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コンクリートのひび割れを修復するひび割れ充塡工法は、劣化因子のコンクリート表面のひび割れから
の浸入を防止する補修方法であり、開閉等の変化があるひび割れには追従性のある有機系のひび割れ充塡
材が適用される。しかし、積雪寒冷地では、凍害の影響と見られる接着不良等の事例も確認されている。
本研究では、有機系ひび割れ充塡材の耐凍害性を把握するため、H型供試体と模擬充塡供試体を用いた接
着引張試験を行い、供試体の破壊形態やひび割れ充塡材の伸び率の変化等から品質評価を行った。その結
果、基盤コンクリート等の凍害劣化によってひび割れ充塡材との接着耐久性が低下すること、また、凍結
融解作用によってひび割れ充塡材の伸び率が変化するケースもあることが確認できた。
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1. はじめに

2. 試験概要

コンクリート構造物に生じるひび割れは、劣化因子が
コンクリート内部に浸入する経路となり、コンクリート
構造物の耐久性を低下させる要因となる。特に積雪寒冷
地のコンクリート構造物は、凍害劣化が生じやすく、ひ
び割れからの水分の浸入による劣化拡大やコンクリート
表面のスケーリング劣化が単独もしくは複合した形で進
行する 1)2) 。コンクリートの劣化が進行すると、内部の
鋼材の腐食が助長されることなどにより、最終的に構造
物としての耐力低下に至る。このような劣化の進行を事
前に防止する対策としてひび割れ修復工法があり、比較
的幅の広いひび割れには表面からの劣化因子の浸入を防
止するひび割れ充塡工法が適用される 3)4) 。また、ひび
割れ幅に変化がある場合にはその変化に追従するため、
可とう性エポキシ樹脂等の有機系材料が使用されること
が多い 3) 。一方で、厳しい寒冷環境では、基盤コンク
リートの凍害劣化やひび割れ充塡材の性能低下が原因と
思われるコンクリートと充塡材との界面からの漏水や析
出物が再発する事例が見られ、修復による効果が得られ
ていないケースもある。しかしながら、このような条件
下におけるひび割れ充塡工法の耐寒性能は未だ明らかで
はなく、低温環境における評価方法は確立されていない。
本研究では、凍害環境におけるコンクリートとひび割
れ充塡材（以下、充塡材）との接着力の持続性に関する
性能（以後、「接着耐久性」と呼ぶ）を把握するため、
複数種の有機系の充塡材に対し、各々を用いて作製した
供試体に凍結融解作用を与えた後、接着引張試験を行っ
た。本稿ではこれらの実験を基に、ひび割れ充塡工法に
凍結融解作用が及ぼす影響について実験的に検証した結
果を報告する。

(1) 供試体の作製
実験には2種類の供試体を使用した。一つ目の供試体
として、図-1に模擬充塡供試体を示す。模擬充塡供試体
は、実際の構造物に対する充塡材の施工を模し、ひび割
れ表面にUカットを施した溝に充塡材を施工した供試体
である。表-1に使用したコンクリートの配合（水中養生
28日）を示す。模擬充塡供試体に施したUカットの溝は
幅10mm×長さ100mm×深さ10mmである。この溝に施工
された充塡材の接着引張試験を行うため、Uカット部に
沿うように加工を施した引張用クリップ（ステンレスバ
ネ鋼の平板）をUカットの溝にはめ、次にプライマーを
塗布して充塡材を施工した（図-1）。この方法は本研究
で考案したものである。二つ目の供試体は、日本工業規
格 JIS A 1439_2010に記載されている建築用シーリング材
の試験方法に準じ作製したH型供試体とした（図-2）。
このH型供試体は、市販のモルタル板（セメント：砂 =
1 : 3 、水セメント比 = 50%）を2枚用いて、モルタル板で
充塡材を挟んでH型になるように作製したものである。
充塡材部分の寸法は12mm×12mm×40mmの角形である。
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図-1 模擬充塡供試体

