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はじめに

はじめに

　日本最古の鉄筋コンクリート構造物は、1903年（明治36年）に京
都・琵琶湖疎水水路上に架けられた橋と言われています。それから
100年を超えた現在においても、鉄筋コンクリート構造物は社会基
盤を支えるものとして使用されており、これからもその姿は変わら
ずにいることでしょう。
　しかし、これら鉄筋コンクリート構造物の多くが供用開始から長
い年月を経過しつつあることも事実です。長期に渡り使用されてき
た鉄筋コンクリート構造物について適切な維持管理を継続していく
ことは、「持続可能な社会」に向けて安全な都市空間の形成を可能と
します。
　「過去から現在、そして未来へ。」持続可能な社会の形成に向けて、
鉄筋コンクリート構造物の適切な維持管理に「リフリート工法」をお
役立てください。
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リフリート工法とは

リフリート工法 

　リフリート工法は、鉄筋コンクリート構造物に発生した劣化部を修復する補修工事の方法
で、「劣化の進行状態」、「劣化の要因」、「補修の目的」などに応じて対処できる経済的・合理的な
工法であり、第一号物件に採用（1976年）されて以来、数多くの鉄筋コンクリート構造物補修
工事に適用されて参りました。
　本工法の主な特長としては以下の3点があげられます。

1.各種指針に記載の要求性能等を満足する専用材料や関連材料等の組み合わせにより、経年劣
化、中性化、塩害、凍害などの劣化症状に対する補修あるいはその予防保全に対処できます※1 。
2.部分断面修復の際に気になるマクロセル腐食の抑制効果が確認されており※2 、このことから
ミニマムコストでの補修が期待できます。
3.本工法を適用した後、複数年を経過した構造物の追跡調査を行った記録があります※3 。
　これらの特長は、リフリート工業会施工部会会員※４により適切に施工された結果、実現するも
のです。

※１：本工法技術資料他、関連材料・工法の技術情報、テクニカルレポートNo.2をご参照ください。
※２：テクニカルレポートNo.1、No.6をご参照ください。
※３：テクニカルレポートNo.3、No.4、No.5をご参照ください。
※４：施工部会会員会社には、「リフリート工法施工管理士」が在籍しております。「施工管理士」は、実際に作業される方々の指導教育を

行う方に与える資格となります。

リフリート工法の施工手順例

はつり、ケレンによるコンクリート劣化部の除去

清掃・乾燥

養生

※表面被覆処理後、設計図書に記述のある表面保護を行う。

上記の施工手順例は、標準的な作業を連続して行った場合のものです。

例） RF-100

例） RF防錆ペースト

例） RF厚付モルタル

例） RF防錆ペースト

含浸材塗布　　①

鉄筋防錆処理　②

断面修復処理　③

表面被覆処理　④

① ②

③ ④
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リフリート工法の仕様

リフリート工法の仕様　

　リフリート工法には、以下の２つの基本仕様があり、調査結果に基づき適宜選択します。
　　　１. ＲＦ仕様　　経年劣化、中性化劣化対策、凍害・火害後の修復等
　　　２. ＤＳ仕様　　塩害劣化やその他複合劣化対策や予防保全

ＲＦ仕様

　リフリート工法の最も基本的な仕様です。劣
化部除去後のコンクリート表面にけい酸リチウ
ム系の含浸材である「RF‐100」を塗布して表面
を固化させるとともにアルカリ性を付与した
後、例えば露出鉄筋の防錆処理や断面修復、表面
被覆を行います。経年劣化、中性化劣化のほかに
凍害・火害後の欠損補修等にも適用します。

基本使用材料の例
RF‐100、RF防錆ペースト、RF厚付モルタル

ＤＳ仕様

　リフリート工法のもう一つの仕様。RF-100塗
布後、さらに塩害対策として亜硝酸リチウム系
塗布型防錆材「DS‐400」を塗布して表面近傍の
コンクリートを改質した後、例えば露出鉄筋の
防錆処理や断面修復、表面被覆を行います。DS
仕様には、塩害対策に特化した予防保全として
適用するDS‐HG仕様（BCJ‐審査証明-67）もあ
ります。

