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海岸沿いの道路橋主桁でのシラン系表面含浸材
の施工方法に関する基礎的研究
―高湿環境下での施工上の留意点の整理に向けて―
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海岸沿いの道路橋では、コンクリート主桁の塩害対策としてシラン系表面含浸材が選択され
ることがある。主桁は道路橋を構成する部材の中で水セメント比が比較的小さく、強度も高い。
また、海岸沿いは湿度が高く、主桁の含水率は大きい傾向にある。このような条件下で主桁の
表層にシラン系表面含浸材を確実に含浸させるための施工上の留意点の整理に向け、主桁配合
のコンクリートを使用して種々の実験を行った。シラン系表面含浸材の含浸に及ぼす配合や塗
布方法の影響は小さい一方で、水分の影響は大きかった。また、加温や乾燥空気の送気は含水
率の低下に効果的である知見を得た。さらに、表層の含水率の管理方法についても考察した。
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1. はじめに
日本海、津軽海峡、太平洋および内浦湾に面している
函館開発建設部管内には、海岸沿いに建設されたコンク
リート構造物が多い。このため、この管内では飛来塩分、
水および酸素がコンクリート内部へ侵入し、鋼材を腐食
させる塩害に対する耐久性の確保が厳しく要求される。
特に、道路橋のコンクリート主桁の塩害は耐荷力の低下
につながることもあり、安全性への影響が懸念される。
一般に、主桁は道路橋を構成する部材の中で水セメント
比が比較的小さく、強度は高い。しかし、図-1に示すよ
うに、海岸沿いに位置する道路橋の主桁において、塩化
物イオンが深部まで侵入している事例も確認されており、
主桁においても適切な塩害予防対策が必要と言える。そ
の一方で、これまでに建設された膨大な数のコンクリー
ト構造物の維持管理を厳しい財政事情の下で進めている
現状に鑑み、ライフサイクルコストの縮減・平準化を重
視し、最小の費用で最大の予防保全効果が得られるよう
に努めることも要求される。
塩害予防技術の一つにシラン系表面含浸材がある。シ
ラン系表面含浸材は、撥水機能を有するアルキル基など
で構成されるシランモノマーやシランオリゴマーを主成
分とし、外部からの水や塩化物イオンの侵入を抑えるた
めにコンクリート表層を疎水化させる浸透性の保護材で
ある（写真-1）。写真-2に施工状況の一例を示す。施工
が容易で経済性に優れ、施工後も部材の外観を変化させ
ないなど様々な長所を有している。シラン系表面含浸材
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図-1

