
１．はじめに

農業農村整備事業が実施されているほとんどの地区で
更新事業が行われている。農業水利施設の更新に際して
は、コスト縮減あるいは施設の有効活用の観点から、施
設を撤去し新たに再建設するのではなく、旧躯体を活か
した様々な補修工法による機能回復技術が導入されつつ
ある。ここでは、農業水利施設を対象とした様々な補修
技術を体系的に整理するとともに、農業用水路を対象と
した補修事例を紹介する。

２．用語の定義

コンクリート標準示方書［維持管理編］1）によれば、
補修および補強の定義は以下のとおりとなっている。

補修：耐久性を回復もしくは向上させること、第三
者影響度を改善すること、を目的とした維持
管理対策。

補強：部材、構造物の耐荷性や剛性などの力学的な
性能を回復もしくは向上させることを目的と
した対策。

本報でも基本的な考え方は、この定義を採用する。し
かし、農業水利コンクリート構造物の補修においては、
耐久性の回復や第三者影響度の改善ばかりでなく、通水
性能の向上などの「機能性の回復」が補修の動機になる
ことがある2）。そこで、耐久性だけでなく機能性の回
復・向上を目的とした対策も補修に含めることにする。
一方、パネル工法などは、完成後旧躯体と一体となった
複合材料となるため、結果的に耐荷性や剛性が向上する。
この場合、主目的が表面平滑性確保などの機能性回復で
ある場合には、補修と位置づけることにする。すなわち、
旧躯体の強度不足、耐震性不足のため、その耐荷力や剛
性を向上させるために実施されるパネル工法（例えば繊
維補強や鋼板接着など）は補強とする。なお、耐震性や
第三者影響度を考慮することが少ない農業水利施設、特
に農業用水路を対象とした補強は、強度が低下したコン
クリート水路の補強事例3）や、水路トンネルにおける鋼
板内巻工法などの事例があるものの、ほとんどこれまで

報告されていない。そこで、本報では、特に補修技術に
特化して、工法の特徴をとりまとめるとともに、工法選
定のための補修材料性能評価方法についてとりまとめ
る。

３．補修工法の分類

近年、コンクリート構造物の維持管理への関心が高ま
っていることもあり、土木あるいは建築技術者を対象と
したコンクリートの補修に関する様々な書籍が出版され
ている4）。補修工法は、使用する材料、適用できる劣化
現象などにより分類されるが、一般には、（図－１）の
ように分類できる。ここでは、農業用水路の補修工法と
して適用されつつあるひび割れ補修工法、断面修復工法、
表面被覆工法、表面含浸工法について、その概要を紹介
する。なお、工法の詳細については、別途参考文献5）を
参照されたい。
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（１）ひび割れ補修工法

ひび割れ補修工法は、ひび割れからの劣化因子の侵入
防止、一体性の回復を図る補修工法である。主として、
①注入工法、②充てん工法、③ひび割れ被覆工法がある。
これらの工法は、ひび割れの発生原因、ひび割れの進行
性の有無、発生状況、ひび割れ幅の大小、ひび割れの変
動の大小、鉄筋腐食の有無などによって、単独あるいは
組み合わせて使い分ける。以下に注入工法、充てん工法、
ひび割れ被覆工法の概要を示す。

１）注入工法

注入工法は、ひび割れに樹脂系あるいはセメント系の
材料を注入してひび割れ内部を閉塞し、防水性および耐
久性を向上させる工法で、施工方式により低圧低速注入
方式や機械注入方式などに区分される。従来、手動や足
踏み式の機械注入方式が主流であったが、現在は、注入
器具などを用いて注入圧力0.4MPa以下の低圧かつ低速
で注入する工法が主流となっている。この方式は、①注
入精度が作業員の熟練度に左右されない、②注入量の管
理が容易である、③ひび割れ深部のひび割れ幅が
0.05mmと狭い場合でも確実に注入できる、などの特長
を有している。
注入工法で使用される材料は、エポキシ樹脂やアクリ

