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PI-Slit工法(ピーアイスリット工法)
NETIS登録 No. KT-090033-A

本工法は、外部電源装置を用いた線状陽極方式の電気
防食工法のひとつで、コンクリート表面に切削した幅
5mm程度の溝にチタングリッド陽極を設置後、高い流
動性を有したセメントモルタルを注入（Pour）方式も
しくは圧入（Inject）方式にて充てんする工法です。

■特長

（１）コスト低減・工期短縮
陽極設置溝を小さくすること、陽極被覆の施工の合理

化により施工速度が向上し、工期短縮とコスト低減が図
れます。

（２）品質・耐久性の向上
流動性の高い陽極被覆材料の使用により、確実な溝充

てんによる品質の向上が図れます。また、陽極には高純
度チタンに混合酸化貴金属皮膜を施したチタングリッド
陽極を使用しているため、耐久性が向上します。

（３）機能向上
設計条件に応じて、チタングリッド陽極を適切に配置

するため、構造物の状況に応じた最適な防食が可能とな
ります。また陽極設置溝を小さくすることで、既設構造
物への損傷ダメージを最小限に抑えることができます。

■実績
これまでに PC橋梁、RC桟橋に本工法が採用されて

います。
1）西湘バイパス滄浪橋塩害補修工事（2008 年）
2）維持第A-23 号吉身跨線橋補修工事（2009 年）
3）呼子港 ( 呼子地区 ) 改修 ( 地方 ) 工事（2010 年）

■更なるコスト低減への取り組み
本工法の更なるコスト低減と適用範囲の拡大を図るた

め、以下の改良を行いました。

（１）陽極幅のバリエーションの追加
これまでの 15mm幅、20mm幅のチタングリッド陽極
に加え、10mm幅の陽極も新たに追加し、コスト低減を
可能にするとともに、かぶり不足の構造物にも適用可能
となりました。

（２）陽極設置方法の改良
防食性能を確保させながら、溝切削量を低減させるこ

とを目的として、切削溝 1本につき 2枚の陽極を設置す
る方法を確立しました。
対象構造物の劣化状況に応じて、上記（１）、（２）の

最適な選定を行うことで、より確実で経済的な防食が可
能となります。

－PI-Slit工法－ －陽極設置方法－
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工期 安定性 耐久性 強度 災害・復旧

三井化学産資株式会社
環境資材事業部土木資材部
〒113－0034　東京都文京区湯島三丁目39－10
TEL. 03－3837－1581　FAX. 03－3837－5818

盛土・地盤補強用ジオグリッド　テンサー
浸透性耐久グラウト材　グランドエース

盛土・地盤補強用ジオグリッド　テンサー
テンサーはポリオレフィンを原料とする格子状のジオグリッドです。テン
サーは連続成型により製造されるため品質は均一であり、更に一軸又は二軸方
向に延伸することにより必要な強度が付与されています。原料のポリオレフィ
ン（高密度ポリエチレン・ポリプロピレン）は環境に優しく耐薬品性に優れ、
酸性土やアルカリ性土に対しても安定した性能を示します。またその形状から
土の拘束力が強く強固な盛土を形成する優れたジオグリッドです。

■特長
・一体網目構造が、土砂を強固にインターロックします。
・軽量かつ切断・接続などの加工も容易なため、施工性に優れます。
・適度な屈曲性を持ちますので、現場の条件に応じた施工が簡便にできます。
・耐酸性、耐アルカリ性、に優れ、厳しい環境条件下での長期使用が可能です。

浸透性耐久グラウト材　グランドエース
耐久性・浸透性に優れたグラウト材です。従来の水ガラス系とは異なった無
機系・懸濁型グラウト材であり、注入された後、地盤成分と反応し固化するこ
とで、現地盤を乱さず地盤補強できます。注入後の地盤は、極めて安定性に優
れ、地盤の強化、液状化防止等の効果を発揮します。材料の調合性、作業性な
らびに注入の施工性に優れています。

■特長　　　　　　　　　　　　　　　　■概要図
・高い耐久性　　　　・優れた浸透性
・安定した圧縮強度　・環境適合性
・コンパクトな設備

■用途
・橋脚・タンク・建屋
ボックスカルバート等の基礎強化
・港湾・河川護岸の強化
・耐久性を求められる止水
・液状化防止

盛土・地盤補強用ジオグリッド テンサー 

 浸透性耐久グラウト材  グランドエース 
社名 三井化学産資株式会社 

事業部名 環境資材事業部土木資材部 

住所 東京都文京区湯島三丁目39-10 

                             TEL 03-3837-1581   FAX 03-3837-5818      ここにお申込書にご記入頂いたアピールポイントが記載されます。 
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ボックスカルバートの基礎補強    立抗底盤の改良 
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盛土・地盤補強用ジオグリッド テンサー 

