 1.2 kg/m3 を採用しているが，2012 年コ

示では使用材料と水セメント比によって算定する方法を

新たに採用している。 

(2) 鋼材位置における塩化物イオン濃度の設計値Cdを算

定する式は，2012 コ示では初期塩化物イオン濃度 Ci が

新たに追加され，EP 筋指針および ICW ガイドラインで

はエポキシ樹脂塗膜の影響を考慮した項があるので，そ

れらを加味する（式(8)）。 

 

 

 

 ⋅ 1
.

√
 

  (8)
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表－6 防食鋼材を使用した場合の照査案 

項目 内容 

Clim 
一般的な構造物では 2012 年コ示に倣う。 
港湾構造物では港湾基準の 2.0 kg/m3に倣う。

Cd 
2012 年コ示式に，エポキシ樹脂塗膜に関する

項を加算した式を用いる（式(8)）。 
かぶり cdは，施工誤差Δceを考慮する。 

Dd 2012 年コ示に倣う。 
Dk 2012 年コ示に倣う。 
cep 
Depd 

EP 筋指針および ICW ガイドラインに倣う。

C0 2012 年コ示に倣う。 

 

表－7 設計条件 

項目 基本条件 変更条件 

cd (mm) 50 70 
W/C 0.45 0.35 
セメント 普通 高炉 
鋼材の塗膜 なし あり 

cep (mm) --- 
鉄筋：0.22 
PC 鋼材：0.20 

Depd (cm2/年) --- 
鉄筋：2.0×10-6

PC 鋼材：0.7×10-6

γi 1.1 
γcl 1.3 
γc 1.0 
C0 (kg/m3) 9.0 
Ci (kg/m3) 0.3 
t (年) 100 

 

図－3 供用期間と塩化物イオン濃度の関係 
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(3) 塩化物イオンに対する設計拡散係数 Ddは，EP 筋指 

針および ICW ガイドラインでは 2007 年制定コンクリー

ト標準示方書の算定式を採用しており，2012 年コ示では

ひび割れに関する項が変更されている。 

(4) コンクリートの塩化物イオン拡散係数の特性値Dkは，

EP筋指針および ICWガイドラインでは 2002年制定コン

クリート標準示方書の回帰式を採用しており，2012 年コ

示では算定式が変更されている。 

(5) エポキシ樹脂塗膜の塩化物イオンの特性値 Depd と塗

膜厚さ Cepは，2012 年コ示には示されておらず，EP 筋指

針および ICW ガイドラインにそれぞれ鉄筋と全素線塗

装型 PC 鋼より線の値が示されている。 

(6) コンクリート表面塩化物イオン濃度 C0は，これらの

基準書でとくに違いはない。 

 まとめると表－6 のとおりとなる。EP 筋指針および

ICW ガイドラインにおける 2007 年制定以前のコンクリ

ート標準示方書より引用された箇所は，2012 年コ示の更

新された内容に基づく。2012 年コ示において示されてな

いエポキシ樹脂塗膜に関しては，EP 筋指針および ICW

ガイドラインに基づく。表記以外については，2012 年コ

示に倣うとよい。 

 

3. モデルケース 

3.1 算定条件 

 本照査は，もっともかぶりの小さい鋼材位置で行うこ

とが一般的である。また，防食 PC 鋼材を使用した場合，

PC 鋼材より鉄筋のかぶりが小さいため，鉄筋の防錆処理

の有無に関わらずPC鋼材の照査は基本的に省略できる。

注意すべき点として，たとえばプレテンション方式の PC

桁にエポキシ樹脂塗装鉄筋と無塗装の PC 鋼材を使用し

た場合，かぶりの小さいエポキシ樹脂塗装鉄筋よりもか

ぶりの大きい無塗装の PC 鋼材の方が先に鋼材腐食発生

限界濃度に達するケースがあり得る。 

 そこで，前章で示した照査案を用いて比較する。ケー

スとして，かぶりの違い，鋼材の防錆処理の有無，セメ

ントの種類などの 5 つのパラメータとする。なお，算定

内容を簡単にするため，条件は PC 構造物のフルプレス

トレス状態とし，ひび割れは発生していないものとする。

また，かぶりの施工誤差はないものとする。 

3.2 各変更条件による効果 

 かぶり，水セメント比，セメントの種類，塗膜の有無

を条件の変数とし，それぞれの効果を示す。基本となる

設計条件と変更条件を表－7 に示す。効果の差を明確に

するため，基本条件のかぶり，水セメント比，飛来塩分

量の関係は，早期に鋼材腐食発生限界量を超えるような

厳しい条件としている。PC 鋼材のかぶりは，スターラッ

プの鉄筋径を 13mm とし cd+13 (mm)とする。 

 基本条件を一つずつ変更した結果を図－3，表－8 に示

す。横軸を時間 t (年)，縦軸を鋼材位置の塩化物イオン濃

度 Cd (kg/m3)とし，そのときの Clim を示す。 

 基本条件の Cd は，20 年経過する前に鋼材腐食発生限

界濃度（Clim=2.05）に達している。100 年後には 6.77 kg/m3

となった。実際は Clim を超えると，腐食によるひび割れ

が発生しているため，より大きい値になっていると思わ

れる。塩化物イオン濃度が鋼材腐食発生限界濃度に達す
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表－8 照査結果 

