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１．はじめに
農業水利施設補修の１つであるひび割れ補修
には，被覆工法，注入工法，充填工法があり，
ひび割れ変状の度合いや部材性能への影響，発
生要因，挙動の有無などの判定によって工法が
選定されている。
ひび割れに対する工法選定の指標として「農
業水利施設の長寿命化のための手引き（農林水
産省，2015（平成 27）年）」（以下，「長寿命化
の手引き」という）では，コンクリート開水路
に発生するひび割れは初期ひび割れの発生割合
が多く，その発生要因は乾燥収縮ひび割れが多
数を占めると報告され（表１－１），初期ひび
割れに対する対策工法の選定図（例）（図１－
１）および選定フロー（例）（図１－２）が記

されている。これらの対策工法は，ひび割れの
発生要因や状況などを考慮して選定する必要が
あるとされており，補修材料についても材料の
特徴を十分に考慮して選定しなければならない
とされている。しかし，実際には調査設計段階
でひび割れの発生要因や状況が確認されていて
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表１－１　初期ひび割れの内訳

図１－１　ひび割れについての対策工法選定図（例）

無機系表面被覆と併せて行う

ひび割れ補修の留意点について

農業水利施設補修部門　幹事会

※「その他」は不適切な打継におるひび割れ等によるもの
※平成25年度関東農政局調べ

初期ひび割れ種別 データ数 割合 

%8.196れ割びひ度温

%2.69416,3れ割びひ縮収燥乾

%5.071縮収燥乾＋度温

%3.105他のそ

%2.08明不

合  計 3,757  100.0% 
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も，対策工法や補修材料についての特徴を理解
せずに選定されている場合がある。十分な検討
がなされずに選定された対策工法および補修材
料で施工を行った場合，施工後早期に再ひび割
れや新たなひび割れを発生させる要因となる。
コンクリート開水路の補修においては，ひび
割れ補修のみが施工されることは少なく，多く
の場合は表面被覆と併せて行われている。そし
て，多くのコンクリート開水路の補修に使用さ
れている無機系表面被覆は，ひび割れ幅の変動
に対する追従性を有していないため，既設水路
躯体に存在しているひび割れやその補修を行っ
た場所と同位置に不具合を発生させている事例
が見受けられる。このため，無機系表面被覆の
使用においては，既設水路のひび割れ補修が重

要になる。そこで本報では，ひび割れ補修工の
改善を目的に，無機系表面被覆におけるひび割
れ補修の留意点について，実際に施工後に不具
合が発生した事例を交えて報告する。

２． 無機系表面被覆と併せ行うひび割れ補修の
留意点について

ここでは，コンクリート開水路に無機系表面
被覆を行う場合のひび割れ補修の留意点につい
て述べる。
2.1　ひび割れの確認
工事発注段階で明示されるひび割れは，設計

