報 文

超速硬系材料を用いた修復箇所のはつり面改善による凍害劣化対策の検討
Effect of Frost Resistance by Improvement Adhesion Surface on Patching
Repair with Ultra-High-Early-Strength Material
内田

侑甫

内藤

勲

島多

昭典

UCHIDA Yusuke, NAITO Isao and SHIMATA Akinori

コンクリート構造物の断面修復において、電動ピック等の打撃系の劣化部除去方法では、はつり面の健全なコン
クリートに微細ひび割れ等が発生し、部分的に取り切れない脆弱箇所が残存することによって、凍害等による早期
再劣化が生じやすいことが報告されている。また、橋梁上部補修等のように交通規制の早期解除を目的とした断面
修復では超速硬系材料が用いられるが、積雪寒冷地では再劣化事例が多く報告されている。本研究では、超速硬系
材料を用いた断面修復箇所における凍害に対する再劣化抑制対策の確立を目的に、打撃系によって劣化部を除去し
たはつり面を浸透性塗布材で改善した補修供試体を用いて、凍結融解試験前後の接着強度試験等の比較から浸透性
塗布材等による再劣化抑制効果について検討した。その結果、エポキシ樹脂系の浸透性塗布材と接着剤を併用した
はつり面の改善を行うことによって、超速硬系材料で補修した箇所の耐凍害性が向上し、断面修復効果の持続性が
向上することを確認した。
《キーワード：超速硬系材料；断面修復；再劣化抑制；凍害；浸透性塗布材》
It has been reported that early re-deterioration is likely when electric picks and other impact-type
deterioration removal methods are applied to patching repair of concrete structures, because the sound chipped
surface of the concrete develops fine cracks and other defects and it may not be possible to remove weakened
parts completely. There are also many reports of re-deterioration in cold, snowy regions after patching repair for
early lifting of traffic restrictions that uses an ultra-high-early-strength material, for example for repairs of the
superstructure of a bridge. In this study, bonding strength tests were conducted before and after a freeze-thaw
test of repaired specimen with adhesion surface that was improved using a permeable coating material, and the
re-deterioration control effect after patching repair was examined to establish a prevention of re-deterioration
caused by freezing of patching repair locations using an ultra-high-early-strength material. The results confirmed
that the chipped surface improvement method using an epoxy resin-based permeable coating material in
combination with an adhesive improved the durability of patching repaired with an ultra-high-early-strength
material against freezing, and achieved a continuous patching repair effect.
《Keywords：Ultra-High-Early-Strength Material；Patching Repair；Prevention of Re-Deterioration；Freezing；
Permeable Coating Material》
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２．試験概要

１．はじめに
コンクリート構造物の断面修復工法は、ウォーター

２．１

補修供試体の概要と使用材料

ジェット（以下、WJ）
工法や電動ピック等を用いてコ

補修供試体は、はつり面にエポキシ樹脂系の浸透性

ンクリートの劣化部を除去し、断面修復材等を用いて

塗布材を浸透させて改善を行ってから断面修復する方

除去部分の修復を行うものである。劣化部の除去は、

法で作製した。図－2に、はつり面を改善する断面修

WJ工法の適用が推奨されているが 、準備等に係る手

復手法の概要図を示す。本試験では、浸透性塗布材2

間に対する補修規模の観点から電動ピック等の打撃系

種類と断面修復材との接着性を高める打ち継ぎ用接着

を用いる場合もある。
しかし、
打撃系の除去方法では、

剤を使用した。表－1に使用材料の諸元を示す。

1)

健全部への微細ひび割れの発生や部分的に除去しきれ

本試験での補修供試体は、
100mm×100mm×400mm

ない脆弱部が残存する場合もある。このような箇所で

の角柱コンクリートを超速硬モルタルで断面修復する

断面修復を行った場合、断面修復箇所に凍害等の作用

方法で作製した。角柱コンクリートの配合を表－2に

が加わり、
再劣化が生じやすいことが報告されている 。

示す。補修供試体の作製は、角柱コンクリートを深さ

2)

