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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定対象物への押し当て面を曲面とした＋電極と、この＋電極を一方の端面中心部に配
置した円筒状の絶縁体の他方の端面に前記＋電極と対向配置した－電極とを有する深部測
定用の検出部と、
　測定対象物への押し当て面を曲面とした＋電極と、この＋電極を一方の端面中心部に配
置した円筒状の絶縁体の他方の端面に前記＋電極と対向配置した－電極とを有し、前記＋
電極、－電極間の間隔を深部測定用の検出部よりも小とした浅部測定用の検出部と、
　を把持体の両端に備えたことを特徴とする水分測定装置。
【請求項２】
　測定対象物への押し当て面を曲面とした＋電極と、この＋電極を一方の端面中心部に配
置した円筒状の絶縁体の他方の端面に前記＋電極と対向配置した－電極とを有する深部測
定用の検出部と、測定対象物への押し当て面を曲面とした＋電極と、この＋電極を一方の
端面中心部に配置した円筒状の絶縁体の他方の端面に前記＋電極と対向配置した－電極と
を有し、前記＋電極、－電極間の間隔を深部測定用の検出部よりも小とした浅部測定用の
検出部とを把持体の両端に備えるとともに、
　前記深部測定用の検出部の検出信号から前記＋電極、－電極間の容量を求める深部測定
回路と、
　浅部測定用の検出部の検出信号から前記＋電極、－電極間の容量を求める浅部測定回路
と、
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　前記深部測定回路、浅部測定回路の各測定信号を切り替え方式で演算し、前記測定対象
物の深部、浅部の水分値を求める演算回路と、
　演算回路の演算結果を表示する表示部と、
　を有することを特徴とする水分測定装置。
【請求項３】
　測定対象物への押し当て面を曲面とした＋電極と、この＋電極を一方の端面中心部に配
置した円筒状の絶縁体の他方の端面に前記＋電極と対向配置した－電極とを有する深部測
定用の検出部と、
　測定対象物への押し当て面を曲面とした＋電極と、この＋電極を一方の端面中心部に配
置した円筒状の絶縁体の他方の端面に前記＋電極と対向配置した－電極とを有し、前記＋
電極、－電極間の間隔を深部測定用の検出部よりも小とした深部測定用の検出部と、
　を把持体に二股分岐で備えたことを特徴とする水分測定装置。
【請求項４】
　測定対象物への押し当て面を曲面とした＋電極と、この＋電極を一方の端面中心部に配
置した円筒状の絶縁体の他方の端面に前記＋電極と対向配置した－電極とを有する深部測
定用の検出部と、測定対象物への押し当て面を曲面とした＋電極と、この＋電極を一方の
端面中心部に配置した円筒状の絶縁体の他方の端面に前記＋電極と対向配置した－電極と
を有し、前記＋電極、－電極間の間隔を深部測定用の検出部よりも小とした深部測定用の
検出部とを把持体に二股分岐で備えるとともに、
　前記深部測定用の検出部の検出信号から前記＋電極、－電極間の容量を求める深部測定
回路と、
　浅部測定用の検出部の検出信号から前記＋電極、－電極間の容量を求める浅部測定回路
と、
　前記深部測定回路、浅部測定回路の各測定信号を切り替え方式で演算し、前記測定対象
物の深部、浅部の水分値を求める演算回路と、
　演算回路の演算結果を表示する表示部と、
　を有することを特徴とする水分測定装置。
【請求項５】
　測定対象物への押し当て面を曲面とした＋電極と、この＋電極を一方の端面中心部に配
置した円筒状の絶縁体の他方の端面に前記＋電極と対向配置した深部測定用の－電極と、
前記絶縁体の内部に前記－電極より＋電極との間隔を小とした状態で配置した浅部測定用
の－電極とを有する検出部を備えたことを特徴とする水分測定装置。
【請求項６】
　測定対象物への押し当て面を曲面とした＋電極と、この＋電極を一方の端面中心部に配
置した円筒状の絶縁体の他方の端面に前記＋電極と対向配置した深部測定用の－電極と、
前記絶縁体の内部に前記－電極より＋電極との間隔を小とした状態で配置した浅部測定用
の－電極とを有する検出部と、
　前記＋電極、深部測定用の－電極間の検出信号からその容量を求める深部測定回路と、
　前記＋電極、浅部測定用の－電極間の検出信号からその容量を求める浅部測定回路と、
