
1.　はじめに

　既設コンクリート構造物における劣化の進行にともな
い、コンクリート片の剝落による第三者への被害が懸念
されている。これを抑止するために、阪神高速道路にお
いては、要領１）を整備し、剝落が懸念される箇所に剝
落防止性を有する表面被覆工法を施工している。
　表面被覆工法の剝落防止性は、コンクリート躯体と塗
布材との一体性（付着性）と、表面被覆材が剝落片の荷
重を保持する性能によって発揮される。ただし、その評
価は、押抜き試験による初期の標準状態での耐荷重およ
び押抜き変位量の評価に留まっているのが実状であり、
表面被覆材が剝落防止性を発揮する段階の振る舞いをふ
まえた、より適切な性能評価の体系の構築が望まれる。
また、押抜き試験の試験体の寸法は、促進劣化試験機内
に設置できない大きさのため、耐久性を考慮した促進劣
化後の評価も行い難い状況にある。この点においても、
長期耐久性を考慮した剝落防止性の性能評価の体系を構
築し、長期的な性能を適切に把握することが望まれる。
　以上の動機から、本稿では、経年劣化を想定した促進
劣化試験後の状態を評価対象として、付着性に着目した
性能確認試験を実施することにより、表面被覆工法での
剝落防止性の長期耐久性について考察した。なお、本内
容については、日本材料学会コンクリート構造物の補修・
補強、アップグレードシンポジウム（2018年 10月）に
おいて報告している。

2.　試験概要

　今回、主に付着性に着目し、表面被覆工法の劣化後の
性能低下を把握できる評価方法の検討と、剝落防止性の
長期耐久性について考察した。
　2.1　試験対象

　 　試験では、PT：塗膜系，PE：ポリエチレン系，V：
ビニロン系，G：ガラスクロス系，N：ナイロン系，
PP：ポリプロピレン系の６種類の仕様を対象とした。

　2.2　試験体作製

　 　試験体は、初期性能に対応した標準状態の試験体と、
長期耐久性の評価を目的とした劣化試験後の試験体を
設定した。後者については、以下の２種類の促進劣化
試験を採用した。
　⑴　促進耐候性試験
　　 　従来から日本工業規格や土木学会規準等、多くの
機関で塗膜の促進劣化試験方法として採用している
キセノンランプによる促進耐候性試験とした。なお、
試験方法は、JIS K 5600-7-7：2008塗料一般試験
方法 第７部：塗膜の長期耐久性 -第７節：促進耐
候性（キセノンランプ法）に従い、1500時間の照
射を行った。

　⑵　耐久性サイクル試験２）

　　 　キセノン照射による促進耐候性は、主に塗膜の外
観、色、光沢および白亜化等の低下傾向を把握する
のに用いられているが、コンクリート構造物に用い
られている厚膜形の表面被覆材では、付着性の低下
傾向を掴み難いものと考えられる。そこで、JIS A 

6909建築用仕上塗材および JIS A 6916建築用下地
調整塗材の耐久性を評価する項目として採用されて
いる湿潤状態，低温状態，高温状態を一定サイクル
繰り返す耐久性試験（湿潤冷熱繰り返し）に、⑴の
キセノンランプ法を組み合わせ、複合的な劣化を想
定した試験として実施した。試験条件は、

　　　① キセノンランプによる促進耐候性試験 72時間
　　　②  水中に 18時間浸せき（浸せき槽を設置した室 

内環境：23 ±２℃，50 ±５％）
　　　③  -20℃で３時間静置（恒温槽設置の室内環境設

定なし）
　　　④ 50℃で３時間静置（同上）
　　 　とし、①を実施した後、②～④を４回繰り返した
ものを１サイクルとし、合計 10サイクル実施した。

　2.3　試験項目および試験方法

　 　標準状態および２種類の促進劣化試験後の付着性の
評価に適用した試験方法を以下に示す。各試験は、ば
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らつきを考慮し３体実施し、平均値で評価した。併せ
て、各試験では、試験体の破壊箇所も確認し、図 -1

のとおり、A：基板破壊（レイタンス層を含む），AB：
基板と塗布材の界面破断，BG：塗布材内の凝集破壊，
BK：塗布材間の界面破断，により分類した。

離させる。図 -3のとおり、剝離塗膜（10mm）の下
面に幅 50mm，長さ 210mmの布粘着テープ（JIS Z 

1524相当品）を貼り、上面から長さ 260mmの布粘
着テープ（同上）を貼り合わせ、この２枚のテープ
で塗膜を挟み込むように接着する。

　⒝　試験および評価方法
　　 　試験体を図 -4のとおり台に固定し、塗膜を 135

度方向へ引張速度 100mm/minで引っ張り、剝離抵抗
力を試験機で測定した。見かけの剝離抵抗性は、剝
離に要した仕事量（N･mm）を剝離面積（mm2）で除
した値として算出した。

