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事例報告

コンクリート水路補修箇所の再補修について
中国四国農政局四国土地改良調査管理事務所

1．はじめに

森

丈久

2．試験工事対象施設の概要

農業水利施設へのストックマネジメント導入に

今回試験工事の対象とした施設は，昭和 49 年

より，現在行われている農業水利施設の更新事業

に建設された，延長 111 m の鉄筋コンクリート

は既存施設の長寿命化を目的とした補修工事が大

三面張り水路である（写真－ 1）。当該水路につ

半を占めるようになった。早期に既存施設の補修

いては，供用開始後ひび割れや鉄筋露出などの変

工事を行った施設の中には，施工から 10 数年が

状が発生したため，平成 13 年に表面被覆工法に

経ち，補修個所の劣化等により再補修が必要にな

よる補修工事が実施されている（図－ 1）。この

るものが見られるようになってきており，将来的

とき施工された表面被覆工法は，気中部施工の A

には再補修を必要とする農業水利施設が増加する

タイプと水中部施工の B タイプに分かれている。

ことが予想される。しかしながら，一度補修した

A タイプは，エポキシ樹脂系パテで不陸修正を

施設を再補修した事例はほとんどなく，既設補修

行った後，エポキシ樹脂系の中塗り材，ポリウレ

材の撤去方法や再補修方法は未だ確立されていな

タン系の上塗り材が施工されている（図－ 2）。B

い状況にある。

タイプは，摩耗による凹凸部をポリマーモルタル

そこで，過去に補修が行われたコンクリート開

（5 mm）で断面修復した後，エポキシ樹脂系の中

水路を対象に，補修箇所の劣化状況を確認すると

塗り材，ポリウレタン系の上塗り材が施工されて

ともに，既存技術を用いた既設補修材の撤去方法

いる（図－ 3）。

や再補修方法の適用性を検証することを目的に試
験工事を実施した。本報では，既設補修材の撤去
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や再補修に係る試験工事の内容，および再補修箇

所のモニタリング計画について報告する。
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試験工事前の水路の状況

図－ 1

平成 13 年補修工事後の水路断面図
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図－ 2

写真－ 2

既設表面被覆工 A タイプ

ポリウレタン系上塗り材の変状

3．既設表面被覆工の撤去

図－ 3

写真－ 3

既設表面被覆工 B タイプ

ポリマーモルタルまで剥落した部分

（1）サンダーケレンによる撤去
サンダーケレンは，ディスクサンダー（グライ

当該水路については，水路側壁の表面被覆材の

ンダー）を使い，躯体に塗られた塗装などを削り

剥れやひび割れなどの変状が確認された（写真－

落とす工法である。サンダーケレンは，撤去厚さ

2）
。表面被覆材の剥がれについては，表面のポリ

を細かくコントロールできる特徴がある。今回の

ウレタン系上塗り材が劣化し，部分的に剥れてい

試験工事では，厚さが 2 ～ 3 mm しかないポリウ

る状態のものや，断面修復材であるポリマーモル

レタン系上塗り材とエポキシ樹脂系中塗り材部分

タルまで剥落している箇所があった（写真－ 3）。

についてサンダーケレンで完全撤去が可能かどう

当初，既設表面被覆工の撤去については，剥が

かの確認を行った。サンダーケレンの状況を写真

れ等が生じているポリウレタン系上塗り材のみを

－ 4 に示す。

想定していた。しかし，使用されていたエポキシ

試験工事の結果，サンダーケレンによるウレタ

樹脂系中塗り材は水中での使用を想定していない

ン系上塗り材とエポキシ樹脂系中塗り材の撤去を

柔軟タイプのものであり，上塗り材の剥がれた部

問題なく行えることが確認できた。仕上がり面は

分においては水分の浸入や紫外線により劣化して

凹凸が少なく良好な状態であった。サンダーケレ

いる可能性が高かった。このため，今回の試験工

ンにより断面修復材のポリマーモルタル層を露出

事ではエポキシ樹脂系中塗り材も撤去することと

させた状況を写真－ 5 に示す。

した。
既設表面被覆工の撤去については，サンダーケ
レンと超高圧洗浄の 2 つの方法を試みた。
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写真－ 4

