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 近年、樋門コンクリート構造物の長寿命化に向けた補修工事が多く実施されているが、特殊

な形状であるため、過酷な積雪寒冷環境下において、補修後、凍害による再劣化が生じる事例

も多い。本研究では、樋門コンクリートの凍害劣化調査と再劣化調査、および室内実験の結果

を基に、積雪寒冷地の樋門コンクリートの適切な補修による延命化を目的とした凍害劣化診断

方法の検討と再劣化防止対策を提案した。 
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1.  はじめに 

 近年、建設から 50 年以上経過した河川構造物が全国

的に増加しており、適切なインフラ整備による維持管理

が重要な課題となっている。特に、積雪寒冷地の樋門コ

ンクリートは、冬期の厳しい環境条件により、老朽化を

迎える前に凍害劣化によって損傷が生じることも多く、

古くから補修による延命化が施されているが、補修後に

再劣化が生じている事例も多く見られる。このような背

景から、著者らは、北海道内の樋門コンクリートの凍害

劣化および補修後の再劣化について現地調査や室内実験

を実施してきた 1)2)3)4)5)6)。本報告は、樋門コンクリート

の凍害による劣化の形態や損傷程度、環境、存置条件等

に応じた適切な補修を行うことで、補修後の再劣化を抑

制し、既存樋門コンクリートをより長く延命させること

を目的とした凍害劣化診断方法と再劣化防止対策の提案

を行うものである。 

 

2.  樋門コンクリートの凍害劣化 

 樋門の部位は、函体と翼壁、門柱・操作台に大別出来

るが、函体は土中内であり、凍害の影響は比較的小さい。

それに比べて、翼壁、門柱・操作台は、常に外気に晒さ

れており、積雪寒冷地の凍害の影響を大きく受ける環境

にある。図-1に、北海道内の樋門の部位毎の外観評点に

よる凍害劣化傾向を示す 1)。外観評点は、ASTM C672の室

内試験における目視判定法（表-1）に準拠した。樋門の

部位毎で凍害劣化の程度（以下、凍害劣化度）が異なっ

ており、特に、操作台部は部材厚が薄く、上部に滞雪し

易い形状のため、融雪水の凍結融解による凍害劣化が著

しい。写真-1に、門柱と操作台の凍害劣化事例を示す。

図-1の調査結果のように、門柱に比べると操作台の損傷

図-1 道内の地域圏における各部位毎の外観評点 

 

表-1  外観評点(ASTM C 672準拠) 

 
写真-1 操作台と門柱の凍害劣化事例 
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は非常に大きい。このような劣化状況の違いは、滞水に

よる水分供給が多いだけでなく、図-2に示すように、操

作台と門柱のコンクリート内部の温度変化の違いからも

説明ができる。図-2の温度グラフは、同一樋門の操作台

と門柱それぞれのコンクリート内部に超小型の温度セン

サーを表面から深さ2cmに埋め込み、1時間毎の温度を1

年間測定したデータである。両者の温度変化を比較する

と、操作台は門柱に比べ、1日の温度変化が非常に大き

いことがわかる。このことから、操作台は、図-3に示す

ように、「雪が滞積し易い」「融雪水が浸透し飽和し易

い」「冷却範囲が多く温度変化も大きい」などの凍結融

解作用が起き易い条件が非常に揃っていると言える。 

 次に、写真-2に、補修後、再劣化が生じた操作台を経

年観察した事例を示す。樹脂系の断面補修と表面被覆で

補修されているが、早期に再劣化が生じ、年々劣化が進

行している。写真-3に、この事例と同工事で同様に補修

された操作台部の切断した内部状況を示す 1)3)が、この

再劣化は、劣化部の除去不足が主原因であり、被覆内の

残存水分や浸入した水分の凍結融解によって内部劣化が

進行したと考えられる。更に、被覆内部に水分が滞水し

たことによって凍害劣化を助長し、急激に劣化が促進さ

れたと考えられる。 

このような再劣化の事例は、図-4に示す調査結果 3)よ

り、補修した補修樋門の半数以上に再劣化が生じていた

ことから、樋門操作台・門柱部の劣化範囲の適切な診断

方法や状況に適用した対策の検討が急務である。 

 

 

写真-2 補修樋門の再劣化進行状況の一例 

 

 

写真-3 再劣化した操作台隅角部の断面 

 