　前記深部測定回路、浅部測定回路の各測定信号を切り替え方式で演算し、前記測定対象
物の深部、浅部の水分値を求める演算回路と、
　演算回路の演算結果を表示する表示部と、
　を有することを特徴とする水分測定装置。
【請求項７】
　測定対象物への押し当て面を曲面とした＋電極と、この＋電極を一方の端面中心部に配
置した円筒状の絶縁体の他方の端面に前記＋電極と対向配置した－電極とを有する浅部測
定用の検出部を備えた把持体と、
　前記浅部測定用の検出部に対して装脱可能に配置した測定対象物への押し当て面を曲面
とし、装着状態で前記－電極と対向配置となる＋電極を有する深部測定用の検出部と、
　を備えたことを特徴とする水分測定装置。
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【請求項８】
　測定対象物への押し当て面を曲面とした＋電極と、この＋電極を一方の端面中心部に配
置した円筒状の絶縁体の他方の端面に前記＋電極と対向配置した－電極とを有する浅部測
定用の検出部を備えた把持体と、前記浅部測定用の検出部に対して装脱可能に配置した測
定対象物への押し当て面を曲面とし、装着状態で前記－電極と対向配置となる＋電極を有
する深部測定用の検出部とを備えるとともに、
　前記深部測定用の検出部を装着した状態での前記＋電極、前記－電極間の検出信号から
その容量を求める深部測定回路と、
　前記深部測定用の検出部を外した状態での浅部測定用の検出部の＋電極、－電極間の検
出信号からその容量を求める浅部測定回路と、
　前記深部測定回路、浅部測定回路の各測定信号を切り替え方式で演算し、前記測定対象
物の深部、浅部の水分値を求める演算回路と、
　演算回路の演算結果を表示する表示部と、
　を有することを特徴とする水分測定装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水分測定装置に関し、詳しくは、コンクリート、モルタル、木材等の測定対
象物の含有水分を測定する水分測定装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば測定対象物の一種であるコンクリート、モルタル、木材等の建築材料は、その含
有水分の多少により品質が左右される。木材は水分が多い場合は強度が弱くなったり、施
工後の水分減少により寸法変化を生じ建築物に歪を起こす。また、木材は必要以上に乾燥
させようとするとコスト高になってしまう。
【０００３】
　一方、コンクリートは、打設後水分の高い状態では仕上げを適切に行うことができない
。このためコンクリートの施工現場や研究施設等でその含有水分を測定する水分計が必要
となる。
【０００４】
　測定対象物の表面から押し当てるタイプの水分計は、測定対象物の内部に埋め込んだり
、測定対象物を両側から挟み込むタイプに比べると、測定面さえ露出していれば測定可能
であるため、施工現場や加工現場等ではより実用的である。しかし、表面近くの影響を強
く受けるため、雨に当たって表面だけ濡れている場合や、乾燥途中で表面近くだけ水分が
低く内部が高いときは、平均的な水分を検出することはできない。
【０００５】
　また、このようなケースでは全体の水分だけではなく、部分毎に水分を知らなければな
らないこともある。従って、測定対象物の深さ方向の水分分布をおおよそ判断することも
必要となる。
【０００６】
　測定対象物の水分の測定には、従来から高周波式水分計が使われてきた。これは水分の
増減にしたがって変化する電気容量を、これに流れる高周波電流の多少を測定することに
よって測定し水分を算出するものである。
【０００７】
　図１８、図１９に示すように、従来からある水分計１００は、絶縁体１０１により間隔
ａをもって平行配置に支持した２本の長さｂの棒状の電極１０２、１０３を、測定対象物
の測定面１１０に押し当て、両電極１０２、１０３間の電気容量を測定して測定対象物の
含有水分を算出するように構成したものである。
【０００８】
　ところが、このような従来の電極構造では、測定面１１０が平坦でない場合には電極１
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０２、１０３の一部が測定面１１０から浮いて（非接触となって）しまう。この結果、電
