
別記様式(第2関係)

新技術導入計画概要書

都道府県名 滋賀県 事業名 県営農道環境整備事業 地区名 鹿深

事業工期及び H1５～H19 新技術にか 平成17年度 4,491 千円（直接工事費）

新技術導入予定工期 H1７～H18 かる工事費 平成18年度 5,530 千円（直接工事費）

新技術の区分 ①,先進的技術　　2,従来技術の改良　　3,その他（　　　　　　　　　　）

新技術の概要

　無機質ｾﾒﾝﾄ結晶増殖材塗布工法は、ｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ、触媒性化合物、ｼﾘ

ｶｻﾝﾄﾞを主成分とした無機質粉体)と所定量の清水を練り混ぜてﾍﾟｰｽﾄ状にしたものをｺﾝ

ｸﾘｰﾄ表面に塗布あるいは、吹き付けすることで、触媒性化合物がｺﾝｸﾘｰﾄ深部(30cm程

度)に浸透して、毛細管空隙やひび割れ界面に新たなｾﾒﾝﾄ結晶を増殖してｺﾝｸﾘｰﾄ躯体そ

のものを緻密化させる工法である。

　

１．外部からの水の供給に対して遮水性が優れる。

２．ｺﾝｸﾘｰﾄ内の水分に対して補修材料が水と反応して深さ30cm程度結晶化するため

　、ｺﾝｸﾘｰﾄ内の水分が、減少する。このことにより科学的なｱﾙｶﾘ骨材反応の抑制効果

　を発揮する。

３．緻密化することにより圧縮強度が増加する。

新技術の導入理由

　鹿深地区の改修の対象であるJR跨線橋は、26年前（昭和56年）に施工されたもの

である。下部工の橋台２基、橋脚１２基の内橋台２基、橋脚８基については、ｱﾙｶﾘ骨

材反応によるひび割れが発生しているため対策工を施行する必要が有る。

　ｱﾙｶﾘ骨材反応は、既設ｺﾝｸﾘｰﾄ内の反応性骨材により発生するため、既設ｺﾝｸﾘｰﾄを再

構築しない限り根本的な対策は困難であるとされており、構造物を新規に作り替える

必要が有る。しかし損傷のある構造物すべてを再構築することは、周辺への影響や経

済性の観点から現実的ではない。そこで現状の補修対策としては、ｱﾙｶﾘ骨材反応が、

水の供給により発生することから外部からの水の供給を抑止することまたｺﾝｸﾘｰﾄ内部

の水によるｱﾙｶﾘ骨材反応の抑制をする工法を選定することとした。

　こうした工法で遮水性に優れ、ｱﾙｶﾘ骨材反応を化学的に抑制することが可能な、ｾﾒ

ﾝﾄ結晶増殖型法を導入するものである。

必要とする調査項目（追跡調査を含む）

１．施工管理に関する検討。

２．耐用年数の確認調査。

　・ひび割れヶ所のｺﾝｸﾘｰﾄｺｱ採取から顕微鏡によるｾﾒﾝﾄ結晶増殖の確認

　・対象構造物からのｺﾝｸﾘｰﾄｺｱ採取による圧縮試験

予想される適用効果（将来展望を含む）

1．ｺﾝｸﾘｰﾄ内の水分と反応してｱﾙｶﾘ骨材反応の進展抑制するため、新たなｱﾙｶﾘ骨材反応

　によるひび割れの発生（最劣化）を抑制することが出来る。

2．深部への浸透能力に優れているためｾﾒﾝﾄ結晶による半永久的な自己修復作用があ

　る。

3．安価である。

従来技術との比較等

　別紙参照



　　　　　　　　　　　　評価委員会報告概要書

1．実施年度 平成1７・１８年度 2,実施局(県) 滋賀県

3．事業名 県営農道環境整備事業　鹿深地区

　　及び実施地区

4．新技術の名称 無機質ｾﾒﾝﾄ結晶増殖材塗布工法

5．新技術導入理由 ○(1)経済的な事業執行に資する

　　 （該当番号に○） 　(2)農業の生産性向上に資する

　(3)新生産調整推進対策の推進に資する

○(4)施設の安全性の強化に資する

   (5)自然環境の保全に資する

6．新技術の概要 　無機質ｾﾒﾝﾄ結晶増殖材塗布工法は、ｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ、触媒性化合物

