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要旨：厳しい塩害環境に建設されるコンクリート構造物では，防食のためにエポキシ樹脂塗装鉄筋が多く使

用されている。しかし，エポキシ樹脂塗装鉄筋はコンクリートとの付着強度が低下するため，重ね継手の重

ね合わせ長さを大きくとらなければならない，衝撃や曲げ加工等によって生じた塗膜の損傷部を補修しなけ

ればならないなどの制約があるのが現状である。そこで，付着性，伸び率および耐食性が高い等の特徴を有

する PVB樹脂によって被覆し，表面に硅砂を吹き付けた鉄筋を製作して各種の評価試験を行った。その結果，

被覆鉄筋は耐衝撃性や曲げ加工性に優れること，付着強度が大幅に向上することが明らかになった。 
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1. はじめに 

 海洋，沿岸等の厳しい環境における鉄筋コンクリート

構造物では，劣化因子（塩化物イオン，炭酸ガス等）の

侵入による鉄筋腐食が問題となる。特に，海水や凍結防

止剤に起因する塩害による早期劣化問題は 1980 年代に

顕在化した。この問題を解決するため，鉄筋の表面をエ

ポキシ樹脂で被覆したエポキシ樹脂塗装鉄筋（以下，EP

鉄筋と呼称）が開発され，土木学会から「エポキシ樹脂

塗装鉄筋を用いる鉄筋コンクリートの設計施工指針(案)」

が 1986 年に発刊された 1)。EP 鉄筋は，防食性能が高く

多くの実績があるが，曲げ加工時や組立て時に塗膜に損

傷が生じやすく，鉄筋組立後にタッチアップ等による補

修を行わなければならない場合がある。また，EP 鉄筋は，

通常の鉄筋と比較してコンクリートとの付着強度が小さ

く，同指針 1)では重ね継手を設ける場合の重ね合わせ長

さを通常の場合の 1.18 倍以上としなければならないと

されている。 

 以上のような課題を解決するため，より高性能な防食

鉄筋の開発を目指し，ポリビニルブチラール樹脂（以下，

PVB 樹脂と称する）および珪砂を用いた被覆鉄筋を製作

した。本論文では，製作した被覆鉄筋の防食性能，コン

クリートとの付着性能，施工時の損傷に対する抵抗性，

RC はり曲げ載荷試験による構造性能の評価を行った。 

 

2. PVB 樹脂および珪砂を用いた被覆鉄筋の概要 

被覆鉄筋の製作に用いたPVB樹脂は，金属との付着性

が高い，耐候性，耐アルカリ性が高い等の特長を有し，

接着剤やプライマー等に広く使用されている。PVB樹脂

とエポキシ樹脂の機械的，熱的性質の対比を表－1に示

す。PVB樹脂は伸び率が大きく，変形に対する追従性が

あることから，衝撃や曲げによって損傷を生じにくいこ

とが期待される。PVB樹脂とエポキシ樹脂の促進耐候性

試験（JIS K 5600-7-7（キセノンランプ法）による）の結

果を表－2に示す。表－2より，PVB樹脂はエポキシ樹脂

よりも耐候性が高いことを確認した。 

また，コンクリートとの付着性能を改善させることを

目的に，PVB樹脂によって被覆した鉄筋の周囲に珪砂吹

付処理を施した（以下，PVB-S鉄筋と呼称）。PVB-S鉄筋

の外観を写真－1に示す。 

 評価試験に用いた鉄筋は，樹脂被覆の種類，珪砂吹付

処理の有無によって表－3 のように分類し，呼称するこ

ととした。PVB-S 鉄筋は，220±40μm の膜厚で PVB 樹

脂による被覆を施し，珪砂吹付処理を施した後の膜厚が

300±100μmとなるように製作した。母材となる鉄筋は，

JIS G 3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」のうち異形棒鋼

SD345 を用いた。鉄筋径は，特に断りがない場合は D19

を用いている。 
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表－1 PVB 樹脂とエポキシ樹脂の物性対比 

項目 PVB樹脂 エポキシ樹脂 

機械的

性質 

引張強さ（kg/cm2） 600 ～ 800 280 ～ 910 

伸び（%） 100 ～ 120 3 ～ 6 

引張弾性率

（104kg/cm2） 
1.1 ～ 1.4 2 ～ 5 

熱的 

性質 

ガラス転移温度（℃） 69 116.1 

軟化点（℃） 160 ～ 175 ― 

 