ル樹脂などの樹脂系、ポリマーセメント系、セメント系
などがある。樹脂系注入材は、①コンクリートとの接着
性に優れている、②躯体の一体化回復を図ることも可能
である、③目的に応じた粘性や伸び率を有する注入材を
選定できる、④エポキシ樹脂注入材の耐久性については、
実構造物の補修後追跡調査の結果から約40年が確認され
ている6）、などの特長がある。また、ポリマーセメント
系およびセメント系の注入材は、①樹脂系注入材に比べ
安価である、②線膨張係数がコンクリートに近い、③鉄
筋防錆効果を付与させることも可能である、などの特長
がある。

２）充てん工法

充てん工法は、0.5mm以上の幅の広いひび割れ、かつ、
鉄筋腐食を生じていない場合の補修に適用する工法で、
ひび割れに沿ってコンクリートをU字形またはV字形に
カットし、その部分に補修材料を充てんする方法である。
使用材料は、シーリング材のほか、可とう性エポキシ樹
脂、ポリマーセメントモルタルなどがある。

３）ひび割れ被覆工法

ひび割れ被覆工法は、微細なひび割れ（一般に幅
0.2mm以下）上に、表面被覆層を形成させ、防水性およ
び耐久性を向上させる工法で、ひび割れ部分のみを被覆
する方法と全面を塗布する方法がある。この工法は、変
動の小さいひび割れで表面の防水性を目的とした場合で

は、施工も簡便で、経済性に優れるという長所を持つ。
しかし、ひび割れ内部の処置ができない、ひび割れに進
行性や大きな変動がある場合には、その変動に追従でき
ず、変状が発生する可能性が高い。使用材料は、補修目
的や構造物の置かれた環境により異なり、一般には塗膜
弾性防水材、ポリマーセメントペースト、セメントフィ
ラーなどが用いられる。

（２）断面修復工法

断面修復工法は、コンクリートの劣化、鋼材の腐食、
損傷、その他の原因によって欠損したコンクリート断面、
または許容限度以上の劣化因子を含むコンクリート部分
を除去したあとの断面を、その当初の断面寸法に復旧す
る工法である。近年、農業用水路における通水性能の回
復・向上対策としても採用されている。施工方法として、
左官工法、吹付け工法、モルタル注入工法がある。一般
に使用される断面修復材は、ポリマーセメントモルタル
系と樹脂モルタル系に大別できる。補修断面の大きさ、
打ち継ぎ方向、早強性の要否、施工方法などの条件によ
り、材料を使い分けている。また、断面修復工法では、
通常、旧躯体との接着性を強固にするため、プライマー
と呼ばれる材料が使用される。
断面修復材には、圧縮、曲げおよび引張強度などが躯

体コンクリートと同等以上であること、線膨張係数、弾
性係数、ポアソン比などが躯体コンクリートと同等であ
ること、乾燥収縮や硬化収縮が小さく、躯体コンクリー
トとの接着性が高いこと、などの性能が要求される。以
下に左官工法、吹付け工法、モルタル注入工法の概要を
示す。

１）左官工法

比較的小規模な断面の修復に適用し、ポリマーセメン
トモルタルや軽量エポキシ樹脂モルタルなどを左官職人
が左官コテを使って断面欠損部を充てんする工法であ
る。仕上がりは職人の技量によるところが大きくなる。

２）吹付け工法

補修面積が比較的大面積の場合に適用する方法で、事
前に混練した断面修復材を専用の吹付け機を使用して断
面を回復させる工法である。一般に、吹付けした後に左
官コテで平滑面を仕上げていくことになる。吹付け機に
は、あらかじめ練り混ぜた断面修復材を吹き付ける湿式
工法と、粉体と水または硬化開始材、促進材などの混和
液を別々に圧送して吹き付ける乾式工法がある。

３）モルタル注入工法

施工対象が大規模な断面の修復に適用する方法で、補
修断面に合わせた形状に型枠を組み、流動性に優れたポ
リマーセメントモルタルやセメントモルタルをポンプで

■技術ノート
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圧送して充てんする方法である。鉛直面（側面）や下面
などの施工箇所に適用される。

（３）表面被覆工法

表面被覆工法は、コンクリート構造物の表面あるいは
断面修復を適用した箇所からの劣化因子の侵入を抑制、
遮断し、耐久性の向上、劣化進行の抑制、美観の回復を
図るために、有機系や無機系被覆材により表面を被覆す
る工法である。塗装工法、パネル取付け工法、埋設型枠
工法などがある。以下にこれらの工法の概要を示す。