基本使用材料の例
RF‐100、DS‐400、RF防錆ペースト
RF厚付モルタル

RF仕様による中性化劣化補修

DS仕様による塩害劣化補修

RF厚付モルタル

RF-100

RF防錆ペースト

仕上材

RF防錆ペースト

RF厚付モルタル

RF-100

RF防錆ペースト

仕上材

RF防錆ペースト

DS-400
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含浸材

使用する材料

RF-100（RF仕様・DS仕様）
　けい酸リチウムを主成分とする表
面固化・アルカリ付与性材。詳細は個
別カタログをご参照願います。

●荷姿
　・20㎏/缶
　・5㎏/ポリ容器
●使用量
0.2～0.4㎏/m2

各仕様における使用材料

ＲＦ仕様
RF-100、RF防錆ペースト

DS-400（DS仕様・DS-HG仕様）
　亜硝酸リチウムを主成分とする塗
布型防錆材。詳細は個別カタログを
ご参照願います。

●荷姿
　・20㎏/缶
　・5㎏/ポリ容器
●使用量
　・DS仕様：0.3㎏/m2
　・DS-HG仕様：0.2㎏/m2

RF防錆ペースト（RF仕様・DS仕様）

防錆材入りポリマーセメントペースト
鉄筋防錆処理（鉄筋防錆材）や表面被覆処理（表面被覆材）として
使用します。詳細は個別カタログをご参照願います。

●荷姿
RF防錆セメント　20㎏/袋
RF混和材　18㎏/缶
●配合
RF防錆セメント　1袋に対して
RF混和材　6㎏（±0.6㎏）
●練上がり容量
RF防錆セメント　1袋あたり約14リットル
●使用量
m2あたり1～2mm厚

亜硝酸リチウム入りポリマーセメントペースト
鉄筋防錆処理（鉄筋防錆材）や表面被覆処理（表面被覆材）として
使用します。詳細は個別カタログをご参照願います。

●荷姿
RF防錆セメント　20㎏/袋
DS混和材　20㎏/缶
●配合
RF防錆セメント　1袋に対して
DS混和材　6.6㎏（±0.66㎏）
●練上がり容量
RF防錆セメント　1袋あたり約15リットル
●使用量
m2あたり2ｍｍ厚

DS防錆ペースト（DS-HG仕様）

DS仕様
RF-100、DS-400、RF防錆ペースト

DS-HG仕様
DS-400、DS防錆ペースト

RF防錆セメント RF混和材 RF防錆セメント DS混和材

会員専用材料

鉄筋防錆材・表面被覆材 会員専用材料
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断面修復材の選定　その１

　断面修復材は、構造物の特徴、使用されている環境、補修の目的、施工条件などに応じて要求さ
れる性能が異なってきます。4-1ではリフリート工法で使用する基本的な断面修復材をご紹介し
ます。まずは、以下の3種類の断面修復材で適用可能かを検討します。既に工事仕様書等に要求性
能が明記されている場合は、それに沿った選定を行います。

RF厚付モルタル：（一社）公共建築協会評価材料　主に建築建造物の補修に適用

　左官工法で施工する防錆材入りのポリマーセメントモル
タルです。追い掛けで塗り重ねても、ダレにくく厚付けがで
きます。詳細は個別カタログをご参照願います。

●荷姿
RF厚付パウダー　20㎏/袋
RF厚付混和材　18㎏/缶
●配合
RF厚付パウダー　1袋に対して
RF厚付混和材　3.4㎏（±0.2㎏）
●練上がり容量
RF厚付パウダー　1袋あたり約11リットル

RFモルタル：（一社）公共建築協会評価材料　主に建築建造物の補修に適用

左官工法で施工する防錆材入りのポリマーセメントモルタ
ルです。リフリート工法専用材料で、比較的修復深さが小さい
場合に使用します。詳細は個別カタログをご参照願います。

●荷姿
RFモルタルパウダー　20㎏/袋
RF混和材　18㎏/缶
●配合
RFモルタルパウダー　1袋に対して
RF混和材　3.6㎏（±0.36㎏）
●練上がり容量
RFモルタルパウダー　1袋あたり約11リットル

RFグラウト：東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」断面修復材規格適合

　型枠充てん工法で施工する「耐塩害性」に特化した防錆材
入りのポリマーセメントモルタルです。リフリート工法専用
材料で、修復深さが非常に大きい場合に使用します。詳細は
個別カタログをご参照願います。

●荷姿
RFグラウト　25㎏/袋
RF混和材　18㎏/缶
●配合
RFグラウト　1袋に対して
RF混和材　4.0㎏（3.8～4.3㎏）
●練上がり容量
RFグラウト　1袋あたり約13リットル

RF厚付混和材RF厚付パウダー

RF混和材RFモルタルパウダー

RF混和材RFグラウト

会員専用材料

会員専用材料
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断面修復材の選定　その２

4-2では前述した基本材料に加えてリフリート工法とあわせて使用する主に土木用途に使う
断面修復材をご紹介します。施工条件、施工規模や施工の向き（横向き、上向きなど）に応じて選定
します。
　断面修復材の選定に関してご不明な点がございましたら、お近くの工業会各支部あるいは太平
洋マテリアル(株)各支店までお問い合わせください。