　⑷　押抜き試験（JSCE-K 533-2010）
　　 　本試験は、コンクリート片に対する剝落抵抗性
を定量的に評価する試験である。試験体（U形ふ
た）を半浸せき状態で施工した表面被覆材（400×

400mm）に対し、試験体中央のコア部（φ 100mm）に
面外方向の強制変位を与え、変位 10mm以上におけ
る最大荷重として評価した。

3.　試験結果

　3.1　付着性試験

　 　図 -5に付着性試験の結果を示す。単軸引張による
付着性は、劣化試験後においてもどの仕様も要領 1)で
規定する品質基準2.0N/mm2以上を満足する結果となっ
た。付着強さは、標準状態と劣化試験後で仕様ごとに
大小関係の違いはあるものの、概ね同程度の値となっ

　⑴　付着性試験（JSCE-K 531-2013）
　　 　本試験は、単軸引張により付着強さを直接的に確
認する試験である。コンクリート板（150mm×70mm

× 35mm）に、40mm × 40mmの素地に達する切り込み
を入れ、その試験面に治具を接着し、単軸引張によ
り最大引張荷重を求めた。付着強さは、最大引張荷
重を治具接着面積で除して算出した。

　⑵　カッターナイフ剝離試験 2)，4)

　　 　本試験は、剝離現象を考慮し、かつ、現場で実施
可能な簡易的な付着性の評価方法として採用した。
図 -2のとおり試験面にダイヤモンドカッターにて
50mm× 5mmのコンクリート素地に達する切り込みを
入れ、カット部の短辺をカッタ－の刃先で弾き上げ
ることで塗膜の剝離を促し、剝離長さを測定した。
剝離長さは、３段階に設定したレベル（Ⅰ～Ⅲ）と
して評価した。

　⑶　見かけの剝離抵抗性試験 2)，3)，4)

　　 　本試験は、定性的なカッターナイフ剝離試験に対
し、塗膜の剝離現象を考慮し、付着性を仕事量で示
し、定量的な評価を与える試験として実施した。併
せて、本試験は、付着性試験で A：基板破壊となっ
た仕様について、塗布材の性能を評価する方法とし
ても位置付けた。

　⒜　試験体準備
　　 　試験体（150mm × 70mm × 35mm）に幅 50mm，長さ

60mmの素地に達する切れ込みを入れ、試験面は端
から 10mmを素地からカッターナイフで強制的に剝

図 -1　破壊箇所の模式図

図 -2　試験状況（カッターナイフ剝離試験）

図 -3　布粘着テープの貼付け方

図 -4　試験状況（見かけの剝離抵抗性試験）
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た。破壊箇所は、大半の仕様で A：基板破壊となった。
PT仕様では、標準状態から AB：基板と塗布材の界面
破断となり、十分な付着強さは有するものの、塗布材
内あるいは塗布材間の界面と比較して、基板と塗布材
の界面の付着が低いことを確認した。V仕様では、破
壊箇所が、耐久性サイクル試験後に A：基板破壊から
AB：基板と塗布材の界面破断に変化し、塗布材の付着
性が長期的に低下したことが認められる結果となっ
た。

　3.2　カッターナイフ剝離試験

　 　図 -6にカッターナイフ剝離試験結果を示す。本試
験は、剝がれ易さを定性的に捉える試験である。破
壊箇所は、いずれも AB：基板と塗布材の界面破断と
なった。付着性試験で十分な付着強さを有した PT，G

仕様において、標準状態からレベルⅢの結果となり、
剝がれる状態を考慮することで、単軸引張による付
着性試験では把握できない塗布材の性能が把握でき
ることを窺わせる結果となった。その他の仕様は、
全体的に標準状態と比較して劣化試験後にレベルが
低下する傾向となった。

　3.3　見かけの剝離抵抗性試験

　 　図 -7に見かけの剝離抵抗性試験の結果を示す。付
着性試験では６仕様とも良好かつ有意な差が認められ
なかったのに対し、本試験では、仕様間で差が認めら
れた。PT，G，PP仕様は相対的に見かけの剝離抵抗性
が小さく、鉛直方向以外の力が働く剝離に対し、破壊
に介在する脆弱層の発現を窺わせる結果となった。標
準状態と劣化試験後の比較では、６仕様とも性能値は
「標準状態＞促進耐候性試験後＞耐久性サイクル試験
後」で一様に低下することが確認でき、上述のカッター

