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１．はじめに
寒冷地におけるコンクリート水路の長寿命化

対策工事では，無機系被覆工法を採用する事例
が多く見受けられる。また，農業水利施設の補
修・補強工事に関するマニュアル【開水路補修編】

（案）１）には，寒冷地に適用する無機系被覆工法
の要求性能として①開水路表面から躯体への水
分の供給を遮断し，既設水路の凍害の進行を抑
制すること，②施工後に被覆材自体が凍結融解
作用の繰返しで劣化しないことの二つの性能が
明記されている。さらに，③開水路背面からの
水分の供給や施工端部からの侵入水による劣化
は対象としておらず，適用する場合は必要に応
じて別途検討することが記載されている。

しかし，無機系被覆工法の材料特性や開水路
の施工条件を考慮すると，寒冷地における適用
に際しては以下のような課題がある。

（１）無機系被覆材は吸水性を有しているため，
有機系被覆材のように水分の供給を完全に遮
断することはできない。このため，雪解け水
や湧水に長時間連続的にさらされると，無機
系被覆材が吸水した水が躯体コンクリートに
浸透し，凍害を引き起こすことが危惧される。

（２）開水路側壁の背面は土中となっているこ
とが多いため，背面からの水分の侵入を抑制
することは難しい。このため，背面水が侵入
する環境条件における無機系被覆工法の凍害
抑制効果と適用性を確認する必要がある。
なお，既往の研究成果として，背面水の侵入

を想定した試験体を作製し，実環境を模した凍

結融解試験方法により無機系被覆工法の付着耐
久性を評価した結果が報告されている２）。しか
し，無機系被覆工法の吸水や背面水の作用環境
下における凍害抑制効果や適用性については未
だ不明な点が多い。

筆者らは，凍害補修対策として開水路側壁に
施工した無機系被覆工法の外観目視による現地
追跡調査を行っている。その結果，施工後 10
年を経過した箇所を含めて，現時点では凍害に
よる顕著な外観変状は見受けられない。他方，
既往の研究成果では，無機系被覆工法を施した
寒冷地の供用中の開水路からコンクリートコア
を採取し，凍結融解試験を行った結果，気中部
から採取したコアの無機系被覆材にスケーリン
グ（表層のはく離）やひび割れが生じ，補修効果
がほとんど得られていないとの報告もある３），４）。
このような異なる評価結果が得られている現状
を鑑

かんが

みると，無機系被覆工法の凍害に対する補
修効果やその耐久性に関するさらなる研究デー
タの蓄積が必要と思われる。

本報は，コンクリート水路における無機系被
覆工法の凍害抑制効果と適用性に関する基礎的
な研究として，無機系被覆材の吸水特性と背面
水の侵入を考慮した複合構造試験体を作製し，
凍害抑制効果確認試験を行った結果についてま
とめたものである。

２．試験概要
2.1　試験体の種別と作製方法

コンクリート水路における無機系被覆工法の
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凍害抑制効果を確認するため，コンクリート供
試体の表面に無機系被覆工法を施工した複合構
造試験体を作製した。試験体の種別一覧を表１

に，試験体の寸法と部位別呼称を図１に，被覆
試験体の施工断面を図２に示す。

ここで，１Ｓと１Ｌは開水路背面からの水の
侵入を想定した試験体で，１Ｓは短手方向，１
Ｌは長手方向に水が侵入するように，被覆面と
コンクリート露出面（各１面）以外の面は，溶
剤型エポキシ樹脂系シール材により密封処理

（３層塗り，膜厚 400μ程度）を行った。なお，
試験体数は各種別２体とした。

コンクリート供試体は，無機系被覆工法の凍
害抑制効果を迅速に判別するため，凍害劣化が
進行しやすいように水セメント比（W/C）60%，
消泡剤で空気量を２% に調整した 24-8-25N とし
た。コンクリート配合と物理性能を表２に示す。
また，無機系被覆工法は，W/C=50 ～ 55%，
セメントに対するポリマー量が５％前後の一般
的なポリマーセメントモルタル（以下，PCM
と記す）をベースにしたもので，これに各種添
加材と有機短繊維を調合した高靭性繊維補強セ
メント複合材（DFRCC）を使用した。

コンクリート供試体は，10 × 10 × 40cm の
形状で打設後，材齢１日で脱型し，材齢 28 日
まで 20℃水中養生した後，10 × 10 × 20cm の
形状に切断したものを使用した。無機系被覆工
法の施工は，コンクリート供試体の表面をサン
ダーケレン処理し，水湿しを行った後に吹付け
施工した。吹付け施工後から凍結融解試験開始
までの被覆試験体の養生は，材齢３日から 28
日まで 20℃水中養生，その後常温気中で４日
間かけて側面シール材の塗布・養生を行った後，
さらに 20℃水中に１日浸漬した。　　

