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日本防蝕工業株式会社
広域営業部
〒144－8555  東京都大田区南蒲田1－21－12
TEL 03－3737－8441   FAX 03－3737－8459

コンクリート電気防食工法

電気防食のパイオニア　日本防蝕工業が開発した
コンクリート電気防食システムです

高速道路・高架橋鉄道・港湾施設などのコンクリート施設を大切に維持管理するために、腐食防食のスペシャリストとして豊富
な経験と高度な技術を駆使したコンクリート電気防食工法を取り揃えています。

◎チタントレイ方式
施工が容易で断面補修が最小限の外部電源方式

◎照合電極　ＰｂＭ　5 型
鉄筋電位を長期にわたって正確にしめす照合電極

◎腐食センサー　ＣＳ５
塩分の浸透深さを明確に判定できるセンサー

◎遠隔監視制御装置
電話回線を用いて防食装置の稼働状況や、コンクリート中の鉄
筋電位を遠隔地の事務所等で一括監視できます。 
また、必要に応じて防食電位の設定等も行えます。

◎導電性塗料方式　Capron Coat
美観に優れたトップコートの外部電源方式
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コスト 工期 供用性 美観・景観 省資源・省エネ

株式会社ナカボーテック
事業統括部 RC推進部
〒104－0033　東京都中央区新川2－5－2
TEL. 03－5541－5803　FAX. 03－5541－5833

流電（犠牲）陽極方式電気防食工法　ALAPANEL方式
NETIS申請KT-070083

概　要
ALAPANEL 方式とは、アルミニウムと鉄がそれぞれ

持つ金属固有の電位差を利用して、コンクリート中の鋼
材に対し、防食電流を供給する鋼材の塩害対策工法です。

特　徴
1. 電気がいらない電気防食

直流電源装置が不要なため、配線配管の一部や一次
側の電力工事も不要です。電力供給が困難な構造物
や部分的な電気防食が可能です。電気料金も不要です。

2. メンテナンスフリーを実現
外部電源方式は、電圧 ･ 電流の調整および電源装置
の保守管理が必要でしたが、ALAPANEL 方式はこ
れらの点検が不要です。モニタリングが必要な場合
のみ、ごく一部に配線配管を行い電位管理します。

3. 施工方法改良により工期短縮
軽くて丈夫なアルミニウムを主材料としているため
加工 ･ 取付が容易です。条件に合わせ、接合にリベッ
トやアンカーボルトを使用することで迅速に設置で
き工期短縮が図れます。

4. 景観にとけこむパネル
ALAPANEL 表面はカラーリングが可能なため景観
と調和させることが可能です。（オプション別途相談）

仕　様

ALAPANEL 標準 400 × 500 × 13mm
質量 3.4kg/ 枚

期待耐用年数 20 年以上（標準厚）

施工手順
①施工前 : 対象面を洗浄し取付レール設置

②施工状況 : リベットでパネルをレールに接合

③施工完了：目地 ･ 端部をコーキングして完成

塩害をうけているコンクリート構造物の延命化対策
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