
概　要
　「EAGLE８（イーグル８）」は、短時間開放を実現する施工
性、耐久性、耐塩性、耐火性（3000℃）に優れた高機能セラ
ミックセメント。マイナス25℃での施工も可能で、プライマー
不要の補修・補強材として幅広い分野で採用されている。

特　長
１．超速硬性
施工後３時間以内で実用強度（45N/mm2）に到達し、硬化に
伴う収縮もない。
２．高強度
・圧縮強度：50N/mm2以上	 ・曲げ強度：10N/mm2以上
・引張強度：3N/mm2以上	 ・付着強度：2～3.5N/mm2
３．施工が容易
・水、海水と混ぜ、打設、流し込み、吹付が可能
・１㎜程度の薄層施工が可能

採用されている分野
道路、空港・港湾施設、河川、橋梁・トンネル、鉄道、上下
水道施設、農水産業施設、各種水槽・水処理施設、電力施設、
工場・倉庫、一般建築物　等

曲がって戻る靭性

施工により得られる効果
・コンクリートおよび鋼構造物への施工（補修・補強）によ
り、開放時間の短縮と長期的な効果維持を実現
・鉄筋など鋼材表面に、リン酸不同皮膜が形成され、恒久的
な防錆作用および対塩性を確保し、躯体強化を実現
・高い曲げ強度、引張強度と靭性による耐震補強
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耐震改修・補強材としての性能（RC床版の補強効果試験より）
［2011年度　日本建築学会関東支部 研究報告集Ⅰより］
１．試験概要

RC床版試験体に静荷重を掛け破断直前状態にし（①）、そ
の後床版の下面に薄く本製品を打設（②）。打設前と同様
な静荷重を掛け破断直前までの変位量を計測、ひび割れ状
況を観測した結果を記録した。
２．試験結果

補修前は900N載荷時に約0.2㎜幅のひび割れが発生したの
に対し、本製品での補修後は2180N載荷時にひび割れが発
生したが、目視では確認困難なほど小さなものだった。
荷重と変位の計測結果からも、本製品で補修することによ
り高い靭性を持たせることが確認できた（③）。
さらに、RC床版と本製品が一体化し優れた付着性を示す
ことも実証された（④）。
３．考察――補修・補強、長寿命化材料として最適

老朽化したRC床版の補修には従来ポリマー系セメント材
料が用いられてきたが、引張強度が不安視されていた。
この試験では、本製品での補修により従来工法の約2.4倍
の引張強度が確認できたほか、靭性・付着性も高くRC強
度を高めるのに有効なことがわかった。
こうした特性から、本製品は2011年の東日本大震災以降喫
緊の課題となっている、建築物の補修および耐震化のニー
ズに応える最適な材料の１つと言える。
高機能セラミックによる補修の効果は、すでに橋梁床版な
どの土木構造物で確認されていたが、この試験により今後
増え続ける建築構造物の長寿命化材料としても有効である
ことが証明された。

過酷な環境下での性能（鉄筋の耐腐食性試験より）
［2010年　米国土木学会国際技術委員会エジプトカイロ会
議　Alla El-Din Sharakawi博士発表論文より］
１．試験概要

鉄筋を入れたロリポップ供試体を塩水に浸け、内部鉄筋と
塩水中の電極間に電気を流すことで鉄筋の腐食を促進し

（⑤）、本製品およびポルトランドセメントの腐食状況を測
定した。
２．試験結果

ポルトランドセメントは、スタート時100ミリアンペア、
70時間で700ミリアンペアとピークに達し、目視では５日
目にひどい腐食状態となり完全に破損してしまった（⑥）。
これに対して本製品には、500時間経過後も非常に低い電
流しか流れず、目視でも21日後も腐食は全くない（⑦）。（⑧
の比較図を参照）
３．考察――過酷な環境下での使用部材として最適

本製品はセメントと比べpHが少し低いことから、当初は
内部鉄筋の腐食防止効果に疑問を呈されていたが、試験に
より高い耐腐食性を有することが証明された（なお細骨材、
粗骨材等を混入した場合にも同様の結果が得られている）。
防錆剤などの混入が不要で、単体で高い耐腐食性を発揮す
る本製品は、塩害地域など過酷な環境下での使用にも最適
な部材と考えられる。
また、橋梁などの鋼材部の腐食を止め、鋼材に対しても補
強効果があることが証明され、高速道路会社との共同研究
から特許も取得している（⑨）。

