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異常腐食した耐候性鋼材の補修手法の研究
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１．はじめに

　ご紹介いただきました、つくば中央研究所、材料資
源研究グループ、新材料チームの西崎と申します。今
日は、「異常腐食した耐候性鋼材の補修手法の研究」
と題して、研究内容をご紹介させていただきます。
　その前に、チームの紹介を簡単にさせていただきま
す。新材料チームという名前が付いております。何を
やるんだろうと思われる方もいらっしゃると思います
が、基本的には、ここに（図－１）示しましたように、
新材料、あるいは材料の改良による問題解決、それか
ら特に材料関係で大きな問題である防食や耐久性、そ
して環境に関する問題、こういったことをやっており
ます。
　研究対象の材料も、コンクリートや鋼材だけではな
くて、例えばここにある（図－２）ような、いろいろ
なものを扱います。アスファルトや金属も、鉄以外の
様々な材料、また、コンクリートの補修材料や新しい
材料ではFRPやゴムなども対象としています。
　今日はそのうちの、耐候性鋼についてご紹介いたし
ます。
　今日の内容ですが、最初に研究の背景と耐候性鋼の
概要についてご紹介させていただきます。それから２
つ目には、耐候性鋼材を適用した橋梁の調査結果をご
紹介します。３つ目が、異常腐食した耐候性鋼材橋梁
の補修方法の研究についての紹介の予定です。

２．耐候性鋼材と橋梁への適用における課題と

　　研究の目的

　鋼橋は基本的に鋼材でできておりますので、適切な
防食が不可欠です（図－３）。塗装によって防食する
のが一般的な方法です。塗装のメリットとしましては、
さまざまな環境に対応できるということ、それから色
彩も自由度が高いということがあります。一方で、定
期的な塗り替えが必要になる、そのために例えば長寿
命化が求められるということが、課題として挙げられ、
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これに対応するために耐久性向上のための改良ですと
か、ライフサイクルコスト削減のためのさまざまな技
術開発が現在も行われているところです。
　塗料以外にも何か良い防食方法はないのか、という
時の代表的な手法に耐候性鋼材が挙げられます。その
ほかにも、めっきなどここにある３つのものが、塗料
以外の防食法として、平成17年の鋼道路橋塗装・防食
便覧にも掲載されて、普及が進められています。
　耐候性鋼とは、そもそもどのようなものかというこ
とを簡単にまとめてみました（図－４）。普通鋼に比べ、
大気中で表面に緻密なさびが形成され、それによって、
さびの進行速度が低くなるという性質をもった鋼材で
す。JIS�G�3114に一般的な鋼種が規定されています。
　表中の SMA400が、JIS に載っている耐候性鋼です。
銅、クロムやニッケルが、１％弱入っている鋼材です。
これ以外にも、高ニッケル含有耐候性鋼という、もう
少し耐候性の性能向上を図った種類もあります。こう
いった新しいタイプになると、ニッケルやクロムが
１％強入っているものもあります。

　ステンレス鋼の SUS304も表中に示してみました。
ステンレス鋼では、クロムやニッケルの量は18％程度
などかなり多く入っています。これに比べると、耐候
性鋼ではこれらが１割程度しか入ってないということ
になります。
　先ほど、緻密なさびができると申しましたが、これ
が典型的な写真の例（図－５）です。断面を見た写真
です。こちらの普通鋼に比べまして、耐候性鋼の方が、
結晶が緻密な構造をしていることが分かります。
　実際、さびがどの程度遅くなるかということですが、
これは長期にわたる暴露試験により確認されていま
す。この図は、普通鋼に比べて、耐候性鋼の方が腐食
による板厚の減少が遅くなることを示したデータの例
です。
　耐候性鋼の橋梁への適用（図－６）は、1960年ごろ
から始まり、70年代にかなり普及が進み始めました。
道路橋示方書には、平成14年版から載っております。
また、平成17年度版の鋼道路橋塗装・防食便覧にも載っ
ているということで、かなり普及が進んでいます。こ
れは少し古いデータですが、国内で造られている鋼橋
のうち、大体15 ～ 20％くらいが、耐候性鋼で造られ
ているということになります。
　ただし、どういったところでも使うことができるわ
けではありません。特に塩分には十分に留意する必要
があります。道路橋示方書では基本的に、飛来塩分量
が0.05mdd 以下の環境で使うということが決められて
おります。mdd は飛来塩分量の量を１日当たりの、
100平方センチメートルあたりの NaCl を mg で表し
た量です。ただし、これを測るのは少々大変ですので、
飛来塩分量測定を省略できる地域が、基本的に海岸か
らの距離で決まっています。