変更項目
Clim 

(kg/m3)

Cd(t=100) 

(kg/m3) 

γiCd 
Clim 

γiCd/Clim 

=1.0 となる t
(年) 

なし 

(基本条件)
2.05 6.77 3.63 16 

かぶり 2.05 5.05 2.71 31 

W/C 2.20 5.92 2.96 24 

セメント 1.93 3.64 2.08 49 

塗膜(鉄筋) 2.05 1.36 0.73 128 

塗膜 

(PC 鋼材) 
2.05 0.47 0.25 265 

 

表－9 試算条件 

項目 
普通ポルトラン

ドセメント 
高炉セメント 

cd (mm) 50 50 
W/C 0.35 0.35 
Dk (cm2/年) 0.178（計算値） 0.104（実測値）

鋼材の塗膜 あり 
cep (mm) 鉄筋：0.22，  PC 鋼材：0.20 
Depd (cm2/年) 鉄筋：2.0×10-6，PC 鋼材：0.7×10-6

γi 1.1 
γcl 1.3 
γc 1.0 
C0 (kg/m3) 13.0 
Ci (kg/m3) 0.3 
t (年) 100 

 

 
図－4 供用期間と塩化物イオン濃度の関係 

 

表－10 照査結果 

組合せ 
Clim 

(kg/m3) 

Cd(t=100) 

(kg/m3) 
γiCd/Clim

高炉＋鉄筋 2.19 0.774 0.389 

普通＋鉄筋 2.35 1.188 0.556 

高炉＋PC 鋼材 2.19 0.323 0.162 

普通＋PC 鋼材 2.35 0.375 0.175 
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るまでの期間（γiCd/Clim= 1.0 となる時間 t）も算定した。

基本条件では 16 年となり，それぞれ，かぶりを 20mm

増加させると 31 年，水セメント比を 10%低減すると 24

年，高炉スラグ微粉末 6000（高炉セメント）とすると 49

年，エポキシ樹脂塗装鉄筋では 128 年，全素線塗装型 PC

鋼より線では 265 年となった。 

条件の変更による効果の大きい順として，塗膜→セメ

ント→かぶり→水セメント比の順となった。かぶりと水

セメント比については，条件を上げればより高い効果が

期待できるが，どちらも限界があるため複合的に活用す

る必要がある。一方，塗膜による塩化物イオンの遮蔽効

果は，その一つの措置のみで顕著な効果が期待できる。 

3.3 実橋による試算比較例（屋嘉比橋） 

沖縄県にある一般国道 58 号（旧道）屋嘉比橋は，国

頭村に位置しており，平成 10 年に架け替えた PC 橋であ

る。沖縄県は飛来塩分の多い地域であり，塩害対策が不

可欠であるため，さまざまな防食対策を行った。 

本橋における塩害対策工として，コンクリ－トに高炉

スラグ微粉末 6000（スラグ置換率 50%，高炉セメント B

種相当は 30%～60%），PC 鋼材に全素線塗装型 PC 鋼よ

り線，鉄筋にエポキシ樹脂塗装鉄筋，シ－スにプラスチ

ックシ－スなどを採用した。これらの塩害対策工の効果

を検証するため 10 年の追跡調査を計画し，主桁製造時に

製作した供試体を現地に近い大宜味村海岸部の暴露試験

場にて暴露試験を開始した。また新たに供試体を追加し，

合計 16 年間の追跡調査試験を行った 5),8)。 

その結果，高炉スラグ微粉末を用いたコンクリートの

拡散係数の妥当性，エポキシ樹脂塗装鉄筋および全素線

塗装型 PC 鋼より線の塗膜の遮塩性など防食対策の有効

性が確認された。 

普通ポルトランドセメントを用いた場合と本橋の条

件との比較を表－9 に示す。エポキシ樹脂塗装鉄筋およ

び全素線塗装型 PC 鋼より線の鋼材素地表面における Cd

を算出し，Climとの関係を比較した（図－4，表－10）。 

試算に用いた高炉セメントの Dkは，実橋（暴露 14 年

6 ヵ月）の塩化物イオン濃度分布から算出した値で，普

通ポルトランドセメントの Dkは 2012 年コ示に示されて

いる計算値である。エポキシ樹脂塗装鉄筋の塗膜の見掛

けの拡散係数は 2.0×10-6 cm2/年，全素線塗装型 PC 鋼よ

り線については 0.7×10-6 cm2/年とした。塗膜厚さはそれ

ぞれ 220 µm，200 µm とした。全素線塗装型 PC 鋼より線

のかぶりは，cd+19mm である。 

試算の結果，防食鋼材を使用した場合，いずれも照査

を満足した。また，高炉セメントの方がよい結果となっ

たが，高炉セメントの場合は Clim が低くなるため，効果

の高さほど照査結果に大きな差はみられない。とくに PC

鋼材では，かぶりが大きく，全素線塗装型 PC 鋼より線
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の拡散係数の影響が大きいため，セメントの種類の違い

