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連続繊維シート接着工法は，様々なＲＣ部材に補修補強工や剥落防止工として適用されてい

る。しかしながら，その耐久性については十分に明らかとなっておらず，繊維シートがコンク

リートから剥離して浮きが生じている事例も確認されている。本報では，剥落防止工に著しい

浮きが生じていた橋梁の変状原因調査について報告する。調査の結果，浮きの発生は断面修復

材料の接着不良や，橋梁上面からの雨水等の浸透の影響が原因であった。
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1. はじめに

老朽化した既存コンクリート構造物が増加しており，

様々な補修補強工法が開発されている。中でも，高強度

で軽量な連続繊維シート接着工法（以下，シート工法）

は床版や橋脚の補強をはじめとして様々なコンクリート

部材に適用されている。シート工法は，その補強効果に

ついては多くの研究が実施されている一方で，耐久性に

ついては十分に明らかとなっておらず，積雪寒冷環境下

のシート工法施工箇所において表面の浮きやひび割れが

生じている事例も確認している 1)。

そこで，シート工法の現状を確認し，変状要因を把握

することを目的として，シート工法が施工された北海道

における道路構造物 50箇所程度を対象に，1箇所あた

り 2～3年に 1回の頻度で現地調査（目視調査，打音調

査）を行ってきた。その結果，調査箇所のうち約半数に

おいてシート工法の「浮き」変状が確認された。調査は

継続的に実施しており，いくつかの構造物では「浮き」

変状の拡大が確認されている。

今回，変状の拡大が確認された箇所のうち，拡大速度

の速かった A 橋梁（写真–1）を対象に浮き原因を解明

するための詳細調査を実施したので，ここに報告する。

2. 調査概要

(1) 調査対象

A 橋は一級河川を渡河する橋長 80 mの 3径間 RC橋

である。橋梁下を通る遊歩道があるため，平成 16年に

第三者被害予防措置点検が実施された。点検の結果，主

桁や床版のコンクリートに浮きや豆板が見られ，点検要

領に基づく応急措置（叩き落とし作業）によってコンク

(1)床版下面（60 × 80cm程度）

(2)床版下面（φ10→ φ20cm程度）

写真–1 A橋の「浮き」変状

図–1 A橋における剥落抑制工の施工範囲

リート片が落下したため，補修対策を実施することと

なった。補修対策としては，平成 18年に主桁・横桁・床

版部のコンクリートの浮き部はつり落とし，断面修復，

および連続繊維シートによる剥落防止工が実施された。



表–1 剥落抑制工の断面構成

箇所 材質

断面修復材 無収縮モルタル

プライマー アクリル系

パテ（不陸調整） 軽量樹脂モルタル

下塗り樹脂 アクリル系

繊維シート ビニロンメッシュ

上塗り樹脂 アクリル系

保護塗装 ウレタン系

剥落防止工は，上部構造の下面側の主桁・横桁・床版全

体を覆う形で施工されている（図–1）。また，床版防水

工も同時期に施工されている。A 橋に施工された剥落防

止工の断面の材料構成を表–1に示す。

(2) 変状の状況と調査項目

A 橋で確認された浮き変状は，おおまかに写真–2 に

示す 3種類に分類できた。

• 触ると硬く，表面に繊維シートの網目模様が残って
いる浮き A

• 触るとへこみ，表面に繊維シートの網目模様が残っ
ている浮き B

• 柔らかい感触で，表面が平滑な浮き C

今回の調査では，それぞれの浮き箇所のうち，サイズ

の大きな箇所を対象に，はつり調査，引張接着性試験，

中性化測定，塩化物イオン量測定を実施した。また，変

状がなく健全と判断した箇所よりコンクリートコアを採

取し，中性化測定，塩化物イオン量測定，圧縮強度試験，

超音波伝播速度測定を実施し，変状箇所と比較した。

(3) はつり調査による浮き原因の考察

はつり調査では，最初に φ75× 40 mmのコアをコン

クリートのかぶり部分より採取した後，浮きの周長をベ

ビーサンダーで切断し，浮き部分を分離した。はつり調

査箇所の一覧写真を写真–3に示す。

a) 浮き A

浮き変状のうち，写真–3 1©および 2©の浮き箇所では，
はつり取ったシートに数 mm～10 mm程度の断面修復

材が付着していた。施工当時の資料を確認したところ，

当該箇所では深さ 60 mm程度の断面修復を複数層にわ

けて実施していた。そのため，浮きの界面は断面修復材

の層間であると考えられる。当時使用した断面修復材

は，1層あたりの必要厚さ 10 mm以上とされているの

に対して，シートに付着していた断面修復材が 10mm以

下であったことから，複数層で施工した断面修復工のう

ち，最後の仕上げ層が必要厚さを満たせず，経年によっ

て剥離したものと考えられる。

b) 浮き B

浮き変状のうち，写真–3 3©の浮き箇所は，降雨が 1

週間無い場合でも浮きの中央部分にあいた小さな孔か

ら水滴の断続的な落下が見られた箇所である。また，写

(1)浮き A（網目模様あり，硬い）

(2)浮き B（網目模様あり，柔らかい）

(3)浮き C（網目模様なし，柔らかい）

写真–2 変状種類

真–3 3©および 4©の浮き箇所のコア削孔前に繊維シート
に小さな穴をあけたところ数リットル規模の出水がみ

られ，シートの内側に水がたまっていることが確認でき

た。滞水箇所の繊維シートを切り離した直後，露出した

コンクリートは飽水した状態であった。なお，浮き箇所

3© 4©では断面補修工は実施されていない。また，どちら
の箇所も RC桁の下面側に生じた浮きであるが，RC桁

の側面には水みちとなる変状は見当たらなかった。その

ため，床版上面側からコンクリート内部を伝わって水が

浸透した可能性が疑われる。

露出したコンクリート表面に着目すると，写真–3 3©
箇所では，一部が砂利状で，層状剥離も見られた（写
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写真–4 コンクリートの層状剥離