なお，PCM の水中浸漬による吸水率は，JIS 
A1171 に試験方法が規定されており，４×４

× 16cm の PCM 試験体を用いて，80℃ 48 時
間乾燥後の重量と 20℃ 48 時間水中浸漬後の
重量の差から求めている。汎用 PCM を用い
た無機系被覆材の吸水率は６% 程度となるた
め，厚さ 10mm の無機系被覆材であれば短期
間の水中浸漬で容易に内部まで湿潤状態となる。
また，コンクリートの吸水性は PCM を用いた
無機系被覆材より大きいため，被覆材が吸水し
た水は比較的容易にコンクリート中に侵入する。
本試験では，凍結融解試験直前の各試験体の含
水率は測定していないが，吹付け施工後の試験

表１　複合構造試験体の種別一覧

試験体の略称 仕　様

なし 被覆なし（コンクリート供試体単体）

全面 全面被覆 t=10mm

１Ｓ

※短手方向に背面水が侵入する 

1 面（打設面）被覆 t=10mm

1 面（底面）コンクリート露出

１Ｌ

※長手方向に背面水が侵入する

1面（型枠面）被覆 t=10mm

1 面（切断面）コンクリート露出

単体 表面被覆材単体

表２　母材コンクリートの配合と物理性能

W/C

（%）

s/a

（%）

単位量（kg/m3） スランプ

（cm）

空気量

（%）

圧縮強度

（N/mm2）W C S G 混和剤 消泡剤

60.0 46.2 165 275 853 1006 1.375 0.028 5.7 2.0 35.8

【１L】 

シール面（残り 4 面） 

背面水 

被覆面 
（型枠面のみ） 

コンクリート露出面 
（切断面のみ） 

コンクリート露出面 
（底面のみ） 

被覆面（打設面のみ） 

【１S】 

背面水 
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図２　被覆試験体の施工断面
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体は前述の条件で水中養生を行うことにより湿
潤状態が保持されるようにした。
2.2　試験方法

複合構造試験体による凍害抑制効果の確認試
験は，JIS A 1148「コンクリートの凍結融解試
験方法」（A 法）に準拠して行っており，30 サ
イクルごとに質量減少率と相対動弾性係数を測
定した。なお，凍結融解試験の供試体容器中の
試験体の配置は，１つの容器に２本の試験体を
入れ，中間に仕切りを設けて試験体全面が水で
覆われるようにした。また，30 サイクルごと
に容器内の上下の試験体を入れ替えるととも
に，１Ｌの試験体は被覆面が常に上下端になる
ように配置した。また，複合構造試験体の表
面（被覆面）から深さ方向の凍害劣化状況を把
握するために超音波伝播速度を以下の要領で測
定した。図３に示すように，複合構造試験体の
一方の端面（被覆面）から長手方向（１Ｓは短
手方向）に２cm 間隔で測点 L-2~L-18（１Ｓは
S-2~S-8）を設定し，対面法（図３の写真参照）
により超音波伝搬速度を測定した。さらに，凍
結融解試験終了後，複合構造試験体の無機系被
覆材の付着強度を１軸垂直引張試験により測定
するとともに，試験体を長手方向で半分（10
×５× 20cm）に切断し，切断面の劣化状態を
目視とマイクロスコープ画像により確認した。

３．試験結果
複合構造試験体による凍害抑制効果確認試験

の結果を以下に示す。凍結融解試験は当初 300
サイクルを予定していたが，コンクリート供試
体の劣化進行が速かったため，240 サイクルで
終了とした。また，質量減少率，相対動弾性係数，
および超音波伝搬速度の測定値は２試験体の平
均値を用いている。なお，表面被覆材単体の試
験体は，いずれの測定においても変状が認めら
れなかったため試験結果から省略している。
3.1　質量減少率と外観変状

複合構造試験体の各凍結融解サイクル後の質
量減少率の変化を図４に，240 サイクル後の外

被覆面（端面）からの深さ（cm） 

 2  4  6  8  10  12  14 16  18   

L-2    L-6   L-10   L-14   L-18  
L-4    L-8   L-12   L-16  
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測点番号 
測定箇所 

（対面法） 

図３　超音波伝搬速度の測定方法
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図４　複合構造試験体の質量減少率

