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概要

建築物の劣化現象の多くは，雨水の移動現象に影響を受ける。例え

建築都市デザイン学科 准教授

ば，屋根・壁の雨漏り，外壁面の汚れ，鉄筋コンクリート部材の鉄
筋腐食，木質材料の腐朽，石材のぬれ色などである。したがって，
実際の建築物の雨水による濡れ・移動現象を部位ごとに把握できれ
ば，
「どの部位が劣化しやすいか？」という早期劣化予測が可能とな
り，ひいては，維持管理の効率化，建築物の長寿命化に資すること
ができる。
本申請研究では，実建築物に適用できることを念頭に，建築部材表
面を濡らし，流下する水の計測手法を開発することを目的としてお
り，特に，水滴の液滴高さを計測することで建築部材のぬれ性を計
測・分析できる手法（装置）を開発し，実際の建築材料試験体およ
び実際の建築部材等に対してその性能・可用性を検証した。
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１．研究の目的

（注）必要なページ数をご使用ください。

建築物の劣化現象の多くは，雨水の移動現象に影響を受ける。例えば，屋根・壁の雨漏り，外
壁面の汚れ，鉄筋コンクリート部材の鉄筋腐食，木質材料の腐朽，石材のぬれ色などである。し
たがって，実際の建築物の雨水による濡れ・移動現象を部位ごとに把握できれば，「どの部位が
劣化しやすいか？」という早期劣化予測や，「どの部位が実際に劣化したか？」といった実態把
握が可能となり，ひいては，維持管理の効率化，建築物の長寿命化に資することができる。
本研究は，劣化外力としての雨水の濡れ・移動現象を実建物で把握することで，部位別・劣化
予測・把握を実現することを目指しており，その要素技術として実際の建築物に適用可能な（オ
ンサイト型の）雨水膜センシング装置・手法を開発することを目的としていた。具体的には，以
下の研究項目を実施することを計画していた。
1) 建築物の外装の雨水厚さをオンサイトで計測する装置の開発（申請書 A-1,A-2）
2) 開発装置の計測値の分析手法の開発（申請書 B-1: 濡れ分析手法，B-2：流下量推計手法）
3) 開発した手法の実証（申請書 C-1：試験体による実証，C-2：実建築物による実証）

２．研究の経過
2.1

（注）必要なページ数をご使用ください。

研究を遂行するための協力体制

助成申請書に記した通り，機械工学に豊富な実務経験を有する原紳氏（宇都宮大学・助教）と
共同して，装置開発をおこなった。また，試験体の作製についても申請書に記した研究協力体制
を活用して進めた。すなわち，有機系材料の試験体については，日本建築仕上材工業会に試験体
の一部を無償で作製いただいた。コンクリート試験体については，混和剤・表面含浸材を各社に
無償提供いただいて，研究室で施工して作製した。石材については，協力業者より安価に購入し
た。煉瓦については，過去の共同研究先企業より無償で提供いただいた。
2.2 協力体制等を活用した研究実施の経過
大学院生 2 名の協力を得て，実験・解析を進めた。学生実験補助者への謝金の支払いを予定し
ていたが，本課題を研究課題とする学生のみで実験を実施できたため，実験補助謝金は支出がな
かった。申請書に記載の通り，RILEM 委員会，AIJ スマートモニタリング応用小委員会等で OSHW
濡れセンサの情報を収集して，装置への組込みを検討したが，設計時に適切でないことが判明し，
開発装置の完成版には組み入れないこととなった。計測対象の実建築物は，本学内建物が使用で
きることが分かり，図面情報により材料組成を把握したうえで，後述の適用性試験を実施した。
2.3

研究成果の公表

申請書に記載の通り，日本建築学会大会において，研究成果 2 編を公表した。AIJ スマートモニ
タリング委員会で情報提供したが，この委員会活動に関係して 2018 年 12 月開催で講師の依頼を
受けており，成果の紹介を予定している。日本建築学会論文集への期間内投稿は間に合わなかっ
たが，原稿作成を進めている。