による差が比較的小さくなった。 

 

4. 本照査案の活用方法 

 本照査案の適用方法や評価方法について考察する。 

 かぶりを大きくすることは有効であるが，自重が増え，

断面性能が低下するなどの構造的な変化が大きいため，

極端なかぶりの増加は望めない。かぶりは，道路橋示方

書 Ⅲコンクリート橋編（以下，道示）の塩害対策区分

と構造ごとに示されている 小かぶりに倣う。水セメン

ト比についても，ワーカビリティーを確保した範囲とし

て，道示に示される値（工場製品の PC 構造では 36 %，

場所打ちの PC 構造では 43 %）が標準的である 6)。 

 防食鋼材の適用は，PC 床版の架け替えを例に挙げると，

かぶりの変更ができない場合に，断面性能を変えずに高

耐久化が実現できる手段である。また，ポストテンショ

ン方式に用いる PC 鋼材の防食には樹脂製のシースも外

部からの塩化物イオンの侵入に対して有効であるが，PC

グラウトの充填不良などの内在的要因に対して対処でき

ない。そのような場合にも防食鋼材は有効である。 

 そのほか，凍害のある寒冷地域では，凍結抑制剤の散

布による塩害も同時に検討しなければならない。凍害に

は，空気量を増加させることが対応策の一つとされてい

るが 7)，塩化物イオンの浸透に対する抵抗性という面で

は不利になり得る。したがって，空気量を増加させる場

合は防食鋼材を併用することにより，凍害と塩害の両方

の複合劣化に対して対応が可能となる。 

 さらに，PC 鋼材の腐食について考えた場合，緊張力に

より高い応力状態で保持されている PC 鋼材が腐食・破

断に至ると，PC 構造物に致命的な損傷を与えかねない。

そのため，鉄筋に先行して PC 鋼材が腐食することは避

けなければならない。現行では鉄筋と PC 鋼材では照査

に差異を設けていないが，PC 鋼材位置の照査における構

造物係数γi を鉄筋より割り増すことや，PC 鋼材位置に

おける塩化物イオン濃度が鉄筋位置の値を超えないよう

な条件を追加することなどの措置を講ずることによって，

構造物の安全性がより担保されると考えられる。 

 

5. まとめ 

エポキシ樹脂塗装鉄筋および全素線塗装型 PC 鋼より

線を使用した場合の 2012 年までの基準書類に基づく塩

化物イオンの侵入に伴う鋼材腐食に対する照査方法，耐

久性能の評価，試算結果および活用方法についてまとめ

る。 

(1) 本照査方法は， 新である 2012 年制定コンクリート

示方書の照査方法に基づくことを基本とする。 

(2) 鋼材腐食発生限界濃度は，水セメント比および使用

材料によって算定する（港湾基準では一定）。 

(3) 塩化物イオン濃度の算定式にあるコンクリートのか

ぶりおよび拡散係数の項に，塗膜の厚さおよび拡散係数

の項を加算した式を用いる。 

(4) モデルケースの試算によると，塩化物イオン濃度が

鋼材腐食発生限界濃度に達するまでの期間（γiCd/Clim= 

1.0 となる時間 t）は基本条件では 16 年であったが，そ

れぞれ，かぶりを 20mm 増加させると 31 年，水セメン

ト比を 10%低減すると 24 年，高炉スラグ微粉末 6000（高

炉セメント）とすると 49 年，エポキシ樹脂塗装鉄筋では

128 年，全素線塗装型 PC 鋼より線では 265 年となった。 

(5) 今回の試算および実橋での結果では，供用期間 200

年後であっても，全素線塗装型 PC 鋼より線の位置にお

ける塩化物イオン濃度は，鋼材腐食発生限界濃度に対し

て十分な余裕がある。 

(6) 本照査案の活用方法として，鉄筋と PC 鋼材の両方に

ついて行い，先行して PC 鋼材に腐食が生じないよう，

構造物係数の割増や塩化物イオン濃度が鉄筋位置よりも

低く設計するなどの措置を行うことで，構造物の安全性

や耐久性の向上に活用できる。 
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