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概要：復興道路・復興支援道路でコンクリート構造物の表層品質を調査した。表層品質の評価にはフレームのディテ

ールを改良した表面吸水試験，表層透気試験，硬化コンクリートの気泡測定装置を用いた。調査の結果，概ね調査

した構造物（部位）では，東北地方整備局が目標としている表層品質が達成されていることが分かった。明瞭な打

重ね線がコンクリート表面に出ている場合でも，十分な緻密性が確保されている場合もあった。一方，打継目で十

分な緻密性が確保できていない構造物もあった。補修された構造物において，補修材と母材コンクリートの界面の

一体性を非破壊試験で評価することができた。今回の調査では，スラブ上面や橋台たて壁上面，透水型枠を使用し

た橋脚などで，硬化コンクリートの空気量が設計値よりも減少する場合があった。 

キーワード：品質確保，表層品質，養生，表面吸水試験，表層透気試験，硬化コンクリートの空気量計測 

 

1. はじめに 

東日本大震災後の東北地方の復興を力強く支えるため

の，復興道路・復興支援道路のコンクリート構造物の建

設が急ピッチで進んでいる。東北地方の自然環境と凍結

防止剤を大量散布する構造物の供用環境を考えると，新

設される構造物の耐久設計と品質確保が重要な課題とな

る。復興道路・復興支援道路では，新設されるコンクリ

ート構造物の品質確保が産官学の協働で取り組まれてい

る 1)。  

本稿では，復興道路・復興支援道路の新設コンクリー

ト構造物を対象に，各種非破壊・微破壊試験で表層品質

を調査した結果を紹介する。調査は 2016 年 4 月 22 日～

26 日の 5 日間で行った。 

表層コンクリートの緻密性を評価するために，表面吸

水試験（SWAT）2)と表層透気試験（トレント法）3) を用い 
た。また，コンクリートの耐凍害性の指標として，硬化コン

クリートの空気量を，ポータブル版硬化コンクリート気泡測

定装置（HF-MAC02）を用いて計測した。 

今回の調査では改良した表面吸水試験装置を用いた。これ

までの装置では，測定中に、吸水カップをコンクリート面に

保持するためのフレームのゴムパッドに持続的に小さな変形

が生じることにより，シリンダー内の水位がわずかに上昇す

ることが分かっていた。そこで，ディテールを改良したフ

レーム（図-1）（以下，新フレーム）と従来のフレーム

（以下，旧フレーム）の性能を比較し，品質の評価指標で

ある表面吸水速度（注水開始から 10 秒後に計測を開始

した後に 600 秒経過した時点でのコンクリートの吸水

速度）に及ぼす影響を確認したので，本レポートにて報告

する。 

SWAT から得られる指標のうち，本レポートでは表

面吸水速度（p600 ）を用いた。水頭が 200mm の表面吸

水試験（ISAT）において，Levittは表-1 に示すしきい値

を提案している 4)。また，表層透気試験から得られる

指標のうち，本研究では表層透気係数（×10-16m2）を

用いた。表層透気係数については，表-2 に示す品質評

価のグレーディングが提案されている。両試験方法と

もコンクリートの含水状態の影響を強く受けるため，試

験実施前に静電容量式（Tramex社，CMEX II）と高周波

容量式（Kett 社，HI-520）の接触型の含水計で含水率

を測定した。 

東北地方整備局は，コンクリートの緻密性の目安と

なる数値を「コンクリート構造物品質確保の手引き

（案）」5), 6) に掲載している。これらの手引きは，橋

脚，橋台，函渠，擁壁や NATM トンネルの二次覆工コ
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図-1 フレーム等を改良した新たな表面吸水試験装置 



ンクリートが対象である。一般的な配合のコンクリート

を用い，施工の基本事項が遵守され，適切に養生された

コンクリート構造物であれば十分に達成しうる緻密性の

目標値として，表層透気試験では 1.0（×10-16m2）以下，

SWAT では 0.5（ml/m2/s）以下を目指すことが示されてい

る。 

今回の調査で用いたポータブル版硬化コンクリート気泡

測定装置（HF-MAC02）は，表面研磨で平滑にしたコンクリー

ト面に対して照射する光の角度を変えることで生じる陰影の

違いで，気泡とそれ以外の凹凸を区別する。デジタル画像上

の差分法で気泡を認識し，2値化したのちにリニアトラバース

法（ASTM C 457に準拠）で硬化コンクリートの気泡組織を測

定する。本レポートでは，この装置から得られた空気量を示

している。 

 

