
；断面修復・ひび割れ補修・目地補修は別工法にて実施し、表面保護工法のみを対象

工法
項目

工法の概要

塗膜表面は平滑且つ撥水性。

① ｺﾝｸﾘｰﾄ面半分塗布した1日後には、無塗布部も撥水

②

③

本質的にはｺﾝｸﾘｰﾄと同等な形態
→ 鉄筋かぶり厚さ増と見做す効果のみ

平滑塗膜による通水性向上も期待しうる。 撥水性平滑塗膜による通水性向上も期待大。

施工性 ｴﾚﾎﾝﾏｲﾙﾄﾞｽﾌﾟﾘｯﾄﾊﾟﾝﾌより引用 上記中性化対応塗布仕様例ﾍﾞｰｽ HS-300ｸﾘｱｰ塗膜系（ｶﾗｰ塗膜系は塗布量200g/m2） ｱｸｱｼｰﾙ1400 NETIS KT-070047より引用 CS-21 ﾊﾟﾝﾌより引用

素地調整 表面の汚れ除去

付着油分は洗浄剤/ﾌﾞﾗｼﾝｸﾞ等で除去
塗布前の素地状態 湿潤 乾燥 乾燥；目視観察、ｹｯﾄ水分計で5%以下 乾燥・湿潤ともに問題なし

　　水洗後常温で24Hr乾燥すれば問題なし

塗布方法 ﾌﾟﾗｲﾏｰ：刷毛、ﾛｰﾗｰ 主剤：ｺﾃ塗り 刷毛、ﾛｰﾗｰ、ｽﾌﾟﾚｰ 刷毛、ﾛｰﾗｰ、ｽﾌﾟﾚｰ 刷毛、ﾛｰﾗｰ、ｽﾌﾟﾚｰ 刷毛、ﾛｰﾗｰ、ｽﾌﾟﾚｰ

塗布量 ﾌﾟﾗｲﾏｰ g/m2 ﾌﾟﾗｲﾏｰ 100 g/m2 - μm HS-300ｸﾘｱｰ下塗 75 g/m2 - μm 主剤 350 g/m2 - μm 主剤１回目 200 g/m2 - μm

主剤 g/m2　 15 mm ｴﾎﾟｷｼ中塗 260 g/m2 60 μm HS-300ｸﾘｱｰ上塗 75 g/m2 25 μm

ｳﾚﾀﾝ上塗 120 g/m2 30 μm

合計 g/m2 15 mm 合計 480 g/m2 90 μm 合計 150 g/m2 25 μm 合計 350 g/m2 - μm 合計 200 g/m2 - μm

施工可能な環境 5< ℃ △ 5< ℃ △ 5℃以上が望ましいが、それ以下でも可能 〇 0< ℃ 〇- 5～30 ℃ △

塗布後、指触乾燥に達する時間は

23℃： 4 Hr 5℃： 12 Hr

0℃： 24 Hr -5℃： 1,000 Hr

＊5℃未満は湿度影響により上記時間の倍が必要でしょう

施工日数（塗布工程のみ） 1 日 〇 2 日 〇- 1 日 〇 1 日 〇 1 日 〇
塗布後供用開始 3～6 日 気温5℃以上 △ 1 日 △ 1 日 〇 1 日 〇 日 〇
適用できない箇所 ① 常時湿潤状態、水中構造物 × ① ｾﾒﾝﾄ成分を含まないもの

② 塗料・ｼｰﾄ等で被覆された構造物 ②
③ 60℃以上の高温構造物

乾燥；乾燥色（白っぽさ）目視、水分計で
2%以下

緻密な無機系塗膜なので、CO2、液体水、塩
化物ｲｵﾝ等の侵入抑制効果大。されど水蒸気
透過性はｺﾝｸﾘｰﾄと同等。

また、根付き無機系塗膜ゆえに、耐付着性、耐紫外線性、
耐摩耗性、不燃性による効果もあり。

性能評価試験は、未没水、短期没水での評価であ
り、長期没水後を評価していない。

R3.2.10
(株）ﾃﾞｨ・ｱﾝﾄﾞ・ﾃﾞｨ

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 有機系被覆 ｼﾗﾝ・ｼﾘｹｰﾄ系含浸被覆材
無機系封孔剤HS-300

