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プライマー種類が水性アクリル塗料系表面被覆材の
各種性能に及ぼす影響

前原 聡＊ 鈴木 将充＊ 早川 健司＊

要 約： 既設鉄筋コンクリート構造物では，水分および二酸化炭素の侵入を抑制することを目的とした表面被覆工法に
よる補修対策がなされている。この表面被覆工法は，下地コンクリート面の素地状態や含水状態によって，施工
後に表面被覆材の浮き，膨れや剥がれ，縮みなどの変状が発生することが報告されている。これらの変状に対す
る抵抗性の指標の一つとして，表面被覆材と下地コンクリートの付着性があげられ，一般的な表面被覆工法では
付着性を向上させるために下地コンクリートと表面被覆材の層間にプライマーが用いられている。
本研究では，プライマーが表面被覆材の付着性，水分浸透抵抗性および中性化抵抗性に及ぼす影響を実験的に
検討した。まず，温冷繰返し及びアルカリ促進試験により，表面被覆材に負荷を与えることで劣化を模擬し，劣
化促進に対する抵抗性とその状態における付着性などの各種性能について把握した。その結果，プライマー種類
によって，劣化程度や付着性などに異なる傾向を示した。

キーワード： 表面被覆，プライマー，付着力，中性化抵抗性，水分浸透抵抗性

目 次： 1．はじめに
2．実験概要

3．実験結果および考察
4．まとめ

1．はじめに
建築分野における鉄筋コンクリート構造物では，新設の
構造物において仕上げや防水の観点から，従来よりコンク
リート表面に塗料系の材料を塗布することがなされてき
た。それに対して，近年，土木分野における鉄筋コンクリ
ート構造物おいても中性化などの劣化が進行した既設構造
物で，劣化因子の侵入を抑制することを目的とした補修対
策として，塗料系の材料による表面被覆がなされている。
この補修対策の一つである表面被覆工法では，既往の研究
によると施工後に表面被覆材の浮き，膨れや剥がれ，縮み
などの変状が発生することが報告されている1)～3)。これら
の変状の原因は主に以下の 3つ（調査，設計，施工）に分
類されており3)，新設のコンクリート表面に施工する場合
とは別に，ある程度，劣化したコンクリート表面に施工す
る場合として，下地コンクリート面の素地状態や含水状態
などに留意する必要がある。
・補修対策前の劣化診断（発生原因の特定や劣化程度の判
定）において不適切であった場合（調査）。
・補修材料，工法の選定や補修計画において不適切であっ
た場合（設計）。
・補修対策時の施工管理，対策時の環境条件などにおい
て，不適切であった場合（施工）。
この中で，施工管理に起因する不具合は，比較的早期に
浮きなどの変状が発生するため，構造物の性能低下や第三
者への影響，維持管理に関する経済性に影響を及ぼすこと
から，特に避けるべき事象である。
ここで，上記の変状に対する抵抗性の指標の一つとし

て，表面被覆材と下地コンクリートの付着性があげられ，
一般的な表面被覆工法では，付着性を確保するため下地コ
ンクリートと表面被覆材主材の層間にプライマーが用いら
れている。このプライマーの主な目的は，施工に起因する
付着性の低下を防ぐことや中性化抵抗性などの各種性能の
向上とされている1)。
次に，表面被覆材の各種性能を評価するにあたり，プラ

イマー，主材および仕上げ材などの各材料を所定の組合せ
で評価しており，同一の主材において，プライマー種類な
どを変更して検討した事例は少ないと考えられる。そのよ
うな中で，プライマー自体の各種性能に及ぼす影響を定量
的に把握することができれば，寒冷地などのより高い付着
性が求められる場合など，より合理的な材料選定や補修設
計につながると考える。
そこで，本研究ではプライマーの種類が表面被覆材の付

着性，水分浸透および中性化抵抗性に及ぼす影響を実験的
に検討した。表面被覆材の主材は，当社土木分野の補修関
連工事において施工実績の多い水性アクリル塗料系と同種
類のものとした。なお，この表面被覆材は，主材のみを使
用するものであり，プライマーと組合せた仕様で評価した
事例はない。そして，プライマーには，無機系断面修復材
と下地コンクリートの層間やコンクリート打継処理剤とし
て使用される材料を選定した。評価方法としては，モルタ
ル供試体にプライマーを変化させた表面被覆材を施し，温
冷繰返し及びアルカリ促進試験によって，表面被覆材に負
荷を与えることで塗膜の劣化を模擬した。そして，プライ
マー種類が劣化程度とその状態における付着性などの各種
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性能に及ぼす影響について検討した。