2. フレームの変形が表面吸水試験の測定結果に及ぼす影

響
 
 

2.1 実験条件  

SWAT のフレームは，図-2 のように中央の吸水カップ

を固定する棒部材と，棒部材と連結された真空セルで構

成されている。従来のシステムは既報 2),7) で紹介している

が，新フレームでは真空セル内に物理的な突起を設けて

いる（図-3）。真空セル内を減圧してコンクリート面に

フレームを固定する際，突起がコンクリート面に接触し，

セルに取り付けられたゴムパッドの変形がそれ以上進ま

ないようにするための工夫である。   

新旧のフレームの性能の比較のために，表-3 に示す配

合のコンクリート試験体を作製した。W/C=40%の試験体

は打込み 7 日後に脱型し，測定時には材齢約 600 日が

経過していた（試験体名：40-7A）。一方 W/C=52.5%
の試験体は打込み 1 日後に脱型し，材齢約 600 日が経

過していた（試験体名：52.5-1A）。なお，2.2 (1)と
2.2 (2)に示す結果は，真空セルはコンクリートに据え

付け，吸水カップを吸水しないアクリル板に据え付け

た場合の SWATの結果である。 

2.2 実験結果  

(1)  旧フレームによる測定中の水位変化 

 図-4 に旧フレームを用いたときの，計測開始時から

のシリンダー内の水位変化を示す。計測開始時の初期

水位が各々異なるのは，測定中に水位が上昇し，シリ

ンダーから水があふれるのを防ぐため，意図的に低い

水位から計測を開始したためである。図-4 から，コン

クリートの品質にかかわらず水位が上昇していること

がわかる（40-7A および 52.5-1A）。特に，相対的に品

質の良いコンクリート（40-7A）で水位上昇が大きい。

緻密なコンクリートのほうが，真空セル内の減圧の程

度が大きく，セルに取り付けられたスポンジが測定中

に変形したと考えられる。同様の傾向は，真空セルを

表-1 SWAT の計測結果に基づく品質（評価）のグレーディング 

注水完了から 600 秒時点での吸水速度 良 一般 劣 
p600（ml/m2/s） 0.25 以下 0.25 を超えて 0.5 以下 0.5 を超えるもの 

 

表-2 表層透気試験の計測結果に基づく品質（評価）のグレーディング 

表層透気係数 優 良 一般 劣 極劣 
KT （×10-16 m2

） 0.001～0.01 0.01～0.1 0.1～1 1～10 10～100 
 表-3 SWAT の性能評価に使用したコンクリートの配合 

セメント

種類 
W/C 
(%) 

最大骨材径 
(mm) 

空気量 
(%) 

単位量(kg/m3) 
セメント 水 細骨材 粗骨材 AE 減水剤 AE 剤 

高炉セメ

ント B種 
40 20 4.5 413 165 731 1013 2.48 3.30 

52.5 20 4.5 322 169 814 996 2.58 2.58 
 

図-2 検証実験の様子 

（左：新フレーム 右：旧フレーム） 

図-4 旧フレームによる測定中の水位変化の様子 

図-3 改良した SWAT の真空セル 

←突起 



据え付けたコンクリート面にシールして測定しても確認

された。確認のため，真空セルについているスポンジを

取り除いて測定すると，水位が測定期間中，ほぼ一定値

を示した。 

(2) 新フレームによる測定中の水位変化 

 図-5 に，本稿の調査で使用した，改良したフレームで

計測した水位変化の様子を示す。フレームが設置される

コンクリートの品質によらず，計測中の水位上昇がほと

んど生じていないことが分かる。真空セル内の突起を外

して計測すると，水位が上昇することを確認した。 

(3) 新旧フレームの違いが p600に及ぼす影響 

今回の調査において，新旧のフレームの違いが SWAT
の測定結果（p600）に及ぼす影響を確認したので報告する。

表-4 に示す新小本大橋の P2 橋脚で実施した。測定の結果，

新フレームでは p600が 0.04(ml/m2/s)と算出され，旧フレー

ム で は 0.00(ml/m2/s) と な っ た 。 p600 の グ レ ー ド は

0.25ml/m2/s ごとに変わることから，旧フレームで測定し

たデータを用いた場合でも，品質の良否を大きく見誤る

ような影響はないと考えている。今後も様々な品質のコ

ンクリートで検証を重ね，報告する予定である。 

 

