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ひび割れ注入工法の注入不足が
凍害劣化に及ぼす影響に関する基礎的検討
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コンクリートのひび割れ注入工法においては、補修完了後に漏水等が再発している事例が見
られる。主な原因は注入不足であることが考えられるが、積雪寒冷地域では、凍害劣化により
注入箇所の損傷再発が早まっている可能性がある。本研究では、注入不足を模擬した供試体に
凍結融解作用を与え、超音波法と透水試験を用いて注入不足が凍害劣化に及ぼす影響について
検討を行った。
キーワード：ひび割れ注入工法、注入不足、凍害劣化、超音波法
枠を配置して接着を行った。実験ケースは、注入不足を
模擬するため、接着面にビニールで不施工面を施し、接
着面積を 50％、80％、100％とした 3 ケースを作製した。
コンクリートに発生したひび割れは，水や塩分等の外
注入材の種類は、一般的なエポキシ系（硬質形（Ⅰ）低
部劣化因子の浸入口となり，コンクリートの劣化を早め
粘度形）の注入材（以下、エポキシ系）を 3 種類、アク
る原因 1)2)3)となる。劣化の抑制を図るためには､ひび割
リル系の注入材（以下、アクリル系）を 1 種類、セメン
れの補修を適切に行い、健全な状態を保つことが重要と
ト系（超微粒子ポリマーセメント）の注入材（以下、セ
なる。しかし、多くの構造物で注入不足や接着不良と思
メント系）を 2 種類の計 6 種類とした。供試体の切断面
われる再劣化事例が発生している。そこで、ひび割れ補
に注入材を塗布した後、固化前に不施工面のビニールを
修の効果を検証し、材料の選定方法や施工の適用性を検
取り外し、1 日後に型枠を外して 20℃の恒温室に静置し
討することが求められる。今回、各種の注入材を用い、
充填率を変化させた供試体によって凍結融解試験を行い、 た。エポキシ系とアクリル系は 7 日間、セメント系は
28 日間の養生を行った。表-2 に実験ケースを示す。
注入不足が凍害劣化に及ぼす影響について基礎的な検討
を行った。
表-1 模擬注入供試体の配合

1. はじめに

2. 実験概要
注入不足による充填率の違いが凍害劣化に及ぼす影響
について把握する 4)5)6)7)ため、注入充填率を変えて作製
した模擬注入供試体に凍結融解作用を与え，注入材と母
体コンクリートとの接着状況を超音波測定および透水試
験によって確認する実験を行った。
(1)模擬注入供試体
実験に使用した模擬注入供試体（以下、注入供試体）は、
表-1 に示す配合のコンクリートで作製した。通常の AE
コンクリートと凍害劣化し易い AE 剤無添加の non-AE コ
ンクリートの 2 配合とした。無筋の 10×10×20cm の角
柱供試体を水中養生（20℃）で材齢 28 日後、図-1 に示
すように半分に切断し、切断面を電動ニードルで軽くチ
ッピングしてから表面をエア等で清掃し、注入材をハケ
等で塗布して切断面同士を接着する（接着厚 0.5mm）方
法で作製した。注入材が横から漏れないように側面に型
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配合

セメント Gmax W/C s/a
の種類 (mm) (%) (%)

単位量(kg/m3)
W

C

S

G

スランプ
(cm)

空気量
(%)

AE

NN

20

55

47

154 280 890 1001

8

4.5

non‐AE

NN

20

45

43

160 356 838 1102

8

4.5

※NN：普通ポルトランドセメント

図-1 供試体の作製

表-2 実験ケース
供試体名

母体
コンクリート

充填率

AE、
Non‐AE
の2ケース

100％、
80％、
50％
の3ケース

7日間の透水量を算出した。なお、本試験では、ひび割
れ注入位置における透水量の変化を評価するため、漏斗
内のひび割れ位置以外にアルミテープを貼り付け、ひび
割れ部から給水される状態で試験を行った。

エポキシA
エポキシB
エポキシC
アクリル
セメントA
セメントB

(2)凍結融解試験
注入供試体に与える凍結融解作用は、JIS A 1148（A
法）に準じて、-18℃～5℃の範囲で水中凍結水中融解を
300サイクル（1サイクル約4時間）実施した。この際、
供試体の注入面（1面）からのみ水分供給を受けるよう
に他の5面をエポキシ樹脂系接着剤でコーティング処理
を行った（図-1）。なお、凍結融解試験による供試体の
質量減少率の測定も併せて実施した。

図-3 透水試験の方法

(3)超音波法
凍結融解サイクル（以下、サイクル）毎の注入材と母
体コンクリートとの接着状況を確認するため、図-2に示
すような超音波測定方法（透過法）8)を用いて、母体コ
ンクリート部とひび割れ部における超音波伝播速度を測
定し接着状態の評価を行った。測定は約30サイクル毎に
行った。