2．実験概要
2.1 使用材料およびモルタル供試体
表 1 に表面被覆材の主材とプライマーの使用材料を示
す。表面被覆材の主材は水性アクリル塗料系の 1種類とし
た。プライマーは，エチレン酢酸ビニル共重合エマルショ
ン，アクリル樹脂エマルションおよびエポキシ樹脂系の 3
種類とした。
モルタル供試体の基板は，JSCE-K 511-2018 表面被覆
材の耐候性試験方法に準拠して，水セメント比が 50%，砂
セメント比が 3.0 とし，普通ポルトランドセメントと標準
砂を用いたモルタルとした。モルタルは，練混ぜ後に専用
の型枠（70×70×20 mm）に打込み，24 時間までは 20℃，
80%RH の環境下に静置した。その後脱型し，材齢 7 日ま
では水中標準養生，それ以降は恒温恒湿度室（20℃，
60%RH）にて気中養生とした。
表 2 にモルタル供試体の諸元を示す。モルタル供試体
は，材齢 56 日以降に 70×70 mmの打込み面のみを対象と
して素地調整を行い，直後に各々のプライマーを塗布し
た。素地調整は，ダイヤモンドカップ刃のディスクサンダ
ーによる粗削り，#80 の布やすりよる仕上げ削りとして，
その後，アセトンにて削り面を清掃した。プライマー塗布
から 24 時間後に表面被覆材の主材を塗布して，14 日間，
気中養生（20℃，60%RH）とした。
2.2 温冷繰返し及びアルカリ促進試験
モルタル供試体は，塗膜の劣化を模擬するために JIS A
6909：2003 追補 1：2006 追補 2：2010 建築用仕上塗材お
よび JIS A 6916：2000 追補 1：2006 建築用下地調整塗材
の耐久性や既往の研究4)を参考として，以下の温冷繰返し
及びアルカリ促進試験を 30 サイクル実施した。なお，モ
ルタル供試体の表面被覆を施した面以外の側面と底面はモ
ルタル素地のままとし，水酸化カルシウム飽和溶液が側面
と底面より浸入する状態とした。
劣化促進後のモルタル供試体は，文献5)を参考として塗
膜の劣化程度を劣化度 0（劣化なし）から 5（劣化顕著）
の 6段階に目視にて評価してランク付けした。表 3に塗膜
の劣化程度と劣化度の目安を示す。劣化促進後は，14 日
間以上，気中養生として乾燥させたのちに各種性能試験を
実施した。
［温冷繰返し及びアルカリ促進試験 1サイクル］
① －30±3℃の恒温槽の中で 3時間冷却する。
② 60±3℃の恒温槽の中で水酸化カルシウム飽和溶液に
浸漬させ 3時間保持する。

③ 20℃，60%RH の環境下で，水酸化カルシウム飽和溶
液に塗布面が気中に露出されるように半水浸させ 18
時間保持する。
2.3 各種性能試験
(1) 付着性
付着性は，モルタル供試体に鋼製治具（40×40 mm，厚
さ 12 mm）を接着し，24 時間養生後に JIS A 6909 建築用

仕上げ塗材，JSCE-K 531 表面被覆材の付着強さ試験方法
を参考として，建研式接着試験機を用いて付着強度にて評
価した。
(2) 中性化抵抗性
中性化の試験では，モルタル供試体の表面被覆を施した

面以外（側面と底面の 5面）をシールして，促進中性化環
境下（20℃，60%RH，CO2 濃度 5%）に 28 日間，静置し
た。その後，モルタル供試体を割裂し，フェノールフタレ
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図 1 加圧透水試験の概要



イン溶液を噴霧して中性化深さを求めた。
(3) 水分浸透抵抗性
水分浸透抵抗性は加圧条件下（水圧 0.05 MPa）での透

水試験を実施した。図 1に加圧透水試験の概要を示す。な
お，モルタル供試体側面はシールを行い，水分の浸透は表
面被覆を施した面のみとした。評価項目は，試験開始から
24 時間後においてモルタル供試体を割裂し，水分浸透深
さを求めた。
なお，水分浸透および中性化抵抗性においては，表面被
覆材を施工していない供試体（Blank）とプライマーを用
いていない供試体（Non-N）での水分浸透深さと中性化
深さも求めた。

3．実験結果および考察
3.1 塗膜の劣化度と付着性
図 2 に温冷繰返し及びアルカリ促進試験後の状況を示す。
それぞれのモルタル供試体は，表 3の劣化程度の目安を参
考として，特に剥がれに着目し，劣化度のランク付けを行
った。その結果，劣化度は，エポキシ樹脂系（EPR）で平
均 1.0，アクリル樹脂系エマルション（ACR）で平均
2.25，EVA エマルション（EVA）で平均 3.9 の順に大き
くなった。これは，プライマー種類によって，モルタルと
表面被覆材界面の層間に形成される皮膜の程度が変化し，
水分や水蒸気の移動のし易さに影響を及ぼすことで，塗膜
の劣化程度が異なったと推察する。次に，図 3に劣化度と
付着強度の関係を示す。劣化促進なしの付着強度は 2.0～
4.2 N/mm2 であり，EVA＜ACR＜EPR の順で大きくな
り，劣化度の順序と同様の傾向を示した。なお，劣化度 0
での付着強度は劣化促進なしの結果であり，劣化度 5では
塗膜が残っている範囲が少ないことから，付着強度試験は
実施していない。試験を実施したもの全てにおいて，破壊
形態はモルタルと表面被覆材界面の界面剥離であった。
また，プライマー種類に関わらず，劣化促進ありの付着
強度は，劣化促進なしよりも小さくなり，劣化度が大きく
なると付着強度が小さくなる傾向を示した。よって，目視
にて劣化が確認されるものは，付着力が低下している可能
性が大きいと判断することができると考える。
3.2 中性化抵抗性
図 4に中性化深さの結果を示す。劣化促進なしでは，プ
ライマー種類および使用の有無に関係なく，中性化の進行
は見られなかった。なお，Blank の中性化深さは 4.2 mm