１）塗装工法

塗装工法は、コンクリート表面を塗装材により被覆す
る工法である。土木構造物または建築構造物で幅広く用
いられ、コーティングやライニングと称されることもあ
る。一般に、コンクリート表面のレイタンス、汚れなど
をグラインダー、高圧洗浄、ブラスト、ウォータージェ
ットなどによって除去した後、下地処理材（プライマー）
塗布、不陸調整材（パテ）処理、主材（中塗り材）塗布、
仕上げ材（上塗り材）塗布などの複数の工程で実施する。
なお、ひび割れ補修や断面修復は、表面被覆に先行して
行う。施工は、刷毛塗り、ローラー刷毛塗り、吹付けな
どにより行う。使用材料は、変状の原因・程度や表面被
覆材料の要求性能などにより異なる。一般に、エポキシ
樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、ビニルエステル樹脂
塗料、アクリル樹脂塗料などを使い分ける。

２）パネル取付け工法

パネル取付け工法は、コンクリート表面をパネル状
（ボード状と称することもある）の成型板被覆材料によ
り被覆する工法である。主に下水道などの更生工法とし
て用いられてきたが、近年、農業用水路の被覆材として
も採用されている。施工は、コンクリート表面の下地処
理を行った後、パネルの取付け位置を決定し、パネルの
固定、ジョイント部および端部のシーリング処理、注入
材充てん、養生・仕上げといった工程で実施する。使用
材料は、パネルには不飽和ポリエステル樹脂系レジンコ
ンクリートパネル、ビニルエステル樹脂FRP複層板、不
飽和ポリエステル樹脂FRP板などがあり、注入充てん材
には樹脂系注入充てん材、セメント系注入充てん材など
が使用されている。

３）埋設型枠工法

埋設型枠工法は、コンクリート表面に耐久性（防食性）
に優れた型枠を設置して、流動化コンクリートなどを型
枠内に充てんする工法で、型枠がそのまま成型板型枠材
料として機能する工法である。主に下水道、港湾施設な
どで用いられている。施工は、一般に、コンクリート表
面の下地処理を行った後、アンカーピンなどにより埋設

型枠を設置、流動化コンクリートまたは無収縮モルタル
などの裏込め材を充てん、養生・仕上げといった工程で
実施する。使用材料は、埋設型枠には硬質塩化ビニル樹
脂板、高密度ポリエチレン樹脂板、ビニルエステル樹脂
系レジンコンクリート板、ビニルエステル樹脂FRP板な
どがあり、裏込め材には流動化コンクリート、無収縮モ
ルタルなどが用いられる。

（４）表面含浸（含浸材塗布）工法

コンクリート表面に含浸材を塗布して、劣化因子の侵
入防止または新たな性能を付与する工法である。吸水防
止層を形成し、水分や劣化因子の侵入を抑制するシラン
系の材料と、コンクリートへのアルカリ付与、表面の脆
弱部の強化あるいは緻密化を主目的としたケイ酸塩系に
大別される。また、ケイ酸塩系には、リチウム系とナト
リウム系がある。ケイ酸リチウム系は、細孔表面に固形
の連続被膜を形成し、脆弱なコンクリート表層部を固化
し、中性化したコンクリート表層部にアルカリ性を付与
して鉄筋の腐食環境を改善する。一方、ケイ酸ナトリウ
ム系は、細孔内部に不溶性の結晶体を生成したり、外部
からの水や炭酸ガスの侵入を抑制したりする機能を発揮
する7）。

４．補修工法選定における要点

多種多様の補修工法の中から適切な工法を選定するこ
とは難しい。ここでは、筆者らが考える工法選定におけ
る考え方を整理する。

（１）要点１：構造物に発生した変状の特徴と原因の把

握

補修工法を選定する上で重要なことは、構造物に発生
している変状の特徴から、その要因（初期欠陥、損傷、
劣化）を明らかにすることである。同じように見えるひ
び割れに対しても、ひび割れ幅のみで工法を限定するの
ではなく、そのひび割れがどのような要因で発生してい
るのか、それが劣化によるひび割れの場合、劣化曲線の
どのグレード（潜在期、進展期、加速期、劣化期）に相
当しているのかを見極めなければならない。例えば、か
ぶり全体に塩化物が浸透し、鉄筋腐食によるひび割れが
表面に顕在化した時点でひび割れ注入による補修を行っ
ても、長寿命化の効果は小さい。また、原因不明のまま
補修を行うと、早期に同じ原因によって変状が発生する
危険性がある。現在、各土地改良調査管理事務所や事業
所で、農業水利コンクリート構造物を対象とした機能診
断が数多く実施されている。機能診断の段階で、ひび割
れなどの変状のマッピングに加え、原因の究明まで実施
することが望ましい。
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（２）要点２：構造物に期待する性能の明確化と変状に