RF厚付モルタル-KT、AK厚付モルタル-KT：NEXCO規格適合（左官工法）

左官工法で施工する防錆材入りのポリマーセメントモルタルです。
●NEXCO左官工法による断面修復の性能照査を完了しています。
●主に土木構造物における点在する小規模な断面の修復に使用さ
れます。
　詳細は個別カタログをご参照願います。

RF厚付パウダーKTに異なる混和材を用いることで、2種類の
　ポリマーセメントモルタルとして使用します。
　●RF厚付モルタル-KT
　　RF厚付パウダーKTにRF厚付混和材を使用した場合
　●AK厚付モルタル-KT
　　RF厚付パウダーKTにAK混和材を使用した場合

　湿式吹付工法で施工するポリマーセメントモルタルです。
●NEXCO吹付工法による断面修復の性能照査を完了しています。
●主に土木構造物における広範囲にわたる断面の修復に適してい
ます。
●リフリート工法専用材料である「DS-400」を混和することも可能
です。
　詳細は個別カタログをご参照願います。

左官工法で施工する軽量・早強のポリマーセメントモルタルです。
●他の断面修復材に比べて約25%重量をカットしています。
●長さ約10ｍｍの耐アルカリ性ガラス繊維の配合と早強性、独特
の粘りで左官工法ながら厚塗り性に特化しています。
●NEXCO左官工法による断面修復の性能照査を完了しています。
●主に土木構造物における点在する小規模かつ修復深さの厚い断
面の修復に使用されます。
●軽量タイプであることから、上向き施工時や場内運搬時の疲労軽
減に寄与します。
　詳細は個別カタログをご参照願います。

RF厚付モルタル-SP：NEXCO規格適合（吹付工法）

太平洋VHEモルタル タイプA：NEXCO規格適合（左官工法）
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関連工法、関連材料

　５ではリフリート工法や前述した断面修復材を用いて補修した鉄筋コンクリート構造物に対
して、更なる耐久性、付加価値を付与する関連工法、材料、システムをご紹介します。

　リフリート工法で補修した構造物にさらなる
長期耐久性を付与します。クリアタイプを選ぶこ
とで補修個所の目視検査が可能ですので適切な
維持管理にも推奨いたします。
　使用する「REBORN」各種材料は、会員専用材料
です。
　詳細は個別カタログをご参照願います。

RF REBORN工法

　リフリート工法で補修した個所内に埋め込ん
だセンサーで腐食環境をモニタリングするシス
テムです。計画的な維持管理や更新時期の判断に
活用できます。
　使用する「RFID腐食環境検知システム」は、太平
洋セメント(株)の商品です。
　詳細は個別カタログをご参照願います。

RF Wimoシステム

　リフリート工法で補修した構造物をさらに強
化する超高強度繊維補強コンクリートを用いた
高耐久性薄肉埋設型枠「ダクタルフォーム」です。
　使用する「ダクタルフォーム」は、太平洋セメン
ト(株)の商品です。
　詳細は個別カタログをご参照願います。

RFダクタルフォーム工法

　リフリート工法専用材料であるDS混和材を混
和した「浸透性防錆材入りの間隙充填材」を用い
た手摺支柱根元の補修工法。繰り返し発生する手
摺根元コンクリートのはく離、ひび割れ等の補修
に活用できます。
　使用する「RFポール防錆工法用専用パウダー」、
「DS混和材」は、会員専用材料です。
　詳細は個別カタログをご参照願います。

RFポール防錆工法
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テクニカルレポートの紹介

　６ではリフリート工法の特長である「マクロセル腐食抑制効果」を検証した事例や適用後複数
年経過した追跡調査事例等をまとめた「テクニカルレポート」をご紹介します。
これらは、リフリート工業会ホームページ（https://www.refrete.com）からもご覧になれます。

　リフリート工法・DS仕様を適
用した供試体を10年間屋外ばく
露しました。
　期間中に供試体内の鉄筋の腐
食状況を調査、界面付近における
鉄筋の腐食が抑制されているこ
とがわかりました。マクロセル腐
食抑制効果を裏付ける資料です。

No.1  マクロセル腐食が気になりませんか？ No.2  ご存じですか？『RF-100』は、“固化型けい酸
 塩系表面含浸材”に位置付けられています

　1983年にリフリート工法・RF
仕様にて補修した鉄筋コンク
リート造建築物の追跡調査を行
いました。調査項目は、鉄筋の腐
食状況、中性化の進行状況など。
　調査の結果、補修個所が長期間
の耐久性を保持することを示唆
する結果となっています。