表－2 促進耐候性試験結果 

 PVB樹脂 エポキシ樹脂 

色差 

ΔE*ab

促進暴露処理1000時間後 3.5 22.4 

促進暴露処理2000時間後 8.9 22.5 

 

 
写真－1 PVB-S鉄筋の外観 
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3. 防食性能 

3.1 試験方法 

 「エポキシ樹脂塗装鉄筋を用いる鉄筋コンクリートの

設計施工指針(案)」1)に従い，PVB-S 鉄筋（BS）および

PVB 樹脂塗料の防食性能に関する試験を行った。また，

普通鉄筋（N），PVB 鉄筋（B）および PVB-S 鉄筋（BS）

を用いて東京都清瀬市内にて屋外暴露試験を行った。試

験項目と試験方法を表－4 に示す。 

3.2 試験結果 

 鉄筋の塩水噴霧試験および屋外暴露試験の結果を写真

－2 および写真－3 に示す。PVB-S 鉄筋は，90 日間の塩

水噴霧試験および 1 年 7 ヶ月間の屋外暴露試験の結果，

腐食がないことを確認した。 

PVB 樹脂塗膜の耐食性試験および耐薬品性試験の結

果，塗膜に錆，ふくれ，軟化等の異常がないことを確認

した。塩化物イオン透過性については，PVB 樹脂と珪砂

を用いて作成した塗膜の 90 日間のセル試験の結果，塩

化物イオンの透過がないことを確認した。 

以上より，PVB 鉄筋および PVB-S 鉄筋は，エポキシ樹

脂塗装鉄筋の品質規格を満足することから，エポキシ樹

脂塗装鉄筋と同等の防食性能を有することが示された。 

 

4. コンクリートとの付着性能 

4.1 試験方法 

 試験は，JSCE-E 516-2003「エポキシ樹脂塗装鉄筋の付

着強度試験方法」1)を参考にして行った。供試体および試

験装置の模式図を図－1に示す。供試体は，一辺が 150mm

の立方体のコンクリートの中心に鉄筋を 1 本配した鉄筋

コンクリートとし，鉄筋とコンクリートとの付着長さが

75mm となるように作製した。供試体の数は 1 ケースに

つき 3 個とした。鉄筋は，普通鉄筋（N）および各種被覆

鉄筋（EP，B および BS）を用いた。コンクリートは，普

通ポルトランドセメントを用いた水セメント比 59.0％の

ものを用いた。コンクリートの使用材料，配合を表－5 お

よび表－6 に示す。供試体は材齢 28 日まで標準養生に供

し，その後試験を行った。試験時のコンクリートの圧縮

強度は 37.1N/mm2 であった。 

 引抜き試験には定格荷重250kNの精密万能試験機を使

用した。図－1 (b) のように供試体を載荷板に固定し，上

部から鉄筋をつかんで上方に載荷した。供試体下部の鉄

筋が突出した部分に変位計を設置し，鉄筋のすべり量を

測定した。 

表－3 鉄筋の種類 

名称 記号 被覆 
硅砂吹付 

処理 

膜厚 

（μm） 

普通鉄筋 N 無処理（被覆なし） ― ― 

EP鉄筋 EP エポキシ樹脂 なし 220±40 

PVB鉄筋 B PVB樹脂 なし 220±40 

PVB-S 鉄筋 BS PVB樹脂 あり 

300±100 

（樹脂＋珪砂

の膜厚） 

表－4 防食性能に関する試験項目と試験方法 

種類 試験対象 項目 方法 

鉄 

筋 

BS 耐食性 
JSCE-E 518-2003 

（塩水噴霧試験） 

N，B 

および BS 
耐食性 屋外暴露試験（1 年 7 ヶ月間）

塗 

料 

PVB 樹脂 

塗膜 
耐食性 

JSCE-E 527-2003 

（塩水噴霧試験） 

PVB 樹脂 

塗膜 
耐薬品性 

JSCE-E 528-2003 

（3molCaCl，3mol NaOH，

CaOH 飽和，5%硫酸の各水溶

液を用いた浸漬試験） 

PVB 樹脂＋

珪砂塗膜 

塩化物イオン 

透過性 

JSCE-E 530-2003 

（5%NaCl 水溶液を用いたセ

ル試験） 

 

 

写真－2 塩水噴霧試験結果 

   

(a) N          (b) B          (c) BS 

写真－3 鉄筋の屋外暴露試験結果 

 

