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１．はじめに
農林水産省の調査１）によると，2020（令和２）

年時点で標準耐用年数を超過した基幹的農業水
利施設は再建設費ベースで 5.6 兆円に上ると報
告されている。さらに 2030（令和 12）年には，
その額は8.4兆円にまで増加する見込みであり，
施設の老朽化に伴う維持管理費の増大が懸念さ
れる。このような中，コンクリート構造物の維
持管理においては，変状が顕在化する前に対策
を行うことがライフサイクルコストの縮減に有
効であることが認識され２），今後，老朽化した
農業水利施設を更新する際には，あらかじめ耐
久性を高める対策をとることが重要と考えられ
る。

新設コンクリート構造物の耐久性を向上させ
る手法として，本報では，表面含浸材（以下，
含浸材）に着目する。液状のコンクリート改質
材である含浸材は，けい酸塩系含浸材とシラン
系含浸材の２種類に大別され，前者は固化物の
生成によりコンクリート中の空隙構造を充填す
る機能，後者はアルキル基の固着により吸水防
止層を形成する機能があるとされる３）。これら
の機能によって，コンクリート中への水分およ
び劣化因子の侵入を抑制し，各種劣化に対する
抵抗性を高める効果が期待できる。また，材料
費・工事費が安価である，施工が容易である，
施工に伴う外観上の変化が少ないなどの利点が
ある。

一般土木構造物や建築物を対象として，含浸

材は既に多くの利用実績があり，コンクリート
構造物の主要な劣化である中性化や塩害，凍害
に対する含浸材の効果を検証した研究も多数行
われている。例えば，中性化に関しては，一般
にシラン系含浸材よりもけい酸塩系含浸材にお
いて抑制効果が高いこと４），そのメカニズムと
しては析出物による空隙充填とけい酸塩による
炭酸の吸収が影響していること５），打継部のよ
うな透気性が大きい部位に対しても高い効果
が得られること６）などが報告されている。塩
害に関しては，塩水浸漬による室内試験７）や
15 年にわたる現地暴露試験８）の結果などから，
塩化物イオンの浸透抑制に対するシラン系含浸
材の有効性が示されている。凍害に関しては，
含浸材を塗布した供試体のスケーリング抵抗性
を評価するために，ASTM	C	672 に準拠した
試験が試みられている。その結果，シラン系含
浸材はスケーリングの進行を遅延させる効果を
有する一方で，凍結融解サイクルが増加し吸水
防止層が崩壊すると，スケーリング量が急激に
増加する現象が確認されている９）。このように，
一般土木・建築分野では，含浸材の適用および
関連する研究が盛んに行われており，含浸材の
有効性や適用に際しての留意点が明らかになり
つつある。

それに対し，農業水利施設に対する含浸材の
適用については，けい酸塩系含浸材と無機系被
覆材を複合した補修技術が提案される 10）など
近年注目され始めているが，特に水と接触する
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環境における含浸材の適用性は十分に検証され
ていない。さらに，農業水利施設の特徴的な劣
化である「摩耗」に対する含浸材の効果が検証
された研究報告もわずかであり，例えば，けい
酸塩系含浸材を対象とした上野らの報告 11）や，
シラン系含浸材を対象とした石神らの報告 12）

があるものの，農業水利施設への含浸材の適用
を考える上では，さらなる知見の蓄積が必要と
考えられる。

そこで，著者らは，含浸材が耐摩耗性に及ぼ
す影響に関する知見の拡充を目的に，けい酸塩
系含浸材，シラン系含浸材，および両者の併用
の３パターンで含浸材を塗布したモルタルに対
し，農業用水路の摩耗を模擬できる水流摩耗試
験 13）を実施した。本報では，その結果を報告
するとともに，水流摩耗試験を活用した改質深
さの評価の可能性について考察する。

２．実験概要
（１）使用材料

含浸材を塗布するモルタル基板は，JSCE-K 
572 に準拠し，水セメント比 55％，砂セメント
比３のモルタルとした。セメント種は普通ポル
トランドセメント，細骨材は JIS 標準砂とした。

含浸材は，けい酸塩系含浸材とシラン系含浸
材を各１種とし，その塗布パターンは，けい
酸塩系含浸材の単体塗布，シラン系含浸材の
単体塗布および両者の併用塗布の３つとした。
表－１に表面含浸材の種類および標準塗布量を
示す。
（２）供試体の作製方法

上述の配合で練り混ぜたモルタルを 70×70

×20mm の型枠に２層に分けて打設した。打設
上面は左官ごてにて成型し，左官面を試験面
とした。打設後は温度 20℃，相対湿度 50％の
気中環境で乾燥を防ぎながら静置し，材齢２
日で脱型した。脱型から材齢７日までは 20℃
の水中環境で養生し，材齢７日以降は再び温
度 20℃，相対湿度 50％の気中環境に移行した。
気中養生期間の材齢 35 日にけい酸塩系含浸材
を，材齢 36 日にシラン系含浸材を試験面に塗
布し，その後は試験日の材齢 63 ～ 65 日まで養
生を継続した。ただし，水流摩耗試験を飽水状
態で開始するために，試験の３日前から水中に
浸漬させた。なお，同様の養生条件で含浸材を
塗布していない「原状供試体」も作製した。す
なわち，供試体の種類は原状，K，S，KS の４
つであり，それぞれ n=3 とした。
（３）水流摩耗試験

