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Synopsis

Investigations have revealed that the damages due to corrosion of Re
-bars in RC structures have been prevailing in Okinawa Prefecture and
that the major cause of the damages is salt contained in concrete.
There has been also disclosed that high values of salt concentration
are found much frequently in concrete of RC structures mentioned above. The writers have started a series of experiments to disclose the
causal ity between many causes and thei r effects on the above high values of sal t concentration. The main one among the many causes is considered to be salt intrusion through concrete surface and water moverrent
in concrete due to evaporation. Specimens were placed on some various
pI aces under different environments. One year has passed and the following results are obtained.
1. Specimens at coast have been intruded by a Iarge amount of salt d u ri ng one year period. The amount of 0.4 to 0.8 96 salt by weight of
mortar in concrete have been found. The effect of initial salt conent
on salt concentration has been disappeared after one year. In some
speci mens at the point 500 m from coast, there have been al so observed small increases of sal t content in concrete.
2. The i nfl uence of W/C on sal t concentration by penetration has been
also founded in the specimens at coast. The smaller W/C is. the
small er quantities of sal t are penetrated at the time one year has
passed. The speci mens at the poi nt 500 m from coast have al so shown
the same tendency. but, only the specimen of W/C = 7096 has indicated
a small increase in sal t content. At coast. the differences among the
quantities of intruded salt are relatively small and the quantities them~#:
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コンクリート中の塩分、分布とその移動に関する研究その１８具志・和仁屋・伊良波

ｓｅｌｖｅｓａｒｅｑｕｉｔｅｌａｒｇｅ，Ｔｈｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓａｔｏｒｎｅａｒｓｅａｃｏａｓｔｍustbe
takenbysomeprotectivemeasuresotherthanloweringW／C，
３．Coatingsonconcretesurfaceshavesomebeneficialeffectsonsalt
penetrationresistance，ｂｕｔｔｈｅｒｅｈａｖｅｂｅｅｎａｌａｒｇｅａｍｏｕｎｔｏfpenetratingsaltinconcreteofｔｈｅｓｐｅｃｉｍｅｎｓａｔｃｏａｔ・Ｔｈｅｌｉｎｉｎｇｏｆａｃｒｉｌ－ｇｕｍ
ｃｏａｔｉｎｇｍａｔｅｒｉａｌｈａｓｂｅｅｎｐｒｏｖｅｄｔｏｈａｖｅａｎｅｘｃｅllenteffectonpreventingtheintrusionofsaltintoconcrete、

４．Inallspecimens，increasesofsaltconcentrationnearthesurfacesof
concreteareobservedatthebiginningofthisexperiment・Ｔｈｅｍｏｖｅｍｅｎｔ
ｏｆｗａｔｅｒtowardsurfacesinconcretespecimｅｎｓｄｕｅｔｏｄｒｙｉｎｇａｎｄｅｖａｐ－
ｏｒａｔｉｏｎｉsmostresponsibleforthisphenomenonThisphenomenonis

termed帆Ｅｄｇｅｅ/ybct"・Thesaltconcentrationnearsurfacｅａｍｏｕｎｔｓｔｏ
ｌ４ｔｏ４ｔｉｍｅｓｔｈｅｏｎｅｏｆｍｓidemiddlepartofspecimens．
ⅡｅｙＷｏｒｄＢ：SaltConcentrationDistribution，Intrusionofsalt，Ｉｎ－