No.3　施工後、長期間経過した構造物の追跡調査
 記録を確認されてますか？

No.4　凍害劣化した導水路をリフリート工法で補修

　1997年にリフリート工法・DS
仕様にて補修したサイロです。補
修後、約20年を経過しても供用
中です。　
　海に近く、飛来塩分による塩害
損傷を受けていましたが、追跡調
査の結果、補修個所（修復・予防保
全ともに）は、健全な状態を保持
していました。

No.5　塩害対策を実施後、約20年を経過した現在
 でも稼働中

No.6　内在塩分量が2㎏/m3を超える場合は、リフ
 リート工法により補修する

　2012年に土木学会では、「けい
酸塩系表面含浸材設計施工指針
（案）」が発刊されました。
　土木学会の分類によると、
RF-100は、「固化型けい酸塩系表
面含浸材」に位置付けられます。
本書は、その特長や指針（案）に
沿った性能評価をまとめた資料
になります。

No.01

マクロセル腐食が気になりませんか？マクロセル腐食が気になりませんか？
リフリート工法DS仕様は、断面修復材とコンクリートとの境界部の鉄筋腐食を抑制します。リフリート工法DS仕様は、断面修復材とコンクリートとの境界部の鉄筋腐食を抑制します。

鉄筋コンクリートの部分的な断面修復では、コンクリートと補修材の境界の再劣化（マクロセル腐食）が懸念されますが、１０年
間の暴露実験で、リフリート工法（塩害仕様＋ＲＦ弾性コート）は、これらの腐食を抑制することが確認されました。

暴露10年後の境界部の鉄筋腐食は？
境界部の鉄筋は、図３でわかるようにほぼ腐食していません。他工法の参考図から、一般的には境界部で腐食することがわかります。

リフリート工法（塩害仕様）は？ 
実験で検証した仕様は、以下の通りです。

どのような試験体？ 暴露は何処で？
試験体は、鉄筋を2本設置した塩化物イオン2.4ｋｇ/m3を加えたコンク
リートに中央部を断面修復したものです。図１のような形状・寸法です。

何を測定？ 何を分析？
暴露１０年後の試験体から鉄筋を取り出し、鉄筋の錆の状態や面積を測
定・算出しました。
鉄筋に沿ってコンクリートを切り出し、防錆有効成分（亜硝酸イオン
量）と腐食因子（塩化物イオン量）を境界部から10mmごとに分析し
ました。

暴露10年後の外観は？ 取り出した鉄筋は？
塗膜の切れや剥離はなく、図２のように鉄筋の錆はごく少ない状態です。

■暴露10年後の鉄筋腐食と防錆成分の分析レポート

ＲＦ-１００（固化型けい酸塩系表面含浸材） 

ＤＳ-４００（亜硝酸塩系塗布型防錆材）注１） 

ＲＦ防錆ペースト（鉄筋防錆処理材および断面修復プライマー） 

ＲＦ厚付モルタル（断面修復材） 

ＲＦ防錆ペースト（不陸等調整用下地処理材） 

ＲＦ弾性コート（柔軟型ポリマーセメント系表面被覆材） 

注１）本実験では旧リフリート工法（塩害仕様）のＤＳ３００（亜硝酸塩系塗布型防錆材を使用） 

工程①

工程②

工程③

工程④

工程⑤

工程⑥

コンクリート

鉄筋

▲図１　暴露試験体の形状・寸法（ｍｍ）

▲図2　暴露１０年後の鉄筋の錆（リフリート工法）

▲

図3
　暴露１０年後の
　鉄筋の錆
　（リフリート工法）

▲

参考図１
　暴露１０年後の
　鉄筋の錆
　（他工法の例）

鉄筋 1

鉄筋 2

100（コンクリート） 100（コンクリート）150（断面修復部）

（境界）（境界） （境界）（境界）

局
部
腐
食
面
積
率（
％
）

断面修復部

（境界）

コンクリート

補修材中央からの距離（mm）

0 50 100 150

100

80

60

40

20

0

断面修復部

（境界）

コンクリート

局
部
腐
食
面
積
率（
％
）

補修材中央からの距離（mm）

0 50 100 150

100

80

60

40

20

0

マクロセル腐食
（再劣化）

150

15
0

60

30

530
350
150

エポキシ塗装

鉄筋（D19）断面修復部
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●リフリート工法では、断面修復部にも使えるんです。
●表面に施工する場合は、塗布後完全に乾燥させてからRF防錆ペーストを施工します。
●30年以上前から施工実績を積み重ねています。

断面修復にも使えるんです！

ご存知ですか！
『RF-100』は、“固化型けい酸塩系表面含浸材”に
位置付けられています

ご存知ですか！
『RF-100』は、“固化型けい酸塩系表面含浸材”に
位置付けられています

2012年に土木学会より、『コンクリートライブラリー137  けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針（案）』が発刊されました。