３．研究の成果
3.1

（注）必要なページ数をご使用ください。

開発した装置および分析手法の概要（申請研究項目 A, B-1）

3.1.1

開発手法の概要

従来の接触角計測手法では，CCD カメラによる液滴の真横からの撮影を用いて接触角の計測を
行う。この方法では実際の建築部材を対象とした計測を行うことは難しい。そこで，本申請研究
では，CCD カメラによる撮影を行わず，マイクロメータによる液滴高さ計測から接触角の算定を
行う計測分析手法を開発した。
3.1.2

開発した手法の概要

従来の接触角計測法では，水滴を材料表面に滴下し，
θ/2 法(式 1)によって接触角を算定するのが一般的で
ある。このθ/2 法は，液滴が真球であると仮定し，C
CD カメラによる真横からの撮影によって求めた液滴
高さ h と接地面半径 r から接触角を算定する。図１に
図 1 開発装置の外観および実建築物
での使用イメージ（申請書 A に対応）

開発装置の外観を，図 2 に分析手順を示す。開発手法
でも液滴が真球であると仮定した。液滴高さ h を開発
した装置で計測し，接地面半径 r を，マイクロピペッ
トで制御した液量 V から式(2)を用いて計算すると，
接触角を計算できる。また，ここには示していないが，
実建築物に適用できるぬれ性計測用滴下装置も作製し
て，その有効性を検証した。
3.2

開発した手法の検証（申請研究項目 C と対応）

3.2.1 検証実験の概要

図３（表 1）に検証実験の概要を一部抜粋して示す。 図 2 開発装置の計測値を用いた
接触角の分析手順（申請 B-1 に対応）
本申請研究では，従来の手法による計測値を真値と
みなして，開発手法の計測値の精度等を検証した。
また，そのうえで，傾斜装置を用いて，部材が傾
いた場合を再現し，傾斜した部材における計測値か
ら真値（従来の手法を用いて水平面・小型試験体で
計測した接触角）を推定する手法について検討した。
なお，傾斜装置は，申請時には XY ステージを使用
する予定であったが，設計検討の結果，XY ステージ
では不適当であることが判明し独自に傾斜装置を
作製して実験を行った。
計測対象は，ぬれ性が最も制御されることの多い
建築用塗材を中心に，表面含浸材が塗布されることの
あるコンクリート，各種表面仕上げを施した金属面

図 3 実験の因子と水準（一部を抜粋）

等を選定して，作製・入手した。また，実建築物 1 棟の部材表面も対象とした。
また，これらの開発手法の精度検証にあたっては，後述のように，各種の材料物性の影響があ
るので，吸水性試験，液滴の形状・流れ観察・撮影，表面粗さ試験などを行った。

3.2.2 既存手法の精度評価を通じた要求性能設定
申請書 A-1 に計画の通り，計測装置に求めら
れる要求性能（精度など）を分析した。図 4 に
従来の接触角計測装置の結果例を示す。液量，
算定法，材料などによる従前の精度を確認し，
本開発での精度を同等以上（例えば，±3 度以
内，液量 2～10μl）などと定めた。
3.2.3 手法の改善と評価

図 4 既存手法の精度検証実験の結果例

申請書 A-2,C-1 に計画の通り，上述の要求性
能を達成できる装置設計，計測条件などについ
て実験的に検討した。計測タイミング(図 5 左)
や計測装置の設計（図 5 右），静電気の影響
（図 6 右）などの因子について検討し，装置を
改善した。その結果，図 6 左に示すように，従
来法と比べると，撥水性の試験体で±3°程度，
親水性の試験体で±1.5°程度の差に収まること

