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要旨：本研究は，下水汚泥焼却灰を含有した樹脂系防食被覆材で補修した下水道管路施設について，耐荷性能

の検討を行った。無筋コンクリート製の円形マンホールに補修材を塗布した供試管の外圧強度試験から，原管

より少ない部材厚でも，原管よりも高い破壊荷重値が得られ，補修材による耐力増強効果が確認できた。また，

モルタルバーを用いた曲げ強度試験から，断面の補修材比率が増加するほど，曲げ強度と変形量が増加するこ

とがわかった。モルタルバー供試体の歪み挙動等から，載荷当初はモルタルが応力を負担し，モルタルにひび

割れが発生した後，補修材が引張力を負担することで，曲げ耐力が向上したものと推察された。 
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1. はじめに 

 筆者らは，下水道管路内の狭隘，湿潤，流れの存在等

の厳しい環境下において施工可能かつ下水汚泥の資源化

に資する新たな防食材料の開発を行ってきた。開発した

防食被覆材は，施工性と資源化の観点から下水汚泥焼却

灰をフィラー（充填剤）として添加したエポキシ樹脂系

の材料で，従前の耐酸モルタル等と比べて，弾性係数は

低いが引張強度は高いといった特性を有している。今後，

この防食被覆材料を補修材として適用していくためには，

材料の物理特性を踏まえて耐荷性能の評価を行う必要が

ある。 

本研究は，開発した防食被覆材料で補修を行った下水

道管路施設について，無筋コンクリート製円形マンホー

ルの外圧強度試験を実施し，耐荷性能の評価を行うとと

もに，モルタルバーを用いた曲げ強度試験により，耐力

増強効果のメカニズムを明らかにしたものである。 
 

2. 補修材として用いる防食被覆材の仕様 

2.1 技術的背景 

 下水道管路を構成する構造物は，ヒューム管やマンホ

ールなどコンクリート製が多く，管路内に発生する硫化

水素を主因とする腐食が問題となっている。腐食が生じ

た構造物は，腐食で劣化した部位を除去し，損傷した断

面を修復補修した後，防食被覆材料を塗布する補修（防

食）が行われる。そこで筆者らは，エポキシ樹脂を主剤

とし，フィラー（充填剤）の一部として下水汚泥焼却灰

を添加した新たな防食被覆材料を開発し，断面修復とと

もに防食が同時に行える工法を開発した。
1) 

2.2 研究対象材料 

研究で用いた防食被覆材料の構成と仕様を，図－1，

表－1 に示す。図－1 に示す断面修復層と防食被覆層は，

機能上の概念であり，材料は同一である。これらを構成

する材料は，エポキシ樹脂系の主剤に，下水汚泥焼却灰

を粉砕加工して粒度を調整（1～100μm，図－2参照）し

たものをフィラーとして添加したもので，配合比は液だ

れ性，作業性等を考慮して 20%（重量比）としている。 
 

 
図－1 防食被覆材料の構成 

表－1 断面修復層及び防食被覆層の仕様 

種 類 主要成分 重量 
割合 

比重 

主 剤 変性エポキシ樹脂 
35% 

1.1 
硬化剤 変性脂肪族ﾎﾟﾘｱﾐﾝ 

充填剤 粒度調整灰* 20% 

 その他(ﾌｭｰﾑﾄﾞｼﾘｶ，ﾀﾙｸ，他) 45% 
*下水汚泥焼却灰の粒度を細かく調整したもの 

 
図－2 下水汚泥焼却灰の改質による粒度分布の変化 

 

2.3 施工方法 

本研究対象とする防食被覆材料を用いた作業の流れ

は，以下の通りである。（1）前処理工（高圧ジェット水

により腐食層を除去），（2）仮設工（下水の仮締切，仮

防食被覆層 5.0㎜（最小塗布厚）

エポキシ樹脂 【重量比35％】

粒度調整灰 【重量比20％】

その他 【重量比45％】
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排水等），（3）防食被覆工（プライマー⇒断面修復層⇒