A 部 

a; 被覆なし 

d; １Ｌ の被覆面 

c; １Ｌ の露出面 

b; 全面被覆 

f; １Ｓの被覆面 e; １Ｓの露出面 

写真１　凍結融解 240 サイクル後の試験体の外観
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観状況を写真１に示す。
被覆なしの試験体では，コンクリートの全面

にスケーリングが生じており（写真１a），240
サイクル後の質量減少率は約７% まで増加し
た。特に試験体の長手方向端部（写真１a の A
部）の損傷が著しく，表層付近の骨材が脱落し
ている。他方，全面被覆の試験体では，外観変
状は認められず（写真１b），質量減少も生じて
いない。また，１面被覆の試験体では，コンク
リート露出面のスケーリングが進行しているが

（写真１c，１e），被覆面の外観変状は認められ
なかった（写真１d，１f）。これらの結果から，
コンクリート表面のスケーリングは，無機系被
覆工法により防止できることを確認した。
3.2　相対動弾性係数

複合構造試験体の各凍結融解サイクル後の相
対動弾性係数の変化を図５に示す。

被覆なしの試験体は，90 サイクル以降から
急激に相対動弾性係数が低下し，240 サイクル
では 30% まで低下した。他方，全面被覆の試
験体は，120 サイクル以降から穏やかな低下傾
向を示したが，240 サイクルでは 75% の低下
に抑えられていた。全面被覆の試験体は，凍結
融解試験の開始時にはコンクリート供試体の内
部が水で飽和されていた可能性が高く，さらに
凍結融解試験中も常時水中に浸漬されていた。
したがって，無機系被覆工法は，被覆面からの
吸水によりコンクリート供試体が水で湿潤状態
となっていても，凍害劣化の進行を抑制する効
果があることが分かった。なお，無機系被覆工
法によりスケーリングが抑止され，外観上，凍
害による変状が認められなくても，内部のコン
クリート供試体に凍害による劣化が穏やかに進
行していたことが判明した。

背面から水が侵入する１面被覆の試験体で
は，１Ｌの相対動弾性係数の低下が大きく，
240 サイクルでは 45% まで低下した。他方，
１Ｓの相対動弾性係数の低下は比較的穏やかで
あり，240 サイクルでも 73% の低下に収まっ
ていた。１Ｌの相対動弾性係数の低下が大きく

なった要因は，写真１c からも明らかなように，
コンクリート露出面の劣化損傷が著しいことが
影響していると考えられる。なお，本試験では，
写真１a に示すように，コンクリート供試体の
長手方向の端部（10 × 10cm）は，短手方向の
端部（20 × 10cm）より凍害による劣化損傷が
著しい結果となっている。したがって，１Ｌの
長手方向端部のコンクリート露出面でも同様に
凍害による著しい劣化損傷が生じたものと推察
される。しかし，実際の開水路構造物では凍害
劣化が背面側から進行することは想定し難いた
め，１Ｌの結果は実際の開水路で生じている凍
害劣化とは異なるものとなった。他方１Ｓは，
写真１e に示すように，コンクリート露出面（底
面）の凍害劣化は比較的軽微であり，相対動弾
性係数も全面被覆と近似した低下傾向を示して
いる。したがって，１Ｓの結果は，背面水が作
用したときの開水路の凍害劣化現象をほぼ再現
していると考えられる。これらの結果から，無
機系被覆工法は，背面から水が侵入した場合で
も，被覆面から吸水した場合と同様に，凍害に
よる劣化進行を抑制する効果が期待できること
が分かった。
3.3　超音波伝搬速度と切断面の観察

複合構造試験体の各凍結融解サイクル後の超
音波伝搬速度の変化を図６～図９に示す。また，
240 サイクル後の試験体を中央で切断し，その
断面の状態を撮影したものを写真３に示す。

被覆なし試験体の超音波伝搬速度は，相対

図５　複合構造試験体の相対動弾性係数 
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動弾性係数と同様に 90 サイクル以降から急激
に低下したが（図６），表面から深さ方向の測
点 L-2 ～ L-10（実線で表示）による差異はほ
とんど認められなかった。これは，JIS A1148
に準拠した本試験の試験体サイズ（10 × 10 ×
20cm），および凍結融解温度と凍結融解工程の
所要時間（冷却速度）では，試験体の表面２～
５cm の範囲におけるコンクリートの凍害劣化
が同時に進行したことを示しており，既往の研
究報告とも一致している５）。なお，この研究報
告は，空気量４% の AE コンクリートを使用し
たものであるが，本試験のようにコンクリート
の品質強度が低くても同様の結果になるものと
考えている。また，この研究報告では，凍結融
解試験の冷却速度が大きくなると，表面０～２
cm の劣化進行は内部より速くなっている。こ
のため，本試験でも L-1（被覆面から１cm）の
測定を 150 サイクから実施したが，L-2 とほぼ
同じ測定結果であった。図６の L-14 ～ L-20（点
線で表示）の超音波伝搬速度が低い傾向にある
が，これはコンクリート供試体の両端面（切断
面と型枠面）の品質強度の違いが影響したもの
と考えている。