時に行った現地調査に基づくものである。その
時点では構造物の表面をきれいに洗浄して確認
することが出来ないことが多いので，比較的大

図１－２　ひび割れ (初期欠陥 )に対する対策工法選定フロー（例）

ひび割れ幅1.0mm
以上か？

ひび割れ

劣化機構や現場条件に
即した対策を検討

Yes

No

No

充填工法（可とう性エポキシ樹脂、
樹脂系シーリング等）

鉄筋腐食状態（はつり調査で確

認）に応じた対策（鉄筋防錆処理

+充填工法or断面修復工法）※3

Yes Yes

鉄筋腐食の兆候
※2あるか？

※2 鉄筋腐食の兆候とは、「鉄筋に沿ったひび割れ、又は浮き」、「貫通ひび割れ」、「ひび割れからの錆汁」、「ひび割れからの漏水」

鉄筋の腐食による断面
欠損が生じているか？

注入工法（エポキシ樹脂系注入
材、アクリル樹脂系注入材、注入

用ポリマーセメント等） ※3

Yes

No

経過観察
No

ひび割れに進行性、
段差、圧ざ※1はあるか？

※3 漏水がある場合には、必要に応じてひび割れ部の適切な処理（止水工等）を検討

※1 圧ざとは、コンクリート部材が何らかの外力を受けて、曲げ圧縮破壊し、コンクリートが剥離、あるいは、浮いている状態
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きな幅のひび割れだけが設計数量として示され
ている。
表面被覆の施工時には躯体表面の洗浄後に再
度ひび割れ箇所の調査を行い，ひび割れ補修の
要否は別途判定することとして幅の大小を問わ
ず記録することが望ましい。その際に見落とし
がちな箇所として次の３つがあるので，留意が
必要である。
（１）嵩上げ部と既設躯体の境界や打ち継ぎ目
側壁天端が嵩上げされた開水路（写真２－１）
で既設躯体と嵩上げ部を一体的に表面被覆した
場合，その境界で表面被覆にひび割れを生じる
事例（写真２－２）が報告されている。これは
嵩上げ部施工後に拘束ひび割れ等による縁切れ
（肌別れ）が生じていたと推察される。差し筋
を設置するなど適切な嵩上げ施工を行っていた
場合でも同様の事象が見られる。
（２）打ち替え部と既設躯体の境界
水路壁の傾倒などによって部分的に打ち替え
がなされた水路においても，打ち替え部と既設
躯体の境界で表面被覆にひびわれが生じた事例
が報告されている。

（３）コールドジョイント
初期欠陥であるコールドジョイントは当然ひ

び割れではない。しかし，コールドジョイント
は適切な締固めや打継処理が行われなかったた
めに，打設時期の異なるコンクリートが一体と
なっていない不連続面である。コールドジョイ
ントを表面被覆した場合も上記２例と同様に
コールドジョイント部でひび割れが生じる事例
が報告されている。

2.2　ひび割れ補修の要否判定
「農業水利施設の機能保全の手引き」（農林水
産省，2015（平成 27）年）では，鉄筋コンク
リート開水路や無筋コンクリート開水路を対象
として，ひび割れのタイプ及び幅に基づく健全
度評価が示されている。鉄筋コンクリート開水
路の場合，幅 0.2㎜未満は有害なひび割れは発
生していないとして健全度ランクは S－５（変
状がほとんど認められない状態）である。また，
劣化対策の目安とされるＳ－３（変状が顕著に
認められる状態）は，①部分的に 0.2mm以上
のひび割れ密度が 50cm/m2 以上で錆汁又は析
出物又は漏水が付随，②ひび割れ幅 1.0mm以
上，③ASRや凍害など進行性のひび割れは幅
0.2 ～ 1.0mmとされている。なお，無筋コンク
リート開水路の場合は，Ｓ－５の状態は鉄筋コ
ンクリートの場合と同じであるが，Ｓ－３の状
態は，①部分的に 0.2mm以上のひび割れ密度
が 50cm/m2 以上で析出物又は漏水が付随，②
ひび割れ幅 5.0mm以上，③ASRや凍害など進
行性のひび割れは幅0.2～5.0mmとされている。
ひび割れ補修のみの部分的な補修であれば，

錆汁や漏水などの著しい変状が見られない幅
1.0mm未満のひび割れを対策不要とするこの
基準で問題ない。しかし，表面被覆を施工する
ような全面補修では，幅 1.0mm未満のひび割れ
であっても表面被覆に悪影響を及ぼすと懸念さ
れる場合は，適切なひび割れ処理を行うなど施
工後の再劣化を考慮した対策が必要と考える。
また，嵩上げ部と既設躯体の境界や打ち継ぎ

写真２－１　既設躯体嵩上げ部

写真２－２　嵩上げ部で発生した表面被覆のひび割れ

嵩上げ部 

ひび割れ 
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目，打ち替え部と既設躯体の境界及びコールド
ジョイントにおいても同様に，適切なひび割れ
処理を行うことが望ましい。

2.3　ひび割れ補修の材料および工法選定
「農業水利施設の補修・補強工事に関するマ
ニュアル【開水路編】（案）」（農林水産省，2015（平
成 27）年）では，材料選定または工法選定で
次のようにひび割れ幅の変動が考慮されてい
る。

ひび割れ補修工法では，ひび割れ幅の変動
の有無により使用する材料とその施工方法
が異なる。例えば，ひび割れ充填工法では，
ひび割れ幅の変動が大きい場合は弾性シー
リング材を使用し，ひび割れ幅の変動が小さ
い場合は可とう性エポキシ樹脂などを，ひ
び割れ幅が変動しない場合はポリマーセメ
ントモルタルなどの硬質材料を使用する。