 
(a)  供試体               (b) 試験装置 

図－1 引抜き試験の模式図 
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4.2 試験結果 

 試験結果を表－7 および図－2 に示す。すべり量が比

較的小さい 0.002D（0.038mm）のときの付着応力度は，

普通鉄筋の場合で 2.47N/mm2 であり，EP 鉄筋では 1.76 

N/mm2で普通鉄筋の場合の約0.7倍と小さかった。一方，

PVB鉄筋では 2.98N/mm2と普通鉄筋の場合より大きくな

り，普通鉄筋の場合の約 1.2 倍となった。PVB-S 鉄筋で

は，すべり量が 0.002D のときの付着応力度が 6.88N/mm2

に増加し，普通鉄筋に対して約 2.8 倍となった。したが

って，硅砂を使用することですべり量 0.002D のときにお

ける鉄筋とコンクリートとの付着応力度が大きくなるこ

とが分かった。 

 最大付着応力度は，普通鉄筋の場合で 12.0N/mm2であ

り，EP 鉄筋および PVB 鉄筋では普通鉄筋の場合とほぼ

同等であった。異形棒鋼にはふしやリブがあり，ふしが

引抜きに対して機械的に抵抗するため，最大付着応力度

は被覆の有無あるいは被覆材の種類に大きく左右されな

いと考えられる。また，被覆鉄筋は樹脂の膜厚のために

ふしの形状が滑らかになり，最大付着応力度が小さくな

るという知見 2)，3)があるが，今回の供試体の条件（膜厚：

220±40µm）ではその影響は顕著ではないことが分かっ

た。PVB-S 鉄筋の最大付着応力度は 13.4N/mm2で，普通

鉄筋の場合の約 1.1 倍であり，珪砂吹付処理を施すこと

で最大付着応力度が増加することが分かった。 

以上より，コンクリートとの付着強度を考慮すると，

PVB-S 鉄筋を用いて重ね継手を設ける場合，その重ね合

わせ長さを普通鉄筋の場合と同等としてよいと考えられ

る。 

 

5. 施工時の損傷に対する抵抗性 

5.1 概要 

被覆鉄筋は，組立て時に鉄筋同士あるいは周囲の設備

や資材に接触し，局所的に塗膜に損傷が生じることがあ

る。また，曲げ加工を行った際に塗膜に割れ，裂け，は

がれ等が生じることがある。どちらの場合も鉄筋の素地

が部分的に露出することとなり，防食に対する信頼性を

保証するためにコンクリートを打込む前にタッチアップ

等による補修を行わなければならない。したがって，こ

れらの施工時に発生する不具合を再現する試験を行い，

塗膜の損傷に対する抵抗性を評価した。 

5.2 耐衝撃性試験 

5.2.1 試験方法   

試験は，JSCE-E 514-2003「エポキシ樹脂塗装鉄筋の耐

衝撃性試験方法」1)を参考にして行った。鉄筋を床に置き，

質量0.8kgの鋼製の棒をおもりとして自由落下させるこ

とによって衝撃を与え，塗膜の破壊状況を確認すること

で耐衝撃性を評価した。このとき，1回の試験における衝

撃強度は3.0N･mとなるようにおもりを鉄筋から38cmの

高さから落下させた。また，鉄筋のふしの真上におもり

が当たるように試験を行った。使用した鉄筋は，各種被

覆鉄筋（EP，BおよびBS）とした。 

5.2.2 試験結果  

 衝撃試験を複数回繰り返して実施した際の塗膜の状況

を写真－4 に示す。EP 鉄筋の場合，5 回の衝撃によって

塗膜が剥がれて鉄筋の素地が露出していることがわかる。

一方，PVB 鉄筋および PVB-S 鉄筋の場合，おもりが落下

した位置で塗膜が変形しつぶれてはいるものの，鉄筋が

表－5 コンクリートの使用材料 

分類 種類 記号 摘要 

水 上水道水 W ― 

セメ

ント 

普通ポルト 

ランドセメント 
C 密度3.16g/cm3  

細骨

材 
陸砂 S 

密度 2.61g/cm3，吸水率

1.97％， 

粗粒率2.64，木更津産 

粗骨

材 
砕石2005 G 

密度 2.65g/cm3，吸水率

0.72％， 

粗粒率6.60，青梅産 

混和

剤 

AE減水剤 WR リグニンスルフォン酸系 

空気連行剤 AE 変性アルキルカルボン酸系 

 

