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1. 研究の目的と背景 

 鉄筋コンクリート部材および構造物が劣化する現

象の一つに，鉄筋の腐食があげられる。既往の研究 1)

より，鉄筋の腐食を発生，促進させる要因から形成さ

れるコンクリート内の腐食環境がコンクリート中で

発生する腐食生成物の生成プロセスに影響を与えて

いることが分かっている。しかし，腐食環境と腐食生

成物の関係性については未だ明らかになっていない

ことも多く，両者の関係性を解き明かすことは鉄筋

コンクリート構造物の適切な調査・診断や補修等の

大きな助けとなるため，非常に有意であると言える。 

 よって本研究では，腐食環境と腐食生成物の関係

性およびその成長メカニズムについて明らかにする

ことを目的として，鋼材を用いた腐食試験や，長期間

曝露した鉄筋コンクリート試験体の腐食生成物の評

価を行った。本稿では，鋼材を用いた腐食試験のうち，

亜硝酸リチウム(以下，LiNO2)の腐食抑制メカニズム

の検討について取り上げて論じている。 

 

2. 研究概要 

(1)鋼材の腐食の初期段階に対する LiNO2の腐食抑制

メカニズムの検討 

 鋼材の腐食の初期段階に対する LiNO2 の腐食抑制

メカニズムを検討するため，鋼材を用いた腐食促進

試験を行った。試験体は，一般構造用圧延鋼材である

SS400の鋼板を 50mm×50mm×3.0mmのサイズに切断

したものを用いた。試験体は鋼材表面の黒色被膜を

除去し，脱脂処理を行ったものを用いた。実験の要因

は表-1 の通り，温湿度，pH，塩化物イオン(以下，Cl-)，

LiNO2の 4 つとし，水準は全通り組み合わせた 16 通

りとした。 

 試験期間は乾湿繰返し環境の 2 つの環境を 4 時間

ずつ行き来するサイクルを 1 サイクルとし，最大 180

サイクルとした。pH については水酸化ナトリウム水

溶液を，Cl-については人工海水を，LiNO2については

亜硝酸リチウム水溶液を 12サイクルごとに当該の水

準にそれぞれ塗布することにより調整した。 

 試験体は各水準で N=9 とし， 60，120，180 サイ

クル時点で 3 つずつ取り出し，除錆し質量減少率を

求めた。また，180 サイクルでは 3 つの試験体のうち

代表的なもの 1 つについてラマン分光法による分析

を行った。 

 

(2)鋼材の腐食の成長段階に対する LiNO2の腐食抑制

メカニズムの検討 

 鋼材の腐食の成長段階に対する LiNO2 の腐食抑制

メカニズムを検討するため，あらかじめ腐食させた

鋼材を用いた腐食促進試験を行った。試験体は(1)の

試験と同様に脱脂まで行った鋼材に人工海水を塗布

することであらかじめ表面に腐食生成物(γ-FeOOH)

を生成させたものを用いた。要因と水準，試験方法は

(1)と同様とする。 

表-1 実験の要因と水準 
要因 水準 

温湿度 
湿潤環境(60℃,85%R.H) 

乾湿繰返し環境(20℃40%⇔60℃85%) 

pH アルカリ(pH12)，中性(pH8～9) 

Cl-の有無 あり(JIS G 0594)，なし 

LiNO2の有無 あり(NO2
-/Cl-=2)，なし 

 

 
図-1: 試験終了後の試験体の表面状態(一部抜粋) 

 

 

図-2: 乾湿繰返し，Cl-存在環境下の各水準のラマン

スペクトル 

 

