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1.

はじめに
コンクリート構造物の劣化や損傷事例が多く報告され
ている昨今、中でも笹子トンネルで天井板のコンクリー
ト板がおよそ 130m にわたり落下した事故は記憶に新し
いところである。構造物の劣化が進行していく原因は、
塩害、中性化、アルカリ骨材反応や凍害など様々なもの
が取り上げられている。その劣化が進行していく中で、
コンクリート構造物の耐久性向上が必要不可欠であるこ
とは言うまでもなく、対象構造物の補修・補強について
多方面からの対策手法が提案されている。
大型構造物である道路橋に適用されている表面被覆工
法は、昭和 50 年代後半から検討され始め、耐久性向上
を図るため、コンクリート構造物に用いられてきた。た
だ適用される表面被覆工法自身の初期性能は把握できて
も、長期にわたる耐久性を評価する手法は確立されてお
らず、実構造物の追跡調査及び供試体での長期暴露試験
で得られたデータの蓄積により検討が進められているの
が現状である。
本来、長期性能を把握するには屋外での暴露試験が重
要であるが、性能結果を得るのに長時間を要すること、
さらに暴露試験を行う場所により結果が異なる場合があ
ることから、劣化現象を早期に把握するため、様々な促
進試験が試みられている。ただ、屋外での暴露試験と促
進試験との関係は材料によって一定ではなく、相関性は
掴めておらず、試験条件を整えたうえで長期にわたる屋
外暴露試験の調査結果を重視せざるをえないことも事実
である。
公益社団法人日本材料学会に設置されている部門委員
会の一つであるコンクリート工事用樹脂部門委員会（元
委員長：宮川豊章・京都大学大学院教授（当時））内に
設けられた補修用樹脂小委員会では、表面被覆材の遮断
性や耐候性等の高性能化とこれを用いた補修工法による
コンクリート構造物の高耐久化を実証し、かつ、その性
能を統一した条件下で包括的に評価する試験方法の提案
を目的として、表面被覆材に関する共通試験を 2006 年
表 -1
仕様

佃

洋

一

（平成 18 年）より実施している 1)，2)。共通の条件及び項
目のもとで試験し、最長 15 年を目指して実環境暴露試
験と暴露後の物性試験を定期的に実施し、各種表面被覆
材の耐久性能を評価している。
本報では、特に表面被覆工法の耐久性に重要な関わり
を持つ付着性能に着目し、従来から実施されている評価
方法に加え、共通試験にて採用した新規な評価手法の検
討結果及び粘弾特性により表面被覆材の劣化度を評価す
る手法について述べる。
2.

表面被覆材共通試験の性能評価内容
コンクリート構造物の補修に用いられる表面被覆材
は、その性能を複数の角度から評価できるように試験項
目が設定されているが、その評価方法については試験条
件を含め、実構造物の追跡調査の結果等を参考に検討が
続けられている。今回、補修用樹脂小委員会にて実施し
ている共通試験は、屋外暴露試験で塗膜が劣化した状態
での物性（二次物性）を評価することで、表面被覆材の
耐久性能を把握することとしている。同委員会で検討対
象とした評価項目は、塗膜の外観評価、表面被覆材の基
本性能ともいわれる付着性能、ひび割れ追従性能、見か
けの剝離抵抗性などである。
3.

試験概要
耐久性試験に供した供試体は、一般財団法人日本ウエ
ザリングテストセンターの所有する暴露場にて屋外暴露
試験を行った。また、同時に初期物性確認用の供試体に
て、初期物性評価を実施している。今回、経年劣化した
暴露供試体を用い、表面被覆工法の性能を確認するとと
もに、その耐久性評価手法の検討を行った。
3.1 試験実施工法 1)，2)
耐久性評価の検討にあたり、共通試験として実施し
た 15 工法のうち共通仕様として適用した 2 工法を対
象とした。仕様を表 -1 に示す。

コンクリート表面被覆工法の仕様

主材の種類（乾燥膜厚）

仕上げ材の種類（乾燥膜厚）

E1(O)

エポキシ樹脂（160 μ m）

柔軟形ウレタン樹脂（30 μ m）

E4(K)

エポキシ樹脂（320 μ m）

柔軟形ふっ素樹脂（30 μ m）
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3.2 屋外暴露試験 1)，2)
屋外暴露試験は、塗装仕様に従い作製した供試体を、
JIS Z 2381:2017「大気暴露試験方法通則」に規定さ
れる直接暴露試験が実施可能である一般財団法人日本
ウエザリングテストセンター 銚子暴露試験場（北緯：
35° 43′，東経：140° 45′）にて実施した。

