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『白鳥大橋』の維持管理(第2報) 

－ 塗装後20年が経過したフッ素樹脂塗料の現状と 

防錆性能向上に資する桁内除湿設備の稼働状況 － 
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 一般国道37号 白鳥大橋は、室蘭市に位置する橋長1,380mの長大橋である。本橋は国内で唯一、
積雪寒冷地に架設された吊橋であり、一般橋梁とは異なる維持管理技術が必要不可欠である。 
それら多数ある唯我独尊的な維持管理手法のうち、本橋は、現在ではスタンダードとなって

いる『フッ素樹脂系塗料』を、積雪寒冷地である北海道内で先駆けて採用し、防錆性能の向上
を図っている。本論文では、フッ素樹脂系塗装が塗布され、約20年が経過した本橋の塗膜状況
報告、及び海上橋という腐食環境が厳しい現場状況を踏まえ、平成20〜21年度に導入された、
補剛桁内の桁内除湿設備の稼働状況を報告するものである。 
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１．はじめに 

 日本国内での長大橋とは、道路橋示方書などに設計基
準が定められている支間長を超える橋1)のことであり、
道路橋では支間長200m以上、鉄道橋で150m以上の橋梁を
示している2)。それら長大橋の橋梁形式は、斜張橋や吊
橋が大多数を占めている。 
 北海道開発局では、斜張橋は平成17年に供用開始した
支間長L=340mの『美原大橋3)』や、平成8年に供用開始し
た支間長L=251mの『十勝大橋4)』を有すると同時に、吊
橋では平成10年に供用開始した支間長L=720mの『白鳥大
橋5)』(写真-1) 6)などの長大橋を有している。 
 これら長大橋の維持管理手法は、明確な技術的知見は
確立されておらず、本州四国連絡高速道路株式会社、各
高速道路株式会社、各県道路公社で、様々な新技術を用
いた予防的修繕を施し長寿命化を図っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
特に、本橋は国内で唯一、積雪寒冷地に架設された吊

橋で、既存のマニュアルや基準にとらわれない斬新な技
術、即ち唯我独尊的な維持管理手法が必要不可欠である。 
さらに、積雪寒冷地ならではの着雪、落雪、及び凍結

防止剤の影響など、地域特性所以の課題を抱えている。 
その中でも、橋梁や道路付属物へ着雪した雪氷が落下

し、道路利用者に被害を及ぼす事象7)は、研究機関にお
いても対策が検討8) 9)され、様々な実証実験10)～12)が行
われている。しかし、残念ながら課題を解決する抜本的
対策は皆無であり、これら課題の解決は困難を極め、本
橋含め、我々は日夜試行錯誤しているのが実態である。 
本論文は、近年に行った吊橋独自の維持管理13)～15)を

踏まえ、積雪寒冷地での防錆性能向上に資する、フッ素
樹脂塗料の塗膜状況と桁内除湿設備の稼働状況、及び本
橋を取り巻く状況について報告するものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-1 白鳥大橋と工場夜景（写真提供：室蘭観光協会）6) 
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２．地域における白鳥大橋の存在とは 

(1)   構想から完成まで 
昭和30年に、室蘭開発建設部長 猪瀬寧夫が、コの字

形の室蘭に限界を感じ、室蘭港を跨ぐ湾橋の建設を提唱
した16)。また、本橋が架設されている室蘭港は、その昔
白鳥がたくさん飛来し『白鳥の澗』と呼ばれていた。こ
のことから名付けられたのが東日本最大の吊橋『白鳥大
橋』の所以である。 
 構想から44年、世界の最先端技術を室蘭の地に集結さ
せると同時に、数多くの技術者らの鋭意努力により、本
橋は平成10年6月13日に完成した。 
 さらに、本橋で導入された様々な新技術は、今後の橋
梁技術の発展に貢献するところが大きいと評価され、平
成10年度に、橋梁などの構造物で、計画·設計·製作·施
工·維持管理などにおいて優れた特色を有するものを選
考する『土木学会 田中賞』を受賞17)した。 
(2)   完成から現在まで 
供用開始から14年が経過した現在では『まちのシンボ

ル』として、市民に受容されている18)。また、開通以来、
白鳥大橋の1日の平均交通量は、概ね1万台以上あり、市
民生活や産業、経済活動、緊急医療活動などに、様々な
効果をもたらした19)。 
また、市内の人の流れが変わることで蘭西地区には商