表－6 コンクリートの示方配合 

W/C

(%) 

s/a 

(%) 

単位量(kg/m3) WR 

(C×%) 

AE 

(C×%) W C S G 

59.0 45.8 165 280 838 1008 0.25 0.002 

 

表－7 引抜き試験結果 

鉄

筋

種

類 

すべり量が 0.002D のときの 

付着応力度 
最大付着応力度 

（N/mm2） 
N に 

対する比 
（N/mm2） 

N に 

対する比 

N 2.47 1.00 12.0 1.00 

EP 1.76 0.71 11.7 0.98 

B 2.98 1.21 11.9 0.99 

BS 6.88 2.78 13.4 1.12 

図－2 すべり量と付着応力度の関係 
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露出することはなかった。また，PVB 鉄筋および PVB-S

鉄筋に対して試験を 10 回繰り返して実施したが，特に

目立った損傷は確認されなかった。これは，PVB 樹脂が

エポキシ樹脂と比較して変形に対する追従性に優れてい

ることを示唆しており，このことによって，同じ衝撃エ

ネルギーによる損傷度合いが比較的軽微になったと考え

られる。また，珪砂吹付処理の有無は損傷度合いに大き

な影響を及ぼさないと考えられる。以上より，PVB 鉄筋

および PVB-S 鉄筋は，EP 鉄筋と比較して衝撃に対する

耐性に優れていることが分かった。 

5.3 曲げ加工性試験 

5.3.1 試験方法  

試験は，JSCE-E 515-2003「エポキシ樹脂塗装鉄筋の曲

げ試験方法」1)を参考にして行った。D13およびD19の

PVB-S鉄筋（長さ1m）を用いて，温度20±2℃および5±

1℃の条件下で各5本の試料について行った。鉄筋の曲げ

内半径をD13では鉄筋公称直径の2倍（2φ），D19では鉄

筋公称直径の3倍（3φ）として，写真－5に示すように，

鉄筋をリブが上下になる状態で180°まで曲げを行った。

曲げ加工後，曲げ外周および内周の塗膜における微小割

れ，開口割れ，はく離などの発生状況を観察した。 

5.3.2 試験結果および考察   

曲げ加工後の鉄筋の外観を表－8に示す。いずれの試

験条件においても，クラックの発生はなかったことから，

PVB-S鉄筋はエポキシ樹脂塗装鉄筋の品質規準を満足す

る結果となった。なお，曲げ内周に見られる表面の黒ず

みは，鉄筋ベンダーと鉄筋との接触部に設けたゴムシー

トによる汚れ跡であり，樹脂塗膜の損傷とは異なる。 

なお，極度の衝撃や曲げ加工等によりPVB-S鉄筋の塗

膜が損傷した場合は，PVB樹脂を溶剤に溶解した混合物

を補修用材料とし，はけ塗りによるタッチアップ等の補

修が可能である。 

     

(a) EP（5回） (b) B（5回） (c) BS（5回） (d) B（10回） (e) BS（10回） 

写真－4 耐衝撃性試験後の状況 
 

表－8 曲げ加工試験結果 

鉄

筋

径 

温度 20±2℃ 温度 5±1℃ 

曲げ外周 曲げ内周 曲げ外周 曲げ内周 

D13 

   

D19 

  