両供試体ともに使用した充塡材は、可とう性エポキシ樹
脂系3種類、ポリウレタン樹脂系1種類、変成シリコーン
系1種類の計5種類とした（表-2）。また、各充塡材毎に
推奨されているプライマーを接着面に塗布した。なお、
供試体作製時の充塡材の施工温度は20℃とし、その後、
20℃の恒温室で2週間養生を行った。
(2) 凍結融解試験（CDF試験）
凍結融解作用の付与は、RILEMに準じたCDF試験で行
った。凍結融解サイクルは、+20℃～-20℃の間を10K/時
の定速で4時間冷却 → -20℃で3時間保持 → 同じ定速で
表-1 コンクリートの配合

表-2 ひび割れ充塡材の種類

+20℃まで4時間加熱 → +20℃で1時間保持の12時間1サイ
クルとした 5) 。図-3に試験のイメージ図を示す。模擬充
塡供試体は施工面、H型供試体はモルタル板の片方を試
験水（3％塩水）に浸漬して一面凍結融解を行った。供
試体の劣化程度を示す指標はスケーリング量とし、供試
体の質量減少量から求めた。本実験では、この指標を基
に次項で示す試験ケースを設定した。
(3) 試験ケース
表-3に、試験ケースを示す。試験ケースは、各供試体
毎に、凍結融解試験で作成した異なるスケーリング量の
3水準（凍結融解なし、スケーリング量小、スケーリン
グ量大）で構成した。この3水準は、凍結融解の終了サ
イクル数がそれぞれ0、28、56サイクルにおけるスケー
リング量である。接着引張試験は、模擬充塡供試体につ
いては引張用クリップを垂直に引き上げる方法とし、H
型供試体については専用治具で2枚のモルタル板を垂直
に引き離す方法とした（図-4）。引張速度は10mm/分と
した。模擬充塡供試体は1試料の値、H型供試体は2試料
の平均値を測定値とした。なお、凍結融解後のH型供試
体は、モルタル板の端部が凍害劣化で欠損しており、専
用治具で引き上げる際に板を水平に保てずに偏心がかか
ることから、L型鋼材でモルタル板の端部を補強するこ
とにより水平を保つ工夫を施している。L型鋼材の接着
にはエポキシ樹脂系の瞬間接着剤を使用した。
表-3 試験ケース

図-2 H型供試体

図-3 凍結融解試験（CDF試験）のイメージ図
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図-4 接着引張試験および H型供試体の補強状況

3. 試験結果
(1) 破壊形態
表-4 にクリップによる接着引張試験後の破壊形態の
結果を示す。また、模擬充塡供試体のクリップによる接
着引張試験の試験状況を図-5 に示す。これらの結果を
解説すると、EP3 以外はすべて図-5 のようにクリップで
引っ張られた充塡材の U 字断面部分で破断する凝集破
壊となり、凍害劣化の程度による破壊形態の変化は特に
見られなかった。一方、EP3 はコンクリートの凍害劣化
が少ないケースでは充塡材とコンクリート間の接着力や
充塡材自身の引張強度が勝ったことからクリップが破断
し、スケーリング大のケースでは図-5 下図のように界
面破壊となった。これは、コンクリートの凍害劣化の程
度が大きくなったこと、もしくはプライマーの品質が低
下したことから、充塡材とコンクリートとの接着力が低
下したと推測する。
次に表-5 および図-6 に、H 型供試体の接着引張試験の
破壊形態の結果と破壊状況例を示す。H 型供試体では充

塡材がある程度伸びてから凝集破壊や界面破壊が生じた
ケースが多く見られた（EP3 を除くすべて）。EP1、EP2
および PU1 は、凍害劣化前は凝集破壊であったが凍害
劣化が進行すると界面破壊に変化した。EP3 は凍害劣化
前の界面破壊が凍害劣化後には基盤破壊となった。一方、
MS1 は凍害劣化の進行にかかわらず凝集破壊であった。
このように、凍害劣化後に界面破壊や基盤破壊が見られ
た H 型供試体の複数のケースでは、基盤材であるモル
タルの凍害劣化もしくはプライマーの品質低下により、
充塡材と基盤モルタルとの接着力が低下する傾向がある
ことが明らかに確認できた。
(2) 最大引張応力および最大伸び率とスケーリング量
図-7に最大引張応力とスケーリング量との関係を示す。
なお、模擬充塡供試体の引張応力値は引張面となるU字
断面積とせん断力をミーゼス応力値に換算したものであ
る。模擬充塡供試体およびH型供試体共にスケーリング
量が増加すると最大引張応力は減少する傾向が見られる。
これは、上述した破壊形態の結果から、H型供試体では
基盤モルタルの損傷やプライマーの品質低下が原因で引
張応力が低下したと推測できる。一方、模擬充塡供試体
ではEP3を除いてすべて凝集破壊であったが、凍結融解