業的な魅力が高まり、白鳥大橋記念館20)も兼ねている
『道の駅みたら』を中心とした商業施設が誘致され、観
光スポットのひとつになっている21)。さらに『地球岬
22)』『室蘭やきとり23)』『室蘭カレーラーメン24)』『む
ろらん夜景25)』『ボルタ26)』などを求め、市外から訪れ
る観光客もおり、相乗効果が現れつつある。 

図-127) 28)に、室蘭を訪れた観光客数の推移を示す。
近年の景気減退の影響などにより、北海道内の観光客入
込数は、1994年との比較で最大3割減少している29)にも
関わらず、室蘭への入込数は概ね横ばいを維持している
ことから、近年の室蘭の魅力度の高さが伺える。 
これらのことからも、本橋は、単なる道路としての存

在だけではなく、地域の方の誇りと愛着の醸成や地域活
性化なども含め、高いポテンシャルを有しており、西胆
振地域に大きな影響を与えていることが示唆される。 

 

 

 

 

 

 

３．塗装の重要性 

(1)   塗装の役割とは 
主要部材が鋼材で構成される橋梁に、塗装を施すこと

は、構造物を美しく見せ付加価値向上に資する美装機能
を有する。それは、道路景観を地域の固有の風景とする
と『美しい景観』は、その地域の雰囲気を印象付けると
同時に、地域固有の魅力度向上に資する要素のうちのひ
とつと考えられるため、重要度は高い30)。 
しかし、さらに重要なのが、鋼材の腐蝕を防ぐ、すな

わち錆の発生を防ぎ、橋梁本体の長寿命化を図ることが、
塗装に与えられた命題である。 
鋼材表面を塗装皮膜で覆い、外気や水分を遮断し防錆

している。しかし、塗装皮膜が劣化すると、水分や塩分、
酸素と鋼材が直接接触し、鋼材が腐食することにより、
板厚減少、さらには断面欠損などが生じる(写真-2)。 
また、気象条件が厳しい我が国の鋼道路橋では、鋼材

の腐食が代表的な損傷となっている。さらに、鋼材の腐
食により架替えられた橋梁が、全体の49.2%を占め、亀
裂·破断による架替えも、5.1%に及んでいる(図-2)31)。 
(2)   白鳥大橋における塗装 
本橋は、アンカレイジや築島などを除き、部材のほと

んどが鋼材により構成されている。当初から景観検討32)

が行われ、道路という機能性の面だけではなく『美しい
景観』にも配慮した設計が施されている。 
さらに、本橋は、防錆性能向上に資する検討33)も行わ

れ、本橋の特殊性や厳しい気象条件を勘案し、北海道内
の橋梁に先駆けて耐候性、耐塩害性などに優れた『フッ
素樹脂塗料』を採用した。塗装仕様を表-1,2に示す。 
のちに、平成17年度に『鋼道路橋塗装·防食便覧』が

改訂され、一般橋梁も『フッ素樹脂塗料』を使用するこ
とが標準化された34)ことからも、本橋における塗装に対
しての先見性、及び重要性が伺える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工程 塗料・素地調整程度 使用量 標準膜厚
　下塗り(1) 　厚膜型無機ジンクリッチペイント 700g/m2 　75μm
　下塗り(2) 　変性エポキシ樹脂塗料下塗り 240g/m2 　60μm
　下塗り(3) 　変性エポキシ樹脂塗料下塗り 240g/m2 　60μm
　下塗り(4) 　変性エポキシ樹脂塗料下塗り 240g/m2 　60μm
　下塗り(5) 　変性エポキシ樹脂塗料下塗り 240g/m2 　60μm
　中塗り 　ふっ素樹脂塗料用　中塗 140g/m2 　30μm
　上塗り 　ふっ素樹脂塗料用　上塗 120g/m2 　25μm

合計 370μm

工程 塗料・素地調整程度 使用量 標準膜厚
　下塗り(1) 　エポキシ樹脂プライマー 120g/m2  30μm
　下塗り(2) 　塗替用超厚膜型エポキシ樹脂塗料 500g/m2 150μm
　下塗り(3) 　塗替用超厚膜型エポキシ樹脂塗料 500g/m2 150μm
　中塗り 　ふっ素樹脂塗料用　中塗 140g/m2  30μm
　上塗り 　ふっ素樹脂塗料用　上塗 120g/m2  25μm

合計 385μm
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図-2 鋼橋の架替原因31)    写真-2 本橋の塗装損傷状況 

表-1 白鳥大橋建設時の主要部材外面の塗装仕様

表-2 白鳥大橋の主要部材外面の補修塗装仕様

図-1 室蘭を訪れた観光客数の推移 27) 28) 
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４．白鳥大橋の塗膜管理 

