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既設コンクリート構造物におけるRCガーデックスの効果について

日本躯体処理株式会社

平成 26年 12月



1. 目的

既設コンクリート構造物に対して、中性化対策工としてRCガーデックスを用いた際の、コンクリート物性変化

（表層引張強度、小径コアによる圧縮強度）を確認する。

2. 評価概要

試験体として用いた構造物は、昭和31年に建設された北海道黒松内町の庁舎。竣工から58年経過した鉄筋

コンクリート造。表層引張強度については、RCガーデックスの施工前と施工後で比較。小径コアによる圧縮

強度については、RCガーデックス含浸面の表面から5ｃｍまでの深さの部分と、表面から5ｃｍ以上奥の部分

で比較する事とした。

3. 試験項目ならびに試験実施者

4. 報告書

① RCガーデックスによるコンクリート改質効果（別紙 1）

② 表層引張強度試験結果（別紙 2）

③ 小径コア圧縮強度試験結果（別紙 3）

5. 結果

表層引張強度試験結果 小径コア圧縮強度試験結果

N/ｍｍ2 N/ｍｍ2

2.97 15.4

3.99 21.7

日本躯体処理株式会社

昭和31年（築58年のコンクリート構造物）

鉄筋コンクリート造 地上2階建て

竣工

構造

設計者・工事監理者

発注者

平成 26年 4月 23日 ～ 平成 27年 2月 27日

田中組・スガワラ・久光工業特定建設工事共同企業体

株式会社アトリエブンク

黒松内町長　鎌田満

黒松内町庁舎耐震改修等建築主体工事

全体工期

受注者

工事名

RCガーデックス防錆強化剤・RCガーデックス防水用使用材料

小径コア採取・圧縮強度試験

表層引張強度試験

株式会社イノベックス（ソフトコアリング協会 会員番号07-04）

日本躯体処理株式会社（株式会社田中組 立ち合い）

RCガーデックス施工前

表面5ｃｍ迄の深さの強度RCガーデックス施工後

表面5ｃｍ以上奥の深さの強度

平成 26年 12月



試験概要

既設コンクリート構造物に対して、中性化対策工としてRCガーデックスを用いた際の、コンクリート物性変化

（表層引張強度、小径コアによる圧縮強度）を確認する。

試験体として用いた構造物は、昭和31年に建設された北海道黒松内町の庁舎。竣工から58年経過した鉄筋

コンクリート造。表層引張強度については、RCガーデックスの施工前と施工後で比較。小径コアによる圧縮

強度については、RCガーデックス含浸面の表面から5ｃｍまでの深さの部分と、表面から5ｃｍ以上奥の部分

で比較する事とした。

工事場所：北海道 黒松内町庁舎 RCガーデックスの施工 ：平成 26年 8月

建設時期：昭和 31年（築年数 58年） 施工後の試験実施時期：平成 26年 11月

●既設コンクリートでの表層引張強度試験

N/ｍｍ2

2.97

3.99

※測定数5つの平均値

●既設コンクリートでの圧縮強度試験

N/ｍｍ2

15.4

21.7

※測定数6つの平均値

●RCガーデックスによるコンクリート改質効果

RCガーデックスを施工する事で、コンクリートの表層が緻密化されコンクリートへの炭酸ガス侵入が抑えられ

る事から、中性化対策として十分な効果が得られた。

表層引張強度は施工前の130％以上の強度向上に、圧縮強度においては施工前の140％以上

の強度向上となったのは、RCガーデックスによるコンクリート改質効果によって得られた実証結果

である。

※数値は試験結果であり保証値ではありません。

RCガーデックス施工後

表面5ｃｍ迄の深さの強度

表面5ｃｍ以上奥の深さの強度

141％に向上!!