極１０２、１０３から測定面１１０への高周波電流の流れを阻害し、測定誤差を生じるこ
とになる。
【０００９】
　従来の電極構造において、電極１０２、１０３間の間隔ａを小さくすれば、浮きにくく
なるが、間隔ａが小さいことから水分変化に対する容量変化が小さくなるため測定回路の
不安定性の影響を受け、安定した測定ができない。
【００１０】
　次に、測定対象物である例えば木材について考察すると、図２０に示すように、電極１
０２、１０３を測定対象物である木材の木目に対して平行に押し当てて測定した場合と、
図２１に示すように、木材の木目に対して直角に押し当てて測定した場合とでは、同じ領
域を測定したときでも、これらの電気容量は異なる。従って、図１８に示すような水分計
１００の電極構造では押し当て角度によって、測定結果が異なってしまうという不都合が
生じる。
【００１１】
　更に、図１８に示すような水分計１００の場合、絶縁体１０１の一面に電極１０２、１
０３を平行配置に取り付けた構造であるため、測定範囲が画一的であり、測定対象物の深
さ方向に関して測定深度を変更して測定するということは不可能である。
【００１２】
　特許文献１には、伸縮ロッドの先端に測定対象物である家屋壁面等に押し当てる電極を
有するセンサ部を配置し、ジャイロ機構、プッシュプルワイヤを用いて電極を一定角度と
なるように遠隔操作可能とした工作物調査用水分測定装置が提案されている。
【００１３】
　しかし、この特許文献１の水分測定装置の場合、測定対象物に押し当てる電極の配置を
遠隔操作可能であるものの、測定対象物の深さ方向に関して測定深度を変更して測定する
という要請には対応していない。
【特許文献１】特開平０８－２７１４５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　解決しようとする問題点は、測定対象物に対する電極の押し当て角度に関する許容度が
有り、且つ、測定深度を変更しての測定も可能な斬新な構成の水分計が存在しない点であ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の水分測定装置は、測定対象物への押し当て面を曲面とした＋電極と、この＋電
極を一方の端面中心部に配置した円筒状の絶縁体の他方の端面に前記＋電極と対向配置し
た－電極とを有する深部測定用の検出部と、測定対象物への押し当て面を曲面とした＋電
極と、この＋電極を一方の端面中心部に配置した円筒状の絶縁体の他方の端面に前記＋電
極と対向配置した－電極とを有し、前記＋電極、－電極間の間隔を深部測定用の検出部よ
りも小とした浅部測定用の検出部と、を把持体の両端に備えたことを最も主要な特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、以下の効果を奏する。
　請求項１、２記載の発明によれば、測定対象物への押し当て面を曲面とした＋電極と、
この＋電極を一方の端面中心部に配置した円筒状の絶縁体の他方の端面に前記＋電極と対
向配置した－電極とを有する検出部を備え、この検出部の検出信号から前記＋電極、－電
極間の容量を求め、更に測定対象物の水分値を求めて表示するように構成したものである
から、測定対象物に対する＋電極の押し当て角度に関する許容度を有しつつ測定対象物の
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水分値を精度よく測定でき、しかも、電極間隔を異にする深部測定用及び浅部測定用の両
検出部を把持体の両端に備えた構成で、この両検出部の検出信号から測定対象物の深部、
浅部の各水分値を測定対象物に対する＋電極の押し当て角度に関する許容度を有しつつ各
々精度よく測定できる。
【００１８】
　請求項３、４記載の発明によれば、測定対象物への押し当て面を曲面とした＋電極と、
この＋電極を一方の端面中心部に配置した円筒状の絶縁体の他方の端面に前記＋電極と対
向配置した－電極とを有する検出部を備え、この検出部の検出信号から前記＋電極、－電
極間の容量を求め、更に測定対象物の水分値を求めて表示するように構成したものである
から、測定対象物に対する＋電極の押し当て角度に関する許容度を有しつつ測定対象物の
