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平成２６年度

用水路の補修工法の経過観察評価について
－表面被覆工法の５年目モニタリング評価－

函館開発建設部 農業開発課 ○加藤 太吾

菊地 哲也

花巻 俊平

農業用水路橋の補修にあたっては、一般の用水路補修と異なり、低部からの冷気や水路橋のた

わみ等、環境条件や構造条件を考慮した補修工法の選定が必要となる。

本報告は、水路橋における補修工法選定の問題点や補修時の留意点を把握するため平成２１年

度に函館開発建設部管内の水路橋で実施した試験施工（表面被覆工法）の施工後５年目（平成

２６年度）のモニタリング評価を報告するものである。

キーワード：戦略的維持管理、長寿命化

1.まえがき

函館開発建設部では、積雪寒冷地において既に表

面補修工事が行われたコンクリート水路橋に対す

る、補修の長寿命化技術の

有効性を検証することを目

的に、今金町にて平成21年

度に水路橋内面補修工法の

試験施工を実施し、平成22

年度よりモニタリング調査

を実施している。(図-1)

本報告は、補修工事から5年目のモニタリング結

果及び各工法の評価について報告する。

2.試験施工箇所

試験施工の対象とした水路橋は、鉄筋コンクリー

ト構造で、過去に表面被覆による補修工事が行われ

ているが、ひび割れや剥がれ等の劣化が生じている

(表-1,2)。

図-1 試験施工箇所

表-1 水路橋の現況諸元
１号水路橋 ３号水路橋

形 式 RC－U型 RC－BOX型
構 造 1ｽﾊﾟﾝ鋼桁支持 2ｽﾊﾟﾝ－単純梁
ス パ ン 9.15m S=23.55＋20.15m

断 面 形 B2.25m×H1.57m B1.85m×H1.49m
整備地区 利別川地区 北檜山左岸地区

【表面被覆工法 【平成12年度】 【昭和55年度以前】
施工年度】 (11年) (30年以上)
(経 過 年)

表-2 補修工法の諸元

１号水路橋 ３号水路橋

表面被覆 ｶﾞﾗｽｸﾛｽﾗｲﾆﾝｸﾞ ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装

主な変状 ひび割れ、剥がれ、 ひび割れ、はく離、

はく離 たわみ

変状要因 凍害､流水 凍害､流水､追従不足

対策目標 耐用年数15～20年長寿命化、維持管理軽減

3. 補修の工法

平成21年度に試験施工として実施した補修の工法

は、過去の補修における変状とその推定要因から、

耐久性、ひずみ追従性及び防水性の3点に着目して

選定した。特に底版と側壁の環境作用の違いに着目

し、無機系と有機系を区分して選定した。なお、1

号水路橋側壁は既設の表面被覆工部を存置させるこ

ととし、たわみ追従性や母材の劣化が進んだ箇所を

再補修することとした(表-3)。

表-3 試験施工の補修工法

Daigo Katou,Tetuya Kikuchi,Shunpei Hanamaki



- 2 -

表-4 水路橋の経過観測調査項目(0.5～3年目)

0.5年目 1.0年目
（落水後）

1.5年目 2.0年目
（落水後）

2.5年目 3.0年目
（落水後）

近接目視調査 表面被覆材 区分 ○ ○ ○ ○ ○

定点高さ歪み レベル測定 区分 ○ ○

外面全体近接目視 双眼目視 区分 ○ ○ ○ ○

付着度試験 建研式付着試験 箇所 ○ ○

膜厚測定 超音波式又は針式で測定 箇所 ○ ○ ○ - - - -

すり減り測定 埋め込みピン 箇所 ○ ○ ○ - - - -

摩耗量測定 ﾚｰｻﾞｰ測定器による測定 測線 - ○ ○ ○

摩耗量測定 プレート法による測定 箇所 - ○ ○ ○

表面強度 テストハンマー 箇所 ○ ○

コア採取 50mm角形コア 箇所 ○

中性化試験 採取コアでフェノール1% 箇所 ○ ○

超音波伝搬速度試験 採取コアで室内試験測定 箇所 ○

単位

定点観測 構造本体

現場試験

表面被覆材 

母材・下地

区　　分 材料区分 項　　目 細　　目 初期値
(工事時)