よる性能低下の把握

次に、構造物に対してどのような性能を要求するのか、
また、現在発生している変状がその構造物にどのような
性能低下をもたらしているのかを明らかにする必要があ
る。例えば、農業用水路特有の劣化に摩耗がある。摩耗
に対する補修工法を選定する場合には、まず摩耗により
どのような性能低下が引き起こされているかを明確にす
ることが必要である。摩耗により平滑性が失われ、通水
性能が低下しているのか、かぶりが不足して構造性能が
失われているのか、摩耗が進展して断面欠損に至ってい
るのか、などを判断し、引き起こされている性能低下を
明らかにした上で、性能を要求する性能にまで回復する
工法を採択する必要がある。

（３）要点３：補修工法に要求する性能の設定

変状による性能低下と、構造物に期待する性能が明確
になれば、補修によりその性能をどのレベルまで回復さ
せるか、あるいは別の機能を取り込むか、などを決定す
る必要がある。例えば、摩耗に対する補修工法には、断
面修復工法やパネルによる表面被覆工法などが想定され
るが、平滑度をどの程度回復させるのか、断面縮小はど
の程度許容できるのかなどを具体的数値として設定す
る。
ただし、補修材料の性能に関しては、現在のところ想

定される劣化外力に対する効果を検証することが困難で
ある。このような場合には、促進試験などを含めた性能
試験による評価が活用できる。例えば、（社）土木学会
では、表面保護工法の要求性能を確認する標準的な試験
方法を提案している（（表－１））8）。特に、鉄道や道路
の分野では、補修に用いる表面被覆材料や断面修復材に
要求する性能について、JISあるいは土木学会の試験方
法とその達成基準を示している9）。（表－２）にその一
例を示す。農業水利施設の補修においても、補修材料に
要求される性能を明らかにするために、具体的な試験方
法とその試験において達成すべき目標を示すことが必要
である。上記の試験のほとんどは、農業水利施設の補修
材料の性能評価方法として流用できる。しかし、その達

成基準については、常に流水に晒される環境にあること、
第三者に対する影響度が小さいこと、などを考慮して、
要求性能を高める、低減する、あるいは別の要求性能を
掲げるなどの工夫が必要となる。
また、促進試験などによる耐久性の評価にあたっては、
実構造物の実際の耐久性との相関をとることが難しい。
そこで、促進試験においてある規定値を設定し、それを
満足できれば、予定供用年中の耐用年数を保証できると
する、性能設計における見なし規定のような「見なし耐
用年数」などの指標の導入が必要と思われる。これによ
り、発注者はライフサイクルコストの算定根拠が得られ
るとともに、施工業者は、使用する材料の耐久性が照査
できる。また、補修材料としての目標性能値が決定され
るため、メーカーは材料開発が行いやすくなるなど、相
互のメリットは大きいと考えられる。

■技術ノート

表面保護工法  材料 および 工法 に 要求 される 性能  土木学会規準試験方法  
付着強 さ  JSCE-K-531 表面被覆材 の 付着強 さ 試験方法  
ひび 割 れ 追従性  JSCE-K-532 表面被覆材 のひび 割 れ 追従性 試験方法  
耐候性  JSCE-K-511 表面被覆材 の 耐候性試験方法  
遮塩性  JSCE-K-524 表面被覆材 の 塩化物 イオン の 浸透深 さ 試験方法  
酸素透過性  JSCE-K-521 表面被覆材 の 酸素透過性試験方法  
水蒸気透過性  JSCE-K-522 表面被覆材 の 透湿度試験方法  