ｼﾗﾝ・ｼﾘｹｰﾄ系含浸材 ｹｲ酸塩系含浸材

用水路コンクリート塗布型表面保護材の比較

ｺﾝｸﾘｰﾄ内空隙を完全には充填できないので、
残存空隙による保護性能抑制率低下は避けら
れない。

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙの
性状（骨材/ｾﾒﾝﾄ/
ﾎﾟﾘﾏｰ固形分/水の
配合比）に応じ、ｺﾝｸ
ﾘｰﾄと同様な微小空
隙が存在。
また表面は凹凸あ
り。

ﾌﾟﾗｲﾏｰ施工後、有
機系樹脂塗装を複
数層（2-5層）塗布。
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面は平滑
な塗膜で被覆されて
いる。 119ｺﾝｸﾘｰﾄﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ

表面保護工法 Page
135より引用

ｼﾗﾝ/ｼﾘｹｰﾄを微細
孔へ浸透させ、硬化
反応によって形成さ
れる撥水性無機系
樹脂で微細孔を完
全に塞ぐと共に表面
に根付き塗膜を形
成。

このｼﾗﾝ/ｼﾘｹｰﾄ分子は、ｺﾝｸﾘｰﾄのSi-OHと水素結合（極く
弱い結合）しており、C6～C10の撥水基（薄緑）は孔中心に
向かって配向しているので、撥水性が発現する。
但し、この撥水形ｼﾗﾝ同士を化学反応させてﾎﾟﾘﾏｰ化する
のは難しく、下図の如く各分子がｺﾝｸﾘｰﾄ表面に配位してい
る状態です。

ｾﾒﾝﾄ中のCa(OH)2
とｹｲ酸塩が反応し
て、CSH ｶﾙｼｳﾑｼﾘ
ｹｰﾄ水和物が生成
し、空隙を充填。

但し、ｹｲ酸塩は固形分30wt%程度の水溶液であるため、浸
透部空隙を完全には充填できず、空隙が残存。

上記ﾒｶﾆｽﾞﾑによる
保護性能への影響

但し、ｺﾝｸﾘｰﾄの不陸調整材、断面修復
材として最適

但し、紫外線劣化、耐摩耗性、可燃性（水路脇での雑草野
焼きでの延焼対応）等に留意。

緻密な有機系複層塗膜なので、CO2、水分（液
及び水蒸気）、塩化物ｲｵﾝ等の侵入の抑制効
果大。

下地の浮き・劣化等を除去（はつり・ｻﾝ
ﾀﾞｰｹﾚﾝ）、 状況に応じ高圧洗浄（12MPa
以上）

中性化対応塗布仕様例

ｼﾗﾝ同士は反応せず、分子単独で弱く配位し、動きやすく、離脱し
やすくなっていることは下記評価で証明できます。

ﾓﾙﾀﾙ微細粉に適当量散布して１日放置すると、塗材量が
ほぼ0～10wt%（無機ﾌｨﾗｰ量相当）程度まで蒸発減少。

含浸材を塗布したｺﾝｸﾘｰﾄを2wt%洗剤添加した60℃温水浸
漬すると1日後、ｺﾝｸﾘｰﾄ表面は撥水性消滅。

水素結合による弱い配位であり、没水継続に
てｼﾗﾝが水中へ溶脱することから、用水路保護
への適用には大きなﾘｽｸあり。

ｺﾞﾐ、ｾﾒﾝﾄ粉末、砂塵、油分等の付着物を
除去（ﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｼ、かわすき、ｻﾝﾄﾞﾍﾟｰ
ﾊﾟｰ、ｳｪｽ、水洗等）

被塗布面の油、じんあい、その他の有害
な付着物を除去。

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄで断面修復した後、水ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ液により
ｺﾃ仕上げをすることは絶対避けて下さい。

