
Takashi Fukuda, Tatsuya Ishizuka, Masato Komuro 

平成29年度 

白鳥大橋メインケーブルの現状と 
長寿命化に向けた取り組みについて 

―ケーブル端部に生じた塗膜異常― 
 
    室蘭開発建設部 室蘭道路事務所 計画課 ○福田 孝志 

    室蘭開発建設部 室蘭道路事務所 計画課   石塚 達也 

    室蘭工業大学大学院 工学研究科    小室 雅人 

 

  

 白鳥大橋は架替えや部材更新が困難な橋長1,380ｍの長大吊橋であり、長寿命化に向けた戦略

的な維持管理計画が必要である。現在、策定された維持管理計画に基づき、部材ごとに塗装の

塗替を進めているが、最重要部材であるメインケーブルについても塗膜劣化のほか、特異と思

われる塗膜変状が確認されている。本稿では、これらの塗膜異常の原因究明に向けた取り組み

と長寿命化に向けた対策案について報告する。 
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1. はじめに 

 白鳥大橋(写真-1)は国内で唯一、積雪寒冷地に建設さ

れた長大吊橋で平成10年に供用が開始された。約20年が

経過し塗装劣化が進行したため、部材毎に順次塗替えを

進めている。そのような中、吊橋において交換不可能な

最重要部材と位置づけられるメインケーブルも塗替えを

計画しているが、他の部材とは異なり塗装劣化だけでは

説明できないS字ワイヤラッピングに沿う塗膜ワレが確

認された。また、それらは“塔近傍部”かつ“ケーブル

側面のみ”という限られた場所に発生していることから、

メインケーブルの長寿命化を図るためにはその原因の特

定が必要とされた。メインケーブルは吊橋の最重要部材

であり、その防食は長寿命化に直結する。 

 本稿では、塗膜異常の原因を特定するための取り組み

と長寿命化に向けた対策案を報告する。 

2. メインケーブルの現状 

(1) 塗膜の現状 

 写真-2,3に示すようにメインケーブルにはS字ワイヤ

に沿うように塗膜ワレが進行し、一部にはワイヤ露出も

確認されている。この異常は主塔及び側塔の近傍でのみ

発生しており、いずれもケーブル側面にのみ生じている。

メインケーブルに対し、経年的に行っている塗膜調査で

は上塗り塗膜の光沢度や付着性能の低下が認められ、全

体的な塗膜劣化が進行し始めているが、塗膜ワレを生じ

させるような限定的な構造異常や劣化傾向は確認できな

かった。 

 ケーブルラッピング部材は2次部材とはいえ、ケーブ

ル防食における要(かなめ
．．．

)であり交換が難しい。したが

って、損傷が軽微なうちに早期に補修することが必要で

あり、そのためにも原因を特定し効果的な対策を実施す

ることは重要である。 

写真-1 白鳥大橋 写真-2 側塔近傍のケーブル状況 写真-3 塗膜ワレ部 
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(2) メインケーブルの構造と防食 

 本橋のメインケーブル(図-1)は、6,604本の亜鉛メッ

キ鋼線(φ5.2mm)を束ねており、水分が素線の内部に浸

入すると容易に抜けない構造となっている。ケーブルの

健全性を長期にわたり維持するためには、外部から浸入

する水分の遮断と内部に浸入してしまった水分の除去を

考慮することが必要であった。外部からの水分の遮断と

して、従来の吊橋では「防錆ペースト＋ワイヤラッピン

グ＋塗装」という複合防食構造が採用されていた。これ

は束ねた素線の周囲に、鋼線ワイヤを引っ張りながら密

に巻き付け、その表面を塗装する手法である。しかし、

この手法ではケーブルの伸縮に伴いワイヤ間に隙間が発

生し塗膜ワレが生じる課題があった(図-2)。特に積雪寒

冷地に建設される本橋では、隙間から浸入した水分が冬

期に凍結膨張し、ケーブル防食構造に損傷を与えること

が懸念された。そのため、白鳥大橋では従来の丸型ワイ

ヤを特殊なS字型ワイヤに変更し、その噛み合わせ効果

によってワイヤ間の隙間発生を抑制することで、外部か

らの水分を遮断する「S字ワイヤラッピング工法」(図-

3,4,5)を世界で初めて採用した。さらに、S字ワイヤ表

面を、ケーブルの伸縮にも追随可能な柔軟型塗料で塗装

することで、より高い止水性を確保した。柔軟型塗料も

S字ラッピング同様、建設時に新たに開発されたもので

通常の塗料規格にはない耐屈曲性能を規定することで柔

軟性を確保した。 

 一方、内部の水分除去対策として、本橋では「ケーブ

ル送気乾燥システム」が導入されている。乾燥エアをケ

ーブル端から内部へ強制的に圧送することで、湿度環境

の改善が図られている(図-6)。 
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図-3 S字ワイヤラッピングの概要図 
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図-2 従来型ワイヤラッピングの構造 

図-5 S字ワイヤの形状 

図-4 S字型ワイヤラッピングの構造 
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図-6 ケーブル送気乾燥システム系統図 
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(3) 発生メカニズムの推定 

 前述したように塗膜調査の結果からは“塔近傍のみ”

かつ“側面のみ”という事象の特定につながるような兆

候は確認できなかった。そのため、塗膜異常の発生には

実際のケーブル挙動などの構造的な要因が影響している

ものと考え、次のような発生メカニズムを推定した。 

① 一般に吊橋の桁は風や地震などの水平荷重により、

面外方向へ大きく変形する 

② 追随するようにメインケーブルも面外方向に変形す

るが、サドルにより面外挙動は拘束される 

③ このためケーブルはサドル近傍において曲率が大き

くなり、ケーブル側面に大きな歪みが発生する 

 