ｆｌｕｅｎｃｅｏｆＶＶ/Ｃ，EffectofcoatingEvaporation,EdgeEffect．

極されてきたが，最近になって，ようやく，侮砂の水

１．序脱

洗，川砂・砕砂と海砂との混合，防錆剤の使用等が－

沖縄県の鉄筋コンクリート（ＲＣと略称する）栂遺

部に行われるようになってきた。筆者は水セメント比，

物には，鉄筋腐食による損傷が他県に例をみないほど

かぶり厚，防鋼剤等の防錆効果について，数年間研究

非常に高い割合で発生している。これは種々の調査の

を行い，一定の成果を収めた。

結果明らかになっているが，また，その寿命も著しく

れらの防鋪因子はコンクリート中の塩分が多い時は，

’０）’1）それによると，こ

短い。例えば，1972年の時点で，沖縄県の主要な道

多小の効果はあるものの，腐食の発生を抑止したり，

路の橘梁（殆どがＲＣ橋である）で，調査できた２３１

その拡大・進行を阻止したりすることには，あまり役

橋のうち，約６１影に当る１４２橋には，梁主筋の発錆

立たないことが判明した。現実に存在する沖縄県下の

による水平ひびわれが発生してい田戦場となった沖

ＲＣ撫造物の含塩ｍは，それらの防錆因子が役立たな

縄県では，橋梁は殆ど1950年以降に新設されており，

くなる程高いことが多いと言えよう。例をあげれば，

これが現在では，主要道路の大部分で損傷が甚だしい

海岸から１００ｍ程及び数Ｋｍ離れた所に位歴する２つ

ため，架替えられ，２代目となっている。

の団地の建売り住宅群が建築後一年目頃から，スラブ

鉄筋腐食の原因はコンクリートの中性化でなく，コ

の鉄筋に沿う岻裂が数多く発生しはじめた。海中橘の

ンクリート中に含まれる食塩分である（主筋のまわり

列柱式橋脚に３年目で主筋に沿う鉛直ひびわれが生じ

がアルカリ性であるにもかかわらず，主筋が腐食して

はじめ，１０年目の現在，ひびわれの数の著しい増加と

いた）が，そのコンクリート中の塩分は非常に多く，

その長大・拡幅化が生じ，遠方からもよく判る程にな

しかも，異常に高い値が数多く検出されている。

っている。いずれも0.5＄をこえる塩分、がコンク

２)～9）

鉄筋腐食が多い原因としては，海砂の使用，四周皆

リート中から検出された。沖繩県内のＲＣ櫛遺物の高

海の島国環境，台風時の海水飛沫のふりかかり，櫛遺

塩分Iil:の原因としては，次の事項をあげることができ

物の海岸近くへの染中，高温多湿の亜熱帯・海洋性気

る。１）海砂の使用，２）海砂巾の塩分の不等分布

候，コンクリートの低品質，施エの不(Wi（豆板やかぶ

（陸揚げ堆積中における脱塩と築中化によるもの，同

り不足）等があげられる。一方，塩瞥対策は長い|川放

じ一山の堆俄中で多い所は少い所の10倍以上にも達す
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る），３）プリージングによる上部への災中，４）乾