真–4）。なお，はつり取ったシート側には層状のコンク

リート片が付着していた。一方，写真–3 4©箇所では，コ
ンクリート表面は平滑であり，コンクリートの層状剥離

などはみられず既設コンクリート部は健全な状態であっ

た。どちらの浮き箇所でも早朝にはシート内側の水分の

凍結が生じていたことから，既設コンクリート内部を浸

透してきた水分がシート被覆によって外部に抜けること

ができずに留められてコンクリートが水分飽和状態にな

り，凍結融解が繰り返されることで写真–3 4©の状態か
ら写真–3 3©状態へと徐々にコンクリートが脆弱化した
可能性が高い。

c) 浮き C

写真–3 5©の浮き箇所は，表面保護塗装がシートから
剥離して浮いており，その内側には水がたまっているこ

とが確認できた。そのため，浮きの発生要因としては，

含浸樹脂不足やピンホールの影響などによりシート工法

の透水性が低下し，橋梁上面からの水分が繊維シートと

表面保護塗装の間に蓄積し，溜まった水の重量で浮きが

拡大していったことが考えられる。

(4) コンクリートの中性化深さ

中性化深さは，採取した φ75× 40 mmのコアにフェ

ノールフタレイン溶液を噴霧する方法（JISA 1152）で

実施した。なお，調査箇所 3©では採取したコアの全長で
中性化を確認したため，コアドリル法による追試験を

行った。測定結果の一覧を表-2に示す。また，表中には

コア掘削孔を利用して測定した鉄筋の純かぶりも併せて

示す。

調査箇所 1© 2© 5©については，断面修復箇所であり，施
工後間もないことや，シート工法による被覆によって

外的因子から保護されていることから，中性化深さが 0

cmとなった。一方，断面修復が実施されてない調査箇

所 4© 6©では 2 cm程度の中性化深さであり，鉄筋の純か

ぶり約 5 cmの範囲内であった。

コンクリートの砂利化がみられた調査箇所 3©では，コ
ンクリートコアを採取した深さ 4 cmまでの範囲でアル

カリ成分を確認できなかったため，コアドリル法による

表–2 中性化深さ

変状 箇所 純かぶり 中性化深さ

① 2.5 cm > 0 cm

② － 0 cm

③ 5.8 cm < 6～7 cm

④ 5.2 cm > 平均2 cm

浮きC ⑤ － 0 cm

健全 ⑥ 4.2 cm > 平均2 cm

※ 箇所①～⑥はそれぞれ写真-3の①～⑥と対応する。

※ 箇所②⑤では鉄筋が露出しなかったため純かぶり不明

浮きA

浮きB

追試験を行った。追試験では 1 cm単位で試料を採取し，

フェノールフタレイン溶液によってコンクリートの発色

の有無を確認した。その結果，鉄筋位置よりも深い，表

面から 6～7 cmの位置まで中性化が進行していること

が確認された。

その後，範囲を広げて調査箇所 3©付近のコンクリート
の中性化深さを測定したところ，シート工法の浮きが見

られた主桁下面の 80× 200 cmの範囲で中性化深さが 5

～10 cmとなっていることが確認された。当該箇所では

断面修復は行われていないため，劣化したコンクリート