防食被覆層⇒トップコート）の順で施工され，セメント

系材料の養生期間が 24 時間程度であるのに対し，必要な

養生期間は 2 時間である。実例として過年度実施した施

工実績調査では，標準的なマンホール（施工面積 6.0m2，

内径 900mm，深さ 2.0m）の場合 6 時間で完了した。
2) 

（施工前） 

 

（施工後） 

 
写真－1 マンホール内状況 

2.4 補修材の物理的特性 

 本研究の対象とした防食被覆材料の主要構成材料であ

る断面修復層及び防食被覆層（以下，補修材という）の

物理的特性を表－2 に示す。また，既設無筋マンホール

で使用されているコンクリート（18N/mm2）の物理特性

と比較した結果を表－3に示す。 

表－2 補修材の基礎物性 

項目 
試験 

方法 
分析値*1 

製 品 

規格値 

引張強度 JIS K 7161-1994 13.5N/mm2 10N/mm2
以上 

曲げ強度 JIS K 7171-2008 30.1N/mm2 － 

圧縮強度 JIS K 7181-2011 58.9N/mm2 50N/mm2
以上 

弾性係数*2 JIS K 7181-2011 5160N/mm2 4500N/mm2
以上 

ﾎﾟｱｿﾝ比 JIS K 7161-1994 0.23 － 

*1 分析値は，n=5 の平均値，*2 圧縮弾性率を示す 

表－3 補修材とコンクリートの物性比較 

項目  補修材 
コンクリート 

[f'ck=18N/mm2] 

引張強度*1 N/mm2 
13.5 

(8.65) 
1.56 
(1.0) 

圧縮強度 N/mm2 
58.9 

（3.27） 
18 

（1.0） 

弾性係数 N/mm2 
5160 

（0.23） 
22000 
（1.0） 

*1 コンクリート引張強度は ftk=0.23・f'ck
2/3として算出 

 

補修材の弾性係数は，5000N/mm2程度であり，コンク

リートの 1/4 以下であるが，圧縮強度は約 3 倍，引張強

度は 8 倍以上である。コンクリートとの付着特性は，JIS 

A 1171-2000（ポリマーセメントモルタルの試験方法），防

食マニュアル
3)
，建研式による方法を実施したが, 接着

強度 2.0N/mm2 以上若しくは母材で破壊することが確認

されている。 

 
写真-2 建研式の試験結果（母材破壊） 

3. 円形管の耐荷力増強効果 

3.1 実験目的と方法 

(1) 実験目的 

下水道の管路施設は，管きょとマンホールで構成され

るが，その形状は円形が多く，構造的には円環に分類さ

れる。筆者らは，内径 450mm の円形のコンクリート製

桝（部材厚 50mm）の内面を切削して補修材を塗布した

実験から，補修材により耐荷力が増加することを確認し

ている。
4) 

本実験では，施工実績の多い無筋コンクリート製の円

形マンホールに補修材を適用した場合の耐荷力増強効

果の確認と評価を目的に，JIS A 5363-2010に規定される円

筒部材の外圧強さの確認を行った。 

(2) 実験方法 

本実験は，「下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホ

ール（JSWAS A-11-2005）
5)
」に準拠して実施した。円形マ

ンホールの外圧強さは，図－3 に示すように供試体を水

平に置き，頂部より線荷重を加えて，破壊荷重値（破壊

耐荷力）を求めた。 

 

図－3 試験方法 5) 写真－3 試験の状況 

 

(3) 実験ケース 

無筋コンクリート製円形マンホールの試験ケースは，

表－4に示す通りである。基準となる原管は，内径 900mm，

壁厚 200mm，外径 1300mm，長さ 900mm の無筋コンク

リート製マンホールである。補修管は，内面が腐食によ

り減肉（断面縮小）した場合を想定して，マンホールの

外径を固定し，壁厚を薄くした供試体を製作したのち，

補修材を塗布したものである。 

 

表－4 外圧強度試験の供試体一覧 

分類  壁厚  補修材 ｺﾝｸﾘｰﾄ case 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ 

Hc 

補修材 

Hec 

合 計 

Ht 

比率 

Hec/Ht 

圧縮強度 No 

 (mm) (mm) (mm) (%) (N/mm2)  

