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表面被覆材で補修したコンクリート開水路側壁の凍結融解回数
Determination of Freezing and Thawing Cycles Affect Open Concrete
Canal Sidewalls Repaired Using Surface Coating Materials
佐藤

智＊

金田

敏和＊＊

Satoshi SATO，Toshikazu KANETA

寒冷地において、劣化したコンクリート開水路を表面被覆工法で補修した場合、表面被覆材と躯体
コンクリートおよびそれらの間にある断面修復材における温度変化や、表面被覆材、断面修復材と躯
体コンクリートとの接着部における温度変化は、補修部の耐久性に影響を与える。
本研究では、３種類の表面被覆工法（無機系表面被覆工法、有機系表面被覆工法、パネル取付け工法）
で補修した農業用コンクリート開水路の側壁が１年間に受ける凍結融解回数を算出し、補修によるコ
ンクリートの凍結融解作用の緩和効果等を検証した。その結果、開水路のコンクリートが受ける凍結
融解回数は無機系表面被覆工法では７回程度、有機系表面被覆工法では断面修復した場合で５回程度、
断面修復しない場合で17回程度となり、無補修の36回程度に比べてそれぞれ約1/5、約1/7、約1/2に
減少した。また、パネル取付け工法のうち、FRPM 板と水路の間に発泡ポリエチレン製緩衝材を用
いた場合では緩衝材の断熱効果で躯体コンクリートの凍結融解はほとんど生じなかった。このように、
表面被覆材による水路躯体コンクリートの凍結融解作用の抑制効果が認められた。また、水路躯体コ
ンクリートとの接着部における凍結融解回数は、無機系表面被覆工法で54回 / 年、有機系表面被覆工
法で断面修復材を施工した場合は49回 / 年程度、断面修復材を施工しない場合は75回 / 年程度であっ
た。これらの結果は、補修材料自体や補修材料と躯体コンクリートの接着部に対する劣化促進試験に
おいて、凍結融解サイクル数と現地での相当年を対応させることで、寒冷地における表面被覆工法の
耐用年数推定に役立つ。
《キーワード：コンクリート開水路；補修；表面被覆工法；寒冷地：凍結融解》
When a deteriorated open concrete canal in a cold region is repaired using the surface coating
method, the durability of the post-repair structure is affected by changes in the temperature of the
surface coating material, the concrete body and the patch repair material inbetween, as well as by
changes in the temperature of the bonded part between the concrete body and the surface coating
or patch repair material.
In this study, three surface coating methods（coating with inorganic material, coating with
organic material, and panel installation）were employed to repair an agricultural open concrete
canal, and the number of freezing and thawing cycles affecting the canal side wall over a period of
a year was calculated for each method to verify the effectiveness of the repair methods in reducing
the such cycles. The results showed that an open concrete canal repaired with a surface coating
of inorganic material underwent approximately 7 freezing and thawing cycles over a period of a
year. The corresponding numbers for a surface coating of organic material when patch repair
material was/was not applied were 5 and 17, respectively. These figures were approximately 1/5,
1/7 and 1/2 that for a non-repaired concrete part（approx. 36 cycles）. Hardly any freezing and
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thawing action was seen in concrete repaired via the panel installation method which involves the
use of polyethylene foam cushioning between FRPM panels and the canal to leverage the heat
insulation effect of the cushioning. Thus, it was confirmed that surface coating material was
effective in reducing the number of freezing and thawing cycles. The number of cycles in the
bonded part between the concrete canal body and the coating material was approximately 54
cycles per year for surface coating with inorganic material, while the figures for coating with
organic material when patch repair material was applied and when it was not applied were
approximately 49 cycles per year and 75 cycles per year, respectively. These results are useful for
estimating the service life of concrete repaired using the surface coating method in the field of low
temperatures based on the number of freezing and thawing cycles in accelerated deterioration
tests designed to investigate repair materials and bonded parts between concrete bodies and
repair materials.
《Keywords：Open Concrete Canal；Repair；Surface Coating Method；Cold Region；Freezing
and Thawing》
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FRPM 板（以下、パネル系と称する）の計３タイプと