は全て橋梁竣工当時からのものである。浮き箇所の表面

は連続繊維シートで全面を覆われており，外的劣化要因

に対して保護されていたことから，外気（二酸化炭素）

を要因とする中性化が広範囲で急激に進行する状態には

なかった。その一方，調査箇所ではコンクリートと繊維

シートとの間に多量の滞水があり，またコンクリートも

著しく変質していることから，滞水した水の中に水酸化

カルシウムなどのセメント水和物が溶脱することで中性

化が進行した可能性が最も強く疑われる。さらに，冬季

に凍結融解作用を受けることによって，コンクリート内

部のひび割れや剥離が拡大してさらに水がたまりやすい

状態になり，内部まで溶脱による中性化が進行した可能

性がある。

(5) コンクリートの塩化物イオン濃度

調査箇所のコンクリート中の全塩分量を，コンクリー

トからの深さ毎に整理した結果を表-3 に示す。分析に

あたってはシート部を除くコンクリートを表面から深さ

2 cm毎に切断し，コンクリート中の塩化物イオンの分

析試験（JIS A 1154）を実施した。

表をみると，母材コンクリートの初期塩分量とみなせ

る深い位置（構造物表面から 18 cm）での塩分量と，表

面のかぶり部分付近での塩分量とに大差はなく，どの調

査箇所においても発錆限界 1.2 kg/m3以下であったこと

から，塩害による鉄筋腐食の心配はなく，また，シート

工法が有する塩分遮蔽性能により今後も塩分の増加はな

いと思われる。

実際に，写真-5に示すように，今回の調査の際に露出

した鉄筋には腐食がほとんど認められなかった。



表–3 コンクリート中の全塩分量

0-2cm 2-4cm 4-6cm 17-19cm

①

②

③ － 0.02

④ － 0.3

浮きC ⑤ 0.16

⑥-1 0.23 0.25

⑥-2 0.37 0.14 0.19 0.14
健全部

採取した試料の

長さ不足のため

未実施

変状 箇所
塩分量（kg/m

3
）

浮きA 断面修復材のため省略

浮きB

写真–5 鉄筋の腐食状況

写真–6 主桁の超音波伝播速度の測定風景

(6) コンクリート主桁の超音波伝播速度

主桁のコンクリートの健全度を確認するため超音波伝

播速度を測定した。測定は，写真–6 に示すようにコン

クリート主桁の両端を挟みこむ形の透過法にて実施し

た。測定結果を図–2 に示す。超音波伝播速度は，変状

の無かった箇所では 4.2～4.4 km/sec程度であり，一般

的なコンクリートの目安 2)とされる 4.0～4.5 km/secの

範囲内であった。また，変状が無かった調査箇所 6©より
φ10× 20 cmのコアを採取して圧縮強度試験を行った結

果，コンクリートの圧縮強度は 32.6 N/mm2であり，十

分な強度を有することを確認した。

一方，中性化が確認された調査箇所 3©では，主桁下面
から 10 cmの位置の超音波速度が 1.3 km/secと極端に
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図–2 主桁の超音波伝播速度

