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ひび割れの表面を埋めるだけで
よいのでしょうか？

ＩＰＨ工法 は、コンクリート構造物本体を健全化する
ことを目的としています。

欠損部分を埋めて見た目をきれいに
するだけでよいのでしょうか？

コンクリートの補修方法

ひび割れ

欠損

豆板
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ＩＰＨ工法の活用実例

 鉄道高架橋（梁・床版）

 土留め擁壁 橋梁

梁

梁

床版 床版：亀甲状のひび割れ

梁底：鉄筋露出

塗装を撤去⇒ひび割れ露呈

ひび割れ

錆汁

ひび割れ

ＩＰＨ工法が活用された、補修・補強工事の一例です
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ＩＰＨ

工法

豆板

(ジャンカ)
･コールド

ジョイント

･ひび割れ

内部欠陥

･浮き

･剥落
中性化

塩害

ＡＳＲ

ＩＰＨ工法は、これらの変状に適用し、

構造物の補修・補強が可能な技術です。

コンクリートの劣化症状
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Ｉ

Ｐ

Ｈ

ｎｓｉｄｅ

ｒｅｓｓｕｒｅ

ａｒｄｅｎｉｎｇ

構造体の内部から注入をスタートさせ､低圧力
により微細部まで接合させる注入工法
内圧充填接合補強

ＩＰＨ工法とは？
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【ＩＰＨ工法の特長】

1. 空気と樹脂の置換

2. 高密度充填

3. 強度回復・耐久性向上

4. 鉄筋防錆・中性化抑制

5. 経済性の向上・環境対策
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Ｑ. どういうしくみで置換できるのか？

特長１-1 空気と樹脂の置換

注入開始前
（カプセル取付直後）

注入開始時
（→空気 / ←樹脂）

注入完了後
（加圧硬化養生）

樹脂を注入した際、コンクリート内部にあ
る空気をカプセルを通じ、筒状に抜くこと
ができる。

鉄
筋

鉄
筋

Ａ. 注入器のジャバラキャップのスリット部から、注入開始時に
コンクリート内部の空気を抜き取り、樹脂と安定的に置換する。
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東京工業大学 抜取コア

穿孔した筒状の穴がひび割れをとらえ、コンクリート内部奥深くまで
空気と樹脂を置換していることが確認できる。

注入

穿孔

 抜き取りコア 置換状況確認

特長１-2 空気と樹脂の置換
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特長２-1 高密度充填

施工後コアにより微細なひび割れ（0.01～0.02mm）への充填を確認

0.05mm以下の微細ひび割れへの充填が可能なため
漏水部の止水が可能

Ｑ. なぜ微細な空隙に充填できるのか？

Ａ. コンクリート内部の空気を排出することで、負圧の状態を作り
出し､注入樹脂を高密度・高深度に微細なひび割れに充填が可能
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特長２-2 高密度充填

９３ｃｍ

 ＪＲ高架橋 抜き取りコア充填確認 片面注入

5.4ｍ

1.5ｍ

93ｃｍ

93cm角の柱に注入し、反対面の端部まで充填確認
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特長３-1 強度回復・耐久性向上

いずれの試験体も剛性・耐力ともに増大したことを実証

AB-1（補修なし梁）

AB-1ＲＥ（ＩＰＨ補修梁）

最大耐力 155ｋＮ

最大耐力 241ｋＮ

1.5倍

AC-1（補修なし柱）

AＣ-1ＲＥ（ＩＰＨ補修柱）

最大耐力 309ｋＮ

最大耐力 426ｋＮ

1.4倍

平成26年度実験 平成27年度実験

載荷実験装置

広島工業大学 実構造物での注入実験により、部材の強度回復を確認

せん断破壊

Ｑ. なぜ強度が回復できるのか？

Ａ. 高密度に微細な空隙にまで、コンクリートの圧縮強度及び
鉄筋との付着力回復により、部材強度が回復する
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特長３-2 強度回復・耐久性向上

岐阜大学
注入後の引張試験

樹脂充填部では破断せず、

付着性能を実証

Ｑ. なぜ耐久性が向上するのか？

Ａ. 部材強度が上がるため、構造物全体の耐久性も向上する

断面修復後注入確認実験

既存躯体と補修材の一体化
再剥落防止
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特長４-1 鉄筋防錆・中性化抑制