溶けにくいんです！

同指針（案）では、改質機構による分類を規定しています。

RF-100 は、固化型けい酸塩系表面含浸材に位置付けられ、その他のけい酸塩系表面含浸材とは異なり、
その乾燥固形物は水に溶けにくい性能を有します。

改質機構 乾燥固形物 主成分

固化型

反応型

水に溶けにくい
（難溶性）

水に溶けやすい
（可溶性）

けい酸リチウム
（RF-100）

けい酸塩混合型

けい酸ナトリウム

けい酸カリウム

断
面
修
復

表
面
被
覆

RF-100塗布

乾燥後

乾燥後
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施工後、長期間経過した構造物の追跡調査記録を確認されてますか？施工後、長期間経過した構造物の追跡調査記録を確認されてますか？
～リフリート工法は、追跡調査で効果を確認しています。 ～～リフリート工法は、追跡調査で効果を確認しています。 ～

補修材料・工法の選定では、各種物性等の確認に加えて、補修後の長期追跡調査によって実環境の耐久性を確認しておくこと
が重要です。リフリート工法は、良好な材料を厳格な施工管理士制度の下で補修し、追跡調査で耐久性を確認しています。 

コンクリート構造物の概要と補修31年後の外観… 鉄筋腐食によるはく落なし 

付着試験（補修31年後）…  補修材の付着強さは良好 （平均 1.7Ｎ／ｍｍ２）

■リフリート工法（RF仕様）で補修後31年を経過した建築物の追跡調査レポート 

補修材は、補修後３１年経過しても付着強さを持続している。
 （いずれの破断箇所も補修材以外が主で、付着は計測値以上と評価）  

●調査時 （補修後３１年：２０１４年）

●手摺支柱裏 ●梁側面

物　　件 

所　　在 

建　　設 

士別市民会館 （ＲＣ造，一部ＳＲＣ造） 

北海道士別市 

１９６４年 

補　　修  

補修工法 

調　　査 

１９８３年８月 （建設１９年後） 

リフリート工法 （現 ＲＦ仕様） 

２０１４年１１月 （補修３１年後） 

注） 外壁は、１９８３年にリフリート工法で補修後、数年後に弾性系仕上塗材が施されている。

●補修時 （１９８３年）

中性化等よる鉄筋腐食・はく落等が散見 補修時の外観

コンクリート

コンクリート 

コンクリート 

コンクリート

コンクリート 

コンクリート

1.2

1.3

1.5

1.1

1.7

1.4

①

②

③

④

⑤

平均

主な
破断箇所

部　位 付着強さ
（N/mm2） 

西面2階 
手摺支柱裏 

（接着エポ）

コンクリート 

（接着エポ） 

（接着エポ）

（接着エポ）

（接着エポ）

1.8

2.0

1.6

1.9

2.4

2.0

①

②

③

④

⑤

平均

主な
破断箇所

部　位 付着強さ
（N/mm2） 

西面１階 
梁側面 

補修後３１年経過しても、鉄筋腐食による“はく落等”の劣化の顕在化は見受けられない。  

リフリート工法で維持保全：追跡調査報告書【中性化補修】
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事前試験施工の結果、本施工に「リフリート工法」が採用… そして19年後

試験施工23年後（リフリート工法）
コンクリート構造物の維持保全には、実績のある適切な
補修材料、工法の選定、そして確かな施工が必要です。
今回、工法選定にあたり実施された試験施工箇所（全７工
法）を目視照査。この試験施工箇所は、実施後23年が経
過していました。
結果は、写真でおわかりのよう
に、リフリート工法実施箇所は、
おおむね良好な状態であること
が確認されました。

施工法A 施工法B 施工法C

施工法F施工法E施工法D

試験施工23年後（他工法）

他工法はコンクリート躯体から補修材が広範囲に
剥がれ落ちている状態

事前試験施工（頭首工） 
●事前試験施工：1987年、全7工法からの選定（リフリート工法が採用）

“凍害補修19年後”の追跡調査結果（導水路） 
▶外観：全体的には良好な状態
目地部周辺等の躯体挙動に影響される部分の一部の断面修復材のひび割れ、
浮きおよび剥落が見られるが、全体的には良好な状態であった。