根付き塗膜は、ｸﾘｱｰ及
びご希望の色調を選択可
能。

当社評価では、W/C55のｺﾝｸ
ﾘｰﾄと同等な空隙率を持った
製品が多いことが判明。

ｼﾗﾝ/ｼﾘｹｰﾄ分子をｺﾝｸﾘｰﾄの
微細孔へ浸透させ、右図のよ
うにｺﾝｸﾘｰﾄ表面および微細孔
の内壁に撥水性の分子膜を形
成させる。

湿潤個所には、下塗にHS-300Wを使用
すれば対応可能。

150～200
2,890

浸透性吸収防止材等が塗布され撥
水性が付与された構造物

硬化速度は気温の影響大、気温5℃以上で
は湿度影響ないので、5℃以上を推奨。

指触乾燥状態となれば降雨降雪による塗膜
影響なし、下記を目途として施工可能。

気温の硬化速度影響は、塗布後4Hrまでなの
で、その間の雰囲気温度を上げることでの対
応も可能。

Si-O H

H O-Si-CnH2n+1

ﾓﾙﾀﾙ/樹脂

空隙

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂

ｴﾎﾟｷｼ樹脂

ｴﾎﾟｷｼﾌﾟﾗｲﾏｰ

無機系樹脂

無機系樹脂

CSH

CaO・2SiO2・3H2O

ｼﾗﾝ分子の配位

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｼﾗﾝ分子の撥水基

1



工法
項目
ｺﾝｸﾘｰﾄ保護性能

透水量抑制 % △ mg/cm2・day ｸﾞﾚｰﾄﾞA △ 95 % ｸﾞﾚｰﾄﾞA 〇 91 % ｸﾞﾚｰﾄﾞA 〇 82 % ｸﾞﾚｰﾄﾞA △
塩化物ｲｵﾝ浸透抑制 % ｸﾞﾚｰﾄﾞB,C mg/cm2・day ｸﾞﾚｰﾄﾞA 100 % ｸﾞﾚｰﾄﾞA 100 % ｸﾞﾚｰﾄﾞA 38 % ｸﾞﾚｰﾄﾞC

水蒸気透過性 % mg/cm2・day ｸﾞﾚｰﾄﾞC相当 96 % ｸﾞﾚｰﾄﾞA 95 % ｸﾞﾚｰﾄﾞA 77 % ｸﾞﾚｰﾄﾞB

中性化抑制 % ｸﾞﾚｰﾄﾞA～C 100 % ｸﾞﾚｰﾄﾞA 89 % ｸﾞﾚｰﾄﾞA 100 % ｸﾞﾚｰﾄﾞA 19 % ｸﾞﾚｰﾄﾞA

評価製品11種による振れ幅大

一般物性 119ｺﾝｸﾘｰﾄﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ表面保護工法 Page181-188より引用 119ｺﾝｸﾘｰﾄﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ表面保護工法 Page150より引用 第3者機関評価

付着性 0.2～3.6N/mm2 1～4 N/mm2 以上 〇 4.3 N/mm2 ；下地ｺﾝｸﾘｰﾄの凝集破壊 ◎
 

塗膜引張強度 Min. 8.7 N/mm2 ；JIS K7113引張試験 〇
 12-13N/mm2の結果もあり

ひび割れ追従性 0.1～2.3mm 0.4 mm以上；常温養生28日後、JSCE K532 0.5 mm；常温養生28日後、JSCE K532

〇 ×
  

 

　 

その他の特性
背面水の影響

付着力及びその安定性が鍵 △ 付着力及びその安定性が鍵 △ 影響なし 〇 付着力影響なし △ 付着力影響なし 〇
① 付着力が低いと背面水圧力によりﾓﾙﾀﾙ剥離 ① ① 無処理ｺﾝｸﾘｰﾄの破壊圧力まで耐用

耐用年数に影響
② ② ①

；用水路内流動水の影響の方が大

Caの溶出防止 △ 〇 〇 長期的なCa溶出阻止は不可能。 △

無処理ｺﾝｸﾘｰﾄよりもCa溶出は抑制できるはず。

耐摩耗性 ｺﾝｸﾘｰﾄより耐摩耗性なし 摩耗は無処理ｺﾝｸﾘｰﾄの約60%まで低減。 無処理ｺﾝｸﾘｰﾄと同等 無処理ｺﾝｸﾘｰﾄとほぼ同等
△ 有機系塗膜の鉛筆硬度はF程度 × HS-300ｸﾘｱｰ樹脂の鉛筆硬度は3H ◎ △ △

→

→

2.6 μm/Y

   摩耗速度∝（砂礫量）＊（流速）2

高強度繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ並みの耐摩耗性

森ほか：長期供用された農業用水路のｺﾝｸﾘｰﾄ通水表面の変質、ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ工学年次論文集、Vol.31,No.1,2009