 カッターナイフ剝離試験 3)
⒜ 試験方法
試験面に 50mm × 5mm のコンクリート素地に達す
る切り込みをダイヤモンドカッターで入れ、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（写真 -2）、剝離した長さを測
定した。

3.3 試験方法
基板に所定の表面被覆工法を施したものを供試体と
して屋外暴露し、暴露 1，3，5，10 年経過ごとに供試
体を回収し、以下に示す性能を評価した。
 塗膜の外観評価
JSCE-K 511-2013「表面被覆材の耐候性試験方法
（案）」に準じ、塗膜片について表面の劣化状況を確
認するため白亜化及び光沢の測定を行った。
 表面観察及び元素分析
供試体より採取した塗膜片について表面（仕上げ
材）を電子プローブマイクロアナライザ（EPMA）に
て観察及び元素分析を行った。
 赤外分光分析
供試体より採取した塗膜片について表面（仕上げ
材）及び断面（主材）についてフーリエ変換赤外
分光分析装置（FT-IR）を用いて樹脂成分の変化を
ATR 法で測定した。
 付着強度試験
JSCE-K 531-2013「表面被覆材の付着強さ試験方
法（案）」に準じ、コンクリート供試体（300mm×
150mm × 60mm）に、40mm × 40mm の素地に達する切り
込みを小型ダイヤモンドカッターで入れ、上部引張
用治具をエポキシ樹脂系接着剤（無溶剤型）で接着
した。24 時間後に建研式引張試験機を用いて荷重
速度 約 1500 〜 2000N/min で面に鉛直方向に引張力
を加え（写真 -1）、最大引張荷重を求めた。この求
めた最大引張荷重を、治具接着面積で除して付着強
度を算出した。また、同時に各破壊箇所も評価した。
なお、試験は 3 か所で実施し、測定値を平均した。

写真 -2

カッターナイフ剝離試験実施状況

⒝

評価方法
カッターナイフ剝離試験は 3 か所で実施し、3
個の剝離長さの平均値に基づき
レベルⅠ：剝離なし、あるいは極めて僅かな剝
離（0 〜 2mm）
レベルⅡ：剝離するが比較的短い長さ
（3 〜 10mm）
で停止するもの
レベルⅢ：比較的容易な剝離及び全面剝離（11
〜 50mm）
とし、この 3 段階に設定したレベルで評価を
行った。
 ひび割れ追従性試験
JSCE-K 532-2013「表面被覆材のひび割れ追従性
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付着強度試験実施状況
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ひび割れ追従性試験に用いる試験板及び塗装範囲

⒝

試験方法
供試体を台に固定し、塗膜を 135 度方向へ引張
速度 100mm/min で引張り、剝離力を材料試験機で
測定した（写真 -4）。

供試体

写真 -3

ひび割れ追従性試験実施状況
写真 -4

試験方法（案）」により試験を行った。図 -1 にひび
割れ追従性試験に用いる試験板及び塗装範囲を、写
真 -3 にひび割れ追従性試験の実施状況を示す。
 見かけの剝離抵抗性試験 3)，4)，5)，6)
⒜ 供試体の準備
供試体（300mm × 150mm × 60mm）にダイヤモンド
カッターにて幅 50mm，長さ 60mm の素地に達する
切り込みを入れ、試験面は端から 10mm の部分を
素地からカッターナイフで強制的に剝離させる
（図 -2）。
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、
別にカットした長さ 260mm の布粘着テープ（JIS
Z 1524 相当品）を上面に貼る。この 2 枚のテー
プで塗膜を挟み込むように接着する（図 -3）。

見かけの剝離抵抗性試験状況

⒞

評価方法
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（㎟）で除した値として算出した。
また、同時に各破壊箇所も評価した。なお、試験
は 3 か所で実施し、測定値を平均した。
 粘弾特性 3)
インデンテーション法により、圧子（四角錐の
先端の対面角が 136°のダイヤモンド製）に最大
1000mN までの荷重を段階的に変えながら塗膜の仕
上げ材側より押し込み、得られた荷重 / 圧子の押し
込み深さの曲線から、弾性変形及び塑性変形の仕事
量を含めた粘弾特性値を求めた（写真 -5）。この得
られた測定値の変化から、塗膜の表面状態を推定し
た。

50mm

50mm

60mm

塗膜をはがした部分

図 -2

10mm

写真 -5 インデンテーション試験機

供試体のカット方法
4.