(1)   白鳥大橋の塗装概況 
本橋の主要部材の完成年次と、塗装面積を表-3に示す。

主塔や側塔は平成4年に完成しており、完成から既に20
年が経過している。諸説あるが、一般的な現場環境にお
いて、フッ素樹脂塗料の耐用年数は概ね30年程度35)と推
定されており、本橋は、全面的な塗装塗替えも視野に入
れた詳細検討が必要な時期を迎えつつある。 
さらに、本橋は、主塔の高さが約140m、補剛桁延長

L=1,380m、塗装面積A=317,521m2と広大であると同時に、
塗替を行うためには、足場などの仮設施設の設置が非常
に困難、かつ通行規制も伴うため、施工費も高額となる。 
よって、現在まで大規模な塗替は行っておらず、特別

な足場が必要のない箇所で、塗装損傷箇所の部分的な補
修しか行っていないのが現状である(写真-3,4)。 
(2)   白鳥大橋の塗膜調査 
 本橋の塗膜管理手法は、本州四国連絡橋公団(現本州
四国連絡高速道路株式会社)により定められた要領など
を参考としつつ、本橋独自に策定された『白鳥大橋塗替
管理要領』に則り、平成12年に定点観測点を11箇所設定
し(図-3)、定期的に塗膜調査を行っている(写真-5)。 
ただし、表-3に示した完成年次からもわかるように、

塗装施工直後の初期値は観測されていない。また、第3
回目までに行っていた調査内容を以下に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
であ 
 

 
 

(3)   白鳥大橋の塗膜損傷状況 
 現在、定点観測点が設置されている11箇所の調査結果
は、橋梁全体として、塗膜劣化状況を把握可能である。 
しかし、現在、塗膜劣化が最も著しい箇所は、添接部、

鋼材端部や沓座(写真-6)、ボルト部(写真-7)など、特殊な
条件下の箇所である。なお、それらの特定箇所は、既に
錆が発生している箇所が多数存在する。 
 さらに、ハンガーロープ(写真-8)、主塔、及び側塔外
面などの高所は、供用開始から現在まで近接目視点検や
塗膜調査などは行われていない。よって、非常に多くの
面積の塗膜劣化状況が不明となっているのが実態である。 
(4)   調査項目の再考 
 平成20年度に行った第3回目までの調査結果から得ら
れた知見、及び平成19年度に本州四国連絡高速道路株式
会社で改訂を行った『保全管理要領』の第2編 海峡部橋
梁維持修繕：定点塗膜調査を参考とし、調査コスト縮減
も視野に入れ、本橋における調査項目の再検討を行った。 
 その結果、フッ素樹脂塗料の劣化度予測や現状把握を
行うにあたり、有用性の低い調査項目は廃止とし、平成
24年度以降、継続的に調査を行う項目は、以下に示す3
項目に厳選した。 
 
 
 
  
 

 
 
 

至陣屋 至祝津

1A 2P 3P 4P 5P 6A

側塔基部(西) 主塔基部(東西) 側塔基部(西)

東側ケーブル(西側面)

フェアリング上面(東西)下面 フェアリング上面(東西)下面

 光沢度測定   
 チョーキング測定  
 膜厚測定   
 付着性試験   

 FT-IR分析(赤外分光法)   
 塗膜剥離部の経年劣化  
 付着塩分量測定 

表-3 主要部材完成年、塗装面積、塗膜調査年

図-3 白鳥大橋の塗膜調査定点観測点

写真-3  フェアリング部の塗装補修状況     写真-4  主塔の塗装補修状況     写真-5  定点観測点での塗膜調査状況

第1段階

•光沢度低下
•彩度の低下

第2段階

•チョーキング
•表層劣化

第3段階

•塗膜厚の減少
•鋼材が露出

図-4 光沢度   図-5 チョーキング         図-6 塗膜厚

図-7 FT-IR      図-8 付着塩分量       図-9 塗膜付着

図-10    塗膜劣化の概略段階

外面 内面
平成4年 主塔 14,189 27,920 平成12年 第1回 塗膜調査

平成4年 側塔 5,923 4,799 平成15年 第2回 塗膜調査

平成7年 補鋼桁 87,985 174,012 平成20年 第3回 塗膜調査

平成8年 ケーブル 2,693 0 平成24年 第4回 塗膜調査

実施
年次

実施内容
塗装箇所

完成
年次

主要部材 塗装面積(m2)