134％に向上!!
RCガーデックス施工前

（北海道黒松内町庁舎）

RCガーデックスによるコンクリート改質効果

（別紙1）

　 施工後の強度

　 施工後の強度



表層引張強度試験結果

（北海道黒松内町庁舎）

平成 26年 12月

日本躯体処理株式会社

（別紙2）



1. 目的

既設コンクリート構造物において、RCガーデックスによるコンクリート改質効果を評価する。

評価方法としては、施工前と施工後で表層引張強度を比較する方法を取った。

2. 建物及び工事の概要

3. 試験方法

表層引張強度試験機を用いて、コンクリート表層部分の引張強度を測定する事で、コンクリートの改質

度合い（緻密化）を確認する。

【供試体作製】

① RCガーデックス施工前に、表層引張強度試験を実施。（平成26年7月24日）

② RCガーデックス防錆強化剤ならびに、RCガーデックス防水用を施工。（平成26年8月27・28日）

③ RCガーデックス防錆強化剤ならびに、RCガーデックス防水用を施工後、3ヶ月で表層引張強度試験

　　を実施。（平成26年11月27日）

4. 試験手順

a）測定面に40×40ｍｍの切り込みを入れ、速硬型エポキシボンドで引張用鋼製治具を張り付ける。

b) エポキシボンドが十分に硬化した事を確認した後、試験機のテンションロッドを取り付ける。

ｃ）除々に負荷を加えていき、破断した時の最大点応力を表層引張強度とする。

表層引張強度（N/ｍｍ
2
）＝最大試験力（N）÷1600ｍｍ

2
（鋼製治具の面積）

使用材料

竣工

受注者

全体工期

構造

工事名

発注者

設計者・工事監理者

試験実施者 日本躯体処理株式会社（株式会社田中組 立ち合い）

RCガーデックス防錆強化剤・RCガーデックス防水用

昭和31年（築58年）

鉄筋コンクリート造 地上2階建て

平成 26年 4月 23日 ～ 平成 27年 2月 27日

田中組・スガワラ・久光工業特定建設工事共同企業体

株式会社アトリエブンク

黒松内町長　鎌田満

黒松内町庁舎耐震改修等建築主体工事



5. 試験結果

1

2

3

4

5

平均値 100

1

2

3

4

5

平均値 134

5. 試験状況

建物外観 工事標識

評価した部位（雨がかりのない柱側面） 測定箇所に印を付ける

試験力
（N）

-

-

3.47

2.69

3.45

3.18

最大応力
（N/ｍｍ2）

4.02

4.85

3.78

2.97

RCガー
デックス
塗布有り

強度比

5,086

-

5,548

2.08

5,552

- 3.99

3.47

3.84

3,322

RCガー
デックス
塗布無し

5,522

4,297

6,045

7,767

6,438

6,137



印に沿って表層に切り込みを入れる マスキングを施し張り付けボンドのはみ出しを防ぐ

張り付けボンドの塗り付け 鋼製治具の張り付け

ボンドの硬化を確認して引張試験を実施 破断時の最大荷重を読み取る

試験完了状況



6. 測定部位の状況

測定前状況

RCガーデックス施工前 測定部位の状況

RCガーデックス施工後 測定部位の状況



（別紙3）

小径コア圧縮強度試験結果

（北海道黒松内町庁舎）

平成 26年 12月

日本躯体処理株式会社



1. 試験内容 小径コアによるコンクリート圧縮強度試験

2. 試験箇所 黒松内町庁舎 1階 柱

3. 試料番号 No,1～12
No,1・3（柱No,Xa6）、No,5・7（柱No,Xa7）、No,9・11（柱No,Xa9）・・・表面から5ｃｍ位迄の位置

No,2・4（柱No,Xa6）、No,6・8（柱No,Xa7）、No,10・12（柱No,Xa9）・・・表面から5ｃｍ以上奥の位置

4. 試料採取日 平成 26年 11月 27日

5. 試験日 圧縮強度試験：平成 26年 12月 2日、3日

6. 試験実施者 株式会社イノベックス

ソフトコアリング協会　会員番号07-04

7. 結果まとめ

コンクリート表面から5ｃｍ迄の深さの強度 コンクリート表面から5ｃｍ以上奥の深さの強度

No,1 No,2

No,3 No,4

No,5 No,6

No,7 No,8

No,9 No,10

No,11 No,12

平均値 平均値