試験結果
4.1 塗膜の外観評価
図 -4 に白亜化、図 -5 に光沢の結果を示す。E1(O)
では暴露 3 年以降 10 年まで白亜化等級 4 となり、光
沢保持率も暴露年数とともに低下する傾向であった。
E4(K) では暴露 3 年より段階的に白亜化が顕著になり
10 年で白亜化等級 4 となった。光沢保持率は 10 年で
も 50% 程度をキープした。

表面布粘着テープ

試

図 -3
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仕様

E1（0）

元素

初期

屋外暴露 10 年

E4（K）
初期

屋外暴露 10 年

C

Ti

図 -7
図 -4

図 -5

白亜化の結果

劣化により表面に顔料が露出したものと考えられる。
E4(K) では E1(O) と比べ、表面は平滑さが若干失われ
ているものの、1 μ m 以下の粒状の物質の露出はほと
んどなく、また元素分布に大きな変化は認められない。
仕上げ材表面の樹脂の暴露による劣化が少なかったも
のと推察される。

光沢保持率の結果

4.2 表面観察及び元素分析
走査電子顕微鏡（SEM）による仕上げ材の表面観察
写真を図 -6 に示す。E1(O) では仕上げ材表面の樹脂
が経年劣化により初期の平滑さが損なわれ、さらに 1
μ m 以下の粒状の物質が多数認められる。また、図 -7
に示すように初期と暴露 10 年では仕上げ材表面の炭
素濃度が減少し、チタン濃度が増加するという変化が
認められる。初期は樹脂により顔料の酸化チタンが
コーティングされた状態であるが暴露による樹脂の
仕様

初期

仕上げ材の EPMA による元素マッピング像

4.3 赤外分光分析
E1(O) の仕上げ材はアクリルポリオールをベースと
したイソシアネート硬化型のウレタン樹脂系である。
暴露期間ごとの赤外分光分析結果を図 -8 に示す。ま
た 2950cm-1 付近の C-H を基準としてウレタン樹脂塗膜
に含まれるウレタン結合を示す 1540cm-1 付近の N-H の
ピークの強度比を算出し、各強度比の初期に対する減
少率を図 -9 に示す。N-H/C-H の強度比は暴露期間と
ともに減少することが判明したことから N-H 部分が劣
化に関与していると考えられる。また、図 -10 に示す
ように主材はピークの形状に大きな変化は認められな
かった。
E4(K) の仕上げ材はイソシアネート硬化型のウレタ
ン樹脂系は共通するが、ふっ素系ポリオールをベー
スにしたものである。暴露期間ごとの赤外分光分析
結果を図 -11 に示す。1140cm-1 付近の C-F を基準とし
て、ふっ素樹脂塗膜に含まれるウレタン結合を示す

屋外暴露 10 年

E1（0）

E4（K）

図 -6

仕上げ材の SEM 画像

図 -8
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FT-IR チャート（E1(O) 仕上げ材）

図 -9

図 -13

ピーク強度比：N-H/C-H（E1(O) 仕上げ材）

FT-IR チャート（E4(K) 仕上げ材）

1540cm-1 付近の N-H のピークの強度比の減少率を図
-12 に示す。E1(O) と同様に暴露後では暴露前と比較
し徐々にピークが減少することが判明した。また、図
-13 に示すように主材は暴露によるピーク形状の変化
及び強度の低下は認められなかった。E4(K) では仕上
げ材がある程度、主材を保護しているものと考えられ
る。

図 -10

4.4 付着強度試験
表 -2 に付着強度試験の結果を示す。単軸引張によ
る付着強度は、屋外暴露 10 年後においては 2 仕様と
も 1.0N/ ㎟以上であり、屋外暴露による経時的な低下
傾向はあまり認められなかった。破壊箇所は、全て基
板破壊であり基板強度以上を維持していることは明ら
かであるが、その付着強度は基板の強度に左右される
状況で付着性能の直接比較は困難と考えられる。した
がって、付着強度試験で基板破壊した場合、性能差の
比較が困難であり、他の手法による検討が必要と考え
られる。

FT-IR チャート（E1(O) 主材）

表 -2
図 -11

付着強度試験の結果

FT-IR チャート（E4(K) 仕上げ材）

＊ A：基板破壊（レイタンス層を含む）

図 -12

ピーク強度比：N-H/C-F（E4(K) 仕上げ材）
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4.5 ひび割れ追従性試験
図 -14 にひび割れ追従性試験の結果を示す。E1(O)
についてはばらつきがあるものの、2 仕様とも暴露期
間とともに低下する傾向が認められた。

