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工法研究

長寿命形の水路目地充填工法
3 成分形シリコーン系目地材『ハイブリッド SiX3』の開発
田中シビルテック株式会社
１．はじめに

上條

達幸

タイプが主流となっている。しかし，1 成分形

農業用水路における機能低下の一つである目

の目地材は，図－ 1 に示すように外気中の湿気

地からの漏水は，通水量の損失とともに水路周

と反応して水路表面側からゆっくりと硬化する

辺の農作物への影響や第三者被害の要因とな

ため，目地材の表面が指触硬化していても内部

る。このため，使用する目地材や工法の選定に

は未硬化の状態が長く続くことになる。した

際しては，現場条件や目地材の性能などを考慮

がって，降雨などの影響で水路背面側から水圧

して適切なものを選定する必要がある。

が作用すると，目地材の付着力や背面水圧に抵

目地充填工法は，その価格と施工の手軽さか

抗できる硬さ（モジュラス）が発現していない

ら，コンクリート水路における汎用工法として

ため，写真－ 1 に示すような目地材の膨れや背

多くの施工実績を有している。しかし，当該工

面水の滲出（接着性と止水性の低下）などの初

法の水路施設に対する適用性とその耐久性に関

期欠陥を生じやすくなる。農業用水路の目地充

しては，早急な対処が必要と判断される事柄も

填工事では，少なからずこのような状況に直面

含めていくつかの課題がある。
ここでは，現行の水路目地充填工法の課題を
説明した上で，これらの課題解消を目的として
開発した長寿命形の水路目地充填工法『ハイブ
リッド SiX3』の概要について紹介する。
２．現行の水路目地充填工法の課題
（１）１成分形目地材における初期欠陥
現在使用されている目地充填工法用の目地材
は，その扱い易さから１成分形のカートリッジ
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図－１

１成分形目地材の硬化模式図
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目地材施工直後の初期欠陥の事例
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しており，施工中の手直しが必要となるだけで
なく，目地材の接着耐久性が早期に損なわれる
主要因になっているものと思われる。
（２）各種目地材の耐久性改善における課題

１）ポリウレタン系目地材
ポリウレタン系目地材は，開水路補修マニュ
アル（案）の品質規格に適合する最も安価な材
料として広く使用されている。しかし，ポリウ

現行の目地充填工法は，施工後の経年観察に

レタン系材料としての構造特性から，その耐候

よると，目地材の種類に関わらず施工後 10

性や耐久性（耐熱・耐水性）の改善には限界が

年足らずで，写真－ 2 に示すようなひび割れや

ある。一例として，日本シーリング材工業会が

はく離などの変状が確認されている。

公平な立場で実施・評価した各種目地材の屋外

これらの状況を踏まえて農業水利施設の補
修・補強工事に関するマニュアル【開水路補修
1）

暴露 15 年後の結果を図－ 2 に示す２）。これは，
昨年度の日本建築学会大会学術講演会で発表さ

編】
（案）（以下，
「開水路補修マニュアル（案）」

れたものの一部抜粋であるが，ポリウレタン系

と記す）では，目地充填工法の期待耐用年数を，

目地材には顕著なひび割れが発生しているた

表面被覆工法の 20 年に対して半分の 10 年とし

め，20 年間に亘る耐候性の確保は厳しいもの

ている。このため，目地充填工法の耐久性を改

と思われる。

善し，表面被覆工法と同程度の期待耐用年数と

２）シリコーン系目地材

することが望まれている。しかし，現行の各種

シリコーン系目地材は，その構造特性から耐

目地材には以下に説明するような性能限界があ

候性や耐久性（耐熱・耐水性），さらには耐伸

るため，20 年の耐久性を確保することは難し

縮疲労性に優れるとされている。先の日本シー

いものと考えている。

リング材工業会が行った屋外暴露 15 年後の結
果（図－ 2）でも，シリコーン系材料にはひび
割れ等の変状は発生していない。このため，材
料価格は多少高価となるが，耐久性の向上を期
待して水路目地に採用している事例も見受けら
れる。しかし，経年観察の結果，目地材自体に
はひび割れなどの劣化が認められないにもかか
わらず，比較的早期に目地材のはく離を生じて
いる事例が報告されている３）。シリコーン系目
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目地充填工法の変状

地材でこのようなはく離を生じた原因として
は，1 成分形を使用したことにより初期欠陥が
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図－２
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各種目地材の屋外暴露 15 年後の表面劣化状態と QW 値
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発生し，施工当初から接着力が低下していたこ

