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官民連携新技術研究開発事業の成果紹介
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１．はじめに
多くの農業用水路トンネルには大きな変状が発生して
おり、ストックマネジメントの観点から、その補修・補
強が喫緊の課題となっている。
本研究開発事業では、現場発泡硬質ウレタンフォーム
（以下、発泡ウレタン）を用いることにより、覆工背面
に作用する圧力を制御して、空洞充填によるトンネル覆
工の機能を補強または回復させる

改修工法

の開発を

したので、その成果を紹介する。

（図－１）トンネルの推定変形形態

２．事業の背景
農業用水路トンネルに発生している変状は農業水利施
設特有の変状であり、その変状の発生メカニズムを明ら
かにし、発生メカニズムを踏まえた合理的な補修・補強
工法の開発が望まれている。これまでトンネル覆工背面
の空洞へのグラウチング工法は機能低下を防止する
修工法

補

とされてきたが、グラウチング工法で機能回復

できれば、高価な従来の 改修工法 の適用が不要となり、
ストックマネジメントに資すると考えられる。
供用中のトンネルに発生したひび割れに多く見られる
特徴は、スプリングライン付近に生じている点である。
これらのひび割れは、いずれも同様のメカニズムで発生

（写真－１）トンネルに発生しているクラック

３．発泡ウレタン空洞充填の効果

したと思われ、その原因としてトンネル天端背面に存在

開発した工法は、覆工背面の空洞に充填用発泡ウレタ

する空洞が考えられる。この空洞は、施工技術の未熟な

ン注入後、加圧用発泡ウレタンを再注入して、トンネル

時代に施工されたトンネルで多く見られ、（図－１）に

内圧の均等化を図るものである。

示すように天端部分の覆工コンクリートが充填不足とな
ることで、発生したものであると推察されている。設計
時に前提としたトンネル外周地圧が全周等分布の状態に

（１）発泡ウレタン材料
①化学的諸元

なるという状態を満足しなくなり、ひび割れが発生した

NCO基を２個以上有するポリイソシアネートとOH基

と考えられる。実在のトンネルを調査したところ（写真

を２個以上有するポリオールを、触媒、発泡剤、整泡剤

－１）に示すようにスプリングラインにひび割れが発生

などと一緒に混合して、泡化反応と樹脂化反応を同時に

していることが確認された。

行わせて得られる、均一なプラスチック発泡体が硬質ウ

34︱ARIC情報№112 ー2014

ARIC情報112号 P34-39_官民連携 CS6.indd 34

2014/01/29 20:37

■官民連携新技術研究開発事業の成果紹介

レタンフォームである。この硬質ウレタンフォームを液
状で搬入し、専用の注入機を用いて空洞に液の状態で注
入することで、空洞内で硬質ウレタンフォームが形成さ
れる。このように現場で発泡形成される硬質ウレタンフ
ォームを発泡ウレタンと呼ぶ。発泡剤の量により発泡倍
率を調整することができ、触媒の量により反応速度を調
整できる。