ただ，ひび割れ幅が変動するか否か，どれく
らい変動するかを判断することは，その変動の
要因が様々であることから極めて困難であり，
また，実際に変動の有無を確認している事例は
少ない。したがって，ひび割れ幅は変動するも
のとして対策を検討する方がよいと考える。
ここでは，ひび割れ補修工法のうち，ひび割
れ充填工法，ひび割れ注入工法について，工法
の特徴を紹介する。
（１）ひび割れ充填工法について
ひび割れ充填工法は，ひび割れに沿って駆体
をカット（Ｕ又はＶ）し，カットした部分に充
填材を充填する工法である。主に 1.0mm以上
と比較的大きく，かつ，鋼材が腐食していない
場合のひび割れに適しており，防水性を向上さ
せる補修工法である。主要材料はポリウレタ
ン樹脂，シリコーン樹脂，変性シリコーン樹
脂，可とう性エポキシ樹脂，ポリマーセメント
モルタルなどがある。比較的大きなひび割れの
補修に使用するため，ひび割れに変動がある場

合には可とう性の充填材を使用する必要があ
る。カットは，ひび割れ部の範囲を広げ，充填
材の充填容積を確保し，伸縮性材料の性能を確
保するために行う。Ｖカットは，クラックに対
しＶ字にカットを行い，Ｕカットは同じくＵ字
にカットするものである。同じ幅，深さでカッ
トする場合，ＶカットはＵカットに比べ材料の
充填量は少なくなるが，カット底面が尖る形状
のため，ひび割れが曲がっている場合（ひび割
れはある程度曲がって発生している事が通常），
カット底面がひび割れ部に収まりにくくなる事
がある。Ｕカットでは，充填量は多くなるもの
の，底面の幅も広くなるため，多少曲がってい
るひび割れでもカット面に収まりやすいという
特徴がある。現在Ｖカットの施工はほとんど行
われていない。
一般的なひび割れ充填工法の施工手順は，①

ひび割れ部表面の清掃および確認，②Ｕ若しく
はＶカットした溝内部の清掃，③充填材の充填
（プライマーが必要なものは，先にプライマー
を塗布），④表面仕上げ，⑤養生テープ等の撤
去となる。ここでは，一例としてひび割れ充填
工法（Ｕカット）の施工の流れを写真２－５に
示す。
また，ひび割れ充填工法を施工する場合には，

下記の点に留意する必要がある。
・	充填材の硬化は温度に依存するため，適切
な養生を行う。また，雨天等の環境下では
施工を避ける。

・	カットは一定の深さと幅を確保して充填材
の性能を確保する。また，ひび割れ中心部
に沿う形でカットする。

・	カット後はカットした溝内部に切粉が多く
残ることがあり，充填材の付着性を阻害す
る要因となる。このため刷毛などで入念に
除去，清掃を行う。

・	プライマーを塗布する場合は，プライマー
の乾燥後に充填材を充填する。

・	充填材の表面仕上げは，充填材の可使時間
内に行う。
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（２）ひび割れ注入工法について
ひび割れ注入工法は，注入用の器具を使用し

て，圧力によりひび割れ部全体に硬質および軟
質の注入材を充填する工法である。主に0.2mm
以上から 1mm以下のひび割れに適用し，防水
性や耐久性を向上させる補修工法である。主要
材料はエポキシ樹脂やアクリル樹脂などの有機
系，セメント系やポリマーセメント系がある。
一般的なひび割れ注入工法の施工手順は，①

ひび割れ部表面の清掃および確認，②注入器具
の設置，③シール材塗布，④注入材の充填，⑤
注入器具やシール材の撤去となる。ここでは，
一例として自動式低圧樹脂注入工法の施工の流
れを写真２－６に示す。
また，ひび割れ注入工法を施工する場合には，

下記の点に留意する必要がある。
・	注入材の硬化は温度に依存するため，適切
な養生を行う。また，雨天等の環境下では
施工を避ける。

・	注入器具設置位置のひび割れ開口部に粉塵
などがあると注入効果が低下するため，充
分に清掃を行う。

・	注入時に圧力で注入材が漏れ出さないよう
に，シール材の硬化後に注入を行う。

・	注入口の間隔が広すぎると充填効果が低下
することがあるため，適切な間隔で設置す
る。

図－10　内水圧試験状況（両側曲げ）

写真２－５　ひび割れ充填工法（Uカット）の施工の流れ

①施工前（底板中央にひび割れ）

②Ｕカット状況

③プライマー塗布状況	

④充填材の充填

⑤ひび割れ補修後	
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2.4　ひび割れ処理の注意点
（１）	処理が必要なひび割れの見落とし
処理が必要なひび割れをできる限り見落とさ

