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1. はじめに

橋梁のアスファルト舗装の施工において、図-1 の赤破線で示す縁石と接触する付近の路肩部は、舗

装中央部に比べ転圧不足が生じやすい傾向にある。そのため、転圧不足が生じた路肩部より雨水や凍

結防止剤の主成分である NaClが浸透しやすくなり、床版の塩害を誘発する恐れがある。本検討では、

海外のコンクリート舗装に関する技術事例や他の参考事例 1)を基に、アスファルト舗装の弱点となり

やすい路肩部に水や NaCl などの劣化因子に

対して、高い物質透過抵抗性を有するラテッ

クス改質した速硬コンクリート(以下、LMFC

と称す)2)を用いることで、床版における塩害

対策とする検討を行った。本稿では、高速道

路の既設橋梁路肩部における LMFC を用いた

施工事例(試験施工)について報告するものである。    図-1 試験施工の対象となる部位

2. 橋梁路肩部における LMFC を用いた改良方法の検討

前述の橋梁路肩部における物質透過抵抗性の改善を行うに当たり、LMFC の製造方法を検討した。

LMFC は、速硬性混和材の添加により凝結開始が非常に速くなるため、速硬性混和材は打設直前の現場

添加が必須となる。また、ラテックスを用いたコンクリートは、練混ぜに用いたミキサの内部に付着

しやすい性質があり、ミキサの洗浄とメンテナンスに課題が残る。これらの理由から、レディーミク

ストコンクリート工場での LMFC の製造・搬入は制限される。そのため本試験施工では、図-2 に示す

材料ミックスと写真-1 に示す移動式ミキサを用いて現場で製造する方法を検討した。材料ミックスは、

フレキシブルコンテナバック(以下、フレコンと称す)と呼ばれる気密性の高いポリエチレン製の包材

にあらかじめ 1 バッチ分の細・粗骨材およびセメントを計量・梱包したもので、骨材の乾燥による表

面水率の変動を抑制して、LMFCの原材料を安定

的に現場へ搬入することを可能としている。写

真-2 に移動式ミキサの内部を示す。移動式ミキ

サは 1 バッチの最大練混ぜ量が 1.0m3の傾胴式

強制ニ軸ミキサで、効果的な練混ぜを可能とし

ている。また、ドラムの内壁をゴム材で覆うこ

とにより、付着コンクリートがはく離しやすく、

はつり作業によるメンテナンスが容易になるよ

う工夫を行った。                             

図-2 材料ミックス



写真-1 移動式ミキサ       写真-2 ミキサの内部

3.試験施工の概要

3.1 試験施工の目的

LMFC の実用性を評価するに当たり、試験施工により下記の項目を検証することとした。

①高速道路上での材料ミックスと移動式ミキサを用いた LMFC の製造方法と施工性

②フレッシュ性状・硬化性状

③打設施工後のひび割れ状況

3.2 施工箇所

試験施工は、平成 26 年 10 月中旬に北陸自動車道にある橋梁(橋長 13.5m)の追越・走行両車線の路

肩部で行った。本稿では、図-3に示す走行車線側の試験施工について報告する。LMFCの打設はL=13.5m、

W=0.5m、t=75mm の範囲で行い、総練混ぜ量 0.6m3を 2 バッチに分けて製造した。海外での施工事例で

は、ラテックスを用いたコンクリートを舗装部に採用する場合、目地を設けず施工していることから

本試験施工においても同様とした。また LMFC の基礎物性試験では、LMFC の付着強度が母材コンクリ

ートの引張強度(2.92N/mm2)よりも高い値を示したため、本試験施工ではプライマーの塗布は行わずに

LMFC を直接施工部に打設した。さらに、LMFC は高い水密性を有することから床版面に防水層は設けて

いない。

図-3 試験施工箇所

3.3 LMFC の示方配合

LMFC の示方配合を表-1 に示す。LMFCは、JISコンクリート(30-18-20N)の示方配合を基に配合設計

され、水、セメント、細・粗骨材は上記コンクリートの示方配合に示す単位量をそのまま採用してい
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る。ラテックスは液体化したものを用いるため、水の一部に置換している。速硬性混和材は、材齢 12

時間の現場養生において 24N/mm2以上の圧縮強度を発現させるため、結合材の 30%(150kg/m3)を外割添

加している。また、硬化調整剤は現場環境下で 60 分間の可使時間を確保するため、結合材の

0.7%(3.5kg/m3)を外割添加している。

表-1 LMFC の示方配合

単位量(kg/m3) 外割添加(kg/m3)