共通資材／補強・補修材

番号 実測値
（kN）

付着強度
（N/㎜2）

母材破壊
有無

A1
A2
A3
A4

平 均
B1
B2
B3
B4

平 均

3.06
3.92
3.18
2.84
－
2.27
2.34
2.27
2.70
－

1.91
2.45
1.99
1.78
2.03
1.42
1.46
1.42
1.69
1.50

なし
なし
あり
あり
－
なし
あり
なし
あり
－

各種試験で証明された「EAGLE8」の性能

③荷重と変位の計測結果
　試験体3000×600×120㎜　配筋ピッチ170㎜　EAGLE8厚み10㎜

載荷量に対し変位は補修
前後とも比例関係で変位
しているが、本製品での
補修後は2200N載荷時
38㎜の変位量を示した。
また層間剥離がなく一体
化し、RC床版では想定で
きない靭性結果が出た。
補修厚、補修部位により
必要強度を発揮できる。

付着箇所は、背筋位
置（A1～A4）と無
背筋位置（B1～B4）
の各４カ所で確認。
曲げ応力約2000N
に対しても、RCと本
製品が一体化されて
いる結果を得た。

①載荷試験後のひび割れ状況

⑥５日経過後の
　ポルトランドセメント供試体

⑧EAGLE8とポルトランドセメント
　の測定時間と経過時間

④付着試験結果

⑤ロリポップ供試体を用いた試験の模式図・試験状況写真

②EAGLE8による増厚補修

⑦21日経過後のEAGLE8供試体

⑨鋼材を使用した補強効果確認
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構造物補強・補修材

コンクリート・鋼構造物用 補修・補強材

EAGLE8
NETIS登録番号：KT-120069-A

国際空港コンクリート舗装部補修（左：施工前、右：施工後）

概　要
　「EAGLE8」は、水と化合して短時間で硬化する高機能セ
ラミックパウダー。元々は放射性廃棄物の封じ込めを目的と
してアメリカで開発されたものだが、近年では各種試験で耐
震補強や防食対策に高い効果があることが証明され、優れた
補修・補強材として幅広い分野で採用されている。

特　長
１．超速硬性

施工後３時間以内という非常に短い時間で実用強度（45N/
㎜2）に到達し、また硬化に伴う収縮がない。

２．高強度
　・圧縮強度：50N/㎜2以上 ・曲げ強度：10N/㎜2以上
　・引張強度：3N/㎜2以上 ・付着性に優れる
３．施工が容易
　・水との混錬のみで施工可能（海水との混錬も可）
　・打設の他、吹付等さまざまな施工方法を選択できる
　・プライマーなしで付着する
　・水中・雨中および氷点下での施工が可能

適用可能分野
道路、港湾・河川施設、橋梁、トンネル、鉄道、上下水道施設、
農業水産施設、各種水槽・水処理施設、電力施設、工場・倉庫、
空港施設、一般建築物、耐火・不燃建築物（1,300～3,000℃）等
［施工により得られる効果］
 ・コンクリートおよび鋼構造物の補修・補強
 ・恒久的な防錆加工と躯体強化を同時に実現
 ・リン酸鉄不動態皮膜による鉄鋼の防食効果
 ・靭性を生かした耐震補強
 ・超早硬性を生かした舗装後の即時道路開放　等

施工例
●潮位の変動が大きい箇所での石積み護岸の緊急補修

●冷凍倉庫の床面補修

共通資材／補強・補修材

製品写真

株式会社イーグル・ヴィジョン 〒108-0074　東京都港区高輪3-25-27-403
TEL（03）6432-5860　FAX（03）6432-5861

電子メール info@eaglevision.co.jp

ホームページ http://www.eaglevision.co.jp/

資料請求先 本社営業担当　TEL（03）6432-5860　FAX（03）6432-5861

●コンクリート付着引張強度の比較

●靭性実験の様子

左は対コンクリート
での比較だが、対鋼
材でも従来材料であ
るモルタルやポリ
マーセメントよりも
付着強度が優れてい
ることが確認されて
いる。

発泡スチロールに約５㎜厚の本製品を合わせた板に、ブロック（合計約
30㎏）を載せる実験。30㎏のブロックが載った状態でもひび割れを起
こすこともなく、ブロックを外すと元の平らな状態に戻った。

