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1．はじめに

　当事務所では，平成 20 年度からストックマネ
ジメント技術高度化事業（以下「高度化事業」と
いう。）に取り組んでおり，JAGREE 78 号で水
路トンネル補強対策の全体計画とモニタリング計
画について報告させていただいた。今回は，平成
21 年度に実施した高強度炭素繊維（図－ 1）を用
いた補強工法の試験施工結果について報告する。

2．対策の実施場所及び施工内容

　岐阜県中津川市田瀬にある 5 号トンネル（L
＝ 1,059m）は，昭和 28 年 (1953) から昭和 40 年
(1965) にかけて国営農地開発「付知川地区」で整
備された施設である。
　平成 21 年度は，平成 20 年度に試験施工した区
間に隣接した 30mの範囲において以下の試験施
工を実施した。
仮設工
湧水処理
欠損部補修
炭素繊維補強内巻き工法
計測機器設置工

3．対策工法の特徴

　今回実施した工法は，既に実績を有している工
法で，既設覆工コンクリートの表面に補強材（高
強度炭素繊維を格子（グリッド）状に組んだ枠に
ビニルエステル樹脂を含浸させ成型したもの）を
設置し，その上にポリマーセメントモルタルを被
覆することで補強する工法で，①薄くて軽い，②

腐食が無い，③高強度・高弾性等の特徴を有して
いる。

4．仮　設　工

　試験施工の位置については，施工後のモニタリ
ングも考慮して，なるべく既設道路に近く仮設が
容易な場所を選定した。
　仮設としては，工事用道路（Ｌ≒ 65m），仮設
ヤード（Ａ≒ 300m2），水替工，照明設備，換気設備，
濁水処理設備である。
　このうち，工事用道路と仮設ヤードについては，
昨年度の試験施工時に，地権者の了解を得て存置
しておいたことから，今年度は補修程度で済んで
いる。
　水替工は，施工区間上流の開水路区間に流入
する降雨及びトンネル内湧水の処理程度であるた
め，上下流に土嚢を設置してφ 50mm水中ポン
プにより処理した。
　濁水処理施設は，既設覆工コンクリート表面
の高圧水洗浄に伴う濁水及びポリマーセメントモ
ルタルの被覆作業で飛び散ったセメント処理のた
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図－１　CFRPグリット工法
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め，PH 値 6.0 ～ 7.5　SS 濃度 100mg/L 以下を目
標に濁度処理，中和処理設備を設置した。（写真－1）

5．施工手順

　施工手順は次のとおり実施した。

　手順 1：洗浄工

　施工箇所における既設覆工コンクリートと被覆
材との付着性を確保するため，車載式高圧水洗浄
機を仮設ヤ－ドに設置し，45MPa の水圧により
ゴミ，泥等を除去した。（写真－ 2）
　除去後には，10m単位に 1箇所，1箇所 3点の
付着試験を行い，既設覆工コンクリート表面の付
着強度（引張強度）を確認した。（写真－ 3）

写真－ 2　洗浄工

写真－ 3　既設覆工面付着強度試験

　手順 2：湧水処理及び欠損部補修工

　事前に確認されていた湧水及びコンクリート欠
損箇所は，補強材の設置前に処理を行った。湧水
についてはビニールホースで水路内に導水する設
計としていたが，ホース周辺を急結セメントで保
護することから，湧水をブロックしないよう注意
して施工を行った。（写真－ 4）

写真－ 4　湧水処理工

写真－ 1　濁水処理施設
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　手順 3：補強材設置処理工

　施工に先立ち，補強材の割り付け図を作成し，
補強材は，リベットアンカー（SUS 製）で固定
した。アンカーの取り付け本数は 10本 /m2 とし，
既設覆工コンクリートと補強材の隙間がないよう
に施工した。（写真－ 5）

写真－ 5　補強材の設置

　補強材の設置後，ポリマーセメントモルタルを
被覆した。施工方法は，準備工→プライマー工→
モルタル被覆工→表面仕上げ工→養生の手順で実
施した。

　手順 4：プライマー工

　準備工として，コンクリート表面の結露水等を
拭き取り，既設コンクリートの含水比を確認後（写
真－ 6），潤面用エポキシ樹脂接着剤をローラー
で塗布した。（写真－ 7）

写真－ 6　既設コンクリート含水比の測定

写真－ 7　プライマー工

　手順 5：表面被覆工

　プライマーとモルタルの付着を確保するため，
プライマー塗布後（30 分～ 60 分）以内に表面被
覆工の作業に着手した。
　モルタルは，攪拌時間を 3～ 5分を目安に，練
りダマやエアーの過剰な混入が生じないように注
意して可使時間 60 分以内に被覆を行った。モル
タルの練り上がり温度は 10℃～ 25℃で管理した。
（写真－ 8）
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写真－ 8　表面被覆工

　手順 6：仕上げ工

　モルタル被覆後の乾燥収縮によるクラックや表
面の粉化を防止するため，水性・被覆タイプの表
面仕上げ養生材を 80kg/m2 散布し，最終仕上げ
とした。

写真－ 9　仕上げ工

6．品質管理

　補修・補強工法については，使用材料の品質照
査基準が定められていない。このことから本地区
では，増厚 ( 被覆 ) 工について，次のとおり実施
した。（表－ 1）

表－ 1　品質管理表

＜設計＞

＜実績＞

37 ～ 43

48 ～ 57

7．出来高確認

　被覆工の塗厚の出来高については，5mピッチ
で，左右スプリング部に 3cm四方程度の箱抜き
をしておき，この 4辺の塗厚を測定し，平均値を
取って確認した。（表－ 2）

表－ 2　被覆工の厚さの管理

規格値 測定頻度 測定数
設計 13.5mm以上 1箇所 /5m 2 点 / 箇所
実績 14.5 ～ 20.7mm 同 同

8．施工時の環境調査

　試験施工に当たっては，施工時の環境として，
坑内及び坑外の「湿度，温度」「既設覆工コンク
リートの含水率」「モルタル練り上がり時の，練
り上げ温度」を計測した。（表－ 3）

表－ 3　測定頻度表

測定項目 測定方法 頻度
気温 温度計 1時間毎
湿度 湿度計 1時間毎
モルタルの練り
上がり温度 温度計 1日 1回

既設覆工コンク
リートの含水率 水分計 プライマー塗布直前
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　施工は，2月から 3月初めに掛けて実施したこ
とから，坑外の気温は最低で氷点下 4℃，最大で
21.5℃という大きな変動であったが，坑内温度は
11．5℃前後と一定であった。
　含水率は，特に規定しなかったが，プライマー
の前に水分計にて計測を行ったところ，1.4 ～ 2.7
％の範囲であった。
　モルタルの練り上がり時の温度は 14℃～ 15℃
であった。（写真－ 10）

写真－ 10　モルタルの温度管理

9．おわりに

　平成 21 年度も平成 20 年度と同様な炭素繊維を
使用した補強工法を実施した，両工法とも引張強
度，格子間隔も同じである。大きな違いはモルタ
ル被覆を行う前のプライマーの有無及びモルタル
性能（圧縮強度等）である。
　また，出来高管理を実施するうえで，既設トン
ネルの出来高（凹凸）とポリマーモルタルの塗布
厚をどのように区分して管理していくか等，基準
化にむけた課題もある。
　今回，施工実績のみ報告させていただいたが，
今後，継続的に耐久性能等を監視していくことで
生じた問題と，工事実績結果とを照らし併せるこ
とで，本工法の特徴がより把握でき対策工法の選
定の参考に資することができればと考えている。