、ｼﾘｶｻﾝﾄﾞを主成分とした無機質粉体)と所定量の清水を練り混ぜてﾍﾟｰｽﾄ状にした

ものをｺﾝｸﾘｰﾄ表面に塗布・吹き付けすることで、接触性化合物がｺﾝｸﾘｰﾄ深部(30c

ｍ程度)に浸透して、毛細管空隙やひび割れ界面に新たなｾﾒﾝﾄ結晶を増殖してｺﾝｸﾘ

ｰﾄ躯体そのものを緻密化させる。

　また処理面が埋設されていて直接塗布不可能なヶ所については、ﾄﾞﾘﾙにより　　

削工後充填材に増殖材を混合して充填を行う。

　以上のとおり塗布工法およびドリル工法とも特に高度な技術を、必要としない。

説明図　別添

　

7．導入により効果が 1，施工方法が従来の塗布工法と同様であり容易に施工できる。

あった事項 2，経済的である。

3，実証試験により結晶を確認した。

8．効果を波及させる 　効果の確認が難しいことから実証試験による効果検証が必要である。

上での課題  今回施工部位のｺｱ採取を行い顕微鏡により結晶増殖を確認した。

9．主な適用歩掛り

及び決定理由   　（理由：標準積算基準が未整備）・・・施工規模が少量のため業者見積

により対応。

10．実施局の総合評価 ・結晶の増殖状況は、電子顕微鏡により確認でき、塗布、未塗布の差は明らかに認

められ、アルカリ骨材反応抑制効果は期待できる。

・圧縮試験、透水試験については、塗布、未塗布の差は認められなかった。

　これは、コア採集位置がクラック発生位置に左右され、理想的な位置で

のコアの採集ができなかったことから、未塗布コアの採集位置が、ブリ－ジングの

影響がある位置に集中したことによるものである。



（別紙1）
新技術実証調査・試験報告書

1，概　要　

新技術の名称 無機質ｾﾒﾝﾄ結晶増殖材塗布工法 　事業主体 滋賀県

 　

　事　業　名 県営農道環境整備事業 地区名 鹿深地区 担当者 甲賀県事務所： 窪崎

　工事件名 平成16年度第2号 新技術に係る （直接工事費）

鹿深地区　JR跨線橋耐震対策第2工事 工事費

新技術の概要

　無機質ｾﾒﾝﾄ結晶増殖材塗布工法は、ｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ、触媒性化合物、ｼﾘｶｻﾝﾄﾞ

を主成分とした無機質粉体)と所定量の清水を練り混ぜてﾍﾟｰｽﾄ状にしたものをｺﾝｸﾘｰﾄ表面に

塗布・吹き付けすることで、接触性化合物がｺﾝｸﾘｰﾄ深部(30cｍ程度)に浸透して、毛細管空

隙やひび割れ界面に新たなｾﾒﾝﾄ結晶を増殖してｺﾝｸﾘｰﾄ躯体そのものを緻密化させる。

　また処理面が埋設されていて直接塗布不可能なヶ所については、ﾄﾞﾘﾙにより削工後充　　

填材に増殖材を混合して充填を行う。

 　 　

実証調査 試験項目 　調査試験方法  備　考

・歩掛（確認）調査

① 施工業者による見積徴収

　 　