県内で普通にみられるものであり，端部に塩分

燥・蒸発による水分移動に伴う表面部への塩分集中，

が集中しているのが特徴である。Ｃパターンは元々

５）大気中からの繕入（特に台風時），６）波・しぶ

塩分風が非常に少い場合や，コンクリートの品質が粗

きの直接のふりかかり等である。

悪なときに波・しぶきがふりかかった場合等にみられ

これらのコンクリート中に高塩分状態をもたらす諸

るようである。海岸に面する橋梁の水平方向の分布に

因子の相互関係やその定lil的把握は防鋼対策上非常に

はａパターンが多いとの内綴があったが，このパター

大切なことであり，さらに，水セメント比（ｗ/ｃと

ンについては岸谷教授のいち早い指摘があった?)筆者

かく）やかぶり厚，表面塗覆等の塩分濯入阻止効果等

の調査や本実験の結果では殆どがｂパターンである。

もはっきりさせたいと言うのが，本研究の目的である。

これら諸パターンの原因，つまり，端部またはその近

さらに，実在柵遺物のコアーポーリング試料について，

傍での塩分災中の理由や，その集中塩分が内部の方へ

塩分量を測定し，水平・鉛直両方向の塩分過分布を求

何故移動していかないのか（50年近くも経過してもヨ

めることが筆者をはじめ２，３の研究者によって行わ

パターンを示し，表面から７，８cmまでしか塩分量が

れているが?)''2)~'4)これらの結果によると，その分

高くない），その理由，また，それらに対する上記諸

布状態にはＦｉｇ．１に示してあるような３つのパタ
ーンがあるようである。ａ，ｂパターンは沖縄

因の影響，特に外部からコンクリート中への塩分謬入
と蒸発・乾燥による塩分の表面部への移動との相互関

芒臼色。〈）筥呵⑫

係，どちらの寄与が塩分端部集中現象に対し大きいか，
等について，因果関係や定風的関係も兜Ujしたいと考
え，本実験を開始した。

２使用材料，実験叶画・方法
使用したセメントは市販の普通ポルトランドセメン

トで，比重は３．１６，平均圧縮強度は381k9／cdであっ
た。骨材の品質はＴａｂｌｅ－１おたび－２に示してある。

Ｆｉｇ．１

砂は台湾産川砂で大理石の砕砂が少、含まれている。

ｌｎｎｅｒ
ｐａｒｔ

Ｓｕｒｌａｃｅ

沖縄本島の一部で多用さｵじているものである｡粗骨材は

ＴｙｐｉｃａｌｐａｔｔｅｒｎofSaltContent

本部半島塵の良質な石灰岩砕石である。一部の供試体

DistributioninＣｏｎｃｒｅｔｅ

には，練りまぜ時に粗製塩（組成はＴａｂＩｅ－３）を

Ｔａｂｌｅ－１ＰｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆＦｉｎｅＡｇｇｒｅｇａｔｅ
Ｎａｍｅｏｆ

Ｓａｎｄ

Ｓｐｅｃｉｆｉｃ
Ｗｂｉｇｈｔ

Ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ
(影）

(Origin）
Ｋａｒｅｎｋｏ

RｉｖｅｒＳａｎｄ

2.66

1.08

Ｕｎｉｔ

Ｗeight
(k9／㎡）
1,860

ＳｉｅｖｅＡｎａｌｙｓｉｓ
ＣｕｍｕｌａｔｉｖｅｐａｓｓｉｎｇＲａｔｅ（影）
Ｏｐｅｎｉｎｅ `ｏｆＳｉｅｖｅ（ｎｍ）

Ｆｉｎｅ

Ｍｏｄｕｌｕｓ

2.86

５

2.5

1.2

0.6

0.3

０．１５

100

9２

7４

5３

3１

1４

Ｔａｂｌｅ－２ＰｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆＣｏａｍｓｅＡｇｇｒｅgate
Ｎａｍｅｏｆ
Ｃｏａｒｓｅ

Ａｇｇｒｅｇａｔｅ
Ｍｏｔｏｂｕ
ＣｒｌｌＳｈｅｄ
Stone

Ｓｐｅｃｉｆｉｃ
Ｗｅｉｇｈｔ
2.71

Ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ
(％）

048

Ｕｎｉｔ

Ａｂｒａｓｉｏｎ

Ｗeight
(ｋ９／㎡）

Ｗeｉｇｈｔ

1600

Ｌｏｓｓ（影）
24.2

Ｍａｘｉｍｕｍ

Ｐｅｒｃｅｎｔａｇｅ
ｏｆＳｏｌｉｄ

ｓ１ｚｅ

(m、）
2０

Ｆｉｎｅ

ｍｏｄｕｌｕｓ

(形）
57.9

6.59

コンクリート中の塩分量分布とその移動に関する研究その１：具志・和仁屋・伊良波

38
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加えて，コンクリート中に塩分を多く含有させた。混
和剤は一切使用していない。配合はＡＣＩ配合表にも