水分値を精度よく測定でき、しかも、電極間隔を異にする深部測定用及び浅部測定用の両
検出部を把持体に二股分岐で備えた構成で、この両検出部の検出信号から測定対象物の深
部、浅部の各水分値を測定対象物に対する＋電極の押し当て角度に関する許容度を有しつ
つ各々精度よく測定できる。
【００１９】
　請求項５、６記載の発明によれば、測定対象物への押し当て面を曲面とした＋電極と、
この＋電極を一方の端面中心部に配置した円筒状の絶縁体の他方の端面に前記＋電極と対
向配置した－電極とを有する検出部を備え、この検出部の検出信号から前記＋電極、－電
極間の容量を求め、更に測定対象物の水分値を求めて表示するように構成したものである
から、測定対象物に対する＋電極の押し当て角度に関する許容度を有しつつ測定対象物の
水分値を精度よく測定でき、しかも、一個の＋電極と、＋電極との間隔を大小異にする二
個の－電極とを備えた検出部を備えた構成で、測定対象物の深部、浅部の各水分値を測定
対象物に対する＋電極の押し当て角度に関する許容度を有しつつ各々精度よく測定できる
。
【００２０】
　請求項７、８記載の発明によれば、測定対象物への押し当て面を曲面とした＋電極と、
この＋電極を一方の端面中心部に配置した円筒状の絶縁体の他方の端面に前記＋電極と対
向配置した－電極とを有する検出部を備え、この検出部の検出信号から前記＋電極、－電
極間の容量を求め、更に測定対象物の水分値を求めて表示するように構成したものである
から、測定対象物に対する＋電極の押し当て角度に関する許容度を有しつつ測定対象物の
水分値を精度よく測定でき、しかも、前記浅部測定用の検出部を備えた把持体に対して深
部測定用の検出部を装脱可能に配置した構成で、測定対象物の深部、浅部の各水分値を測
定対象物に対する＋電極の押し当て角度に関する許容度を有しつつ各々精度よく測定でき
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明は、測定対象物に対する電極の押し当て角度に関する許容度が有り、且つ、測定
深度を変更しての測定も可能な水分測定装置を提供するという目的を、測定対象物への押
し当て面を曲面とした＋電極と、この＋電極を一方の端面中心部に配置した円筒状の絶縁
体の他方の端面に前記＋電極と対向配置した－電極とを有する浅部測定用の検出部を備え
た把持体と、前記浅部測定用の検出部に対して装脱可能に配置した測定対象物への押し当
て面を曲面とし、装着状態で前記－電極と対向配置となる＋電極を有する深部測定用の検
出部とを備えるとともに、前記深部測定用の検出部を装着した状態での前記＋電極、前記
－電極間の検出信号からその容量を求める深部測定回路と、前記深部測定用の検出部を外
した状態での浅部測定用の検出部の＋電極、－電極間の検出信号からその容量を求める浅
部測定回路と、前記深部測定回路、浅部測定回路の各測定信号を切り替え方式で演算し、
前記測定対象物の深部、浅部の水分値を求める演算回路と、演算回路の演算結果を表示す
る表示部とを有する構成により実現した。
【実施例】
【００２３】



(6) JP 4652788 B2 2011.3.16

10

20

30

40

50

　以下に、本発明の実施例を詳細に説明する。
（実施例１）
　図１乃至図７を参照して本発明の実施例１の水分測定装置について説明する。
【００２４】
　まず、図１乃至図３を参照して本発明の原理的説明を行う。
　図１、図２に示すように、水分測定装置１の検出部２を、円筒状の絶縁体（寸法ｄ）５
の一端に端面を曲面状とした＋電極３を、他端に－電極４を配置した構造とするとき、＋
電極３、－電極４間の電界は、測定対象物１０を介して分布するため、その誘電率は＋電
極３、－電極４間の電気容量に大きく影響を与える。そして、コンクリート、モルタル、
木材等の測定対象物１０の誘電率は水分に依存するため、＋電極３、－電極４間の電気容
量を測定することによって測定対象物１０の水分検出が可能となる。
【００２５】
　前記検出部２において、＋電極３の絶縁体５の一端からの突出寸法ｃに比べて、測定対
象物１０の表面の凹凸が小さければ、＋電極３は測定対象物１０から浮くことが無く測定
面への接触が確実に保たれ、これにより安定した水分測定が可能となる。
【００２６】
　また、検出部２の鉛直方向の偏差ｅについて考察すると、検出部２が鉛直方向から傾い
