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本研究の目的

•表面吸水試験を、桟橋等の構造物下面に適用する
ための装置の開発を行う。

•海洋環境下でのコンクリート構造物のかぶりの塩害
抵抗性品質を非破壊で測定し、品質判定をする。

• 表面吸水試験により塩化物イオン拡散係数を推定する
供試体による検討
実構造物での検討



表面吸水試験（SWAT）について
の既往の研究



水かけ試験

粗なコンクリート
瞬時に水を吸い，垂れない

密なコンクリート
水を吸いにくく，表面を流れる

技術者のジャッジを定量化したい



原理・優位性
1. 水を作用させていること。

塩害，ASR，凍害，中性化など，コンクリートの
劣化は水の動きと関係。

2. 透水現象と吸水現象が同時に生じてい
るが、圧力は小さいため吸水現象が支
配的。
初期水頭300mmは，激しい降雨時にスラブに
作用する圧力よりも大きい程度（ただし壁面へ
の降雨圧力はもっと小さい）。（→組織を壊さな
い）

3. 目視で水漏れを確認できる。

4. 微細ひび割れも含めた評価。

5. 10分間の測定では，水の作用する深さ
はコンクリートの品質にもよるが最大で
10-15mm程度。鉄筋までのかぶり全体
でなく、施工の影響を受けやすい

表層を評価している。

コンクリート
表面

吸水カップ

水分浸透

目盛つき
シリンダー

300mmの
初期水頭

離れた位置から水漏れ



コンクリート構造物の劣化と水



表面吸水試験の開発経緯

既往の手法 1960年代～ BS1881
Initial Surface Absorption Test (ISAT)

・水頭が一定
・試験室レベルの測定実績が豊富
・現場では非破壊の手法が確立されていない
・光学センサによる自動化もあるが煩雑

著者ら横浜国大の方法
Surface Water Absorption Test (SWAT)

・真空パッドで反力を取り，
押し付けて固定（既往技
術の応用）

・水量を，水面の変化で
読み取る（既往技術の応
用）

・水頭が試験中に減少す
る特徴がある→影響のな
いことを確認

・目視読取りおよび
水圧センサー自動計測
→水圧が変化することを
逆手に利用

Porositester
・真空ポンプによる非破壊固定
・直径の影響
・注入時間の規定，評価手法なし

300mmの
初期水頭



設置手法と適用部材

吸水カップの固定・測定時全景 カップ下面からの水の注入

5秒程度で
注水完了

鉛直面（壁面，桁側面） 水平面上部（スラブ面） 円筒面（電柱）



現場での測定状況

PC箱桁内部足場での測定



養生と水セメント比の感度

型枠存置期間別 水セメント比別



地山

一次吹付けコンクリート

二次覆工コンクリート

路面

400mm 300mm

吸水カップ シリンダー部

検測孔

トンネル空間
約7000mm

トンネルへの適用事例



現在のSWAT試験機は装置から鉛直に
立てたチューブ内の水の時間ごとの水
頭を計測することにより試験を行う。

床版裏などでは水頭を取るための
チューブを立てるスペースをとることが
できない。

現行の表面吸水試験(ＳＷＡＴ)での問題点

外部に飛び出す水頭付与のシリンダーを用
いない表面吸水試験法の開発

ＳＷＡＴでは、コンクリート表面に雨による水圧(約3kPa)と
同等の圧力をかけながら吸水量を測定するので・・・



本研究の目的（再掲）

•表面吸水試験を、桟橋等の構造物下面に適用する
ための装置の開発を行う。
→現在特許出願の準備中であり、本報告会にて詳細を説明
することができず申し訳ありません。土木学会年次学術講演
会（2016年9月、東北大学）へ投稿済みです。

•海洋環境下でのコンクリート構造物のかぶりの塩害
抵抗性品質を非破壊で測定し、品質判定をする。

• 表面吸水試験により塩化物イオン拡散係数を推定する
供試体による検討
実構造物での検討



装置の開発

• 1年目(2014年度助成)の成果
• 構造物下面に適用する方法についてプロトタイプを作
製し、実現可能であることを示した。

• 測定精度については、改善が必要であった。



装置の開発
• 2年目(2015年度助成)の検討

• 測定精度を高める
• 電磁弁などを使用してプログラム制御により自動化を行う
こと

• 1年目の検証
• 測定のために内部に細かく配置した配管の中で空気や水
が配管壁面の粘性抵抗・摩擦抵抗などによりの内部の圧
力が一定になるまでに時間を要することが主原因