（図－２）ポリウレタン反応式
②材料の特性
加圧充填用の発泡ウレタンの特性値は（表－１）のと
おりである。

（表－１）加圧充填用発泡ウレタンの特性値
項

目

混合液比重

単

位

充填用
加圧用
（SK― 01A）（SK― 01B）

−

フリーフォーム
kg/m3
密度

1.19
40±4

（図－３）トンネル天端における載荷圧力と変位の関係
（発泡ウレタンなし、発泡倍率40倍、30倍、20倍）

備考

1.19
40±4

（図－３）はトンネル天端が空洞の場合と、その空洞
に発泡倍率40倍、30倍、20倍の発泡ウレタンを充填した
場合の載荷圧力と変位の関係を示している。

N/mm2

0.20以上

クリームタイム

秒

14±5

14±5

制されたため、ひびわれ幅の拡大も抑制されると考えら

ゲルタイム

秒

60±10

15±10

れる。

圧縮強さ

0.20以上 JIS K 7220

（２）空洞充填の効果

ウレタンの存在によって、天端の外面方向の変位が抑

（３）加圧式裏込注入の効果

本研究では、発泡倍率の異なる発泡ウレタンを用いて

加圧式裏込注入工法では、空洞を発泡ウレタンで充填

トンネルの裏込め充填工法を疑似再現することによっ

させた後、再度注入孔を削孔し、加圧用発泡ウレタンに

て、適切な発泡倍率を検討した。載荷試験には、（写真

よって加圧力を作用させるものである。そこで、加圧力

－２）に示す分割エアーバッグ載荷装置を用いた。分割

が作用するか否かを検証するため、実大模型実験を行っ

エアーバッグ載荷装置は、エアーバッグに空気を注入し、

た。 実 験 で は、 圧 力 セ ン サ ー を 注 入 孔 か ら135mm〜

その空気圧によって設置された供試体を載荷する装置で

643mm離れた位置に設置した。実験結果を（図－４）

ある。

に示す。図の凡例に示される括弧内は注入孔からの離隔
を示している。（図－４）を見ると、同一の発泡倍率（30
倍発泡）であるが、空洞充填時と加圧時とで発泡する時
間（ゲルタイム）を変化させることで、躯体に加圧力を
作用させることが可能であることが分かった。

（写真－２）分割エアーバッグ載荷装置

（図－４）加圧式裏込注入工法による躯体への加圧力
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４．覆工背面を充填したトンネルの性能評価方法
（１）最大充填圧の決定手順

（図－５）は損傷充填圧を求める解析に用いた断面で
あり、R=1.1m、アーチ部巻厚0.25mの標準的なR―2R標
準馬蹄形である。コンクリートの圧縮強度は設計基準強

加圧式充填工法では、充填圧が小さすぎると十分な効

度の18N/mm2とし、解析に必要な引張強度と弾性係数

果が得られず、逆に大きすぎると覆工に損傷を与える恐

は2007年版のコンクリート標準示方書[設計編]に示され

れがある。充填工法の実施においては適切な圧力で充填

た手法を用い、圧縮強度から推定した。推定値は引張強

を行うことが極めて重要であると言えるが、最適な充填

度が1.58N/mm2、弾性係数が22kN/mm2である。

圧は現場の状況によってさまざまに異なることが予想さ

空洞の形状はアーチ頂部を中心に左右対称とし、大き

れる。ここでは破壊解析を用いて、施工管理における最

さはアーチの中心からみて左右それぞれに５度、10度、

大充填圧の決定方法について提案する。

20度、25度、30度、35度、45度とした。

事前調査によりⅰ）目視調査によるひび割れの様子、

これらの条件に基づき、ひび割れ荷重と破壊荷重を求

ⅱ）レーダー探査による覆工の厚さ、ⅲ）コンクリートコ

めた。ひび割れ荷重は現場で確認ができる内面にひび割

アの採取と試験によるコンクリートの強度や弾性係数が

れが生じる荷重としており、内面にひび割れが生じると

得られる。その上で、以下の手順で背面からの岩圧・土

同時に破壊に至るような場合については、ひび割れ荷重

圧を推定し、さらには充填圧力を決定することとする。

と破壊荷重を同一の値とした。

①覆工の構造モデルの作成。

（表－２）ひび割れ荷重と破壊荷重（MPa）

②底版の支持条件：両端で支持するもの（以下、単純支

空洞 覆工
5度 10度 15度 20度 25度 30度 35度 45度
状態

承とする）と底版の下面を固定するもの（以下、底版

支持

固定とする）を考える。

ひび
0.070 0.066 0.062 0.058 0.054 0.052 0.050 0.046
単純支承 割れ
破壊 0.084 0.072 0.072 0.066 0.064 0.058 0.058 0.052

③背面からの荷重：等方等圧とし、背面空洞を除く部分
に作用させる。
④現場の状態に近いひび割れが生じる最小限の荷重（以
下、ひび割れ荷重とする）と覆工が破壊される直前の
荷重（以下、破壊荷重とする）の両者を破壊解析で求

ひび
0.930 0.410 0.254 0.198 0.162 0.136 0.120 0.104
底版固定 割れ
破壊 1.360 0.820 0.254 0.198 0.168 0.158 0.138 0.322