水流摩耗試験は，高圧の水噴流を供試体表面
に噴射することで，供試体を強制的に摩耗させ
る試験である。試験装置の概要を図－１に示す。
本実験における試験条件は表－２に示す通りで
あり，所定の試験時間において，供試体が摩耗
した深さを図－２に従いに測定した。摩耗深さ
は，10mm 間隔で設定した５測線を対象に，レー
ザー変位計（計測ピッチ 0.1mm）を用いて測

表－１　表面含浸材の概要

略称 種類
標準塗布量
（ml/m2）

K けい酸塩系 200

S シラン系 240

KS けい酸塩系＋シラン系 200＋ 200 図－１　水流摩耗試験機の概要 13）
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定した。測定後，各測線の中央 40mm の範囲
のデータを抽出し，５測線のデータ（400×５
＝2,000 点）を平均した値を供試体の「平均摩
耗深さ」として求めた。

３．結果
水流摩耗試験における試験時間と平均摩耗深

さの関係を図－３に示す。なお，図－３は，左
から K 供試体，S 供試体，KS 供試体の順で示
しており，それぞれ比較として原状供試体の結
果も併記している。また，K 供試体と S およ

び KS 供試体では，縦軸のスケールが異なるこ
とに注意されたい。

まず，図－３において，破線で示す原状供試
体に着目すると，試験開始から 30 分までは急
激に摩耗が進行し，その後は緩やかに摩耗が進
行している。これは，モルタル供試体は高圧水
流による衝撃に対して相対的に強い細骨材と弱
いペーストから構成されており，細骨材が表面
に露出するまでは摩耗の進行が速く，細骨材の
露出に伴って摩耗の進行が遅くなったためと考
えられ，既往研究の傾向とも一致する 13）。

次に，K 供試体に着目すると，試験時間 10
時間を通して，原状供試体よりも平均摩耗深さ
が小さくなっており，このことから，けい酸塩
系含浸材の塗布によって摩耗の進行が遅延する
ことが示された。また，図－３からは，試験時
間が小さい部分（すなわち，表層から浅い範囲）
において，原状供試体と K 供試体の差が大き
い状況が確認でき，これについては４章におい
て考察する。

続いて，S 供試体および KS 供試体について，
原状供試体と比較すると，両者とも試験時間が
小さい部分では原状供試体よりも平均摩耗深
さが小さく，特に KS	供試体でその差が顕著で
あることが確認できる。一例として，図－４に
試験時間 15 分時点の供試体の摩耗状況を示す
が，KS 供試体で摩耗抑制効果が高いことは外
観からも明らかである。このことから，表層部
に限ってみれば，シラン系含浸材の塗布によっ

表－２　水流摩耗試験の試験条件

項　目 条　件
水圧（MPa） 11± 1
流量（L/min) 18± 1
噴射距離（mm） 80
噴射角度（度） 40

試験時間（h）
0（初期値），0.25，0.5,
1，2，4，6，8，10

70
m

m
 

70mm 

5 測線＠10mm 

評価範囲 
40mm 

破線上の深さを 0.1mm
間隔で取得、その平均値
を平均摩耗深さとする 

図－２　平均摩耗深さの算出方法
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図－３　水流摩耗試験における試験時間と平均摩耗深さの関係
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ても摩耗は抑制され，さらに，けい酸塩系含浸
材と併用することで摩耗抑制効果は大幅に向上
することが示唆された。なお，シラン系含浸材
は，けい酸塩系含浸材のようにコンクリート中
の空隙組織を緻密化する効果をもたず，一般に
は摩耗抑制に対する適用は想定されていない
が 14），本実験では表層部の耐摩耗性の向上に
寄与する結果となった。この要因としては，石
神らの報告 12）でも示されているように，シラ
ン系含浸材の有する撥水性・遮水性によってコ
ンクリート中への水の浸透を防いだことが考え
られ，「水」による摩耗作用に対しては一定の
効果が得られる可能性があると考えられる。し
かしながら，S 供試体，KS 供試体では，試験
時間の経過に伴って平均摩耗深さが急激に増加
する傾向も確認され，試験時間 10 時間におけ
る平均摩耗深さは，S 供試体では原状供試体の
1.84 倍，KS 供試体では原状供試体の 1.56 倍と，
結果的に原状供試体よりも大きくなった。現時
点では，この原因について定かでなく，今後，
他の製品も含めて追加試験を行い，メカニズム
を明らかにする必要がある。