また、積雪寒冷地域の道路橋の鉄筋コンクリート床

20mm厚程度まではつり、超速硬モルタルを約20mm

版（以下、RC床版）では、大型車両等による輪荷重

厚で断面修復した。はつり面の改善を行う供試体は、

の繰返し作用に加えて、近年、特有の環境条件に起因

断面修復を行う前に浸透性塗布材と接着剤の塗布を行

する凍害等の複合劣化による土砂化（写真－1）が広

った。なお、供試体のはつり方法は、小型電動カッタ

く確認されており、これに対する適切な補修・予防対

ーで深さ20mmまで切り込みを入れ、平タガネをハン

策が求められている 。RC床版上面の補修では、交通

マーで叩いてコンクリートを除去し（写真－2）、現場

規制早期解除を目的に超速硬性材料を用いた断面修復

での電動ピック等のはつりに近い状態を再現した。

3)

が行われることが多い。一方で、超速硬性材料を用い
て断面修復を行った箇所に再劣化が生じている事例も
多い。この理由として、はつり面のコンクリートと超
速硬性材料との接着部分の耐久性（以下、接着耐久性）
の低下が考えられる。
本稿では、超速硬系材料を用いた断面修復箇所にお
ける凍害等による再劣化の抑制を目的に、既往の研究
である超速硬モルタルで補修したRC床版模型を用い
た輪荷重走行試験の結果から得られたはつり面の改善
効果（図－1 4)）
を踏まえて、超速硬モルタルで断面修
復した供試体
（以下、補修供試体）を作製し、断面修復

輪荷重走行試験の結果4)

図－1

後の接着耐久性および耐凍害性について検討を行った。
なお、本稿は、既報5)に新たな試験データを加えて
再編集したものであり、輪荷重走行試験の詳細は参考
文献4)を参照されたい。

図－2

はつり面を改善する断面修復手法の概念図
表－1

使用材料

使用材料の主な諸元

浸透性塗布材A

RC床版の土砂化

浸透性塗布材B

エポキシ樹脂

主成分等

写真－1

打ち継ぎ用接着剤
二液・反応硬化型

混合粘度(mPa・s)

200以下(23℃)

12,400(23℃)

曲げ強さ(N/mm2)

35以上

35以上

350±200(20℃)
70以上

可視時間(min)

35(23℃,600g)

30(23℃,300g)

12(20℃,300g)

実験塗布量(g/m2)

500

800

300

※実験塗布量以外はカタログ値による
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２．２

300サイクルと600サイクルの2水準で実施した。測定

試験方法と試験ケース

作製した補修供試体を用いて、断面修復箇所の接着

は、50サイクル毎（最初のみ100サイクル）の質量減

状態を確認するため、建研式の接着強度試験を実施し

少率とし、2供試体で測定を行ったケースはその平均

て接着強度および破断位置や破壊形態を測定した。ま

値とした。質量減少率は、凍結融解0サイクルの質量

た、修復箇所の凍結融解後の状態を確認するため、補

を初期値として所定サイクル時に測定した質量で除し

修供試体の凍結融解試験を行い、所定サイクルでの劣

た割合とした。凍結融解試験の概要図を図－4に示す。

化進行具合を測定した。

補修供試体は、はつり面から深さ約20mm以外のすべ

試験ケースは、浸透性塗布材Aと打ち継ぎ用接着剤

てのコンクリート面を一般的な2液型のエポキシ樹脂

併用のケースAおよび浸透性塗布材BのみのケースB

接着剤で保護コーティングし、はつり面付近以外から

のはつり面を改善する2ケースと、はつり面を水湿し

水が浸透しないように加工して凍結融解試験を行った。

だけで断面修復するケースCの計3ケースとした。凍

２．２．２

超音波伝播速度測定

結融解試験は、100mm×100mm×400mmの補修供試

超音波伝播速度測定は、発信子から出た超音波を受

体（以下、400mm補修供試体）と、400mm補修供試

信子で受信するまでの時間を測定し、測定距離と測定

体から一部を切り出して作製した100mm×100mm×

時間から算出する見かけの超音波伝播速度でコンクリ

100mmの補修供試体（以下、100mm補修供試体、図

ート内部の劣化状況を確認する方法6)で行った（図－

－3）の2パターンで実施した。なお、各試験に使用し

5）。測定は、凍結融解試験前（0サイクル）、凍結融解

た補修供試体本数は、接着試験用が各2体、凍結融解
試験用は100mm補修供試体が2体、400mm補修供試体
が1体とした。また、各補修供試体の断面修復後の養
生日数を400mm補修供試体が7日と3日、100mm補修
供試体は3日と1日とした。表－3に試験ケースの一覧
表を示す。
２．２．１