１．はじめに

した。セメント系は、ウォータージェットによる超高
近年、コンクリート製の農業用開水路において、標

圧洗浄（約200MPa）で水路躯体コンクリートの表面劣

準耐用年数の40年を超え、老朽化が進行しているもの

化部を除去した後に厚さ約10mm で施工した。樹脂系

が増えてきている。一方、国や地方公共団体の財政状

はセメント系の場合と同じく表面の劣化部を除去した

況は逼迫している。そのため、これからは施設を全面

後に厚さ約10mm の断面修復材（ポリマーセメントモ

改修するよりも、計画的な補修等を行い、既存の施設

ルタル）で表面を平滑にし、その上にウレタン樹脂を

を活かして長寿命化を図ることが重要となってくる。

厚さ約1.5mm で塗布した（一部区間では断面修復材を

劣化したコンクリート開水路を表面被覆工法で補修

施工せずにウレタン樹脂を塗布）。パネル系は表面の

した場合、表面被覆材と躯体コンクリートおよびそれ

汚れを洗浄した後に、FRPM 板と緩衝材（15倍発泡の

らの間にある断面修復材の温度変化や、表面被覆材、

発泡ポリエチレン）をそれぞれ厚さ10mm で施工した。

断面修復材と躯体コンクリートとの接着部の温度変化

冬期間の試験施工区間の様子を写真－１に示す。

は、補修部の耐久性に影響を与える。例えば無機系表

各表面被覆材の適用にあたっては寒冷地での施工性

面被覆材においては、表面温度は表面被覆材の耐凍害

に配慮した。すなわち、セメント系では低温下でも付

性に関連する。また、表面被覆材と躯体コンクリート

着強度が早期に発現する低温速硬型のセメントを使用

の接着部の温度は、接着力の低下や躯体の劣化と関係

した。樹脂系では速硬化タイプの吹付けウレタン樹脂

する。なお、この時、表面被覆材は、躯体コンクリー

を用いた。パネル系では水路躯体コンクリートと FRPM

トの温度変化を緩和すると考えられる。

板との隙間に浸入した水分の結氷による膨張力を吸収

これらのことから、無機系表面被覆工法、有機系表
面被覆工法、パネル取付け工法において、補修部位の
層毎に温度観測を行い、１年間に受ける凍結融解回数

する目的で緩衝材を用いるなどの工夫を行った。
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や表面被覆材の温度変化緩和効果について整理し取り
まとめた。
２．現地試験施工の概要
２．１

試験箇所

表面被覆工法による水路補修の試験施工箇所は、上
川郡剣淵町内に位置する農業用コンクリート開水路の
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図－１

東西方向に流れる区間とした。これは、日射の影響を

各表面被覆材の施工断面図

受けやすい南面と受けにくい北面での側壁表面温度の
比較を行うためである。当該区間は昭和47年度に国営
事業で造成された、幅6.0m、高さ2.0m のフルーム水
路である。試験施工は平成18年11月～ 12月に行った。
この地域は、１月の平均気温の平年値が－8.8℃、
年最深積雪の平年値が104cm であり１）、北海道内でも
比較的寒冷で多雪な条件下にある。
２．２

表面被覆材の種類

試験施工を行った表面被覆材の施工断面を図－１に

写真－１

示す。現地試験施工で使用した材料は、無機系被覆工
法として有機短繊維（ビニロン繊維）入りのセメントモ

２．３

ルタル系の表面被覆材
（以下、セメント系と称する）、

１）目的

有機系被覆工法としてウレタン樹脂系の表面被覆材
（以下、樹脂系と称する）、パネル取付け工法として
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冬期間の試験施工区間（左側が北面、右側
が南面）

