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中空ゴムシールを用いた農業用水路目地補修工法
『セルフシーリング工法』について

青柳　邦夫

株式会社ホクコン（インフラ保全技術協会）

１．はじめに

　長期間供用された農業用コンクリート水路には、躯体
の変状が少ない割に伸縮目地材の劣化や欠損、躯体のズ
レ等による漏水が多く見られる（写真－１）。その補修
方法としては一般的に（図－１）に示す工法がとられて
いる。
　この場合、補修工法には、水路目地部の伸縮や変位に
補修材が追従し、再び漏水が生じないことが求められて
いる。

２．セルフシーリング工法の概要と特徴

　セルフシーリング工法は、躯体に設けた箱抜き状の目
地溝に成型ゴム目地材を接着装填する伸縮目地部の補修
工法である。特殊形状の成型ゴムを強制的に変形して目
地溝に装填することにより生じる復元性とゴム自体の弾
性により、目地部の温度変化等による伸縮、ならびに外
力等による変位への追従性を発揮する、高止水性、高耐
久性のコンクリート水路の目地補修工法である。

　ほぼ台形状の中空型目地材を矩形状に変形して装填す
ることにより変形代を内蔵し、目地材の反発復元性と中
空構造の柔軟性、さらにゴム自体の弾性が相まって、目
地部の温度変化等による伸縮、ならびに外力等による変
位への追従性が期待できる。また、変形して装填するの
でゴムの反発復元力で溝の壁に押し付けられ、躯体との
高い接着力を発揮することから止水性が高まる。

３．目地材の材質選定

　本工法は、躯体に設けた目地溝に特殊形状の成型ゴム
目地材を接着装填する、伸縮目地補修工法である。目地
材は屋外配管の耐震ジョイントとして40年以上の使用実
績があるクロロプレンゴム製である。
　本工法に用いる目地材の材質を決定するに当り、農業
水利施設で使用実績の多いクロロプレンゴム（ＣＲ）と

（写真－１）伸縮目地材の劣化状況

（写真－２）目地材

（写真－３）装填後の断面

（図－１）目地補修工法の分類

目地補修工 被覆工法

充填工法

ゴム装填工法
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エチレンプロピレンゴム（ＥＰＤＭ）を比較検討した。
　ＣＲゴムは伸びと反発弾性、耐磨耗性、耐屈曲亀裂性、
耐引裂き性、耐ガス透過性、および耐炎性についてＥＰ
ＤＭより優れ、一方、ＥＰＤＭは耐候性に優れ、比重が
小さいため軽いという一般的性質がある。2）3）

　本工法の目地材の材質として、下記の理由によりＣＲ
ゴムを選定した。
① ＣＲゴムは合成ゴムの中では、使用実績が長く、機械
的強度、耐候性に優れ耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐
油性にも一応の抵抗性を持ち、バランスのとれたゴム
である。
② セルフシーリング工法の特徴のひとつである変形追従
性をより効果的に発揮するために必要な、伸びと反発
弾性、耐屈曲亀裂性、および耐引裂き性がＥＰＤＭよ
り優れている。
③ 用途的に耐摩耗性や耐炎性も求められるが、ＣＲゴム
はＥＰＤＭより優れている。

４．工法の性能

　成型ゴム目地材を接着装填する伸縮目地部の補修工法
に関する従来技術は、目地の伸縮方向への追従性は認め
られるが、ズレ変形に対する追従性は不明確であった。

　セルフシーリング工法の目標性能項目を、（１）変形
追従性能、（２）止水性能、（３）隅角部の施工性能、（４）
耐久性能に設定した。

（１）変形追従性能

　農業用コンクリート水路の伸縮目地部を10ｍ程度の
スパンで有する水路を想定し、気温の年間変動による伸
縮に追従すること、および供用期間中に想定されるズレ
等の変位に追従することを目標とする。
　気温の年間変動による目地部の伸縮量は、１スパン10

ｍで躯体温度の年間変動幅を最大60℃ 1）と想定して、
コンクリートの熱膨張係数（10×10

‐6／℃）から６mm（平
均躯体温度を中心として±３mm）となる。また、既存
目地幅が概ね10mmであることと施工後に生じるコンクリ
ート自体の収縮を考慮し、－10mm、＋６mmと設定した。
　ズレ等に対する変位追従性の目標性能は、実際の水路
状況を調査した結果に基づき、せん断方向に30mmとし、
接着部の剥がれやゴム自体の亀裂などが生じないことと
した。

（２）止水性能

　農業用コンクリート水路の伸縮目地部に作用する水圧
として、水路の断面寸法と水路の設置される地形を考慮
し、最大水頭差を10ｍと設定した。
　本工法で用いる目地材は、目地部の開きが追従性能限
界の＋６mmにおいて水深10ｍに相当する水圧0.10MPa