が消失し，固形化した状態である。見掛け硬化

とが考えられる。それ以外にも，シリコーン系

深さの測定結果一覧を表－ 1 に示す。

目地材は耐アルカリ性に劣るとされていること

現行の 1 成分形および 2 成分形目地材は，内

から，強アルカリ性となっている湿潤状態のコ

部まで硬化するのに 1 週間以上を要しているた

ンクリート面に施工したことも接着不良の原因

め，この期間に背面水が侵入すると写真－ 1 の

となっている可能性も考えられる。

ような初期欠陥の発生が懸念される。したがっ
て，地下水位の高い水路や施工後 1 週間以内に

３．『ハイブリッド SiX3』の概要
ハイブリッド SiX3（以下，
「本工法」と記す）
は，現行の水路目地充填工法の課題を解消し，

降雨に晒されるような水路の目地材としては適
切とは言えない。
本工法は，翌日には内部まで確実に見掛け硬

期待耐用年数 20 年，または現行目地材と比較

化しているため，上記のような施工条件下でも

して 2 倍以上の耐久性が期待できる“長寿命形

適用可能であり，背面水による初期欠陥の大幅

目地充填工法”として開発したものである。

な低減が期待できる。

本工法の開発における主要なポイントは以下
のとおりである。

なお，湿潤コンクリートに対する本工法の施
工方法とその接着性能に関しても検討を行って

① 1 成分形目地材における膨れや水の滲出な

いる。ここでは，紙面の制約からその詳細な報

どの初期欠陥に対する対策は，2 成分形目

告は割愛するが，現行のシリコーン系目地材は

地材でも不十分との判断から，「3 成分形」

湿潤面施工において著しく接着力が低下してい

（主材，硬化剤，促進剤）の構成とした。

るのに対して，本工法は施工上の配慮を行うこ

② 20 年以上の耐候性および耐久性（熱，水，

とにより湿潤面施工においても必要とされる接

伸縮繰返しによる劣化に対する抵抗性）を確

着力を維持している。

保するためには，ポリウレタン系や変性シリコー
ン系の目地材では難しいとの判断から，
「シリ
コーン系」の目地材を採用した。
③現行のシリコーン系目地材において懸念さ
れる湿潤面施工での不具合を解消するた
め，湿潤面の簡易な乾燥処理または専用プ
ライマーの塗布により，接着耐久性を大幅
に改善できる「湿潤面施工配慮型」とした。
④水路施設における要求性能を考慮して比較
的硬めの物性としているが，20 年間の伸
縮繰返しに対応できるものとした。
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４．本工法の性能照査結果
（１）初期欠陥の抑止性能

表－１
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見掛け硬化深さの測定

見掛け硬化深さの測定結果

本工法の冬期施工における硬化性能を評価す
るため，ポリカップ容器（深さ 65mm）内に目
地材を充填し，5℃養生における表面からの「見
掛け硬化深さ」を測定した（写真－ 3）。見掛
け硬化とは，目地材の硬化反応が進んで流動性
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（２）長期（20 年）耐久性能