側壁温度測定の目的と方法

表面被覆工法毎の側壁温度の測定位置と目的は、表
－１に示すとおりである。
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側壁の温度を測定した主な目的は次の２点である。
①表面被覆材が１年間に受ける凍結融解回数を算出
する。この結果は室内での劣化促進試験で表面被
覆材の耐用年数の推定に用いる。

表－２
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の接着部に存在する水分が１年間に受ける凍結融
面被覆工法の付着性に関する耐用年数の推定に用
いる。
なお、樹脂系表面被覆材と FRPM 板は、凍結融解
の繰返しによる劣化の発生が無視できると考えられる
ので、①を目的とする整理は行わなかった。また、将
来的にはコンクリート開水路補修後の性能低下予測手
法を検討したいと考えているため、表面被覆された水
路躯体コンクリートの凍結融解回数の減少度合いも整
理した。
コンクリート開水路の表面補修の目的は、通水性の
回復および力学的安全性に対する劣化因子の水路躯体
コンクリートへの侵入抑制である。劣化因子を長期に

試験施工区間の側壁温度測定方法の概要
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②表面被覆材と断面修復材や水路躯体コンクリート
解回数を算出する。この結果は寒冷地における表
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察で表面の平滑性が保たれていることを確認している。
２）測定方法
現地試験施工区間における側壁温度の測定方法の概

わたり抑制するためには、表面被覆材に亀裂が生じず、

要は、表－２に示すとおりである。また、温度センサ

また、水路躯体コンクリートとの接着が良好に保たれ

ーの配置を図－２に、設置状況を写真－２に示す。補

る必要がある。本研究での温度測定と凍結融解回数の

修表面では各区間の側壁表面に熱電対（T 型）を設置

算出は、このような表面被覆材およびその接着力の耐

し、透明なシリコンシーラントで固定し温度を測定し

久性評価を目的としている。なお、表面補修後の通水

た。 な お、 測 定 は デ ー タ ロ ガ ー（ 製 品 名：D1歪 み

性の確保については、本報では触れないが、セメント

32P1、ログ電子㈱）による自記記録で行った。測定位

系、樹脂系、パネル系ともに現地試験施工後の目視観

置は側壁天端から20cm 下（以下、側壁上部と称する）、
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凍結融解回数算出のための凍結・融解温度の

考え方
凍結融解回数の算出条件は、評価を行う目的毎に設
定した。１つは表面被覆材および水路躯体コンクリー
トに与える凍結融解作用の影響を検討する場合、もう
１つは表面被覆材の接着部に存在する水分の凍結融解
による付着強さの影響を検討する場合である。
前者では、コンクリートの最低温度が何℃以下にな
ると凍結融解による劣化（凍害）を生じるかが問題とな
る。田畑ら２）は、コンクリート供試体を用いた試験で、
－５℃以下となる凍結融解の繰返しで凍害を受け始め
ると報告している。このため、本試験では一旦－５℃
図－２

試験施工区間の温度センサーの配置

以下となっていたものが０℃を超えたときに凍結融解
が１回生じたものと仮定した。
後者の場合は、表面被覆材と水路躯体コンクリート
の接着部の水分が凍結する回数とした。接着部の水分
は水路躯体コンクリートの背面側から浸透し接着部で
滞留することを想定している。図－３に水路躯体側壁

᷷ᐲ䉶䊮䉰䊷

ἠṴᦼ᳓ ᥉ㅢᦼ

における表面被覆材接着部への水分浸透のイメージを
示す。松村ら３）は、コンクリート自由水の凝固点は－
0.2℃～－0.3℃であると報告している。本試験ではこ
れを参考にして、一旦－１℃以下となっていたものが
０℃を超えたときに凍結融解が１回生じたものと仮定

㶎ฝ䈱㤥䈇ㇱಽ䈲䈵䈝䉂䉭䊷䉳⼔䉦䊋䊷㩷

写真－２

温度センサー設置状況（パネル系補修区間）

した。また、パネル系の緩衝材に侵入した水分につい
ても－１℃以下となっていたものが０℃を超えたとき
に凍結融解が１回生じたものと仮定した。
なお、本報告は平成21年11月１日から平成22年４月

