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 昭和47年以前に建設された鋼橋に塩化ゴム系塗料が用いられた塗装には人体に有害なPCB（ポリ塩化ビフ

ェニル）が含まれている場合があり、塗装塗り替え等において発生するPCB汚染物は「ポリ塩化ビフェニル

廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法、（H28.5公布）以下、PCB特措法」により事業者（管理

者）の責任において確実かつ適正に処理しなければならない。また、ストックホルム条約では2027年3月末

までに処理を完了させることを目標としている。 
今回、一般国道242号愛冠跨線橋撤去において、塗膜は剥離せずに処理施設に搬入し、部材ごと焼却する

PCB処理を実施したことから、その工程や内容について紹介する。 
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橋梁概要 

 一般国道242号足寄町 愛冠跨線橋は旧北海道ちほく

高原鉄道ふるさと銀河線を跨いでいた跨線橋である。当

該橋梁を含む道路状況は前後の縦断勾配が3.4%～3.7%、

道路線形にR=200mの曲線を有するため、見通しが悪く、

正面衝突事故や追突事故が頻発する区間であった。この

ため、事故危険区間の解消を目的として愛冠跨線橋撤去

を含む愛冠視距改良事業として総延長L=685mの交通安

全対策として事業化され、平成25年に工事着手、平成29
年度の完成を目指している。以下に愛冠跨線橋の概要を

示す。（写真－1，2、図－1） 
橋長 ：26.7m  支間長：26.0m     全幅員：12.8m 
有効幅員：2@4.5m（片側1車線）＋2@1.5m（歩道） 
上部工形式：単純活荷重合成鈑桁  
下部工形式：逆T式橋台（直接基礎） 
橋格：一等橋、鋼材重量 W=35.5t、塗装面積 A=765㎡ 
供用：昭和47年11月  

写真- 1 愛冠視距改良事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真- 2 愛冠跨線橋状況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 1 橋梁概要図 
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新設時の塗装系を表- 1に示す。また、平成3年（PCB
特措法施行前）には素地調整3種A塗り替えが行われて

いる。塗り替え塗装系を表- 2に示す。 
表- 1 新設時塗装系 

昭和47年(1972年) B-2法 膜厚(μ)※1 
前処理 有機ジンクリッチプライマー 15 
下塗り(1) 塩化ゴム系塗料 下塗 45 
下塗り(2) 塩化ゴム系塗料 下塗 45 
中塗り 塩化ゴム系塗料 中塗 35 
上塗り 塩化ゴム系塗料 上塗 30 
 合計 155μ 

※1：膜厚は標準膜厚 
表- 2 塗り替え塗装系 

平成3年(1991年) b-2法 膜厚(μ) 
下塗り エポキシ樹脂塗料（補修） 60※2 
下塗り 塩化ゴム系塗料 下塗 60 
中塗り 塩化ゴム系塗料 中塗 35 
上塗り 塩化ゴム系塗料 上塗 30 
 合計 185μ 

※2：活膜部の補修塗装はない 

愛冠跨線橋の解体 

(1)   事前調査 
 本橋の塗膜には PCB が含まれる可能性があるため、

事前に塗膜を採取して有害物の有無を確認した。調査の

手順およびPCB特措法の対象の判定を図- 2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 2 塗膜調査の手順 

 塗膜中に PCB が含まれる可能性のある塗料は昭和 47
以前に製造された塩化ゴム系塗料とされるが、昭和 48
以降の様々な塗料から微量の PCB が検出されるケース

がある。これは塗料製造容器内に塗料の可塑剤として使

用した PCB が残留し PCB 未使用の塗料に混入したもの

であり、微量の PCB はこのケースと考えられる。本橋

もこのケースに該当することから塗膜調査を行っている。 

塗膜調査は現橋から50～100g程度の塗膜を採取し、室

内試験でPCB含有量を測定する。塗膜採取はECO-SCOP
工法（写真-3）によって塗膜が周辺に飛散しないように

採取し、採取した塗膜片もガラス容器などに封入して厳

格な管理をして試験場所に搬入する。 
 
 
 
 
 
 

写真- 3 ECO-SCOP工法による塗膜採取例 
 試験の結果、愛冠跨線橋の塗膜から 700～1,400mg/kg
の濃度のPCBが確認された。また、鉛も7.3mg/kg検出さ

