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要旨：本研究ではポリマーセメントモルタルと連続繊維シートを用いたコンクリート片の剥

落防止工法について，施工性を加味した実験を実施するとともに，性能評価として各機関が

定める強度試験を実施した。その結果，付着性能および強度を十分に有することが分かった。

押し抜き試験における強度は繊維シートの引張強度特性に依存し，構造物の部位に応じた材

料と工法の選定が可能であることを示した。
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1.　はじめに

　近年，トンネル覆工コンクリートや高架橋コ

ンクリートの劣化による剥落が大きな問題とな

り，繊維シート接着による剥落防止対策が各方

面で活発に行われている。これに対し，道路系

あるいは鉄道系各機関においてはコンクリート

剥落防止対策および補修・補強工法のためのマ

ニュアルが策定され，適用が図られるとともに，

剥落防止工法に関する研究も多く行われている。

また，これら鉄道や道路では供用中に施工する

場合が多く，時間的な制約が大きいことから，

施工性が良好でかつ経済的な補修技術が強く望

まれている。

　このような背景から，工程を短縮して経済的

な剥落防止対策を施工するために，ポリマーセ

メントモルタルと連続繊維シートを用いた剥落

防止工法を開発し，適用実績を示してきた 1)。

本研究では，ポリマーセメントモルタルや連続

繊維シートの物理特性や強度特性，施工性およ

び剥落防止工法としての要求性能に関して調べ

た実験結果を示し，実構造物への適用性につい

て検討した結果について述べる。

　2.　工法の概要

　本工法はポリマーセメントモルタルをライニ

ング材として，繊維シートを接着し，アンカー

で固定する工法である。アンカーは施工直後に

供用を開始する必要のある場合などに使用し，

その材質は SUS304 で，注入口が付いており，

脚部拡張後に樹脂を注入して固定する。剥落片

が小さい場合などにはアンカーを省略すること

も可能である。

　図－1 に RC 構造物の場合の施工フローを示

す。施工は単純であり，全工程を１日で終了で

きる。また，樹脂系接着剤を用いて繊維シート

を接着する剥落防止工法と比較して，コンクリ

ート表面が湿潤であっても施工可能であること，

無機材料であるため，紫外線などに対する耐久

図－1　RC構造物の場合の施工フロー
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性が高く，劣化対策を必要としないこと，など

の利点がある。

3.　連続繊維シートの基本物性

　繊維シートには A:アラミドとビニロンが格

子状に編まれた立体網目繊維シート，B:アラミ

ドのみ，あるいは C:ビニロンのみで格子に編ま

れた 2 軸の繊維シートの 3 種類を用意した。ど

のシートも厚さは 0.1～0.2mm 程度であるが，

繊維シートを形成する格子の大きさや繊維束の

幅が異なるため，表－1 に繊維シートの形状と

して，シートの幅 10mm 当たりの繊維束本数と

繊維束１本当たりの幅を明記した。これらのシ

ートを 50mm 幅，あるいは繊維束１本に対して,

オートグラフを用いた引張試験を実施した。繊

維束の密度や目付量などの数値が明確でないた

め，シートの引張強度はシートが破断した際の

単位幅当たりの強度として評価し，繊維束の引

張強度については荷重を 1 本当たりの断面積で

除した応力として示した。試験結果を表－2 に

示す。なお，繊維シートの破断時のひずみを同

表に示すが，繊維束 1 本においても破断時のひ

ずみはほぼ同様の値を示した。

4.　ライニング材の基本物性

4.1　使用材料と基本物性

　ライニング材として用いるポリマーセメント

モルタルには，施工性をふまえた以下の性能が

要求されると考えられる。

a) 天井あるいは壁への施工であるため，適度

な粘度と流動性をもつこと。

b) ある程度短時間で硬化すること。

c) 硬化後の耐久性に優れること。

d) 十分な付着性能を有すること。

　これらの要求性能により，材料および仕様，

配合を選定した。ポリマーセメントモルタルは

プレミックスされており，希釈したポリマー混

和液を配合するだけでライニング材として使用

することができる。プレミックスされた粉体に

は速硬型のセメントと珪砂，硬化調整剤が含ま

表－1　繊維シートの形状
シートの

種類

繊維束の

幅（mm）

幅 10mm当たりの

繊維束本数（本）

ｱﾗﾐﾄﾞ側主 1
A

ﾋﾞﾆﾛﾝ側主
1.23

1
B ｱﾗﾐﾄﾞ 0.50 4
C ﾋﾞﾆﾛﾝ 0.15 5

表－2　引張強度試験結果

引張強度
シートの

種類
繊維ｼｰﾄ

（N/mm）
繊維束

(N/mm2)