写真－5 曲げ加工性試験の状況 
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6. 構造性能 

6.1 概要 

被覆鉄筋のコンクリートとの付着性状が構造性能に

及ぼす影響を確認するため，RCはり供試体を用いた曲げ

載荷試験を行った。一般のはり部材を模擬するために，

曲げ破壊型として供試体を設計し，曲げによる耐荷重や

たわみ，ひび割れ性状の評価を行った。 

6.2 試験方法 

鉄筋の種類は，普通鉄筋，EP 鉄筋および PVB-S 鉄筋

の 3 種類とし，主筋を D19 とした。圧縮側鉄筋およびせ

ん断補強筋には同種類の鉄筋で D13 とした。鉄筋の材料

試験結果を表－9 に示す。コンクリートの配合を表－10

に示す。なお，コンクリートの使用材料は表－4 に示す

ものとした。また，コンクリートの材料試験結果を表－

11 に示す。 

供試体は，4 種類の鉄筋を軸方向鉄筋およびせん断補

強筋に用いてそれぞれ 1 体ずつ作製した。供試体の配筋

および計測器位置図を図－3 に示す。供試体は試験日（材

齢 19 および 20 日）まで室温で気中養生に供した。 

載荷は，載荷スパン 300mm，支点間スパン 2300mm

（せん断スパン 1000mm）の 4 点曲げによって行った。

載荷試験の状況を写真－6 に示す。測定項目は，載荷荷

重，鉛直変位およびひび割れ幅の 3 項目とした。鉛直変

位は図－3 中の D2～D4 の変位計で測定し，支点位置に

設けた D1 および D5 の変位を補正することで算出した。

ひび割れ幅は図－3 中の P1～P5 の π ゲージによって測

定し，最大値を示した πゲージの変位によって評価した。

ひび割れ幅の測定は π ゲージの最大変位が 5mm に達し

た時点で終了し，安全のために πゲージを除去した。な

お，載荷試験時に適時目視によるひび割れの調査を行っ

た。 

6.3 試験結果 

荷重と供試体中央部の鉛直変位（D3 補正値）の関係

を図－4 に示す。すべての供試体で設計曲げ耐荷重を上

回り，上縁部コンクリートの圧壊によって破壊した。最

大荷重は，普通鉄筋が 191kN であったのに対し，EP 鉄

筋および PVB-S 鉄筋は 183kN であり，その差は 5％以内

に留まった。また，荷重と中央変位の曲線からは，鉄筋

の種類による著しい相違は確認できなかった。 

表－9 鉄筋の材料試験結果 

種類 呼び径 
降伏点 

(N/mm2) 

引張強度 

(N/mm2) 

伸び率 

(%) 

N 
D19 397 586 23.5 

D13 395 573 23.5 

EP 
D19 405 585 20.2 

D13 421 583 19.8 

BS 
D19 397 577 20.3 

D13 415 600 19.8 

 
表－10 コンクリートの示方配合 

W/C

(%) 

s/a 

(%) 

単位量(kg/m3) WR 

(C×%) 

AE 

(C×%) W C S G 

45.0 45.4 163
36

2 
802 978 0.25 0.002 

 
表－11 コンクリートの材料試験結果 

試験 

体 

試験日 

の材齢 

圧縮強度

(N/mm2) 

静弾性 

係数 

(kN/mm2) 

ポア 

ソン 

比 

割裂引 

張強度 

(N/mm2)

N, EP 19日 46.3 29.5 0.18 3.35 

BS 20日 41.7 29.8 0.19 3.25 

 

写真－6 載荷試験の状況 

 
(a) 側面図                                          (b) 断面図 

図－3 RC はり供試体の配筋および計測器位置図（単位：mm） 
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荷重と最大ひび割れ幅（最大値を示した πゲージの変

位）の関係を図－5 に，載荷中の供試体のひび割れ状況

を写真－7 に示す。図－5 より，最大ひび割れ幅および

その進展過程に鉄筋の種類による有意な差は見られなか

った。写真－7 からも，ひび割れの方向や分散性に異常

な点はなく，ほぼ同様の過程でひび割れが進展していっ

たことが見て取れる。 

以上より，PVB-S鉄筋を用いたRCはりの曲げ性状は，

普通鉄筋やエポキシ樹脂塗装鉄筋を用いた場合と同等で

あることが明らかになった。 

 

7. まとめ 

PVB樹脂および珪砂を用いた被覆鉄筋について，各種

性能評価試験を行った結果，以下の知見が得られた。 

1) PVB 樹脂塗膜および PVB-S 鉄筋は，耐食性，耐

薬品性，塩化物イオン透過性の各試験において，

エポキシ樹脂塗装鉄筋の品質規格を満足し，十分

な防食性能を有することが確認された。 

2) 引抜き試験によるコンクリートとの最大付着応力

度は，普通鉄筋の場合の約 1.1 倍に増加した。ま

た，すべり量が小さい範囲での付着応力度は 2.8

倍に増加した。したがって，付着応力度の観点か

ら，重ね継手を設ける場合の重ね合わせ長さは，

普通鉄筋と同等としてよいと考えられる。 

3) 衝撃や曲げ加工による塗膜の損傷に対する抵抗性

が高いことが試験により確認された。したがって，

施工時のタッチアップ等による補修手間を軽減で

きると考えられる。 

4) RCはりの曲げ載荷試験の結果，たわみ性状，ひび

割れ性状について普通鉄筋と同等であることが確

認された。 
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