
スマートショット工法

１社会的効果

凍結融解、塩害劣化が複合して作用する地域の
RC構造物延命化技術の構築が求められています。

これまでの技術

スマートショット工法

２社会的効果

スマートショット工法は、
私たちの安全な暮らしを支えています。

コンクリート片の剥落を押さえ
凍害にも強い性能を実現しました！

各地での運用で
工期縮減、全体コスト縮減を実現！

アラミド繊維で補強する際に、ビニロン短繊維や中空微小球体を混入したコンクリートやモルタルを吹き付け

て構造物に固定することで、これらの複合的効果により、せん断耐力が増加し、コンクリート片の剥離・剥落が

起こりにくく、さらに、凍害にも強いなどの優れた性能を有しています。

スマートショット工法は、従来の工法と比較すると、施工の簡便化により、全体コストの縮減が可能となります。

また、工事期間を短縮することができます。

北海道は、凍結融解による凍害劣化に加え、沿岸部の飛来塩分や凍結防止

剤等の塩分による塩害劣化が複合して作用するため、コンクリート構造物が劣

化しやすい過酷な環境です。

そのため、「凍害」、「凍害・塩害複合劣化」の劣化メカニズム、劣化予測技術の

研究とともに、コンクリート構造物の耐久性向上技術（延命化技術）、維持管理

コストの縮減提案が必要となっています。

【デメリット]

●剥離・剥落の危険性がある

●補修型枠を要する場合がある

●型枠や表面塗布があり工期が長い

スマートショット工法は既設RC構造物の補修補強を
合理的・効果的に行うことができる技術です。

これまでの吹付けコンクリー工法と比較すると、金網の代替としてアラミド繊維メッシュを用いることでより高い補強効

果が得られ、ビニロン短繊維の架橋効果で優れた靱性能が期待できるとともに、剥離・剥落を防止することができます。

また、アラミド繊維およびビニロン繊維は軽量かつ腐食等の懸念もないことから、長期的な耐久性向上に伴うLCCの縮減

を期待できます。

また、連続繊維シート補強工法と比較すると、劣化したコンクリート部位をはつった後に型枠の設置が不要であることや、

プライマー塗布およびコンクリート塗装が不要であることから、工期を短縮することができます。また、急結剤を用いない

ため、コテ仕上げが可能であり美観が向上します。

【メリット]

●剥離・剥落を抑制できる

●型枠の設置が不要

●型枠、表面塗布が不要で工期を短縮できる

【頂版詳細図】

【コンクリート（橋台）の劣化】

剥落抑制効果 押し抜きせん断耐力

PVA混入モルタル吹付AFRPメッシュ取付 施工後

連続繊維メッシュからはせん断耐力、曲げ耐力及び押抜きせん断耐力の向上効果を、さらに短繊維混入コン

クリートを併用することで、剥落抑制効果を得ることができます。

従来のシート工法と比較すると、表面処理を簡便化できることから、全体コストの縮減が可能です。

凍結融解作用や凍結防止剤の影響等、積雪寒冷地特有の環境に対して高い耐久性を有し構造物の長寿命化を

実現できます。

表面含浸工法

１社会的効果

積雪寒冷地のコンクリート構造物では
長期耐久性の確保が課題となっています。

これまでの技術

表面含浸工法

２社会的効果

表面含浸工法は、
私たちの豊かな暮らしを支えています。

コンクリート構造物の
長寿命化を実現しました！

耐久性を確保しながらの
ライフサイクルコスト縮減を実現します！

シラン系表面含浸材の撥水効果は、塗布後6年経過後の追跡調査でも、表面直下から深さ約1cmの吸水

防止層が保持されています。

また、雨天時の状況から、塗布区間は無塗布区間に比べると全体的に吸水が抑制されていることが確認され

ています。道東地域の道路橋地覆における4年後の調査では、表面のスケーリング発生を無塗布の約４割に

軽減しました。

過去3年間に新設された橋梁の地覆を対象にライフサイクルコスト縮減効果を試算すると、約

12.4億円となります。

寒冷地のコンクリート構造物は、厳しい気象環境や凍結防止剤等

により凍害や塩害を複合的に受けるため、スケーリング（表面がう

ろこ状に剥離する形態の凍害）の被害が多くみられます。

スケーリング被害による維持管理や補修の増加、また補修・改修工

事に伴う環境負荷の増大が懸念されています。

そのため、コンクリート構造物の耐久性を長期的に確保することは、

ライフサイクルコスト縮減・環境負荷軽減の観点からも非常に重要

となっています。

【デメリット]

