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推薦のことば

　現在，わが国では，高度経済成長期に建設された多くの社会資本が高齢化を迎え，適切な維持管
理対策が必要なコンクリート構造物が年々増加している。このような状況の中，近年，コンクリー
ト構造物の維持管理に関する関心が高まり，関係学会や団体による取り組みが積極的に行われ，幅
広い分野で指針やマニュアル等が多数刊行されている。
　一方，セメント協会では，2004 年 4 月に「コンクリートの補修専門委員会」を発足し，約 3 年
間の活動により，2006 年 8 月に，本書の初版となる「すぐに役立つ セメント系補修・補強材料の
基礎知識」を発刊した。
　しかし，現在でも補修・補強材料に関する性能分類が曖昧であり，発注者や設計者が材料の選定
に際し，判断に苦慮するとの声を耳にする機会が少なくなく，誤った材料を選定したためにひび割
れが発生する等の不具合も発生している。
　そこで本書は，初版では取り扱わなかった，① ひび割れ注入工法・表面被覆工法・表面含浸工法・
はく落防止工法・電気化学的防食工法の解説，② 耐久性に対する考え方やライフサイクルコスト
について，構造物と補修との係わりを中心とした解説，③ 劣化原因や劣化状況に応じた補修工法
の選定方法についての解説，④ これまでユーザーからメーカーに寄せられた事例を参考に，現場
でしばしば繰り返される補修・補強材に関する失敗例を新たに加えると同時に，最新の規格・規準
値を記載・引用し，初版に比べてより内容を充実させた改訂版を約 3 年の活動により，2011 年 8
月に発刊するに至った。
　本書は，コンクリート構造物の補修・補強を実施する際の課題の理解や解決の一助として，現場
担当者が日常業務の中で活用しやすく，視覚的にもわかりやすい資料となっており，実用書として
極めて価値が高い。
　今回の出版にあたり，本書の作成に労をとられた諸氏に対して深く敬意を表するとともに，仕様
書や補修マニュアルが十分に確立されていない発注者の方々を始め，本書がコンクリート構造物の
維持管理に係わる多数の方々に愛読され，今後の技術の発展に大きく貢献することを期待する次第
である。

　2011 年 8 月

東京大学 名誉教授　魚本　健人
宇都宮大学大学院 工学研究科　桝田　佳寛

東洋大学 理工学部 都市環境デザイン学科　福 手 　勤
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　わが国では，1960 年代以降の高度経済成長期に建設された多くの社会資本ストックが，今後高

齢化を迎え，これらストックへの適切な維持管理，補修・補強の必要性が認識されている。その一

方で，これら社会資本ストックの大多数を維持管理する地方自治体では，予算や人員等の問題から，

十分な維持管理体制を維持する事が難しいケースもある。実際，全国に約 15 万橋ある道路橋の中

には，維持管理の手当てが不十分なため，大型車両の通行制限や車両の通行止めといった処置がと

られているケースも出始めている。

　セメント協会では，2004 年 4 月「コンクリートの補修専門委員会」を設置し，約 3 年間の活動

を行い，その一環として，2006 年 8 月に，本書の初版となる「すぐに役立つ セメント系補修・補

強材料の基礎知識」を発刊した。これは，補修材や補強材を供給する製造業者の立場から，発注者，

設計者ならびに施工業者の皆様に，セメント系補修・補強材料を実際に使用する際に活用しやすい

技術資料となる事を目的に編集したものである。技術資料のとりまとめと同時に，資料の普及・解

説を目的に，全国 11 箇所で技術セミナーを開催し，約 2,000 名の多くの方々にご参加頂いた。

　その際，セミナーにご参加頂いた方々から，技術資料のさらなる充実を求める声を多数頂いた。

これらの声を受けて，本委員会は，2008 年 8 月から活動を再開し，本書を出版した。本書の主な

特徴は以下の通りである。

①　コンクリートの補修・補強材は無機系と有機系に大別されるが，本書は前書と同様，既存コ

ンクリートの性状に近い無機系材料の中で圧倒的に使用実績の多いセメント系材料を中心に解

説を加えた。

②　前書では取り扱わなかった，ひび割れ注入工法・表面被覆工法・表面含浸工法・はく落防止

工法・電気化学的防食工法について，標準的な施工要領も含め解説を加えた。

③　補修・補強に使用する材料の耐久性能だけでなく，構造物全体としての耐久性という観点か
ら，耐久性に対する考え方やライフサイクルコストについて，構造物と補修との係わりを中心
として解説を加えた。

④　構造物をより長く使用するためには，劣化原因や劣化状況に応じた補修工法の選定が重要な

ポイントの一つとなる。この事を踏まえ，補修工法の選定方法について解説した。

⑤　これまでユーザーからメーカーに寄せられた事例を参考に，現場でしばしば繰り返される補

修・補強材に関する失敗例を「間違った材料選定・施工手順」としてとりまとめた。

⑥　本文中の引用規格・規準および巻末に記載した「各機関の規格値および要求性能の一覧」に

関して，記載すると同時に，市販製品の物性値についてもデータを更新した。
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　本書がより多くの皆様に活用され，セメント系補修・補強材の理解の一助になれば幸甚です。

　最後に，本書を作成するにあたり，多くのご指導とご助言を賜りました東京大学 魚本健人名誉

教授，宇都宮大学大学院工学研究科 桝田佳寛教授，東洋大学理工学部都市環境デザイン学科 福手

勤教授をはじめ，多くの関係者の方々に対しまして，心より御礼を申し上げます。

　2011 年 8 月

コンクリート補修専門委員会委員長

山田　浩司
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