調査・データ整理報告年

H22 H23 H24

4.５年目の調査項目

補修後のモニタリングでは、補修した表面被覆工

の有効性を確認し、施工後の劣化状況を監視評価す

るため、近接目視調査、定点調査(定点高さ歪み、

外面全体近接目視調査)、現場試験(付着度強度試験、

膜厚測定、すり減り測定、摩耗量測定レーザー測定

器、摩耗量測定プレート法、表面強度、中性化試験、

超音波伝搬速度試験）を行ってきた(表-4）。

今年度は、引き続き経過観測として近接目視調査、

外面全体近接目視調査、摩耗量測定(レーザー法、

プレート法)を実施し、加えて3年目に側壁の有機系

表面被覆材で確認された浮き・水膨れの原因追求を

目的とした被覆材を剥がしての近接目視調査及び付

着強度試験、底版の無機系表面被覆材と母材の剥離

を継続的に監視することを目的とした表面強度・剥

離調査(機械インピーダンス法)、3年目の調査結果

を受けて3号水路橋の側壁でドリル法による中性化

試験、底版で付着強度試験を実施した(表-5)。

表-5 5年目調査項目

側壁 底版 側壁 底版

近接目視調査(全体) ○ ○ ○ ○

近接目視調査
(浮き・水膨れ箇所)

○ － ○ －

外面全体近接目視調査
(ひび割れ変動調査含む)

摩耗量測定
(レーザー測定法)

○ ○ ○ ○

摩耗量測定
(プレート測定法)

○ ○ ○ ○

付着強度試験
(浮き・水膨れ箇所付近)

○ － ○ －

付着強度試験 － － － ○

中性化試験(ドリル法) － － ○ －

表面強度・剥離調査
(機械インピーダンス法)

－ ○ － ○

摩耗状態評価 － ○ － ○

1号水路橋 3号水路橋

○－

調査項目

5.経過観測結果

5-1.近接目視調査

表面被覆工法の適合性等の評価を目的として、過

年度の近接目視調査により確認された変状箇所を重

点監視ポイントと位置づけ、変異の範囲、進行度合

及び新たな変状の有無を主に目視（スケッチ）・打

診等により調査を行った。

各水路橋の重点監視ポイントで劣化進行を確認し

た結果、１号水路橋上流・下流は、側壁の浮き及び

水膨れの拡大、新たな剥がれ、浮き及び水膨れの発

生を確認した(写真-2,3)。また、3号水路橋は、側

壁に見られた水膨れ範囲の拡大、底版の目地付近に

新たな浮きを確認した。(写真-4)。

写真-2 1号水路橋（上流） 水膨れ拡大

写真-3 1号水路橋（下流） 新たな浮き及び水膨れ

写真-4 3号水路橋 水膨れ拡大、新たな浮き
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1号水路橋上流・下流の浮き及び、水膨れが発生