3. 長寿命化への取り組み 

(1) ケーブル端部の歪み測定 

 発生メカニズムの検証と挙動の把握に向け、端部のケ

ーブル表面に生じる軸方向歪みを計測した。図-7に示す

ように塗膜ワレの著しい箇所(計測断面 L )と健全箇所

(計測断面 H )の2断面を対象とし、各断面の上下左右4

点に歪みゲージを設置した(図-8)。その際、S字ワイヤ

の開きを平均的に捉えるためワイヤを横断するように、

りん青銅板を貼付け、その上にゲージを設置した(写真-

4)。また、ケーブル挙動は温度と風に影響を受けるため、

計測断面 L の各歪みゲージ近傍に熱電対を設置し、ケ

ーブル表面の温度変化も同時に計測した。なお、風向風

速はスパン中央に設置されている風向風速計のデータを

利用した。計測は2016年9月4日0:00から10月14日24:00ま

での41日間実施した。風速は平均6.5m/s、最大23m/sで、

風向は西北西から北西が卓越していた。また、計測期間

における各計測点の最大歪み、最小歪み、最大振幅を表

-1に示すが、塗膜ワレ部(断面 L )と健全部(断面 H )で

は、塔に近い断面 L が各値とも大きく、側面における

最大歪みは約200μであった。図-9,10に平均風速発生時

と最大風速発生時の各ケースにおける風速、温度、歪み

のグラフを示す。温度による歪みは、温度変化とともに

変動するが、設置面によらず温度が10℃変化すると歪み

が50μ程度変化することが判明した。また、風による歪

図-10 風速･温度･歪みグラフ(強風時) 図-9 風速･温度･歪みグラフ(平均風速時) 
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みは風速6～8m/s程度では大きな変動は認められない一

方、強風時は水平よりも上下に大きく変動していること

が判明した。計測値は上下方向で最大100μ程度、水平

方向で20～30μ程度であった。 

 今回の計測により、温度変化や風によるケーブル端部

の挙動は把握できた。しかしながら強風時(風速約23 

m/s)に生じるケーブルの面外歪みは最大振幅で約200μ 

程度であったことから、端部における面外挙動を塗膜ワ

レの主因と特定することは難しいと判断した。調査中に

確認された｢S字ワイヤからの送気エア漏出し(写真-5)｣

や｢日射による塗膜劣化｣などが複合的に影響している可

能性が高いと考えられる。 
 

(2) 柔軟型塗装仕様の見直し 

 本橋のケーブルに使用されている塗料はS字ワイヤに

おける僅かな隙間変動の発生にも追随可能なように塗料

自体に柔軟性を付与した特殊塗料である。前述したよう

に本橋の柔軟型塗料は開発初期段階のもので、本橋の建

設後に他吊橋の建設や補修に使用され始めた。 

 今回、国内で使用された吊橋ケーブル用柔軟型塗料を

調査したところ、柔軟型塗料は表-2に示すように改良が

加えられていることが判明した。本橋の施工時には屈曲

性能に関する規定しかなかったが、現在の規格では伸び

率に関する規定が追加されるとともに、屈曲性能も厳し

くなっていることから総合的に塗膜の伸び性能が大きく

向上していることが読み取れる。さらに標準膜厚も塗料

の改良を受けて増厚していることから、本橋におけるケ

ーブル補修用の塗装仕様を表-3のように改定した。 

 

4. まとめ 

 今回、ケーブルに発生した塗膜異常についてS字ワイ

ヤ表面に歪みゲージを貼付けることで原因究明を試みた

が、観測された歪みレベルでは塗膜ワレの主たる要因と

は特定できなかった。塗膜ワレは、①S字ワイヤの隙間

変動、②隙間からのエア漏れ、③塗膜の紫外線劣化など

の複合的な影響と考えられ、補修対策にはそれらを考慮

することが重要である。 

 現在、最新塗料の伸び性能向上が期待できることから、

新たな仕様による補修塗装を基本対策と考えているが、

塗装だけではこれらの影響因子に対応できない可能性が

ある。以上を踏まえながら、対策検討を進めているので

改めて報告したい。 
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表-2 ケーブル用柔軟型塗料の伸び性能に関する規定の変遷 

表-3 ケーブル用柔軟型塗装仕様 

架設時 改定案

下塗 柔軟型エポキシ樹脂　下塗 はけ・ローラ     180g/m2 40μm 40μm

中塗1 柔軟型エポキシ樹脂 はけ・ローラ     300g/m2 65μm 90μm

中塗2 柔軟型エポキシ樹脂 はけ・ローラ     300g/m2 65μm 90μm

上塗1 柔軟型ふっ素樹脂 はけ・ローラ    120g/m2 25μm 25μm

上塗2 柔軟型ふっ素樹脂（ノンスリップ) ローラ             240g/m2 －－－ －－－

195μm 245μm

標準使用量
標準膜厚

※1：下塗は、ラッピングワイヤが露出した部分のみとする

※2：上塗2層目は、ケーブル上面のみとする
備考

工程 塗料名

合計膜厚

写真-5 S字ワイヤからの 
送気エアの漏出し 

N1塗装系 X4塗装系

H7.9月 H8.6月 H10.9月 H29改定

耐屈曲性

7日間放置後、
直径10mmの
心棒での折曲げ
に耐える

7日間放置後、
直径8mmの
心棒での折曲げ
に耐える

7日間放置後、
直径8mmの
心棒での折曲げ
に耐える

7日間放置後、
直径8mmの
心棒での折曲げ
に耐える

伸び率 規定無し 規定無し
総合塗膜で
50%以上

総合塗膜で
50%以上

本四連絡橋の規格 白鳥補修用
塗料規格案

白鳥大橋
架設時規格