 光沢度測定 ： 光沢計を用い無処理と水拭き後を計測 
 膜厚測定 ：破壊方法、電子顕微鏡による断面写真計測 
 付着性試験 ：Xカットテープ法(JIS K 5400-8.5.3(1990)) 
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(5)   白鳥大橋の塗膜調査結果 
 平成12年から現在までに行った4回の塗膜調査結果を
図-4〜9に示す。なお、本論文では、本橋の塗膜状況を
マクロ的に把握することを目的としたため、全11箇所の
観測値の算術平均を行い、各年の調査結果とした。 
 また、図-10に、塗膜劣化の概略段階を示す。本橋梁
の調査結果と照合すると、現在、図-4に示される『光沢
度』は年を追うごとに機能低下が見受けられる。しかし
『チョーキング(図-5)』『塗膜厚(図-6)』の2項目につい
ては、まだ機能低下は見受けられない。 
 よって、本橋の塗膜状態は、図-10で示す『第1段階』
の状態であり、マクロ的には概ね良好な状態が保たれて
いることが明らかとなった。 
(6)   今後の課題 
本橋の塗膜管理は、平成12年度に『白鳥大橋塗替管理

要領』を策定して以来、改訂が行われていない。よって、
新たに得られた技術的知見や、平成22年度に本州四国連
絡高速道路株式会社で制定した『高耐久性ふっ素樹脂塗
料上塗暫定仕様36)』などの新技術も、積雪寒冷地での可
用性を検討し、要領改訂を行い本橋に適用していきたい。 
なお、塗膜調査から得られる結果は、塗替を行わなけ

ればならない、防錆性能が消失する明確な数値基準は存
在しない。かつ、塗膜の劣化状況は、箇所や気象条件な
ど様々な要因より影響を受ける。よって、それら各要素
にフォーカスし、様々な解析を行う必要がある。 
これら、吊橋の長寿命化に資する維持管理を行うため

に必要となる技術的知見の探究は、今後の課題としたい。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

５．防錆性能向上に資する桁内除湿設備 

(1)   桁内除湿設備概況 
 桁内除湿設備(写真-9)の設置目的は、桁内面の腐食を
防ぐことである。桁内部に水分が進入し、錆が発生(写
真-10,11)し塗装補修を行っていた。しかし、補剛桁内
は塗装面積A=174,012m2と広大、かつ複雑な構造で狭隘
(写真-12,13)であり、塗装補修費の増大を招いていた。
さらに、塗装補修を施しても、同じ箇所で錆が再発する
場合もあり、抜本的対策が必要となった。 
 よって、本橋の桁内除湿設備は、結露や漏水による補
剛桁内の水分を除湿機で除去し、乾燥空気を循環させ、
桁内の湿度を相対湿度60%以下の臨界湿度37)を保ち、錆
の発生を防ぐものである。なお、除湿による防錆は、国
内では新尾道大橋、安芸灘大橋に次ぎ3件目であるが、
近年の長大橋では標準的に用いられる技術38)となった。 
 本橋では、平成16年度の試験施工と送風実験39)を経て、
平成20〜21年度に桁内除湿設備を設置(表-4)、平成21年
12月10日に完成、同日より実運用を開始した40)。 
(2)   室蘭市の気象概況41) 
 室蘭市は大部分が太平洋に面していることから、海流
の影響を受け、内陸部に比べて昼夜並びに夏冬の温度差
が少ない。よって、高湿度であるが夏は涼しく、冬は降
雪が少なく暖かい、比較的温和な気候である。 
 図-1141)に、平成22年1月から平成23年12月までの外気
温と湿度を示す。この期間内は、最高気温26.7度、最低
気温-9.4度、最低湿度51.0%、平均湿度79.9%であった。 
 
 

写真-6  鋼材端部や沓座の錆発生状況 写真-7  白鳥南高架橋ボルト部の腐食状況   写真-8  ハンガーロープの塗膜損傷状況

数量
除湿機 18台

ファン 27台
フィルターユニット 27台

送風配管延長 5,883m

電源関係盤 22面

制御関係盤 18面

制御ケーブル 4,468m

光ケーブル 1,909m

電源ケーブル 6,366m

設置機材

写真-10  桁内面の錆発生状況    写真-11 フェアリング内面錆発生   写真-12 フェアリング内面全景  写真-13  補剛桁内面全景

写真-9    桁内除湿設備設置状況               図-11  室蘭市における1日平均の外気温度と外気湿度41) 