路面標示用塗料JIS K5665において耐摩耗
性試験がJIS K5600-5-8（研磨紙法-摩耗輪）
規定されており、JIS H8682-1との相関が取
れないものの、品質規格は、100回転で0.5g
以下。

ﾌﾟﾗｲﾏｰ樹脂種によっては加水分解受けて付
着力消失/ﾓﾙﾀﾙ剥離懸念あり

無処理ｺﾝｸﾘｰﾄ同等もしくはやや摩耗し易
い

農業用水でのｺﾝｸﾘｰﾄ摩耗は、
流速0.5m/s、砂礫濃度20ppm
として

無処理W/C55ｺﾝｸﾘｰﾄは、砂礫濃度
40ppm（湾内正常時は20～40ppm）、
流速7m/s（砂礫径は平均0.21mmで
評価）では、約1mm/Yの摩耗損耗。

 HS-300塗膜は塗布後6ヶ月まで
徐々に硬くなり、切断時の伸びは低
下するので ｺﾝｸﾘｰﾄｸﾗｯｸ発生時に塗
膜も切断されるはず。

〇～

×

0～0.7E-3製品
如何

高橋等：補修用ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙの耐久性に関する検討およびその
評価、日本建築学会技術報告書、第19巻、第43号、2013より引用、
但しW/C50ﾓﾙﾀﾙをﾍﾞｰｽとした比率

0～96

18～61
0.013

119ｺﾝｸﾘｰﾄﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ表面保護工法 Page150～154より引用

0～0.9E-3

上記性能評価への
考察等

形成された樹脂のｶﾞｽ分子径による篩い効果によ
り、径0.27nmのH2Oは通過し、径0.33nm以上の

CO2、O2、N2は通過できないことで上記性能が発

現。この性能は多孔質体等の封孔にも適用。

水中部ﾓﾙﾀﾙでCaが溶出し、表層部が脆
弱化。

無機系樹脂塗膜及びｺﾝｸﾘｰﾄ表層細孔を
樹脂にて完全に塞いでいるので、下地か
らのCa溶出を完全に防止可能。

表面塗膜により下地（ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝ
ﾄ）からのCa溶出を完全に防止可能。

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 有機系被覆 ｼﾗﾝ・ｼﾘｹｰﾄ系含浸被覆材

HS-300が細孔を塞いでいる深さまで高引張
強度となるのでその下で破壊。
よって付着力は無処理基材の引張強度に依
存。

×～

〇

石神ほか：積雪寒冷地におけるｺﾝｸﾘｰﾄ開水路の表面保護工法の付
着性とその評価

石神ほか：積雪寒冷地におけるｺﾝｸﾘｰﾄ開水路の表面保護工法の付
着性とその評価

ｼﾗﾝ・ｼﾘｹｰﾄ系含浸材

高強度繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ（圧縮強度
100N/mm2以上）の摩耗性は無処理品の約
50～60%とのﾃﾞｰﾀあり。

HS-300白色は鉛筆硬度5Hであり、耐摩耗性（耐擦
過性）と不燃性が要求される高速道路ﾄﾝﾈﾙ内壁の
白色視線誘導塗装に多く使用されています。

細孔を固形分で塞いだ比率で性能が規定されるは
ずなので、塩化物ｲｵﾝ浸透抑制はもっと大きいので
はないか。

特殊ｸﾞﾚｰﾄﾞを採用すれば、ひび割れ追
従が可能だがやや高価且つ耐摩耗性
低下。

笹倉ほか：高速流水中の砂礫によるｺﾝｸﾘｰﾄの摩耗に関す
る実験的研究、土木学会年次学術講演会、pp83-84、
2003/9

ひび割れ追従性0.5mm以上だと付着
力は1.6N/mm2以下。

付着強さが大きくなるとひび割れ追従
性は低下。

JIS H8682-1に準拠した往復式摩耗試験機
（研磨紙：ｼﾘｺｰﾝｶｰﾊﾞｲﾄﾞ60ﾒｯｼｭ）において、
HS-300樹脂が細孔を塞いでいるW/C50ﾓﾙﾀ
ﾙ表層部は摩耗が約60%低減。