▶躯体コンクリートと被覆材の付着強さ：
平均で1.6N/mm2（４×４ｃｍ鋼製治具と試験機を用いて測定）

●凍害補修19年後の付着試験結果

全 景

目地部周辺 喫水補修部

凍害補修19年後の外観

付着強さ※

0.9N/mm2
0.3N/mm2
0.2N/mm2
1.9N/mm2
1.8N/mm2
3.3N/mm2
2.5N/mm2
1.6N/mm2

破断箇所
躯体100%
躯体100%
躯体100%
躯体100%
躯体100%
躯体100%
躯体100%

－

調査箇所
Ａ

（スケーリング無）
Ｂ

（スケーリング有）

Ｃ
（スケーリング無）

平均
注）※:付着強さの低い箇所も、躯体100％破断

19年経過の本工事においても
全体的に良好な状態でした。

23年後も目視観察では
おおむね良好な状態でした。

凍害劣化した導水路をリフリート工法で補修凍害劣化した導水路をリフリート工法で補修
～長期経過後の追跡調査でその効果を実証 ～～長期経過後の追跡調査でその効果を実証 ～

■リフリート工法による凍害補修が長期に渡り、その機能を保持していたことが実証されました。

リフリート工法で維持保全：追跡調査報告書【凍害補修】
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塩害対策を実施後、約20年経過した現在でも稼働中塩害対策を実施後、約20年経過した現在でも稼働中
～リフリート工法は、追跡調査で効果を確認しています。～～リフリート工法は、追跡調査で効果を確認しています。～

補修材料および工法の選定では、各種物性等の確認に加えて、補修後の長期追跡調査によって実環境の耐久性を確認しておく
ことが重要です。リフリート工法は、良質な材料を厳格な施工管理士制度の下で施工し、追跡調査で耐久性を確認しています。
■本報告は、2017年度日本建築学会大会にて報告されております。

調査結果の概要海岸に隣接する構造物を
補修。そして約20年…。
今でも健全性を保持し、
稼働しています。

調査した構造物は、1957年（約60
年前）に稼働を開始したとされる鉄筋
コンクリート造のセメントサイロです。
富山港に近い場所に位置し、海風等の
影響を受ける場所です。

補修工事着工前の調査では、外壁の
一部で鉄筋が露出する症状が確認さ
れ、また、表層5～20mmの位置で塩
化物イオン量が最大2.6㎏/m3含有
されているという結果が報告されて
おりました。
補修は1997年にリフリート工法（DS
仕様：塩害対策）にて実施され、現在も
稼働中のものです。

リフリート工法で維持保全：追跡調査報告書【塩害補修】

■リフリート工法（DS仕様）で補修後、約20年経過した鉄筋コンクリート構造物の調査報告書

外観

補修後約20年を経過。一部
に塗膜の剥がれやひび割れ
が確認できるものの、鉄筋
の露出などの再発は見受け
られない。

鉄筋の腐食状況

■は、西面修復履歴のある箇所の鉄筋。腐食の様子はない。鉄筋周りには、RF防
錆ペーストやRF厚付モルタルと思われるペースト、モルタル類が観察できる。

■、■は、はつり出した鉄筋。コンクリートの中性化は進行していない。鉄筋に著し
い腐食は見られない。

表面保護層の付着強さ

表面保護層の付着強さは、高い値が計測された。

北面より富山湾を望む

補修前（1997年）補修前（1997年） 調査時（2016年）調査時（2016年）

内部鉄筋内部鉄筋

1 2 3

1

2 3

測定
箇所

付着強さ
（N/mm2） 主な破断箇所

①2.9

②2.9

③3.1

①2.6

②3.1

③2.3

ペースト内部

ペースト内・コンクリート内　混合

ペースト内・コンクリート内　混合

測定治具接着剤と塗布の界面

測定治具接着剤と塗布の界面

測定治具接着剤と塗布の界面

北面
中段

北面
下段
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内在塩分量が２㎏/ｍ３を超える場合は、
リフリート工法により補修する。

内在塩分量が２㎏/ｍ３を超える場合は、
リフリート工法により補修する。

本内容は、第三者による評価結果を掲載するものです。詳細な内容は、発表論文「内在塩分に起因した塩害損傷における補修
材料の比較と評価」をご参照いただけますようお願いいたします。
■なお、発表論文の使用については、阪神高速技術株式会社様よりご承諾を受けております。

NETISやメーカーおよび主成分より６種類の補修材料を選定内在塩分に起因した塩害
損傷が多く発生する可能
性が高い。だからこそ、適
切な補修材料を選定し、維
持管理工法を体系化して
いく。
近年、RC橋脚やRC床版において、除