函館開発建設部管内の海岸沿いにある供用35年経過の
道路橋PC主桁で実施された塩害特定点検の結果の一例
↓塗布面（写真の上面）

写真-1

シラン系表面含浸材を施工したコンクリートを割裂
した断面に水を噴霧したときの様子（含浸によって
疎水化した表層には水が付着していない）

写真-2

シラン系表面含浸材の施工状況の一例

に関しては、現在、北海道開発局管内の道路橋地覆での
施工後の追跡調査でも、適切に製品を選定・施工するこ
とで少なくとも10年以上、塩化物イオンの侵入が抑えら

表-2 3章(1)のコンクリートの配合

表-1 実験で使用したシラン系表面含浸材
製品 メーカー
a
A
b
B

成分
アルコキシシラン
アルコキシシラン

設計・施工に
関する
議論

メーカーA

コンサル

外観
液状
液状

有効成分
90%以上
95%以上

知見

内容
メーカーB

実験（製品b）
知見

とりまとめ
（本論文は現段階までの中間報告）

図-2

配 水セメント比
使用
合
(%)
セメント
1
45
普通
2
37
普通

水
150
150

単位量(kg/m3)
セメント 細骨材
333
787
405
742

粗骨材
1044
1027

表-3 3章(1)の実験水準

設計・施工に
関する
議論

著者
実験（製品a）

塗布量
0.3kg/m2
0.6㍑/m2

研究の進め方

れることが確認されている1)。さらに、近年は吸水抑制
と防錆の2種類の機能を付与し、腐食速度の上昇を抑え
るタイプの表面含浸材も市販されている2)。
なお、高い効果を得るには、シラン系表面含浸材をコ
ンクリート表層へ確実に含浸させる必要がある3)。特に、
海岸沿いの道路橋の主桁は、水セメント比が小さくて強
度が高いことに加え、湿度が高い環境下にあることから
コンクリートの含水率は大きい傾向にある。このような
厳しい条件下で適切な施工を行うには、施工に及ぼすこ
れらの制約条件の影響を明らかにした上で解決策を整理
し、施工へ反映させることが大切である。
このことに鑑み、著者らは、海岸沿いに位置する道路
橋の主桁へシラン系表面含浸材を施工する際の留意点の
整理に向け、研究を進めている。本論文では、これまで
の研究で得た知見について述べる。

2. 研究の進め方
実験で使用するシラン系表面含浸材として、北海道開
発局道路設計要領の仕様4)を満足する製品の中から、函
館開発建設部管内の海岸沿いの道路橋での採用実績を有
するa、bの2種類を選定した。表-1に使用したシラン系
表面含浸材の諸元を示す。2種類とも無溶剤系である。
図-2に研究の進め方を示す。本研究では、この2種類
に詳しいメーカーA、Bと主桁配合コンクリートにシラ
ン系表面含浸材を塗布する実験を行い、その結果をもと
に、函館開発建設部管内でシラン系表面含浸材の設計・
施工管理の実績を有するコンサルを交え、シラン系表面
含浸材を主桁の表層へ確実に含浸させるための留意点に
ついて議論を重ねた。なお、製品ではなく工法として評
価するため、評価項目は統一するものの、実験は各メー
カーと別々に行い、最終的に両者の結果を公平に整理し
て総合的にとりまとめる流れとした。ただし、床版防水
層が設置されていることを前提条件とし、路面から主桁
への水の供給が施工に及ぼす影響は検討対象外とした。
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コンクリートの
含水状態
塗布向き
表面処理
塗布後の表面状態

方法
材齢28日の供試体を
・3日間気中静置（表面水分率4%）
・3日間水中浸漬（表面水分率8%）
・上向きに塗布（主桁下面への塗布を想定）
・横向きに塗布（主桁側面への塗布を想定）
・下向きに塗布（比較のために実施）
・なし（表面処理せず、そのまま塗布）
・ディスクサンダーでケレン
・#80の紙やすりで研磨
・気中に露出
・ビニールシートで隙間なく密封

3. シラン系表面含浸材の含浸に及ぼすコンクリー
トの品質状態および塗布方法の影響の検討
はじめに、湿度の高い海岸沿いに長く曝された主桁の
品質状態を模擬したコンクリートにシラン系表面含浸材
を塗布したときの基本的な含浸形態について調べた。
(1) メーカーAとの実験
1) コンクリート供試体
表-2にコンクリートの配合を示す。セメントは普通ポ
ルトランドセメントを使用した。細骨材は除塩処理済み
の海砂（密度2.67g/cm3）、粗骨材は砕石（密度2.68g/cm3、
最大径20mm）を使用した。配合は、北海道開発局道路
設計要領の海上及び飛沫帯のPC桁に適用する配合条件5)
をもとに、最大水セメント比（45%）にあわせた配合1、
設計基準強度（40N/mm2）にあわせた配合2の2パターン
を準備した。配合2の材齢28日（水中養生）の圧縮強度
は53N/mm2で設計基準強度を上回っている。供試体の寸
法は450mm×450mm×50mmの平板（打設面は450mm×
450mm）とした。供試体は打設後、封緘養生を7日間行
い、その後は材齢28日まで常温室内の気中に静置した。
2) 実験方法
シラン系表面含浸材は製品aを使用した。実験水準は、
表-3に示すように、コンクリートの含水状態、塗布向き、
表面処理、塗布後の表面状態の4つとした。
コンクリートの含水状態は、一般に広く使用される写
真-3の高周波容量式（20MHz）の水分計で管理した（以
下、この水分計で得られる値を「表面水分率」と表記す
る）。水分計には長さ50mm、幅5mmの電極が35mm間隔
で2枚配置されており、2枚の電極を表面に押し当て、電
極間の誘電率から含水率を推定する仕組みになっている。
水分計には10、15、…、35、40mmの7種類の厚さダイヤ
ルが設けられている。このダイヤルをコンクリートの厚
さにあわせることで表面からその深さまでの含水率の平
均を把握できる。ここでは、材齢28日の供試体を3日間
気中静置もしくは水中浸漬させ、表面水分率を4%と8%
に調整した。なお、供試体の厚さは50mmであるが、水

