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１．はじめに

高度経済成長期に建設されたコンクリート構造物は
今まさに転換期を迎えています。昨年12月に発生した
中央自動車道笹子トンネルにおける天井コンクリート
板崩落事故に代表されるように設計・施工・材料とい
う各要素に問題点をかかえている構造物も少なくあり
ません。
今回のような犠牲を今後決して出さないようにする
ためにもインフラの定期的な維持管理は非常に重要で
あります。老朽化した土木構造物は、更新時期が迫っ
ており今後益々補修・補強対策が必要になってきま
す。そして東日本大震災を経験した我々土木技術者
は、災害に強い構造物を高い技術で、いかに効率よく
提供していくかが問われている時代です。
又、各自治体の厳しい財政状況の中で定期的な維持

管理計画を行いライフサイクルコストの低減を図って
いくためには、コストを抑えた効率の良い補修・補強
技術が求められているのは間違いありません。
当社は創業以来、コンクリート補修・補強の先進国
ドイツの最先端技術を導入し、数々のコンクリート構
造物の補修・補強を行ってきました。
現在は農業農村整備民間技術情報データベースに６

技術を登録しています。今回は登録している当社の技
術について紹介させていただきます。

２．断面修復分野

Stoポリマーセメントモルタル乾式吹付工法
【農業農村整備民間技術情報データベース0404】

乾式吹付工法の大きな特徴はポリマーセメントモル
タルを紛体のまま吹付用ノズル先端まで圧送し、吹付
直前で水を加え高速度のエネルギー（200km/h）で締
固めることにより水セメント比を低く抑え密実な断面
形成を行うことです（写真－１）（図－２）。
大断面の補修やコンクリート床版・橋脚・ダム・水

路構造物・C‐Box・トンネル・擁壁・処理場・建築物
の補修・補強等、下記の強度特性を生かして高品質の
断面形成が可能です。品質試験結果においては
圧縮強度（材齢28日）62.5N/mm2

付着強度（材齢28日）　2.2N/mm2

が得られています。
又、初期の強度発現が極めて早い特徴があります。
この材料特性を生かして橋梁の床版補修で大型車等に
よる交通振動下でも施工が可能になっています（写真
－２）。

コンクリート構造物の補修・補強工法
乾式吹付工法による断面修復・耐震補強
水路再生システム・表面保護工法の紹介

鈴木　憲一

株式会社クリテック・ジャパン　技術本部

（写真－１）乾式吹付工法による断面修復状況

（写真－２）交通振動下での施工事例

25

民間開発の技術の紹介



従来の左官工法や無収縮グラウト注入工法では、既
存コンクリートとの界面に空隙ができることが多く付
着性能に問題を抱えていました（図－１）。
又、従来の湿式吹付工法は予めミキサーで練り混ぜ

たモルタルをノズル先端まで圧送するため、水セメン
ト比が大きくなり、搬送距離が短く、管内閉塞による
作業中断が起こりやすいため作業効率も限られてしま
います。

（１）品質
○圧縮強度　材齢28日　62.5N/mm2

○付着強度　材齢28日　2.2N/mm2

○水セメント比約40％の高密度化を実現
○塩化物イオン拡散性　1.51×10－8cm2/S
○促進中性化　0.72mm/√年
○対凍害性　相対動弾性係数　100.2％

（２）優れた施工性
○単位水量が抑えられることから厚付けしてもダレが
ない施工ができます。
○１層の吹付厚が６～ 50mm（Max100mm）と従来の
湿式吹付工法の約２～３倍の吹付厚で施工すること
ができます。
○ポリマーセメントと骨材がプレミックスされてお
り、水との混合は吹付直前で行うため、施工現場に
おいてミキシング作業が省力化できます。
○高速度の吹付けにて締め固めを行いながら増厚して
いくことから、型枠の加工・設置が不要であり、様々
な形状の既存RC構造物に対応できます。吹付後の
コテ仕上げも可能です。
○下地を高圧洗浄するだけで良好な付着強度が得られ
ることからプライマー塗布が不要です。
○乾燥材料のため圧送ホース内の抵抗が少なく搬送距
離（水平200m以上・垂直150m）が可能です。
写真は長野県の現場での長距離圧送の施工例です
（写真－３、４）。
プラントの配置換えが少なく広範囲施工に最適です。
○圧送ホース内の閉塞による作業中断も生じにくい。

以上の特徴を生かして１日の施工量が大きく、作業
日程の大幅な短縮が可能です。当然、工期も短縮でき
コストを大きく縮減できるメリットがあります。
セメントサイロは 3ｔ分の材料容量があり施工期間

