
サンマテラーアクアバンク®施工例　
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荷　姿 :  18 リットル缶
主成分：  超微粒子ケイ酸水溶液

仕　　様

平均塗布量　200cc/ ㎡ (1 回塗布 )

色   相：  無色透明

施工管理

販売店

SDSあり

乾燥収縮以外に起因するひび割れは要求性能に含まれません。
このカタログ記載の商品は、予告なしに仕様や取扱いを変更する場合
があります。

TEL| 03-5727-9181 FAX| 03-6796-3181
http//:sankikako.com/

排水路

サンマテラー
アクアバンク
18リットル

水
36リットル

54
リットル＋ =

270㎡ /缶一缶あたりの使用量　

施　  工

注意点
材料が流れ落ちるような降雨、水が凍結する
ような環境下では、施工をしないでください。
原液に対し3倍希釈です。（厳守）
希釈は、水道水を使用し海水、汚染水等は絶対
に使用しないでください。また、過小過剰な
塗布は、製品の性能を保つことは出来ませんの
でご注意ください。

鉛直面は型枠脱型直後、スラブ、土間打設し
歩ける状態になったら1回低圧散布します。
斑なく塗布してください。

塗布後、速やかに含浸しコンクリート面から
濡れ色が引くともとの状態になります。
ツヤも全くありません。施工完了箇所を
チョーク等でマーキングして管理してください。

製造発売元

サンキ化工株式会社
〒157-0073 東京都世田谷区砧3-31-16

初期のケアが品質を左右します
初期養生の目的とは

コンクリート初期養生の要点は、脱型直後
（鉛直面）及び打設後（水平面）の、表層部
の水分蒸散を抑え、水和反応を促進させて
緻密化させることです。
表層部の緻密化により内部の水分蒸散を
抑え長期的な水和反応を得ることが可能
です。水和物に満たされた空隙の少ない緻
密なコンクリートこそが乾燥収縮ひび割
れの少ない耐久性のあるコンクリートと
なります。

激しい水分蒸散により、水和反応が不十分
な状態で硬化すると、コンクリート内部に
は無数の毛細管空隙（µm1/1000mm)
が出来て、それらが繋がるとひび割れが発
生します。ひび割れからは常に雨水、二酸
化炭素、塩化物イオン、NOX、SOX等が入
り込み内奥部まで広がっていきます。これ
が原因で、中性化 =>不動態被膜の消失･
破壊 =>腐食（酸化）･体積膨張  => 爆裂
等々の諸問題が発生しコンクリートの耐
久性が損なわれます。

ひび割れこそが劣化の始まり

適切な初期養生で、乾燥収縮ひび割れを低
減させることは、コンクリート劣化誘引物
質の侵入を抑えることになります。
また、長期的な水和反応により、コンク
リート内部を水和物で満たして毛細管空
隙が少なくすることが、圧縮強度、曲げ強
度の増進にもつながります。
初期養生は、コンクリート長寿命化には欠
かせないプロセスなのです。

初期養生と長寿命化



含浸養生剤
サンマテラ-アクアバンク®

含浸養生剤
サンマテラ-アクアバンク®

従来技術による一般工法

従来技術による一般工法

被膜養生

散水・シート養生

無機水性　 有機エマルション　
含浸性　被膜形成なし　

成分流失の恐れ
影響なし 紫外線劣化あり

多少の降雨時でも施工可 多少の降雨時では施工不可
施工翌日には冠水可 完全乾燥まで冠水不可

被膜形成

成分流失なし

使用工具への支障（ノズルの詰り）使用工具への支障なし
問題なし 問題あり

施工可能

脱型直後一回塗布で完了

施工不可

シート掛けし5日間散水監理
必要に応じて仮設設置
影響なし
特に必要なし
施工後半日で開放 施工期間に５日間が必要

揚重機・散水車の手配・設置
強風時はシートがめくれる
揚重機・散水車のスペース確保

紫外線による影響

塗料形態
乾燥後の状態

降雨作業による影響
環境負荷

冠水のタイミング
使用工具の問題
上塗り付着性
喫水ラインにおける施工

作業工程

品質管理

養生のためのコスト

　　　　〃　　　（場  所）
その他の諸条件   （強  風）

　　　　〃　　　（スラブ）

土日祭日含め、炎天下におけるタイムリー
な散水による困難な品質管理

塗布するタイミングと適切な塗布量による
簡易な品質管理

新技術 NETIS 登録 OKK-160001-VE
New Concrete Chemical
サンマテラーアクアバンク® 無機水性 被膜形成

ゼロ
超微粒子含 浸

環境に優しい無害の養生剤
上塗り付着を妨げない
含浸タイプなので紫外線劣化、波力劣化とは無縁

サンマテラーアクアバンク® の主成分はナノ (1/10 億
メートル ) シリカ粒子。塗布後、コンクリートに速やか
に含浸し、未水和の水酸化カルシウム等と反応し、粘