める。
⑤ひび割れ荷重や破壊荷重の作用下で空洞部分に別途荷

（表－２）に示すように、空洞が大きくなるほどひび

重を作用させ、空洞充填を模擬した解析を行い、覆工

割れ荷重と破壊荷重の両方が小さくなっている。また、

に新たなひび割れが生じる充填圧や覆工が破壊される

ひび割れ荷重と破壊荷重はインバートの支持条件によっ

充填圧（以下では両者を区別せず、損傷充填圧とする）

て大きく異なっており、インバートの支持と変形が覆工

を求める。

全体の変形や変状に大きく影響することがわかる。

⑥単純支承＋ひび割れ荷重、単純支承＋破壊荷重、底版

続いて、これらの条件について求めた損傷充填圧を（表

固定＋ひび割れ荷重、底版固定＋破壊荷重の４条件の

－３）に示す。表中の***は現実には生じえない破壊やひ

それぞれについて得られた損傷充填圧の中から、最小

び割れを生じたもの、>0.5は0.5MPaより大きくなり、

のものを施工管理上の最大充填圧とする。

計算を打ち切ったものである。

（２）損傷充填圧の決定例

（表－３）条件ごとの損傷充填圧（MPa）
支持

空洞 覆工
5度 10度 15度 20度 25度 30度 35度 45度
状態

ひび
>0.5 0.364 0.280 0.236 0.216 0.196 0.174
単純支承 割れ
破壊 *** *** *** 0.246 0.214 0.192 0.176
ひび
>0.5 >0.5
0.358 0.312 0.292
>0.5 0.456
底版固定 割れ
破壊 >0.5 >0.5
0.364 0.344 0.318

0.154
0.154
0.294
0.322

（図－５）解析断面
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（２）注入発泡装置

５．施工システム

当工法に使用する注入発泡装置は（写真－３）に示す

（１）施工フロー

ようにコンパクトで、小口径のトンネル内部に容易に持

（図－６）は加圧式充填ウレタン工法の施工フローを

ち込むことができる。

示している。また、
（図－７）に施工イメージを示した。

①準備工
②ウレタン注入工「タイプＡ」

③ウレタン注入工「タイプＢ」
〈加圧注入〉

④復旧工

②−①

注入孔削孔

②−②

注入管設置

②−③

予備発泡

②−④

本発泡

③−①

注入孔削孔

③−②

予備発泡

②−③

本発泡

④−①

孔埋め

④−② 片付け
（図－６）施工フロー

〈装置仕様〉
品

名：リアクター
E–10

最大動作圧力：13.8MPa
最大ホース長：32m
吐

出

重

量：5.4kg/min
量：72kg

（写真－３）リアクター E–10

６．品質管理・維持管理方法
タイプAにおいては温度センサーを適宜配置して、空
洞内にウレタンが充填されていることを確認した。
タイプBでの注入管理においては圧力センサーと簡易
多点レーザーを併用することにより十分本工法の性能を
満足するような管理を行えることを確認した。

（表－４）品質管理項目と内容
段

階

項

目

材料品質確認

内

容

試験成績表により確認する

キャリブレーションにより配
施工前 注入材の配合確認 合比率と流量計の精度を確認
する
注入材の発泡確認 注入材の発泡状態を確認する

施工中

注入材の配合確認

空缶検査にて配合比率と流量
計の精度を確認する

注入量の確認

注入量を流量計及び空缶にて
管理する

注入圧の確認

注入圧を圧力計にて管理する

（図－７）施工イメージ
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７．実証試験による確認
（１）事例調査結果
事前調査により以下の空洞が確認された。

（図－９）計測センサーの計測位置
（３）充填工
調査により確認された空洞に充填用SK―01Aを注入し
た後、加圧用SK―01Bを加圧注入した。

（４）圧力測定結果
ウレタン注入における圧力センサーの結果を示す。圧
力センサーは注入孔から10cm離れた位置に設置してい
る。タイプA、タイプBによらず、注入地点の圧力セン
サーは、注入中、発泡中に応答した。また、加圧式裏込
注入後の圧力は、温度の影響により低下するものも見ら
れたが、加圧力がゼロとなることはなかった。

（図－10）圧力センサーの経時変化
（５）１年経過後の調査結果
施工１年後の躯体状態を調査した。躯体調査について
は、ひび割れ位置の確認とコンタクトゲージを用いたひ