表面被覆工法  

透水性  JSCE-K-523 表面被覆材 の 透水量試験方法  

断面修復工法  
見 かけ 密度 ， 圧縮強度 ， 静弾性係 
数 ， 曲 げ 強度 ， 引張強度 ， 付着強 
度 ， 寸法安定性 ， 線膨張率  

JSCE-K-561 コンクリート 構造物用断面修復材 の 試験方 法 （ 案 ）  

表面含浸工法  
外観 ， 含浸深 さ ， 透水量 ， 吸水率 ， 
透湿度 ， 中性化 ， 遮塩性  

JIS-K-571 表面含浸材 の 試験方法 （ 案 ）  

 鉄道総合研究所  日本道路公団  

塗膜 の 外観  

JIS K 5400 7.1  
塗膜 が 良好 で ， つぶ ・ しわ ・ ふ 
くれ ・ われ ・ むら ・ あな ・ はが 
れがないこと  

JHS 417  
塗膜 は 均一 でながれ ・ むら ・ ふ 
くれ ・ はがれのないこと  

耐候性  

JIS K 5400 9.8.1 ， JSCE -K 511 
サンシャインウェザオメータ  
促進耐候性試験 を 300 時間行 っ 
たのち ， 白亜化等塗膜 に 異常 の 
ないこと  

JHS 417  
促進耐候性試験 を 700 時間行 っ 
た 後 ， 白亜化 はなく ， 塗膜 にふ 
くれ ・ われ ・ はがれのないこと  

温冷繰 り 返 し  
試験  

－  
JHS 417  

10 サイクル の 試験 で 塗膜 にふ 
くれ ・ われ ・ はがれのないこと  

耐 アルカリ 性  

JIS  K 5400 7.4  
30 日間飽和水酸化 ナトリウム 水 
溶液 に 浸漬 して 塗膜 に 異常 のな 
いこと  

－  

耐水性  
JIS A 6909 6.10  

30 日間水中 に 浸漬 して 塗膜 に 異 
常 がないこと  

JHS 417  
10 日間水中 に 半没 し ， 塗膜 にふ 
くれ ・ われ ・ はがれのないこと  

遮塩性  －  JHS 417  
5× 10 -3 mg/cm2・ 日以下  

酸素透過  
阻止性  

10 -5g/cm 2・ 日未満  JHS 417  
5× 10 -2 mg/cm2・ 日以下  

水蒸気透過  
阻止性  

JIS K 5400 8.17 ， JIS Z 0208  
20 g/cm 2・ 日未満  

JHS 417  
5mg/cm 2・ 日以下  

透水性  JIS A 6909 6.13  
0.4ml/ 日以下  －  

中性化阻止性  60 日間 で 3mm 以下  JHS 417  
1 ヶ 月 で 1mm 以下  

コンクリート  
との 付着性  

JIS A 6909 6.10  
JSCE -K 531  

標準養生後海面破壊 がないこと  

JHS 417  
標準養生後 ， 促進養生後 ， 温冷 
繰 り 返 し 後 ， 耐 アルカリ 性試験 
後 ， 1.0N/mm 2以上  

ひび 割 れ  
追従性  

RC はり 曲 げ 試験  
部材  に 生 じるひび  割 れ 幅 が 
0.2mm まで 塗膜 に 欠陥 が 生 じな 
いこと  

JHS 417  
標準養生後 20℃ で 0.4mm 以上 ， 
促 進耐候  性試験後  20 ℃ で 
0.2mm 以上  

（表－１）表面保護工法に要求される性能と土木学会規準試験方法の一例

（表－２）補修材料の性能評価の一例
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（４）要点４：施工環境その他の検討

農業水利施設の環境条件（施工環境も含む）を想定し
た工法および材料選定を行う必要がある。農業水利施設
の補修工事は、通常非かんがい期に実施されることにな
るため、低温環境下での施工性を考慮する必要がある。
また、農業用水路の補修に際しては、温度変化による水
路躯体の伸縮を十分想定した補修工法の選定が望まれ
る。例えば、目地やひび割れ部は、冬期は躯体温度が上
昇しにくいため、目地幅やひび割れ幅が最も開口してい
る時期に補修を行うことになる。伸び能力に優れる材料
を無処理のひび割れ部に適用した場合、夏場の温度上昇
により目地やひび割れ部分の材料が局所的に圧縮され、
旧躯体との接着が切れ、浮き・はく離などの変状が発生
する危険性がある。