 
調査数：補修樋門25基中、再劣化14基 

図-4 再劣化樋門調査結果 

 

 

図-2 コンクリート内部の温度変化の一例 
 

 

図-3 樋門操作台の凍害劣化メカニズム 
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3. 操作台・門柱の凍害劣化診断 

一般的な樋門の補修は、外観目視観察、コア等の削孔

によるコンクリートの圧縮強度と中性化の測定、鉄筋の

腐食状況を確認する自然電位測定や鉄筋のはつり出しの

結果等から設計されており、コンクリートの凍害劣化範

囲を定量的に測定して設計された補修とはなっていない。

そこで本調査では、既往の研究成果を参考に、操作台と

門柱コンクリートの詳細調査に超音波法を用いて、凍害

劣化の範囲や劣化程度を測定し、劣化除去範囲の精度向

上を試みた。 

実際に一般的な補修設計が実施され、補修施工前の樋

門の操作台と門柱において、超音波法による現地調査を

実施し、はつりを必要とする深さの精査を行った。超音

波法は、表面からの劣化深さを測定する表面走査法 7)と

コンクリートの劣化程度を測定する透過法 8)を用いた。 

図-5は、操作台の補修設計図に超音波法の測定位置と

測定方法、および調査結果を付加した図である。表面走

査法は5cm間隔で6点、透過法は5cm間隔で10点の測定と

した。当初の補修設計では、劣化部のはつり深さが3cm

となっていたが、超音波法の結果から、操作台部は深さ

5cm、門柱部は深さ4cmのはつりが必要である結果となっ

た。以上のように、樋門の補修設計における詳細調査に

超音波法を併用することによって、劣化除去範囲の精度

向上が図れることを確認できた。 

 

 

 

図-5 超音波法による凍害劣化診断を付加した補修設計の一例（操作台） 
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4. 再劣化防止対策 

 操作台は、その独特な形状から凍害劣化が特に生じ易

いことは上述した。本研究では、劣化除去範囲の精度を

向上させる診断方法と伴に、凍害劣化因子の抑制による

再劣化防止対策の検討を行った。操作台の凍害劣化に影

響する大きな劣化因子は、水分の浸透と部材厚による温

度変化である。補修によって部材厚を大きく変えること

は構造上も難しいことから、より効果的な延命処置とし

て、水分の浸透を抑える対策が有効である。水の遮断に

は古くから表面被覆工法が用いられているが、被膜系は

塗り替えが必要であり、また、上述した再劣化事例のよ

うに、被覆内に水分が閉じ込められた場合、凍害劣化を

助長するケースもある。そこで、操作台上面の滞積雪か

らの融雪水の滞水と浸透を抑制する対策として、操作台

上面の傾斜による滞水防止と表面含浸材による浸透防止

を併用した対策を提案し、効果の検証として、室内実験

において、模擬断面補修供試体による凍結融解試験と模

型による流水実験 5)、実構造物において、試験施工 6)を

実施した。 

 

(1)凍結融解試験 

 表-2に実験に使用したコンクリートの配合と試験ケー

スを示す。補修材は一般的に用いられている無収縮モル

タルとポリマーセメントモルタルの２種類を使用し、表

面含浸材（以下、含浸材）も一般的なシラン系含浸材を

使用した。模擬断面補修供試体は、図-6に示すように、

10×10×40cmの角柱試験体を幅3cmで切断し、代わりに

補修材を厚さ3cmで厚塗りして元の寸法に戻す方法で作

製した。含浸材は、補修材の表面と、補修材とコンクリ

ートとの界面から1cm被せて塗布した。残ったコンクリ

ート部はエポキシ樹脂コーティングを施し試験面以外か

らの給水を防止した。凍結融解試験は、JIS A1148（A法）

に準じて、-18℃～5℃の範囲で水中凍結水中融解を300

サイクル実施した。 

 図-7に凍結融解試験の結果を示す。無収縮モルタル補

修、ポリマーセメントモルタル補修共に、含浸材を塗布

したケースのほうが、150サイクルまでの相対動弾性係

数の低下が抑制されており、含浸材の遮水効果が確認で

きる。凍結融解試験は、実際の環境よりも過酷な条件で

実施していることから、操作台における水分浸透防止対

策に効果が期待できる結果となった。 

 