れた。このため、塗膜は特別管理産業廃棄物として処理

を要する。PCB含有量が 5,000mg/kg以上の場合、高濃度

PCB廃棄物として中間貯蔵・環境安全事業株式会社での

処理となるが、愛冠跨線橋は低濃度 PCB であるため、

秋田県、福島県など複数の都道府県等の許可処理施設に

て処理が可能である。 
  

(2)   廃橋方法の検討 
a)   確認試験の必要性 
 桁等の PCB は、はく離工法で塗膜を除去しても桁の

ジンクリッチに PCB が残留する場合があることから塗

膜除去後に PCB が桁に残留しているか確認が必要であ

る。図- 3 に本工事での廃橋における処理方法の流れを

示す。 
処理法 1：塗膜除去後の桁にPCBが残留しない場合 
 塗膜を除去し、廃塗膜等は特別管理産業廃棄物と

して処理し、鋼材は一般廃棄物として処理する。 
処理法 2：塗膜除去後の桁にPCBが残留する場合 
 2)-1 鋼材ごと特別管理産業廃棄物として処理する。 
     2)-2 1種ケレンを行い、PCBが残留していないこと。

を確認した後、廃塗膜等は特別管理産業廃棄物として

処理し、鋼材は一般廃棄物として処理する。 
確認試験において、次の事項を確認する。 

・塗膜廃棄物の単位面積当たり発生重量 
・塗膜はく離に係る工数（はく離剤使用量、はく離回数） 
・塗膜はく離後の鋼材表面の PCB残留濃度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図- 3 廃橋における廃棄物処理方法の流れ 
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確認試験 

(1)   塗膜はく離試験 
a)   試験方法 
 塗膜のはく離は、はく離剤を塗布し塗装と塗膜を膨

潤・軟化させて手工具にて鋼材面から除去する湿式工法

が一般的である。 
はく離剤は塗膜厚、塗料などに加え、作業環境（温度、

結露、箱桁／鈑桁、上面／下面など）によって使用量や

塗り付け作業工数が異なる。標準的には 1kg/㎡であるが、

1 度の塗り付けではく離できない場合は 2 回目のはく離

塗り付け、はく離作業を行う。はく離試験は、はく離剤

の最適量を把握するため、表-3の 3ケースを実施した。 
表- 3 はく離剤使用量（A-1,2橋台桁端部、全6箇所） 

 はく離剤 
使用量 kg/㎡ 

試験面積 
㎡ 

使用量 
kg 

Case-1 0.7 0.25(0.5×0.5m) 0.18 
Case-2 1.0 〃 0.25 
Case-3 1.2 〃 0.30 

b)   試験結果 
 写真- 4 に 1回目のはく離作業の塗膜の除去程度を示

す。全ケースとも、1 回の作業で塗膜を完全に除去でき

ず、2 回目の塗り付け量・はく離作業を行うこととした。

2回目の塗り付け量は 0.2kg/㎡とした。2回目のはく離作

業による塗膜はく離の程度を写真- 5に示す。 

 2 回目のはく離作業によって Case-2,3 で塗膜が除去で

き、はく離剤の使用量は 1回目 1.0kg/㎡、2回目 0.2kg/㎡、

合計 1.2kg/㎡の 2 回の作業が塗膜はく離に必要な工数と

判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真- 4 1回目のはく離作業結果（上段；はく離剤塗り付け

前、下段；塗膜はく離後、左からCase-1,2,3） 

 

 

 

 

 

写真- 5 2回目のはく離後の状態 

 

(2)   ジンクリッチへの残留確認試験 
 塗膜はく離が完了したのちジンクリッチに PCB が移

行していないかをジンクリッチを削り取って、部材採取

法によって含有量を確認した。その結果を表- 4 に示す。 
表- 4 ジンクリッチのPCB濃度 

 PCB濃度(mg/kg) 基準値(mg/kg) 
A-1側 270  

0.01 A-2側 31 
 
 試験の結果、ジンクリッチにも基準値以上の PCB の

含有が確認され、塗膜をはくり離しただけでは処理法 1
での処理ができないことから、処理法１での処理は困難

と判断し、経済性等を総合的に検討した結果、本工事で

は処理法２）－１鋼材ごと特別管理産業廃棄物として処

理することとした。 
 

4.鋼材の運搬解体 

 PCB汚染物の処分にあたり、処理施設までの輸送や処

理施設の能力や PCB 以外の有害物の有無など、受け入

れ条件がある。特に本橋は通常の塗装塗り替えに伴う汚

染物処理と違い、PCBが付着した鋼桁を処理場まで輸送

しなければならず、安全性や PCB 拡散防止等さまざま

な制約を受けるため、関係機関と協議しながら慎重に検

討する必要がある。本橋での検討の流れを図-4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 4 施工法方検討の流れ 

