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１．はじめに
水路トンネルの主な変状には，外力による変
形，外力が偏る要因となる背面空洞，ひび割れ，
剥落，漏水が挙げられ，底版部は，摩耗・すり
へり，洗堀が挙げられる。
このような変状に対する補修技術・材料とし
て，ポリウレア樹脂吹付け工法「タフネスコー
ト」と，可塑性グラウト材「ジェイパックグラ
ウト」を紹介する。
「タフネスコート」は，コンクリート表面に
ポリウレア樹脂を吹付けてコーティングするこ
とによって，剥落防止・耐久性向上・耐衝撃性
向上・保水性が得られる補修技術であり，標準
厚さは 1.5mmなので内空断面積が減少しない。
ただし，補修の主目的が構造的な補強の場合は
適用外となる。
「ジェイパックグラウト」は覆工背面の空洞
充填に適用出来る可塑性と水中不分離性を有し
たグラウト材であり，２液を先端部分で等量混
合して固化させる方式のため 4.4km 程度の長
距離圧送が可能である。

２．ポリウレア樹脂吹付け工法「タフネスコート」
（１）タフネスコートの概要
１）ポリウレア樹脂とは
ポリウレア樹脂は，従来はコンクリート構造

物の防水材として普及していたが，先の東日本大
震災において養殖魚用孵化槽に津波が直撃した際
に，その他の樹脂で被覆の孵化槽が甚大な被害を
受けたのに対して，ポリウレア樹脂で被覆の孵化
槽は軽微な損傷のみで健全な構造を保持していた
ことから，剥落防止，耐久性向上，耐衝撃性向上
への適用範囲拡大の開発が行われた。
タフネスコートは，ポリイソシアネートとポ

リアミンの２液を専用の吹付け装置によって加
温・圧送し，圧送ホース先端に取り付けたスプ
レーガンを使用して衝突混合させウレア結合さ
れたポリウレア樹脂を生成した状態で，構造物
表面に塗布する。写真－１に吹付け状況を示す。
塗布後瞬時に硬化して30分後に５N/mm2程度
の引張強度を発現し，翌日には24N/mm2程度に
達する。高い引張強度を発揮する一方で，200%
以上の優れた伸び性能を有している。図－１に
ポリウレア樹脂の応力ひずみ曲線を示す。
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写真－１　吹付け状況 図－１　ポリウレア樹脂の応力 - ひずみ曲線

水路トンネルの補修技術について

日本基礎技術株式会社

131662_JAGREE会報誌No.98Book.indb   75 2020/07/01   9:32:06



76 JAGREE	98．2020・5

２）タフネスコートの施工
タフネスコートの施工は，母材をディスクサ
ンダー等で下地処理した後に，プライマーとし
てエポキシ樹脂を塗布し，その上にポリウレア
樹脂を吹付けることにより行う。内空断面積
８m2 以上のトンネルで施工可能である。標準
的な施工手順を図－２に，吹付け後の状況を
写真－２に示す。なお，母材表面の凹凸やひび
割れが大きい場合はポリウレア樹脂で形成され
る層が連続しない可能性があるため，必要に応

じて事前に断面補修をしておく。また漏水箇所
は事前に止水処理を行う。図－３にタフネス
コート標準断面図を示す。
３）剥落防止機能
新幹線トンネルの覆工を模した 1/5 模型実験

により，タフネスコートの剥落抑止機能を確認
した。覆工の天端に載荷して強制的に曲げ圧縮
破壊を発生させた。タフネスコート有り，無し
の２ケースで行った結果を写真－３に示す。タ
フネスコート無しは，曲げ圧縮破壊によるはく

