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第 1章 序論

1･1.研究の背景と目的

コンクリート構造物は,その優れた耐久性と耐震性より,社会資本として信頼され,数多くの

建造物に採用されてきた｡しかし近年,骨材資源の枯渇に伴う海砂への依存および海洋環境への

コンクリート構造物の進出等により,鉄筋コンクリート構造物の塩害による劣化事例が社会的に

大きくクローズアップされ,その耐久性が再考されている｡一般に塩害とは,コンクリート中の

鋼材腐食,鋼構造物における鋼材そのものの腐食および腐食生成物の体積膨張に伴う劣化現象で

ある｡劣化には二種類あり,一つは外観的な劣化,もう一つは,耐力的な劣化である｡外観的な

劣化には,コンクリー ト表面の錆汁による汚れ,コンクリー トのひび割れおよびそれに伴うかぶ

り部分の剥離･剥落等がある｡耐力的な劣化には,鋼材腐食による主筋の破断および断面欠損に

よる耐力そのものの低下がある｡さらに,コンクリートの剥離 ･剥落による鋼材とコンクリート

間の付着力低下等もあげられる｡このようなコンクリー ト中の鋼材腐食の主な原因には,コンク

リートの中性化,コンクリート中に存在する塩化物イオン等がある1)0

コンクリート中に塩化物イオンが侵入する経路は,海砂,練 り混ぜ水およびその他の材料等に

伴って混入される場合(以後,内部塩化物と称す)と,コンクリー ト硬化後,海水のしぶきや海か

ら風により内陸部に運ばれてくる海塩粒子･海水滴が表面に付着し,浸透 ･拡散によってコンク

リート内に入ってくる場合(以後,外部塩化物と称す)が考えられる｡

内部塩化物に対しては,日本建築学会 ｢建築工事標準仕様書JASS5鉄筋コンクリー ト工事｣

1957年版で,細骨材に対しNaCl換算で0,01%と定められ,1986年には塩化物総量規制でコンク

リート中のC1-が0.3kg/m3と定められた｡これらの規制以後,塩害が問題となるような塩化物の初

期混入はなくなった｡

一方,外部塩化物に関しては,飛来塩分が海岸より250m位までは多く,1km以上内陸部では

少ないということが認識され,日本道路橋協会2)では,日本海側では海岸から300m,太平洋側で

は海岸から200m,そして沖縄では,全土が塩害地域と言う区分がされた｡また,日本建築学会の

高耐久性鉄筋コンクリート造設計施工指針(莱)･同解説では,海岸付近に立つ構造物中のコンク

リート中の塩化物量の分布にFickの法則に基づく拡散方程式をあてはめ,コンクリー ト表面の塩

分濃度を逆算して求めた値を海岸からの距離で整理した結果に基づき,塩害に関する劣化外力の

区分を行っている｡

特に,沖縄県のように,四方を海に囲まれ,飛来塩分がほぼ県全域にもたらされる環境下にあ

る鉄茄コンクリート構造物においては,建設時の塩分管理だけでは塩害を防(･解決にはならず,

今後も塩害による鉄茄コンクリート構造物の損傷が顕在化してくる可能性が考えられるo

このように海岸付近に建設された鉄筋コンクリート構造物は,鉄筋腐食に起因する早期劣化が

大きな問題になってくる｡海岸付近で,飛来塩分量の多い塩害環境下におけるコンクリートは,

コンクリート中に塩化物イオンが浸透 ･蓄積し,鉄筋周辺で短期間に高濃度となり,鉄筋の腐食
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を促進させる｡したがって,飛来塩分量とコンクリー トに浸透する塩化物イオン量の関係,コン

クリー ト中での塩化物イオン量の分布状況を把握すること等は,鉄筋コンクリー ト構造物の耐久

診断および耐久設計において重要な問題である｡しかし,飛来塩分量とコンクリー トに浸透 ･蓄

積する塩化物イオン量や,コンクリート中での塩化物イオン量分布についての資料は少ないのが

現状である｡また,実験的に様々な条件下で資料を構築するには長時間を要するため,解析的に

これらの知見を得ることが望まれている｡

本研究では,次節で飛来塩分量とコンクリート中-の塩化物イオンの浸透に関する既往の研究

にふれる｡

次の2章では,飛来塩分解析の手法を示し,沖縄県宜野湾市伊佐地区を例に解析を行う｡得ら

れた解析結果は実測値 と比較して,本解析手法の有用性を確認する｡また,建物周 りでは風速場

が複雑になる｡そこで,建物周 りの風速場を解析的に再現し,建物のどの部分に飛来塩分の作用

が大きいかを定性的に示し,実測値との比較を行う｡

続いて第3章では,データベース的能力に汎化能力を併せ持つシステムであるニューラルネッ

トワークを用いて,コンクリート表面を介して内部に浸透する塩化物イオンのフラックス量を求

める手法を示す｡また,この境界条件 (塩化物イオンのフラックス量)を用いた塩化物イオン浸

透解析を有限要素法にて行う手法を示す｡そして,沖縄県本部町備瀬の莫大RC暴露構造物のス

ラブ上に8年間平置きにして暴露したコンクリート試験体中の塩化物イオン分布を本解析により

予測する｡得られた解析結果は実測値と比較して,本解析手法の有用性を確認する｡

第4章では,内陸部における飛来塩分量を第2章で示した解析手法により予測する｡そして,

その飛来塩分量を条件に,第3章で示したニューラルネットワークと有限要素法により,コンク

リート中への塩化物イオン浸透量を予測する｡

最後に,第5章の結論では,本研究で得られた結論を示す｡
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1-2.既往の研究