写真－ 6

サンダーケレンの状況

写真－ 5

超高圧洗浄の状況

写真－ 7

サンダーケレン後の状況

超高圧洗浄後の状況

なお，本試験施工箇所におけるサンダーケレン

サンダーケレンと比較すると仕上がり面の凹凸が

工法の作業能力を確認したところ，ディスクサン

目立った。超高圧洗浄により断面修復材のポリマ

2

ーモルタル層を露出させた状況を写真－ 7 に示

ダー 1 台当たり平均 2 m /h であった。

す。
（2）超高圧洗浄による撤去
超高圧洗浄はウォータジェットとも呼ばれ，
100 MPa 以上の超高圧水で塗装を削り落とした
り，コンクリートをはつったりする工法である。
ま ず， 適 切 な 洗 浄 圧 を 決 め る た め，100 cm ×
100 cm の試験区間を設け，150 Mpa，180 Mpa，

なお，本試験施工箇所における超高圧洗浄の作
業能力を確認したところ，超高圧洗浄機 1 台当た
り平均 9 m2/h であった。

4．表面被覆工の施工
表面被覆工法は，二酸化炭素や塩分などの劣化

200 Mpa，210 Mpa，240 Mpa の各圧力で洗浄圧

因子の侵入やコンクリートの剥落・摩耗を抑制ま

試験を行った。その結果，洗浄時間が短く，躯体

たは防止するためにコンクリート構造物の表面を

コンクリートを傷めずに既設表面被覆材を撤去

被覆する工法である。表面被覆工法には，有機系，

することが可能な 210 Mpa を洗浄圧に決定した。

無機系，パネル系，シート系の各工法がある。一

超高圧洗浄の状況を写真－ 6 に示す。

般的に，既設躯体コンクリートとの付着強度が確

超高圧洗浄によりウレタン系上塗り材とエポキ

保されれば，経済性や施工性から有機系や無機系

シ樹脂系中塗り材の撤去を行うことができたが，

の表面被覆工法が用いられる。本水路においては，
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C 工法標準断面図

図－ 5

D 工法標準断面図

図－ 6

E 工法標準断面図
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図－ 7

表面被覆工展開図

躯体コンクリート自体の引張強度が 1. 0 N/mm2
以上確保できることが確認されたため，有機系お
よび無機系の被覆工法を用いて再補修を行うこと
とした。
再補修に使用する表面被覆工法については，
「農
業水利施設保全補修ガイドブック平成 23 年版」
（農業土木事業協会），農業農村整備民間技術情報
データベース（ARIC）および NETIS に登録さ
れている工法から経済性や施工実績等を考慮し，
有機系の表面被覆工として C 工法，D 工法の 2
種類を，無機系の表面被覆工として E 工法を選

写真－ 8

表面被覆 C 工法

定した。
C 工法は超速硬化ポリウレタン樹脂を吹付け機

工した。E 工法は高靱性繊維補強セメント複合材

で吹付ける工法であり，本試験工事においては下

を吹付け機で吹付けた後，左官仕上げする工法で

地処理（既設表面被覆材撤去）後の既設ポリマ

あり，本試験工事においては下地処理後の既設ポ

ーモルタル上に素地調整材およびプライマー塗布

リマーモルタル上に直接施工した。C 工法，D 工

後，ポリウレタン樹脂を施工した。D 工法は超速

法，E 工法の標準断面図をそれぞれ図－ 4，図－ 5，

硬化型ウレタン・ウレア系樹脂を吹付け機で吹付

図－ 6 に，表面被覆工の全体展開図を図－ 7 に示

ける工法であり，本試験工事においては下地処理

す。また，各表面被覆工施工後の状況を写真－ 8，

後の既設ポリマーモルタル上に素地調整材および

写真－ 9，写真－ 10 に示す。

プライマー塗布後，ウレタン・ウレア系樹脂を施
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写真－ 9
表－ 1

写真－ 10
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表面被覆工法による再補修後，建研式引張試験