左：EP3以外の凝集破壊（クリップでせん断）右：クリップの破断（EP3）

EP3の界面破壊（スケーリング大）

図-6 H型供試体の接着引張試験の破壊状況例

図-5 模擬充塡供試体のクリップ接着引張試験状況
表-4 模擬充塡供試体の破壊形態の結果

表-5 H型供試体の破壊形態の結果

図-7 最大引張応力とスケーリング量の関係
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後に最大引張応力は低下する傾向が見られたため、充塡
材自体の引張強度が低下していると考えられる。ただし、
PU1とMS1については最大引張応力の減少が少ないため、
凍結融解作用による影響は小さいと言える。
次に図-8に最大伸び率とスケーリング量との関係を示
す。H型供試体と模擬供試体のEP3、PU1ではスケーリン
グ量の増加とともに充塡材の伸び率は減少する傾向があ
る。これらの結果は、上述したように基盤材の凍害劣化
やプライマーの品質低下により、充塡材の引張強度が勝
って界面破壊や基盤破壊が生じたことが主な原因である
と考えられる。これに対して模擬充塡供試体のEP1、
EP2およびMS1については、凍結融解後に伸び率が一旦
増加してその後減少する傾向が見られた。これは、充塡
材自体の品質も変化したためと考えられる。この品質が
変化した原因として、充塡材の組織が凍害劣化によって
軟化した、あるいは試験水（塩水）の浸漬によって充塡
材が軟化したこと等が考えられるが、今回の実験におい
ては、これらの詳細な原因やメカニズムを究明するまで
には至らなかった。
以上のとおり、両供試体における接着引張試験におい
て凍結融解後の最大引張応力は低下していることから、
凍害劣化の影響により充塡後の接着耐久性は低下するこ
とが確認できた。また模擬充塡供試体については、今後、
更なる改良が必要ではあるが、下記点から実際の構造物
におけるひび割れ充塡工法の接着耐久性を定量的に評価
する方法として適用可能性があるものと考えている。
・H型供試体は形状がU字型に充塡された実際の状態
とは異なり基盤材もモルタルであるため、より施工実態

図-8 最大伸び率とスケーリング量の関係
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に即した模擬充塡供試体による検討を併せて行う必要が
ある。
・接着界面付近での破壊はEP3以外は見られなかった
ことから冒頭述べた現場での不具合事例を再現するため
には実験条件の改良が必要である。
・H型供試体では見られなかった充塡材自体の品質が
凍害劣化の影響により変化する傾向を確認できた。
今後、試験方法の改良や供試体による試験数を増やす
ことや実際の構造物での試験適用によって精度向上を図
り、ひび割れ充塡工法の施工後の品質評価方法および維
持管理方法を確立していきたいと考えている。

4. まとめ
本研究での試験結果において、以下の知見を得た。
(1) 基盤モルタルおよび基盤コンクリートの凍害劣化も
しくはプライマーの凍害による品質低下によって、ひ
び割れ充塡工法の接着耐久性は低下する。ただし、
PU1とMS1は凍結融解作用による影響は小さい。
(2) H型供試体における凍結融解後の接着引張試験にお
いて、凍害環境のひび割れ充塡工法の接着耐久性をあ
る程度評価することが可能である。
(3) 今回試案した模擬充塡供試体におけるクリップによ
る接着引張試験では、凍結融解作用の影響によるひび
割れ充塡材自体の品質変化を確認できた。
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