流水によるｼﾗﾝ分子の溶脱及び紫外線劣化
により、表面撥水性は2年程度で消失し、それ
以降は無処理下地からのCa溶脱速度と近
似。

右図ｺﾝｸﾘｰﾄ0.065g/100回転の7
倍程度の摩耗となる

ﾌﾟﾗｲﾏｰ樹脂種によっては加水分解受けて付
着力消失/塗膜膨れ剥離懸念

石神ほか：積雪寒冷地におけるｺﾝｸﾘｰﾄ開水路の表面保護工法の付
着性とその評価

石神ほか：積雪寒冷地におけるｺﾝｸﾘｰﾄ開水路の表面保護工法の付
着性とその評価

背面水流動の継続により、ｼﾗﾝ分子溶脱、耐
用が短期化

ｹｲ酸塩系含浸材
無機系封孔剤HS-300

上記ﾒｶﾆｽﾞﾑでは、H2Oｶﾞｽが通過するが、CO2侵入

を防止していることは不思議。特許5219597号以外
の技術が加味されているのだろうか？
過去論文においてｼﾗﾝ系含浸材の中性化抑制評価
は良くない結果しかないはず。

付着力が低いと背面水圧力により塗膜膨れ・
剥離発生

水蒸気透過=100-透水抑制に近

ほぼ同じはず ？

中性化抑制=100-水蒸気透過

に近似

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0 200 400 600 800 1000

摩耗量

g

摩耗回数

無処理 W/C50ﾓﾙﾀﾙ

HS300＊100g/m2塗布

HS300＊200g/m2塗布

HS350＊100g/m2塗布

HS350＊200g/m2塗布

2



工法
項目

耐紫外線性 紫外線の水中における透過は、水深1.0mで37%透過、5mで1%透過 ； I＝I0EXP(-ｋ＊Z）、琵琶湖においての測定から、340nm紫外線において減衰係数k=1.0 I ：水中の光強度 I0 ：水面での光強度 Z:水深

　　 ；可視光線の減衰係数ｋは0.3であることより、1mでの透過は74%、14mで1%。 ；早川和秀等：紫外線環境と溶存有機物および光反応の検討、滋賀県琵琶湖環境科学研究ｾﾝﾀｰ試験研究報告書第3号

但し、没水部以外も多いことより、紫外線劣化速度は屋外暴露ﾍﾞｰｽを採用。
紫外線劣化影響殆どなし 〇 紫外線劣化による耐用年数制約あり △ 紫外線劣化影響殆どなし 〇 紫外線劣化による耐用年数制約大 × 紫外線劣化影響なし 〇

無機物ゆえに紫外線劣化なし

；119ｺﾝｸﾘｰﾄﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ表面保護工法 Page183より引用

1m深さ常時没水で 19 年
 没水していないと 7 年

防藻性 △ △ 〇 △ △

→ 粗度係数が0.012から0.017まで上昇 根拠：

粗度係数　；Manning式評価 粗度係数は、(社）日本道路協会 道路土工-排水工指針Page22より引用

as ﾓﾙﾀﾙ △ as 塩ﾋﾞ管同等 〇 ；塩ビ管より小さい 〇+ as 下地ﾓﾙﾀﾙ △ as 下地ﾓﾙﾀﾙ △
① HS-300塗膜の平滑度は塩ビ管の約2倍

     Sm:表面の凸と凸間距離μm、Rz：凹部の深さμm　

    平滑度Sm/Rzは、塩ビ：58、HS-300塗膜は104

②

耐凍結融解性 第3者機関評価

凍結融解試験 凍結融解試験 凍結融解試験 ｺﾝｸﾘｰﾄそのものであり、効果ないはず。 ｺﾝｸﾘｰﾄそのものであり、効果ないはず。
    △    △ △ △

うち85%以下は3/11種

柔軟系厚ｳﾚﾀﾝでは割れ無し。

耐ｽｹｰﾘﾝｸﾞ性 第3者機関評価

ｽｹ-ﾘﾝｸﾞ試験 〇- ｽｹ-ﾘﾝｸﾞ試験

ｽｹｰﾘﾝｸﾞ量は、無処理に比し45%まで低減
更なる低減に向け新規品を評価中

耐用年数推定 ﾓﾙﾀﾙ厚さ 5 mmとして 塗膜厚さ 90 μm 塗膜厚さ 25 μm

ﾓﾙﾀﾙ中ﾎﾟﾘﾏｰの紫外線劣化：ｴﾎﾟｷｼ10μm/Y 塗膜紫外線劣化：ｳﾚﾀﾝ：２μm/Y 、ｴﾎﾟｷｼ：10μm/Y 表面塗膜：紫外線劣化（HS-300 0.9μm/Y） 紫外線劣化及び水中へのｼﾗﾝの溶脱：最長でも10年 水ｶﾞﾗｽなので紫外線影響なし