を表面側および背面側から作用させた場合のいずれにお
いても漏水が無いこととした。

（３）隅角部の施工性能

　側壁と底版が接合する隅角部において、目地材を切断
せずに１本の製品で連続して施工できる性能を有するこ
ととした。

（４）耐久性能

　本工法に使用する成型ゴム目地材が、開水路での暴露
環境においてわれ、はがれ、ふくれがないこととした。
　また、農業水路特有の砂礫を含む流水に対して、耐磨
耗性があることとした。

５．性能試験の結果

（１）目地材の物性試験

　本工法に使用する目地材（ＣＲゴム）の力学的物性試
験をJISに規定する方法で実施し、いずれの値も規格値
を十分満足した。
 

（２）接着材の性能試験

　本工法に使用する接着剤を選定するため、クロロプレ
ンゴムとコンクリートの接着強さ試験を実施した。
　試験の結果、一液湿気硬化型シリル系接着剤が最も高
い接着強さを示した。

（表－１）目地材の物性試験結果
試験項目 試験方法 規格値 試験値

引張強さ JISK 6251 9MPa以上 10.3

伸び JISK 6251 300%以上 400

硬さ JISK 6253 A60±5 65

熱老化引張強さ変化率 JISK 6257 70℃×96時間 － 15%以内 5

熱老化伸び変化率 JISK 6257 70℃×96時間 － 30%以内 － 7

熱老化硬さ変化 JISK 6257 70℃×96時間 0～10以内 6

圧縮永久歪 JISK 6262 70℃×22時間 30%以下 17

耐水性（質量変化率） JISK 6258 23℃×168時間 5%以下 23

（写真－４）接着剤の性能試験
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（３）止水性能確認試験

　本工法の止水性能を確認するため、水圧試験を行った。
　試験の方法は、目地部のコンクリート製模型に目地材
を接着し、加圧板をブチルテープ等でシールして行った。
また、目地の開きは６mmとした。
　試験の水圧は0.1MPaとし、内水圧と外水圧について
行い、水圧を３分間保持して漏水がないことを確認した。

（４）変形追従性能確認試験

　本工法の変形追従性能を確認するため、変形試験を行
った。
　試験の方法は、目地部のコンクリート製模型に目地材
を装填し、左右の模型を変形（縮み、開き、ズレ段差）
して行った。
　試験の結果、それぞれの変形（縮み10mm、開き６
mm、ズレ段差30mm）において、目地材にひび割れが
生じることはなく、接着面からの剥がれもなかった。

（５）隅角部の施工性能

　本工法を三面水路に施工する際、側壁と底版の接合部
において目地材に起きる折り曲げ変形についての性能を
確認するため、施工試験を行った。
　試験は、目地部のコンクリート製模型に目地材を装填
して行い、目地材が正確に収まること、目地材にひび割
れ等の変状が起きないことを確認した。

（表－２）接着強さ測定試験の試験結果

接着剤の種類 接着強さ（MPa）

クロロプレン系溶剤型 0.3

一液湿気効果型変成シリコーン樹脂系 0.3

二液常温効果型エポキシ系 0.37

一液湿気効果型シリル系 0.53

二液エポキシ系 0.33

（写真－５）内水圧試験

（写真－６）外水圧試験

（写真－７）縮み変形 10㎜

（写真－８）伸び変形６㎜

（写真－９）ズレ段差変形 30㎜
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（６）耐久性試験

　目地材の耐候性を確認するため、サンシャインカーボ
ンアーク灯式耐候性試験を行った。
　試験の方法は、JIS B 7753に規定するサンシャインカ
ーボンアーク灯式耐候性試験機を使用し、目地材の供試
体は、実際の使用状態を想定し、矩形状に変形させて行
い、2000時間の照射後、供試体にわれ、はがれ、ふく
れがないことを確認した。

　目地材の耐摩耗性を確認するため、ASTM C1138：コ
ンクリートの磨耗抵抗のための標準試験方法（水中の方
法）に準拠して試験した。
　この方法では、水槽底部にゴム試料を置き、φ
25.3mmの鉄球を10個、φ19.0mmを35個、φ12.6mmを
25個使用して、攪拌時間12時間を６セット、トータル
72時間の磨耗試験を行った。
　この試験により、合成ゴムはほとんど磨耗しないこと
を確認している。