たとき、＋電極３の水平面からの傾き角ｅ’（図５参照）が、比較的小さな角度（１度、
２度等）であれば、傾き角ｅ’の水分の測定値への影響は図３に示すとおり０度乃至２度
の範囲でほぼ無視できる程度である。従って前記偏差ｅは測定面に対して略垂直（略９０
度）として測定者が大雑把に判断してもこの程度の角度範囲に収まるものである。更に、
絶縁体５の周縁部５ａが測定対象物１０に当たると、測定者の感覚でそのことが判定でき
、傾きすぎたことが分かる。
　なお、本実施例では、＋電極３の水平面からの傾き角ｅ’（図５参照）の一例を、比較
的小さな角度（１度、２度等）を図示して説明しているが、本発明においては、当該＋電
極３の水平面からの傾き角ｅ’を図示するものに限定するものではなく、当該傾き角ｅ’
を実施例以外の自在な傾き角ｅ’に設定できる。
【００２７】
　これらのことから、測定対象物１０の水分測定の際に、＋電極３の押し当て角度が測定
値の許容誤差を超えるほど大きく傾くことは、通常の測定者の注意力があれば避けられる
。但し、許容される測定誤差によって許容できる押し当て角度が変わる。許容誤差が大き
ければこれにしたがって押し当て角度を大きくしてもよいことに留意する必要が有る。
【００２８】
　次に、図４、図５を参照して、本実施例１の検出部２の具体的構成例及び傾き角ｅ’に
ついて説明する。
　図４に示す水分測定装置１の検出部２は、円柱状で段付きの絶縁体５の一端に、中心部
の厚さ２ｍｍ程度、端面を直径Ｒ＝２５ｍｍの曲面状とした小径円板状の＋電極３を配置
し、絶縁体５の他端に円板状の－電極４を配置した構造としている。
【００２９】
　前記＋電極３と－電極４とは、絶縁体５の中心部に貫通状態で設けた貫通孔６内に配置
した連結部材１１により絶縁状態で、且つ、一体的に連結している。すなわち、前記連結
部材１１は、＋電極３に固着した下部連結受部１２と、－電極４の中心部を嵌装するため
のネジ部１５を突設した上部連結受部１３とを、貫通孔６内に配置した連結棒１４により
連結し、更にネジ部１５に－電極４の中心部を嵌装し、平形ワッシャ１６、スプリングワ
ッシャ１７をネジ部１５の回りに嵌装し、ナット１８により締め付けることで、前記＋電
極３と－電極４とを絶縁体５を挟んで対向するように固定配置している。
【００３０】
　なお、本実施例に示す＋電極は、当該＋電極３の部分の部材、連結部材１１、下部連結
受部１２、上部連結受部１３、連結棒１４、ネジ部１５が一体的となって構成されている
。図４において、５ｂは絶縁体５に設けた－電極４受用の突部である。
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【００３１】
　図４に示す水分測定装置１の検出部２において、＋電極３の絶縁体５の一端からの突出
寸法ｃを例えば１ｍｍ、＋電極３の側面における曲面が始まる部分から測定対象物１０の
表面までの寸法を０．５０５ｍｍに設定し、これにより図５に示すように、この検出部２
をその周縁部５ａが測定対象物１０に接するように傾けた場合、傾き角ｅ’＝２．４３８
°、検出部２と測定対象物１０の表面との最大離隔寸法は２．０８５ｍｍとなるように設
定している。
【００３２】
　次に、図６、図７を参照して、本実施例１の水分測定装置１の具体的構成例について説
明する。
　本実施例１に係る水分測定装置１は、絶縁材料により形成した把持用の小径筒部２１と
、図４に示す検出部２を取り付けるための大径筒部２２とを連設した段付き筒形状の把持
体２０を具備し、大径筒部２２の開口側から、前記検出部２の絶縁体５の外周との間にＯ
リング２３を介在しつつ絶縁体５の－電極側の部分を嵌着し、前記開口内部に－電極４を
内装するように構成している。
【００３３】
　また、前記開口内部の－電極４に対して、スペーサ部２５を介して、測定回路（例えば
高周波ブリッジ回路等）２７、演算回路２８等を搭載した配線基板２６を取り付けている
。更に、前記小径筒部２１の内部には、例えば単１型又は単２型等からなる２個の乾電池
２９を直列接続した電池部３０を収納している。
【００３４】
　図７は本実施例１の水分測定装置１の回路系を示すものであり、前記＋電極３、－電極
４を測定回路２７に接続して＋電極３、－電極４間の容量を測定し、測定回路２７の測定