・施工後の状況調査（非施工部位との比較を実施

　する。）

① 結晶増殖状況比較 ① 採取ｺｱの顕微鏡による確認

② ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度比較 ② 採取ｺｱによる圧縮強度試験

③ ｺﾝｸﾘｰﾄの水密性比較 ③ 採取ｺｱによる透水試験

実証調査試験結果

別紙のとおり

評価

・顕微鏡観察による結晶増殖については、塗布の供試体について顕著に現れている。また非塗布の供試体に

　ついては結晶増殖は確認され無かった。このことから塗布による空隙部への結晶のさい結晶水が必要なこ

　とからアル骨反応抑制の効果があると推定される。

・他の圧縮強度試験、透水試験ついては塗布と非塗布の結果を比較すると同程度の値を示しており著しい差

　異は確認されなっかた。これについては塗布資料採取位置が橋台上部でコンクリート打設時のﾌﾞﾘｰｼﾞﾝｸﾞ

　の影響を受け中段部の非塗布資料よりもともと悪い値であったものと推定される。

平成18年度　5,530千円

１工法　２材料　３製品　４機械　５その他新技術の区分　 　実施工期  H17.2 ～ H18.12

平成17年度　4,491千円



（別紙2）　新技術実証調査（従来工法との比較）

1．新技術の名称 無機質ｾﾒﾝﾄ結晶増殖材塗布工法 3．工事件名

県営農道環境整備事業　

2．実施地区 鹿深地区 平成16年度第2号

鹿深地区　JR跨線橋耐震対策第2工事

4．比較 従来工法 新技術による工法

① 工事費　

　・直接工事費（円／m
2
） 　・直接工事費（円／m

2
）

無機質弾性塗料塗布工法 無機質ｾﾒﾝﾄ結晶増殖材塗布工法

10,239円 8,190円

② 維持管理費

　・特に必要なし 　・特に必要なし

③ 施工性

　・従来の塗布工法であり特に高度な 　　左欄と同じ　

　　技術を必要としない。

④ 施設の機能

　・アルカリ骨材反応の経過観察が必要。 　・ｾﾒﾝﾄ結晶増殖にる半永久的な自己

　　修復作用により恒久的な効果が期

　　待できる。

⑤ 発注方法の検討

 ⅰ適用歩掛 　・見積り 　・同左

 ⅱ特許の取扱い 　・なし 　・有り

 ⅲ契約方法 　・請負 　・請負



単価第1号

無機質ｾﾒﾝﾄ結晶増殖材塗布工 1.0㎡ 当たり単価表

単価月 H17．3月

金￥ 8,190 円　　（見積り）

内 訳 1.0

種　　目 数量 単位 単価 金　額
下地調整 1.00 ㎡ 1,889 1,889

高圧水処理 清水 1.00 ㎡ 312 312

反応制御材散布 0.058 L 7,500 435

１層目塗布 無機質ｾﾒﾝﾄ結晶増殖材 0.920 kg 2,900 2,668

２層目塗布 無機質ｾﾒﾝﾄ結晶増殖材 0.805 kg 2,900 2,335

反応制御材散布 0.058 L 7,500 435

反応水散布 清水 1.00 ㎡ 116 116

計 8,190

1.0㎡当り 8,190

単価第２号

無機質弾性塗料塗布工 1.0㎡ 当たり単価表

単価月 H17．3月

金￥ 10,239 円　　（見積り）

内 訳 22

種　　目 数量 単位 単価 金　額
下地調整 22.00 ㎡ 1,889 41,558

労務費 世話役 1.00 人 20,000 20,000 S02115

特殊作業員 2.00 人 16,800 33,600 S02115

普通作業員 3.00 人 13,600 40,800 S02115(2+1)

材料費 シラン系撥水材 0.92 kg 6,600 6,072 見積

パテ材 12.10 kg 1,297 15,694 見積

中塗り主材 13.19 kg 767 10,117 見積

中塗り材混和材 15.85 kg 1,500 23,775 見積

上塗り材 3.70 kg 3000 11100 見積

ｱﾙｶﾘ骨材反応抑制剤 4.62 kg 2,500 11,550 S16002

機械器具損料 発動発電機 2.00 日・台 1,134 2,268 S16002

ハンドミキサー 2.00 日・台 62 124 S16003
ローラー 6.00 本 800 4,800 見積

刷毛 6.00 本 400 2,400 見積

ガソリン 8.00 L 110 880 P34001
油脂・消耗品費 1.00 式 524 524 機械器具損料の5％

計 225,261

1.0㎡当り 10,239

㎡当積算

単価第３号

見積

見積

㎡当積算

摘　要
単価第３号

細目

細目

摘　要

見積

見積

見積

滋賀県

見積



単価第３号

下地処理工 1.0㎡ 当たり単価表

単価月 H17．3月

金￥ 1,889 円　　　

内 訳 10 m
2
当積算

種　　目 数量 単位 単価 金　額 摘　要
特殊作業員 0.80 人 16,800 13,440 S02115

普通作業員 0.40 人 13,600 5,440 S02115

工具 0.10 台 82 8 S16003

計

18,888

1.0m
2
当り 1,889

単価第４号

当たり単価表

単価月

金￥ 円　　（見積り）

内 訳 m
3
当積算

種　　目 ｺｰﾄﾞ 規格 数量 単位 単価 金　額 摘　要

細目

滋賀県



○橋台（Ａ１）の状況

アルカリ骨材反応により、ひびが入っている。H17年度に上部に落橋防止工事を行った。
H18年度は、この側面に対して、ドリル充填工（約300本）を実施予定。
この部分のコア抜き（工事前後）を検討してもらう。

上部の落橋防止工事において、塗布を行った。が、その場所のコア抜きは困難。

○橋脚（Ｐ１～Ｐ４）の状況

橋脚は、耐震補強により、巻き立て工法で改修。上部については、塗布を行った。
塗布部のコア抜きを検討してもらうが、困難か。

H18.10.2
広域農道（滋賀県甲賀市鹿深地区）ＪＲ跨線橋　状況写真
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