塩不足の海砂に起因した塩害損傷構

造物が確認されている。塩化物総量規

制が行われる以前に建設された構造

物が多い阪神高速道路では、今後内

在塩分に起因した塩害損傷が多く発

生する可能性が高い状況にある。しか

しながら、阪神高速道路では、内在塩

分に起因した塩害損傷に対しての補

修方法が定められていないため、今後

に向けて、適切な補修材料を選定し、

維持管理方法を体系化していく必要

がある。

本稿では、多種多様な補修材料から適

切な材料を選定することを目的に行っ

た補修効果確認試験結果を示したの

ち、施工性・経済性を総合的に比較・

評価した結果を報告する。
（発表論文より抜粋：原文）

他工法との比較・評価 －阪神高速技術社による評価－

■阪神高速道路第49回技術研究発表会にて、阪神高速技術(株)より発表された内容です。

試験で使用した補修材料

選定方法
①NETISから「断面修復材」、「塩害」
で絞り込んだ結果から内容を確認
して抽出
②大手セメントメーカーの製品から
効果が見込めるものを抽出

　主成分やメカニズムが異なる5種
類と、通常使用しているポリマーセ
メントの6種類とした（表-1）。

　（発表論文より抜粋）

B：リフリート工法 DS仕様 【太平洋マテリアル株式会社】
●NETIS登録技術 KTK-150007-Ａ
●ケイ酸リチウム=RF-100 ●亜硝酸リチウム=DS-400

Ａ：※※※
●塩分固定化型  ●PAE（ポリアクリル酸エステル）

C：※※※
●NETIS登録技術 ●塩分吸着材 ●亜硝酸

D：※※※
●NETIS登録技術 ●含浸系保護材 ●シラン

E：※※※
●NETIS登録技術 ●特性陽極材 ●亜鉛

現状

A

B

C

D

E

※1  NETIS登録のうち、断面修復＆塩害でフィルタリング
　　 した結果選定されたもの
※2  ポリアクリル酸エステルの略

内容

断面修復

断面修復

断面修復

断面修復

電気防食

主成分

ポリマーセメントモルタル

塩素固定化型・PAE※2

塩分吸着材・亜硝酸

含浸系保護材・シラン

特性陽極材・亜鉛

ケイ酸リチウム
亜硝酸リチウム

NETIS※1

─

─

○

○

○

○

RF-100の塗布

DS-400の塗布

防錆処理
（RF防錆ペースト）

埋め戻し

下地調整保護層（RF防錆ペースト）

RF厚付モルタル

表面保護
（含浸材）

表-1　試験で使用する補修材

○ケイ酸リチウム
亜硝酸リチウム断面修復B

　1987年に凍害対策を目的とし
た試験施工が実施されました。そ
の中で、リフリート工法施工個所
が他6仕様に比べ損傷度が小さい
ことから、本施工に採用されまし
た。
　本施工実施後19年が経過、追
跡調査を行い、試験施工個所含
め、現在でも損傷程度が非常に小
さいことが判明しました。

　リフリート工法・DS仕様のマ
クロセル腐食抑制効果や実際の
施工への適用性を評価した結果
をまとめた資料です。
　試験と評価は第三者にて実施
され、客観的に判断された結果、
本工法は実施者の要望に最適な
ものと評価されました。
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リフリート工法を適用した事例

　リフリート工法は、鉄筋コンクリート造の建築物や港湾施設、道路橋梁、民間工場内施設、水利
施設など様々な鉄筋コンクリート構造物に適用されています。以下にその事例を示します。

1 海岸近辺に立つ観光施設（展望台）の補修工事の事例
リフリート工法・DS仕様　RF厚付モルタルによる断面修復

 1）～3）は、施工前、施工中、施工後の様子

2 高速道路高欄補修工事の事例
リフリート工法・DS仕様、RF厚付モルタルによる断面修復

3 岸壁補修工事の事例 リフリート工法・DS仕様、RFグラウトによる断面修復
4 ファームポンド補修工事の事例 リフリート工法・RF仕様、RF厚付モルタルによる断面修復および表面被覆
5 民間工場内施設補修工事　リフリート工法・RF仕様、RF厚付モルタルによる断面修復
6 高速道路床版裏補修工事の事例 リフリート工法・DS仕様、RF厚付モルタルによる断面修復

1-1）

2

3

4

5

6

1-2）

1-3）
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リフリート工業会とは

活動内容

リフリート工業会

　リフリート工業会は、1981年に設立され、コンクリートの中性化・塩害などによる劣化また
は劣化のおそれのある鉄筋コンクリート構造物の補修・改修・予防保全を目的に開発された「リ
フリート工法」および関連材料・工法を普及させることにより、リニューアル業界の健全な発展
を促進し、建設業界さらには社会全般に貢献することを目的に設立された工業会です。
　リフリート工業会は、全国300社余りの補修・改修の専門工事会社からなる「施工部会会員」
と太平洋マテリアル株式会社、日産化学株式会社および太平洋セメント株式会社の「材料部会
会員」によって構成されております（当工業会ホームページ　https://www.refrete.com）。