タフネスコート無し タフネスコート有り

図－３　タフネスコート標準断面図

写真－3　トンネル覆工を模した模型実験の結果

図－２　タフネスコートの施工手順 写真－２　吹付け後の状況
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離が生じ，コンクリート片がトンネル内に剥落
した。一方で，タフネスコート有りは，曲げ圧
縮破壊は発生したがポリウレア樹脂が良く伸び
てコンクリート片の剥落を防止した。載荷の
変位と荷重の関係を図－４に示す。変位 24mm
で肩部内側に曲げ圧縮破壊が発生した。タフネ
スコート無しは変位 50mmで荷重が低下して
いるのに対して，タフネスコート有りは荷重の
低下が無かった。
４）タフネスコートの機能と特徴
タフネスコートの機能と特徴を表－１にまと
める。剥落防止は，押抜き荷重で 1.5kN 以上が
確保されており剥落塊の重量は 50kgf 以下であ
れば十分に防止できる。耐衝撃性能では，強度
増加では無く，繰返し載荷に耐えられることが
確認されている。

図－４　変位と荷重の関係

表－1　タフネスコートの機能と特長

機能 特徴

剥落防止性能
・押抜き荷重 1.5kN 以上（JSCE基準）
・剥落塊の重量 50kgf 以下

耐久性向上
・CO2 透過が非常に少ない
・鉄と同等の耐摩耗性

高い耐衝撃性能
・崩壊に対する粘り強さ向上
・入力エネルギー 53%増加

保水性能の確保 ・2～ 10mmの亀裂が発生しても漏水無し（t=2mmの場合）

（２）適用事例
適用事例は，試験施工を含め 12 件あり，道
路トンネルや鉄道トンネル，福島県の中間貯蔵
施設のピット（新設構造物）などで施工実績が
ある。そのうちの２箇所の鉄道廃線トンネルで
試験施工を実施し，施工性や付着性能の確認を
行ったので紹介する。
Ａトンネルは場所打ちコンクリート（写真－
４），Ｂトンネルはコンクリートブロックであ
る。（写真－５）内空断面積はいずれも 20m2

程度である。Ｂトンネルは蒸気機関車による煙

害を受けており表面が劣化して骨材が露出して
凹凸が大きかったが，樹脂は凹凸に入り込み空
隙が生じることなく施工出来た。ポリウレア樹
脂吹付け後に養生期間を経て，母材とタフネス
コートとの付着強さを確認した。（図－５）付
着強さは，基準値および母材単体の引張強さを
上回っており，十分な付着性能を有することを
確認した。ここで母材強さおよび付着強さは，
建研式接着力試験器を用いた引張試験（土木学
会基準：JSCE-K531）により得られた値である。
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３．可塑性グラウト材「ジェイパックグラウト」
（１）ジェイパックグラウトの概要
覆工背面の空洞充填に適用出来る可塑性と水
中不分離性を有したグラウト材であり，流動性
のよい２液を先端部分で等量混合して固化させ
る方式のため 4km程度の長距離圧送が可能で
ある。混合前後のテーブルフローを写真－６に
示す。
１）用途
以下に，ジェイパックグラウトの用途を示す。
・トンネル覆工背面の充填

・矢板打設による地山緩み部の充填
・護岸背面や基礎捨石部の充填（吸出し防止）
・既設法面背面の充填
・埋設管・廃坑等の閉塞
・岩盤の開口亀裂の充填
２）特徴
以下に，ジェイパックグラウトの用途を示す。
・	２液を先端部分で等量混合するため，4.4km
程度の長距離圧送が可能。（写真－７）

・	混合後，ただちにゲル化して可塑性を呈する
ため，大きな亀裂に対して非漏出性を有する。

・	静水中で水拡散・水希釈されにくく，水中不
分離性を有する。

・硬化後の収縮がほとんど生じない。
・	二重管ストレーナ工法で施工が可能。
（写真－８）

写真－４　施工完了後の状況
（Ａトンネル）

写真－５　施工完了後の状況
（Bトンネル）

図－５　付着強さ試験結果

写真－７　4.4km長距離圧送試験状況 写真－８　二重管ストレーナ吐出状況

写真－６　混合前後のテーブルフロー
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３）配合および規格
ジェイパックグラウトの標準配合を表－２
に，品質規格値と測定値（例）を表－３に示す。
試験方法の詳細については，「矢板工法トンネ
ルの背面空洞注入工設計・施工要領（H18.10），

