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１．はじめに

コンクリートに適用される表面含浸材には，吸
水防止材として用いられるシラン系と改質材とし
て用いられるけい酸塩系がある。ここでは，前
者の一例として，当社が扱っているマジカルリペ
ラーを紹介する。

2. マジカルリペラーの特徴

（1） コンクリート表面に含浸して，外部からの
水の浸透を抑制する吸水防止層を形成する。水
の浸透を抑制することで，塩化物イオンの浸透
による鉄筋腐食，アルカリ骨材反応，凍害など
の進行を抑制することができる。一方吸水防止
層はコンクリート内部からの水蒸気を透過させ
るため，内部を乾燥状態に保つ。また，表面被
覆材のような塗膜を形成しないため，膨れや剥
がれを生じない（写真－ 1）。

（2）ペーストやジェル状であるためダレを生じにく
く，1 回の塗布で十分な効果を発揮する（写真－ 2）。

（3）施工後は無色透明であるため，構造物の外観
を変えず，コンクリート表面の状態を確認する
ことができるため，維持管理がしやすい。

（4）　有機溶剤を含まないため，環境にやさしい。
（5）　ただし，シラン系表面含浸材全般に言える

ことだが，常時水圧が作用する環境下において
は吸水防止効果が発揮されないため，そのよう
な環境下での使用には注意を要する。

3. マジカルリペラーの種類

マジカルリペラーには使用目的に応じた 3 種類
の仕様がある（表－ 1）。

マジカルリペラーは，成分を水で希釈した水系
の材料で比較的緩やかに含浸するため，既設構造
物等，ポーラスで材料が含浸しやすいコンクリー
トに適している。施工はローラーまたはエアレス
スプレーで行う。

マジカルリペラー HV（標準仕様）は有効成分
が高い無溶剤の材料で，少量の塗布で十分な効果
を発揮することから，新設構造物等の緻密で含浸
しにくいコンクリートに適している。マジカルリ
ペラー HV（寒冷地仕様）は，北海道開発局のシ
ラン系表面含浸材の性能規格に合致するよう，土
木学会の試験方法で含浸深さが 6 mm 以上，塩化
物イオン浸透深さが 3 mm 以下としている。

マジカルリペラー HV の施工はローラーまたは
殺虫剤や除草剤の噴霧で使用する噴霧器で行う。
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写真－ 1　吸水防止層

写真－ 2　資　料
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表－ 1　マジカルリペラーシリーズの種類 
製品名 マジカルリペラー マジカルリペラー HV
仕様 標準仕様 標準仕様 寒冷地仕様※ 1

選定の目安（使用目的） 事後保全（既設） 予防保全（新設）
事後保全，予防保全
としての凍害対策

材料の
性状

成　分 オルガノシランシリコーン オクチルトリエトキシシラン

種別
水系

（成分を水で希釈したもの）
無溶剤系

（希釈の水や溶剤をほとんど含まない）
有効成分量 80% 90% 以上

性　状 白色ペースト 半透明ジェル

施工
塗布量 200 g/m2 100 g/m2 200 g/m2

塗布回数 1 回 1 回
塗布方法 ローラーまたはエアレススプレー ローラーまたは噴霧器

期待耐用年数 10 ～ 20 年 10 ～ 20 年
NETIS 登録 TS-030006（掲載期間終了）

※ 1　北海道開発局の規格に適合した仕様 

 事前調査 ひび割れ，剥落，施工面の汚れの有無を確認する 

 コンクリート表面の下地処理  コンクリート表面に付着した汚れを除去する

 マジカルリペラー / マジカルリペラー HV コンクリート表面水分率 6 % 以下を目安とする
 塗布の判定

 マジカルリペラー / マジカルリペラー HV ローラー，エアレススプレー，噴霧器で塗布する
 塗布

 養生 雨や水が掛からないようにする

図－ 1　施工フロー

4.　施工手順

図－1に「マジカルリペラー/マジカルリペラー
HV」の施工フローを示す。

5. ひび割れからの透水抑制効果 1）

（1） 試験概要
試験の概要を図－ 2 に示す。W/C=60 % のコ

ンクリート試験体をカットした後に試験体の端部

にテフロンシートを挟み込み，ひび割れ幅を調整
しながらカット面を合わせてテープで固定して模

図－ 2　 試験概要図
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擬ひび割れを作製し，マジカルリペラーを塗布し
た。試験体のひび割れに 1 ～ 20 mm での水頭圧
による水圧を 5 分間掛け，試験体への透水量を測
定し，ひび割れに対するマジカルリペラーの効果
を確認した。

