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１．序論 

 厳しい塩害環境に建つ RC 構造物は，塩化物イオンの侵入

によって内部鉄筋の腐食が進行し構造性能が著しく低下する。

近年，鋼材腐食に対して防錆効果があるとされている亜硝酸

リチウムを用いた様々な補修工法が提案されているが，RC構

造物の劣化状況や周囲の環境条件をふまえた腐食抑制効果の

有無やその程度に関する知見は少ない。 

 本論では，長崎県端島（軍艦島）において実施している屋

外暴露試験を基に，中性化の有無や屋内外の環境条件の違い

による腐食抑制効果について，補修工法の比較・評価を行い，

適切な工法を選択するための補修指針を提案した。 
 

２．暴露試験体と補修仕様 

 試験体は，長年厳しい塩害環境に建っている RC 構造物を

想定し，W/C=70%，初期内在塩化物イオン量 Cl
-
を 1.2kg/m3，

10kg/m3とした。また，腐食評価のための鉄粉を混入した。図

１に示すように，暴露面は２面とし，表面から約 20mm 程度

を促進中性化させた後に各工法による補修を行った。 

 補修仕様を表１に示す。亜硝酸リチウム（LiNO2）の補修は，

暴露面に LiNO2溶液を塗布する表面含浸工法，小径の削孔を

行いそこからLiNO2溶液を加圧注入する内部圧入工法，LiNO2

溶液の塗布後に暴露面を LiNO2入りポリマーセメントペース

トで被覆する工法とした。また，比較のために浸透性吸水防

止材BPを用いた仕様も用意した。 

 暴露場所は軍艦島島内とし，海岸線から約10mに位置する

屋外で雨掛りのある 59 号棟外と，屋内で雨掛りのない 17 号

棟内とした。暴露試験は2012年9月に開始し，2013年9月と

2015 年 9 月にそれぞれ暴露 1 年目，3 年目の試験体を回収し

分析を行った。なお，現在も暴露試験を継続している。 
 

３．評価方法 

 試験体の表面，断面の中性化部，未中性化部のそれぞれに

おいて，表２に示すように試験体に混練した鉄粉の腐食グレ

ードを５段階に分けて目視による評価を行った。なお，軍艦

島が非常に厳しい塩害環境であることを考慮し，腐食グレー

ド２以下であれば比較的腐食が抑えられているとみなした。

また，試験体を図１のように暴露面から深さ方向で６分割し

た後にそれぞれ微粉砕し，JIS A 1154附属書Bに準じて温水抽

出法により試料溶液を作成し，イオンクロマトグラフ法を用

いて塩化物イオンCl
-
，亜硝酸イオンNO2

-
の定量分析を行った。 

 

４．結果・考察 

４．１ 鋼材腐食の経時変化 

 腐食の全体的な傾向として，59号棟外のほうが17号棟内に

比べて，試験体の表面および断面の中性化部における腐食の

進行が著しいが，未中性化部ではいずれの環境においても腐

食は進行しておらず，屋内外の環境条件による大きな差がな

いことが，著者の研究 1)により確認されている。 

 

図１ モルタル試験体の表面および割裂断面 
 

表１ モルタル試験体の補修仕様 
分類 記号 仕様 

無補修 N 補修なし 
浸透性 

吸水防止材 
BP 

シラン系浸透性吸水防止材塗布
（600g/m2） 

LiNO2 
表面含浸 

LNP1 LiNO2表面塗布（400g/m2） 

LNP2 
LiNO2表面塗布（Cl-1.2kg/m3： 
224g/m2，Cl-10kg/m3：1120g/m2） 

LNP1+BP 
LiNO2 表面塗布（400g/m2）後，
浸透性吸水防止材塗布（600g/m2） 

LiNO2 
内部圧入 

LNIJ 
LiNO2 高圧注入（Cl-1.2kg/m3 用
5cc/体，Cl-10kg/m3用30cc/体） 

LNIJ+BP 
LiNO2高圧注入後，浸透性吸水防
止材塗布（600g/m2） 

LiNO2 
+ポリマー
セメントペ
ースト被覆 

LNP+PCP 
LiNO2表面塗布（約280g/m2）後，
LiNO2 混入（70kg/m3）ポリマー
セメントペースト2mm塗付け 

 
表２ 腐食グレードの評価基準 

腐食 
グレード 

0 1 2 3 4 

鉄
粉
の
腐
食
状
態 

 
 
 

全く腐食し
ていない 

一部の鉄粉が
腐食している 

ほぼ全ての鉄
粉が腐食して

いる 

一部の鉄粉が
腐食・膨張し，
さび汁が見ら

れる 

ほぼ全ての鉄
粉が腐食・膨
張し，さび汁
が見られる 

 