表 -4

図 -14

ひび割れ追従性試験の結果

＊ AB：基板と塗布材の界面破断
B(K)：塗布材間の界面破断

4.6 カッターナイフ剝離試験 3)
表 -3 にカッターナイフ剝離試験の結果を示す。表
に示すように付着強度試験では全ての結果が基板破
壊となり、工法間の差や経時の劣化傾向は検出されな
かったが、カッターナイフ剝離試験では、基板破壊 (A)
及び基板と塗布材の界面破断 (AB) が観察され、付着
強度試験との破壊モードに差異がある可能性を示唆す
る結果が得られた。
表 -3

見かけの剝離抵抗性試験の結果

4.8 試験方法間の相関性
付着強度と見かけの剝離抵抗性の相関関係を検討し
たところ、図 -15 に示すように試験方法間での相関性
は低く、互いに異なる付着性能を評価しているものと
考えられる。また、付着強度 1.0N/ ㎟以上の場合でも
カッターナイフ剝離試験で比較的剝がれ易いレベルⅡ
や容易に剥がれる傾向を示すレベルⅢを示すものが存
在することを確認できる。

カッターナイフ剝離試験の結果

図 -15

＊ 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

4.7 見かけの剝離抵抗性試験 3)，4)，5)，6)
表 -4 に見かけの剝離抵抗性試験の結果を示す。2
仕様ともばらつきが大きいものの、初期と比較すると
おおむね暴露期間が長くなるにつれて見かけの剝離抵
抗性が低下する傾向が認められた。主な破壊箇所は全
て基板と表面被覆材との界面破断となった。単軸引張
による付着強度試験では、全て基板破壊であり表面被
覆材としては基板の強度以上の付着強度という良好な
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、破壊に介在する表面被覆材の剝がれ易い箇
所の特定が可能であった。
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付着強度と見かけの剝離抵抗性との相関

4.9 粘弾特性 2)
図 -16 及び図 -17 に粘弾特性の結果を示す。凡例記
号は、全仕事量のうち We（押し込みに要した弾性領
域での仕事量）と Wr（押し込みに要した塑性領域で
の仕事量）の割合を示す。仕上げ材側より基板方向
に押し込みを行っているため、塗膜のどの層が硬く
なっているとは特定できないものの、E1(O)，E4(K)
とも弾性領域での仕事量の割合が暴露期間とともに低
下する傾向が認められた。暴露 10 年で初期と比べて
E1(O) は 6.0%，E4(K) は 8.7% 程度の減少で、測定や
測定箇所などのばらつきを含めた誤差を考慮しても有
意な差が認められた。また、硬くなった原因としては
4.3 赤外分光分析の結果より、樹脂成分が変化したこ

とが推定される。弾性領域での仕事量の変化の追跡に
より塗膜の劣化度を評価できる可能性を示唆する結果
が得られた。

れた。粘弾特性により表面被覆材の一部の物性につ
いて劣化度を評価できる可能性を見出した。
補修用樹脂小委員会にて実施している 15 工法の暴露
試験は現在も継続中であり、今後もデータを蓄積し、新
たな評価方法の検討を行う予定である。
謝辞
試験実施にあたり、公益社団法人日本材料学会コンク
リート工事用樹脂部門委員会並びに補修用樹脂小委員会
の委員各位から貴重なご提言を賜りました。ここに謝意
を表します。

5.

図 -16

仕事量の割合（E1(O)）

図 -17

仕事量の割合（E4(K)）

まとめ
補修用樹脂小委員会にて実施した表面被覆材に関する
共通試験のうち、屋外暴露 10 年目までの付着性能及び
その他の評価手法について、得られた結果を以下にまと
めを示す。
⑴ 屋外暴露により E1(O) では表面の樹脂の劣化によ
り顔料の露出が認められた。また両仕様とも赤外分
光分析でも暴露期間とともに仕上げ材の特定のピー
ク強度が低下する傾向が認められた。
⑵ 単軸引張による付着強度試験では、屋外暴露後の
付着強度の経時的な低下傾向はあまり認められず、
また、破壊箇所は 2 工法とも全て基板破壊であった
ため性能差の比較は困難であった。
⑶ 剝がれる状態を考慮した見かけの剝離抵抗性試験
では、単軸引張による付着強度試験とは異なる破壊
形態を示した。双方の相関係数を検討したところ試
験方法間での相関は低く、互いに異なる付着性能を
評価しているものと考えられる。
⑷ 粘弾特性については 2 工法とも弾性領域での仕事
量の割合が暴露期間とともに低下する傾向が認めら
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