中の保管も安定的に行うことが可能です。
（図－２）（写真－５）はプラントの設置例と設備図
です。プラントはサイロ、コンプレッサー、発電機、
吹付機がセットで 4ｔユニック２台架装となりトラッ
クに積載したままの使用も可能です。

（図－１）母材との界面に観られる明らかな相違

（写真－３）長距離施工の例（最大離隔距離 140m）

（写真－４）長距離施工の例（施工面）

（写真－５）乾式吹付システム設置例
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下記は各現場の施工状況写真です。
（写真－６、７）はダムピア部補修工事です。 （写真－８、９）は水路トンネル補修工事です。

（図－２）乾式吹付工法プラント設備

（写真－６）ダムピア部の施工
（最大離隔距離 160m搬送）

（写真－７）ダムピア部の乾式吹付施工状況 （写真－９）水路トンネルの乾式吹付施工状況

（写真－８）水路トンネルの施工
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３．耐震補強分野

Sto乾式吹付耐震補強工法
 【農業農村整備民間技術情報データベース0405】

Sto乾式吹付耐震補強工法は、補強用鉄筋を既存RC
構造物周囲に設置し、Stoポリマーセメントモルタル
乾式吹付工法により、設計かぶり厚に達するまで吹付
け既存RC構造物と一体化して耐震性能を向上させる
工法です。
乾式吹付工法の特徴は、鉄筋裏の締固め及びコンク

リートを充填する為のあきを設ける必要が無く、型枠
を設置する必要はありません。
乾式吹付ポリマーセメントモルタルは通常のコンク
リートに比べ耐久性が高いため、補強に伴う断面（か
ぶり）の増し厚を非常に少なくすることが可能です（図
－３）。
この利点を生かし既存のRC巻立て工法や構造寸法
上制約がある耐震補強工事において大幅に巻立て厚を
抑えて河川の河積阻害、建築限界等に対応した設計を
行うことが可能です。
特に河積阻害の場合、新設時に限度いっぱいで設計
されている場合が多く、できる限り補強による橋脚断
面の増厚が小さい工法が求められます。
耐震補強における実用レベルでの増し厚は、既存RC巻

立て工法と比較して（図－３）の場合、約20％の巻立て厚
に設計することができます（写真－10、11、12）。
河川内橋脚の場合、出水期の関係から施工期間や仮
設設備が制約されることが一般的ですが、Sto乾式吹
付耐震補強工法を用いれば、大型機械の使用、鋼板溶
接やシール工・注入工が無くなりトータル的に従来工
法よりも工期短縮・コスト縮減ができます。耐久性に
優れた補強断面の形成で既存RC構造物の長寿命化が
可能です。
Sto乾式吹付耐震補強工法は、大学との共同研究に

より、せん断強度・曲げ耐力向上型の工法として極め
て効果的であることを確認しています。
せん断補強・曲げ補強を施すことにより終局強度を
高めることができ、変形能力を増大させて、橋脚など
の耐震性の向上が図れます。
又、乾式吹付用ポリマーセメントモルタルの付着強
度は実証実験において十分高い強度を有しており、既
存コンクリートと吹付モルタル部が一体化しているこ
とが実証実験により確認されています。

（写真－ 10）耐震補強乾式吹付施工状況

（写真－ 11）乾式吹付仕上げ状況

（写真－ 12）施工完了
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（１）品質管理
乾式吹付工法はノズルマンの経験や技能が特に重要
で鉄筋背面への充填等の品質に大きく影響します。
施工品質を確保するにはノズルマンの高い技量が必

要となることから、ランクをA・B・Cの３段階に分
けAを最高ランクと位置付けて質の向上をはかってい
ます。
当工法は、ノズルマン研修会（学科・実地を含めて
１週間）を年１回行い徹底教育した上で、認定技能者
が施工し品質の確保に努めています（写真－13）。

（２）実証実験
橋脚の耐震技術は日々進歩を遂げています。
当社は大学の研究機関と連携して、新技術の開発を
行っています。下の写真は福山大学での実証実験の様
子です（写真－14）。

（図－３）補強鉄筋を主鉄筋SD345-D22 帯鉄筋 SD345-D16 にした場合の工法比較の参考図

（写真－ 13）ノズルマン研修・実技指導の様子 （写真－ 14）実証実験の様子
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４．水路再生システム分野

StoSeal工法
 【農業農村整備民間技術情報データベース0407】

StoSeal工法は、農業用水利施設の老朽化により問
題になっている目地部や打継部の漏水対策工法で、伸
縮性が高く耐候性に優れたポリエチレン系シーリング
テープ（StoSeal）を使用し漏水補修を行う工法です。
大掛かりな施工機械や技能を必要とせず施工ができ
長期に渡り漏水をシャットアウトできます（図－４）。