凍結融解試験

凍結融解試験は、JIS A 1148法（A法）に準じて
表－2

コンクリートの配合

図－3

写真－2
表－3
試験ケース
A1
A3-1
A3-2
A7

はつり作業の様子
試験ケース一覧表

はつり面の塗布材
浸透性塗布材A
+

打ち継ぎ用接着剤

B1
B3-1
B3-2

浸透性塗布材B

C7

4

1日
3日
3日
7日
3日
3日
7日

C1
C3-2

打設後の養生日数

1日

B7
C3-1

100mm補修供試体の作製方法

1日
水湿し

3日
3日
7日

補修供試体の大きさ
100mm供試体

図－4

補修供試体の凍結融解試験概要図

400mm供試体
100mm供試体
400mm供試体
100mm供試体
400mm供試体

図－5

超音波伝播速度測定の判定方法
寒地土木研究所月報

№833

2022年７月

300サイクル、凍結融解600サイクルの3回で実施した。

を図－8に示す。質量減少率が負の場合は0サイクル時

図－6に今回の試験における測定方法の概要図を示す。

から質量が増えていることを表す。本実験において、

測定は、補修供試体の側面を補修面から深さ方向に

サイクル開始から質量が一旦増加しているのは、凍結

10mm間隔で10点を測点とした。測定箇所は、400mm

融解試験による水分浸漬で供試体の質量が増加した

補修供試体で2箇所、100mm補修供試体で1箇所とし

ためである。100サイクル以降は、サイクル数が進む

た。2供試体で測定を行ったケースはその平均を測定

につれて質量減少率が増加する傾向にあることから、

値とした。

凍害劣化によって質量が徐々に減少していると言え

２．２．３

接着強度試験

る。100mm補修供試体では、すべてのケースで養生3

接着強度試験は、図－7に示す通り、供試体の補修

日より養生1日の方が質量減少率は大きくなった。ケ

面にφ60mmの円形切り込みを40mmの深さまで入れ、

ースBは、他ケースよりも早く劣化が進行し、300サ

1体の補修供試体で3箇所行った。試験は、3箇所それ

イクルで補修供試体が剥離・破壊したため試験終了

ぞれに円形治具を接着剤等で取り付け垂直に引き上げ

とした。質量減少率の増減傾向が同程度であったケ

る方法 で行い、超速硬モルタル打設後養生1日、養生

ースAとケースCでは、ケースAの方が質量減少率の

3日、養生7日の3水準とした。また、400mm補修供試

増加が若干大きい結果となった。一方、400mm補修

7)

体の養生3日と養生7日については、凍結融解試験300
サイクル後も試験を実施した。試験の測定項目は、2
供試体の各3箇所の値を平均した接着強度と破断位置、
破壊形態とした。
３．実験結果
100mm 補修供試体

３．１

質量減少率

凍結融解試験による補修供試体の質量減少率の結果

100mm 補修供試体

図－6

超音波伝播速度測定法(透過法)

100mm 補修供試体

400mm 補修供試体

図－7
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図－8

質量減少率
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め、浸透性塗布材を塗布したケースAとBの方が水湿

大したケースCに対して、ケースAとケースBの質量

しのみのケースCよりも凍害劣化が進行したと考えら

減少率の変化は少ないことが確認できる。このように

れる。一方、400mm補修供試体では、切断作業の衝

100mm補修供試体と400mm補修供試体の結果に違い

撃等の影響はなく、浸透性塗布材の改善効果で劣化の

が生じた要因として、100mm補修供試体は、浸透性

進行を抑制できたと考えられる。これらの結果から、

塗布材の養生時間が短く、完全硬化する前に切断作業

養生日数にもよるが、はつり面に浸透性塗布材を塗布

による衝撃を与えてしまった影響等によって、接着不

することによって断面修復箇所の凍害による劣化を抑

良等の何らかの障害が生じたと推測される。そのた

制できること確認した。

超音波伝播速度(km/s)

供試体では、質量減少率が400サイクル以降急激に増

5
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図－9
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4.5
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３．２