3. 実構造物の調査概要 

3.1 調査時の気象条件 

測定日に降雨はなかった。新小本大橋近くの小本観測

所では計測の 2 日前に 2.0mm（1 時間の最大雨量が

1.0mm），大沢第二橋近くの山田観測所では計測の 3 日前

に 7.5mm（1 時間の最大雨量が 3.0mm），小佐野高架橋お

よび大沢高架橋近くの釜石観測所では計測の 4 日前に

5.5mm（1 時間の最大雨量が 2.0mm）の降雨が観測されて

いる。いずれも測定結果に影響を与える降雨ではないと

考えている。 

3.2 構造物の概要 

表-4 に調査した構造物の一覧を示す。配合，養生条件，

その他の特筆すべき事項が示されている。以下，構造

物ごとの特徴・要点をまとめる。 

(1) 宇部トンネル 

 ひび割れ抑制の観点から，膨張材をすべてのブロッ

クで使用し，中流動コンクリートも一部使用されてい

る。保温・保湿下での養生をベースに，一部区間で給

水養生を行っている。坑口近くのブロックでは普通コ

ンクリートを使用し，目標空気量 6.0%で設計され，脱

型までの期間を長めに設定している。 

(2) 野田 I C 橋  

調査した A1 橋台には高炉セメントが使用され，呼

び強度は 24N/mm2，スランプは 12cm，Gmax は 25mm で
ある。脱型後，ビニルシートで 1 リフトは 14 日間，2
リフトは 15 日間追加養生している。 

(3) 下摂待橋・摂待大橋 

下摂待橋では床版（S）と A1 橋台を調査した。表層

品質向上を目的に，散水養生を基本とする養生が実施

された。摂待大橋では，冬場の打込みであったため，

給熱養生も実施されている。橋脚の一部で微細なひび

割れが観察されたため，コンクリートの品質への影響

を調査した。 

(4) 力持高架橋  

調査を実施した P1 橋脚には高炉セメントが使用さ

表-4 調査したコンクリート構造物一覧 

 

日数 備考 期間 方法
宇部TN(1BL） 24-15-25N+Ex 14日 - - - 2015/4/30 2016/4/22 坑口・増粘材あり
宇部TN(3BL） 24-15-40N+Ex 1日 - - 保温＋保湿 2015/2/17 2016/4/22
宇部TN(5BL） 24-15-40N+Ex 5日 - - 保温＋保湿 2015/3/13 2016/4/22 増粘材あり

宇部TN（39BL） 24-15-40BB+Ex 2日 - 24日間 保温＋保湿　のち　給水養生 2015/9/15 2016/4/22 増粘材あり
宇部TN（41BL） 27-15-25N+Ex（中流動） 2日 - 21日間 保温＋保湿　のち　給水養生 2015/9/22 2016/4/22 鉄筋区間
宇部TN（42BL） 27-15-25N+Ex（中流動） 8日 - － 保温＋封緘養生 2015/9/25 2016/4/22 鉄筋区間
宇部TN（43BL） 27-15-25N+Ex 16日 - - - 2015/10/28 2016/4/22 坑口
野田IC橋(A1-1) 24-12-25BB 14日 - 2週間 シート養生（保湿） 2015/10/1 2016/4/22 -
野田IC橋(A1-2) 24-12-25BB 15日 - 2週間 シート養生（保湿） 2015/10/27 2016/4/22 -

下摂待橋（S) 30-12-25N+Ex 5日 - - 給水養生 2016/4/2 2016/4/23 -
下摂待橋（A1) 24-8-25BB 5日 - - 給水養生 2014/10/30 2016/4/23 -

下摂待橋（PC桁) 50-15-20H 1日 蒸気養生 - - 2015/11/13 2016/4/23 -
摂待大橋（P-1L、2L） 30-12-25N 7日 給熱養生 － 給水養生 2016/1/11, 1/29 2016/4/23 微細ひび割れ目視で確認
力持高架橋（P1-１） 24-12-25BB 20日 - - - 2015/11/26 2016/4/23 -
力持高架橋（P1-2） 24-12-25BB 42日 - - - 2015/12/22 2016/4/23 -