 59号棟外，17号棟内に暴露した試験体の中性化部における

各補修工法の腐食グレードをそれぞれ図２～図５に示す。 

 図２より，59号棟外でCl
-
=10kg/m3の場合，いずれの工法に

おいても暴露１年目ではNに比べて腐食グレードは小さいが，

腐食が進行し暴露３年目でほぼ全ての工法で腐食グレード２

に達していた。LNP1，LNP2 の腐食進行は顕著であったが，

BP，LNP1+BP，LNIJ+BPは鋼材腐食の原因である水の浸入を

抑えられており腐食グレードも比較的小さい。LiNO2 は保水

性が高く，雨掛りのある屋外環境における表面含浸工法では，

水の浸入を助長させてしまう可能性があるため，BPを併用す

ることが効果的である。また，LNP+PCPも腐食抑制効果が見

られた。図３のCl
-
=1.2kg/m3の場合も同様の傾向が見られた。 

 図４，図５より，屋内環境の17号棟内では，屋外環境の59

号棟外に比べて防水性能の必要が無いため，BPによる腐食抑

制効果は見られない。図４よりCl
-
=10kg/m3の場合はLNIJ，図  



 

 
図２ 中性化部の腐食グレード (59号棟外，Cl-=10kg/m3) 

 
図３ 中性化部の腐食グレード (59号棟外，Cl-=1.2kg/m3) 

 
図４ 中性化部の腐食グレード (17号棟内，Cl-=10kg/m3) 

 
図５ 中性化部の腐食グレード (17号棟内，Cl-=1.2kg/m3) 

 

 

図６ モル比と腐食グレード(59号棟外，中性化部) 

 

図７ モル比と腐食グレード(59号棟外，未中性化部) 

５より Cl
-
=1.2kg/m3の場合は LNP1，LNP2 のように，LiNO2

単体の補修で腐食抑制効果が高いことが確認された。 

４．２ モル比[NO2
-]/[Cl-]と腐食グレードの関係（暴露３年） 

 屋外環境の 59 号棟外で３年間暴露した試験体の中性化部，

未中性化部における，Cl
-
に対するNO2

-
のモル比と腐食グレー

ドの関係をそれぞれ図６，図７に示す。なお，塩害環境では，

補修の際にモル比を基にLiNO2の使用量を決定する。 

図６より中性化部では，モル比1.0以上の試験体はいずれも

腐食グレード２以下となり，モル比が大きくなるほど腐食グ

レードは小さくなる傾向が見られる。LNP1，LNP2 はいずれ

もモル比は小さく腐食グレードも高い。しかし，LNP1+BPは

モル比1.0を下回るが腐食を抑えられている。これは雨水や波

飛沫による水分の浸透が抑えられ，試験体内部の乾湿繰返し

が軽減されたためである。LNIJ，LNIJ+BP では，表面含浸工

法に比べてモル比が大きく腐食を抑えられていた。LNP+PCP

は，モル比1.0を下回る場合でも腐食グレード２以下で抑えら

れていた。ペースト層からNO2

-
が供給され続けているととも

に外部からの水分や塩分の浸透を防止していると考えられる。 

 図７より未中性化部では，工法，モル比によらずいずれも

腐食グレード２以下で抑えられていた。 
 

５．まとめ 

 本研究で得られた知見や既往研究 2) 3)をもとに，厳しい塩害

環境下に建つ RC 構造物の塩化物イオン量，中性化の進行程

度，屋内外による雨掛りの有無を考慮した補修工法を選択す

るためのフローを以下の図８に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 塩害環境下におけるLiNO2を用いた補修工法の選択 
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RC構造物の調査 
（コア採取，ドリル削孔による粉体採取 等） 

20mmよりも大きい 

20mm以下 

中性化の深さの測定 

中性化残りが20mm 
以下である 

・LiNO2表面含浸工法
（LNP1，LNP2） 

・LiNO2内部圧入工法 
（LNIJ） 

目視による雨掛りの確認 

雨掛りの有無は？ 
屋外or屋内 

有 屋外 

無 

屋内 

・LiNO2表面含浸工法＋浸透性吸水防止材（LNP1＋BP） 
・LiNO2内部圧入工法＋浸透性吸水防止材（LNIJ＋BP） 
・LiNO2ポリマーセメントペースト被覆工法（LNP＋PCP） 

・経過観察 
・劣化予防の補修 
→浸透性吸水防止材BP 
（特に屋外で雨掛り有の場合） 

 
Cl

-
=1.2kg/m3以上で 

劣化要因が大きい 2)
 

塩化物イオン量が
1.2kg/m3より多い 

塩化物イオン量の測定 

多 

少 

 
中性化深さよりも約
20mm深い位置でCl

-
量

のピークが見られる 3)
 