（2） 試験結果
ひび割れに作用した水頭と，円筒内に貯めた水

の低下水位との関係を図－ 3 に示す。作用水頭が 1，
5，10，20 mm のいずれについても，0.1 mm 程度
のひび割れについては，浸透による水位の低下は
認められなかった。ただし 0.2 mm のひび割れで
は 20 mm の水頭で浸透が見られた。このことから，
通常の屋外環境下では，0.1 mm 程度までのひび割
れについての防水効果は期待できるが，0.2 mm 程
度以上のひび割れで，水密性が問われる場合には，
ひび割れ注入等の対策が必要と考えられる。

図－ 3　作用水頭と低下水位の関係

6. 北海道における長期暴露試験 2）

（1）試験概要
北海道の日本海側に位置する石狩市浜益区の沿

岸部に，マジカルリペラーを塗布した試験体と塗
布しない試験体を設置し，暴露試験を実施してい
る。同箇所は，急勾配の小規模河川の河口に位
置しており，汀線より数メートルの距離にあるこ
とから多量の塩分が飛来するとともに，凍結融解
作用を受ける複合劣化環境にある。気象庁の気象
統計情報によれば，浜益区における日最低気温ご
との凍結融解回数は，年間あたり 0 ～－ 5 ℃が約
40 回，－ 10 ～－ 15 ℃が約 15 回，－ 15 ℃以下

が約 10 回であり，合計 65 回程度となる。そのよ
うな環境下に，W/C ＝約 45 % のコンクリート試
験体（直径 125 mm ×高さ 250 mm）を設置して
いる（写真－ 5）。

写真－ 5　試験状況

（2）試験結果
1） 吸水防止層の厚さ

縦に割裂した試験体を土木学会の試験方法に
準じて 1 分間水に浸漬し，割裂面の濡れ色にな
らない部分を吸水防止層とし，表面からの深さ
を測定した。

吸水防止層の厚さの測定結果を図－ 4 に示
す。暴露 10 年目まで多少のばらつきがあるも
のの，吸水防止性能を維持していることを確認
した。

図－ 4　吸水防止層の厚さ

2）塩化物イオン量
試験体表面から 15 mm の位置における全塩

化物イオン量の経年変化を図－ 5 に示す。塗布
していない試験体では，暴露 10 年後に塩化物
イオン量が約 3.0 kg/m3 となっているのに対し
て，マジカルリペラーを塗布した試験体は，塩
化物イオンの浸透が認められず，効果が持続し
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ていることを確認した。

図－ 5　表面から 15 ㎜での全塩化物イオン量

7. 施工実績

秋田県男鹿市に建設された橋梁（海岸から約
100 m）のコンクリート面に塗布した事例を紹介
する。

この工事では，桁をプレキャスト部材として工
場製作し，工場内でローラーにてマジカルリペ
ラーを塗布した。また，塗布による遮塩効果を確
認するため，同じコンクリートで作製した円柱試
験体を用意し，同様にマジカルリペラーを塗布し
て橋梁桁下に設置した。図－ 6 に設置 5 年後およ
び 10 年後のコンクリート試験体中の塩化物イオ
ン測定結果を示す。この結果から，塗布していな
い試験体では設置後 5 年ですでに内部まで塩化物
イオンが浸透しているのに対して，マジカルリペ
ラーを塗布した試験体は設置後 10 年が経過して
も塩化物イオンの浸透が抑制されていることを確
認した。

図－ 6　塩化物イオン量測定結果

8. 今後の展開

マジカルリペラーはこれまで橋梁などの土木構
造物に適用することで，構造物の長寿命化に貢献
しており，150 万㎡以上の実績を有する。特に塩
害対策を目的とした長寿命化に対しては実績が多
く，今後農業水利施設においても，農地海岸や干
拓地周辺の海岸に面した水門・樋門や揚水機場等
の構造物への適用が可能である。
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