新小本大橋(A1) 24-12-25N 5日 給熱養生 1か月 気泡緩衝シート（保温＋保湿） 2015/2/4 2016/4/24 空気量4.5%
新小本大橋(P2) 24-12-25N 6日 給熱養生 1か月 気泡緩衝シート（保温＋保湿） 2015/1/14 2016/4/24 空気量4.5%
新小本大橋(P3) 24-12-25N 4日 - 1か月 気泡緩衝シート（保温＋保湿） 2015/4/6 2016/4/24 空気量6.0%

大沢第二橋（P3増厚部) 24-8-20BB+Ex（PP繊維入） 7日 - 2週間 保水テープ（保湿） 2015/12/3 2016/4/25 目地、水平打継目はポリマー系セメントモルタルで補修

大槌第二TN（2BL） 27-18-20BB 6日 - 調査日3日前まで シート養生（保湿）※ 2014/11/28 2016/4/25 ※SL下のみ

大槌第二TN（3BL） 27-18-20BB 15時間 - 調査日3日前まで シート養生（保湿）※ 2014/12/8 2016/4/25 ※SL下のみ

大槌第二TN（78BL） 24-25-20BB 18時間 - 7日間 保温＋保湿 2015/8/6 2016/4/25 -
唐丹第一高架橋（柱頭・春) 40-15-20N 7日 - - - 2015/4/7, 5/29 2016/4/25

唐丹第一高架橋（夏) 40-15-20H 7日 - - - 2015/ 7/30, 8/10 2016/4/25
唐丹第一高架橋（秋) 40-15-20H 7日 - - - 2015/10/8, 10/19 2016/4/25
唐丹第一高架橋（冬) 40-15-20H 7日 - － － 2015/12/3, 12/15 2016/4/25 -

小佐野高架橋A2(たて壁-1) 24-8-25BB 46日 - 79日 シート養生（保湿） 2015/12/17 2016/4/26 -
小佐野高架橋A2(たて壁-2) 24-8-25BB 34日 - 79日 シート養生（保湿） 2015/12/29 2016/4/26 -

小佐野高架橋A2(胸壁) 24-8-25BB 11日 - 79日 シート養生（保湿） 2016/1/17 2016/4/26 -

大沢高架橋Ａ１ 24-8-25N+Ex 24日※ 保温養生※ - - 2015/6/17 2016/4/26 ※最初14日間4層エアマット使用

備考欄構造物名（部材-リフトNo.） コンクリート配合
脱型材齢 追加養生

打込み日 調査日

図-5 新フレームによる測定中の水位変化の様子 



れ，呼び強度は 24 N/mm2，スランプは 12cm，Gmax は 
25mm である。型枠を長く存置させることで養生の効果

を期待した。 

(5) 新小本大橋
8)
 