(2)模型による流水実験 

 図-8および写真-4に示すように、操作台端部を模擬し

た模型試験体を作製した。試験ケースは、表-3に示すよ

うに、上面の傾斜の有無、含浸材の有無、水切り材の有

無、上面に3cm無収縮モルタルを厚塗りして上面と側面

に含浸材を塗布したケースとした。流水実験は、上面に

滞雪を模擬するため試験用ティッシュを載せた状態で上

から一定量の水を30分間流した後、表面水分計でコンク

リート表面の水分量を測定 5)した。また、上面に3cmの

無収縮モルタルを厚塗りした試験体は、実験室横の屋外

に暴露し、初冬期の滞雪と融解状況の目視確認を行った。 

 図-9に流水実験における各ケースの水分増加量を示す。

含浸材無塗布のケースでは、上面に傾斜により、上面と

側面の水分量は減少するが、底面は流水が側面から巻き

込んだために増加した。上面に含浸材を塗布したケース

では、上面の傾斜と含浸材の撥水効果によって、側面に

より多く流水したため、側面の水分量が増加した。上面

側面の両方に含浸材を塗布したケースでは、傾斜と撥水

の相乗効果で水分が側面から勢いよく流下したことから、

全面で水分量の増加はほとんどなかった。特に傾斜5％

のケースで一番効果があった。次に、写真-5に屋外に暴

露した試験体の初冬期の滞水状況を示す。平面と傾斜面

で、上面に滞水する融雪水の状況が異なっており、平面

は滞水が顕著であるが、傾斜面は上面から流水している

状況であることから、対策の効果を確認できる。 

表-2 コンクリートの配合と試験ケース 

 

図-6 模擬断面補修供試体の作製 

   

図-7 相対動弾性係数と質量減少率 
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図-8 流水模型試験体 

         

          

写真-4 流水模型試験体による 流水実験の様子                        図-9 水分増加量 

 

 

写真-5 流水模型試験体の暴露状況 

      

 

図-10 樋門操作台の凍害劣化防止対策試案のイメージ図 

表-3 試験ケース 
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 (3)操作台の凍害劣化防止対策の提案と試験施工 

 上述した操作台の凍害劣化メカニズムと対策試案の実

験結果から、図-10に示すような凍害劣化防止対策を提

案し、実際の樋門の補修工事において試験施工を実施し

た。操作台端部の凍害劣化を防止するため、上面に5％

程度の勾配を設けて滞水を流水させ、含浸材を上面と側

面に塗布して浸透防止と流水促進を促す。側面の含浸材

の流水促進効果で下面への流水の巻き込みを抑制出来る

ことから、下面には含浸材は塗布しない。下面にテーパ

ーがある場合は、流水の巻き込み防止の保険として水切

り材を設置するのが有効である。特に、上屋があるケー

スの操作台は、端部に屋根から大量の流水が集中的に供

給されるため、図-10のような融雪水の流れを作ること

が、端部の凍害劣化防止に有効である。なお、本研究で

は、含浸材はシラン系の含浸材を用いて実験等を行って

おり、ケイ酸塩系の含浸材は使用していないが、北海道

開発局道路設計要領参考資料Bに両者の使用規定等が記

載されているので、対策試案の適用にあたっては、同要

領を参考にされたい。 

写真-6に、上屋ありのケースで試験施工を実施した樋

門の約１年後の状況を示す。再劣化は生じておらず、無

対策と傾斜のみの対策箇所、含浸材を併用した対策箇所

とで、それぞれ滞雪状況や融雪水の流水状態が異なって

おり、本対策試案による凍害劣化防止が期待出来る経過

状況であった。今後も継続して状況調査を実施し、対策

効果と持続性について検証していく。 

 

5. まとめ 

 本研究において、以下の知見が得られた。 

・操作台は、凍結融解作用が起き易い条件が非常に揃っ

ていることから、凍害劣化が発生し易い。補修を実施

しても約半数は再劣化が生じている。 

・超音波法による追加診断で補修設計の精度が向上し、

より適切な補修による長寿命化が期待できる。 

・操作台の上面傾斜による滞水防止と表面含浸材による

浸透防止および流水促進を併用した凍害劣化防止対策

試案を提案した。 
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写真-6 凍害劣化防止対策試案の試験施工後１年後の状況例（上屋あり） 