水+

ラテックス
セメント 細骨材 粗骨材 AE 減水剤

速硬性

混和材

硬化

調整剤

175

(120)※
350 766 983 0 150 3.5

※（）はラテックスの単位量を示す。

3.4 製造

製造手順を下記に示し、写真-3 に材料ミックスの投入状況を示す。下記の手順で LMFC を製造した

結果、1 バッチ目は 11 分、2 バッチ目は 8 分で製造が完了し、交通規制の早期解放を期待出来る結果

であった。また、製造開始から打設終了までは、およそ 1 時間 30 分を要した。

①材料ミックスをミキサへ投入

②水、硬化調整剤、ラテックスをミキサへ投入

③練混ぜ(60 秒間)

④速硬性混和材をミキサへ投入

⑤練混ぜ(120 秒間)

⑥ミキサを傾け練混ぜ状態の確認

⑦排出                                               写真-3 材料ミックスの投入状況                       

3.5 フレッシュ性状・硬化性状試験の結果

練混ぜ終了後に採取した LMFC の各種試験結果を表-2 に示す。1 バッチ目の試料ではスランプ、空気

量、コンクリート温度および圧縮強度の試験を、2 バッチ目の試料ではスランプ試験のみ行った。ま

た、すべり抵抗測定は試験施工の 3 日後に行った。スランプ試験の結果、1、2 バッチともにばらつき

が小さく、良好なワーカビリティーを確保していた。空気量においては上限値の 3.5%に達していたが、

材料分離等はなくワーカビリティーへの影響は見られなかった。圧縮強度においては、試験施工当日

の日平均気温が 15.8℃と比較的温暖であったため、特別な保温養生等の対策を講じなくとも目標値を

十分に満足する結果であった。すべり抵抗においては、箒目仕上げを行うことにより湿潤条件で 79

のすべり抵抗値を得た。

表-2 フレッシュ性状・硬化性状試験の結果

試験項目 目標値 1 バッチ目 2 バッチ目

スランプ(cm) 20.0±2.5 19.6 19.1

空気量(%) 2.0±1.5 3.5 -

コンクリート温度(℃) - 24.0 -

圧縮強度(N/mm2) 24 以上(材齢 12 時間、現場養生) 36.2 -

すべり抵抗 60 以上(湿潤条件) 79(路面温度 20℃に補正)



3.6 打設

打設手順を下記に示す。

①あらかじめ打設面に適宜水を散布して湿潤状態にする。

②受入検査でフレッシュ性状を確認した後、移動式ミキサより排出された LMFC を手押し車にて打込み

箇所へ運搬し、スコップで敷き均す。

③スコップで敷き均した後、高周波棒バイブレータで締固めてコテ均しを行う。

④仕上げ均しは、すべり抵抗を確保するため箒目仕上げを行う。

3.7 養生

養生については、日射や風が影響する急激な水の蒸発に伴うひび割れを防止するため、下記の手順

で被膜養生を行った。

①コテ均し時に、噴霧器で 50～100g/m2程度の被膜養生剤を散布し、均し押えを行う。

②仕上げ均し(箒目仕上げ)が完了した後、噴霧器で100～200g/m2 程度の被膜養生剤を全面塗布する。

③被膜養生剤の散布が終了した後、ブルーシートで覆い 4 時間程度初期養生を行った。

4.試験施工後のひび割れ調査

写真-3 に試験施工箇所の一部を示す。ひび割れ調査は、試験施工後 8 日、14 日、1 ヶ月の間隔で行

い、試験施工後 1 ヶ月の時点においてひび割れは見られなかった。これらの要因として

①フレッシュ性状、硬化性状ともに良好で、適切な LMFC の品質を確保出来ていたため

②適切な被膜養生とシート養生により、日射や風が影響する急激な水の蒸発を防止出来たため

と推察される。

写真-3 試験施工箇所の一部

5.まとめ

1. 本試験施工により、施工現場にて材料ミックスと移動式ミキサを用いた LMFCの製造方法を検証し、

有効な製造方法であることを確認した。

2. フレッシュ性状、硬化性状ともに基準を満足し、適切な被膜養生とシート養生を行うことで、ひ

び割れの発生を抑制出来ることを確認した。また、箒目仕上げを行うことにより、湿潤条件です

べり抵抗値 79 を得た。

3. LMFC は、高速道路における既設橋梁の補修・改良材として有効な材料であるが、新しい材料で

あることから継続的に品質確認を目的とした追跡調査を予定している。
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