とづいて行った（Table－４参照）。練りまぜは容

量1002の強制練りミキサーで約３分間行った。コン
クリートのプリージング率はＷ／Ｃに応じて６％から

１％までの間変化した（Table－５参照）。供試体は
1２（高さ）×2０（幅）×3０（長さ）cmの直方体で，木

製形枠にコンクリートを注入し入念にしめかためた。
供試体は製作後約１ヶ月間室内に放置した後，上面を

除きすべての表面にアクリルゴム系の塗覆材料を約２

，厚にぬり，塩分の出入を極力防止することにした。

製作後，平均約１．５ケ月で，各暴露条件のもとに供試

Photo・

lSettingPointA（ａｔCoast）

体を設置した。

実験の因子は４で，水セメント比４水準（４０，５０，
６０，７０％），コンクリート中の塩分量６水準（名目零，
0.013,0033,0.067,0.150，0.300％，いずれも

配合時のコンクリート重量に対して），環境（設置場
所）５水準（海岸，海岸より１００ｍ，海岸より５００ｍ，

海岸より２kmの屋外，同左の室内），上面被覆条件３
水準（被覆なし，酪酸ビニール系の水性ペイント，ア
クリル系の防水ペイント）である。ただし，本実験は

統計学で言う実験計画法による実験でない。設置場所
の状況について，もう少し説明する。海岸とあるのは，

海岸汀線に接する約２～２．５ｍ高の岩礁上に供試体を
置いたもので，普段は潮の干満に際し，浸漬されるこ

とはない。強風時には波・しぶきを直接かぶる。海岸
より１００ｍとあるのは，汀線より約100ｍ程離れた小

高い岡の中腹に位置し，前面に障碍物はなく，海風の

i i il iji i
Photo「２SettingPointB（１００
ｍｆｒｏｍＣｏａｓｔ）

直撃をうける。海岸より５００ｍとは，海岸から約500
ｍぐらい離れた村落の住宅（平屋）屋上で，海は見え

ない。海岸より２kmとは，琉球大学工学部土木工学科
の実験室と屋外暴露試験ヤードである。台風時以外は
全く海水の影響をうけないものと思われる。以上
Ｐｈｏｔｏｏ１及び２，３を参照されたい。

供試体は時に応じて端部より順次切断して，塩分を
測定していったが，残部の切断面は上述のアクリルゴ

ム系の塗料を他の表面と同じ程度に厚くぬり，元の設

置場所に戻しておいた。切断の方法はまず最外縁約１

cmを切りすて，次いで２cm厚さを切り取り，試料とし

た。各試料はＦｉｇ２のように供試体横断面の中央部
分を細分し，細分試料の塩分を測定し，鉛直方向の塩
分分布をしらべた。各細分試料は粗粉砕して粗骨材を

Photo、３SettingPOintD（２ｋｍａｗａｙ
ｆｒｏｍＣｏａｓｔ）
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(形）
0．８０