100cm 下
（以下、側壁下部と称する）の左岸
（北面）と

30日までと、平成22年11月１日（セメント系の表面被

右岸（南面）とした。側壁上部は灌漑期間中
（５月上旬

覆材と水路躯体の接着部は平成22年12月21日）から平

～８月下旬）も気中に曝される部位であり、側壁下部

成23年４月30日までの温度測定結果を用いた。

は灌漑期間中には水中となる部位である。また補修内
面では、セメント系は表面被覆材と水路躯体コンクリ
ートとの接着部 t2、樹脂系は表面被覆材と断面修復材
の接着部 t3および断面修復材と水路躯体コンクリート
の接着部 t4にサーミスタ式の温度センサーを側壁上部
に設置して温度を測定した。なお、測定はデータロガ
ー
（製品名：TR-71S、㈱ T&D）による自記記録で行っ
た。パネル系は FRPM 板と緩衝材の接着部 t5および
緩衝材と水路躯体の接着部 t6に熱電対（T 型）を設置し
て温度を測定した。パネル系でのこれらの測定の位置
は、北面は側壁上部、南面は側壁下部である。測定は
補修表面と同じ形式のデータロガーで行った。測定精
度は、熱電対
（T 型）が±1.0℃、サーミスタ式の温度
センサーは±0.5℃である。
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図－３

表面被覆材と水路躯体の接着部への
水分浸透イメージ
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３．結果および考察

３．２

セメント系

１）側壁表面の凍結融解回数
３．１

側壁表面の温度変化

試験施工区間における冬期間の側壁上部南面の表面

表面被覆材表面の側壁上部と側壁下部における凍結
融解回数を図－６に示す。

温度変化例を図－４に示す。気温は試験施工区間近傍
（約８km 南）にある和寒観測所のアメダスデータであ
る。外気温が常に氷点下であっても、表面被覆の有無
にかかわらず南面では日射の強度が強い場合には側壁
表面温度がプラスになる。一方、夜間はマイナスとな
る。このため、南面では冬期間でも凍結融解作用を受
ける温度環境にある。温度変化が最も大きいのはパネ
ル系で、その次は無補修であった。セメント系と樹脂
系は無補修よりも温度変化が小さかった。
パネル系の FRPM 板表面と補修内面における冬期
間 の 側 壁 下 部 南 面 の 温 度 変 化 例 を 図 － ５ に 示 す。

図－６

セメント系の側壁表面の凍結融解回数

FRPM 板表面の温度変化と FRPM 板と緩衝材の接着
部の温度変化にほとんど差がない。一方、緩衝材と水

南面と北面を比較すると、日射を受ける南面の方が

路躯体コンクリートの接着部の温度変化は FRPM 板

凍結融解回数が多い。セメント系の凍結融解回数は、

表面と比較して大きく緩和されている。このことから、

側壁上部と側壁下部の平均で南面が34回、北面が14回

緩衝材は断熱効果が高いことがわかった。

であった。写真－３は南面における冬期間の水路側壁
の様子である。日射を受ける水路側壁では、冬期間で
も融雪水が供給され、表面被覆材や水路躯体コンクリ
ートが凍結融解作用を受ける水分・温度環境であるこ
とがわかる。

図－４

試験施工区間における冬期間の側壁上部南面
の表面温度変化
写真－３ 南面における冬期間の水路側壁
（セメント系補修区間）
２）表面被覆した水路躯体コンクリート接着部と無補
修の水路躯体コンクリート表面の凍結融解回数の違い
表面被覆した水路躯体コンクリートと無補修の水路
躯体コンクリートの凍結融解回数を図－７に示す。
凍結融解回数は無補修の34回程度に比べて、セメン
ト系表面被覆材を施工した水路躯体コンクリート接着
部では７回程度となった。コンクリートの温度変化は、

図－５
36

パネル系の冬期間の側壁下部南面の温度変化

表面付近で大きい。そのため、厚さ10mm のセメント
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図－８
図－７