 

(1) 処理施設の選定 
 鋼材の焼却処理可能施設として国内の５社について検

討を行った。表－5に所在地等を示す。 

表- 5 PCB処理施設（焼却が可能な施設） 

 所在地 
焼却可能形状（焼却

炉間口） 
可能性 

A 社 福島県 2.0m×2.0 〇 

B 社 香川県 1.0m×1.0 △ 

C 社 鳥取県 ドラム缶程度 - 

D 社 秋田県 ドラム缶程度 - 

E 社 北海道 1.5m×1.5 〇 

 B，C，D 社は焼却可能形状がドラム缶程度で小さい

ため、より小割りにする必要がある。本橋の桁高が

1.4m であるため、A,E 社以外は高さも 1/2 に小割りしな

ければならない。 
 

残留あり 残留あり 残留あり 

Case-２ Case-３ 

残留あり 残留なし 残留なし 

Case-1 
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(2)   桁の輸送方法の検討 
 廃材の輸送の際、PCB 濃度が 50mg/kgを超えるため、

船舶危規則第 8条により、一般旅客貨物フェリーによる

輸送は行うことができない。 
輸送方法について北海道陸運局と協議を行ったところ

以下の条件により輸送可能との回答が得られた。 
・「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン（環境省）」に

沿った容器に収納 
・密閉車両を使用を基本とするが、密閉式容器を使用し、

重量 400kg 以下とすれば密閉車両は不要であり、その際

は、陸運局への事前手続きも不要となる。 
また、フェリー会社に食品との分離積載について照会

したところ、「密閉式容器をトラックシートで覆えば、

船倉の一部貸し切りにより積載は可能」との回答が得ら

れた。なお、密閉式容器は中間貯蔵・環境安全事業株式

会社(JESCO)および日本通運で保有しているが、あらか

じめ使用予定時期を調整する必要がある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-6 今回使用した密閉式容器 

 処理施設までの輸送費および処分費を総合的に検討し

た結果、今回はA社での処分が有利となった。 
 なお今回使用した密閉式容器（写真-6）の形状は

(H)1,824×(B)1,619×(L)2,774mmで、A社の焼却可能形状は

(B)2,000×(H)2,000mmであるので、主桁は

(H)1,800mm×(L)2,700mm以下に分割する必要がある。 

今回のケースでは専用容器が使用できたため、運航回

数が少なく一般的な輸送より安価となっている。 

 
(3)   解体方法の検討 
 主桁の解体はベントで仮受し、ガス切断して撤去する。

前述のように輸送条件で最大 2.7m以下、400kg以下とす

る必要があり、主桁を 1.6m 以下に切断することとした。

PCB塗膜を含む主桁は切断時にもダイオキシンが発生す

る可能性がある。そのため作業空間は全面シート養生

（写真-7）とし、外部に切断で発生するばい煙や粉塵等

が漏れないように空間を負圧にする。このような作業空

間を構築した場合でも、1.6mの切断には全面ベントを設

置する必要があること、高所での桁切断作業は現実的で

ないこと等安全性に配慮し、架橋位置では最小限の切断

（1 次解体）にし、別途、切断作業ヤード（2 次解体）

を設けて、小割り切断を行うこととした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-7 桁切断作業時のシート防護 

 

施工状況 

 施工のフローを図- 5に示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 5 施工フロー 

 

 

 

(1)   仮設工および安全対策 
 ベント設置後、作業足場については防炎シートで囲い、

万が一防炎シートが損傷してもガス・粉塵は外部にもれ

ないように、防炎シートの外側にさらにシートで覆った

上で作業を行っている（写真-8）。 

 

PCB廃棄物保管開始 
届出書 提出（道） 

※シート防護等含む 
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写真- 8 シート内での作業状況 

 また、作業員が外部に出る際には防護衣、マスクなど

を着脱し、エアーシャワーで付着した汚れを払い落した

上で外部に出ることができるよう、クリーンルームを設

置した。 

 