（５）工法選定

これまでに示した要点を順次検討することによって、
ある程度候補となる補修工法が選定される。最終的には、
初期コストを押さえ、管理に費用をかけるのか、あるい
はある程度の初期コストはかかっても長期的な耐久性に
優れる工法を選定するのか、などについて管理者である
土地改良区などと維持管理シナリオを調整し、工法を選
定する。

５．水路補修事例

近年、農業用水路を対象とした様々な補修工法が開発
され、現地で適用されている。例えば、特殊軽量ポリマ
ーセメントモルタルにビニロン短繊維を混入し、通常局
所的に発生するひび割れを複数の微細ひび割れに分散さ
せる機能を有する工法10）、仮設道路の確保が難しい住宅
密集地において高い施工性を発揮するFRPM板によるパ
ネル工法11）、漏水防止機能と通水機能を有するポリウレ
タン樹脂による表面塗装工法12）などが報告されている。
ここでは、当研究室が民間との共同研究により開発した
三種類の工法について、その目的と施工方法の概要につ
いて述べる。

（１）漏水防止性能回復に特化した目地補修工法13）

１）工法の目的

更新事業の対象となっている農業用コンクリート水路
からのコアサンプリング調査結果によると、凍結融解、
塩害、アルカリ骨材反応などといった特定の劣化原因が
存在しなければ、コンクリート躯体そのものは、現行設
計基準強度を十分満足している場合が多い。しかし、水
路の構成要素のひとつである目地材の劣化や欠損による
漏水が発生し、水路の水利機能が著しく損なわれている
事例が見受けられる。そこで、ゴム弾性の活用により躯
体伸縮への追従性、高止水性、高耐久性を確保し、かつ、

躯体の取り壊しが必要最小限で済み、躯体の部分再打設
が不要なコンクリート水路の目地補修工法を開発した。

２）工法の概要

目地補修工法の概要を（図－２）に示す。目地材は幅
54mm、高さ44mmで、断面内部に中空部を２室有し、
外部側面には複数の突起を有する形状となっている。材
料は農業用貯水池などの遮水シートとして高耐久性が確
認されているエチレン・プロピレンゴム（EPDM）を使
用した。本工法の特長は、目地材が容易に脱落せず、ま
た、コンクリート躯体が温度により伸縮しても、目地材
表面側（水路側）に引張応力が作用せず、空気中のオゾ
ンや紫外線劣化を最小限にとどめることである。
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（図－２）目地補修工法概要図

（図－３）目地材挿入状況
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本工法の施工は、①両刃間隔を50mmに固定した２枚
刃ダイヤモンドカッターを用いて、既存目地部を挟んだ
幅50mm、深さ50mmの切り込みをコンクリート躯体に
入れる、②コンクリート躯体を箱抜き状にはつる、③目
地材に接着剤を塗布し、はつった目地部に挿入する
（（図－３））、の手順で行う。
本工法に要求される性能として、表面および背面から

の水によってはがれないこと、止水性を確保すること、
耐久性に優れること、などがあげられる。そこで、水圧
抵抗性、引き抜きおよび押し抜き抵抗性、エポキシ樹脂
と旧躯体コンクリートとの接着性、目地材の促進耐候性
試験、耐薬品性に関する試験を実施し、性能を確認して
いる。

（２）通水性能回復に特化したパネル工法14）

１）工法の目的

農業用水路の改修においては、改修区間を取り壊し・
撤去し、新たにコンクリートを打設したり、二次製品に
置き換えたりする工法が一般的である。こうした工法で
は、工事用道路などの用地の確保、コンクリート解体廃
棄物の処理などが必要で、工事費の相当部分を仮設工事
費が占める。さらに、水路が住宅地に近接している場合
には、合理的な機械施工が行えないのみならず、工事の
騒音防止や交通の迂回など、種々の対策が必要となる。
また、これまでの調査によれば、農業用水路は表面に凹
凸が見られ、水理機能低下を引き起こしているものの、
コンクリート強度としては十分健全なものが多い。そこ
で、これら旧躯体を有効活用し、当該既設水路を取り壊
すことなく補修する工法として、レジン（樹脂）コンク
リートの平滑性や耐摩耗性に着目したレジンコンクリー
ト製パネルによる水路再生内張工法を開発した。