　・工法普及活動
　・施工管理士講習会による新規資格証の発行や5年毎に開催する更新講習会による継続した
技術の研鑽

　・技術研修会等を通じた技術者の育成、知識・技術の習得の支援
　・材料部会との連携による新材料、新工法の開発、長期耐久性の検証
　・発注者・管理者と連携した試験施工、リフリート工法適用物件の追跡調査
　以上の主な活動のほか、全国にある各支部（全8支部）にて支部施工部会会員会社と連携した
地域に根付く活動を実施しております。



〒114-0014  東京都北区田端 6-1-1 田端 ASUKAタワー 15F
TEL.03-3824-5812  FAX.03-3824-5813
〒060-0004　札幌市中央区北四条西 5-1-3 日本生命北門館ビル 7F
TEL.011-221-5855  FAX.011-251-5573
〒980-0804　仙台市青葉区大町 1-1-1 大同生命仙台青葉ビル 6F
TEL.022-221-4511  FAX.022-267-0208
〒114-0014  東京都北区田端 6-1-1 田端 ASUKAタワー 16F
TEL.03-5832-5241  FAX.03-5832-5271
〒453-0801　名古屋市中村区太閤 3-1-18 名古屋ＫＳビル 11F
TEL.052-452-7141  FAX.052-452-7140
〒541-0042　大阪市中央区今橋 2-3-16 MID 今橋ビル 3F
TEL.06-7669-7380  FAX.06-7669-7388
〒732-0828　広島市南区京橋町 1-23 大樹生命広島駅前ビル 5F
TEL.082-261-7191  FAX.082-261-7198
〒760-0050　高松市亀井町 7-15 セントラルビル 8F
TEL.087-833-5758  FAX.087-833-5181
〒810-0001　福岡市中央区天神 4-2-31 第 2サンビル 6F
TEL.092-781-5331  FAX.092-721-6444

本 部 事 務 局

北 海 道 支 部

東 北 支 部

東京・関東支部

中部・北陸支部

近 畿 支 部

中 国 支 部

四 国 支 部

九州・沖縄支部

https://www.refrete.com

https://www.taiheiyo-m.co.jp

●断面修復厚みが著しく大きく、修復個所においてはく落のおそれがある場合は、鉄筋の設置、アンカー、メッシュの取り付け等の
はく落防止対策を行ってください。
●外気温が５℃以下の場合は、作業を行わないでください。やむを得ず施工する場合は、シート等の覆いの他、ヒーター等の保温措
置を講じてください。

●施工中および施工後早期に強風、日射、降雨、降雪等の影響を受ける恐れがある場合は、シートで覆う等の養生を行ってくださ
い。
●練混ぜには、アルミニウム製の羽根は絶対に用いないでください。アルミニウム部材が摩耗し、施工後に異常膨張する恐れがあ
ります。
●粉体類の保管は、雨露等がかからず湿気の少ない場所を選び、パレット等を敷いて床面から離した状態で、ビニールシート等で
覆ってください。
●液体類の保管は、直射日光を避けるとともに、凍結を避けるために5℃以上、変質などによる劣化を防ぐために40℃以下で保管
してください。
●廃棄する場合は、産業廃棄物として専門処理業者に廃棄をご依頼ください。
●洗浄水等の排水は、水質汚濁防止法等の関連諸法令に従って廃棄してください。

●本カタログに記載される製品は、個別カタログに記載されている方法でご使用ください。
●本カタログに記載される製品をご使用する際は、眼、鼻、皮膚および衣類に触れぬよう保護具（ゴム手袋、保護めがね、マスク等）を
着用の上、ご使用ください。

●誤って眼に入った場合は、直ちに清水にて十分洗浄した後に速やかに医師の治療を受けてください。
●誤って飲用した場合は､無理に吐かせずに清水で十分に口内を洗浄した後に、速やかに医師の診察を受けてください。
●皮膚に付着すると肌荒れを引き起こすことがありますので、付着した場合は直ちに水洗いしてください。
●作業後は、手洗い、うがいをしてください。
●本カタログに記載される製品の安全上の取扱いに関して、詳細な内容を必ず安全データシート（ＳＤＳ）でご確認ください。

ご使用上の注意点

安全上の注意事項

このカタログの記載の諸性能および諸物性は、環境条件や使用条件などによりカタログと異なる結果を生じることがあります。
十分なご検討の上、ご使用頂きますようお願い申し上げます。このカタログの記載内容は、予告無しに仕様や取扱いを変更する
ことがありますので、ご了承ください。