含浸深さ（mm）

厚さダイヤル
（10、15、…、40mm）

14
12
10

塗布後、表面は気中に露出

8
6
4
2

下向き

横向き

上向き

下向き

横向き

上向き

下向き

横向き

上向き

下向き

コンクリート表層の
含水率を意味する
「表面水分率」が表示

横向き

上向き

0

表面水分率4％ 表面水分率8％ 表面水分率4％ 表面水分率8％
配合1

写真-3 高周波容量式の水分計

配合2
塗布後、表面をビニールシートで隙間なく密封

下向き

上向き

下向き

横向き

上向き

下向き

横向き

上向き

下向き

横向き

含浸深さ
0mm

含浸深さ
0mm

データ
なし
↓

4
2
0

横向き

12
10
8
6

上向き

含浸深さ（mm）

14

表面水分率4％ 表面水分率8％ 表面水分率4％ 表面水分率8％
配合1

写真-4 塗布状況（上向き、製品a）

分計の測定上限は40mmのため、表-3の表面水分率4、8%
は、深さ 0～40mm間の平均の含水率ということになる。
塗布向きは、主桁の下面と側面への塗布を想定した上
向き（写真-4）と横向きおよび比較として下向きの3通
りとした。塗布作業は刷毛で行った。レイタンスや汚れ
など含浸を阻害する要因を除去する表面処理は、なし
（そのまま塗布）、ディスクサンダーによるケレン、
#80の紙やすりによる研磨の3通りとした。塗布後の表面
状態は、気中に露出もしくは揮発するシラン系表面含浸
材の外部逸散を抑えるためにビニールシートで隙間なく
密封する方法の2通りとした。含浸深さは塗布から7日後
に供試体を割裂し、割裂面に水を噴霧して測定した。
3) 実験結果・考察
図-3に含浸深さの測定結果を示す。塗布後、表面を気
中に露出させた場合、配合1、2とも表面水分率4%の供
試体の含浸深さは6～12mmであったのに対し、表面水分
率8%の供試体の含浸深さはその約1/3の2～4mmであった。
この実験では含浸に及ぼす水分の影響は確認されたが、
塗布向きと表面処理方法の影響はみられなかった。
一方、表面をビニールシートで密封した場合、表面水
分率8%の供試体では含浸が確認されなかった。これは、
ビニールシートで密封したことで供試体内部に水や水蒸
気を閉じ込めた形となり、揮発するシラン系表面含浸材
の逸散抑制より供試体内部の湿潤・高湿の持続の影響が
卓越したことを示している。なお、配合2の表面水分率
4%の供試体はビニールシートで密封した方が含浸深さ
は若干大きかった。含水率が少ないことと、シラン系表
面含浸材の逸散抑制の相乗効果によると考えられる
(2) メーカーBとの実験
1) コンクリート供試体
表-4にコンクリートの配合を示す。セメントは普通ポ
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なし