• 抵抗を減らすために注水する手順や配管の配置を見直す
ことで，精度が向上した。



精度のチェック



実構造物での検討



塩害抵抗性の表面吸水試験
による把握

•供試体による塩水浸漬試験（3ヶ月浸漬）によ
る検討

•パラメータ
• W/C=40，50，60%
• 養生方法
• セメント：高炉B種，普通，普通+20%フライアッシュ

•実構造物（一部は撤去実構造物）の検討



供試体による検討



供試体概要

材齢（日）　　0 2 7 54 56
水中養生 型枠存置 水中養生 水中保管

↑アルミテープでシール ↑SWAT試験
気中養生 型枠存置 気中養生 水中保管

↑アルミテープでシール ↑SWAT試験
標準養生 水中保管

↑アルミテープでシール ↑SWAT試験

型枠存置

室内保管

室内保管

室内保管



標準脱型

気中養生

水中養生

表面吸水
試験

塩分浸漬

予備

養生方法 作成本数

81本

使用用途

普通ポルトラ
ンドセメント

高炉セメント
B種

普通ポルトラ
ンドセメント+
フライアッシュ

供試体名 水セメント比 使用セメント

50

60

FA40

FA50

FA60

40

50

60

40

50

60

40

N40

N50

N60

BB40

BB50

BB60



打込み方向と測定面の関係



浸漬前の表面吸水試験



塩水浸漬

• 10%NaCL水溶液
• 20度環境
• 91日間浸漬
•密閉容器中のため濃度変化は殆どなし



塩分分析

•深さ方向にスライス
• スライス時の切断粉を回収して利用（粉砕の過程
を省略，狭い範囲のデータの収集） （林2015）

•蛍光X線による塩化物イオン濃度の測定



蛍光X線による塩分濃度測定



表面吸水試験結果

高炉B種セメント 普通ポルトランドセメント 普通ポルトランドセメント
＋フライアッシュ20%



塩化物イオンの拡散係数の結果

高炉B種セメント 普通ポルトランドセメント 普通ポルトランドセメント
＋フライアッシュ20%



塩化物イオン拡散係数と
10分時点での表面吸水速度



実構造物の測定
日程 名称 種類 調査内容と目的

2015年6月25,26日 桟橋構造物A 供用中の実構造物
（W県）

供用中の実構造物（補修工事の足
場を利用）にて装置の動作検証

2016年3月3日 供試体B 海洋暴露供試体
（X電力会社）

海洋暴露された供試体の表面吸水
試験およびコア採取による塩分測定

2016年3月14日 防波堤C
護岸D

供用中の実構造物
（Y県）

供用中実構造物の表面吸水試験お
よびコア採取による塩分測定

（一部は雨天のためコア持ち帰り後
に表面吸水試験の実施）

2016年3月24日 PC橋梁主桁E
RC橋梁主桁F

PC橋梁RC地覆G
RC橋脚H

塩害劣化した撤去
構造物

（土木研究所構造
物メンテナンス研究

センター）

撤去後した実構造物の表面吸水試
験およびコア採取による塩分測定

（一部雨天のためコア持ち帰り後に
表面吸水試験の実施）

2016年3月25日 桟橋スラブI 塩害劣化した撤去
構造物

（港湾空港技術研
究所所有）

撤去した実構造物の表面吸水試験
およびコア採取による塩分測定



桟橋構造物A



供試体B

•長期間海洋暴露供試体（暴露期間15年間）
•供試体の寸法は一辺900mmの立方体で，水セメ
ント比は60%，セメントは普通ポルトランドセメント
単体またはセメントのフライアッシュ30%置換のも
の，干満帯部または海岸に近い陸上部に設置さ
れている。



防波堤C

•建設後約40年の供用中の防波堤



護岸D

•建設後9年の護岸構造物
•飛沫帯



PC橋梁主桁E

•塩害環境の暴露期間は34年
•撤去後15年



RC橋梁主桁F

•暴露期間は74年



PC橋梁RC地覆G

•地覆の暴露期間は20年



RC橋脚H

•暴露期間34年、撤去後10年



桟橋スラブI

•暴露期間不明（仮に20年と設定）



供試体と実構造物の結果



本研究の成果
•傾斜部やスラブ下面などの様々な角度に適用でき，
注入作業や計測を自動化する表面吸水試験装置
を開発した。

• 3ヶ月の塩水浸漬を行った供試体について，塩化
物イオンの拡散係数と表面吸水速度との関係性を
把握した結果，ばらつきは大きいものの，正の相
関があることがわかった。セメント毎に整理すると
より相関が高くなった

•実環境で暴露された実構造物および供試体につ
いて，塩化物イオンの拡散係数と表面吸水速度と
の関係性を把握した結果，ばらつきが多く明確な
傾向は得られなかったが，供試体の結果とオー
ダーは同じであった。



今後の展望

•実構造物の当初の開発目標であったコア採取とい
う方法を用いずに非破壊で塩化物イオンの拡散係
数を推定する，というところまでは到達していない。
現時点では，単に物理的に塩化物イオン拡散係
数と表面吸水速度の関係をプロットしたに留まり，
詳細なメカニズムの検討まではできていない。

•実環境の違い，品質の経年変化，海洋環境特有
の影響（空隙の閉塞，自然治癒等）について検討
を行う。

•装置については小型化，実用化を検討。
→知的財産，製品化を進めている