した箇所で被覆材を剥がした結果、存置させたガラ

スクロスが試験施工前から剥がれていた箇所（評価

対象外）であることを確認した(写真-5)。

写真-5 被覆材剥がし断面

1号水路橋上流側の浮き箇所では、母材側にW=0.4

mmのひび割れが確認され(写真-6)、被覆材と母材コ

ンクリートの弾性係数が異なることによる伸縮の違

いにより、母材のひび割れと同位置に被覆材のひび

割れが発生したと推定される。また、浮きは母材と

接着界面に剪断方向のずれが生じたため、発生した

ものと推定される。

写真-6 母材及び被覆材のひび割れ

1号水路橋下流側の水膨れは、母材側に多数の空

隙が見られたこと、且つガラスクロスがなかったた

め、中・上塗材が直接水を吸水して水膨れしたと推

定される(写真-7)。

写真-7 水膨れ箇所の表面及び内面状況

3号水路橋の水膨れ箇所の被覆材を確認のため剥

がした際、カッター目から漏水、剥がし面に滲み出

しが確認された。3号水路橋は、外面の被覆を行っ

ておらず、外面から水が供給されやすい状態であり、

且つ母材コンクリート内部の劣化(空隙、ひび割れ

等)が進行した状態であることから、外面からコン

クリート内部に浸透した水が内面に移動し、ガラス

クロスを押した結果、水膨れが発生したと推定され

る(写真-8)。3号水路橋の水膨れが1号水路橋より大

きかったのは、ガラスクロスが入っていたことと外

部からの水の供給量が多かったためと考えられる。

写真-8 水膨れ箇所の漏水及び母材コンクリート状況

3号水路橋底版の起

点、終点の目地部で確

認された浮きは、母材

コンクリートの脆弱化

(エフロレッセンス等)、

目地部にかかる応力が

要因であると推定され

る(写真-9)。 写真-9 底版母材コンクリート

3号水路橋外面を双眼目視で観測し、エフロレッ

センス、湿性、変色等の劣化進行を記録し、表面被

覆工法による防水効果の検証を実施した。なお、併

せて指定ひび割れのひび割れ計測を行うひび割れ変

動調査も実施した。

下面の指定ひび割れ幅は拡大しておらず、エフロ

レッセンスも過年度からの進行、新たな発生が確認

されなかったことから、内面からの漏水、滲み出し

はなかったと考えられる。

よって、水路内面に施した補修材による防水機能

は維持されていると判断する(写真-10）。

写真-10 3号水路橋下面(3.0年、5.0年))

5-2.摩耗量測定(レーザー測定法、プレート測定法)

補修した表面被覆工の摩耗による経年変化量を確

認するため、摩耗量測定を実施した。

測定は、測定対象物にレーザー光を照射し数μm

の精度で1mm間隔で測定できるレーザー測定法と、

設置したプレートに鋼尺を渡し、鋼尺からの下がり

をノギスで測定するプレート測定法の2種類を実施

した。レーザー測定法はデータの信頼性では優れて

いるが、機械が高価で機器台数も少なく、汎用性に

乏しいことから、プレート測定法により必要な精度

が得られるかを検証するために2種類の測定方法を

行った(写真-11)。

Daigo Katou,Tetuya Kikuchi,Shunpei Hanamaki



- 4 -

写真-11 レーザー法、プレート法測定状況

レーザー測定法では、基準点間1,000mmに対して、

基準点周辺部は基準ピンにより生じる測定誤差を除

去するため、中央部の900mmを有効測定範囲として、

900点の平均値を採用した(図-2)。

図-2 測定位置図

1、3号水路橋底版の無機系被覆材の摩耗量が0.03

～0.32mm/年、試験施工後の摩耗量は0.15～1.60mm/

5年となる。試験施工後5年経過して、残りの被覆厚

は全被覆厚10㎜の約85％以上あり、目標耐用年数を

15～20年としても十分余裕がある状態であることか

ら、耐摩耗性は維持されているものと判断できる(表

-6)。

表-6 レーザー法測定結果(1,3号水路橋底版)

測定位置

調査番号

調査時期
2.0年

(落水後)
3.0年

(落水後)
5.0年

(落水後)

測定日 H23.9.26 H24.9.21 H26.9.12

平均高低差 -3.85mm -4.33mm -4.82mm

0.48mm

0.49mm

0.32mm

1号橋-上流側-底版

01-S1

摩耗量

①(3.0年－2.0年＝)

②(5.0年－3.0年＝)

③年間((①＋②)/3＝)

測定位置

調査番号

調査時期
2.0年

(落水後)
3.0年

(落水後)
5.0年

(落水後)

測定日 H23.9.26 H24.9.21 H26.9.12

平均高低差 -8.55mm -8.65mm -8.63mm

0.10mm

-0.02mm

0.03mm

1号橋-下流側-底版

02-S1

摩耗量

①(3.0年－2.0年＝)

②(5.0年－3.0年＝)

③年間((①＋②)/3＝)

測定位置

調査番号

調査時期
2.0年

(落水後)
3.0年

(落水後)
5.0年

(落水後)

測定日 H23.9.26 H24.9.21 H26.9.12

平均高低差 -6.10mm -6.19mm -6.44mm

0.09mm

0.25mm

0.11mm

03-S1

3号橋-上流側-底版

③年間((①＋②)/3＝)

②(5.0年－3.0年＝)

①(3.0年－2.0年＝)

摩耗量

レーザー法とプレート法

の比較については、図-3の

とおり、プレート法の①②、

レーザー法の461mm～539mm

間の2.0～5.0年の測定結果

の平均値で行ったところ、1,

3号水路橋底版の年間摩耗量

は、レーザー法は0.04mm～0.