表-4 設置基数
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(3)   白鳥大橋の桁内送風状況 
 本橋の補剛桁断面図を図-12に示す。横断方向は、5ブ
ロックに分割されている。全除湿空間はV=61,630m3ある
が、それを縦断方向に18ブロックに分割、計90ブロック
に分割して湿度管理を行っている。各ブロックの湿度が
40%を下回ると送風を停止する設定となっている。 
本橋に設置してある送風機は、1機当たりの容量が

V=300m3/hである。それを、以下に示す3パターンで、各
ブロックへ送風(図-13上表)している。なお、空欄のブロ
ックは送風を行っていないことを表している。 
 
 
 
(4)   白鳥大橋の湿度調査結果と考察 
 本論文では、桁内除湿設備のマクロ的な動作状況を確
認し、脆弱箇所を把握するため、平成22年1月1日〜平成
23年12月31日までの桁内湿度を調査した結果を算術平均
し、実運用開始後の全体的な傾向を整理した。 
 その結果を、図-13下表に示す。フェアリングのみに
送風しているブロックが、湿度が概ね60%程度に保たれ、
除湿効果が高いことが明らかとなった。両フェアリング
2箇所へ集中的に乾燥空気を送風することで、フェアリ
ング、外セル、中央セルの各ブロックに乾燥空気が循環
し、効率的に除湿機能が発揮されていることが伺える。 
 しかし、桁端部付近は特に湿度が高く、95%以上と除
湿効果が認められないことが明らかとなった。その原因
として想定されるのは、桁端部には通信用ケーブルが架
設されており(写真-14)、その開口部から外気や雨水が浸
入する。さらに、桁端部は全ブロックに送風しているた
め、乾燥空気が循環していない可能性が示唆される。 
(5)   今後の課題 
本論文では、桁内除湿設備設置後の湿度を整理したが、

腐食が生じない臨界湿度に達していないブロックが多数
存在することが明らかとなった。今後も計測データを蓄
積すると同時に、外気温と外気湿度の差異による桁内湿
度への影響や、乾燥空気の循環経路の確認などの詳細調
査を行う必要がある。これら、既存設備を有効活用した
効率的な運用手法の確立は、今後の課題としたい。 
 
 

 

６．おわりに 
 本橋が架設されている室蘭港は、開港140周年42)を迎
え、様々なイベントが開催された。その中で最大規模を
誇ったのが『白鳥大橋ハーフマラソン·ウォーク43)』で
ある。白鳥大橋を全面通行止めとし、マラソンコースと
した。当日は好天に恵まれ、マラソン·ウォークの両参
加者の合計は約5,300名44)と盛況に終わった(写真-15)。 
 また、本橋は、一般市民の方々45) 、及び工学系の学
生46)などを対象とした見学会などの啓蒙活動も行ってお
り、それらの開催状況や本橋の紹介記事が新聞47)やWeb
サイトに掲載48)されたと同時に、テレビの道内ニュース
のなかで放送され、本橋への関心の高さが伺える。なお、
平成24年度(平成24年4月1日から平成25年1月16日までの
累計)は、計28回、延べ294名の方々が、本橋の見学に来
訪いただいた。さらに、本橋が旅行情報雑誌に掲載され
たと同時に、テレビの情報番組で『秋の列車·写真旅 室
蘭編』と題し本橋が紹介された事例や『全国工場夜景サ
ミットinむろらん』の開催事例などからも、本橋が持つ
ポテンシャルの高さを改めて感じている。よって、今後
も地域貢献に資する付加価値を持ち続け、胆振地域の魅
力度向上に寄与し続けられるよう、鋭意努力したい。 
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 桁端部（水色部） ： 全室   V= 60m3/h 
 中間部（緑色部） ： 全4室   V= 75m3/h 
 中央部（赤色部） ： フェアリング   V=150m3/h 
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写真-14  桁端部開口部              図-13   桁内除湿設備の送風パターン(上表)と平均湿度(下表)
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図-12  補剛桁断面図       

調査期間：平成22年1月～平成23年12月    
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これら本橋に携わっていただいた多くの方々のご尽力

により、本橋は地域でのアイデンティティーを確立し、
受容され、強いては地域の豊かさの醸成に結びついてい
ると確信している。我々道路管理者だけでは、このよう
なコンセンサスの確立は困難であり、地域の方々から多
大なるご支援をいただき初めて成立する。さらに、産学
官民の知見や、報道機関のマスコミュニケーションが高
次元に融合し、更なるシナジー効果を生むものである。 
改めて、これら多くの方々のご尽力に重ねてお礼申し

上げる次第であり、この場を借りて深く感謝の意を表す。 
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