ないようにしても，目視で確認する以上は処理
が必要なひび割れの見落としは避けられない。
見落としによって表面被覆にひび割れや浮きが
生じた場合は，適切な処理を施さなければなら
ない。
（２）	ひび割れ位置とひび割れ補修位置のズレ
一般的に，無機系表面被覆を施工するコンク

リート開水路に弾性シーリング材によるひび割
れ充填工法を行う場合は，その工程上，表面被
覆施工後になることが多い。このような場合に
は，既設躯体に生じたひび割れの位置を表面被
覆施工後も正確に把握できるようにすることが
必要となる。
その方法として表面被覆施工後にひび割れの

位置が分かるように帯状のポリエチレン発泡体
などでマーキングすることが多い。注意すべき
はその位置が表面被覆施工中にずれないように
することで，躯体が湿潤面の場合は釘などで仮
固定する方法もとられることがある。このマー
キング位置がずれると弾性シーリングの近傍に
ひび割れが生じるなど対策工法の期待した効果
が得られないことになる。ひび割れ補修の範囲
についても目視で確認した範囲より若干長めに
施工する方がよい。
ひび割れ位置とひび割れ補修位置にズレがあ

ると，既存躯体のひび割れ位置に沿って被覆材
にひび割れが生じる場合がある。
（３）	漏水のあるひび割れ
ひび割れから漏水している場合は，まず漏水

箇所の止水または導水を行わなければならな
い。一般的には①導水パイプを設置する，②ひ
び割れの内部あるいは躯体の背面に止水注入材
を注入して止める，③急結セメントで止めるな
どの方法がとられる。それぞれに長所短所があ
り現場の状況により適切な方法を選定する必要
がある。
漏水のあるひび割れの補修時の止水の効果は写真２－６　自動式低圧樹脂注入工法の施工の流れ

①ひび割れ補修前

②注入プレート設置、シール材塗布

③樹脂注入

④注入プレート、シール材の撤去

⑤ひび割れ補修完了
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一時的なものである。ひび割れ充填工法に使用
する弾性シーリング材には１液タイプの湿気硬
化型と２液タイプの反応型（硬化促進剤を添加
する３液タイプもある）があり，１液タイプは
硬化に必要な時間が長いという特徴がある。漏
水のあるひび割れ補修には硬化時間の短い反応
型の材料を使用し，膨れや剥がれなどを予防す
ることが望ましい。
また，ひび割れ補修の時点で漏水が確認され
なくても，施工後の降雨により開水路背面の地
下水位が急に上昇することによりシーリング材
が膨れた事例もあることに留意する必要がある。
（４）	アルカリシリカ反応（以下，「ASR」）
農業水利施設に使用されているコンクリート
は比較的単位セメント量が少なく，ASR によ
る劣化は少ないといえる。しかし，一部の地域
ではASRを呈する構造物に表面被覆を施工し
た後，早期の再劣化を招いた事例も報告されて
いる。
ASR は①反応性骨材，②水，③アルカリの
供給の３要素について一定条件が揃うと起きる
といわれるが，遅延膨張性骨材などの影響に
より，現時点で発現していなくても将来的に
ASRが起きることも危惧される。
ASR と判明している農業水利施設に表面被
覆を行う場合は，躯体コンクリートの残存膨張
量を確認することが望ましい。残存膨張量が
残っている場合，表面被覆を施工しても骨材の
膨張によるひび割れの発生を抑制することは困
難であるため，早期に再劣化することは避けら
れない。膨張によるひび割れの進行を抑制する
ため，亜硝酸リチウムの併用も想定されるが，
表面含浸材を塗布して膨張反応が収束するまで
経過観察することも選択肢の一つである。

３．実際に施工後に不具合が発生した事例
ここでは，実際に無機系表面被覆と併用したひ
び割れ補修を行い施工後に不具合が発生した事
例から，ひび割れ補修の留意点について述べる。
本事例は，現場打ち無筋開水路に無機系表面