原 管 200 0 200 0% 18.1 200‐0 

補修管 150 5 155 3.23% 18.9 150‐5 

 150 10 160 6.25% 18.8 150-10 

 150 20 170 11.8% 18.9 150-20 

*補修材厚 Hecは，補修材のうち防食被覆層の厚みを示す。 

（図-1 参照） 
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3.2 実験結果 

円形マンホールの外圧強度試験の結果を表－5 に示す。

なお，表中の破壊荷重値は，長さ 0.9m での試験値を 1m

当たりに換算したものである。原管の壁厚 200mm から

50mm 減肉した管（壁厚 150mm）に，補修材を塗布した

ケースでは，塗布厚が増加するにつれて，破壊荷重値は

増加した。20mm 塗布したケースでは，壁厚が 170mm と

原管の 15%薄いのにも関わらず，破壊荷重値は原管の

1.44 倍となった。 

 

表－5 外圧強度試験結果一覧 

分類 case 壁厚 (部材厚) 破壊 PB 

 No  比率 荷重値 比率 

  (mm) (-) (kN/m) (-) 

原 管 200-0 200 1.00 132 1.00 

補修管 150-5 155 0.78 91 0.69 

 150-10 160 0.80 106 0.80 

 150-20 170 0.85 190 1.44 

*破壊荷重値は, 試験荷重を供試管長 0.9m で除した値。 

*150-20は供試体数 n=3のため, 破壊荷重の中央値となる供試体

を記載。その他のケースは供試体数 n=1 である。 

 

 いずれの供試体も上下方向の内側，左右方向の外側に

クラックが入るとともに，それが急激に進展して破壊荷

重値に達した段階で 4 つのピースに破断した。また，補

修管のケースではいずれも塗布した補修材の剥離等は

見られず，コンクリート部と同一部位で破断することが

確認された。 

（破壊直前） 

 

（破壊後：4 ピース）       （破壊部位○の拡大） 

    

写真－4 外圧強度試験の供試体状況（150-20） 

本実験では，厚みを減じた円形マンホールの内面に塗

布する補修材の厚さを変化させた供試体を用いること

で，補修材の厚さと補強効果の関係を確認した。円環の

耐荷力（破壊荷重値）は部材物性と断面形状の２つの影

響を受ける。そこで，耐荷力に対する部材物性の影響を

比較するため，部材を梁と仮定して断面（壁厚 20～15.5 

cm×単位幅 100cm）を設定し，断面耐力（部材断面当り

の破壊荷重値）を算定した。補修材塗布厚と部材の断面

耐力の関係を図－4に示す。部材厚さを原管より 25%薄

くした減肉管（150mm）でも，補修厚さを増加させるこ

とで断面耐力は増加し，補修材厚さ 10mm（部材厚さ 20%

減）で原管と同等程度，補修材厚さ 20mm（部材厚さ 15%

減）では原管を超える部材耐力を確保可能なことが確認

できた。 

 
図－4 補修材の塗布厚と供試管の断面耐力との関係 

 

3.3 考察 

(1) 破壊モーメント 

円環の破壊モーメントは，リングの公式から式（1）

で表わされる
6)
。なお，式（1）で算定される破壊モーメ

ントは，管頂部と管底部に発生する最大曲げモーメント

である。 

＜管の破壊モーメント＞ 

 MB=0.3183・PB・r    (1) 

 ここに，MB：破壊モーメント（kN・m/m） 
  PB：破壊荷重値（kN/m） 
  r：管厚中心までの半径(m) 

 本研究の円形マンホールは円環であることから，式(1)

を適用して表－6の通り破壊モーメントを求めた。 

 

表－6 破壊モーメント MB(管長 1m あたり) 

分類 case 破壊荷重値 管厚中心 破壊ﾓｰﾒﾝﾄ 

 No PB 半径 r MB 

  (kN) (m) (kN・m) 