６．性能の持続性

　本工法は成型ゴム目地材を変形して目地溝に装填し、
その復元力とゴム自体の弾性からなる反発力により止水
性能を高めている。したがってその反発力の持続性が重
要である。
　本工法により目地溝に装填された目地材の反発力の経
時変化を確認するため、目地材の反発応力緩和試験を行
った。
　試験の方法は、目地に装填する幅50mmに目地材（長
さ20cm）を変形し、一方に反力壁、他方にロードセル
を設置して目地材の反発力を測定した。

（写真－ 10）45 度折り曲げ

（写真－ 11）90 度折り曲げ

（写真－ 12）促進耐候性試験機

（写真－ 14）試験後の供試体（写真－ 13）供試体

（図－２）磨耗試験装置

（写真－ 15）反発応力緩和試験
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　溝に装填された目地材の反発応力は日数の経過と共に
減少するが、その減少率の増加は徐々に小さくなってい
くことがわかる。試験結果の近似式から、10年経過後の
目地材の反発応力の残存率が約56%と推定される。
　このことより、目地材は目地部に圧縮状態で設置され、
目地材と躯体の接着面には、目地材の復元力とゴム自体
の弾性からなる反発力により高い止水性が長期にわたっ
て確保されることが確認された。

７．施工方法

　本工法の施工フローを（図－４）に示す。施工の写真
とともに、施工のポイントの概略を示す。

（１）カッター ･はつり工

　既存目地施工範囲の目地にカッターで切り込みを行う
位置に墨出しを行う。墨出し位置は目地両側に50mm幅
とする。

（２）下地処理工

　水路外からの漏水がある場合は急結セメントにて止水
する。目地内壁に付着している埃等の異物を除去し、ワ
イヤーブラシ等にて清掃する。
　目地部の劣化・角欠け等によりはつり目地幅寸法が、
50＋２mmを超えるときは、断面修復を行い所定の幅を
確保する。

（３）目地材吸引収縮工

　バキュームポンプを用い、目地材内部を真空にさせ装
填形状（矩形）に収縮させる。

経過日数

反
発
応
力
減
少
率

0 30 60 90 120 150

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%

 （図－３）反発応力減少率

（図－４）施工フロー

（写真－ 16）カッター工

（写真－ 17）はつり工

（写真－ 18）目地材吸引収縮工

カッター・はつり工 幅 50mm、深さ 45mmの箱抜き

目地部の欠損処理 （必要に応じ）

止 水 工 （必要に応じ）

下 地 処 理 工 異物の除去、清掃

シール材吸引収縮工 バキュームポンプ使用

接 着 剤 塗 布 工 シール材側面に塗布

シ ー ル 材 装 填 工 ゴムハンマーで叩き込む

仕 上 げ 工 余分な接着剤の除去

施 工 完 了 端部シーリングで完了
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（４）接着剤塗布工

　接着剤をコーキングガンにて目地材側面に塗布し、ヘ
ラで均す（使用量：0.15㎏／ｍ）。

（５）目地材装填工

　接着剤を塗布した目地材を箱抜きされた目地にゴムハ
ンマー等を用いて装填する。装填後、目地材内部の真空
状態を開放し、目地溝に密着させる。

（６）仕上げ工

　目地材挿入時に押し出された余分な接着剤を取り除く。

（７）施工完了

　目地材の施工端部（上端部）の中空部にシリコン樹脂
を充填し、平滑に仕上げる。

８．促進耐候性試験の評価

　サンシャインカーボンアーク灯式耐侯性試験は、太陽
光の紫外線部の立ち上がりに近似した分光分布を有し、
700時間の照射量が狭帯域屋外紫外線量１年に相当する
という報告4）に基づき、これに照射角度補正1/2、日影
補正1/2を考慮すると、照射時間700時間は供用４年相当
となり、照射時間2000時間では供用11年に相当する。
さらに季節補正を加えればさらに長期間の供用に相当す
ると考えられる。
　また、光源の違いと試験時間の関係について、キセノ
ンアークランプ式の1000時間がサンシャインカーボン
アークランプ式の600時間に相当するという試験時間の
例4）がある。これによれば、サンシャインカーボンアー
クランプ式の試験時間2000時間はキセノンアークラン
プ式の約3300時間に相当する。これはサンシャインカ
ーボンアークランプ式の促進効率がキセノンアークラン
プ式より高いことを示している。

９．おわりに

　セルフシーリング工法は、農業用コンクリート水路の
伸縮目地部からの漏水防止対策工法として、神戸大学大
学院農学研究科の技術指導と西武ポリマ化成株式会社の
協力を受けて開発した。
　これまで農業用水路を中心に1000ｍを超える施工実
績があり、発注者の高い評価を得ている。
　今後は経済性と施工性の向上を重点に改良を進めてい
く予定である。
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（写真－ 19）接着剤塗布工

（写真－ 20）目地材装填工

（写真－ 21）施工完了
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