値を演算回路２８により演算して測定対象物１０の水分値を求め、液晶ディスプレイ等で
構成した表示部３１により前記水分値を表示するように構成している。
　なお、前記演算回路２８には、電気容量値と関係のある測定回路２７からの出力値と水
分値との関係をプラグラムしておくものである。また、図６において３１は表示部を示す
ものである。
【００３５】
　本実施例１の水分測定装置１によれば、絶縁体５の一端に端面を曲面状とした＋電極３
を、他端に－電極４を配置した構成の検出部２を用い、この検出部２を＋電極３を測定対
象物１０に押し当てることによって、水分測定装置１が鉛直方向から傾いた場合でもその
傾き角ｅ’が小さい状態で測定対象物１０の水分値を精度よく測定することができる。
【００３６】
（実施例２）
　次に、図８乃至図１０を参照して本発明の実施例２について説明する。
　本実施例２の水分測定装置１Ａは、図８、図９に示すように、単一の筒形状の把持体４
１の両端に、測定対象物１０の深部測定用の検出部４２Ａと、浅部測定用の検出部４２Ｂ
とを取り付けたことが特徴である。前記検出部４２Ａ、検出部４２Ｂは、図４に示す検出
部２と同様な構成とし、＋電極３、－電極４（図８において点線で示す）間の間隔及び絶
縁体５の厚さを検出部４２Ａでは大きく、検出部４２Ｂでは小さくしている。
【００３７】
　また、本実施例２の水分測定装置１Ａにおいては、図９に示すように、前記検出部４２
Ａの＋電極３、－電極４を深部測定回路４３に接続して＋電極３、－電極４間の容量を測
定し、深部測定回路４３の測定値を切替部４５ａを備えた演算回路４５により演算して測
定対象物１０の深部の水分値を求め、液晶ディスプレイ等で構成した表示部４６により前
記水分値を表示するように構成している。
【００３８】
　また、前記検出部４２Ｂの＋電極３、－電極４を浅部測定回路４４に接続して＋電極３
、－電極４間の容量を測定し、浅部測定回路４４の測定値を切替部４５ａを切り替えて演
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算回路４５に入力し、演算回路４５により演算して測定対象物１０の浅部の水分値を求め
、液晶ディスプレイ等で構成した表示部４６により前記水分値を表示するように構成して
いる。
【００３９】
　本実施例２の水分測定装置１Ａによれば、単一の筒形状の把持体４１の両端に、測定対
象物１０の深部測定用の検出部４２Ａと、深部測定用の検出部４２Ｂとを備えているため
、深部測定用の検出部４２Ａの＋電極３を測定対象物１０に押し当てた状態の深部の水分
測定と、把持体４１を持ち替え浅部測定用の検出部４２Ｂの＋電極３を測定対象物１０に
押し当てた状態の浅部の水分測定とを一台の水分測定装置１Ａにより選択的に行うことが
できる。
【００４０】
　この場合、深部測定用の検出部４２Ａを使用した場合の測定値をＡ、浅部測定用の検出
部４２Ｂの測定値をＢとすると、Ａ－Ｂが深い部分、Ｂが浅い部分の水分値に対応する。
但し、これは１例であり、他の演算を採用したほうがより高精度となることがあり、測定
対象物１０の測定水分領域、材質等により異なるものである。
【００４１】
　図１０は本発明に係る実施例２の変形例を示すものであり、この変形例の水分測定装置
１Ｂにおいては、把持部５１から二股分岐した検出部保持部５３Ａ、５３Ｂに、各々測定
対象物１０の深部測定用の検出部４２Ａと、浅部測定用の検出部４２Ｂとを取り付けたこ
とが特徴である。
【００４２】
　前記検出部４２Ａ、検出部４２Ｂは、前記図４に示す検出部２と同様な構成とし、＋電
極３、－電極４（図１０において点線で示す）間の間隔及び絶縁体５の厚さを検出部４２
Ａでは大きく、検出部４２Ｂでは小さくしている。
【００４３】
　この変形例の水分測定装置１Ｂにおいては、図９に示す場合と同様な回路系を採用する
とともに、深部測定用の検出部４２Ａの＋電極３を測定対象物１０に押し当てた状態の深
部の水分測定時と、浅部測定用の検出部４２Ｂの＋電極３を測定対象物１０に押し立てた
状態の浅部の水分測定時とで演算回路４５を切り替え動作させるように構成している。
【００４４】
　この変形例の水分測定装置１Ｂによれば、二股分岐の構成からなる一台の水分測定装置
１Ｂで、深部測定用の検出部４２Ａの＋電極３を測定対象物１０に押し当てた状態の深部