配合2
サンダー

#80研磨

※下の図の配合1、表面水分率4%、下向き塗布は、含水状態の
調整方法を誤ったため実験を中止し、欠損扱いとした

図-3 含浸深さの測定結果（製品a）

ルトランドセメントを使用した。3章(1)の1)に同じく配
合条件5)に鑑み、ここでは呼び強度40のレディーミクス
トコンクリートで供試体を作製した。細骨材は3種類の
砕砂（密度2.58～2.67g/cm3）、粗骨材は2種類の砕石（密
度2.62～2.69g/cm3、最大径20mm）を混合して使用した。
供試体の寸法は100mm×100mm×400mmの角柱（打設面
は100mm×400mm）とした。打設は平均気温6℃の屋外
で行った。打設後、材齢28日まで屋外で気中養生させた。
2) 実験方法
シラン系表面含浸材は製品bを使用した。実験水準は
表-5に示すように、コンクリートの含水状態、塗布方法、
塗布向き、塗布後の表面状態の4つとした。
コンクリートの含水状態は、材齢28日の供試体をその
まま使用するパターンと、24時間水中浸漬させて含水率
を高めた後に使用するパターンの2通りとした。写真-3
で示した高周波容量式の水分計によると（厚さダイヤル
は40mm）、そのまま使用する供試体は表面水分率3～
4%、24時間水中に浸けた供試体は表面水分率7～8%であ
った。塗布方法は、刷毛と噴霧の2通りとした。塗布向
きは、上向きと横向きの2通りとした。ここでは表面処
置は行わず、そのまま塗布した。
塗布後の表面状態は、気中に露出およびビニールシー
トで密封する方法の2通りとし、加えて、気中に露出す
るケースにおいては海岸沿いで想定される風の影響につ
いても調べた。風の影響を調べる実験では送風機を使用
し、塗布後に風速0.9m/sの風を表面にあてた。また、作
業性の影響を調べるため、ビニールシートによる密封の
方法については、表面に密着させたケース（隙間なし）、

表-4 3章(2)のコンクリートの配合
水セメン
使用
呼び強度
ト比(%)
セメント
40.5
40
普通

水
171

単位量(kg/m3)
セメント 細骨材
423
690

粗骨材
1015

表-5 3章(2)の実験水準
内容

14
表面水分率3～4%

含浸深さ（mm）

12
10

写真-5 加温状況の一例（左はヒートガン、右はバーナー）
8

8
※加温なしは0mm（含浸せず）

含浸深さ（mm）

方法
材齢28日の供試体を
コンクリートの
・そのまま使用（表面水分率3～4%）
含水状態
・24時間水中浸漬させて使用（表面水分率7～8%）
・刷毛
塗布方法
・噴霧
・上向きに塗布（主桁下面への塗布を想定）
塗布向き
・横向きに塗布（主桁側面への塗布を想定）
・気中に露出（風あり、風なし）
塗布後の表面状態
・ビニールシートで密封（隙間なし、あり）