図 5 計測条件の設定(左)と手法改善（右に
関する実験結果の例

を確認した。このことから，開発手法が従来法と
ほぼ同等の計測精度にあることを確認した。なお，図５右から図６左への精度向上は，マイク
ロメータ先端部に取り付けたプローブの取付け
精度を向上させたことによるものである。
3.2.5 開発手法の様々な材料・部位への適用性
申請書 A-2, C-1,C-2 に計画の通り，各種の建築
材料および部材に対して，適用性を検証した。図
7 に部材が傾斜している場合の影響の結果例を，

図 6 開発手法の精度(左), 計測条件の影響(右)

示す。部材が傾斜した場合には，液滴形状が微小
ながら変化するために，水平面に対する手法を
そのまま適用した場合には，誤差が大きくなるこ
とが判明した。図 8 に実建築物の材料・部材で
計測した例を示す。小片サンプルを採ることが
できないので，正確には検証できないが，材料
組成から判断して妥当な計測結果を得ることが

図 7 部材の傾斜の影響（左），液量の影響（右）

できた。ここには結果を示していないが，石材
など複数の建築材料を検討した結果，μm 程度の
表面粗さの影響は小さいが，大きな凹凸，吸水
などがある場合，計測できない場合があることが
判明している。
3.2.6 垂直部材に適用するための補正法開発
前節に報告した内容のうち，部材に傾斜がある
場合については，建築物の特性（鉛直面が多い）

図 8 実建築部材への適用例（風景と計測結果例）

ことを考慮すると，補正等によって推定できる
ことが適用性拡大のために不可欠と考えられた。
そこで，垂直部材における計測値から水平時の
真値（従来法の値）を推定する方法を開発した。
図 9 左に示す通り，部材傾斜角ごとに，液滴の
変形には相似性があるので，これを利用して，
図 9 右の通り補正による推定に成功した。た

図 9 傾斜している部材における補正方法の効果
だし，材料が極端に平滑な場合（金属面）などでは，この方法は適用できなかった。

3.2.6 流下する水滴・水膜への展開（研究項目 B-2 と対応）
建築物の外装面の雨水を観察すると，水滴上で付着していることが多く，この場合，前節まで
に述べた手法を応用して水膜厚さが原理的には推定できる。しかし，実建築物で試行したところ，
多点であること，水膜厚さが液滴より小さいことなどなら，流下している水膜では計測ができな
いことが判明した。研究を継続しているが，本申請研究の範囲では，研究項目 B-2 を目標通り達
成することはできなかった。
3.2.7 建築材料の水分移動現象に影響する各種物性の計測実験
本報告書では，スペースの関係で計測結果を示し
ていないが，計測対象とした建築材料の物性は水滴
水膜厚さの計測に影響する。端的には，図 10 のよ
うに吸水があれば，水滴高さは変化する。そこで，
表面粗さ計測（図 11），表面吸水試験（図 12）等
の吸水試験，濡れ面積カメラ撮影などを行って物性

図 10 吸水のある材料の接触角計測

やそれに対応する濡れ・流れ状況を計測した。
3.3

まとめ

本申請研究では，以下の項目を実施した。
1) 実建築物に適用できる水滴・水膜厚さ計測装置
を開発した。実建築物に適用するための条件を分析

図 11 表面粗さの計測風景例

し（項目 A-1），そのうえで，手法を完成した（A-2, B-1）
2) 塗材を中心とする各種建築材料の試験体および実建築物に
おいて，開発装置を使用した濡れ性計測をおこない，目標精度を
達成していることを確認した。(C-1, C-2)また，各種の建築材料の
物性と対応させることで，計測装置の適用範囲を明らかにした。
また，部材面が傾斜している場合の補正手法を開発した。
3) 流れのある水膜厚さの計測手法(B-2)は達成できなかった

４．今後の課題

図 12 表面吸水試験装置の概要
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本研究では，当初計画のうち，装置開発および検証の大半（A-1, A-2, B-1, C-1, C-2）を達成
したが，この手法を流れのある実建築物の雨水膜に展開(研究項目 B-2)することができなかった。
現在，継続した研究により，この目標を達成すべく作業を進めている。