破断時

ひずみ

ｱﾗﾐﾄﾞ

側主
13.9 1084 0.054

A
ﾋﾞﾆﾛﾝ

側主
10.2 520 0.115

B ｱﾗﾐﾄﾞ 12.3 617 0.043

C ﾋﾞﾆﾛﾝ 4.4 391 0.108

表－3　配合比と P/C，W/C

混和液/粉体 P/C W/C(%)

0.27 0.099 39.4

0.25 0.091 36.5

0.23 0.085 33.6

0.21 0.077 30.7

れている。ポリマーには耐候性と耐久性に優れ

たエポキシ変成アクリル樹脂を使用し，ポリマ

ー混和液を 1.5 倍に希釈して使用することを標

準とした。このプレミックスタイプのセメント

系粉体とポリマー混和希釈液を用い，表－3 に

示すように混和液と粉体の比率を変化させた場

合において各試験を実施した。表－3 に示すよ

うに，粉体に対する混和液の配合比が減少する

と，ポリマーセメント比（P/C）および水セメン

ト比（W/C）は低下する。表－3 に示す配合比

の範囲は事前に壁や天井に対し，施工可能であ

るかの有無を調べた上で決定した。すなわち，

粉体 1 に対する混和液の重量比が 0.27 を越える

と，ライニング材はゆるい状態になり，施工中

に流動し，所定の厚さを保てなくなる。また，

0.21 を下回ると流動性が低く，コテ等を用いた

施工が不可能になる。このようなモルタルのワ
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ーカビリティーを示す指標として，フロー値あ

るいは粘度が考えられるが，これらの計測結果

を表－4に示す。モルタルフローは JIS R 5202

に示す方法で測定し，粘度は JIS K 5400 に示れ

ている中の，回転粘度計法を用いた。回転粘度

計には B8H 型を用い，ローターは No.7 のタイ

プを使用した。この粘度計には 0.5～100rpm ま

で 8 種類の回転数を変化させて計測できるが，

モルタルは水のようなニュートン流体とは異な

り，粘度計の回転数の増加に伴い，粘度が低下

する傾向がある。表－4には回転数 5rpm の場合

の結果を示した。表－4 より，配合比の減少に

伴い，フロー値は減少し，粘度は増加する傾向

にあることが分かる。高架橋やトンネルなどの

構造物の壁面に本工法を施工することを考える

と，練り上がり直後のフロー値は 150～220mm

程度の値が必要である。また，粘度については

絶対的な評価値の検討が必要であるが，50～

150Pa･s 程度の値を有する性状が必要であるこ

とが分かる（表－4ハッチング欄参照）。

　4.1　強度特性

　ライニング材の強度の評価については，φ50

×100mm の試験体を用いた圧縮強度試験を実

施した。また，図－1に示す方法で 300×300×

60mm のコンクリート板に施工した試験体につ

いて，建研式接着力試験機であるセンターホー

ル型簡易油圧式ジャッキを用いて，付着強度試

験を実施した。ちなみに，付着強度試験に用い

る鋼製の治具は 40×40mm の大きさのものを用

いた。試験結果を W/C と圧縮強度の関係として，

図－2に示し，P/C と付着強度の関係として，図

－3に示す。表－3に示すように粉体に対する混

和液の配合比が減少すると W/C は減少するが，

図－2 に示すように圧縮強度は大きく増加する。

しかし，同様に P/C の減少により，付着強度は

大きく減少しないことが図－3 より分かる。こ

れは，表－3に示す配合の範囲では W/C の変化

に比べて P/C の変化が小さく，付着強度への影

響が小さいためであると考えられる。

表－4　ライニング材の物性試験結果
混和液/粉体

項目
0.27 0.25 0.23 0.21

練上り温度（℃） 20.0（±2.0）

直　後 220 189 169 162

30 分後 214 168 153 140フロー値
(mm)

60 分後 210 164
測定

不可

測定

不可

直　後 49 56 96 152

30 分後 84 80 152 184
粘度

(Pa・s)
60 分後 88 128 192 240

注）ハッチング欄が適用可能範囲
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また，配合によっては大きな圧縮強度が得られ，