6

6

4

4

2

2

8
6

0

0
加温 加温 加温 加温 加温 加温 加温 加温
0.5分 1分 3分 5分 0.5分 1分 3分 5分

4
2

配合1

0
風あり

風なし

塗布後、表面は気中に露出

隙間なし

隙間あり

塗布後、表面をビニールシートで密封

ヒートガン

1日
乾燥

配合2
バーナー

3日
乾燥

配合1
乾燥機

図-5 含浸深さに及ぼす加温の効果（製品a）

14
表面水分率7～8%

含浸深さ（mm）

12

4. 表層の含水率の低減・管理方法の検討

10
8
6
4
2
0
風あり

風なし

塗布後、表面は気中に露出
刷毛 上向き

刷毛 横向き

隙間なし

隙間あり

塗布後、表面をビニールシートで密封
噴霧 上向き

噴霧 横向き

図-4 含浸深さの測定結果（製品b）

表面との間に約10mmの隙間を設けたケース（隙間あ
り）の2通りを行った。含浸深さは、塗布から14日後に
供試体を割裂し、割裂面に水を噴霧して測定した。
3) 実験結果・考察
図-4に含浸深さの測定結果を示す。表面水分率3～4%
の供試体においては、塗布方法や塗布向き、風の有無に
よらず、全体的に深さ10mm前後まで含浸した。一方、
表面水分率7～8%の供試体における含浸深さは全体的に
4mm程度以下で、3章(1)と同様に水分が含浸深さに大き
く影響を及ぼす結果となった。
表面水分率7～8%の供試体に塗布した後、表面をビニ
ールシートで隙間なく密封したときの含浸深さは、3章
(1)の実験では図-3で示したように「含浸深さ0mm」で含
浸が確認されない結果であったが、図-4においては含浸
が確認されている。シラン系表面含浸材を塗布する前に
行った水中浸漬の期間は、3章(1)の実験は3日間である
のに対し、この実験では24時間である。このことから、
浸漬期間の違いの影響も疑われるものの、今回の考察で
は、この理由を特定するまでには至らなかった。
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3章ではメーカーA、Bの実験のいずれも、主桁配合の
コンクリートであっても、コンクリート表層の含水率を
小さくすることでシラン系表面含浸材を確実に含浸させ
ることはできることがわかった。これをふまえて、次に、
表層の含水率の低減・管理方法に関する検討を行った。
(1) メーカーAとの実験
メーカーAとの実験では、表面の加温による含水率の
低減について検討を行った。
1) 加温効果に関する基礎的検討
a) コンクリート供試体
供試体は、3章(1)で作製した450mm×450mm×50mm
の平板を使用した。
b) 実験方法
まず、供試体に水分を含ませるため、材齢28日以降、
供試体を水中に約3ヶ月間浸漬させた。写真-3の高周波
容量式の水分計で確認すると（厚さダイヤルは40mm）、
配合1は表面水分率7～10%、配合2は表面水分率7～8%
であった。次に、供試体表面を加温した。加温方法は、
温風で加温するヒートガンと火で加温するバーナー
（写真-5）および温度40℃の温風乾燥機への保管の3通
りとした。加温時間は、ヒートガンとバーナーは0分
（加温なし）、0.5分、1分、3分、5分、乾燥機への保管
は1日、3日とした。加温後に製品aのシラン系表面含浸
材を下向きに塗布し、7日後に含浸深さを調べた。
c) 実験結果・考察
図-5に実験結果を示す。乾燥機への保管は配合1の平