●工程が複雑で高価

●水蒸気を溜め障害を起こす

●紫外線の影響を受けやすい

表面含浸工法はコンクリートに撥水性を持たせ
吸水抑制機能を発現させる技術です。

『シラン系表面含浸材』は、コンクリートの表層に吸水防止層を形成し、外部からの水や塩化物イオンの侵入を抑

制する機能を有する含浸性の浸透材です。

【メリット]

●工程が少なく簡便、施工性に優れる

●水蒸気透過性を有する

●含浸部は紫外線の影響を受けない

国立研究開発法人
土木研究所・寒地土木研究所

研究成果が、「北海道開発局道路設計要領」に反映され、新設および打換えの地覆および剛性防護柵

を中心に、シラン系表面含浸材が適用されています。

〒062-8602
札幌市豊平区平岸1条3丁目1番34号

http://www.ceri.go.jp/

【スケーリング被害状況】

【撥水状況（施工2年経過） 】

塗布すると、コンクリート表面およびコンクリート内部の

ひび割れの壁面に、分子レベルの撥水構造が形成されます。

これによって表面付近のコンクリートが撥水性を有し、吸

水抑制機能が発現します。

【雨天時の状況（塗布後6年経過）】【吸水防止層の状態（塗布後6年経過）】

平成20～22年度の道内国道の新設橋梁の

推定総延長20.1ｋｍへの適用を基に試算

無塗布
（地覆打換）

塗布

(再塗布6年間隔)

～研究成果の社会的効果～ 共通編



再生粗骨材の塩化物量の簡易な測定方法～試験紙法～

１社会的効果

２社会的効果

試験紙法は、
私たちの豊かな暮らしを支えています。

計測時間を短縮し、コストを縮減しました！

試験精度は高く作業性も向上します！

試験紙法の精度を確認するため、再生粗骨

材の全塩化物量を測定し、ＪＩＳ法による測

定値と比較した結果、試験紙法で求められる

全塩化物量はＪＩＳ法による測定値と同等以

上（安全側）になることを確認しました。煩

雑・困難な作業が少なく、簡易測定が可能で、

効率的な品質管理に寄与します。

試験紙法の測定所要時間は10分程度です。

3社会的効果
活用範囲の拡大が期待されます！

再生骨材は、現在路盤材として利用されていますが、その需要は低下しており、コンクリート構造

物への適用を含めた利用範囲の拡大が期待されます。再生粗骨材の製造、コンクリート製品の製造、

現場でのコンクリート施工等において、自社規定に基づく品質管理検査などでの活用が期待されます。

再生粗骨材をコンクリートに用いる場合、含まれる

塩化物量が管理規格値以下であることを確認する必

要がありますが、品質のバラツキが大きいため塩化物

量試験の頻度が高くなり、所要時間や費用負担が大

きくなります。

試験紙法は
簡便かつ安価に塩化物量を測定するための技術です。

「試験紙法」は、生コンの塩化物イオン濃度を測定する際に使用される試験紙タイプの測定計を利用して、簡単か

つ安価に再生粗骨材の塩化物量を測定することが出来る方法です。

従来の試験方法で用いられる特殊な薬品や滴定器具を使用しないため、現場で測定が可能であり、測定に要する時

間の短縮とコストの縮減を図ることが出来ます。

試料の準備 塩化物の抽出 塩化物量の定量

再生粗骨材を5㎜以下に
粗砕し、24時間自然乾
燥させる

保温容器に入れて沸騰
させた蒸留水と混合し、
２4時間静置したあと、
5分間振とうし、上澄
み液を採取する

上澄み液に試験紙タイ
プの塩化物量測定計を
3本入れて塩化物イオ
ン(Cl-)濃度を測定する

全塩化物量への換算

再生粗骨材の塩化物量は、全塩化物量で
管理されているため、試験紙法の測定結果
を全塩化物量に換算する必要がある。
換算には、以下の推定式を使用する。

αCl
R

W
 NaCl - ×××= 1.65(%)

(g)

(g)
(%)

g

g

ここに、
NaCl
Wg

Rg

Cl-

α
1.65

： 全塩化物量(%)
： 抽出に用いた蒸留水の質量(g)
： 分析試料の質量(g)
： 3本の測定値の平均(%)
： 一定係数 = 2.11
： NaCl と Cl- の原子量比によ
る換算係数

試験紙法による測定方法

これまでの技術 試験紙法

【デメリット]