圧縮試験による試料の破壊形態は、全て（a）または（b）であった。

圧縮試験による小径コア試料の破壊形状は、下図の4パターンに分類される。

（a）（b）・・・正常な破壊形態

（c）　　・・・ 圧縮強度が低く出る傾向にある

（d）　　・・・ 圧縮強度が高く出る傾向にある

8. 総評

圧縮強度の結果としては、採取位置ごとのバラつきはあるものの、同箇所の差異は非常に小さい事と、試験

による試料の破壊形状からも、信頼度の高い結果が得られた。

RCガーデックスを施工する事で、コンクリートの表層部が緻密に改質され、圧縮強度の向上が実証された。

11.7

11.8

20.4

22.8
柱No,Xa7

柱No,Xa9 柱No,Xa9

柱No,Xa7

柱No,Xa6柱No,Xa6

試料No, 試料No,

11.7

13.7

（N/mm2）

圧縮強度

18.5

18.9

（N/mm2）

圧縮強度

12.0

16.1

31.3

33.2

21.7 15.4

（a）円錐状のブロックが残る。
（b）斜めの面で破壊し、2つに分かれる。モル

タル面で破断したような跡が認められる。

（c）破壊後に2つに分かれる。大きな粗骨材

面で滑ったような跡が認められる。

（d）載荷方向に直行する断面全体にわたる

大きな粗骨材があり、モルタルが圧壊したよ

うな形状を示す。



鉄筋探査（試料採取位置の確認）状況 実施日

建物名・試験箇所 実　施　者　

NO.1・2・3・4

使用機材　：　ＲＣレーダー　ＮＪＪ95Ａ

　　　　　　　　　日本無線（株）

2014/11/27

黒松内庁舎　1F柱 (株)イノベックス

試験箇所番号

試験箇所番号

NO.5・6・7・8

使用機材　：　ＲＣレーダー　ＮＪＪ95Ａ

　　　　　　　　　日本無線（株）

試験箇所番号

NO.9・10・11・12

使用機材　：　ＲＣレーダー　ＮＪＪ95Ａ

　　　　　　　　　日本無線（株）



コア削工状況 実施日

建物名・試験箇所 実　施　者　

　使用機種　：　ダイヤコアドリル　TS-092

　使用機種　：　ダイヤコアドリル　TS-092

　使用機種　：　ダイヤコアドリル　TS-092

2014/11/27

黒松内庁舎　1F柱 (株)イノベックス

試験箇所番号

NO.1・2・3・4

　　　　　　　　　　1000ｒｐｍ　　(株)シブヤ製

　コアビット　：　内径25φ、外形32φ

試験箇所番号

NO.5・6・7・8

　　　　　　　　　　1000ｒｐｍ　　(株)シブヤ製

　コアビット　：　内径25φ、外形32φ

試験箇所番号

NO.9・10・11・12

　　　　　　　　　　1000ｒｐｍ　　(株)シブヤ製

　コアビット　：　内径25φ、外形32φ



試料採取完了 実施日

建物名・試験箇所 実　施　者　

　試料番号 NO.1・2・3・4

　

NO.1・3 表面から5ｃｍを試験

NO.2・4 表面から5ｃｍより深い位置を試験

　試料番号 NO.5・6・7・8

　

NO.5・7 表面から5ｃｍを試験

NO.6・8 表面から5ｃｍより深い位置を試験

　試料番号 NO.9・10・11・12

　

NO.9・11 表面から5ｃｍを試験

NO.10・12 表面から5ｃｍより深い位置を試験

2014/11/27

黒松内庁舎　1F柱 (株)イノベックス

試験箇所番号

NO.1・2・3・4

試験箇所番号

NO.5・6・7・8

試験箇所番号

NO.9・10・11・12



補修完了 実施日

建物名・試験箇所 実　施　者　

・補修用ポリマーセメントモルタル充填

・補修用ポリマーセメントモルタル充填

・補修用ポリマーセメントモルタル充填

2014/11/27

黒松内庁舎　1F柱 (株)イノベックス

試験箇所番号

西ＮＯ．１－①・②

試験箇所番号

NO.5・6・7・8

試験箇所番号

NO.9・10・11・12



試料採取完了 実施日

建物名・試験箇所 実　施　者　

・全資料　12本

2014/11/27

黒松内庁舎　1F柱 (株)イノベックス

試験箇所番号

NO.1～12

試験箇所番号

NO.1～12

試験箇所番号



圧縮強度試験 実施日

試験機関

試験前

試験中

試験後

2014/12/3

一財）日本品質保証機構