各機関の設ける付着強度の規格値（鉄道系機関

では 1.0N/mm2，道路系機関では 1.5N/mm2 以上）
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をも満足していることが分かる。付着試験時の

破断箇所についてはコンクリート板と補修面と

の境界での剥離や補修部分の層内部での引張破

壊など，様々な場合が想定されるが，今回の試

験ではモルタル層内の連続繊維シートとモルタ

ルの界面で破断は生じた。

　5.　押し抜き強度試験

　剥落防止工法として用いられる繊維シート接

着工法には，コンクリート構造物と一体化して

コンクリート片の落下を防止する機能が求めら

れるが，この性能を判断する強度として，付着

強度とともに，押し抜き強度が各管理機関によ

り規定されている。一般に押し抜き試験は U 字

溝用の蓋（400×600×60mm）の中央にφ100 の

コア抜きを行い，裏面に剥落防止工を施工する。

このコンクリートコアを圧子として押し込み，

圧子の鉛直方向変位の増加に伴う荷重を測定す

る。この押し抜き強度の算定は，押し抜き時の

変位を考慮する場合と，変位を考慮せずに，繊

維シートが破断するまでの最大値を採用する場

合とがある。前者は鉄筋の膨脹圧による剥落を

想定して，押し抜き変位 10mm 以上の変形後に

おけるシートの破断を重視しているのに対し，

後者は初期の塗膜（ライニング材）の破壊荷重

を重視している。

　試験体は押し抜き時の変位を考慮する場合を

想定して，U 字溝の蓋の底部を 5mm 残した状

態で中央部にコア削孔し，中央部に 400×

400mm の面積で施工して押し抜き試験体とし

た。ライニング材は粉体 1 に対して混和液 0.27

の配合の場合を用い，繊維シートは表－1，2に

示す A～C についてそれぞれ作成した。

　押し抜き試験はアムスラー式万能試験機を用

いて，試験体のコンクリート圧子に垂直方向に

変位を与える方法 1)で実施した。載荷速度は試

験体のコア底部に残された部分が破壊するまで

1mm/min で載荷し，それ以降は 5mm/min に調

整して実施した。また，圧子の鉛直変位の増加

に伴い，施工面が放射状に剥離が進行し，その
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図－4　荷重と変位の関係（ｼｰﾄ A，B）
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　　図－5　荷重と変位の関係（ｼｰﾄ C）
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剥離半径が押し抜き荷重に関係するという報告

2)をふまえ，鉛直変位 0.5mm ごとに載荷を一時

中断し，剥離の状況を観察し，マーキングした。
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図－4にシート A および B の結果を，図－5に

シートCの結果を押し抜き荷重と鉛直変位の関

係としてその一例を示す。また，押し抜き試験

に伴う剥離面の進行を円ととらえ，その半径（圧

子＋剥離長さ）と鉛直変位の関係として，図－6

に示す。図－4，5に示すように，鉛直変位の増

加に伴い，試験体の底部（厚さ 5mm）コンクリ

ートおよびライニング材の破壊が生じる。その

後，荷重は繊維シートに負担され，剥離の進行

を伴いながら繊維シートの伸び変形が生じる。

この間，ライニング材のひび割れは進行するが，

落下することは無く，繊維シートとの付着は保

たれたままである。さらに，シート A および C

については鉛直変位 15～20mm で，部分的にシ

ートの繊維束が破断し，荷重が低下した。なお，

シートAの破断はどの箇所もアラミド側で発生

した。これはアラミド側の剛性が高く，押し抜

きに伴う変位に対して，荷重は負担が大きく，

ビニロン側よりも小さなひずみで破断するため

であると考えられる。シート B については鉛直

変位 10mm 以前に繊維束数本が破断して荷重は

一時低下するが，再びシートに荷重が負担され，

鉛直変位の増加に伴って荷重は増加する。その

後，変位 20mm で繊維束が破断し，荷重は低下

した。これらの挙動は表－1，2で示されている

ような繊維束の剛性や破断時のひずみ，繊維束

の形状に起因しているものと考えられる。また，

図－6 に示されるように剥離半径の進展に関し

ても同様に，繊維シートの特性の影響を大きく

受けることが分かる。すなわち，シート C（ビ

ニロン）のように，剛性が小さい材料ではある

程度剥離が進展すると，それ以上剥離は大きく

進展せず，鉛直変位の増加に伴って荷重はシー

トの伸びに対して負担される。ちなみに，剥離

はライニング材と繊維シートの界面から生じ，

試験体基盤が破壊したり，繊維シートがライニ

ング材から破り出るような挙動は生じなかった。

　表－5に図－4～6で得られたシート破断時の

鉛直変位，押し抜き荷重，剥離半径の値を示す。

シート B については繊維束数本の破断も含め，

表－5　押し抜き試験結果

シート

の種類
変位
(mm)