Submerged

0７０

Ｕｎｉｔ（c､）

Ｆｉｇ．２ＣｕｔｔｉｎｇＰａｔｔｅｒｎｏｆＳａｍｐｌｅ

Ｕ６０
60影

（CrossSection）

１

とり除さ，モルタル部分を微粉砕し，熱乾燥後，約４

0．８０

ト中の塩分を示した。

0３０

３．結果と考察

0．７０

本実験は一応５年間継続する予定であり，1980年
８月に供試体製作を開始した。今回は１年目までの結

０６０

果であり，塩分量測定は暴露直前，半年目，１年目に
行った。
0．５０

海岸に設置した供試体は外部からの塩分鯵透が著し

0．２０

0．１０

０２４

４

０

０

一口①］ロＲ〕］召の

Ｆｉｇ．３

－，ﾉ乞簔

６８１０１２（c､）
Depth

InfluenceofW/C
onSaltlntrusion

0．３０

達している（Ｆｉｇ．３および４参照）。この設置場所

,｢…
「Ｉ‐「！

環境の影響

リート中のモルタル部分の重量比で０．４０～０．８０％に

４

(形

０

イオンメーターを使って測定し，ＮａCl換算した値を元

のモルタル重量に対する百分率で表わし，コンクリー

０

》巨巴ロＲ〕］詞⑫

９を秤りとり，一定量の蒸溜水を加え，加熱沸騰（約

／Ｃや表面塗覆条件によって多小変化するが，コンク

１１
ll
0．５０

15分間）させた。自然冷却後，液にとけこんだＣｌを

い。１ヶ年の暴露で，コンクリート中の塩分量は，Ｗ

７０％

atCoast（Ｏｎｅｙｅａｒ ）

は台風時には直接波をかぶる状況下におかれるとは言
え，５cmの深さまで塩分量の増加がみられる。波・し

0．２０

ぶきを時折りあびるような環境下では，海砂の塩分規

-----：ｎｏｎ－ｃｏａｔｍｇ

－－－－：Water-prDofpaint
---：ＶｉｎｙＩｐａｉｎｔ

制値をはるかに上回る塩分員が，短期間でコンクリー

Ｘｗ／ｃ＝50％

ト中に表面（亀裂でない.／）から入りこみ，集積して
しまう。沖縄県下の海岸に接した橋梁のコンクリート

から検出された莫大な量の塩分量（平均，､０３％)'）に
呼応している。海岸から１００ｍ地点に設置した供試体
の一部（Ｗ／Ｃ-70％，表面塗覆なし）にも，塩分量

●ｗ／ｃ＝７０影

ｑｌｏ
Ａｌｔｅｒ

Ｔｙｐｈｏｏｎ

LＪ

、

ノ

ー蝋

0２４６８１０１２（c､）
Ｄｅｐｔｈ

の増加がみられる。内部の約６倍に達する塩分が外縁
部（この場合上面近く）に集積し，その影響は深さ３

Ｆｉｇｏ４１ｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆＣｏａｔｉｎｇｏｎＳａlt

cmにまで及んでいる（Ｆｉｇ．５および６）。そのゆ他の

lntrusionatCoast（Ｏｎｅyear）
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(影）
0.07