砂すじ・表面気泡対策として，調査した A1 橋台，P2，
P3 橋脚には透水性型枠が用いられた。河川内の橋脚は小

判型をしている。P2 橋脚では円形部と直線部それぞれで

品質を調査し，P3 橋脚ではすべて直線部で調査した。A1， 
P2 は空気量 4.5%，P3 橋脚は空気量 6.0%で設計されてい

る。普通ポルトランドセメントを使用し，呼び強度は 24 
N/mm2，スランプは 12cm，Gmax は 25mm である。 

この現場ではコンクリートに砕砂を使用したため，ブリ

ーディング水が非常に多く発生した。そこで打込み中に

は，掃除機やバケツなどでブリーディング水を除去する

対策がとられた。 

(6) 大沢第二橋  

施工不良が発生したため，補修が施された P3 橋脚（写

真-1）において，橋脚の母材コンクリート，増厚部（高

炉セメント＋膨張材＋PP 繊維），増厚部の水平打継目の

処理材（ポリマーセメント系モルタル）の品質，橋脚と

増厚部の界面の品質を評価した。増厚幅は約 7cm で，増

厚部の打込み高さは 1 層約 90cmで管理された。呼び強度

は 24 N/mm2，スランプは 8cmである。水平打継目は薄塗

りポリマー系セメントモルタルで被覆した。橋脚と増厚

保部の境界面はウォータージェットで骨材が出るまでモ

ルタル分をはつりとり，コンクリート用ボンド（吹付け）

を塗布している。増厚部には等間隔に鉛直 V カット目地

を設け，ポリマーセメントモルタルで後埋めした。 

(7) 大槌第二トンネル  

2BL，3BL，78BL において覆工コンクリートの表層品

質を評価した。使用されたセメントはいずれも高炉 B 種

である。2BL と 3BL は坑口に近く凍害の危険性があるた

め，コンクリートは呼び強度 27 N/mm2，W/C は 49.5%，

スランプは 18cm，Gmaxは 20mm とした。一方トンネル中

ほどの 78BL は，呼び強度 24 N/mm2，W/C は 54.5%，ス

ランプは 15cm，Gmaxは 20mm とした。工事用車両の通行

で泥がはね，覆工コンクリートに付着するのを防ぐため，

スプリングライン(以下，SL)下は，脱型後から農業用ビ

ニルシートがかけられている。副次的に，追加養生の

効果があることが分かっている 9) 。 

(8) 唐丹第一高架橋  

打ち込んだ季節の異なる箱桁橋 4 ブロック

を調査対象とした。箱桁内部からウェブのブ

ロック中央と打継目近傍を測定した。早強ポ

ルトランドセメントを使用し，呼び強度は 40 N/mm2，

スランプは 15cm，Gmax は 20mm である。 

(9) 小佐野高架橋
1 0 )

 

A2 橋台で，山口県のひび割れ抑制システムのデー

タベースを参照して，ひび割れ抑制のための補強鉄筋

が配置された。施工上の工夫として，型枠継目のノロ

漏れ防止テープの使用(写真-2)，丁寧な型枠のたたき

（表面気泡の低減）などが挙げられる。 

計測した A2 橋台のたて壁と胸壁のコンクリートに

は，高炉セメント B種が用いられ，呼び強度は 24 
N/mm2，スランプは 8cm，Gmaxは 25mmである。脱型

後は，ビニルシート(写真-3)で 79 日間養生した。 

(10) 大沢高架橋
1 1 )  

 

打込み当日，コンクリートの凝結が想定よりも早く，

明瞭な打重ね線が出てしまった A1 橋台を調査した。

コンクリート表面の様子から，バイブレータが下の層

までしっかり挿入されていたことがうかがえる（写真-
4）。使用されたコンクリートの呼び強度は 24 N/mm2，

スランプは 8cm，Gmaxは 25mm で膨張材が使われてい

る。24 日間型枠を存置した。うち最初の 10 日間は保

温養生した。 

 

3. 調査結果と考察 

以下に，各構造物の調査結果を報告する。特筆しな

い場合，コンクリート表面は雨水の影響を受けておら

ず，含水率は特に高い値を示していなかった。 

3.1 宇部トンネル 

図-6，図-7 にそれぞれ表層透気試験，表面吸水試験

の結果を示す。ほとんどの計測点で東北地整の手引き
5),6)で目標とされている表層品質を満足していることが

わかった。ただし，5BL と 39BL で測定結果にバラつ

写真-1 増厚部界面における

品質評価の様子 

 

写真-2 ノロ漏れ防止テープ

設置の様子 

写真-3 ビニルシートによる

養生の様子 

写真-4 打重ね線と

バイブレータの挿入

 