全面被覆の試験体は，各測点において超音波
伝搬速度の低下が大幅に緩和されおり，凍害抑
制効果が発揮されている（図７）。これは，240
サイクル後の試験体の切断面にゆるみ等の変状
がないことからも明らかである（写真３a）。

１面被覆の試験体では，図８，図９に示すよ

うに，表層部 L-2 と S-2（いずれも被覆面から
２cm）における超音波伝搬速度の低下がきわ
めて小さい。他方，被覆面から４cm 以深（背
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図６　被覆なしの超音波伝搬速度

図７　全面被覆の超音波伝搬速度

0

1

2

3

4

5

6

0 30 60 90 120 150 180 210 240

超
音

波
伝

播
速

度
(k

m
/s

ec
)

凍結融解サイクル（サイクル）

L-2 L-4
L-6 L-10
L-14 L-16
L18

L-0 切断面  
L-20 型枠面 

図８　１Ｓの超音波伝搬速度
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面のコンクリート露出部まで）では，30 ～ 60
サイクルで比較的大きな低下が各測点で生じた
が，その後は概ね相対動弾性係数と同様の低下
傾向を示した。また，240 サイクル後の試験体
の切断面（写真３b，３c）を観察すると，コン
クリート露出部の劣化損傷が著しいことが分か
る。さらに，この劣化損傷部から連なる形で内
部の変状（粗骨材とセメント部分の縁切れ，セ
メントモルタル部分の粗化）が生じていること
が窺える。したがって，１面被覆試験体におけ
る凍害劣化は，主にコンクリート露出部から内
部に進行したものであると判断される。

なお，本来であれば凍害劣化が最も進行しや
すい表層部（被覆面から２cm 付近）の凍害劣
化が内部より軽微な状態で推移した要因につい
ては，以下のように考えている。
１）凍結融解試験により，コンクリート供試体

の内部では凍結による膨張力が全断面に作用
した。また，この膨張力は表面に近いほど大
きいが，表層部の膨張力は無機系被覆材の拘
束力により緩和された。このため，表層部コ
ンクリートの膨張によるひび割れやゆるみの
発生が抑制された。なお，このような被覆材
による凍害抑制機能においては，本試験で使
用した高靭性繊維補強セメント複合材のひび
割れ抵抗性が寄与している可能性もある。

２）１面被覆試験体では，無機系被覆材の断熱
効果により表層部コンクリートの凍結融解試
験における冷却速度が緩和されたことも影響
した６）。

3.4　付着強度
凍結融解 240 サイクル後の無機系被覆工法

の付着強度試験結果を表３に示す。凍結融解試
験前の初期値（打設面のみ測定，平均 1.65N/
mm2）と比較すると，全体的に付着強度が低下
した。特に打設面での低下が著しく，付着試験
用治具の設置作業中に全ての箇所で被覆材がは
く離した（付着強度０と表示）。なお，はく離箇
所は，全面被覆では接着界面付近（界面破壊と
表示）で，１Ｓでは母材コンクリートの表層部

（骨材を掴んではく離，母材破壊と表示）であっ
た。他方，側面（型枠面，切断面を含む）と底
面の平均付着強度は，同じ母材破壊でもそれぞ
れ 0.3 N/mm2 程度および 0.7N/mm2 程度であっ
た。一般的に，10 × 10 × 40cm で打設したコン
クリート曲げ試験体の表層の品質は，底面が最
も良質で，打設面が最も劣ることが知られてい
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写真３c　１Ｌの切断面 
露出面 被覆面