35mm、プレート法は0.01～0.

15mmの測定結果となり、各

水路橋の測定値にバラツキ

が見られる結果と

なり、プレート法による簡

易計測の良否は判断できない図-3 摩耗量測定図(底版)

結果であった(表-7)。

表-7 レーザー法,プレート法対比表(1,3号水路橋底版)

5-3.付着強度試験(浮き・水膨れ箇所)

3.0年目で確認された1,3号水路橋側壁の浮き・水

膨れ付近で表-8に記載した目的のために付着強度試

験を実施した。

表-8 付着強度試験(浮き・水膨れ箇所)の目的

付着強度試験では、建研式の試験器を使用し、補

修した表面被覆工と試験器のアタッチメントを接着

させ、周囲をカッターで縁切りした後、引張試験器

を用いて破断するまで荷重をかけ、破断時の最大荷

重、破断位置を確認した。

試験の結果、1号水路橋の浮きが確認された上流R

側側壁、水膨れが確認された下流L側側壁で

0.46N/mm2、0.64N/mm2と評価値1.0N/mm2未満であっ

た。3号水路橋は4.18N/mm2と評価値1.0N/mm2以上で

あった。(表-9)。

表-9 付着強度試験結果

1号水路橋側壁は、既設ガラスクロスを再利用し

ているため、試験施工時に母材をはつっておらず、

空隙のある脆弱化が進んだ母材コンクリートが残っ

ていたため、付着強度が低かったものと推定される。

(写真-12)

調査位置
付着強度

(N/mm
2
)

破断位置 備考

1号水路橋上流R側側壁 0.46 母材 試験施工適用

1号水路橋下流L側側壁 0.64 補修面－母材 試験施工適用外

3号水路橋P1径間R側側壁 4.18 母材

調査箇所 調査目的

1号水路橋上流側壁
3.0年目で被覆材の浮きが確認されたため、その近傍
で試験を実施し、拡大傾向にあるか確認する。

1号水路橋下流側壁
3.0年目で被覆材の水膨れが確認されたため、その位
置で付着強度を確認する。

3号水路橋側壁
3.0年目で被覆材の水膨れが確認されたため、その近
傍で試験を実施し、拡大傾向にあるか確認する。

1号橋上流側 1号橋下流側 3号橋上流側

01-S1 02-S1 03-S1

レーザー法 0.29mm 0.04mm 0.35mm

プレート法 0.09mm 0.15mm 0.01mm

年間
摩耗量

調査番号

測定位置
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写真-12 1号水路橋試験コア(左：上流R側、右：下流L側)

5-4.付着強度試験(3号水路橋底版)

3.0年目の付着強度が0.4N/mm2と目標値1.0N/mm2未

満であったことから、H21施工時に1.0N/mm2以上の

付着強度があり、その中で最も高い数値の出た最上

流付近、目地付近で付着強度を再度実施した。試験

方法は上記の付着強度試験と同様である。

試験の結果、付着強度は0.47N/mm2、0.31N/mm2と2

箇所とも目標値を下回る結果であった。

試験時にカッターを入れた際、カッター目から漏

水が見られたこと、試験コアにエフロレッセンスが

確認されたことから、表面は水分量が多く、湿性状

態にあり、凍結融解が繰り返されたため、付着強度

が低下したものと推定される(写真-13)。

写真-13 カッター目からの漏水、試験コアのエフロ

5-5.中性化試験(3号水路橋側壁)

3.0年目のモニタリングにおいて、気中部側壁2箇所

（R側・L側）の中性化深さが、10mm以上であったこ

とから、被覆工法の中性化抑止性を確認するため、

母材コンクリートに対しドリル法による中性化試験

を実施した。

試験の結果、L側は11.17mmと3.0年目調査(13.82m

m)より中性化深さが下回っていたことから、3号水

路橋側壁の被覆工法の中性化抑止効果は維持されて

いると判断している。

中性化深さが3.0年と5.0年の値で逆転していたの

は、母材コンクリートが、試験施工前に多数のひび

割れが見られ、脆弱化が進んだ不均一なコンクリー

トであったためと推定される。

表 - 1 0 中 性 化 試 験 結 果

5-6.表面強度・剥離調査(機械インピーダンス法)