3. 結果・考察 

(1)鋼材の腐食の初期段階に対する LiNO2の腐食抑制

メカニズムの検討 

 図-1 は既往の研究 1)で最も腐食が進行すると考え

られる，乾湿繰返し，中性，Cl-存在環境下に存置した

すべての水準の試験体の，試験終了後の試験体の表

面の状態を抜粋したものである。図中の左 2 つの試

験体が腐食の初期状態の試験体である。LiNO2を塗布

した試験体には腐食生成物がほとんど見られない一

方で，塗布していない試験体には全体的に黒色，橙色

の腐食生成物が混在して見られることから，腐食の

初期段階において LiNO2 は腐食抑制効果を発揮して

いることが分かる。 

 次に，図-2は乾湿繰返し環境かつ Cl-存在環境下に

存置したすべての水準の試験体のラマンスペクトル

である。図-2 から，LiNO2 を塗布していない試験体

でのみ，明瞭に Fe3O4のスペクトルが見られることが

分かる。既往の研究 2)より乾湿繰返し環境では，Fe3O4

と γ-FeOOHによる層状の腐食生成物が発生すること

が分かっており，LiNO2を塗布していない試験体では

この反応が進行していることから明瞭に Fe3O4 と γ-



FeOOH のピークが観測されていると考えられる。そ

の一方で，LiNO2を塗布した試験体で Fe3O4が確認で

きていないのは，亜硝酸の特性である保水性が影響

していると考えられる。保水性によって，乾湿繰返し

環境にあっても，鋼材表面が水膜で覆われることで，

湿潤環境に近い環境が形成され，異なる腐食環境が

生成されているからであると考えられる。また，この

水膜が酸素などの腐食を発生させる要因の侵入を阻

害していることが，腐食を抑制させる大きな助けに

なっていると考えられる。 

 また，既往の研究 3)より，LiNO2の腐食抑制効果は，

LiNO2 に含まれる亜硝酸イオン(以下，NO2
-)が式(1)

の反応によって不動態被膜(Fe2O3)を再生することで

大きく発揮されていると言われている。しかしなが

ら，今回 Fe2O3のスペクトルが確認できなかったこと

から，不動態被膜の再生には，今回の促進劣化試験に

存在しない，コンクリート内の比較的緩やかに温湿

度が変化する環境などが必要であると考えられる。 
 

2Fe2++2OH
-
+2NO2

-
→2NO+Fe2O3+H2O       (1) 

 

(2)鋼材の腐食の成長段階に対する LiNO2の腐食抑制

メカニズムの検討 

 表-2 は試験終了時の各水準の質量減少率である。

どの水準でも LiNO2 を塗布していないものに比べ，

LiNO2 を塗布したものの質量減少率は大きく減少し

ており，腐食の成長段階においても LiNO2 は腐食抑

制効果を有していることが分かる。特に乾湿繰返し

環境で LiNO2 を塗布した試験体の質量減少率が小さ

くなっている。 

 ここで，湿潤環境下で LiNO2 を塗布した各水準の

ラマンスペクトルを示した図-3 と乾湿繰返し環境下

で LiNO2 を塗布した各水準のラマンスペクトルを示

した図-4に着目する。湿潤環境ではFe3O4と γ-FeOOH

のピークのみが見られる一方，乾湿繰返し環境では

γ-FeOOH のスペクトルのみが見られる。これらの試

験を行った試験体に，あらかじめ人工海水の塗布に

より γ-FeOOHの腐食生成物を発生させていたことを

考慮すると，湿潤環境では腐食が成長しており，乾湿

繰返し環境では腐食が大きく成長をしていないこと

が分かる。既往の研究 2)より，相対湿度の上昇により

水膜が厚くなると，鋼材表面の酸素が欠乏し，表面に

発生している腐食生成物が Fe3O4 へと変化すること

が分かっている。このことから，湿潤環境で Fe3O4が

発生した理由は，あらかじめ発生させていた γ-

FeOOH の一部が LiNO2 の保水性と湿潤環境により

Fe3O4に変化したからであると考えられる。 

 一方で，乾湿繰返し環境下で腐食生成物の成長が

阻害された理由について考える。鋼材の腐食は溶解

した鉄イオンと鋼材表面の水膜内に存在する溶存酸

素由来の水酸化物イオン(以下，OH-)による電気化学

的反応により進行すると言われている。また，既往の

研究 4)より水膜厚さは相対湿度を要因として変動し，

乾燥環境では水膜が薄くなることから溶存酸素量が

減り，腐食反応が鈍化することが分かっている。この

ことから，乾燥環境下では豊富に存在する NO2
-が，

OH-の代わりに鉄イオンと反応することで，腐食反応

を阻害している可能性が考えられる。 
 
4. まとめ 

 本研究で明らかになったことを以下に示す。 

1) 鋼材の初期段階の腐食において，亜硝酸の持つ 

表-2: 試験終了時の各水準の質量減少率 

温湿度 pH Cl- 
LiNO2 

あり なし 

湿潤 

中性 
あり 5.34 18.82 

なし 6.69 19.08 

アルカリ 
あり 5.96 21.58 

なし 7.10 20.40 

乾湿 

繰返し 

中性 
あり 4.50 17.43 

なし 2.94 14.07 

アルカリ 
あり 4.14 19.08 

なし 3.30 16.32 
 

 
図-3: 湿潤環境下で LiNO2を塗布した各水準のラマ

ンスペクトル 
 

 
図-4: 乾湿繰返し環境下で LiNO2を塗布した各水準

のラマンスペクトル 
 

 保水性が腐食を大きく抑制させていることが分

かった。 

2) 鋼材の促進劣化試験では不動態被膜の再生を確

認することができなかった。このことから，不

動態被膜の再生には促進劣化試験には存在しな

い要因が必要であると考えられる。 

3) 腐食の成長において，乾湿繰返し環境では NO2
-

が鉄イオンと反応することで，腐食反応を阻害

している可能性が示唆された。 
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