押し抜き

荷重(kN)

剥離

半径
(mm)

単位押

し抜き

荷重
(kN/m)

A 16.6 2.02 86 3.85

6.5 0.95 78 1.94
B

21.5 0.79 85 1.51

C 17.3 0.55 75 1.16
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図－7   繊維束の引張強度と
　　　　押し抜き荷重の関係

2 回の結果を示した。また，繊維シート破断時

の押し抜き荷重を剥離半径から求められる剥離

円の周長で除した単位押し抜き荷重 3)を同表中

に示した。各機関の定める基準値は押し抜き荷

重の最大値（または変位 10mm 以上の最大値）

が 1.5kN 以上と規定している。また，図－7 に

は表－5 に示した押し抜き荷重，単位押し抜き

荷重と表－2 に示す繊維束の引張強度との関係

を示す。この図より，格子状に形成された繊維

シートの場合，繊維束 1 本当たりの引張強度と

押し抜き試験時の破断荷重（押し抜き荷重）の

関係は直線を示すことが分かる。

　6.　最適工法の選定と適用性

　構造物からのコンクリート片の剥落実績につ

いては高架橋やトンネルで調査され，整理され

ている。高架橋についてはかぶりコンクリート

や補修材のモルタルがほとんどで，厚さ 50mm
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以下のコンクリート片であるとしている 4)。つ

まり，高架橋からの剥落片は 1m2 あたり数百 kg

程度であると予測される。また，押し抜き径が

異なる場合でも剥離の周長で強度を評価するこ

とで，両者を同等に評価できるとの報告 2)，3)が

ある。そこで，図－8には表－5に示した各繊維

シートの単位押し抜き荷重を用いて，周長が増

加する場合の関係を実線で示した。また，図中

には適用例として，コンクリート片の厚さが

50mm，200mm で，正方形の断面を有する場合

の荷重を点線で示した。構造物によって，安全

率を考慮する必要があるが，この図より周長が

1m 未満の小片では，シート A，B，C の適用が

可能であると判断される。また，周長が 10m 程

度であっても，厚さが 50mm の場合では，シー

ト B，C の適用が部位によっては十分可能であ

り，厚さが 200mm の場合では，シート A が適

用できるものと考えられる。さらに，押し抜き

荷重 1.5kN を満たさなくても，シート C はシー

ト A の 1/2 以下の価格であることから，施工す

る部位と剥落防止工の性能およびコストからシ

ートを選定することも可能であると考える。ま

た，ライニング材についても図－2，図－3の試

験結果より，どの配合でも十分な付着性能を有

することから，施工性を加味しながら，構造物

の基準強度に合わせた材料の選定が可能である

と考えられる。

　7.　まとめ

　施工性が良好でかつ経済的な剥落防止対策を

施工するために，ポリマーセメントモルタルと

連続繊維シートを用いた剥落防止工法を開発し，

使用材料の強度特性や施工性に関して検討した。

また，要求性能や実構造物への適用性について

検討し，以下の知見が得られた。

(1) 既設構造物への施工性を考慮したライニン

グ材の選定試験を実施した。その結果，練

り上がり直後のフロー値は 150～220mm 程

度，粘度については，50～150Pa･s 程度の値

を有する性状が必要である。
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荷
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図－8　コンクリート剥落片の周長と荷重
　の関係，各シートの適用性

(2) ライニング材として用いるポリマーセメン

トモルタルは十分な付着性能と圧縮強度を

有し，構造物の基準強度に合わせた材料の

選定が可能であることが分かった。

(3) 剥落防止の性能評価としての，押し抜き強

度は格子状の繊維シートを用いる場合，繊

維束の引張強度に比例することが分かった。

(4) 今後検討の余地があるが，施工する部位と

コストを考えた材料と工法の選定が可能で

あると考えられる。
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