1-2-1. 飛来塩分量に関する既往の研究

ここでは,内陸部に建設される鉄筋コンクリート構造物の塩害(外部塩化物による)に影響を及

ぼす最大の環境因子である飛来塩分量に関して,コンクリー ト工学分野を中心に行われた既往の

研究を以下にまとめる｡

(1) 浜田らの研究3)

浜田らは,日本海沿岸の山口県小串海岸と長門市青海島にてガーゼ法を用いて飛来塩分量の測

定と,モルタル供試体を用いた暴露実験を行った｡その結果,飛来塩分は海岸からの距離と風速

に関係するとし,定式化を行った｡また,飛来塩分はモルタルに付着すると,モルタル内に浸透

し,蓄積することが判明したと報告している｡

(2) 横田らの研究4)

横田らは,四国内の異なる5地点の海岸部に位置するコンクリート構造物を対象に,コンクリー

ト表面付着塩分量とコンクリート中の塩化物含有量の実測調査を行っている｡その結果,表面付

着塩分量は,海岸からの距離が大きくなるほど,また,海面からの高さが高くなるほど低下する

と報告している｡

(3) 堺 らの研究5)

堺らは,北海道の幾つかの海岸地域において,風向,風速,地形および海岸からの距離を要因

に飛来塩分量の関係を検討した｡また,コンクリート供試体の表面に付着する塩分量の内部に浸

透する塩分量の測定も行い,それらと飛来塩分量の関係についても検討した｡その結果,ガーゼ

法は,土研式捕集器に比べ,海岸近くで発生する波しぶきなど大きな粒子は捕集出来ず,飛来塩

分量を過小に評価する恐れがあり,また,土研式では,微細な粒子が捕集出来ない欠点があると

している｡また,飛来塩分量と浸透塩分量にはかなり良い相関が見られたが,一部に降水による

洗い流しや,着雪によって付着を妨げられている事を示す結果もあることを示した0

(4) 加藤 らの研究成果6)

加藤らは,新潟県沿岸の15地点で飛来塩分を採取し,その採取量と気象条件等の関係を調べ

た｡また,同じ場所にモルタル試験体を暴露し,表面付着塩分量と飛来塩分の関係についても調

査した｡その結果,風速をパラメータに飛来塩分量が予測できる事を示し,モルタルの表面付着

塩分量は飛来塩分量により予測できると報告している｡

(5) 宮坂 らの研究成果7)

冨坂らは,千葉県銚子市,北海道旭川市,沖縄県那覇市,沖縄県西原町の4地域において,ガー

ゼ法による海塩粒子の捕集を行い,AMeDAS風向風速 ･降水量データとの関係を解析している｡

その結果,海塩粒子捕集量と,降水の有無のそれぞれの場合に方位別積算風速には,相関がある

こと,乾いた環境では,降水によってガーゼに湿気が与えられ海塩粒子が捕集され易いが,湿っ
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た環境では,逆に除去効果をもっこと,障害物があれば海塩粒子の飛来が遮断されることなどの

知見を示した｡

112-2. コンクリー ト中への塩化物イオンの浸透に関する既往の研究

ここでは,コンクリート表面での境界条件およびコンクリー.ト内部の塩分量に関して,実験的･

解析的に研究された論文について以下にまとめる｡

(1) 大域 らの研究8)

大城らは,拡散方程式を差分方程式に置換し,経時変化する表面塩化物イオン濃度の境界条件

のもとで,コンクリート中の塩化物イオン濃度分布を求める手法を提案した｡ここで,表面塩化

物イオン濃度の経時変化は,厚さ1cmに切断した水セメント比の異なるコンクリートスライス片

を塩水中に浸潰し,そのコンクリートスライス片中の塩化物イオン濃度の経時変化を指数関数で

近似することにより定式化された｡

(2) 桝田らの研究9)Ilo)

桝田らは,塩化物の境界条件として,コンクリート表層部に比較的自由に水および塩化物イオン

の出入りが可能で,外部の環境条件によってのみその塩化物イオンの流入や,流出が行われると

仮定した｡そこでは深さ方向に塩化物量の勾配がないものと仮定し,塩化物量がその境界層で時

間とともに変化するとして境界条件を定式化している｡また,乾湿繰り返しにともなう塩化物の

移動について実験的な検討を加えている｡

(3) 山内 らの研究11)