２）工法の概要

開発したレジンコンクリートパネルは、モルタルの代
わりにレジン（不飽和ポリエステル樹脂）を混入させて
成型したものである。工法の断面を（図－４）に示す。
パネルの標準寸法は1,000mm×2,000mm、厚さ約10mm

である。主な特長は、①既設水路躯体とレジンコンクリ
ートパネルとは、接着層を介して全面で化学結合し、接
着強度が2.7N/mm2と強いため、既設躯体にアンカーを
設置するなどの作業が不要である、②パネルは切断など
の加工が容易であることから、現地合わせの施工が容易
である、③重機類は不要で、騒音対策や交通迂回などの
対策が必要となる住宅地近郊での施工性に優れている、
④通水断面は、側壁および底盤部分で「接着層3mm＋
ボード厚10mm」の計13mm縮小するものの、水理実験
により確認した粗度係数は0.010とコンクリート表面粗
度と比べて平滑性に優れるため、通水能力は大きく向上
する、などである。

施工手順は、①前工程、②組み立て、③接着剤注入、
④仕上げを経て、⑤完成となる。前工程では、表面のコ
ケや脆弱部をウォータージェットなどにより洗浄する。
次に、レジンコンクリートパネルを水路内で組み立て、
端部をパテなどでシーリングする。これらの作業が終了
した時点で、水路壁とレジンコンクリートパネルとのす
き間に不飽和ポリエステル樹脂を流し込み（図－５）、
接着剤が完全に硬化するまで支保で支える。最後に接着
剤が完全に注入されているかを打音などで確認する。

（３）耐摩耗性向上に特化した断面修復工法15）

１）工法の目的

農業用水路では、コンクリート躯体自体の強度は健全
に保持されているものの、①通水表面においてモルタル
が選択的に摩耗し、表面に生じた凹凸の影響により水路
の水理機能が低下している事例や、②摩耗の進行により
局部的な侵食を生じ、躯体が断面欠損して構造機能が低
下している事例、③侵食の進行により穿孔を生じ、そこ
からの漏水により水利用機能が低下している事例などが
みられる。特に、農業用水路では、水路内の流量・流速
の確保が要求されるため、通水表面の平滑性の低下に伴
う水理機能、即ち通水性の低下が問題となっている。こ
れらの機能を回復させるための補修工法として、無機系

■技術ノート
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（図－４）レジンコンクリートパネル工法断面図

（図－５）不飽和ポリエステル樹脂注入状況
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の材料による断面修復工法が適用されつつある。しかし、
一般に断面修復工法は気中での適用を想定して開発され
たものが多く、これまで長期間流水に晒される農業用水
路の環境条件を想定した工法開発は行われていない。そ
こで、農業用水路の補修材料としての要求性能を整理し
た上で、それらを満足する断面修復工法を開発した。

２）工法の概要

開発した断面修復工法は、高機能性特殊粉末樹脂およ
び特殊短繊維をプレミックスした一材化ポリマーセメン
ト系材料を水と混ぜて使用する断面修復工法である。農
業用水路に見られる摩耗や欠損状態による種々の打設厚
に適応し、平滑に仕上げることを可能にするため、モル
タル骨材粒度分布の調整をすることによって、2～
15mmでの打設に対応した。また、材料の保水性を高め
ることで、面的かつ広範囲に及ぶ施工条件においても、
施工表面における乾燥収縮やドライアウト現象を抑制
し、ひび割れ抵抗性や躯体との一体性を確保した。また、
施工環境が低温下や湿潤環境下になることを考慮し、躯
体に含浸するエポキシ樹脂系プライマーを併用すること
によって、湿潤面の接着性、接着耐久性、低温作業性、
低温強度発現性などを確保した。同時に、表面からの劣
化因子の浸透防止性能を有していることから、中性化な
どによる劣化への抵抗性も高い材料となっている。断面
修復工法の概要を（図－６）に示す。
具体的な施工手順は、以下のとおりである。①高圧水

洗浄などにより既設躯体表面の脆弱（劣化）層を除去す
る、②特殊エポキシ樹脂系プライマーを塗布する、③特
殊ポリマーセメントモルタルを、吹付けおよび左官仕上
げにより施工する（（図－７））。