セメント系で表面被覆した水路躯体コンク
リート接着部と無補修の水路躯体コンクリー
ト表面の凍結融解回数

セメント系の接着部の凍結融解回数

から平成23年４月30日までで75回となる。前者の後者
に対する割合は16％である。次に、これと同じ割合を

系表面被覆材を施工することで、被覆材の裏側になる

平成22年12月21日から平成23年４月30日までの凍結融

躯体コンクリートの温度変化は小さくなり、凍結融解

解回数47回に加算すると７回増加する。このため、平

回数を約1/5に緩和する。すなわち、凍害による水路

成22年11月１日から平成23年４月30日まで表面被覆材

躯体コンクリートの劣化をその分抑えられる可能性が

と水路躯体コンクリートの接着部に滞留する水分の凍

あることが示唆された。

結融解回数を54回と推定した。

なお、表面被覆材と水路躯体の接着部の温度データ

この結果、セメント系表面被覆材と水路躯体コンク

は、
平成22年11月１日から12月21日まで欠測であった。

リートの接着部に滞留する水分の凍結融解回数は平均

しかし、この期間の補修表面における－５℃凍結、０

で53回であった。ここで得られた結果は、室内での劣

℃融解で算出した凍結融解回数は、表－３に示すとお

化促進試験における積雪寒冷地の無機系表面被覆工法

り２回と少なく、平成22年12月22日から平成23年４月

の耐用年数の評価にあたり、１年間に受ける凍結融解

30日までの７％と小さいことから、欠測の影響を無視

回数として活用できる。

することとした。
表－３ セメント系の南面側壁上部表面の凍結融解回数
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樹脂系

１）表面被覆した断面修復材の凍結融解回数
表面被覆した断面修復材の温度測定結果から算出し
た凍結融解回数を図－９に示す。樹脂系表面被覆工法
で施工した断面修復材の凍結融解回数は17回程度であ
った。
２）表面被覆した水路躯体コンクリート接着部と無補

３）表面被覆材と水路躯体コンクリートの接着部の水

修の水路躯体コンクリート表面の凍結融解回数の違い
表面被覆した水路躯体コンクリートと無補修の水路

分の凍結融解回数
表面被覆材と水路躯体コンクリートの接着部に滞留

躯体コンクリートの凍結融解回数を図－９に示す。凍

する水分の凍結融解回数を図－８に示す。凍結融解回

結融解回数は樹脂系表面被覆材と断面修復材を施工し

数は平成21年11月１日から平成22年４月30日までで52

た場合で５回程度となった。無補修での凍結融解回数

回、平成22年12月22日から平成23年４月30日までで47

36回程度と比べると、樹脂系表面被覆材と断面修復材

回であった。

を施工することで、水路躯体コンクリートの凍結融解

ここで、接着部の温度データの欠測期間の凍結融解

回数を約1/7に緩和する効果があり、凍害による水路

回数をデータのある補修表面の凍結融解回数から推定

躯体コンクリートの劣化をその分抑えられる可能性が

する。まず、補修表面を－１℃凍結、０℃融解で凍結

あることが示唆された。なお、無補修の凍結融解回数

融解回数を算出すると、表－３に示すとおり平成22年

が３．２

11月１日から12月21日までで12回、平成22年12月22日

が異なるためである。
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２）と異なるのは、算出の対象とした期間
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図－９