備試験において，温水浸漬による複合劣化促進

開水路において目地材の耐久性を損なう主要

試験は，熱劣化促進試験と比較して劣化速度

な劣化要因としては，紫外線，熱，水（アルカ

を大幅に加速させることが判明しているが，そ

リ水），および伸縮繰返しが考えられる。そこで，

の試験は，熱劣化促進試験と比較して劣化速度

本工法の長期的（20 年を想定）な耐久性能を

を促進倍率については未だ定量的な評価にまで

照査するため，これらの劣化要因を想定した各

は至っていない。

種の劣化促進試験を計画・実施している。以下

本工法と現行目地材（水路で最も実績が多い

にその概要を紹介する。

1 成分形ポリウレタン系）の複合劣化促進試験

１）耐候性

による耐久性能の照査結果を以下に示す。なお

本工法はシリコーン系であるため，その構造

照査方法は，標準養生（20℃ 7 日間）した試験

特性から 20 年以上の耐候性を有している。こ

体を 50℃温水中に 6 ヶ月間浸漬した後，引張

れは，日本シーリング材工業会が実施した暴露

接着性試験（JIS A 1439）を行っている。

試験の結果などから公知の事実となっている。

現行目地材（1 成分形ポリウレタン系）は，

但し，シリコーン系以外の材料との性能比較を

図－ 3 に示すように，浸漬後 2 ヶ月間で引張強

行うため，屋外暴露 20 年間に相当する紫外線

さが半分程度まで低下しており，性能低下が著

量を照射する促進耐候性試験（高照度キセノン

しい。また，浸漬 6 ヶ月後には，劣化の進行に

5,330 時間）を現在計画している。

より表面が多孔質化している（写真－ 4b）。

２）耐久性（耐熱性，耐水性）

他方，本工法は浸漬 6 ヶ月後でも顕著な性能

目地材などに使用されているゴム系材料の耐久

低下は認められず，緻密で均質な外観を維持し

性を評価する促進試験方法としては，一般的に

ている（写真－ 4a）。これらの結果から，本工

熱劣化促進試験が行われている。その際，
「アレ
ニウスの 10℃ 2 倍則」
（温度が 10℃上昇するごと
に劣化速度が 2 倍となる，という法則）が用いら
れており，平均気温 20℃で 20 年間に相当する熱
劣化促進試験の設定温度と暴露期間を算出する

a) ᮏᕤἲ㸦⦓ᐦ࡛ᆒ㉁࡞እほ㸧

ことができる（例えば，50℃であれば 30 ヶ月間，
あるいは 60℃であれば 15 ヶ月間となる）
。
しかし，開水路における目地材の劣化は，熱
と水が同時に作用する複合劣化である。そこで，
本工法の耐久性照査方法は，温水浸漬による熱
と水の複合劣化促進試験を採用した。なお，予

図－３
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見掛け硬化深さの測定

温水浸漬後の引張接着試験結果
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法は現行目地材と比較して，開水路のような複
合劣化環境では 3 倍以上の耐久性を有している

５．本工法の実施例
本工法は，平成 29 年度発注の県営水路補修

ものと判断される。

工事において試験的にご採用頂いた。1 シーズ

３）動的疲労耐久性

ンの経過観察後，平成 30 年度発注工事より本

本工法の伸縮繰返しに対する耐久性を照査

格的に工法提案を開始している。同年発注の水

するため，標準養生後に温水浸漬（ここでは

路補修・改修工事では，東北および北陸エリア

80℃温水中に 2 週間浸漬）による複合劣化促進

を主体に約 17km の目地充填工法にご採用を頂

試験を行い，さらに 25 年間の伸縮繰返しに相

いた。一例として，田沢二期農業水利事業田沢

当する動的疲労試験（± 20% の伸縮を 10,000

疏水左岸幹線用水路補修工事のコンクリート二

サイクル，写真－ 5）を行った。各試験条件後

次製品水路における施工事例を写真－ 6 に示

に実施した引張接着性試験（JIS A 1439）の結

す。この現場は，水路背面側の地下水位の高い

果を表－ 2 に示す。

箇所が多いため，施工時に背面水の影響により

80℃高温水での複合劣化促進によりモジュラ

目地材に不具合の発生が懸念されたが，通常の

スの低下が生じているが，その後の動的疲労試

シート養生工および止水処理の併用により予定

験において目地材のはく離や顕著な強度低下は

工期内に支障なく施工を完了した。

生じていない。したがって，本工法は開水路な
どの複合劣化環境においても 20 年以上の耐久
性を有しているものと判断される。なお , 現行
の目地材は，高温水での複合劣化促進により著
しい性能の低下が生じたため，その後の動的疲
労試験は行っていない。

写真－６

施工完了後の状況

６．おわりに
写真－５

動的疲労試験の状況

本工法は，現行のポリウレタン系目地材と比
較して，材工での直接工事費は 2 割程度高くな
るが，耐用年数が 2 倍程度になるため，ライフ

表－２

各種試験後の引張接着試験結果

┠ᆅᮦ
ࣁࣈࣜࢵࢻ 6L; ᪤Ꮡ┠ᆅᮦ
ヨ㦂᮲௳ ᶆ‽ 」ྜ ⑂ປ ᶆ‽ 」ྜ
0 1PP      
ఙࡧ⋡      

ᘬᙇᙉࡉ
    
1PP 

 㸦せ㸧ᶆ‽㸹ᶆ‽㣴⏕ 0㸹ࣔࢪࣗࣛࢫ


」ྜ㸹」ྜຎಁ㐍ヨ㦂
⑂ປ㸹」ྜຎಁ㐍ヨ㦂㸩ືⓗ⑂ປヨ㦂

サイクルコストの大幅な低減が期待できる。
今後，複合劣化促進試験の定量的な促進倍率
を解明するとともに，20 年耐久目地充填工法
としての性能照査方法の提案（試験方法，品質
規格など）を行うことを計画しており，本工法
をさらに広く活用して頂ける環境を整えたいと
考えている。
謝辞：本工法の開発に際しては石川県立大学生
物資源環境学部

森丈久教授のご指導を賜りま
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