きが見られた。含水計（CMEX-Ⅱ）の値を見ると，トン

ネル内部ほどコンクリートの含水率が低いことが分かっ

た。硬化コンクリートの空気量を 43BL（坑口 SL 下）で

測定したところ，おおよそ 6.0%と計測された。また，気

泡間隔係数は 298μm であった。過去の研究で，空気量

3.0%以上，気泡間隔係数が 250μm 以下というのを耐凍害

性の一つの目安とする研究結果がある 12) 。この計測点に

おいては，設計値と同程度の十分な空気量が確保されて

いるものの，気泡間隔係数は十分な耐凍害性を発揮する

領域に到達していないことがわかった。 

3.2 野田 IC 橋 

A1 橋台における表層透気試験の結果を図-8 に示す。お

おむね表層透気係数が 1.0（×10-16m2）程度以下を示しお

り，一般部のコンクリート表層の緻密性は十分確保され

ていると言える。ただし，打継目の直上で計測したとこ

ろ，表層透気試験では計測不能（透気係数が著しく大）

となった。この打継目には，透気試験では空気の通り道

となる隙間が存在していたと思われる。 

3.3 下摂待橋・摂待大橋 

 図-9 に下摂待橋の表層透気試験の結果および硬化コ

ンクリートの空気量の計測結果を示す。どの部材でも

表層透気係数が 0.1（×10-16m2）以下を示しており，コ

ンクリート表層の緻密性は十分確保されていた。空気

量の設計値が 4.5%であることから，スラブ上面，アバ

ット上面では空気量が比較的低下していることがわか

った。また，気泡間隔係数は，概ね 400μm前後であっ

た。 

図-10 には摂待大橋の橋脚で測定した表層透気試験

の結果を示す。一部の計測箇所で表層透気係数が大き

かった。この橋脚は冬場に施工され，給熱養生が行わ

れている。給熱養生中の乾燥の影響や，給熱養生後の

急激な温度低下で微細なクラック等が発生したことに

よると推察している。 

3.4 力持高架橋 

 図-11 に P1 橋脚の SWAT の測定結果を示す。1 リフ

トと 2 リフトの間の打継目において，著しく大きな表

面吸水速度が計測された。後述する構造物の計測結果

（たとえば表-8）では，打継目直上における表面吸水

図-7 宇部トンネルの表面吸水試験の結果 
図-6 宇部トンネルの表層透気試験・含水率の結果 

含
水

率
[
%
]
 