「氷点下でも硬化する」「無臭」「素早く硬化し、夜間の施工で翌日使用
可能」といった特性を生かし、冷凍装置を稼働したまま（現場温度は 
－15℃程度）、倉庫の貨物を外に出すことなく、夜間のうちに作業を完
了することができた。

従来のコンクリート工法では鋼矢板を設置して水を抜くために重機を使
う必要があるが、本製品は水流に洗われないための簡単な型枠の設置の
みで海水中に直接打設できるため、工期はわずか1.5日、コストも大幅
に削減することができた。

施工前 施工後

施工前 施工後
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①施工前

発泡スチロールに約５㎜厚の本製品を合わせた板に、ブロック（合計約
30㎏）を載せる。30㎏のブロックが載った状態でもひび割れを起こす
こともなく、ブロックを外すと元の平らな状態に戻った。

①施工前

②施工風景 ②施工風景

③施工後 ③施工後

構造物補強・補修材

コンクリート・鋼構造物用 補修・補強材
EAGLE8
NETIS登録番号：（旧）KT-120069-A

株式会社イーグル・ヴィジョン
〒108-0074　東京都港区高輪3-25-27-403
TEL �03-6432-5860　FAX�03-6432-5861
URL �http://www.eaglevision.co.jp/
mail �info@eaglevision.co.jp
本社営業担当　TEL.03-6432-5860　FAX.03-6432-5861

施工前

護岸における施工事例（1.5日間）

施工風景 施工後

各種施工事例
橋梁における施工事例（2.5日間） 空港における施工事例（2時間）
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特集-20／共通資材／塗料・石油関連資材

製品写真 施工写真

概　要
マザックス（MAZAX）は、従来の亜鉛アルミ系亜鉛末塗

料にマグネシウムを追加し、乾燥塗膜中に亜鉛、アルミニウ
ム、マグネシウムを含有する補修塗料。防錆能力は従来のジ
ンクリッチペイントよりも高く、高耐食めっきの補修塗料と
して使用できることに加え、耐食性の向上、薄膜での施工が
可能なことから施工性が向上した製品である。

特　長
アルミニウムとマグネシウムを50：50で合金化した粉末を
使用し、亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末を併用することで、よ
り密度の高い緻密な塗膜を形成し、腐食の進行を抑え、長期
間の防錆力を発揮する。

１液性のエポキシ樹脂をベースとすることで、密着性が高
く、かつ上塗り可能な塗膜を同時に実現する。また、従来の
亜鉛末塗料の推奨膜厚80μに対し、50μの薄膜でも十分な防
錆力を発揮する。

使用用途
・高耐食めっきの溶接面、切断面等の補修
・亜鉛めっき鋼材の溶接面、切断面等の補修
・プラント設備、鉄塔、鉄骨などの補修および塗り替え時の
下塗り
・さびが発生している箇所の延命補修

促進腐食試験
溶融亜鉛めっき（HDZ55）と他社亜鉛 -アルミ系塗料お
よびマザックスで膜厚50μにて塩水噴霧と複合サイクル試験
を行った結果、クロスカット部に錆も発生せず結果は良好で
あった。

防食・重防食塗料

マグネシウム含有亜鉛末塗料
マザックス
NETIS登録番号：KT-170072-A

日新インダストリー株式会社
〒169-0051　東京都新宿区西早稲田2-15-11
TEL 03-3209-2181　FAX  03-3232-6953

https://www.nissin-industry.jp
info@nissin-industry.jp

　

マザックス

1500
時間

他社亜鉛-アルミ系 溶融亜鉛めっき
（HDZ55）

マザックス

160
サイクル

他社亜鉛-アルミ系 溶融亜鉛めっき
（HDZ55）
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