ナイフ剝離試験結果と概ね合致する傾向となった。破
壊箇所は、大半は AB：基板と塗布材の界面破断となっ
たが、G，N仕様の標準状態では BG：塗布材内の凝集
破壊，PP仕様の標準状態および促進耐候性試験後は
BK：塗布材間の界面破断となった。このことから、単
軸引張による付着性試験では、大半の仕様が A：基板
破壊となり、塗布材としては基板の強度以上の付着強
さという良好な結果を示したことに対し、剝がれる状
態を考慮した本試験では、破壊に介在する塗布材の剝
がれ易い箇所の特定が可能となり、仕様間の破壊モー
ドの違いが窺える結果となった。

図 -5　付着性試験結果

図 -6　カッターナイフ剝離試験結果

図 -7　見かけの剝離抵抗性試験結果
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4.　押抜き試験と付着性試験との関係

　図 -8に６仕様の押抜き試験結果を示す。最大荷重は
一般的に適用されている品質基準 1.5kN5)を上回ってお
り、いずれの仕様も問題はない。ここでは、前項の３種
類の付着性試験のうち、定性的な方法であるカッターナ
イフ剝離試験を除く２種類について、押抜き最大荷重と
の相関性を確認した。
　押抜き最大荷重と付着強さの相関係数は r=0.7520と
なり、比較的良好な相関傾向を示した。ただし、単軸引
張による付着性試験では、破壊箇所は大半の仕様で A：
基板破壊を示したことから、この時の付着強さは、基板
の強度に基づくものであり、塗布材自体の躯体に対する
密着強さ、あるいは、押抜き試験時の押抜き抵抗性に相
当するとは考え難い。即ち、押抜き試験は、単軸引張に
よる付着性試験のように、仕様間の差異が確認できる評
価方法とは言い難いことが推察される。
　一方、押抜き最大荷重と見かけの剝離抵抗性との相関
係数は r=-0.3144となり、相関傾向は比較的低く、両者
は互いに異なる性能を評価しているものと考えられる。
前項で述べたように、剝がれる現象を考慮した見かけの
剝離抵抗性試験では、破壊に介在する塗布材の脆弱箇所
が確認でき、劣化試験後の物性として、仕様間の性能の
差異も確認できるものと推察された。これらのことから、
剝落防止性の評価にあたっては、押抜き試験や単軸引張
による付着性試験だけでなく、剝がれる現象を考慮した
見かけの剝離抵抗性試験等を併用することで、多角的な
評価ができるものと考えられる。
　また、押抜き試験では、標準状態での押抜き性能は把
握できるが、劣化後の物性としての評価を行う際、試験
体の寸法上、促進劣化状況を再現しにくいのが実状であ
る。本稿で採用したカッターナイフ剝離試験や見かけの
剝離抵抗性試験の試験体寸法であれば、劣化状況を模擬
した促進耐候性試験や耐久性サイクル試験を行うことが
可能であり、劣化後の物性評価が可能になると思われる。

5.　まとめ

　本稿では、表面被覆工法の剝落防止性について、主に
付着性に着目した性能確認試験を通して、その長期耐久
性の考察を行った。以下にまとめを示す。
　⑴ 　単軸引張による付着性試験では、標準状態と比較
して、劣化試験後の付着強さの低下傾向はあまり
認められなかった。一方、剝がれる現象を考慮した
カッターナイフ剝離試験や見かけの剝離抵抗性試験
では、長期的な性能値の低下傾向が確認できた。

　⑵ 　単軸引張による付着性試験だけでなく、剝がれる
現象を考慮したカッターナイフ剝離試験や見かけの
剝離抵抗性試験を併用することで、塗布材の脆弱箇
所の特定など、剝落防止性について多角的な評価が
できる可能性が認められた。

　⑶ 　押抜き試験では試験体の寸法上、劣化状況を再現
することは困難であるが、カッターナイフ剝離試験
や見かけの剝離抵抗性試験であれば、試験体の寸法
は比較的小さく、劣化状況を模擬した促進耐候性試
験や耐久性サイクル試験を行うことが可能であり、
ある程度、劣化後の物性評価が可能になると思われ
る。
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図 -8　押抜き試験結果（最大荷重）
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