塗膜有効厚さ：80%、複層補正係数：0.53     ：摩耗（ｺﾝｸﾘｰﾄの60%）

摩耗：ｺﾝｸﾘｰﾄ 2.6 μm/Y摩耗 塗膜摩耗：ｺﾝｸﾘｰﾄ摩耗ﾍﾞｰｽの7倍 封孔されたｺﾝｸﾘｰﾄ500μm：摩耗（ｺﾝｸﾘｰﾄの60%） ｼﾗﾝ劣化・溶脱が支配、ｺﾝｸﾘｰﾄ摩耗影響なし 摩耗：ｺﾝｸﾘｰﾄの80%byCS-21ﾊﾟﾝﾌ

塗膜有効厚さ：80% 塗膜有効厚さ：80% 有効深さ： 800 μm ｺﾝｸﾘｰﾄ空隙率20vol％、液比重1.25

紫外線劣化 100< 年 ◎ 紫外線劣化 17 年 △ 紫外線劣化：塗膜 22 年 ◎ ｼﾗﾝ紫外線劣化・溶脱 10 年 × 紫外線劣化 100< 年 ◎
400 年 　　　　：表層封孔ｺﾝｸﾘｰﾄ 100< 年 

440 年

塗膜摩耗 100< 年 塗膜摩耗 : 4 年 こちらが制約 紫外線劣化：塗膜 12 年 表層ｺﾝｸﾘｰﾄ摩耗 100< 年

1,530 年 　　　　：表層封孔ｺﾝｸﾘｰﾄ 100< 年 190 年

250 年

合計 100< 年

初回塗布工事費 塗装工歩掛： 塗装工歩掛： ｱｸｱｼｰﾙ1400 NETIS KT-070047より引用 CS-21 ﾊﾟﾝﾌより引用

労務費単価：建設物価2020年3月号 北海道 労務費単価：建設物価2020年3月号 北海道

製品価格   ：DNT製品設計価格 製品価格   ：設計価格

厚さ 5 mm 円/m2 〇 円/m2 〇 ① HS-300ｸﾘｱｰ150g/m2 円/m2 〇 円/m2 〇＋ 円/m2 ◎
厚さ 50 mm 円/m2 ② HS-300淡色 200g/m2 円/m2

      ｶﾗｰ塗膜隠蔽性確保上塗布量増加

総合判断
△ 〇 ◎ △- △

1) 1) 1) ｺﾝｸﾘｰﾄ保護性能及び一般物性も良好。 1) 1)
耐ｽｹｰﾘﾝｸﾞ性も他系より良好

一般物性は耐摩耗性以外は良好。 但し、ひび割れ追従性に難あり。

2) 2) 耐紫外線性弱く、耐用年数がやや短期。 2) 耐用年数は長期 2) 耐用年数は短期

（水中凍結-18℃*16Hr/融解20℃
*8Hr、24Hr/１cycle）＊300ｻｲｸﾙ

相対動弾性係数は、無処理品の8～
105%と変動幅大（製品依存）、つまり耐
凍結融解性は効果なし。

0.013

上記は、ﾄﾞｲﾂ海域においてｼﾘｺｰﾝ塗膜（HS-
300塗膜と近似）で実証されており、当社は、
これに金属ﾅﾉ粒子を分散した高度防汚ｺｰﾃｨ
ﾝｸﾞ皮膜の特許を登録（特許第6745311号）

ｺﾝｸﾘｰﾄ保護性及び一般物性（Ca溶出防
止、耐摩耗性、防藻性、粗度係数等）は、
鉄筋かぶり厚さ増と見做す効果のみ

0.013

高橋等：補修用ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙの耐久性に関する検討およびその
評価、日本建築学会技術報告書、第19巻、第43号、2013より引用

