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表面被覆材端部の剥がれ抑制技術に関する研究
―剥がれ抑制効果の実験的評価、道路橋での施工性検証―
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摩耗や侵食が懸念されるコンクリート部材では、劣化対策としてウレタンなどの厚手の樹脂
系の表面被覆材が施工されることがある。しかし被覆材端部からの水の供給・侵入に起因して
被覆材の剥がれが生じ、部材を保護する機能が供用途中で失われた事例も確認されている。本
研究では、被覆材端部近傍にシラン系表面含浸材を塗布することで被覆材の剥がれを抑制する
技術を考案し、その効果の実験的評価ならびに実構造物での本技術の施工性の検証を行った。
キーワード：表面被覆材、剥がれ、シラン系表面含浸材、施工性

1. はじめに
コンクリート構造物が曝される環境は多様で、とりわ
け寒冷地のような厳しい環境下では、耐久性に対する配
慮が強く求められる。例えば、摩耗や侵食が懸念される
部材では、劣化対策としてウレタンなどの厚手の樹脂系
の表面被覆材が施工されることがある（写真-1）。この
材料は耐水性と伸び性能に優れ、継ぎ目なく連続的に施
工できる長所を有する。しかし部材の供用期間中に表面
被覆材が剥がれ、部材を保護する機能が失われた事例も
確認されている（写真-2）。既報1)、2)、3)では表面被覆材
の剥がれの要因の一つに被覆材端部からの水の供給・侵
入を挙げている。そこで、本研究では表面被覆材の端部
近傍のコンクリートに吸水抑制機能を有するシラン系表
面含浸材（以下、シランと記す）を塗布することで被覆
材の剥がれを抑制する技術を考案し（図-1）、実験室で
の被覆材の剥がれ抑制効果の評価ならびに現場での本技
術の施工性の検証を行った。

2. 被覆材の剥がれ抑制効果の実験的評価
はじめに、表面被覆材の端部近傍のコンクリートにシ
ランを塗布した際の被覆材の剥がれ抑制効果を実験的に
調べた。なお、表面被覆材にはウレタンを用いた。
(1) 供試体
表-1にコンクリートの配合を示す。一般に広く用いら
れる配合を参考に、水セメント比は50%とした。セメン
トは高炉B種、細骨材は除塩処理済の海砂（表乾密度
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写真-1 ウレタンによる
部材保護の事例
（施工部では部材
の欠損が抑制)

写真-2 ウレタンの
剥がれの事例
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図-1 考案した技術の概要
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表-1 コンクリートの配合
単位量(kg/m3)
水
セメント 細骨材
140
280
856

粗骨材
1081

2.69g/cm3、吸水率1.16%）、粗骨材は砕石（表乾密度
2.67g/cm3、吸水率1.92%、最大寸法25mm）とした。図-2
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表-2 供試体に与える環境の条件
番号
内容
環境1 塩水に浸漬（最長294日間）
環境2 塩水中での凍結融解（1日1サイクル、最長294日間）
塩水への浸漬と気中での凍結融解を繰り返す
環境3
（浸漬3日 → 凍結融解4日 → … 、最長294日間）
塩水：3%濃度の塩化ナトリウム水溶液
引き剥がし試験後
カッター切断
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実験項目

図-2 供試体
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図-3 実験項目
写真-3 供試体作製状況
撥水部分（シラン含浸域）
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シランが約7mm含浸