1号・3号水路橋底版の表面被覆材の表面強度と母

材との剥離を継続的に監視することを目的に機械イ

ンピーダンス法による表面強度・剥離調査を実施し

た。

機械インピーダンス法は表面から4～5cmの表面強

度を測定するため、被覆材と母材の一体性を確認す

ることが可能であり、評価値21.0N/mm2以上で『一

体性あり』と評価することができる。

各測定位置の調査点は、底版横断方向に対し底版

センターと10cmピッチでレーザー法による摩耗量測

定と対比できる位置とした(図-4)。

測定は、コンクリートテスターで1調査点に付き1

0回測定し、10回測定の平均値を表面強度とした(写

真-14)。

図-4 表面強度・剥離調査位置

調査位置 調査年 中性化深さ 備考

3.0年目(H24) 21.20mm コアによる試験

5.0年目(H26) 27.94mm ドリル法

3.0年目(H24) 13.82mm コアによる試験

5.0年目(H26) 11.17mm ドリル法

R側側壁

L側側壁

表-11 表面強度・剥離調査(機械インピーダンス法)結果（写真-14 表面強度・剥離調査状況）

調査位置 測定項目 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 平均

STR 27.9 22.4 23.3 19.9 24.1 19.3 23.4 22.4 24.1 24.4 22.5 23.3 24.5 24.0 22.7 21.8 22.4 23.1 23.1

Index 1.30 1.30 1.40 1.30 1.30 1.40 1.20 1.30 1.30 1.30 1.20 1.20 1.30 1.30 1.30 1.40 1.40 1.20 -

Status 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -

STR 30.2 22.7 19.3 27.5 23.8 27.0 22.2 20.3 18.4 22.8 24.2 19.5 16.3 19.2 22.1 20.1 18.4 17.7 28.2 22.1

Index 1.50 1.40 1.40 1.50 1.40 1.40 1.40 1.30 1.30 1.30 1.40 1.20 1.40 1.30 1.40 1.40 1.40 1.40 1.50 -

Status 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

STR 21.8 19.2 18.5 14.9 17.6 16.3 8.8 8.5 13.1 16.8 16.3 14.9 15.7 16.9 15.6 20.9 16.0

Index 1.20 1.30 1.20 1.30 1.20 1.30 1.20 1.20 1.30 1.30 1.20 1.20 1.30 1.30 1.40 1.20 -

Status 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -

※コンクリート被覆複合材料として表層4～5㎝を測定している為、各材料自体の強度とは合致せず、STR値の標準偏差が異なるので参考圧縮強度として採用する｡

※R側をS1とし、L側に向かって測定を行っている。

表の凡例

Index値で表面劣化していないと判断できる場合(0.9≦Index値≦1.30)

Index値で表面劣化の可能性があると判断できる場合(Index値<0.9又は1.30<Index値≦1.50)

Index値で表面劣化があると判断できる場合(1.50<Index値)

Status値で骨材剥離の可能性があると判断できる場合(0<Status値)

3号水路橋
底版

１号水路橋
上流側底版

１号水路橋
下流側底版
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1号水路橋上流・下流の表面強度は、23.1N/mm2、

