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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一体化し

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
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◇ 一般的な補修方法は、雨水侵入防止対策
として表層のみを埋める工法です。

◇ 断面成型は､材料の付着力に期待する
補修工法なので、再び界面剥落する
おそれがあります。 ※付着限界



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

はじめに

ＩＰＨ工法とは？
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特長１ 空気と樹脂の置換

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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加圧硬化養生

◇ 一般的な低圧注入工法の場合
内部の空隙に存在する空気が反発し、
注入樹脂は表層にとどまる。

空気の反発

きれいな「穿孔」が空気の流れを生み出す最大のポイント

ここが

新常識！

「押す」 ではなく 「抜く」



コンクリート内部の空気を排出し、負圧の作用により、
注入樹脂を高密度・高深度に実測値0.01～0.02ｍｍの微細なひび
割れにまで充填が可能で、漏水対策にも活用が可能
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◼ 鉄道高架橋 抜取コア◼ 橋梁 抜取コア

5.4ｍ

1.5ｍ

93ｃｍ

93cm角の柱に片面から注入し

反対面の端部まで充填確認

0.05mm以下の微細ひび割れへ
充填が可能なため

漏水部の止水が可能

特長２ 高密度充填 ここが

新常識！



載荷実験装置

広島工業大学
実構造物での注入実験

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

せん断破壊

高密度に充填ができるため、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、部材強度も回復するため、耐久性も向上する。
充填量によっては、設計強度を上回る増強も可能。
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いずれの試験体も剛性・耐力ともに
増大したことを実証

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

特長３ 強度回復・耐久性向上



名古屋大学
供試体柱への注入実験
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鉄筋
樹脂未注入 樹脂注入

岐阜大学
ASR模擬試験体への

注入実験

橋梁補修工事
注入後の抜き取りコア

試験体を切断し、鉄筋防錆に有効と実証
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

特長４ 鉄筋防錆・中性化抑制

鉄筋沿いの空隙に樹脂が廻り、防錆効果を高めることができる。
劣化因子の侵入を防ぎ、劣化や中性化進行、塩害、ＡＳＲの抑制が
期待できる。



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
◼ 環境に配慮した専用機器を使用
◼ 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

車輌通行可
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耐久性の向上により、以後の補修周期を延ばすことができ、経済性
の向上につながる。
また、使用する器具は周辺環境を考慮した専用器具である。



タイル浮き接合注入の有効性

③
▼

②
▼

➀
▼

有効箇所

① タイルと張付けモルタルの剥離（陶片浮き）

② 張付けモルタルと下地モルタルの界面剥離

③ 下地モルタルとコンクリート躯体の界面剥離

いずれの界面の浮きに対しても補修可能である

穿孔し注入することで、タイルのどこの浮きに対しても有効であり、
躯体におよぶひび割れに対しても充填が可能である。
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ＩＰＨ工法の評価
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● 国土交通省新技術ＮＥＴＩＳに登録 （掲載期間2007年～2018年3月）

2007年に登録、2012年に優位性が認められＶ認定（ＣＧ－０７０００７Ｖ）

● 土木学会技術評価認定を受けた唯一の注入工法 (技術評価証 第００２０号)

● 発明の名称｢コンクリート構造物への注入充填材の注入方法，及び注入方法に

使用する注入器」として特許が確定 [特許 第５０７４１１８号]

● 発明の名称｢コンクリート構造物への注入充填材の注入方法及びその注入器」

として特許が確定 [特許 第５９４１５８５号]

● 東京都建設局新技術データベースに登録 （登録番号 １５０１０１２)

● 東京都港湾局新材料・新技術データベースに登録 （登録番号 ３０００３)

● 茨城県新技術情報提供データベースIT’S （積極活用技術 Ａ－１７０９７）

● 静岡県新技術・新工法情報データベース （レベル３ １５９７）

● 広島県長寿命化技術活用制度に登録掲載 （区分３推奨技術）
【ひび割れ補修】【断面修復工法】

● 国土交通省 空港舗装維持管理マニュアル(案)令和2年改訂版 （内圧充填工）



ＩＰＨ工法の論文発表
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土木学会、日本コンクリート工学会、建築学会等で論文を発表している

⚫ 内圧充填接合補強ＲＣ柱の耐震性能

⚫ エポキシ樹脂で補修したＲＣ部材の曲げせん断性状

⚫ 内圧充填接合補強実験（煉瓦壁補強試験）

⚫ 低強度コンクリートと丸鋼の付着強度

⚫ エポキシ樹脂補強を施した組積要素体の補修効果

⚫ 内圧充填接合補強工法による断面欠損を有するＲＣスラブの補修効果

⚫ コンクリートのコア供試体の引張ならびに曲げ試験によるひび割れに充填された

樹脂の付着性能の評価

⚫ 上面鉄筋の部分腐食により損傷を受けたＲＣ床版の耐荷力評価

⚫ 軽量コンクリートを用いた既存ＲＣ部材の耐震性能評価

（54年前の梁実物での実証）

⚫ 1963年に建設された建物から採取したＲＣ柱の性能

⚫ 1971年建設のＲＣ建物から採取した梁部材の耐震性能

（東京工業大学・広島大学・広島工業大学等 共同実験により 発表論文多数）



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

ﾚﾝｶﾞ構造物

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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◆ 公共事業の中でも橋の補修工事が最も実績数は多い
◆ 全国各地で協会員が様々なコンクリート構造物の補修を手掛けている



土木施工事例① 土木遺産 大宮橋補修・補強
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◆ 愛媛県西条市 霊山石鎚山の渓谷に架かる 土木遺産 大宮橋

◆ 施工前状況

◆ 昭和２年(1927年)竣工
平成17年(2005年)土木遺産登録



～ＩＰＨ工法の活用～
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◆ 主部材の補修でＩＰＨ工法が採用され、93年経過した構造物を健全化



～完成写真～
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石鎚山の景観の中に93年の歴史を刻んだ趣のある橋へと甦った。



土木施工事例② トンネルひび割れ補修
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土木施工事例③ 空港滑走路補修

加圧養生注入マーキング

◆ 広島県

ＰＣ版ホーンジョイント損傷補修

◆ 愛知県 県営名古屋空港



土木施工事例④ 山腹擁壁補修・補強

土木施工事例⑤ 放流渠漏水対策
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着工前 加圧養生穿孔

◆ 岡山県

着工前 完成加圧養生

◆ 広島県尾道市



その他施工事例① 煙突補修・補強

着工前 加圧養生 完成（塗装後）

その他施工事例② 鉄塔基礎補修・補強
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着工前 加圧養生 完成（仕上後）

◆ 愛媛県

◆ 愛媛県



その他施工事例③ コンクリート架台補修・補強

着工前 加圧養生 完成（塗装後）

その他施工事例④ 工場内タンク支柱補修・補強
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◆ 愛知県

◆ 愛知県



【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

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、漏水の止水性能を発揮する

５．斫り落とさず、注入を行い、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

周辺環境に配慮したの専用工具を活用

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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・躯体内部の空気を抜くので

微細なひび割れに充填できる！

・微細な空隙に充填できるので

様々な劣化症状に対応できる！

・実証や実績を重ねているので

官公庁や学会で技術的に評価されている！
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構造上主要な部分に を

用いることは構造体内部の 、

につながります。

構造物の ・ を

考慮する上で は有効な

工法であると言えます。
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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