写真-4 ウレタン端部からのシランの含浸状況

に供試体、写真-3に供試体作製状況を示す。10×10×
40cm寸法の型枠にコンクリートを打設し、翌日に脱型
して材齢7日まで湿潤養生を施した後、材齢14日にウレ
タンを施工した。次に、北海道開発局の道路設計要領4)
の規格を満たす無溶剤系のシランを材齢21日に塗布し、
その後は材齢28日まで温度20℃、湿度60%の気中に静置
した。シランの塗布範囲は端部近傍および全面の2条件
とした。比較のために、無塗布の供試体もあわせて準備
した。写真-4は供試体を長手方向に切断し、切断面に水
を噴霧してシランの含浸状況を調べたものである。シラ
ンはウレタン端部から約7mm 範囲のウレタン下面にも
含浸していることを確認した。
(2) 実験内容
材齢28日より表-2に示す3種類の環境下に供試体を曝
した。環境2、3の凍結融解温度および時間はASTM C
672を準用し、-18℃で16時間、23℃で8時間の1日1サイク
ルとした。環境2については、コンクリート面を3mm厚
の塩水（ここでは、3%濃度の塩化ナトリウム水溶液を
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使用）で覆うことができるゴム製の容器に供試体を挿入
し、塩水を容器に注いだ後、温度が自動制御される室内
に容器を曝すことで凍結融解作用を与えた。概ね50、
100、200、300日曝した後、図-3に示すように供試体質量
の測定、付着強度を把握するためのプルオフ試験装置に
よるウレタンの引き剥がし試験を行った。また、ウレタ
ン下面への塩化物イオン浸透抑制効果を評価するため、
300日曝して引き剥がし試験を終えたシラン無塗布と全
面塗布の供試体を用いてウレタン端部近傍のコンクリー
ト断面のEPMA（Electron Probe Micro Analyzer）面分析を行っ
た。分析面は表面から深さ4cm、ウレタン端部からウレ
タンで覆われている領域の3cmと覆われていない領域の
1cmをあわせた4cmの範囲（4×4cm）とした。分析面をメ
タクリル樹脂で補強して研磨し、炭素蒸着を施して分析
を行った。分析条件は加速電圧15kV、試料電流100nA、
プローブ径50µm、測定時間40msec/ピクセルとした。
(3) 実験結果・考察
a) 供試体の質量および付着強度の経時変化
図-4に供試体の質量および付着強度の経時変化を示す。
環境1、3は質量変化が小さかったのに対し、環境2はス
ケーリングによる質量減少が確認された。環境2のシラ
ンを塗布した供試体の質量減少率は98日までは無塗布よ
りも小さい値で推移したものの、98日以降から増加に転
じた。大きな水圧が作用する環境下での長時間に亘る凍
結融解の繰り返しにより、水分がシラン含浸域に押し込
まれ、さらに凍結の際に発生する未凍結域への凍結余剰
水の移動が細孔壁面に固着している疎水基によって阻害
されることでシラン含浸域内の凍結水圧が増幅し、大き
なスケーリングに至った5)と考えられる。
次に、付着強度について述べる。環境1、3の付着強度
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図-4 質量および付着強度の経時変化

の相対値はシランの塗布有無に関わらず、概ね1前後で
推移した。環境2は、シラン無塗布が2.17MPaから最小
1.1MPaまで低下し、付着強度は約40%減少した。一方、
塗布した供試体は無塗布に比べると相対値の低下割合が
小さく、シランの適用によって付着強度の低下が抑制さ
れる結果が示された。環境2の300日経過時の付着強度の
絶対値は、無塗布の付着強度の初期値が高かった影響も
あって、いずれの供試体も概ね同値となってはいるもの
の、相対値のグラフから3つの供試体の損傷の程度は同
等ではなく、損傷の程度は無塗布が最も大きいと言える。
b) EPMA面分析（塩化物イオン分布）
写真-5にシラン無塗布と全面塗布の供試体の300日経
過後のEPMA画像を示す。切断面の写真から、環境2の
無塗布はウレタンの浮きが顕著に生じており、それ以外
の供試体は浮きがさほど生じていないことが見て取れる。
環境1におけるウレタンで覆われていない部分の塩化
物イオン浸透深さは、無塗布が10～20mmであるのに対
し、塗布は数ミリ程度にとどまっていた。また、無塗布
はウレタン端部から同心円状に広がる形でウレタン下面
へも塩化物イオンが浸透していた。一方、塗布ではこの
ような傾向が殆どみられなかった。このことから、ウレ
タン端部へのシランの塗布はウレタン下面への塩化物イ
オンの浸透抑制に有効と言える。
環境2の無塗布はウレタン下面へ塩化物イオンが広範
にわたって浸透していた。この供試体ではウレタンの浮
きが顕著に生じており、ウレタン端部から損傷が生じて
いるウレタン下面へ塩化物イオンが多く浸透しているこ
とが確認された。シランを塗布した場合、環境1の塗布
とは対照的にウレタンで覆われていない部分は塩化物イ
オンが深さ10～20mmまで浸透していた。これは、スケ
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写真-5 300日経過後の塩化物イオンの分布を示したEPMA画像
（凡例の数値は塩化物イオン濃度で単位は質量%）