22.1N/mm2で評価値を上回り、母材との一体性は維

持されていると判断する。

しかし、3号水路橋は16.0N/mm2と評価値を下回る

結果となった(表-11)。

3号水路橋底版は、試

験施工前のはつり調査で

母材コンクリート内部に

エフロレッセンスが拡大

していることを確認して

おり(写真-15)、母材が試験 写真-15 3号水路橋底版

工事の段階で既に脆弱な状態であったため、表面強

度の数値が低かったと推定される。

なお、施工後10年目のモニタリングを予定しており、

その際には機械インピーダンス法による表面強度の

変化を確認することとしている。

5-7.触診による摩耗状態評価

レーザー法とプレート法による摩耗量測定を実施

しているが、レーザー法は専用の測定装置を使用す

るため容易に計測ができず、プレート法はプレート

の設置点の摩耗量しか計測できないという問題点が

残ることから、比較的容易に水路橋底版部の表面被

覆工の摩耗状況を評価する方法として、3.0年目か

ら触診による摩耗状態評価を実施している。

触診による感触を紙ヤスリの数値(粗さ)で表し、

摩耗状態を評価する(表-12,写真-16)。

表-12 摩耗状態評価

写真-16 摩耗状態評価状況

触診により表面の粗さを評価した結果、1号水路

橋下流底版のデンカモルタルが「番号240」で、3工

法の中で表面が最も粗い結果となった(表-13)。

3.0年目調査時と比較し、AGモルタルとデンカモ

ルタルは表面が1段階粗くなったが、靱性モルタル

は2段階表面が細かくなったため、現段階では摩耗

の進行性を評価することはできない。

靭性モルタルについては、5.0年経過し摩耗によ

り繊維が表面に出たため、粗さが細かくなったよう

に感じられたとも考えられる。

・紙ヤスリによる粗さを示す番号

番号 180 240 320 400 600 800

項目 粗い 細かい

表-13 5.0年目摩耗状態評価結果

6.表面被覆工法の適用性評価

1,3号水路橋の補修工法は下表の性能に着目して

選定した。

表-13 補修工法選定における着目性能

1,3号水路橋の5.0年目モニタリング結果は下表の

とおりで、必要とした着目性能を満足していること

から、コンクリート水路橋の補修工法として本試験

施工で実施した内面表面被覆工法は有効であると評

価できる。

表-14 1号水路橋（上流・下流）のモニタリング結果

表-15 3号水路橋のモニタリング結果

：3.0年目調査で確認した摩耗状態

：5.0年目調査で確認した摩耗状態

800

3号 番号 180 240 320 400 600 800

400 600 800

1号下流 番号 180 240 320 400 600

調査箇所 項目 粗い 細かい

1号上流 番号 180 240 320

対象施設 補修工法選定で着目した性能

1号水路橋 耐久性(耐凍害性、耐摩耗性、耐中性化性)、防水性

3号水路橋
耐久性(耐凍害性、耐摩耗性、耐中性化性)、防水性、
ひずみ追従性(底版のみ)

調査項目 調査結果

近接目視

側壁に上塗材の剥がれが局所的に見られるが、ひ
び割れ・剥がれのような顕著な変状は確認されな
かった。
⇒耐凍害性、耐摩耗性を維持していると判断。

中性化試験
3.0年目の中性化試験で、中性化の進行は認められ
なかった。
⇒耐中性化性を維持していると判断。

超音波伝搬速度

3.0年目の超音波伝搬速度試験で、施工前の伝搬速
度から顕著な低下は見られず、且つ深度毎の伝搬
速度に大きなバラツキは確認されなかった。
⇒耐凍害性、防水性を維持していると判断。

摩耗量測定
(レーザー法)

無機系被覆材で補修した底版では摩耗量より算出
した耐用年数が目標とする耐用年数15年以上の結
果となった。
⇒耐摩耗性を維持していると判断。

調査項目 調査結果

近接目視

側壁に水膨れが確認されたが、被覆材のひび割
れ、剥がれは確認されず、底版にひび割れ、剥が
れは確認されなかった。
⇒耐凍害性、耐摩耗性、ひずみ追従性を維持して
いると判断。

中性化試験
3.0年目の中性化試験で、中性化の進行は認められ
なかった。
⇒耐中性化性を維持していると判断。

超音波伝搬速度
3.0年目の超音波伝搬速度試験で、深度毎の伝搬速
度に大きなバラツキは確認されなかった。
⇒耐凍害性、防水性を維持していると判断。

摩耗量測定
(レーザー法)

無機系被覆材で補修した底版では摩耗量より算出
した耐用年数が目標とする耐用年数15年以上の結
果となった。
⇒耐摩耗性を維持していると判断。

外面目視調査

滲み出し、漏水、エフロの発達は確認されず、施
工直後と比較して外面状態に顕著な変化は見られ
なかった。
⇒防水性を維持していると判断。