原 管 200-0 132 0.550 23.1 

補修管 150-5 91 0.573 16.6 

 150-10 106 0.570 19.2 

 150-20 190 0.565 34.2 

*管厚中心半径 r は，補修材を含む断面で算定 

 

(2) 原管に生じる曲げ応力 

表－6に示した破壊モーメント MBから，図－5に示す

ように原管の破壊部位を矩形断面梁と見なして，破壊モ

ーメント作用時の発生応力 σBを試算した。 
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 σB=MB/I・y   (2) 

  =23.1kN・m/66667cm4・10cm・103=3.46N/mm2 

 ここに, σB：破壊モーメント時の発生応力 
     MB:破壊モーメント（表－6） 
     I:断面二次モーメント I=1/12BH3 
      B=100cm, H=20cm 
      I=1/12・100・203=66,667cm4 
     y:中立軸からの距離, 20/2=10cm（壁厚中心） 

上式の通り破壊部位の発生応力 3.46N/mm2は, コンク

リート(18N/mm2)の引張強度 1.56N/mm2（表－3参照）の

約 2.2 倍であり, コンクリート(18N/mm2)の曲げ強度

（18N の 1/5～1/7，2.57～3.6N/mm2）と一致した。この

結果から原管はひび割れ発生後，速やかに破断すること

が裏付けられた。 

(3) 補修材による耐力増強効果 

外圧強度試験の結果から，部材厚さを減じた無筋円形

マンホールに補修材を塗布したケースでは，原管と比較

して単位断面積あたりの破壊荷重値の増加が認められ

た。補修材は，弾性係数がコンクリート（18N/mm2）の

1/4 以下と低いものの，コンクリート（18N/mm2）の 8

倍以上の引張強度を有する。このため，補修材が補強材

料例えば RC 構造物における鉄筋と同様の機能を担って

いると推測される。そこで，図－5に示すような破壊部

位のコンクリート断面の補修材を鉄筋に置き換えた単

鉄筋矩形断面を想定し，破壊モーメントと補修材の引張

強度との関連を検討した。 

 
図－5 円形管の破壊部位のモデル化の概念 

補修材降伏時の抵抗モーメントは，式(3)から導き出さ

れる。なお，コンクリートによる圧縮合力の作用位置は，

コンクリートの圧縮応力を圧縮縁から中立軸までの範

囲で三角形分布として，x/3（x は中立軸位置までの距離）

とした。 

Myec=Tyec・（d-x/3+hec/2）  (3) 

ここに, Myec:補修材降伏時の抵抗ﾓｰﾒﾝﾄ(N・mm) 
    Tyec:補修材の引張力(N) 
    d :有効高(mm), 150mm(ｺﾝｸﾘｰﾄ部材厚) 
    x :中立軸位置(圧縮縁からの距離)(mm) 
    hec：補修材塗布厚(mm) 

 ここで，補修材の引張力 Tyec並びに中立軸位置 x は次

式(4)，(5)で算定できる。 

 Tyec=Aec・ftec   (4) 

 ここに，Tyec:補修材の引張力(N) 
     Aec:補修材の断面積(mm2) 
       Aec=hec・B 

       補修材厚 hec：5,10,20mm 
       部材幅 B:1000mm 
     ftec:補修材の引張強度(表－3より 13.5N/mm2) 

 x=nec・Aec/B{-1+√(1+2Bd/necAec)} (5) 

 ここに，nec:補修材とコンクリート(18N/mm2)の 
ヤング係数比,  
nec=Eec/Ec=5000/22000=0.227 

     Aec：補修材の断面積(mm) 
B : 部材幅 1000mm 

    d : 有効高(mm), 150mm(ｺﾝｸﾘｰﾄ部材厚) 

表－7 補修材の抵抗モーメント Myec算定結果 

 
表－7 より，150-20，150-10 のケースでは，補修材の

抵抗モーメント Myecと破壊モーメント MBが概ね一致し

ており，補修管では補修材による引張強度の増大が部材

の抵抗モーメントを増加させ，破壊モーメントの強さを

決定していることが確認できた。なお，150-5 のケース

では，補修材の抵抗モーメントよりも実際の破壊モーメ

ントの方が高くなっているが，これは補修材（防食被覆

層）塗布厚が 5mm と少ないため，素地調整として塗布

する断面修復層（図－1 参照）の影響を受けたものと推

察される。 

 