６．農業水利施設の補修における今後の提案

（１）躯体の評価の重要性

補修工法の選定に際しては、現在あるコンクリート躯
体に関する情報が必要となる。これまでは採取したコア
の圧縮強度や、中性化深さなどによる躯体の健全性評価
が行われてきた。しかし、農業用水路で使用されている
コンクリートの多くが、強度的には健全であり、中性化
深さもごく浅いことが報告されている。しかし、コンク
リートをよりミクロに分析した結果、コンクリートのご
く表層部分において、カルシウム成分が溶脱し、脆弱化
している場合があることが明らかになりつつある16)。こ
のような状況において、旧躯体を活用した様々な補修を
行った場合、新設コンクリートに対して十分な付着強度
を有する材料であるにもかかわらず、農業用水路に適用
した場合に所定の付着強度を満足しないことが考えられ
る。このため、躯体を活かした様々な補修工法を適用す
る場合には、機能診断において旧躯体の健全度を適切に
評価しておく必要がある。

（２）補修材料および補修工法の性能評価法の確立

農業水利施設においては、常に流水に晒されるなど、
一般の土木構造物とは異なる環境条件において、長期間
性能を発揮しなければならない。したがって、このよう
な環境条件を考慮した補修材料の耐久性試験方法の確立
が急務である。さらに、補修材料自体の性能だけでなく、
工法としての性能を評価する方法を議論する必要があ
る。例えば、平滑性回復のために施工される補修工法に
は、「粗度係数」が要求性能としてあげられる。しかし、
正確に粗度係数を計測するためには、大規模な水理実験
を行う必要があり、手間やコストがかかる。さらに、設
定する流速や水位などの条件により、粗度係数の値は変
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（図－６）開発した断面修復工法の概要

（図－７）断面修復工法の施行状況
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化するため、どういう水理条件での値を採用すべきかは、
まだ議論の余地がある。

（３）補修工事後の経過モニタリング

補修工事を行った直後からの経過をモニタリングする
ことが重要である。何らかの不具合がある場合には、施
工中もしくは施工後早期に変状が発生することがある。
したがって、この時期には高い頻度で点検することが重
要である。特に、コンクリート水路の目地やひび割れは、
躯体の温度変化に伴い伸縮を繰り返す。これまで報告さ
れている事例では、6.5mスパンの目地部において、日
に最大741μm、年間で最大1,637μmの伸縮が報告17）さ
れており、スパン中央部などによく見られる鉛直方向の
ひび割れも目地と同様の挙動を示すことが確認されてい
る。一般に、旧躯体にひび割れなどの変状があった箇所
は、ひび割れ注入などの処理を行って、その表面に断面
修復や表面被覆をするケースが多い。しかし、農業用水
路の場合、上記のように変位量が大きくなるため、温度
変化によるひび割れの挙動に追従できず、変状が既設躯
体のひび割れと同じ位置に発生する危険性があり、注意
が必要である。

（４）補修事例の蓄積と情報共有

農業水利施設を対象として行われる補修・補強工法
は、まだ途についたばかりである。現在行われている補
修工法自体も、農業水利コンクリート構造物を想定して
開発されたものではなく、土木コンクリート構造物の補
修・補強工法として開発されたものを転用していること
が多い。このため、設計時点で想定されない不具合が生
じることも考えられる。そのような場合に、原因を究明
するとともに、その情報を広く農業土木技術者に情報提
供することにより、同様の失敗を繰り返すことがなくな
るとともに、選定した補修工法の適用範囲がより明確に
なると考えられる。現在、中国四国農政局四国調査管理
事務所、岩手県盛岡地方振興局18）、関東農政局利根川水
系土地改良調査管理事務所19）などが主体となり、実規
模の農業用水路を使った多数の補修工法の実証試験およ
び追跡調査が実施されている。このような実証試験によ
る補修工法の性能評価が今後期待される。

７．おわりに

今回は、補修工法全般の概要と農業用水路を対象とし
た補修工法の適用事例を取り上げ、農業用水路の補修に
対する提案を行った。最終回となる次回は、今後の農業
水利施設のマネジメント全体について、今後導入が予定
されている性能設計の観点を加えて考察する。
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