ーリングによって吸水防止層が欠損したことが影響して
いると考えられる。一方、ウレタン下面は無塗布とは対
照的にウレタン端部からの距離が長くなるにつれて塩化
物イオン濃度が減少している傾向がみられ、吸水防止層
が欠損するまでの間、シランによるウレタン下面への塩
化物イオン浸透抑制効果が発揮されたことが見て取れる。
環境3は、気中ながら凍結作用を与えているものの、
塩化物イオン濃度分布は環境1に近い傾向が示された。

工事開始
表層

豊頃町
札幌

床版 ジョイント

基層

4cm
3cm

舗装切削および床版補修

図-5 豊頃町の位置

寒冷環境下でも吸水防止層の損傷・欠損に至らないよう
な場合は、シランによるウレタン下面への塩化物イオン
浸透抑制効果が期待できることが明らかとなった。
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3. 本技術の施工性の検証
4時間後

次に、シランを活用した本技術の施工性を検証するた
めの試験施工を行った。

シラン塗布・含浸

(1) 試験施工の概要
試験施工は、北海道豊頃町内の道路橋（以下、本橋と
記す）のRC床版で行った。図-5に位置を示す。本橋か
ら最も近い池田のアメダス6)によると、2011年11月～
2012年3月の日最低気温は平均-12.1℃、最小-25.5℃であ
る。最低気温がコンクリートの凍結温度とされる-2℃7)
以下で、最高気温が-2℃よりも高い日を凍結融解1日と
すると、凍結融解日数は計84日、最低・最高気温とも
に-2℃以下の凍結持続日数は計51日である。本橋は1983
年9月に架設された橋長984m、幅員8.5mの鋼橋で内陸部
に立地し、冬期は凍結防止剤の散布が行われている。
本橋では2012年10月下旬に路面の補修工事が予定され
ていた。補修前のジョイント付近の床版のシュミットハ
ンマー強度を調べたところ10～15MPa程度で、中には脆
弱で測定不能の箇所もあった。ジョイントからの距離が
20cmまでの範囲の床版は塩化物イオンが多く浸透しや
すい8)ことに鑑み、ジョイントから30cmまでの範囲につ
いては床版での実績を有し9)、床版防水に必要な性能を
有する10)ウレタンの適用、ならびにウレタン下面への水
の侵入に起因するウレタンと床版の付着の消失3)を防ぐ
観点から、本研究で検討したウレタンの剥がれ抑制のた
めのウレタン端部へのシランの塗布を道路事務所へ提案
した。そして、本技術を施工する日は夕方までに基層と
仮舗装スロープの施工を終え、交通開放を行うことを条
件に承諾を得て、今回の試験施工に至った。図-6に試験
施工の流れを示す。施工手順は、以下のように計画した。
1) はじめに、既設舗装を切削・撤去してジョイント近
傍の脆弱な床版をはつり取り、その範囲をジェット
セメントを使用したコンクリートで補修する。
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図-6 試験施工の手順

2)