←坑口 坑口→ 

図-8 野田 IC 橋 A1 橋台の表層透気試験計測結果 図-9 下摂待橋の表層透気試験測定・空気量測定結果 

床版上面 アバット側面 アバット上面 PC桁
空気量(%) 2.4 5.2 0.7 測定無

気泡間隔係数(μm) 422 476 385 測定無

図-10 摂待大橋の表層透気試験結果 図-11 力持高架橋 P1 の SWAT の結果 



速度と上下リフトのコンクリートにおける表面吸水速度

が，ほぼ同等の値となっている。この構造物では，打継

目の処理方法や 2 リフトの施工方法に改善の余地があっ

たと考えられる。 

3.5 新小本大橋 

表-5 に P2 橋脚における SWAT，表層透気試験の計測結

果を示す。局所的に発生した砂すじの直上や型枠継目部

の上で SWAT を行うと，特に目立った特徴がない箇所

（表-5 では「通常部」と定義）と比べ，やや表面吸水速

度が大きくなった。しかし，SWAT の品質評価のグレー

ドでいうと “良（0.25ml/m2/s 以下）”を示しており，透

水性型枠を用いたコンクリート表層の緻密性は十分確保

されていると言える。また表層透気試験の結果から，小

判型の橋脚の平面部と曲面区間では，後者の表層透気係

数の方が大きいことが分かった。型枠の固定度の比較的

低い曲面区間にブリーディング水が移動し，砂すじの発

生につながったと考えられる。SWAT では十分な吸水抵

抗性を示した砂すじ部や型枠継目部では通常部よりも表

層透気係数が極めて大きいことが分かった。これらの箇

所では，表面のごく薄い領域で吸水したり，気体の通り

道となる粗雑な部分があるが，ごく表層を除いた内部の

かぶりコンクリートは十分に緻密であると考えられる。 

P3 橋脚における SWAT の測定結果も P2 橋脚と同様な

結果が得られている（図-12）。硬化コンクリートの空気

量は通常部，型枠継目部でそれぞれ 1.6%，1.3%を示した。

気泡間隔係数は 303μm，442μm であった（表-6）。透水

性型枠から余剰水が抜ける際に，空気の一部が一緒に抜

けてしまっている可能性が考えられる。 

図-13 に透水性型枠を用いた A1 橋台の表層透気試験の

結果を示す。たて壁の下部，上部（砂すじ直上），沓座

面で試験を行った。相対的に砂すじ直上でやや高い表層

透気係数が得られたが，コンクリート表層の緻密性は十

分確保されていた。たて壁下部の含水率が市販の含水計

（CMEXⅡ）で 5.7%とやや高めであった。筆者らの検討

から，同じ環境に置かれた場合，表層品質の緻密な構造

物ほど含水率が高めに出る傾向があることが分かってい

る 13) 。この構造物における含水率の高さは，表層品質の

緻密さによるものと考えている。沓座面等の上向きの面

は降雨が直接作用するため，コンクリート内部の含水率

が常に高くなりやすいという検討結果もある 14)が，透水

性型枠を用いていない沓座面も高い透気抵抗性を示した。

硬化コンクリートの空気量は 3.4%（設計値 4.5%），気泡

間隔係数は 370μmであった。 

3.6 大沢第二橋  

補修対象となった P3 橋脚の母材コンクリート，か

ぶり不足のための増厚部，母材コンクリートと増厚部

の境界面，増厚部に設けられた鉛直 V カット目地直上

等において SWAT，表層透気試験を行った。結果を表

-7 に示す。 

橋脚の母材コンクリートを SWAT で評価しようと試

みたところ，計測できないほど吸水量が多い測定箇所

が散見された。計測できた箇所の表面吸水速度は 0.25
（ml/m2/s）で“良”と計測された。品質が悪い構造物

表-7  大沢第二橋 P3 橋脚の SWAT および表層透気試験結果 

 増厚部 橋脚部 
鉛直目地部 水平打継目 増厚材 境界部 橋脚 豆板補修部 微細ひび割れ上 

p600（ml/m2/s） 1.32 0.18 0.24 0.11 0.25 0.16 0.95 
KT(×10-16m2) 845 191 0.027 0.046 1.6 - - 

 

