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1. はじめに 

舗装のクラックにシール材を充填するシール材注入工法は、クラックから舗装体内への雨水等の浸

透を防ぎ、舗装の構造的な強度低減を遅延させる有効的な維持工法である。シール材注入工法に用

いられるシール材には、加熱アスファルト系シール材（以下、加熱シール材）、アスファルト乳剤系シ

ール材、そして樹脂系シール材などがある。当社が保有するアスファルト乳剤系シール材「RC メンテ」

は発売開始から 25 年間が経過し、多くの実績を有するアスファルト乳剤系シール材である。熱溶着型

である加熱シール材と異なり、反応型である RC メンテは可使時間に制約があるため、施工効率の低下

が以前から指摘されていた。そこで、施工効率の向上を目的に、新たな専用の注入機を開発し、比較的

交通量の多い路線において施工した。 

本文では、加熱シール材と比較した RC メンテの諸性状を各種室内試験により改めて検証すると共に、

専用の注入機を用いた RC メンテの施工方法の検討、そして実路での施工事例について報告する。 

 

 

2. ＲＣメンテについて 

RC メンテは、高ゴム化アスファルト乳剤を主成分とする主剤と硬化剤

から構成され、施工時に主剤と硬化剤を一定の割合で混合後、クラックへ

充填する。写真-1のように RC メンテはボトルタイプ（主剤 340ml、硬化

剤 20ml）であり、上部先端の任意の箇所をハサミなどでカットすること

により、クラック幅に応じた注入口を現場で作製することが可能である。 

しかし、可使時間に制約がある、施工後にボトルおよびビン容器がゴミと

して残るなどの課題がある。 

RC メンテの一般的な性状を表-1に示す。 

 

3. ＲＣメンテの室内性能と評価 

3.1  ＲＣメンテの浸透性能 

 クラックの微小間隙に各シール材を注入した

ときの注入性能を把握することを目的に、様々

な試験条件下での浸透深さを測定した。試験で

は、改質Ⅱ型密粒度（13）マーシャル供試体

の圧裂試験後に生じた間隙（最大浸透深さ

63.5mm）を模擬クラックとした。また、それ

ぞれの施工時期を想定し、シール材注入時の 

供試体温度を変えて試験を行った。 

主剤 

硬化剤 

19.9 20以下

1.018 1.00～1.02

0.24 0.5以下

5 6以下

120 80以上

初期貫入量　 mm 1.1 0.5～1.5

復元率　　　　％ 60.5 60～70

0 5以下

11.6 3以上

表-1  RCメンテの一般的性状

硬化後の性状

針入度（円すい針, 25℃)  mm

軟化点（環球法）　　　 ℃

弾性

流れ量(60℃)                     mm

引張量(-10℃)                    mm

試験項目 試験結果 社内規格

硬化前の性状

揮発分　　　　                ％

比重

粘度(25℃)　　                Pa･s



各供試体温度におけるクラ

ック幅と浸透深さの関係を図

-1に示す。RCメンテの場合、

供試体温度やクラック幅に関

係なく供試体の全厚である

63.5mm まで浸透することが

わかった。一方、加熱シール

材の場合、供試体温度による

影響はほとんど見られなかっ

たが、クラック幅に対する影響が大き

く、いかなる試験条件でも RC メンテ

より浸透深さが低い傾向にあった。 

 以上のことから、RC メンテの浸透性能は、加熱シール材よりも優れ、その傾向はクラック幅が小

さい程顕著になり、温度の影響を受けにくいといえる。 

 

3.2  路面状態が接着性能に与える影響 

NaCl の有無と湿潤状態が接着性能に

与える影響を把握することを目的に、『注

入材の引張接着試験』1)、『円筒状供試

体を用いた引張試験』2)、『引張接着試

験』3) に準じた試験を行った。なお、

NaCl 散布量は既往仕様書を参照し、

20g/m
2 の固形材を散布した 4)。各種引張

試験の結果を表-2に示す。 

 実施工の再現に最も近い『注入材の引張試験』に着目すると、RC メンテの引張接着力はどの路面状

態でも同程度であったが、加熱シール材の引張接着力は、無処理の路面状態と比べると湿潤状態では僅

かに低下し、NaCl では大きく低下した。これらの結果は、『引張接着試験』でも同様の傾向であった。

一方、『円筒供試体を用いた引張接着試験』ではどのシール材も同程度の接着強度であるといえる。 

 以上のことから、RC メンテは NaCl や湿潤の路面状態でも接着性能の低下が少ないと推察される。 

 

 

4. 注入機の検討 

RC メンテの施工効率の向上を目的に、簡易的な注入機

での施工方法「Road Crack Maintenance Injection Method」

（以下、RCMI 工法）を検討した。注入機を写真-2 と写

真-3に示す。検討した注入機は手動式とポンプ式があり、

手動式は注入機本体、カートリッジ、ラインミキサ、先

端ノズルから構成され、ハンドルを操作することでカー

材料 路面状態

注入材の
引張接着試験

引張接着力(N)