次に、ジョイントから30cmの範囲にウレタンを施
工する。今回選定したウレタンの可使時間（材料を
混合してからの使用可能な時間）は35分、初期硬化
時間（次の工程を開始できる時間）は5時間である。
3) ウレタンの施工から4時間後にシランをウレタン端
部近傍のコンクリート（ジョイント）に塗布する。
4) シランを塗布してから1時間後に基層ならびに仮舗
装スロープを施工する。その際、シランの揮発を抑
え、コンクリートへのシランの含浸を促進させるた
めの養生シートをシラン塗布面に貼り付ける。
5) 数日後に仮舗装スロープと養生シートを撤去して、
表層を施工する。
試験施工はジョイントが路面に露出しているP-3、P-6、
P-7、P-10を対象に1ピアあたり4箇所（L、R側の起点側
と終点側、1箇所の施工範囲は(30＋7)×850/2cm2）、計16
箇所で行った。施工は2012年10月22日～11月9日に行っ
た。池田のアメダス6)によると、施工期間の平均気温は
5.0～10.8℃である。なお、本技術の施工範囲以外の床版
には加熱型塗膜系防水材が施工された。
(2) 試験施工の結果・考察
a) 施工性の評価
写真-6に施工状況（P-7）を示す。道路橋床版におい
て施工性を検証した結果、大きなトラブルもなく、交通
開放に支障をきたすことなく施工が行えることが確認さ
れた。表-3は1箇所あたりの所要時間を示している。1箇
所あたりの作業は19分15秒、16箇所で5時間8分を要した。
なお、実際はウレタン施工後、シランの塗布を開始する
まで4時間待機する必要があり、作業員の拘束時間はこ
れよりも長くなる。作業員の拘束時間の縮減に資する効
率的な施工システムについては今後の検討課題としたい。
b) コストの評価
今回の試験施工の範囲で床版防水工費の比較を行った。
表-4に費用を示す。床版全面に加熱型塗膜系防水材を施
工した場合の施工費を1.000とすると、ジョイントから
30cmの範囲をウレタンに変更した場合の施工費は1.052
となった。ウレタン端部の剥がれ、ならびにウレタン下
面への水の供給を抑える目的でウレタン端部のコンクリ
ートにシランを適用した場合、ウレタンの一部がm2あ
たりの材工費がウレタンよりも約7割安価11)なシランに
置き換えられることにより1.052から1.048に減少した。
今後の課題として、今回考案した技術を道路橋床版の
ジョイント近傍に適用すると床版全面に加熱型塗膜系防
水材を施工する場合に比べると初期の施工費のみの比較
では約5%のコストアップとなるものの、床版の性能保
持効果や維持管理および更新を含めたライフサイクルコ
ストの評価も大切であり、追跡調査を継続して検証を行
っていく必要がある。
写真-7は施工から1冬経過後の現場の路面状況を示し
ている。現時点においては路面に変状は見受けられず、
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ウレタン端部へのシラン塗布
写真-6 施工の状況（P-7）
表-3 1箇所あたりの所要時間
作業項目
施工面積
プライマー塗布
(30+3)×425cm2
ウレタン施工および珪砂散布
4×425cm2
シラン塗布

所要時間
3分30秒
9分15秒
6分30秒

19分15秒
合計
床版と舗装の撤去および施工時間ならびに準備時間は含まず

状態は安定している。今後も定期的に観察を継続する予
定である。

表-4 床版防水工費の比較
床版全面に
加熱型
塗膜系防水材

施
工
方
法

加熱型
塗膜系防水材

ウレタン
30cm

加熱型
塗膜系
防水材

7cm

1.000

費用

シラン

ウレタン

1.052

30cm
4cm
3cm

1.048

【条件】 ・橋長：984m
・幅員：8.5m
・ウレタン施工箇所：A-1、P-3、P-6、P-7、P-10、A-2
（今回の試験施工ではA-1、A-2での施工は行っていないが、この表ではA-1、A-2でも施工を行うと仮定して積算）
・ウレタン施工箇所以外の床版には加熱型塗膜系防水材を施工

(2) 道路橋での施工性の検証の結果、交通開放に支障を
きたすことなく問題なく施工できることを確認した。
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