であり，EVA と ACR では劣化促進させることで，中性
化抵抗性が低下し，Blank と同程度の中性化深さとなっ
た。EPR では，劣化促進の有無によらず中性化深さは 0
mmであった。
3.3 水分浸透抵抗性
図 5 に加圧透水試験の結果を示す。Non の水分浸透深

さは 1.4 mmであるのに対して，劣化促進なしのプライマ
ーを用いた供試体で水分浸透深さは 0 mmであった。プラ
イマーを用いることによる水分浸透抵抗性の向上を確認す
ることができた。EVA と ACR の劣化促進ありでは，水
分浸抵抗性が低下し，特に，ACR では水分浸透深さが 11
mm であった。EPR では，劣化促進ありでも劣化促進な
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図 3 劣化度と付着強度の関係

図 4 中性化深さの結果

図 5 水分浸透深さの結果

図 2 温冷繰返し及びアルカリ促進試験後の劣化状況



しと同等に水分浸透深さは 0 mmであった。
次に，それぞれ中性化深さおよび水分浸透深さの値を無
塗布のモルタル供試体の値で除した中性化比と水分浸透比
を求めた。図 6に劣化度と中性化比，水分浸透比の関係を
示す。EVAは劣化度が 3で水分浸透比は 0.4 となった。一
方で，ACR では劣化度が 2 にもかかわらず水分浸透比は
1.2 となり，無塗布のモルタル供試体と同程以上であった。
図 6より，塗膜の劣化度が大きくなると中性化抵抗性お
よび水分浸透抵抗性が低下し，中性化比と水分浸透比が大
きくなることも考えられるが，そのような傾向はみられな
かった。これは，目視による塗膜の劣化程度の評価と中性
化および水分浸透抵抗性についての関係性が一概に得られ
るものではなく，目視による塗膜の劣化程度のみではそれ
ら抵抗性を評価することができないと考える。これは，表
面被覆材を用いた 30 年間の屋外暴露試験に研究6)と同様
の傾向を示している。
ここで，中性化および水分浸透の進行に及ぼす要因の一

つとして，モルタル中の含水状態があげられる。劣化促進
試験において，塗膜がある程度健全な状態では，水酸化カ
ルシウム飽和溶液の浸入を抑制するが，塗膜の劣化が進行
することで劣化促進試験中に水酸化カルシウム飽和溶液が
モルタル中に浸入しやすくなると考える。塗膜の劣化程度
と中性化および水分浸透抵抗性に一定の関係性がみられな
かったことについては，塗膜の劣化に伴い，モルタル中の
含水率などが変化し，その後，一定の乾燥期間を設けたも
のの，中性化および水分浸透の進行に影響を及ぼしたと推
察する。

4．まとめ
本研究の範囲内で得られた知見を以下に示す。

(1) プライマー種類によって，温冷繰返し及びアルカリ
促進試験後の劣化程度は，エポキシ樹脂系，アクリ
ル樹脂系エマルション，EVA エマルションの順に
大きくなった。

(2) エポキシ樹脂系では，劣化促進後の劣化度は 1，中
性化深さおよび水分浸透深さは 0 mmであり，劣化
促進をさせていないものと同等であった。

(3) アクリル樹脂系エマルション，EVA エマルション
では，劣化促進により劣化度は 2以上となり，中性
化および水分浸透抵抗性が小さくなった。

(4) 劣化度と付着強度の関係は劣化度が大きくなると付
着強度が小さくなる傾向を示した。目視にて劣化が
確認されるものは，付着力が低下している可能性が
大きいと判断することができると考える。
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図 6 劣化度と中性化比，水分浸透比の関係
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STUDY ON THE EFFECT OF PRIMER TYPE ON THE AQUEOUS ACRYLIC SURFACE COATING
MATERIAL-INDUCED VARIOUS PERFORMANCE

S. Maehara, M. Suzuki, and K. Hayakawa

In this study, the effect of primer type on the progress of coating deterioration and bond strength was investigated
through experiments. The degree of coating deterioration was determined by state of coating obtained from thermal cycle
and alkali promotion experiment. And, was investigated resistance carbonation and water permeation on state of coating
deterioration.
It was found that, the state of coating deterioration depends on the type of primer in the surface coating material.
Consequently, when there is damaged thermal cycle and alkali promotion, the resistance of carbonation and water
permeation is smaller due to coating falling off at the surface of mortar.