の水分測定と、浅部測定用の検出部４２Ｂの＋電極３を測定対象物１０に押し立てた状態
の浅部の水分測定とを切り替えて行うことができる。
【００４５】
（実施例３）
　次に、図１１、図１２を参照して本発明の実施例３の検出部５５について説明する。
　本実施例３の検出部５５は、絶縁体５の一端に＋電極３を、他端に－電極４を配置する
とともに、絶縁体５の内部に－電極４と平行配置に－電極４ａを配置した２個の－電極４
、４ａを有する構成としたことが特徴である。すなわち、＋電極３と－電極４とを使用し
て測定対象物１０の深部の水分測定を、＋電極３と－電極４ａとを使用して測定対象物１
０の浅部の水分測定を切り替え式で行うように構成している。
【００４６】
　本実施例３の検出部５５を含む水分測定装置１Ｃの回路系を図１２に示す。
　この回路系は、前記検出部５５の＋電極３、－電極４を深部測定回路４３に接続して＋
電極３、－電極４間の容量を測定し、深部測定回路４３の測定値を切り替え式の演算回路
４５Ａにより演算して測定対象物１０の深部の水分値を求めて、液晶ディスプレイ等で構
成した表示部４６により前記水分値を表示するように構成している。また、前記検出部５
５の＋電極３、－電極４を浅部測定回路４４に接続して＋電極３、－電極４ａ間の容量を
測定し、切り替え式の演算回路４５Ａにより演算して測定対象物１０の浅部の水分値を求
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め、液晶ディスプレイ等で構成した表示部４６により前記水分値を表示するように構成し
ている。
【００４７】
　本実施例３の水分測定装置１Ｃによれば、１個の＋電極３と、２個の－電極４、４ａと
を有する検出部５５を備えているので、簡略な構成からなる一台の水分測定装置１Ｃによ
り測定対象物１０の深部の水分測定と、浅部の水分測定とを切り替えて行うことができる
。
【００４８】
（実施例４）
　次に、図１３乃至図１５を参照して本発明の実施例４の水分測定装置１Ｄについて説明
する。
　本実施例４の水分測定装置１Ｄは、図６に示す実施例１の水分測定装置１と基本的構成
は同様であるが、筒形状の把持体６１の一端に、浅部測定用の＋電極３ａを端面に有し内
部に－電極４を内蔵した浅部測定部６２を設けるとともに、この浅部測定部６２に対して
深部測定用の＋電極３を端面に有する深部測定部６３をアタッチメント式で脱着可能に備
えたことが特徴である。
【００４９】
　このような構成により、前記－電極４は、＋電極３、＋電極３ａに対して共通な－電極
として作用し、深部測定部６３を装着した状態では、図１４に示すように、電極間隔が大
きい前記＋電極３と－電極４との間の容量を測定して測定対象物１０の深部の水分を求め
、深部測定部６３を外した状態では、図１５に示すように、電極間隔が小さい前記＋電極
３ａと－電極４との間の容量を測定して測定対象物１０の浅部の水分を求めるようになっ
ている。また、本実施例４の水分測定装置１Ｄは、図１２に示す場合と同様な切り替え式
の回路系を採用している。
【００５０】
　本実施例４の水分測定装置１Ｄによれば、水分測定装置１Ｄの本体に対して、深部測定
部６３をアタッチメント式で脱着可能に備えているので、簡略な構成からなる一台の水分
測定装置１Ｄにより測定対象物１０の浅部の水分測定と、深部の水分測定とを簡略に切り
替えて行うことができる。
【００５１】
（実施例５）
　次に、図１６、図１７を参照して本発明の実施例５の水分測定装置の電極構造について
説明する。
　本実施例５においては、検出部７２の＋電極３、－電極４間の間隔を変動式にしたこと
が特徴である。すなわち、本実施例５の検出部７２は、絶縁材からなる筒状カバー体７３
の端面中心部に＋電極３を配置するとともに、筒状カバー体７３の中心部に＋電極３の一
構成部材であるガイド体７４を鉛直方向に立設し、当該ガイド体７４により、－電極４を
取り付けた絶縁体５を鉛直方向にスライド可能に支持したものである。
【００５２】
　本実施例５の検出部７２を採用した水分測定装置によれば、一台の水分測定装置によっ
て図１６に示すように、－電極４を上方にスライドして前記＋電極３と－電極４との間の
電極間隔を大きくして測定対象物１０の深部の水分を求めたり、図１７に示すように、－