側壁の上下端部において剥れが発生しないように

器による付着強度試験を行った。付着強度試験の

処理を行うことが重要である。特に，有機系表面

結果を表－ 1 に示す。付着強度試験の結果，破壊

被覆工については無機系よりも剥れが発生しやす

面については躯体コンクリートと既設ポリマーモ

いため，目地部は被覆材を巻き込む形で弾性シー

ルタル間が多いことが分かった。しかしこの場合

リングを充填し，ステンレスのアングルにより躯

2

でも，付着強度はいずれも 1. 0 N/mm 以上であ

体に留めるようにした。

ったため，躯体コンクリートと既設ポリマーモル

有機系表面被覆工施工区間のうち，目地部で縁

タルの接着力に問題はなく健全な状態であること

切りをして端部処理をする箇所や無機系表面被覆

が確認された。また，既設ポリマーモルタルと新設

工施工区間については，変成シリコーン系シーリ

2

ング材で充填した。有機系表面被覆工施工区間

以上確保されており，既設材料と新設材料間の接

で，目地部を跨いで施工する部分については，表

着力に問題はないことが確認された。

面被覆材とシーリング材間の付着性を確保するた

表面被覆材料間においても付着強度が 1. 0 N/mm

5．目地処理工の施工
表面被覆工と併せて目地部の再補修を行った。
目地部の再補修については，既設目地材の撤去後，

め，ポリウレタン系シーリング材で目地部を充填
した。表面被覆材を端部処理した目地処理の標準
断面図を図－ 8 に，目地処理工施工後の状況を写
真― 11 に示す。

コンクリートカッターで目地部を整形し，弾性シ
ーリング材を充填した。
表面被覆工法は，各端部が脆弱部となり剥がれ
が発生する場合があるため，バレル間の目地部や
60
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写真－ 11

端部処理した目地処理工の状況

写真－ 12
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有機系表面被覆工表面拡大画像（40 倍）

で記録する。
（3）部分詳細目視調査
表面に発生する微細なひび割れやふくれなどの
変状を確認するために定点を設置し，その箇所を
写真撮影やスケッチで詳細に記録するとともに，
マイクロスコープによる拡大撮影・記録を行う。
マイクロスコープによる有機系表面被覆工の表面
拡大写真を写真－ 12 に示す。
写真－ 13

型取りゲージによる摩耗量の測定状況

（4）摩耗量調査
型取りゲージを用いて，コンクリートピンの高

6．施工後のモニタリング計画

さを基準線として表面までの距離を計測し，水路
表面の摩耗量を計測する。型取りゲージによる摩

今回試験工事を行った箇所については，再補修

耗量測定状況を写真― 13 に示す。

後の表面被覆工法の性能発揮状況の確認や変状発
生要因の把握のため，次のようなモニタリングを
行っていくこととしている。

（5）目地部の変位測定
躯体コンクリートの伸縮挙動による表面被覆工
への影響を確認するため，伸縮目地部 3 箇所に変

（1）全体目視調査

位計と温度計を設置し，目地変位量と水路表面温

調査箇所について，目視や簡易な器具により計

度を計測する。なお，目地変位量と温度データ

測調査を行い，ひび割れ，剥がれ，ふくれなどの

はデータロガーにより１時間ごとに計測・記録さ

変状をできるだけ定量的に把握するとともにスケ

れる。目地部に設置した変位計と温度計を写真－

ッチを作成する。

14 に示す。

（2）全体打音調査
調査箇所を小ハンマーで打撃し，打音を確認す
る。異音があった箇所は細かく打撃して範囲を確
定し，チョーク等で範囲を示して写真やスケッチ
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機系の既設表面被覆材の撤去に有効であることが
確認できた。また，既設補修材の中で，不陸修正
材（ポリマーモルタル）は躯体コンクリートとの
間の付着強度は適正な値を維持しており，存置し
たまま再補修しても問題がないことが分かった。
さらに，施工後の変状の発生や再補修工法の性能
の発揮状況について中長期的なモニタリングを実
施し，今後の再補修工事の参考となるデータの収
集を行う予定である。
今回は，エポキシ＋ポリウレタンによる有機系
写真－ 14

変位計と温度計の設置状況

表面被覆工法の撤去および再補修を行ったが，表
面被覆工法にはポリマーセメントモルタルなどの

7．おわりに

無機系材料，パネル系材料，シート系材料といっ
た様々な材料が用いられており，今後はこれらの

約 10 年前に補修工事が施工された水路におい
て，劣化した表面被覆工の再補修試験工事を実施

工法について適切な撤去方法や再補修方法を検討
していく必要があると考える。

し，既設補修材の撤去方法や再補修方法の適用性
の検証を行った。既設補修材の撤去にはサンダー
ケレン工と超高圧洗浄を用いたが，両工法とも有
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（※本投稿文の内容や意見は，執筆者個人に属し，農林水産省の公式
見解を示すものではありません。）
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