表３ 240 サイクル後の付着強度試験結果

略称 測定位置
付着強度

（N/mm2）

破断状況（％）

母材 界面

全面

打設面
（20 × 10cm）

① 0 　 （100）

② 0 　 （100）

側面
（20 × 10cm）

① 0 　 （100）

② 0.28 50 50

③ 0.43 100 　

④ 0.12 80 20

切断面 ① 0.34 10 90

型枠面 ① 0.32 40 60

底面
（20 × 10cm）

① 0.75 90 10

② 0.63 80 20

１Ｓ
打設面

（20 × 10cm）

① 0 70 30

② 0 60 40
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ストックマネジメント

る。したがって，本試験で得られた上記の付着
強度は，凍結融解試験前のコンクリート供試体
の表層品質強度に依存していることが分かった。

参考として，全面被覆試験体の切断面（写真

３a）で撮影した打設面と底面のマイクロスコー
プ画像を写真４a と写真４b に示す。打設面の
接着界面付近にはひび割れが生じていたが，底
面にはこのような変状は認められなかった。ま
た，既往の試験報告によると，母材として耐凍
害性のコンクリート（例えば W/C=55% で空
気量５% の AE コンクリート，あるいは配合
40-8-25 の生コンクリート）を使用し，ウォー
タージェット工法による下地処理後に無機系被
覆工法を施工した場合は，凍結融解 300 サイク
ル後においても 1.0N/mm2 以上の付着強度が確
保されている例えば７）。

なお，本試験において，無機系被覆工法の付
着強度が凍結融解試験後に大きく低下したメカ
ニズム，ならびにその対応策について筆者の見
解を以下に述べる。
１）無機系被覆工法は，表層部コンクリートに

生じた凍結による膨張力を拘束する形とな
る。このため，無機系被覆材とコンクリート
の接着界面には凍結時にせん断力が繰返し作
用する。本試験では，コンクリート供試体と
して凍害が生じやすい配合のコンクリートを
使用していたため，せん断力が繰返し作用す
ることによる疲労で接着界面付近のコンク
リートが脆弱化し，付着強度の低下を招いた
ことが考えられる。特に打設面では，表層に
ブリージング等による脆弱層が形成されてい
たことが想定されるため，他の部位よりひび
割れの発生や脆弱化が進行し，接着界面付近
のはく離に至った可能性が高い。

２）本試験では，下地処理としてサンダーケレ
ンを採用したため，打設面の脆弱層が除去さ
れず残存した可能性がある。また，処理後の
仕上げ面が砂目（骨材の露出が少なくて平坦）
となったため，ウォータージェット処理後の洗
出し（粗骨材が露出した凹凸面）と比較して

せん断力に対抗する物理的結合力が小さくな
り，付着強度の低下を来したことが考えられる。

３）凍害環境において無機系被覆工法の付着力
の低下を抑えるためには，コンクリート表層
の品質強度の確認，下地処理面の凹凸確保，
無機系被覆工法の被覆厚さと付着強度の確保
など，一般環境より高いレベルでの品質確保
と施工管理が求められる。

４．まとめ
本研究では，コンクリート水路における無機

系被覆工法の凍害抑制効果と適用性を評価検討
するため，無機系被覆材の吸水特性と背面水の
侵入を考慮した複合構造試験体を作製し，凍害
抑制効果確認試験を行った。本研究で得られた
試験結果とその考察をまとめると以下の通りで
ある。

（１）無機系被覆工法は，コンクリート表面の
スケーリングを防止することができる。

（２）無機系被覆工法は，その材料特性により，
　被覆面から吸水して下地コンクリートが水で

飽和される可能性があるが，このような条件
下でも凍害による劣化進行を抑制する効果が

界面の 

ひび割れ 

無機系被覆材 

a; 打設面 

無機系被覆材 

b; 底面 

コンクリート 

供試体 

界面 

写真４　接着界面のマイクロスコープ画像 



96 JAGREE 102．2022・5

期待できる。また，凍害による劣化進行を完
全に止めることはできないため，無機系被覆
工法によりスケーリングが抑止され，外観的
には凍害による変状が認められなくても，内
部コンクリートの凍害劣化が緩やかに進行し
ている可能性がある。

（３）無機系被覆工法の施工後，背面から水が
侵入し，躯体コンクリートが水で飽和された
場合でも上記（２）と同様の効果が期待でき
る。

（４）無機系被覆工法により凍害抑制効果が得
られた要因としては，表層コンクリートの凍
結膨張力が無機系被覆材の拘束力により緩和
され，ひび割れやゆるみの発生が抑制された
可能性が高い。また，無機系被覆材の断熱効
果により表層コンクリートの冷却速度が緩和
されたことも要因の一つと考えられる。

（５）凍害環境に施工された無機系被覆工法では，
接着界面にせん断力が繰返し作用し，付着力
が低下する可能性がある。凍結融解による無
機系被覆工法の付着力の低下を防ぐためには，
コンクリート表層の品質強度の確認，下地処
理面の凹凸確保，無機系被覆工法の被覆厚さ
と付着強度の確保など，一般環境より高いレ
ベルでの品質性能と施工管理が求められる。
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