写真-1 透水試験状況

3. 実験結果
図-4-1～2、図-5-1～2に、注入材毎の質量減少率、超
音波伝播速度、および透水量を示す。

図-2 超音波測定の方法
(4)透水試験
超音波法と並行して、注入後の凍結融解作用による遮
水性低下についても評価を実施した。図-3および写真-1
に示すように、JIS A 6909-7.12の常圧透水試験、および
JSCE-K571-2005の表面含浸材の透水量試験に準拠し、内
容量5mlのメスピペットに外径75mmの漏斗を接続した試
験器具を注入供試体の注入面のひび割れ部分に設置して、
高さ250mmまで水を入れた状態で試験を実施した。試験
は、0、100、200、300サイクルで実施し、1回の試験に
おいて7日間の透水量を測定した。7日以内に漏斗内の水
がなくなった場合は、減水量と経過時間から比例計算で
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(1)母体コンクリートの凍害劣化
AEコンクリートのケースでは、サイクル数が増加して
も質量は減少していないケースがほとんどであることか
ら、母体コンクリートに凍害劣化は生じていないと言え
る。一方、non-AEコンクリートのケースでは、200サイ
クル以降に質量が減少する傾向があることから凍害劣化
によるスケーリング等が生じている。
(2)超音波伝播速度による注入後の評価
AEコンクリートのケースでは、質量減少率と同様に、
サイクル数が増加しても母体コンクリートの超音波伝播
速度（以下、速度）に大きな変化はないケースが多いこ
とから、母体コンクリート自体の凍害劣化は生じていな
いと言える。注入材部において、エポキシ系とアクリル
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図-4-1 質量減少率と超音波伝播速度（AEコンクリート）
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図-4-2 質量減少率と超音波伝播速度（non-AEコンクリート）
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系は、充填率に関係なく、サイクル数が増加しても速度
にさほど変化はみられない。このことから、樹脂系の注
入材は、母体コンクリートが健全であれば、注入後、表
面からの水分供給によるひび割れ補修部の凍害劣化は抑
制出来ると言える。一方、セメント系は、サイクル数の
増加と共に注入材部の速度が低下する傾向が見られた。
母体コンクリートの速度に大きな変化がなく、一部を除
き剥落は生じていないことから、これは、注入材部に何
らかの欠陥が生じたことを意味する。
non-AEコンクリートのケースでは、サイクル数の増加
と共に速度が急激に低下する。これは、母体コンクリー
トの凍害劣化が原因である。エポキシ系とアクリル系は、
充填率50％で母体コンクリートの速度よりも注入材部の
速度が若干低下するケースが見られ、注入材部に部分剥
離等が生じたと考えられる。充填率80％以上では速度変
化がないことから、接着力はさほど低下していないと考
えられる。したがって、樹脂系の注入後、表面から8cm
以上注入されていれば、表面からの凍害劣化による再ひ
び割れは抑制出来る可能性があることがわかった。一方、
セメント系は、セメントAでは充填率に関わらず150サイ
クル以内ですべて剥落したが、セメントBは充填率80％
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以上は剥落しなかった。また、セメントBでは充填率
80％と50％で注入材部で速度が母体コンクリートよりも
低下しているが、充填率100％で速度変化は生じていな
い。このことから、セメント系は、水分供給が多くあり、
凍害劣化が生じ易い箇所では、注入後に再ひび割れが発
生する確率が高いことが確認できた。
(3)透水量による注入後の評価
エポキシ系とアクリル系は、AEコンクリートのケース
では、充填率に関わらずサイクル数が増加しても透水量
は少なく変化はほとんど見られない。non-AEコンクリー
トでは、100サイクル以降から充填率に関わらず透水量
が多くなる変化が見られた。これは、母体コンクリート
の凍害劣化により、注入材と母体コンクリートとの間に
空隙が生じたためと考えられ、超音波法の結果も踏まえ
ると、母体コンクリートの凍害劣化が進行すると、樹脂
系注入材であっても注入後に接着力が低下し、若干の界
面剥離が生じることが明らかとなった。一方、セメント
系は、AEコンクリート、non-AEコンクリート、および充
填率に関わらず、凍結融解作用により透水量が増加する。
セメント系は樹脂系よりも接着強度が低く、注入材自体
も凍結融解作用の影響を受けるため、ひび割れ界面にわ
ずかな水分が浸透すると、凍害劣化により界面剥離が進
行すると考えられる。
したがって、セメント系は、水分供給が少なく、凍害
劣化の影響を受けにくいひび割れに適用するのが、適切
な選択方法であると考える。なお、今回セメントAより
もセメントBの方が耐凍害性が高い結果となったが、こ
れは、注入材の単体性能である接着強度がセメントBの
方が大きいことが要因であると思われる。このことから、
より接着強度の高い製品を使用することが凍害劣化の抑
制になるが、反面、接着強度が高いと粘性は高くなり、
注入充填性への影響もあることから、適切な材料選定基
準については、今後の課題としたい。

4. まとめと考察
本試験において、以下の知見を得た。
・AEコンクリートのケースでは、樹脂系は注入後表面か
らの水分供給によるひび割れ補修部の凍害劣化は抑制
できる。
・AEコンクリートをセメント系で補修した場合、凍結融
解サイクルの増加により、注入部分に何らかの欠陥が
生じることが確認された。
・non-AEコンクリートのケースでは、樹脂系充填率80％
の場合に接着力の低下が見られなかった。表面から
8cm以上の注入で、凍害劣化による再ひび割れは抑制
できる可能性がある。
・non-AEコンクリートをセメント系で補修した場合、セ
メントAでは、150サイクル内ですべて剥落した。セメ

ントBでは、充填率80％、50％で注入材部の速度低下
があった。セメント系は、水分供給が多くあり、凍害
が生じやすい箇所では、注入後に再ひび割れする可能
性が高い。
・透水試験の結果より、セメント系と母材コンクリート
との界面は、凍結融解作用により劣化、乖離すると推
察される。そのため、セメント系の適用は水分が少な
く、凍害劣化を受けにくい箇所への適用が望ましいと
考えられる。
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