表-6 4章(1)の2)のコンクリートの配合6)
水セメント比
(%)
55

使用
セメント
普通

水
145

単位量(kg/m3)
セメント 細骨材
264
879

表-8 4章(2)のコンクリートの配合
粗骨材
1067

表-7 4章(1)の2)の実験における温風の条件

水セメント比
(%)
45

使用
セメント
普通

水
157

単位量(kg/m3)
セメント 細骨材
350
767

粗骨材
1127

実験ですべて使い切ってしまったため、ここでは過年度
の研究6)で用途を終えた、常温下で濃度0.2%の塩水に300
温度
湿度
24℃
2時間、5時間、24時間、48時間
日間浸漬させたコンクリートブロック（100mm×100mm
低湿度
30℃
1時間、2時間、5時間、20時間
（60%以下）
×400mm）を供試体として使用した。表-6はこの供試体
40℃
1時間、2時間、5時間、20時間
の配合である。この供試体に使用されている細骨材と粗
回帰式
温度24℃、湿度40％
骨材は、3章(1)の1)に同じである。
2
(1) y=1.0107ln(x)-0.288(R =0.9156)
温度30℃、湿度42％
(2) y=0.5591ln(x)+0.326(R2=0.9769)
b) 実験方法
温度40℃、湿度27％
(3) y=1.2454ln(x)+0.6337（R2=0.9816)
(3)
まず、供試体に水分を含ませるため、供試体を水中に
5
5
約1ヶ月間浸漬させた。その後、表面に低湿度の温風を
(1)
4
4
あてた。表-7に温風の温度とあてる時間を示す。温度は
3
3
(2)
24℃、30℃、40℃、あてる時間は24℃が2、5、24、48時
間、30、40℃は1、2、5、20時間とした。温風をあてた
2
2
後、製品aのシラン系表面含浸材を塗布した。塗布時の
1
1
含水状態については、写真-3で示した高周波容量式の水
0
0
分計（厚さダイヤルは40mm）で確認した。そして、塗
0
20
40
60
1
10
100
時間（h）
時間（h）（対数表示）
布7日後に含浸深さを調べた。
横軸を対数で表示
c) 実験結果・考察
図-6 加温時間と含浸深さの関係（製品a、左図と右図は
図-6に加温時間と含浸深さの関係を示す。凡例に併記
横軸の表示方法が異なるたけで、データは同じ）
している湿度は、湿度計で調べた試験終了時の実測値で
5
ある。加温時間の自然対数と含浸深さは良く対応してお
温度24℃、
り、加温時間で施工管理が行える可能性が示唆された。
4
湿度40％
図-7は表面水分率と含浸深さの関係である。個々の環
3
温度30℃、
境をみると水分の低下に伴って含浸深さが増加する結果
湿度42％
2
になってはいるが、プロット全体をみると例えば表面水
温度40℃、
1
分率5.6%の場合、24℃の含浸深さが0mmに対し、40℃は
湿度27％
0
2.9mm含浸しており、水分計の測定値が同じでも含浸深
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
さは乖離している。これは、3章(1)の2)で述べたように
表面水分率（％）
写真-3の水分計の測定値「表面水分率」は深さ0～40mm
図-7 塗布時の表面水分率と含浸深さの関係（製品a）
間の平均の含水率であるため、加温による深さ0～数mm
板でのみ行った。ヒートガンとバーナーを使用した場合、 の水分低減効果が過小評価されることが要因と考えられ、
加温を5分間行って塗布したときの含浸深さは2mm程度
深さ数mm範囲の含水率の評価精度が課題として残った。
と小さかった。しかし、加温5分までの実験において、
(2) メーカーBとの実験
含浸深さが加温時間に比例して増加する特徴的な傾向を
メーカーBとの実験では、コンクリート表面へ乾燥空
掴むことができた。加温時間が同じデータを比較すると、 気を吹き付ける方法の有効性について検討を行った。
ヒートガンよりもバーナーで加温した後に塗布した方が
1) コンクリート供試体
含浸深さは大きい。しかし一方で、乾燥機に1日以上保
供試体は300mm×300mm×50mmのプレキャスト平板
管した後に塗布したものは6mm前後まで含浸している。
とした。表-8にコンクリートの配合を示す。セメントは
このことから、加温方法が温風でも、加温時間を長くす
普通ポルトランドセメント、細骨材は砕砂（密度2.64
ることで6mm以上は含浸させることができる知見を得た。 g/cm3）、粗骨材は砕石（密度2.64g/cm3、最大径20mm）
2) 加温時間の影響に関する追加検討
である。水セメント比は配合条件5)に鑑みて45%とした。
4章(1)の1)の実験では加温の効果が高いこと、また、
2) 実験方法
加温時間も含浸深さに影響を及ぼすことがわかった。こ
まず、供試体に水分を含ませるため、供試体を水中に
れをふまえて、追加検討としてシラン系表面含浸材の含
7日間浸漬させた。そして、水分を取り除いた乾燥状態
浸に及ぼす加温時間の影響を調べた。
の空気を作り出すエンジンコンプレッサーを使用して供
a) コンクリート供試体
試体表面に乾燥空気を吹き付けた。ここでは、乾燥空気
3章(1)で作製した平板は、3章(1)の実験と4章(1)の1)の
を吹き付けた際、多量の乾燥空気が気中へ拡散し、表面
含浸深さ（mm）