山内らは,コンクリート表面に連続的に塩化物の付着があり,その全てがコンクリート中に浸

透するとの仮定することにより,拡散方程式を解いている｡

(4) 溝田らの研究12)

溝田らは,既往の研究成果をまとめ,港中部,干満部,飛抹部,陸上部それぞれの環境下にお

けるコンクリート表面の塩化物イオン量の経時変化を整理した｡ただし,水セメント比の考慮や,

陸上部における飛来塩分量等の考慮はなされていない｡

(5) 金谷 らの研究13)

金谷らは,海岸から80m程離れた地点に供試体を5年間暴露し,コンクリート中の塩化物イオ

ン量を測定した｡その測定結果より,コンクリート表層部の塩化物イオン量は,経過時間ととも

に収欽値のある指数増分的に変化し,その変化は,飛来塩分量の影響を受けることを実験的に示

している｡ここでは,拡散係数は経過時間とともに減少することも示している｡また,部位によっ

て拡散係数の値が違う原因として,含水率が影響しているとの考察がされている｡
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(6) 竹田 らの研究14)

竹田らは,海中,飛沫,海上大気中において,普通ポルトランドセメント,高炉セメントB種,

耐硫酸塩ポル トランドセメントを用いて制作した供試体を10年間暴露し,コンクリー ト表層部の

塩化物イオン濃度の経時変化を定式化している｡表層部塩化物イオン濃度は,金谷らと同様に収

数値のある指数増分で表せ,飛沫帯,海中,海上大気中の順に表層部塩化物イオン濃度が高いこ

とを示した｡また,ここでは,使用セメント,環境によって見掛けの拡散係数が異なるとともに,

時間の経過とともに見掛けの拡散係数が減少することを示している｡

(7) 丸屋 らの研究15)

丸屋らは,湿潤状態では,拡散および疑似吸着(正に帯電している細孔表面に,陰イオンである

塩化物イオンが引き寄せられる現象)により塩化物イオンが表層部コンクリート中へ浸透すると仮

定し,乾燥から湿潤状態へ移行する場合は,塩化物を含む水分が短期間でコンクリー ト表層部に

侵入し,表層部が飽水状態になると仮定した｡これらの仮定のもと,乾燥と湿潤のサイクルを種々

設定して,表層部塩化物イオン濃度の経時変化シミュレーションを行った｡その結果は,指数増

分関数の様な収赦値を持つ経時変化となっている｡

(8) 川上 らの研究16)

川上らは,同一暴露地点で同じ水セメント比の供試体において,フードを被せた供試体は,フー

ド無しの供試体のに比べ,コンクリート表層部の塩化物イオン濃度が高くなることをを示し,こ

の理由としてフード付きでは,雨 ･雪によるコンクリート表面の塩化物イオンの洗い流しがない

ためであると考察している｡

(9) 武若の研究17)

武若は,塩化物イオンの見掛けの拡散係数の平均値を,高炉セメント,普通セメント毎に定式

化した｡この提案式において,水セメント比の影響は考慮されているが,データのばらつきが大

きいため,海岸,飛沫帯,干満帯などの環境条件は区別していない｡

(10) 杉山 らの研究 18)

杉山らは,塩化物イオンの見掛けの拡散係数が経過時間とともに減少することを考慮 して,紘

散方程式の理論解を求めている｡ここでは,境界条件を既往の研究成果を基に指数増分関数で経

時変化するよう与えている｡コンクリー ト中の塩化物イオン量分布について,提案する理論解の

結果と竹田らの暴露実験値を比較したところ良好な結果を得ている｡

(ll) 佐伯 らの研究19)

佐伯らは,コンクリー ト設置場所の環境条件およびコンクリート品質の影響も含んだ塩化物イ

オン拡散係数を等価拡散係数と定義し,その億と経時変化特性を検討している｡その結果,等価

拡散係数は経時変化特性を有し,水セメント比と乾湿繰り返し条件に影響を受けることを確認 し

ている｡

(12) 岩測 らの研究20)

岩測らは,水セメンHとの大きく異なるコンクリー トを対象に乾湿繰 り返しおよび炭酸化の影

響を受ける塩化物の浸透について検討している｡その結果,乾湿繰 り返しが塩化物の浸透量に及
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はす影響は水セメント比によってかなり相違し,乾湿繰り返し条件下で炭酸化処理を行った場合

の塩化物量分布は,水セメント比,試験期間,塩水浸せきと炭酸化のサイクル日数に依存するこ

とを確認している｡

(13) 丸山らの研究21)

丸山らは,乾燥履歴を受けたコンクリートの細孔径分布をモデル化し,それに伴う毛細管空隙

での吸水量の変化を検討している｡この毛細管空隙のもつ吸水特性を塩化物イオン拡散係数の推

定に反映させることにより,任意の乾燥温度条件下でのコンクリート中への塩化物イオンの拡散

浸透量を算出する方法を室内実験結果と対比し評価している｡
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