有機系被覆 ｼﾗﾝ・ｼﾘｹｰﾄ系含浸被覆材

0.013

大気中での紫外線劣化速度は、ｳﾚﾀﾝ：2μ
m/Y、ｴﾎﾟｷｼ：10μm/Yであることより、全塗
膜の消失は遅くとも

HS-300塗膜の大気中紫外線劣化速度は0.9
μm以下、よって塗膜消失は没水部以外でも
22年なれど、塗膜消失後も無機系樹脂で充
填された表層ｺﾝｸﾘｰﾄが500μm残存し（耐摩
耗性も向上）、保護性能を維持。

5cm内幅U字溝簡易流水ﾃｽﾄにおいて、HS-
300塗布は無処理U字溝の約2倍の流速を確
認。→HS-300塗布の粗度係数は0.007程度

0.010 0.01以下

平滑性・撥水性塗膜なので、藻類の付
着・繁殖を抑制し、且つ剥がれ易い。

池田、藤井：農業用水路における藻の繁茂と粗度
係数の変化、H30農業農村工学会大会講演会講演
要旨集

藻類の繁殖については、左記とさほど変
わらずと判断。

FRP板と無処理ｺﾝｸﾘｰﾄでは繁殖性ほぼ同じ　；左
記論文

但し、ｺﾝｸﾘｰﾄの不陸調整材、断面修復
材として最適

ｺﾝｸﾘｰﾄ保護性は水蒸気透過性以外は問
題なし。

ｺﾝｸﾘｰﾄ保護性及び一般物性（Ca溶出防
止、耐摩耗性、防藻性、粗度係数等）は、
鉄筋かぶり厚さ増と見做す効果のみ

大気中でのｺﾝｸﾘｰﾄ保護性能は良好なれ
ど、没水部における使用に不適。

4,810
5,500

2,500

平成28年度橋梁架設工事の積算 表
4-13-10仕上げ塗装工歩掛

5,600 4,720
53,000

3,731

建設物価2020/2号Page832ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の補修
回収補強工のﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ工法より引用

耐用年数への
影響条件

平成28年度橋梁架設工事の積算 表
4-13-10仕上げ塗装工歩掛

右記粗度係数は、
藻類繁殖・砂利堆
積等により大きく悪
化

JIS A1148 （水中凍結-18℃融解
5℃、4Hr/１ｻｲｸﾙ）＊300ｻｲｸﾙ

里等：表面被覆材によるｺﾝｸﾘｰﾄの凍害抑制に関する研究、ｺﾝｸﾘｰﾄ
工学年次論文集、Vol.16,No.1、1994

JIS A1148 （水中凍結-18℃融解
5℃、4Hr/１ｻｲｸﾙ）＊300ｻｲｸﾙ

相対動弾性係数及び質量変化は、無処
理品と殆ど変わらず、効果なし。

JIS A1148 （水中凍結-18℃融解
5℃、4Hr/１ｻｲｸﾙ）＊300ｻｲｸﾙ

相対動弾性係数及び質量変化は、無処
理品と殆ど変わらず、効果なし。

（水中凍結-18℃*16Hr/融解20℃
*8Hr、24Hr/１cycle）＊300ｻｲｸﾙ

△～

×

上塗ｳﾚﾀﾝ・中塗ｴﾎﾟｷｼ・ﾌﾟﾗｲﾏｰ：90μm
厚さでは塗膜に割れ発生。

△～

×

遠藤等：道路設計要領の目安を満足するｼﾗﾝ系表面含浸材を用いた
ｺﾝｸﾘｰﾄのｽｹｰﾘﾝｸﾞ抵抗性の評価

ｼﾗﾝ・ｼﾘｹｰﾄ系含浸材
無機系封孔剤HS-300

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

摩耗影響は用水
性状により大きな
影響を受けるの
で、材料劣化を主
体として総合評価

ｽｹｰﾘﾝｸﾞ量は、無処理品と同等～3倍程
度まで増加（製品により変動）。

ｻﾝｼｬｲﾝｳｪｻﾞｰﾒｰﾀｰ500Hr照射後の光沢保持
率は85～100%、色差は0.2～1.2が殆ど

表面凹凸及び微細孔に藻類が根を張り
増殖、除去し辛い。

表面凹凸及び微細孔に藻類が根を張り
増殖し、除去し辛い。

ｹｲ酸塩系含浸材

没水部は透過紫外線による劣化と分子の水
中溶脱、没水部以外は激しい紫外線劣化あ
り。

表面凹凸及び微細孔に藻類が根を張り
増殖し、除去し辛い。
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