(2)   桁の１次切断 
 床版撤去後、橋梁全体が密閉となるようシートで養生

し、作業員の出入口にはクリーンルームを設置した。作

業時には周辺部および囲い内の環境モニタリングを実施

した（写真-9）。外部の環境モニタリングは解体作業に

よって周辺環境に影響がないこと、囲い内は作業員の健

康被害がない作業空間であることを確認することを目的

に、外部 4箇所、排気口、出入口（クリーンルーム）、

養生囲い内の 7箇所で PCBを測定した。表-6に示すよ

うに、外部環境、内部環境に問題がない状態で解体作業

を行った。

 

写真- 9 養生状況および環境モニタリング 

 

表- 6 一次解体時の環境モニタリング結果(H29.7.28) 

 

 

 

 

 

 
基準値は［PCB等を焼却処分する場合における排ガス中の PCBの暫
定排出許容限界について」（昭和47年環大企第141号）より 
環境大気；20度・1気圧におけるガス体積の濃度を示す 
作業環境；囲い内は25度・1気圧におけるガス体積の濃度を示す 
定量下限値未満とは、0.0001mg/m3未満のことである 
 

桁の解体作業はまずベント上で主桁を 2分割にガス切

断する。切断作業時には養生囲いがあるため部材の搬出

ができない。このため、切断した部材は足場上に仮置き

し、養生囲い内部が汚染されていないことを確認して、

上面の養生囲いを撤去し、A-2 側に設置した 250t 吊トラ

ッククレーンで部材を撤去し、A-2 背面部に仮置きした。 

 

(3)   2次切断のための桁搬出 
 処理工場までの桁輸送のため 400kg 以下/1 部材とする

必要があることから帯広開発建設部勇足除雪ステーショ

ンに作業用の仮設工（上屋）を構築し２次切断を行って

いる。 
 工事箇所から 2次切断ヤードまでは桁はラッピング養

生を施し、トレーラーで運搬した。桁の輸送時のトラッ

ク荷台の養生状況と作業用仮設上屋を写真- 10に示す。 

 

 

 

 

 

 

写真- 10 桁搬出時の養生の状況(左)と上屋設置状況(右) 

  

なお、2次切断のヤードは PCB廃棄物の 1次保管にあた

るため、北海道に「PCB廃棄物保管開始届出書」をあら

かじめ提出しておく必要がある。 

 上屋は十分な作業スペースを確保するとともに外面と

作業空間は外シートと内シートの2重構造で密閉養生を

行い、出入り口にはクリーンルームを設置している。 

 

(4)   桁の２次切断、運搬 
 桁の切断は、1 次切断と同様にガス切断により行って

いる。切断した桁は簡易な門型クレーンで移動し仮置き

している。（写真-11 左）作業時は上屋外、上屋内で環

境モニタリングを行いながら実施しており、いずれも基

準値を下回っていることを確認している。 

切断した桁は密閉容器に収納し、輸送用トラックに積

み込み、陸路～海路を経由して処理施設まで運搬してい

る。(写真-11 右) 

写真- 11 切断桁の搬入作業（左）、運搬状況（右） 

 

 

単位:mg/m3

排気口 出入口 囲い中

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7

測定値
定量下限値

未満

定量下限値

未満

定量下限値

未満

定量下限値

未満

定量下限値

未満

定量下限値

未満
0.0002

0.01

作業環境

判定 OK OK OK OK OK OK OK

基準値
環境大気

0.0005

外部



Hokuto Mimura,Takahiro Yoshida,Tomohiro Shimada 

6.焼却施設での処理状況 

 密閉容器に梱包された桁類は５日の行程を経て、福島

県の処分施設に搬入した。 

今回の焼却処理施設の概要を図－6に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-12 焼却処理後の桁の状況 

 

焼却処理後の桁（写真-12）については、通常の鉄屑と

して処分可能となっている。なお、鉄くずの売却費用に

ついてはPCB処分費に含まれている。 

 

7.おわりに 

本稿では愛冠跨線橋における廃橋の一連の流れを示し

た。PCBを含む塗装の塗り替えには安全対策、環境対

策、関係機関との諸手続き等がある。JESCO、陸運局、

北海道などの関係機関には早めに相談し、手続きを進め

ることが重要である。 

本稿が今後の塗り替えや廃橋の際のPCB処分の一助

となれば幸いである。 
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