温風をあてる時間

含浸深さ（mm）

含浸深さ（mm）

温風
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【上から撮影】

【横から撮影】

3) 実験結果・考察
表-9に測定結果を示す。電気抵抗式の水分計の測定値
をみるとカウント値は経時的に低下しており、乾燥空気
の送気の効果によって表面の水分の量は減少しているこ
とがわかる。一方、高周波容量式の水分計の測定値をみ
ると、厚さダイヤルを40mmにあわせたときの表面水分
率の減少量は0.2～0.3%と小幅にどどまった。これに対
し、厚さダイヤルを10mmにあわせたときの表面水分率
の減少量は2.1～2.7%で前者より大きい。電気抵抗式の
水分計のカウント値とも概ね対応しており、高周波容量
式の水分計でも厚さダイヤルの調整によって深さ数mm
範囲の含水状態を大凡把握できる可能性が示された。
電気抵抗式の水分計および厚さダイヤルを10mmにし
た高周波容量式の水分計で把握された含水状態と含浸深
さの関係については、今後の課題としたい。

乾燥空気 ↗

写真-6 乾燥空気を送り込む様子
コンクリート表面の含水状態を意味する
「カウント値」が表示

5. まとめ・今後の予定

写真-7 電気抵抗式の水分計
表-9 含水状態の変化に関する測定結果（製品b）
使用した水分計

評価指標

高周波 ダイヤル
10mm
容量式の
水分計 ダイヤル
（写真-3） 40mm
電気抵抗式の水分計
（写真-7）

表面水
分率(%)
表面水
分率(%)
カウン
ト値

測定結果
送気後
送気前
0.5分 1分
6分

11分

8.0

5.9

5.4

5.3

5.3

4.7

4.4

4.6

4.6

4.4

336

281

228

161

120

の水分低減効果が薄れることを防ぐため、写真-6に示す
ように容器を表面に押しあて、容器内へ乾燥空気を送り
込んだ。実験は主桁内部に水分が多く含まれた状態を模
擬し、供試体の半分を水に浸からせた状態で行った。な
お、容器内に水蒸気が滞留するのを防ぐため、容器には
直径10mm程度の穴を3箇所あけた。
4章(1)の2)のc)において課題として述べた深さ数mm範
囲の含水率の評価精度については、谷倉ら7)も同様の指
摘をしている。谷倉ら7)は、表面の含水状態を適切に評
価する方法として、水分の量によって変化する表面の電
気抵抗を10～999の「カウント値」で表す電気抵抗式の
水分計（写真-7）の有効性を述べている。この水分計は、
表面の含水率が高く、電気抵抗が小さいほど、大きなカ
ウント値が表示される仕組みになっている。ここでは、
高周波容量式と電気抵抗式の双方の水分計で含水状態の
変化を測定した。さらに加えて、高周波容量式に関して、
供試体の厚さを10mm程度と仮想して高周波容量式の水
分計の厚さダイヤルを10mmとすることで深さ数mm範囲
の大凡の含水状態を把握することができるかを試した。
測定は送気前、送気0.5分、1分、6分、11分後に行った。
なお、4章(2)では、含水状態の変化の評価のみ行った。
そのため、シラン系表面含浸材の塗布および含浸深さの
測定は行っていない。
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海岸沿いの道路橋主桁へシラン系表面含浸材を施工す
る際の留意点の整理に向けて行った今回の実験結果をま
とめると、下記のようになる。
(1) 含浸深さに及ぼす配合の影響は小さい一方で、水分
の影響は大きく、水分の調整は極めて重要である。
(2) 加温は含浸深さの改善効果が高い。また、加温時間
を管理の指標として活用できる。
(3) 容器を利用して表面へ乾燥空気を集中的に送気する
方法も含水率の低減に効果的である。
(4) 表面の含水状態の把握において、電気抵抗式水分計、
高周波容量式水分計の厚さダイヤルは有用である。
今後は、表層の含水率の効果的な低減技術の実用性向
上、および実橋での検証実験を進める予定である。
謝辞：実験に協力いただいた関係各位に謝意を表します。
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