被覆を行う補修工事である。施工前に現地調査
を実施した結果，側壁部に幅 0.2 ～ 1.0mm 未
満の縦方向ひび割れがバレル間に１～２本発生
していた。ひび割れの発生形状は側壁下端から
上端部および天端部に１側線の縦方向に発生し
ており，部分的に滲み程度の漏水箇所も確認さ
れた。調査結果から，ひび割れの発生原因はコ
ンクリートの収縮による初期ひび割れであると
判定した。また，上端部付近は貫通していなく
ても温度変化による伸縮挙動を示す可能性があ
ると推測した。そのため，ひび割れ対策として，
表面被覆の施工後に弾性シーリング材を用いた
充填工法を検討した。しかし，①設計図書にひ
び割れ補修の記載がないこと，②充填工法を併
用した場合，ひび割れ補修跡が露出し景観を阻
害する可能性があること，③現在発生している
ひび割れからは，著しい漏水は確認されていな
いことなどの理由によりひび割れに対しては無
処理とした。
そして，ひび割れを無処理とし高靭性繊維補

強ポリマーセメントモルタルで表面被覆を行っ
た結果，躯体コンクリートのひび割れに沿って，
被覆材にもひび割れが生じた。被覆材のひび割
れは，調査時に確認された躯体コンクリートの
全てのひび割れ箇所に生じているのではなく，
数箇所であった。被覆材に発生したひび割れは，
天端部付近の開口が最も顕著であり，下方向に
伸びている状態であった。天端部のひび割れに
沿って発生したひび割れを写真３－１に示す。

写真３－１　天端部ひび割れに沿って発生したひび割れ
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機能診断の手引きや長寿命化の手引きの初期
ひび割れの補修要否判定では，1.0mm未満の
ひび割れは補修の対象となっていない。しかし，
実現場では 0.2mm程度の初期ひび割れでも被
覆材にひび割れが発生している。特に側壁天端
部にひび割れが発生していた場合は，ひび割れ
幅の大小に関わらず，同位置の被覆材にひび割
れが発生しやすい傾向がある。そのため，無機
系表面被覆を計画および施工を行う場合は，ひ
び割れ幅の大小に限らずに調査を実施し，設計
図書に反映させる必要がある。また，1.0	mm
未満の幅でも被覆材にひび割れが発生する可能
性があることを念頭に置き，ひび割れ対策を行
うか否かを判断する必要がある。

４．おわりに
コンクリート構造物には，様々な要因による
ひび割れが生じている。コンクリートに使用す
る材料に起因するもの，建設時の不適切な作業
に起因するもの，硬化過程における外部拘束に
起因するもの，構造設計や経年変化によるもの
等，ひび割れの発生要因は多様であると同時に，
ひび割れの対策方法の決定過程においてもまた
考慮すべき点が多い。
長寿命化の手引きや開水路補修マニュアルで

は，対策が必要なひび割れを定義しており，対
策の目的や使用材料・工法の品質規格も定めて
いる。しかし，ここで紹介したように無機系表
面被覆と併せて行うひび割れ補修では，施工後
に表面被覆材のひび割れが見受けられる。また，
現在の農業水利施設のひび割れ対策工法および
補修材の選定方法は限られたものであり，水路
構造（有筋・無筋）や表面被覆工法と併用する
場合などに対応した選定方法であるとは言い難
い。このため，今後これらの事例を集積，精査
し，選定方法を農業水利施設対象に確立する必
要がある。例えば，コンクリート診断技術（公
益社団法人日本コンクリート工学協会，2020（令
和２）年）では，建築構造物の外壁に対して，
ひび割れ補修工法の選定が示されている（図
４－１）。このような適用箇所別の対策工法や，
ひび割れの状況（伸縮の大小やひび割れ幅）別
の対策工法選定フローが早急に整理されること
で，施工上の不具合を解消することができると
考えられる。
また，表面被覆施工後の構造物は，新設時の

ような仕上がり外観となり，微細なひび割れで
あっても目立ちやすくなる。また，発注者（施
設管理者）からは見過ごせない瑕疵として指摘
される傾向にある。このため，施工者（請負

図４－１　外壁のひび割れ補修工法
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者）は再施工や手直しを行っているのが現状で
ある。既設躯体においてひび割れ対策の対象と
なるひび割れ幅の基準がある以上，表面被覆材
の施工後のひび割れについてもひび割れ対策の
要否判定基準などについて検討する必要がある
と考える。
本報告では施工者の視点で，無機系表面被覆
におけるひび割れ補修における留意点について
事例を交えて説明した。本報告が農業水利施設
補修の技術の向上に繋がれば幸いである。
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