(簿）

０．０６

005

0.04

６７５４

doorl50C
0.02

影鮖形彩

００００

ｒｒ

out-doo
lOOm
out-doo

「『■

atCoast

0.03

｝巳。』■。。］丙切

冒昌ロ。〈）》『渦

0.05

0０

５００ｍ

ｌｎ－ｒｏｏｍ
001
In-mom

0

0２４６８］０１２（cln）

Ｄｅｐｔｈ

２４６８１０１２（Ｃｌ､）

Ｄｅｐｔｈ

Ｆｉｇ．６

Ｆｉｇ、５１nfluenceofEnvironment

ｌｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆＷ/ConSalt

lntrusion(OneyearJOOm

onSaltContｅｎｔ（Ｗ／Ｃ-70％）

fromCoast）

地点では外部からの塩分彦透があったか否か、１年現
在でははっきりしない。有意な結果はえられておらず，

表面コーティングの影響

海岸近くの櫛遺物と遠く離れた櫛遺物とでは防鏑対策

表面コーティングの種類によってⅢ謬入塩分鼠に差

を別にしなければならないことを示している。

ｗ／ｃの影響

がでてくる現象は，海岸設置供試体において若干みと

められる。また，海岸から100ｍの供試体にも僅かな

海岸に設置された供試体にだけ！はっきりした影響

がらみとめられる（Ｆｉｇ．７）。その他の地点では謬

がみとめられる。Ｆｉｇ．３から明らかなように，Ｗ/Ｃ

入塩分自体が殆どなく，有意な結果はえられていない

が小さい程潅入塩分量は少<なっている｡Ｗ/Ｃ-60影

（例えばＦｉｇ．８）。海岸設置供試体の場合，Fig.４

の供試体は設磁後約２ヶ月間の間に来襲した複数の台

からわかるように，謬入塩分量がいずれの場合も莫大

風によって流出し，約３ヶ月間水没していたため，そ

な量に達しており，いずれのコーティングも無塗装の

の影響をうけ，塩分量は多くなっている。Ｗ／Ｃは謬

場合と大差がなく，塩分凄入抑止に関しては無効と考

入塩分量だけでなく鯵入深さにも影響を及ぼしている。

えた方がよろしい。両暴露条件の場合も，防水ペイン

Ｗ／Ｃ-40％と50％の供試体では深さ４cｍ（表面から

ト→水性ペイント→無塗装の順に鯵入塩分量は増大し
(＄）

の深さ３～５cmの位置のコンクリートを，その中間の
値をとって４cmと表記している）では殆ど塩分の増加

●ｎｏｎ－ｃｏａｔｍｇ

はみられないのに，Ｗ／Ｃ-60％と70％の供試体では

００５

僅かではあるが，６cmの深さまで塩分の増加がみとめ

OWaleT-proofpaint

られる。また，４０形の供試体は深さ２cmの所でも，
していない。Ｗ／Ｃが小さい程外部からの塩分鯵入に

対し，有利に作用することは明らかになったが，震入

］ロ日ロ。Ｕ］旬、

W/C-50%の場合の堵程度しかの塩分趾しか鯵入

蛤 i:三二二－－

塩分量自体は莫大な量であり，海岸附近ではコンクリ
ートのｗ／Ｃを小さくすること以外の防錆措磁（防塩
措置）を識ずることが必要である。Ｗ／Ｃの影響は海
岸から１００ｍの供試体にも僅かながらみとめられる

（Ｆｉｇ．６％その他の地点では有意な結果が得られて
いない。

ＤVinyIpamt

0．００

０２４６８１０１２（cﾛ）
Ｌｋ２ｐｔｈ

Ｆｉｇ７１ｎｎｕｅｎｃｅｏｆＣｏａｔｉｎｇｏｎSalt

lntrusionUOOmfromCoast,Ｗ/Ｃ
－７０％ＤＯｎｅｙｅａｒ）
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６８１０１２（c､）