円筒供試体を
用いた引張試験

引張強度(MPa)

引張接着試験

引張接着強度

(N/mm
2
)

無処理 167 1.03 1.02

NaCl 157 1.03 0.89

湿潤 167 1.04 1.08

無処理 183 1.04 1.26

NaCl 150 1.03 0.89

湿潤 170 1.01 1.05

表-2 各種引張試験結果

RCメンテ

加熱注入材

写真-2  RC メンテ注入機（手動式） 

先端ノズル 

ラインミキサ 

カートリッジ 

注入機本体 

図-1  各注入材のクラック幅との浸透深さの関係 
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トリッジ内の主剤と硬化剤がラインミキサ内で適切な割

合で混合され、先端ノズルから吐出される。ポンプ式はこ

れらの一連の動作をエア駆動にしたものである。 

 

クラック幅 3mm、深さ 10mm のクラックへの注入を仮

定した場合、写真-1 の従来のボトルタイプでは 1 セット

あたり 1 分程度の作業時間で 10m 注入できるが、手動式

注入機では 1 カートリッジあたり 1.5 分程度の作業時間で

ボトルタイプの 2 倍の 20m 注入することができる。さら

に、ポンプ式注入機はカートリッジの

充填を必要としないため、連続的に注

入することが可能となる。 

クラック幅 3mm、深さ 10mm のク

ラックに注入すると仮定した場合の

これらの注入機の作業時間と施工延

長の関係を図-2に示す。 

 

 

5. 施工事例 

 RCMI 工法の施工手順を図-3に示す。現在までに手

動式、ポンプ式注入機による施工実績はそれぞれ数

箇所あるが、ここではそれぞれ 1 例ずつ記述する。 

 

5.1 手動式によるＲＣＭＩ工法の施工例 

千葉県大多喜において、マイクロサーフェシング

による表面処理の事前補修として行った。現場には

幅6～10mm程度のクラックが複数点在していたため、

手動式注入機による施工を行った。施工後はおよそ

1~1.5 時間程度で交通開放が可能であった。施工状況

を写真-4、施工後の注入箇所を写真-5に示す。 

 

5.2 ポンプ式によるＲＣＭＩ工法の施工例 

 千葉県君津バスターミナルにおいて、構内の幅 3

～10mm、深さ 5～10mm 程度のクラックへの補修を

ポンプ式注入機により補修した。夜間の施工であっ

たが、翌朝までには交通開放が可能であった。施工

状況を写真-6、施工後の注入箇所を写真-7に示す。 

 

施工箇所の交通規制 

クラック・目地内部の清掃 

シール材の準備 

注入 

交通開放 

カートリッジに主剤、 
硬化剤を充填する 

注入完了後 
約 30～60 分で開放 

作業スペースを 

確保する 

エアーコンプレッサー 
等を用いて清掃する 

注入機にカートリッジを 
取り付け、注入する 

図-3  RCMI 工法の施工手順 

写真-3  RC メンテ注入機（ポンプ式） 

主剤 

硬化剤 

先端部 

注入ホース 

注入機本体 

図-2  各施工方法による作業時間と施工延長の関係 
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6. まとめ 

以下に、得られた知見を列挙する。 

●加熱シール材の浸透性能はクラック幅に大きく依存し、  

常温で注入する RC メンテの浸透性能はクラック幅の影 

響をほとんど受けない。 

●NaCl を散布した路面の場合、加熱シール材の接着性能は 

低下するが、RC メンテはほとんど変わらない。 

●マーシャル供試体を流用したクラック幅 5mm 以下の 

模擬クラックを用いたため、5mm 以上のクラック幅や実 

際のクラックに対する浸透性能や接着性能を検証する必 

要はあるが、RC メンテはクラック幅が 5mm 以下でも充 

分な浸透性能を発揮し、凍結防止剤である NaCl を散布 

した既設路面との接着性能も優れている。 

●開発した注入機を用いた RC メンテの実施工から、明ら 

かに施工効率が向上し、施工後の交通開放時間も従来の 

ボトルタイプと同様であったことから、所定の割合で主

剤と硬化剤が混合されていることも確認できた。 

 

 

7. おわりに 

本文では、RC メンテのシール材としての諸性能を加熱

シール材と比較することで、クラックへの浸透性能や路面

への接着性能を改めて検証した。さらに、RC メンテのよ

うな反応系シール材の従来からの課題であった施工効率の

低下に対して、新たな 2 種類の注入機を開発し、施工効率

の向上を目的としたクラック注入工を実路で実施した。そ

の結果、RC メンテは施工時期や路面状況を問わず優れた

浸透性能や既設路面との接着性能を発揮し、施工条件やク

ラックの点在状況などに応じた注入機を適切に選択する

ことによって、大幅な施工効率の向上が望めるため、より

効率的にクラックを充填することが可能となる。 
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写真-4  手動式注入機による施工状況 

写真-5  施工後の注入箇所 

写真-6  ポンプ式注入機による施工状況 

写真-7  施工後の注入箇所 