電極４を下方にスライドして前記＋電極３ａと－電極４との間の電極間隔を小さくして測
定対象物１０の浅部の水分を求めることができる。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明は、上述したコンクリート、モルタル、木材等の水分測定に適用する他、各種土
木工事現場の地盤、壁面の水分測定、穀粉等の水分測定に幅広く適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
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【図１】本発明の実施例１の水分測定装置の測定部の構成を示す説明図である。
【図２】本実施例１の水分測定装置の測定部の＋電極側から見た平面図である。
【図３】本実施例１の水分測定装置の傾き角と水分との相関を示す表である。
【図４】本実施例の水分測定装置における測定部の具体的構成例を示す概略断面図である
。
【図５】本実施例１の水分測定装置における測定部を傾けた状態を示す概略図である。
【図６】本実施例１の水分測定装置の具体的構成例を示す概略断面図である。
【図７】本実施例１の水分測定装置の回路系を示すブロック図である。
【図８】本発明の実施例２の水分測定装置の正面図である。
【図９】本実施例２の水分測定装置の回路系を示すブロック図である。
【図１０】本実施例２の水分測定装置の変形例を示す正面図である。
【図１１】本発明の実施例３の測定部を示す断面図である。
【図１２】本実施例３の回路系を示すブロック図である。
【図１３】本発明の実施例４の水分測定装置の正面図である。
【図１４】本実施例４の測定部を示す正面図である。
【図１５】本実施例４の浅部測定用の測定部を示す正面図である。
【図１６】本発明の実施例５における測定部（深部測定時）を示す断面図である。
【図１７】本実施例５の測定部（浅部測定時）を示す断面図である。
【図１８】従来の水分測定装置における測定部を示す正面図である。
【図１９】従来の水分測定装置における測定部を示す底面図である。
【図２０】従来の水分測定装置における測定部を木材の木目と平行配置した状態を示す説
明図である。
【図２１】従来の水分測定装置における測定部を木材の木目と直角配置した状態を示す説
明図である。
【符号の説明】
【００５５】
　　１　　水分測定装置
　　１Ａ　水分測定装置
　　１Ｂ　水分測定装置
　　１Ｃ　水分測定装置
　　１Ｄ　水分測定装置
　　２　　検出部
　　３　　＋電極
　　３ａ　＋電極
　　４　　－電極
　　４ａ　－電極
　　５　　絶縁体
　　５ａ　周縁部
　　６　　貫通孔
　１０　　測定対象物
　１１　　連結部材
　１２　　下部連結受部
　１３　　上部連結受部
　１４　　連結棒
　１５　　ネジ部
　１６　　平形ワッシャ
　１７　　スプリングワッシャ
　１８　　ナット
　２０　　把持体
　２１　　小径筒部
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　２２　　大径筒部
　２３　　Ｏリング
　２５　　スペーサ部
　２６　　配線基板
　２７　　測定回路
　２８　　演算回路
　２９　　乾電池
　３０　　電池部
　３１　　表示部
　４１　　把持体
　４２Ａ　検出部
　４２Ｂ　検出部
　４３　　深部測定回路
　４４　　浅部測定回路
　４５　　演算回路
　４５Ａ　演算回路
　４５ａ　切替部
　４６　　表示部
　５１　　把持部
　５３Ａ　検出部保持部
　５３Ｂ　検出部保持部
　５５　　検出部
　６１　　把持体
　６２　　浅部測定部
　６３　　深部測定部
　７２　　検出部
　７３　　筒状カバー体
　７４　　ガイド体



(12) JP 4652788 B2 2011.3.16

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】



(13) JP 4652788 B2 2011.3.16

【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】

【図１２】



(14) JP 4652788 B2 2011.3.16
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