樹脂系で表面被覆した断面修復材および水路
躯体コンクリートと無補修の水路躯体コンク
リートの凍結融解回数

ここで、今回は現地観測を行わなかった、断面修復

図－10

樹脂系の接着部の凍結融解回数

り、１年間に受ける凍結融解回数として活用できる。

材を用いずに表面被覆材のみを施工した場合の水路躯
体コンクリートの凍結融解回数を推定する。断面修復

３．４

材に使用されているポリマーセメントモルタルのポリ

１）表面被覆の有無による水路躯体コンクリートの凍

マーの比率は不明であるが、一般には８％～ 10％程

結融解回数の違い

パネル系

度であり、モルタルよりも熱伝導率が低いポリマーの

表面被覆した水路躯体コンクリートと無補修の水路

割合は小さい。また、モルタルとコンクリートの熱伝

躯体コンクリートの凍結融解回数を算出した結果を図

導率はほぼ等しい。これらのことから、ポリマーセメ

－11に示す。パネル系では緩衝材と水路躯体コンクリ

ントモルタルと水路躯体コンクリートの熱伝導率に大

ートとの接着部で凍結融解作用がほとんど起きないこ

きな差はないと考えられる。このことから、断面修復

とがわかった。これは発泡ポリエチレン製の緩衝材の

材を使用しない場合の水路躯体コンクリートの凍結融

断熱効果が高いことによる。

解回数は、３．３

１）で述べた断面修復材の凍結融

解回数の17回程度に近いと考えられる。したがって、
断面修復材を用いずに水路躯体コンクリートに樹脂系
表面被覆材を施工した場合でも、水路躯体コンクリー
トの凍結融解回数は無補修の約1/2に緩和できると考
えられ、その分凍害による水路躯体コンクリートの劣
化を抑えられる可能性があることが示唆された。
３）表面被覆材と水路躯体コンクリートの接着部の水
分の凍結融解回数
表面被覆材と断面修復材との接着部、断面修復材と
水路躯体コンクリートとの接着部に滞留する水分の凍
結融解回数を図－10に示す。凍結融解回数は前者で75
回程度、後者で49回程度であった。
また、断面修復材を用いずに表面被覆材のみを施工

図－11

パネル系で表面被覆した水路躯体コンクリー
トと無補修の水路躯体コンクリートの凍結融
解回数

した場合の水路躯体コンクリートの凍結融解回数は、
３．３

２）で述べた理由により、表面被覆材と断面

２）緩衝材が受ける凍結融解回数

修復材の接着部と同じ75回程度と推定できる。ここで

緩衝材と水路躯体の接着部の凍結融解回数は図－12

得られた結果は、室内での劣化促進試験における積雪

に示すように、年によって差がみられるものの２年間

寒冷地の有機系表面被覆工法の耐用年数の評価にあた

の平均で41回であった。
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ンクリートとの接着部が１年間に受ける凍結融解
回数は、前者が54回、後者が断面修復材を施工し
た場合で49回程度、断面修復材を施工しない場合
で75回程度であった。
（5）FRPM 板の緩衝材が１年間に受ける凍結融解回
数は41回であった。
今回得られた成果は、補修材料自体や補修材料と躯
体コンクリートの接着部に対する劣化促進試験におい
て、凍結融解サイクル数と現地での相当年を対応させ
図－12

緩衝材の凍結融解回数

ることで、寒冷地における表面被覆工法の耐用年数の
推定に役立てていく予定である。

４．まとめ
謝辞：本研究における現地観測のフィールドは、表面
積雪寒冷地の農業用開水路における表面被覆工法の

被覆工法に関する民間企業等（日鐵セメント株式会社

試験施工区間での側壁温度観測結果から得られた成果

と全国止水躯体補修工事協同組合、日本アクシス工業

は、以下のとおりである。

株式会社とサンユレック株式会社、株式会社栗本鐵工

（1）無補修の水路躯体コンクリートが１年間に受け

所）との共同研究（平成18年度～平成21年度）で試験施

る凍結融解回数は36回程度であった。

工を行った場所である。また、表面被覆工法の試験施工

（2）セメント系の表面被覆材および樹脂系の表面被

箇所の選定にあたり、水土里ネットてしおがわおよび

覆材で被覆された断面修復材が１年間に受ける凍

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部のご協力を頂

結融解回数はそれぞれ34回、17回程度であった。

いた。末筆ながら、関係各位に深甚なる謝意を表する。

（3）表面被覆工法は、被覆された水路躯体コンクリ
ートの凍結融解作用を緩和する効果が大きいこと
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