写真-5 V カット目地に沿って水漏れが生じた様子 

図-13 新小本大橋 A1 橋台の表層透気試験結果 

図-12 新小本大橋 P3 の SWAT の結果 

 
表-6 新小本大橋 P3 橋脚の空気量，気泡間隔係数 

P3橋脚 通常部 型枠継目部
空気量(%) 1.6 1.3

気泡間隔係数(μm) 303 442

P3-1 
健全 

P3-2 
型枠 

継目部 

P3-3 
砂すじ 

P3-4 
砂すじ 

P3-5 
健全 

P3-6 
打重ね 

表-5 新小本大橋 P2 橋脚の SWAT，表層透気試験結果 

平面部

通常部 通常部 型枠継目 砂すじ

p 600（ml/m
2
/s） 0.04 - 0.24 0.22

KT(×10
-16

m
2
) 0.21 0.36 3643 81

曲面部



の特徴として，計測箇所によって評価値が大きくばらつ

く傾向が確認された。 

一方，増厚部や水平打継目における SWAT の評価値は，

おおむね “良”であった。しかし鉛直 V カット目地直上

で計測した際，後埋め材（ポリマーセメント系モルタル）

と増厚部の界面に沿って水漏れが生じた（写真-5）。後

埋め材と増厚部の一体性が十分に確保されていないこと

が分かった。また，表層透気試験を実施したところ，水

平継目で高い表層透気係数を示した。十分な吸水抵抗性

を有する水平打継目においても，透気試験での気体の通

り道が存在していたと考えられる。 

3.7 大槌第二トンネル  

各 BL における SWAT および表層透気試験の計測結果

を表-8 に示す。養生期間が長くなると表面吸水速度，表

層透気係数の双方で，緻密性が大きく向上していること

が確認できた（2BL の SL 下と 3BL の SL 下の値の比較）。

また，同じ呼び強度，標準養生期間の場合，シートによ

る追加養生の効果は SWAT の結果において顕著に表れて

いることが分かった。これは，シートでコンクリート表

面を覆うことで，コンクリート内部からの水分逸散が抑

制され，ごく表層のコンクリートが湿潤状態に保たれた

ことで，コンクリートが十分水和したためであると考え

ている。表層透気試験の影響深さは SWAT よりも大きい
12) と考えられ，養生の効果が結果に表れにくかったもの

と考えている。 

3.8 唐丹第一高架橋 

PC 箱桁橋の表層透気試験の結果を図-14 に示す。春夏

秋冬の順に透気係数が大きく一因は，材齢の影響である

と考えられる。ブロック中央に比べ，打継目近傍で透気

係数が大きくなっている。打継目近傍に微細なひび割れ

が観察されたことから，このひび割れの影響を受けたも

のと考えられる。 

3.9 小佐野高架橋 

表-9 に A2 橋台たて壁および胸壁における SWAT，表

層透気試験の結果を示す。小佐野高架橋では先述の通

り，脱型後の追加養生としてビニルシートで覆った。

ビニルシートの効果を確認するため，脱型後ビニルシ

ートで覆わなかった面を一部設けた。 

SWAT による計測の結果，たて壁，胸壁ともにシー

トによる追加養生の効果が顕著に表れている。また，

たて壁において打継目直上での表面吸水速度が上下の

リフトとほぼ同等の値を示した。打継面の処理が適切

に実施されたことで，上下のコンクリートが一体化し

ていることを吸水抵抗性の観点から確認した。胸壁に

おいて，型枠継目直上で測った表面吸水速度は，近接

する胸壁の測定箇所（表-9 では通常部と定義）と同等

の値を示した。ノロ漏れ防止対策を講じた効果と考え

ている。 

また表層透気試験の結果，表層透気係数がいずれの

測定箇所も 1(×10-16m2)以下であった。十分な緻密性が

確保されていることを確認した。 

3.10 大沢高架橋 

表-10 に A1 橋台たて壁に確認された打重ね線の直上，

およびバイブレータの挿入跡と思われる線上で実施し

た SWAT，表層透気試験の計測結果を示す。表面吸水

速度はいずれも“良”と判定され，表層透気試験の結

果も“一般”もしくは“良”と判定された。バイブレ

ータの挿入跡からコンクリート一層の厚さが 50cm 以

下に管理されていたことが伺える（写真-4）。夏季の

施工のため，打重ね線が目立ってはいたが，打重ね部

の緻密性は十分確保されていることが分かった。 

表-10  大沢高架橋 A1 橋台の 

SWAT・表層透気試験結果 

計測位置 打重ね線上 バイブレータ 
挿入跡上 

p600（ml/m2/s） 0.2 0 
KT(×10-16m2) 0.17 0.021 

 

表-8  大槌第二トンネルでの SWAT および表層透気試験結果 

BL 名 2BL 3BL 78BL 
脱型時の材齢 6 日 15 時間 18 時間 
呼び強度 27 24 
測定箇所 SL 上 SL 下 SL 下 SL 上 SL 下 
シート有無 無 有 有 無 有 

p600 (ml/m2/s) 0.39 0.1 1.18, 0.57 0.25 0.09 
KT(×10-16m2) 0.006 0.031 0.49 0.54 0.67 

 
表-9  小佐野高架橋 A2 橋台たて壁，胸壁における SWAT および表層透気試験結果 

 たて壁 胸壁 沓座面 
1 リフト 2 リフト（下部） 2 リフト（上部） 通常部 型枠継目 

シートの有無 有 有 無 有 有 無 有 有 有 
p600（ml/m2/s） 0.16 0.11 0.29 0.1 0.01 0.35 0.02 0.03 - 

KT(×10-16m2) 0.048 - 0.1 0.11 - 0.96 0.032 - 0.038 

 

図-14 唐丹第一高架橋の表層透気試験結果 



 

4. まとめ 

 復興道路・復興支援道路の新設構造物コンクリート構

造物の表層品質を調査し，以下のような知見が得られた。 

1. SWAT の改良したフレームを用いることで，測定中

に生じる水位上昇を防止できることが分かった。ま

た，旧フレームで測定したデータを用いても，品質

の評価結果に大きく影響することはないことを新小

本大橋の計測結果から示した。 

2. 調査した構造物（部位）の大半の箇所で，東北地方

整備局が目標としている表層品質が達成されている

ことが分かった。 

3. いくつかの構造物で打継目の品質を評価したところ，

評価結果が大きく異なった。吸水抵抗性の観点で十

分な緻密性を達成できている打継目もあったため，

適切な打継ぎ処理により十分な緻密性を達成できる

ものと思われる。 

4. 明瞭な打重ね線がコンクリート表面に表れた場合で

も十分な透気抵抗性と吸水抵抗性を有する場合も存

在した。 

5. 微細ひび割れが発生している箇所や砂すじ直上，上

下のコンクリートの一体性が十分でない型枠継目部

など，欠陥が生じている部分では表層透気試験の評

価の結果が著しく悪くなった。 

6. 透水型枠を使用した橋脚で，空気量が設計値よりも

減少する傾向が顕著であった。ただし，コンクリー

ト表層は十分緻密になっていた。 

7. コンクリート構造物の品質が悪い場合，透気抵抗性

と吸水抵抗性の評価値が測定箇所によってばらつく

傾向にあった。 
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