NEXCO東日本・中日本・西日本」を参照され
たい。ジェイパックグラウトの品質規格値は，
NEXCOと JR 東海の背面空洞注入材の品質規
格に適合する。

表－２　ジェイパックグラウト（JPG-Plas	ZERO）の標準配合

表－３　ジェイパックグラウト（JPG-Plas	ZERO）の品質規格値と測定値（例）

A液（0.5m3） B液（0.5m3）

名称 単位量（kg/0.5m3） 名称 単位量（kg/0.5m3）

セメント 400 ベントナイト 50

遅延剤 0～ 4 可塑材プレミックス 20

主材プレミックス 20 水 473

水 361 ～ 358 ― ―

計 781 ～ 782 計 543

項目 規格項目 規格値 測定値（例）

流動性
（フロー値）

静置時 80 ～ 155mm
（60 分後：100mm以下）

直後：95mm
60 分後：90mm

打撃時 130 ～ 205mm
（60 分後：170mm以下）

直後：160mm
60 分後：155mm

強度 一軸圧縮強度 σ 28=1.5N/mm2 以上
※ 3本の平均
※最低強度 95%以上

σ 28=2.05N/mm2

剛性 変形係数 σ 28=100MN/mm2 以上 σ 28=633MN/m2

単位体積重量 単位体積重量 エア系以外：
11 ～ 15kN/m3

12.9kN/m3

充填性 充填性 容器内全体に隙間なく充填（2h 後） 容器内全体に隙間なく充填されて
いた（2h 後）

非漏出性 隙間への
非漏出性

5mm以下の隙間に完全流出が無い
（1h 後）

5mm以下の隙間に完全流出が無
かった（1h 後）

水中分離抵抗性 光透過率
pH

光透過率（1h 後）：± 2%
pH（1h 後）：± 10%

光透過率（1h 後）：-0.3%
pH（1h 後）：+3.7%

非収縮性 収縮量 28 日後の収縮量 5mm未満 28 日後の収縮量 2.21mm
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（２）適用事例
ダムの仮排水路トンネルの裏込め充填注入に

おいて，覆工背面の流水によるグラウト材の流
出が懸念されたため，水中不分離性の高いグラ
ウト材としてジェイパックグラウトが採用され
た。R=1mでありトンネル断面が小さいため（図
－６），１インチのホース配管で施工を行った。
圧送距離は 250mであった。
図－７に注入順序図を示す。注入孔はクラウ

ン部に５m間隔で設置した。①から注入開始

して④からリークしたら①②は完了として③
から注入するというサイクルで施工を行った。
（写真－９）リーク確認孔には，飛散防止とし
てビニール袋を設置した。（写真－ 11）注入中
に圧力が 0.2MPa 上昇した場合は当該注入孔を
完了とした。
注入後の充填確認はボーリングコアを採取し

て行った。（写真－ 11）覆工と岩盤の隙間に確
実に充填出来ていることが確認出来た。

図－７　注入順序図

図－６　仮排水路標準断面図
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	４．おわりに
水路トンネルの特徴として比較的小断面のも
のが多く，狭隘箇所で施工可能な工法が望まれ
る。
表面被覆において「タフネスコート」は，施
工設備がコンパクトであり狭隘箇所で施工性が
良く，剥落防止・耐久性向上・耐衝撃性，保水

性が期待できる。また，標準厚さ 1.5mmであ
り内空断面積が減少しない。
覆工背面の空洞充填においては地上からの長

距離圧送が必要となるため，4.4kmの長距離圧
送できる「ジェイパックグラウト」は，水路ト
ンネルの補修に資する材料のひとつとして期待
される。

写真－９　注入状況

写真－11　ボーリングコア採取による充填確認

t=20cm

写真－10　リーク確認孔

t=50cm

131662_JAGREE会報誌No.98Book.indb   81 2020/07/01   9:32:08