 浸透性耐久グラウト材  グランドエース 
社名 三井化学産資株式会社 

事業部名 環境資材事業部土木資材部 

住所 東京都文京区湯島三丁目39-10 

                             TEL 03-3837-1581   FAX 03-3837-5818      ここにお申込書にご記入頂いたアピールポイントが記載されます。 

盛土・地盤補強用ジオグリッド テンサー

テンサーはポリオレフィンを原料とする格子状のジオグリッドです。テンサーは

連続成型により製造されるため品質は均一であり、更に一軸又は二軸方向に延

伸することにより必要な強度が付与されています。原料のポリオレフィン（高密

度ポリエチレン・ポリプロピレン）は環境に優しく耐薬品性に優れ、酸性土やア

ルカリ性土に対しても安定した性能を示します。またその形状から土の拘束力

が強く強固な盛土を形成する優れたジオグリッドです。  

 

 
テンサーＦＷ工法 

 

 

 

 

■特長 

・一体網目構造が、土砂を強固にインターロックします。 

・軽量かつ切断・接続などの加工も容易なため、施工性に優れます。                              

・適度な屈曲性を持ちますので、現場の条件に応じた施工が簡便にできます。 

・耐酸性、耐アルカリ性、に優れ、厳しい環境条件下での長期使用が可能です。 テンサーマットレス工法 

 

浸透性耐久グラウト材 グランドエース 

耐久性・浸透性に優れたグラウト材です。従来の水ガラス系とは異なった無機

系・懸濁型グラウト材であり、注入された後、地盤成分と反応し固化することで、

現地盤を乱さず地盤補強できます。特に液状化地盤の強化に適しています。材

料の調合性、作業性ならびに注入の施工性に優れ、且つ材料中の六価クロム

は検出限界値未満です。 

■特長                     ■概要図 

・高い耐久性     ・優れた浸透性 
ボックスカルバート下部の液状化防止工事 ・安定した圧縮強度 ・環境適合性 

・コンパクトな設備 

 
橋脚耐震補強        既存タンク基礎地盤補強 

 

 

 

 

 

ボックスカルバートの基礎補強    立抗底盤の改良 

■用途 

・橋脚・タンク・建屋 

ボックスカルバート等の基礎強化 

・港湾・河川護岸の強化 

・耐久性を求められる止水 

・液状化防止 
基礎地盤沈下対策工事 

盛土・地盤補強用ジオグリッド テンサー 

 浸透性耐久グラウト材  グランドエース 
社名 三井化学産資株式会社 

事業部名 環境資材事業部土木資材部 

住所 東京都文京区湯島三丁目39-10 

                             TEL 03-3837-1581   FAX 03-3837-5818      ここにお申込書にご記入頂いたアピールポイントが記載されます。 

盛土・地盤補強用ジオグリッド テンサー

テンサーはポリオレフィンを原料とする格子状のジオグリッドです。テンサーは

連続成型により製造されるため品質は均一であり、更に一軸又は二軸方向に延

伸することにより必要な強度が付与されています。原料のポリオレフィン（高密

度ポリエチレン・ポリプロピレン）は環境に優しく耐薬品性に優れ、酸性土やア

ルカリ性土に対しても安定した性能を示します。またその形状から土の拘束力

が強く強固な盛土を形成する優れたジオグリッドです。  

 

 
テンサーＦＷ工法 

 

 

 

 

■特長 

・一体網目構造が、土砂を強固にインターロックします。 

・軽量かつ切断・接続などの加工も容易なため、施工性に優れます。                              

・適度な屈曲性を持ちますので、現場の条件に応じた施工が簡便にできます。 

・耐酸性、耐アルカリ性、に優れ、厳しい環境条件下での長期使用が可能です。 テンサーマットレス工法 

 

浸透性耐久グラウト材 グランドエース 

耐久性・浸透性に優れたグラウト材です。従来の水ガラス系とは異なった無機

系・懸濁型グラウト材であり、注入された後、地盤成分と反応し固化することで、

現地盤を乱さず地盤補強できます。特に液状化地盤の強化に適しています。材

料の調合性、作業性ならびに注入の施工性に優れ、且つ材料中の六価クロム

は検出限界値未満です。 

■特長                     ■概要図 

・高い耐久性     ・優れた浸透性 
ボックスカルバート下部の液状化防止工事 ・安定した圧縮強度 ・環境適合性 

・コンパクトな設備 

 
橋脚耐震補強        既存タンク基礎地盤補強 

 

 

 

 

 

ボックスカルバートの基礎補強    立抗底盤の改良 

■用途 

・橋脚・タンク・建屋 

ボックスカルバート等の基礎強化 

・港湾・河川護岸の強化 

・耐久性を求められる止水 

・液状化防止 
基礎地盤沈下対策工事 

橋脚耐震補強        既存タンク基礎地盤補強 

 

 

 

 

 

ボックスカルバートの基礎補強    堤防・堤体の補強

（財）土木研究センター建設技術審査証明（第0901号）H14.11

NETIS登録No.CB-060026-A
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