使用するポリエチレン系シーリングテープ
（StoSeal）は高い伸び率（400％）を持ち目地の伸縮
に追従しながら漏水を防ぎます。又、耐候性が高く紫
外線や外部から受ける劣化要因に強い抵抗力を発揮す
る特殊シートです（図－５）（写真－15、16）。

Sto水路ライニングシステム
 【農業農村整備民間技術情報データベース0408】
 【農業農村整備民間技術情報データベース0409】

コンクリート開水路における特徴的な変状の一つと
して表面の骨材露出があります。流水による衝撃摩擦
や流水中に含まれる砂礫分の擦り磨き摩擦現象、そし
てセメントペースト部からカルシウムが溶出し組織構
造の脆弱化をおこしコンクリートの耐久性を著しく低
下させます（写真－17）。

（図－４）システム概略図

（図－５）システム概略図

（写真－ 15）StoSeal 施工状況

（写真－ 16）StoSeal 施工完了

（写真－ 17）骨材が露出し経年劣化が進んでいる水路
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Sto水路ライニングシステムはこのように老朽化し
た水利施設の流下能力や耐久性能などの機能を回復さ
せ長寿命化によるライフサイクルコストの低減をはか
ります。
当水路ライニングシステムは２つの工法があります。

（１）【データベース0408】高耐久性エポキシ樹脂使用
使用材料は水路や汚水処理施設の補修用として開発
された製品でエポキシ樹脂を使用することにより耐摩
耗性、防水性が極めて高く水などの劣化因子を遮断し
てコンクリート構造物の長寿命化をはかります。
そしてエポキシ樹脂ライニング材硬化後は、一般的な

樹脂製の被覆構造物と同等の粗度係数となり既設の流
下能力以上の水利性能を確保します（写真－18、19）。

（２） 【データベース0409】ポリマーセメントモルタル
使用
本ライニングシステムは開水路コンクリート表面の

脆弱化した部分にポリマーセメントモルタルを使用し
て耐久性の向上をはかる工法です。
使用するポリマーセメントモルタルは左官工及び吹
付工法でも施工可能で、圧縮強度や付着強度、ひび割
れ抵抗性にも優れ長期間にわたり水利機能を満足させ
ることができます。
そして凍害、塩害、中性化等に対しても優れた抵抗

性を発揮し、寒冷地での過酷な使用条件に対し高い耐
久性を持っています。
施工厚は左官工の場合６～ 30mm、吹付工の場合６
～ 200mm（１層吹付厚さ最大50mm）まで施工するこ
とが可能です。
コンクリートと同じ無機系の材料ですので下地コン

クリートとのなじみが良く接着性も優れているので躯
体との一体化がはかれます（写真－20、21、22）。

（写真－ 18）高耐久性エポキシ樹脂施工状況

（写真－ 19）施工完了

（写真－ 20）施工前状況

（写真－ 21）ポリマーセメントモルタル吹付施工状況

（写真－ 22） 施工完了（モルタル吹付工＋ライニング工
併用施工）
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５．表面保護分野

シラン系表面含浸材StoCryl　HG200
 【農業農村整備民間技術情報データベース0406】

表面含浸材はコンクリート表面に塗布することで内
部に含浸し、吸水抑制機能を付与させ撥水性を高めま
す。
劣化因子がコンクリート内部に浸透することを抑制
しコンクリートの耐久性を向上させることが可能で
す。StoCryl　HG200は塩化物イオン抵抗率100％で鉄
筋腐食抑制効果があり構造物を長期にわたり劣化因子
の侵入から保護します。

（１）特徴
○鉄筋腐食抑制効果（ 進展期以前の塩害劣化状態にあ

るコンクリートに対して）
○吸水抑制率　96％
○塩化物イオン抵抗性　100％
○中性化抵抗性
○遮水性（透水抑止率）　96％
○ASR対策　アルカリ骨材反応が進行している構造物
に施工することにより外部からの水を遮断しコンク
リート内部の水蒸気を通すことで反応を抑える効果
があります。

このような性能を付与させることにより劣化した構
造物の事後保全対策として、又、近年では新設構造物
の予防保全対策として適用されライフサイクルコスト
の低減に繋げています（写真－23、24）。
StoCryl　HG200はジェル状で0.5mmの厚付けも可能

でローラー塗布・吹付作業両方に対応することができ
ます。（写真－25、26）コンクリート内部までの浸透深
さが大きい為、撥水効果が長年にわたり持続します。
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（写真－ 23）長期間の撥水効果　吸水抑制率 96％

（写真－ 24）含浸深さ 3mm～ 20mm

（写真－ 25）ローラー塗布作業状況 

（写真－ 26）道路上吹付作業状況
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