●特殊な薬品や器具が必要

●現場測定が困難

●測定時間とコストがかかる

【メリット]

●特殊な薬品、器具は不要

●現場で測定可能

●測定時間の短縮とコスト削減が可能

ＪＩＳ法 約 1～2週間

試験紙法 約３日

およそ１／３～１／５

時間短縮

ＪＩＳ法 約 10千円/試料

試験紙法 約1千円/試料

およそ１／１０

コスト縮減
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試験法による全塩化物量の比較

再生粗骨材の利用拡大には
簡便で安価な測定手法を必要とします。

強酸性法面の中和緑化工法

１社会的効果

こ
れ
ま
で
の
技
術

中
和
緑
化
工
法

２社会的効果

強酸性法面の中和緑化工法は、
私たちの豊かな暮らしを支えています。

従来工法より安価に酸性物質の移動抑止と
土壌中和が可能な工法です！

対策コストを低減します！

中和工法は厚層基材種子吹

付工により形成した植生基盤

と強酸性土壌層との間に、炭

カル吹付層を挟在させること

により、従来工法より安価に

植生基盤への酸性物質の移動

の抑止及び強酸性土壌の中和

が可能な工法です。

中和工法は厚層基材種子吹付工により形成した植生基盤と強酸性土壌層との間に炭カル吹付層を挟

在させることにより、植生基盤への酸性物質の移動の抑止および強酸性土壌の中和が可能で、施工費

が従来工法より安価となります。従来技術（法枠工法）と比較し工事費で11千円/m2の削減と推計さ

れました。

3社会的効果 今後も本工法の活用が期待されます！

北海道内で確認されている酸性硫酸塩土壌は、大昔に浅い湾で、現在は陸地化している所から多数

発見されています。また、イオウ温泉に長い年月にわたって浸かっていた岩石や土が酸性硫酸塩土壌

に変質している場合もあります。

今後も新たな場所から酸性硫酸塩土壌が発見されると考えられますので、強酸性土壌、強酸性岩盤

が露出した法面において、本工法の活用が期待されます。

空気や水に触れて酸化すると硫酸を生成し、pH3.5以下の強い酸性

となる土壌があります。硫酸の元となる硫化鉄や二硫化鉄(黄鉄鉱)

などのイオウ化合物を多量に含んでいる土壌で、暗オリーブ色～青

灰色の特徴的な色をしています。このような土壌を酸性硫酸塩土壌

と総称します。道路や河川の造成・改修工事などで、酸性硫酸塩土

壌が露出した場合、法面（切取り又は盛土によってつくられた人工

的傾斜面のこと）を保護する植生が定着しません。そのため、酸性

硫酸塩土壌を普通の土壌で厚く覆い隠すなどの対策工事を施工して

きていましたが、工事現場の状況によっては、そのような工事が難

しい場合もあります。また、工事の費用も高額となります。

【デメリット]

●植生不良

強酸性法面の中和緑化工法は
長期にわたって法面の緑化が保全できる技術です。

中和緑化工法では工事直後から、植生が正常に繁茂し、工事後16年を経過しても安定した植生が維持保全されていま

した。一方、比較のため行った遮水シート工法（酸性硫酸塩土壌の酸化を抑制して、植物の根を保護するために、水を

遮る樹脂製のシートを使用する工法）では、植生は繁茂定着しませんでした。

中和緑化工法は低コストで酸性硫酸塩土壌が露出した法面の緑化工法の一つとして利用できることを確認しました。

【メリット]

●長期に亘って生育良好

国立研究開発法人
土木研究所・寒地土木研究所

〒062-8602
札幌市豊平区平岸1条3丁目1番34号

http://www.ceri.go.jp/

青点：酸性硫酸塩土壌の出現箇所の緯度経度が明確な地点
黄色：酸性硫酸塩土壌の存在は確認しているが、出現地点

の緯度 経度が不明な市町村

【北海道内の酸性硫酸塩土壌の出現地点位置図】

【酸性硫酸塩土壌法面で試験した２種類の緑化工法の植生の持続性】

造成工事などで露出した酸性硫酸塩土壌の
対策工事は難しく、費用も高価となります。

強酸性土壌（pH4以下）が露出した法面の緑化に関しては日本道路協会「道路土工のり面工・斜面

安定工指針」において「法枠を打設してその中に良質土を20cm以上置土する。」とされています。

施工１年後の植生の状態（1991年6月）

施工16年後の植生の状態(2008年11月)

中和緑化工法遮水シート工法

～研究成果の社会的効果～ 共通編