４．けい酸塩系含浸材を対象とした改質深さの
評価に関する考察
本実験において，含浸材がモルタル表層の耐

摩耗性の向上に一定の効果があることが示され
たが，含浸材を適用したモルタルも徐々に摩耗
し，いずれは改質された表層部が消失すること
を想定すると，どの深さまで耐摩耗性が向上し
ているのかといった「改質深さ」の情報も重要

と考えられる。そこで，けい酸塩系含浸材を例
に，水流摩耗試験によって得られた結果から改
質深さの評価を試みる。
図－５に，水流摩耗試験における平均摩耗深

さ（表面からの深さ）と摩耗速度の関係を，原
状供試体と K 供試体について示す。なお，摩
耗速度とは，図－３における各プロット間の傾
きに相当する。図－５より，原状供試体をみる
と，表面に近いほど摩耗速度が大きく，表面か
らの深さが大きくなるにつれて摩耗速度は徐々
に小さくなり，約 0.3mm 以深において横ばい
もしくは微増する傾向に転じている。これは，
前述のように，細骨材とペースト部の相対的な
耐摩耗性の違いに関係していると考えられる。
一方，K 供試体は，原状供試体と大まかな傾向
は同じであるが，原状供試体と比較して表層部
の摩耗速度が著しく小さいことがわかる。また，
表層から約 0.3mm より深い範囲では，両者の

図－４　水流摩耗試験15分時点における供試体の摩耗状況

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

摩
耗
速
度

(m
m

/h
)

表面からの深さ (mm)

原状供試体

K供試体

図－５　水流摩耗試験における摩耗速度の深さ分布
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摩耗速度がほぼ同等となっている。このことか
ら，けい酸塩系含浸材の塗布によって，改質し
た深さは約 0.3mm と推定され，これは細骨材
までのかぶり部分のペーストが緻密化されたも
のと考えられる。

ここで，今回使用したけい酸塩系含浸材に関
して，JSCE-K	572 による含浸深さ試験を実施
した結果として，含浸深さは 0.8mm と判定さ
れている 15）。すなわち，含浸深さ試験で得ら
れた含浸深さと比較して，水流摩耗試験で推定
された改質深さは 0.3mm と小さい値となった。
この要因としては，（１）JSCE-K	572	 による
含浸深さが過大に評価されている可能性，（２）
0.3mm 以深まで含浸しているが，水流摩耗試
験では骨材の影響が支配的であり判定できない
可能性，（３）含浸しているが耐摩耗性の向上
には寄与しなかった可能性，が考えられる。
（１）に関して，既報 15）に示す含浸深さ試験

では，表面から０～１mm，１～２mm，２～
４mm，４～６mm，６～８mm，８～ 10mm
の深さで測定したアルカリ金属イオン濃度を，
それぞれ代表する深さとして 0.5mm，1.5mm，
３mm，５mm，７mm，９mm の点にプロッ
トし，それを指数関数で近似することによって
含浸深さを求めている。すなわち，表面から
０～１mm の範囲のデータは１点のみであり，
今回のように含浸深さが 0.1mm	オーダーと小
さい場合には，過大に評価されている可能性が
考えられる。一方，水流摩耗試験では，試験時
間の間隔や水圧を調整することによって，１
mm 未満の浅い範囲で複数のデータを取得する
ことが可能であり，深さ方向の詳細な分布を評
価したい場合には有効な手法となりうる。

しかし，（２）に示したように，水流摩耗
試験では細骨材の露出の影響を強く受けるた
め，骨材が露出する深さ以深では含浸材によ
るペースト部の改質効果がうまく判定できて
いない可能性も否定できない。この点につい
ては，骨材を含まないセメントペースト供試
体を用いた試験を行うなど，さらなる検証が

必要と考えている。

５．おわりに
表面含浸材がモルタルの耐摩耗性に及ぼす影

響を水流摩耗試験によって検証した結果，けい
酸塩系含浸材の塗布によって摩耗の進行が遅延
することが確認された。また，シラン系含浸材
においては，表層部に限り，摩耗が抑制される
傾向がみられ，けい酸塩系含浸材とシラン系含
浸材を併用した場合にその傾向はより顕著で
あった。一方で，シラン系含浸材を塗布した場
合，表面から深い範囲では逆に摩耗の進行が加
速する傾向もみられた。さらに，検討の余地は
あるが，水流摩耗試験において，深さ方向の摩
耗速度の分布に着目することによって，改質深
さを推定できる可能性が示唆された。

１章で触れたように，一般土木構造物や建築
物に比べて，農業水利施設で含浸材が適用され
る事例は少なく，絶えず水と接触する環境にお
ける含浸材の効果や，中長期的な効果の持続性
などについて，十分な知見が得られているとは
言い難い。これらの点について，今後，農業水
利施設の供用環境・劣化機構を模擬した室内実
験や，実構造物でのモニタリング調査などを通
じて検証していくことが望まれる。なお，本報
は金森らの論文 15）をもとにまとめたことを付
記する。
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