（図－８）トンネルと地山との空洞横断図

び割れ計測を行った。
施工後から１年後のひび割れ幅は、右岸側ではひび割
れ幅が施工前に近くなる傾向を示す。一方、左岸側では

（２）計測器の取り付け

ひび割れ幅が閉じる傾向を示していることが分かる。以

注入に当たり、以下の計測器を取り付けた。

上から、加圧式裏込注入工法によるひび割れ幅は、施工
後１年経過しても施工前の状態には戻らない傾向を示
す。

（表－５）計測器
名称

センサー名

台数

ウレタン圧力計測 挿入型圧力センサー ５個
ウレタン温度計測 熱電対

一式

躯体の変位計測

亀裂変位計
コンタクトゲージ

３個
一式

計測データ記録

データーロガー

TDS102：１台
TDS303：１台
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（２）利用に当たっての適用範囲・留意点
加圧式裏込充填工法は、SK― 01Aを充填した後に、SK
― 01Bにより覆工の背面を加圧して耐荷性能を回復させ
るものである。
（図－12）に硬質発泡ウレタンを対策工
として検討する手順の例を示した。加圧裏込注入工法を
適用するためには、以下の項目について調査して、覆工
の耐荷性能を事前に予測しておく必要がある。
ａ）覆工厚
ｂ）覆工コンクリートの圧縮強度
ｃ）空洞範囲
ｄ）地山からの土圧

（図－11）コンタクトゲージによる計測結果

８．事業の成果
（１）成果から得られる効果
農業用水路トンネルに発生している変状は農業水利施
設特有の変状であり、本事業ではその変状の発生メカニ
ズムを明らかにし、発生メカニズムを踏まえた合理的な
空洞充填技術について研究開発してきた。
その成果として、まず硬質発泡ウレタンにより既設の

（図－12）外力によるひび割れタイプの場合の対策検討
フロー例

９．まとめ

農業用水路トンネルの空洞を充填すると、トンネルの耐

本研究開発事業では、まず、供用中の農業用水路トン

荷性能が向上することが模型実験で確認された。硬質発

ネルに発生している代表的な変状は、スプリングライン

泡ウレタンは従来のセメント系のエアモルタルなどの注

付近に生じているひび割れであることを事例調査により

入材と比較して、軽量であることから既設トンネルの荷

確認した。そして、その変状の原因はトンネル天端背面

重負荷を軽減でき、既設トンネルの延命化を図る効果が

に存在する空洞と考えられ、施工技術の未熟な時代に施

期待できる。

工されたトンネルでは天端部分の裏込めコンクリートが

また、硬質発泡ウレタンは比較的小型な設備で施工が

充填不足となることで発生したものであると考えられ

でき、経済的な空洞充填工法の適用範囲を内空断面の小

た。そこで、試作した分割エアーバッグ載荷装置を用い

さい農業用水路トンネルにまで広げる効果がある。

てひび割れ発生のメカニズムを明らかにするとともに、

次に本研究開発事業の成果として、覆工背面に充填す

空洞充填による耐荷力増強効果を確認した。

る硬質ウレタンの発泡圧（加圧力）を利用して、覆工背

次に、これらの成果を踏まえた合理的な補修・補強工

面の圧力を増大させて、トンネルの変形性状を変化させ

法として、現場発泡硬質ウレタンフォームによるトンネ

ることができることが確認できた。このことは、空洞充

ル天端空洞への充填工法の開発に着手し、実用工法とし

填によるトンネル覆工の機能を補強または回復させる

て確立した。本工法の特長は、トンネル覆工背面と地山

改修工法

となり得ることを示唆するものである。硬

との空洞に空洞充填用の硬質発泡ウレタン（タイプA）

質発泡ウレタンをトンネル覆工背面の空洞へ充填して既

を充填して地山のゆるみや崩落を事前に防止する工程を

設トンネルの機能回復することにより、高価な従来の 改

第一段階とし、タイプAを充填した後に加圧充填用の硬

修工法

質発泡ウレタン（タイプB）により覆工の背面を加圧し

の適用が不要となり、ストックマネジメントに

資すると考えられる。

て耐荷性能を回復させる加圧式裏込充填工程の第二段階
としたことである。
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