Ｄｅｐｔｈ

Ｆｉｇ．８

Influence

ｏｆＣｏａｔｉｎｇｏｎＳａｌｔ

lntrusion

（５００ｍｆｒｏｍＣｏａｓｔ，

Oneyear， 〃Ｃ＝70筋）

ている。上表面以外の表面にぬったアクリルゴム糸の

００２

ｂｕｏｏ兇

1〆

００１

0２４６８】０１２（函）

Ｄｅｐｔｈ

Ｆｉｇ９１ｎｉｔｉａｌａｎｄＯｎｅｙｅａｒＳａｌt
Distribution

塗覆の塩分溌入阻止効果は十分あるようで，Ｆｉｇ．４，

塩分の糧入の現象である。この現象は海岸設悩供試体

９，１１いずれの場合にも下面近くでの塩分増加がみと

と，海岸から100ｍ地点に設腫した供試体の一部とに

められない（上述のFigsoにおいて下面において塩

みられた。その他の地点に設置した供試体については

分量が多いのは供試体製作時からのもので，いずれの

有意な結果は得られなかった。これは外部から入りこ

供試体にもみられる現象で，ｅｄｇｅ効果と呼んでいる。

む塩分が，これらの地点では１ヶ年では非常に少なか

蒸発による水分移動の結果生じたものである）。台風

ったことと，水平方向塩分鉦分布における上述の端部

で流出し，長期間水没していた供試体についても材令

での塩分集中現象のためであろう。海岸設笹供拭体で

の経過とともに塩分趾の増加が下面にみられていない。

は材令の経過にともなう塩分量の増加は著しい(Ｆｉｇ．

波・しぶきが時折りふりかかるような環境ではコンク

９）。先述のように，莫大な趾の塩分が表面から鱈入

リート中に塩分を溌入・堆髄させないためには，普通

し，内部に蓄積されており，１ヶ年で最大０８鬼（コ

のペンキ塗り程度ではだめで，かなり厚塗りにする必

ンクリート中のモルタル部分での重ｍ比）に連してい

要があるのではないか。

る。さらに，ねりまぜにコンクリート中に含まれてい

材令の影轡

た塩分iiiの相違は，海岸設避供試体では，一年目では

材令のコンクリート中の塩分量分布に及ぼす影響は

や消滅してしまっている（Ｆｉｇ．１０参照）。またＦｉｇ．

２つの側面がある。その１つは蒸発・乾燥による水分

４の台風後と言う記述は，台風で流出した供拭体がし

の表面部への移動に伴う塩分の表面部への移行・架中

ばらくの間発見できなかったので，新しく設腫（６ケ

である。この現象は程度の差はあっても，いずれの供

月おくれ）したものであるが，同一種類供拭体である

試体にもみられる共通した現象である。この現象は当

－部水没と記してある供拭体の塩分、と比較してみて，

然のことながら，蒸発・乾燥の烈しい初期の間，つま

材令の塩分謬入趾に対する影響を知ることができる。

り，供拭体制作後のごく短期間に大部分が起ってしま

また両者の比較から，材令と言う言葉の中に台風を含

うようである。例えばＦｉｇ．９の実線で示したように

むか否かによって，その影響に大差がでてくることが

室内供試体で設鯉時と１年後とで端部（この場合下面）

判るはずである。材令の経過に伴う塩分、増加は海岸

での塩分、に有意な差がごく一部をのぞいてみとめら

から１００ｍ地点設睡供試体の一部にもはっきりしてい

れなかった。

もう一つの側面は材令の経過にともなう外部からの

る。Ｆｉｇ．１１はＷ／Ｃ-70％，無塗装の供拭体である。

設世当初の塩分値が高いのは上述のｅｄｇｅ効果のため
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分布の平滑化と言うことである。コンクリート中の塩
分分布は初期の間は凹凸が多く，不規則な分布形をし

(殆）

ていることが多いが，材令の経過とともに，比較的に

スムーズな凹凸の少ない分布に移行する傾向がみられ

050

る。Ｆｉｇ．９はその一例である。

初期の塩分過分布
上述のようにコンクリート中の塩分趾分布は不規則
0４０

苣当ＥＣ（）】雨、

なものが多いが！それでも，はっきりと端部（表面に
近い所）集中型を示している。この端部集中型分布は

材令を経てもそのまま維持されており，材令の経過と
共にこれが一層顕著になるかⅢめだたなくなるかにつ

0.30

いては一年経過時点でははっきりしない。勿論，外部
から塩分謬入量の多い海岸設置供試体では端部集中が
顕著になる。初期の端部集中の原因はプリージングや

０２０

初期水分蒸発に伴う水分表面移動の結果でありﾛとの
現象は今迄示してきた塩分且分布のすべての図にはっ

(1Ｊ

010

きりとでている。それらの図はすべて鉛直方向の分布

についてであるがロー部の供試体については水平方向
ｗ／ｃ ＝６０＄

結果をＦｉｇ．１２および13に示す。この端部（表面部）

１３コ

への塩分集中を上述のようにedge効果と名付けてい

２４６８１０１２（c■）

、ｅｐｔｈ

Ｆｉｇ

（幅員方向と長さ方向）の分布も測定したので，その

るが，このｅｄｇｅ効果は上，下，側面のすべての表面
近くに現われている。今回の実験では，供試体は製作

ｌＯＩｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆｌｎｉｔｉａｌＳａｌｔ

Ｃｏ､tent（Ｏｎｅyear,ａｔCoast）
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FigllTransitionwithTimeinＳａｌｔ

画）

ＣｏｎｔｅｎｔａｔｌＯＯｍｆｒｏｍＣｏ２Ｓｔ

Figl2SaltContentDistributionin
と思われる。

材令の効果でもう一つ述べておきたいことは，塩分

LateralDirection（１．５ｙｅａｒ，
ｆｒｏｍＣｏａｓｔ）
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造物に対し，これら大気中からの塩分が鉄筋の腐食に
対し，影響を及ぼすか否か意見のわかれるところであ