３．３

超音波伝播速度

接着強度及び接着耐久性

表－4に凍結融解前の接着強度と破壊箇所を示す。

図－9に凍結融解試験を行った補修供試体の超音
波伝播速度測定の結果を示す。ケースAにおいて、

すべてのケースで一般的な断面修復における接着強度

100mm補修供試体の養生1日のA1と養生3日のA3-1

の基準となる1.5N/mm2以上8)となった。ケースAでは、

は、サイクル数が進むにつれて、超音波伝播速度が

A1とA3-2の破壊箇所は超速硬モルタル（凝集破壊）、

減少しており、はつり面付近よりコンクリート内部

A7はコンクリートで破壊した（基盤破壊）。ケースB

で劣化する傾向にあった。これは、質量減少率の結

では、すべての養生日数で破壊箇所が超速硬モルタ

果と同様に、切断作業による衝撃の影響によると推

ルとなった。ケースCでは、C1がはつり界面（界面破

測する。400mm補修供試体の養生7日のA7と養生3日

壊）、C3-2とC7はコンクリートでの破壊となった。超

のA3-2は、凍結融解試験開始前の0サイクル時よりも

速硬モルタルで破壊した原因は、ほとんどのケースで

300、600サイクルの超音波伝播速度のほうが大きくな
った。これは、凍結融解試験の水分浸漬によるコンク
接着強度(N/mm2)

リートの含水量増加に伴う超音波伝播速度の上昇と考
えられるが、速度の低下が見られないことから、サ
イクルが進んでもコンクリートの劣化は進行してい
ない結果とも言える。ケースBにおいて、100mm補修
供試体の養生1日のB1と養生3日のB3-1は、A1、A3-1
とほぼ同様の結果であり、切断作業による影響を受け
て超音波伝播速度が低下したと推測される。一方で、
400mm補修供試体の養生7日のB7と養生3日のB3-2は、

接着強度(N/mm2)

深さ30mm～50mmおよび100mm付近で凍結融解試験
後に超音波伝播速度が低下している。これは、浸透性
塗布材による改善効果が弱かった、すなわち、コンク
リートに深く拡散して浸透しなかったため、部分的に
改善できなかった箇所に水分が浸透して局部的に劣化
が生じたと考えられる。しかし、サイクルが進むにつ
れて超音波伝播速度が徐々に低下する傾向は確認され
ず、はつり面付近では速度が増加していることから、
A3-2、A7と同様に劣化進行を抑制できていると言え
る。ケースCにおいては、すべての養生日数でサイク
接着強度(N/mm2)

ルが進むにつれて超音波伝播速度が低下する傾向にあ
った。100mm補修供試体の養生1日のC1と養生3日の
C3-1は、A1、A3-1、B1、A3-1とほぼ同様の結果であ
ったが、400mm補修供試体の養生7日のC7と養生3日
のC3-2は、はつり面に近いほど超音波伝播速度が低下
する傾向となった。これは、はつり面付近の脆弱部か
ら凍害劣化が進行して断面修復箇所が再劣化する現象
を再現した結果であると思われる。

図－10
表－4
試験ケース
2

接着強度(N/mm )
破壊箇所

寒地土木研究所月報

凍結融解試験前後の接着強度比較

凍結融解試験前の接着強度および破壊箇所

A1

A3-2

A7

B1

B3-2

B7

C1

C3-2

C7

1.65

2.00

1.95

1.97

1.91

1.53

1.65

1.86

2.1

Co

Co

断面修復材 断面修復材

Co

断面修復材 断面修復材 断面修復材 はつり界面

(凝集破壊) (凝集破壊) (基盤破壊) (凝集破壊) (凝集破壊) (凝集破壊) (界面破壊) (基盤破壊) (基盤破壊)
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界面に近い位置で超速硬モルタルが破壊していたこと

の強化方法は、断面修復効果の持続向上に非常

から、超速硬モルタルと浸透性塗布材との混合部分の

に有効である。

引張強度が影響したと考えられる。混合部分の引張強

今後、はつり面を改善した断面修復手法に関する品

度発現は養生日数が短いと遅くなると推測され、ケー

質確認方法や適用方法、施工手順等を検討し、実際の

スA7では、混合部分の引張強度が増加したことでコ

補修工事への実装実現に向けて研究を進めていく予定

ンクリートでの破壊になったと思われる。

である。

図－10に凍結融解試験前後の接着強度試験の結果を
示す。養生3日のケースA3-2、B3-2、C3-2では、すべ
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