含浸養生による化学的反応でひび割れ低減

【製品特徴】

長期的な効果持続

【採用のメリット】
従来技術 (散水シート養生）よりも大幅に工期及びコスト短縮

従来の被膜養生よりも扱いが簡易で環境に優しい

長期的な反応によりコンクリートの品質が向上、長寿命化に貢献

【製品効果】
乾燥収縮ひび割れ低減
中性化低減
圧縮強度、曲げ強度増進

NaSiO3+Ca(OH)=CaSiO3

従来技術との比較

張性のある不溶性ゲル状物質を生成しコンクリート表層
部を緻密化し、内部に溜め込んでいる水和反応に必要な
水分蒸散を防ぎます。

コンクリートの耐久性を高めるサンマテラーシリーズ

素地そのままの仕上がり



従来技術
被膜養生

初期のケアが品質を左右します

NETIS登録　OKK-160001-VE
国土交通省新技術情報提供システム

初期のケアが品質を左右します

国土交通省新技術情報提供システム

超微粒子含浸性コンクリート養生剤

サンキ化工株式会社
Sanki Chemical Inc.

SUN MATERA  AQUA  BANK
サンマテラーアクアバンク®

含浸養生剤
サンマテラ-アクアバンク



乾燥収縮ひび割れ低減
長さ変化率試験　JIS A 1129-3
コンクリート配合　18-8-40

中性化低減

曲げ強度増進

フェノールフタレイン試験　JIS A 1152

圧縮強度
コンクリート配合　18-8-40

0 1 2 3 4 5

含浸養生
散水シート養生

付着性向上（プライマー効果）

2.0

2.5
含浸養生
散水シート養生

モルタル配合：セメント1砂 1
アタッチメント試験      N3

単位N/mm2

養生効果の評価ポイントであるコンクリー
トの長さ変化率を、サンマテラーアクアバ
ンク®（含浸養生）と散水シート養生とで比
較すると、経時と共にその効果の差が現れ
てきます。サンマテラーアクアバンク®（は、
コンクリート内部で化学的反応をし、長期
間に渡り養生効果を発揮します。

コンクリート配合18-8-40 養生期間：1年7ヶ月

圧縮強度試験

コンクリート配合　18-8-40 養生期間565日曲げ強度試験

単位10-6mm

サンマテラーアクアバンク® を、新設コンクリートに塗布することで、
従来の散水シート養生と比べて経時ごとに圧縮強度、曲げ強度の伸び
が確認されます。コンクリート中の結晶増殖が進み緻密化することで
圧縮強度、曲げ強度が増進します。

サンマテラーアクアバンク® は、プライマー
の役目もあります。試験結果には付着の
ばらつきがありませんでした。塗布面は
親水性となり、被膜形成をしない為、余
分な界面がなく、上塗りの付着を妨げま
せん。

安　全　性

海面埋立処分による適用項目の溶出試験結果（沖縄環境保全研究所）
サンマテラーアクアバンク®

をコンクリートブロック・ケー
ソン等の港湾土木建築物に塗布
し、海中に埋設しても環境には
無害であり藻場形成に影響を与
えることはありません。　

サンマテラーアクアバンク® 塗布によ
り、コンクリート中の未水和状態の水
酸化カルシウムと化学的反応を起こす
ことで、炭酸が水酸化カルシウムと結
合する量が大きく軽減するため中性化
の進行が低減されます。

中性化低減は従来技術の6倍！

アルキル水銀化合物 (mg/L)

水銀又はその化合物 (mg/L)

カドミウム又はその化合物 (mg/L)

鉛又はその化合物 (mg/L)

六価クロム化合物 (mg/L)

ヒ素又はその化合物 (mg/L)

セレン又はその化合物 (mg/L)

不検出 (0.0005 未満 )

0.0005 未満

0.03 未満

0.03 未満

0.05 未満

0.03 未満

0.03 未満

昭和 46年環告 59号付表 2

昭和 46年環告 59号付表 1

JIS K0102 55.1

JIS K0102.54.1

JIS K0102 65.2.2

JIS K0102 61.1.2

JIS K0102 67.2

検出されないこと

0.005mg/L 以下

0.3mg/L 以下

0.3mg/L 以下

0.3mg/L 以下

0.3mg/L 以下

1.5mg/L 以下

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

試験項目 試験結果 試験方法 基準値 結果

単位10-6mm

-350

-300

-250

-200

-150

-100

含浸養生
散水養生

6ケ月3ケ月8週4週1週

-320

-346

コンクリートの級
標　　準
高　　級
特　　級

乾燥収縮ひずみ
650~800×10-6
500~650×10-6

500×10-6 以下

サンマテラ-アクアバンク
中性化深さ0.5mm

散水シート養生
中性化深さ3.0mm

3.98N/mm2

4.73N/mm2 従来技術に対して119%の増進
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コンクリートの耐久性を高めるサンマテラーシリーズ