１

lnitialSmtO30＄．ｗ／ＣＴ６０鰯

・蒸発による塩分の表面集中を定'1t的に測定され，海
砂の許容塩分風の定め方について，注意を換起されて

い麓)いずれにしても，コンクリート中の塩分は端部

巴０２０
臣

８
－

５１

った。また，千葉工大の大島教授等は，人工的な乾燥

（表面部）に集中する傾向が存在するわけであり，序
zuISmltFrcew／ｃ＝６０％

０．０１

言で述べたように，沖細県下の実在欄遺物でたしかめ

られている?'１`)本研究は,これらの相互関係を実験

的にたしかめてみようとしたわけであるがⅢその点に
000

0２４６８１０１２1４１６（回

ついて言うと必ずしもうまくいったと言えない。初期

蒸発による水平方向の塩分端部集中を予想しえなかっ
たからである。しかしながら，その水平方向の塩分の

Ｆｉｇ．１３SaltContentDistribution
inLongitudinalDirection

（１．５year，at2ImlfromCoast）

端部集中は２～４cm程度であることがたしかめられた
ことは一つの収硬であった。すでに，その方向では端
部集中部分を切りすててあるので．今後の塩分測定で

は，その影響の入らないデーターが得られる筈である。
時において’コンクリートを山盛りし’後に削りとっ

また，新しい供試体を本年度で作り，それらの影響を

て整形した，つまり，キャッピングをしたので，上表

排除できるようした実験を開始する予定である。また，

面近くの塩分集中部分は削りとられた結果となってい

逆に，初期蒸発やプリージングの塩分集中に対する影

る。そのため，今回の実験では，上面よりも下面近く

響を測定することを目的にする実験も行う予定である。

において，塩分集中の程度が強く現われているものが

また，大島教授の方法とは別のやり方で，水分蒸発・

多かった。今回の実験ではｅｄｇｅ効果による表面近く

移動による塩分の移動を測定する促進試験も実施し，

の塩分通は内部に対し，大部分は１．５～４倍程度であ

暴露試験の結果と対比する予定でもある。

った。キャッピングの影響で，上面近くの塩分集中部

本実験は長年月を要する実験の一年目までの結果で

が削りとられているので，実際の欄遺物でのedge効

あり，中間報告であるので，結論とするわけにはいか

果による塩分集中の程度は上記の値をもつと上回るも

ないが，次のことは言える。波・しぶきを時折りかぶ

のと思われる。また，この塩分集中の倍率は最初にコ

るような海岸環境の下では，ＲＣ櫛遺物には，短期間

ンクリート中に含まれる塩分が多くなると減少する

で，表面から塩分が濯入・堆積し，Ｗ／Ｃを小さくす

（Ｆｉｇ．９参照）。

ることやかぶり厚の便かな増加（本実験では１年です

4．鰭鱈

四面海にかこまれている沖縄県では，海岸地域は勿

論のこと，海岸からかなり離れた地点の鯛遺物でも，

でに６ｃｍまででは不十分)ては、外部からの塩分の憲入

を防ぐことができない。別の防鏑対策（かぶり厚をも
っとふやすとか，亜鉛・樹脂メッキ鉄筋の使用，コン
クリー表面の被覆等）が必要である。

建造後長年の間にかなりの塩分が表面から溌入・堆積
鮒辞

するのではないかと考えている人が多い。これは屋外

に設圃された鉄類の腐食状況からの類推である。例え

供試体の設邇および管理に当っては，沖縄総合事務

ば，型枠中に組立てた鉄筋がコンクリート打ち込み前

局海洋博記念公園nJ務所工事課長（現副所長）の小松

に台風に出会った時の赤銅状況とか，建設後１年の琉

清氏に特に御便宜を計って頂いております。特記して，

大工学部ピルの屋外ステンレス類の斑点状の赤錆発生

感謝の意を表します。また，本学卒業生で，同上所勤

状況等から，大気中にかなりの塩分が存在するものと

務（産業開発ＫＫ）の大城肇君にも御世話になりまし

考えるのが妥当である。しかし，鉄筋コンクリート綴

た。感謝致します。
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