4. 補修材による曲げ耐力増強のメカニズム 

4.1 実験概要 

(1) 実験目的と方法 

補修材の曲げ耐力増強効果のメカニズムを明らかに

するために，補修材を塗布したモルタルバー供試体を作

成し，曲げ耐力を確認した。 

 本実験は，モルタルバー（40mm×40mm×160mm）に補

修材を塗布した試験体を作成し，JIS A 1106-2006に準拠し

て 4 点曲げ試験（3 等分点載荷法）を実施した。モルタ

ルバーは，JIS R 5201-1997に準拠（W/C=0.50）して製作さ

れた既製品を用いた。 

 
図－6 4 点曲げ試験（3等分点載荷法）の方法 

部材高 As

単鉄筋矩形断面梁

クラック

クラック

クラック

クラック

補修材

補修材矩形断面梁

部材幅B

d

hec

補修材

円形管

項目 単位 150-5 150-10 150-20
補修材 塗布厚 hec mm 5 10 20

部材幅 b mm 1000 1000 1000

断面積 Aec mm2 5000 10000 20000

弾性係数 Eec N/mm2 5000 5000 5000

引張強度 ftec N/mm2 13.5 13.5 13.5

コンクリート 有効高 d mm 150 150 150

弾性係数 Ec N/mm2 22000 22000 22000

ヤング係数比 nec - 0.227 0.227 0.227

中立軸位置 x mm 17 24 33

補修材の引張力 Tyec N 67,500 135,000 270,000

補修材の抵抗モーメント Myec N・mm 9,903,098 19,847,806 40,260,538

kN・m 9.9 19.8 40.3

破壊モーメント MB kN・m 16.6 19.2 34.2

【供試体】

幅40mm×高40（～30）mm×長160mm

※モルタルバー底部に補修材を塗布

P

(純曲げ区間)

40mm40mm 40mm 20mm20mm

ｌ＝120mm

160mm

40～30mm
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また，4 点曲げ試験は変位一定制御で実施し，最大荷

重値を計測するとともに，垂直変位と歪みの連続計測を

実施した。垂直変位は試験機のストローク量，歪みは図

－7に示す位置に設置した歪みゲージにより計測した。 

（補修材なし） 

 

（補修材あり） 

 

図－7 歪みゲージの設置位置 

 

(2) 実験ケース 

実験ケースは，基準となる補修材なしとモルタルバー

の底部を一定厚切削した試験片（35mm，30mm，25mm）

に補修材を 5mm 塗布した 3 ケースを設定し，それぞれ

n=3 とした。また，全体部材厚に対する補修材厚の比率

（補修材比率）に着目して，モルタルバーと円形管の結

果を比較した。モルタルバー供試体（35-5）の補修材比

率は 12.5%で, 円形管の外圧強度試験における 150-20 の

ケース（11.8%）と概ね一致する。 
 

4.1 実験結果と考察 

(1) 破壊荷重と曲げ強度 

４点曲げ試験における最大荷重値の試験結果（破壊荷

重値），並びに同試験結果から算定した曲げ強度を表－8

に示す。コンクリート部と補修材のひび割れ位置は一致

し，曲げ破壊時にも付着性は失われていなかった。（写

真－5参照）。曲げ強度は，図－8に示す通り，補修材比

率が増加するほど，向上することが確認できた。 

表－8 供試体の破壊荷重値と曲げ強度 

 
*1 上表中の曲げ強度は，中立軸を補修材を含む全厚（高 Ht）

の中心として算定したものである。 
*2 供試体の垂直変位を表す。 

 

図－8供試体の補修材比率と曲げ強度との関係 

 

補修材なし  補修材あり  
40-0 35-5 30-5 25-5 

   

＊○はひび割れ（破断）位置を示す。 

写真－5 4 点曲げ試験実施後の供試体外観 

 