鉄筋

名古屋大学 注入実験により、鉄筋廻りへの充填を確認

試験体を切断すると鉄筋防錆に有効と実証

鉄筋

Ｑ. なぜ鉄筋防錆ができるのか？

Ａ. 鉄筋沿いの空隙に樹脂が廻り、以降の防錆効果を高める
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特長４-2 鉄筋防錆・中性化抑制

樹脂未注入 樹脂注入

中性深さ確認試験

実際の橋梁補修の抜き取りコア 岐阜大学 ＡＳＲを模した供試体に
注入し、充填範囲を確認

実際の施工現場の抜取コアで中性化の抑制効果も確認

網状に充填がされていることからＡＳＲの抑制効果も期待できると確認

Ｑ. なぜ劣化抑制ができるのか？

Ａ. 微細な空隙に樹脂充填できるので、空気･ガス･水分等の浸入を
防ぎ、劣化や中性化の進行や塩害，ＡＳＲの抑制が期待できる
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特長５ 経済性の向上・環境対策

 斫り作業が不要なため解体殻が減少し、施工費や工期が低減
 低騒音・無粉塵・無振動の専用工具を使用
 注入器ＩＰＨカプセルは転用可能
 道路・鉄道・空港等の供用を妨げない施工が可能
 耐久性向上によるライフサイクルコストの低減

Ｑ. なぜ経済性の向上になるのか？

Ａ. 耐久性の向上により、以後の補修周期を延ばすことが可能

車輌通行可
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橋梁・橋脚

高架橋
（軌道・道路）

トンネル

ダム・堤防

土留め擁壁

土木

建築基礎

柱・梁・床
耐力壁

掘込車庫

タイル浮き
剥落防止

建築

マンホール

基礎架台
送水管
送油管
送電管

コンクリート
構造物全般

その他

ＩＰＨ工法 施工事例
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着工前 完成

土木施工事例① 橋梁補修工事

加圧養生

施工前
15.5N／㎟

施工後
23.2N／㎟
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着工前 完成

土木施工事例② 鉄道高架橋補修工事

加圧養生

梁

梁

床版

梁

着工前 完成加圧養生

■ 高架橋（梁）

■ 高架橋（床版）
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土木施工事例③ トンネルひび割れ補修工事

加圧養生注入マーキング

広島空港

トンネル
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建築施工事例① 堀込車庫補修工事

着工前 加圧養生 完成（塗装後）

加圧養生 完成（塗装後）サンディング
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建築施工事例② タイル浮き補修工事

4年後

打音調査においても
異常なし
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その他施工事例① コンクリート架台補修工事

着工前 加圧養生 完成（塗装後）

その他施工事例② マンホール打継補修工事
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【ＩＰＨ工法 特長と有効性】

1. 注入開始時の反力エアーを抜き取り､樹脂と置換する注入工法

2. コンクリート内部に安定した流速で、高密度に樹脂を充填さ

せることができ､耐久性向上・耐力回復が可能

3. 欠損をしている部分には断面修復成型をした後､注入すること

で既存部分との付着力回復し、一体化が可能

4. 微細な空隙まで充填するため、漏水の止水目的で性能を発揮

する

5. 斫り落とさず、注入が可能であり、断面修復・防錆対策が可能

なため、解体殻が減少し、経済性・環境対策が向上

低騒音・無粉塵・無振動の専用工具より周辺環境への対策

6. 外壁タイルの浮きに対し、躯体部、モルタル部等どこの界面の

浮きであっても補修が可能
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ＩＰＨメッセージ

世の中の人、一人一人それぞれ平等に与えられた人生であります。

しかし、人の作ったもので人の命を失う事があまりにも多いのです。

人の手によって命を絶たれることがあってはなりません。

与えられた人生を全うできる世の中にしなければならないのです。

それが【平和】なのではないでしょうか。

人の住む建物や、橋、トンネル等の創られたコンクリート構造物も世代を越え、

命を全うさせなければならないと思うのです。

ＩＰＨ工法の普及は人の命を守る大切な事業なのです。
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ご清聴ありがとうございました。

一般社団法人 ＩＰＨ工法協会
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