低くなっている。これはコンクリート主桁内部のひび割

れ（凍害 or砂利化）が原因であり，この箇所のコンク

リートについては強度や剛性がほとんど期待できない状

態と考えられる。また，主桁下面から 15 cm以上高い

位置の測定点では，変状のない主桁と同程度の値となっ

ていることから，コンクリートの劣化は，桁全体ではな

く，水分が滞水しやすい下面側に集中して生じているも

のと考えられる。

(7) 浮き変状の推定調査結果

A 橋梁のシート工法の浮き変状を調査した結果，その

主な原因は，

(1)断面修復工の重ね打ち面の接着不良

(2)橋梁上面からの浸透水

の 2つであったと推察される。このうち，(1)のみを

要因とする浮き箇所では，経年による変状の拡大が確認

されなかった一方，(2)を要因に含む浮き箇所では，その

全てで経年による変状の拡大が確認された。橋梁上面か

らの浸透水は，浮き変状の拡大のみならず，見えない所

で劣化を促進させ，構造物本体に深刻な影響を与える可

能性がある。そのため，橋面防水工の再施工などによっ

て抜本的な対策を実施するとともに，シート工法の内側

に水分を保持しないようするための水抜き孔を設けるな

どの対策を実施する必要があると考えられる。

3. 対策工

(1) 調査箇所の復旧

今回の詳細調査によって繊維シートを部分的に剥がし

た箇所については，剥落防止機能を確保するために施工

当初と同様のビニロンシート工法で再補修した。施工手

順は以下の通りである。

1. 中性化範囲および中性化深さを調査

2. ウォータジェット工にて中性化箇所を除去

3. 断面修復材の付着確保のため，コンクリートの含水

率が高い箇所を事前に乾燥処置

4. 無収縮モルタルによる断面修復工（左官）



写真–7 スケルトンタイプのシート工法

5. 表面保護塗装を除去して含浸樹脂材を露出させる

ため，復旧範囲のシート表面を軽くサンダーケレン

がけ

6. シート工法による剥落防止工

7. 滞水が見られた箇所に，水抜き孔を削孔

調査箇所の復旧にあたり，滞水の見られた箇所につい

ては水抜き孔を設け，水分の排出を促すことで再度の浮

きが生じないようにした。水抜き孔の施工にあたって

は，トンネルの剥落防止工の漏水対策として設けられる

防湿孔 3)の例を参考にした。

今回の調査箇所のシート工法は剥落防止を目的とした

補修であり，シート自体は構造部材としての位置付けで

はないことから，繊維シートに水抜き孔を設けること

が可能であった。しかし，床版の疲労補強を目的に繊維

シートを床版下面に全面接着する場合，シートは構造部

材であるため，水抜き孔を設けることは難しい。そのた

め，積雪寒冷地の床版補強では，床版下面に全面接着す

る工法よりも，格子状に接着する工法の方が適している

と考えられる。

(2) 再補修

シート工法に浮きが確認された箇所については，次の

施工手順で補修された。なお，補修にあたっては床版防

水工の再施工も実施されている。

1. 打音調査により浮き箇所を調査

2. サンダーケレンによってビニロンシートを除去し，

浮き箇所のコンクリート表面を露出

3. 浮き箇所のはつり落とし

4. 無収縮モルタルによる断面修復工

5. 透明シート工法による剥落防止工

剥落防止工には，施工後もコンクリート表面の目視点

検が可能なスケルトンタイプのシート工法が採用された

（写真–7）。この工法もコンクリート表面全体を覆う工

法であるが，接着樹脂自身が高い水蒸気透過性を有して

おり，シート工法内部の水分が除湿されていくため，水

抜き孔は設けていない。

表–4 浮き界面および面積率

既設コンクリート 28.3 m
2 (11.8%)

断面修復材 19.3 m
2 (8.0%)

パテ材（不陸調整材） 0.6 m
2 (0.3%)

繊維シート 1.6 m
2 (0.6%)

表面保護塗膜 0.0 m
2 (0.0%)

浮きなし － 191.1 m
2 (79.3%)

浮き界面 面積  (面積率)

浮きあり

浮き箇所のはつり落としに際してその界面を調査した

ところ，表–4 に示すように既設コンクリートまたは断

面修復材で浮いている箇所が，浮き箇所の 9割以上を占

めていた。また，浮き箇所の半数以上は断面修復を実施

していない既設コンクリート部であり，シート工法によ

る剥落防止が機能していたことを確認できた。

4. まとめ

上部構造の下面側全体に連続繊維シート工法による剥

落防止工を施した橋梁を対象に，浮き変状の発生原因を

調査した。その結果，以下の知見が得られた。

(1)浮き変状が発生した原因は，断面修復工の重ね打

ち面の接着不良および橋梁上面からの浸透水であった。

(2)浮き変状が拡大する要因は，シートの内側に蓄積

した浸透水の自重および浸透水によって飽水状態となっ

たコンクリートの凍害劣化であると考えられる。

(3)積雪寒冷地において，橋梁下面全体を覆う形式の

表面被覆工法を用いた場合，被覆工法内側の滞水によっ

て内部コンクリートが劣化する可能性があるため，水抜

き孔の設置や，格子貼りの採用，透気性の高い樹脂の採

用など，コンクリート内部の水分が抜けるような配慮が

必要である。
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