(2) 荷重と変位の関係 

 各ケースにおける荷重-変位曲線を図－9に示す。補修

材を塗布したモルタルバーは，補修材がないモルタルバ

ーと比較して，破壊荷重値に加え，垂直変位も大きく，

特に補修材比率が 16.7%である供試体（25-5）では破壊

時の垂直変位量が 2 倍以上になっている。 

補修材は，弾性係数が低いため部材が一定量変形する

ものの，コンクリートよりも高い引張強度により，ひび

割れが生じたモルタル断面の変形を拘束し，曲げ耐力を

向上させた。 

 
*各ケース共，３個ある供試体の試験結果のうち，最大たわみ（垂直変位）

量が中央値となる供試体（表－8参照）のデータを図化したものである。 

図－9 供試体の荷重-変位曲線 

 

(3) 供試体表面の歪み挙動 

 各ケースにおける荷重-歪み曲線を図－10，11に示す。

補修材を塗布したモルタルバーは，補修材比率が外圧強

度試験を実施した円形マンホール 150-20 と概ね一致す

る 35-5 を抽出した。 

 補修材がない供試体（40-0）では，モルタルバー上部

（圧縮側），モルタルバー底部（引張側）が線対照な挙

動を示し，底部歪みが 250μεとなった時点で破断した。 

①
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曲げスパン l mm 120 120 120 120
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2
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 一方，補修材が塗布された供試体（35-5）では，モル

タルバー底部の歪みが 220μεに達するまでほぼ弾性的な

挙動を示し，歪みが 1200με程度まで変形した時点でモル

タルバーは破断した。 

 
図－10 補修材なし(40-0)の荷重-歪み曲線 

 

 
図－11 補修材あり(35-5)の荷重-歪み曲線 

 

(4) ひび割れ発生時の歪みと補修材の効果 

部材断面の補修材比率とモルタルバー底部に生じる

歪み挙動の変曲点が生じた歪みとの関係を図－12に示

す。変曲点の歪みは補修材の有無に関わらず 180～270με

であった。 

 
図－12 供試体の補修材比率と供試体（モルタル部） 

底部のひび割れ発生時の歪みとの関係 

 

モルタルバーの曲げ強度（表－8より 7.0N/mm2）から，

モルタルバーの弾性係数を 30,000N/mm2程度と仮定して，

モルタル部のひび割れ発生歪みを概算すると，233με

（7.0/30,000×106＝233με）となり，図－12に示した変曲

点歪みとほぼ一致した。このことから，曲げ耐力の向上

は，当初は弾性係数の高いモルタル部が主として応力を

負担し，モルタルにひび割れが発生した後，補修材が引

張力を負担することで，得られたものと推察される。 

 

5. まとめ 

本研究で得られた結果を以下に示す。 

(1)無筋コンクリート製円形マンホールの外圧強度試験

の結果から，補修材を塗布することで原管より少ない

部材厚でも，原管よりも高い破壊荷重値が得られるこ

とがわかり，補修材による耐力増強効果が確認できた。 

(2)円形管の破壊部位を単鉄筋矩形断面に置き換え，補修

材の引張強度を反映した抵抗モーメントを試算した

結果，破壊モーメントと概ね一致したことから，補修

材の引張力が破壊モーメントに抵抗することが確認

できた。 

(3)モルタルバーを用いた曲げ強度試験から，断面におけ

る補修材比率が増加するほど，曲げ強度，並びに変形

量が増加し，補修材による耐力増強効果が確認できた。 

(4)曲げ強度試験におけるモルタルバーの歪み挙動から，

載荷当初は弾性係数の高いモルタル部の応力負担が

大きく，モルタルにひび割れが発生した後，補修材が

引張力を負担することで，曲げ耐力が向上したものと

推察された。 

 

今後は，実験により円形管の破壊時の荷重と変位及び

歪みとの関係を整理するとともに，FEM による解析等

により詳細な挙動を解明し，補修材を用いた補強に関す

る設計手法を提案していく予定である。 
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