図－５図－３

図－４

寒地土木研究所月報　特集号　2013年度�� 47



　耐候性鋼材の適用の結果、良好に経過することも多
いのですが、さびが、予定通りに適切に安定していな
いケース、これを異常腐食と言っておりますが、そう
いったケースもあるようで、いくつか相談等で聞いて
おるところでした。そこで、実際に、橋梁に使われた
耐候性鋼のさびの状況について、腐食状況調査を研究
の始めに行いました。次に、異常腐食した場合の補修
方法には、確立された方法がないのが現状でしたので、
適切な補修方法を検討するのが、本研究の主たる目的
です。

３．耐候性鋼材を適用した橋梁の調査

　耐候性鋼材を適用した橋梁の調査（図－７）を北海
道から沖縄までの各地域で、それぞれ数橋から十数橋
ずつ、全国で90橋を調査しました。
　耐候性鋼にもいろいろ使い方があります。無塗装が
基本ですが、これは調査した橋の半分くらいであり、
それ以外に表面処理剤を使ったものが27橋、耐候性鋼
なのに塗装してある橋が16橋、全体ではこのような割
合になっております。
　また、道路橋示方書の飛来塩分測定を省略できる範
囲に、どのくらい入るかを調べると、大体半分くらい
でした。これに入らないから、使ってはいけないとい
うことではなくて、飛来塩分量を測って、0.05mdd 以
下であればよいわけですが、一応調べてみたものです。
　建設後の経過年数も、５年くらいのものから、長い
ものは38年というものまで対象としています。
　調査の方法を、ここに示しました（図－８）。基本
的には目視による調査、外観による調査で行っていま
す。このほか、さび外観の評点ですとか、付着塩分量

等も行いましたが、必ずしも現地へ行って、直接橋の
鋼材に触れることのできる場所に常に行けるわけでは
ないので、これらは補助的な方法としております。
　次に、結果の事例をいくつかご紹介いたします。こ
れは無塗装橋梁の事例です（図－９）。一部の例外を
除きまして、基本的に全体としては、比較的いい状態
であるとの結果です。上部工では、全体的には均質な
さびが生成している、そういったものがほとんどでし
た。ただし、一部では、さびの粒子がかなり粗い事例
も認められています。緻密なさびの形成が重要ですの
で、少し注意すべき点があるものと考えられます。
　詳細に調べてみますと、水分の作用が強い部分に影
響が大きいように見えます。例えば、雨水がたまると
ころとか、湿気が抜けにくいとか、排水口のまわり、
それから床板の下や、内桁です。外桁の状況はいいん
ですが、内桁の中を見ると、随分様子が異なるという
ような例もあります。また、桁の特に下側のフランジ
などは、かなり粗いさびが見られる例があるようでし
た。

図－７

図－８
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　ここに例が一つありますが、この桁の表面は、ちょっ
と見はいいんですが、近づいてみると、良い部分もも
ちろんあるのですが、どうもこれは緻密とは言い難い
かなという部位も見つかります。これは別の橋（図－

10）ですが、この場合は、外側は結構いいんですが、
内桁の中や、特に桁下のフランジ、こういったところ
に、層状さびが進行してしまっているという例が挙げ
られます。
　それから、環境による差も認められるようです。こ
の鋼橋（図－11）の、こちら側と、反対側を見てみま
すと、さびの生成の状態がかなり異なることが分かり
ます。こういった点は、特に点検の時には気をつけな
くてはいけないものと思います。この例（図－12）は、
この桁の部分などのフランジの水がたまりやすいとこ
ろで層状のさびが出てきてしまった例です。桁端部の
ように水が来やすいところには、そこだけ部分的に塗
装してしまうというアイデアもあります。これはその
事例ですが、塗膜が剥離してしまうことも比較的多い
ようです。

　これは外側と内側のさびの様子がちょっと違う例
（図－13）です。外側はきれいに見えますが、内側の
方で、さびがこの辺に、ぼつぼつ見えるのがお分かり
になるでしょうか。やはりさびの状態も粗くなってし
まっていて、部位による差が認められています。ただ
し、基本的には、全体的にそれほどひどい例というの

図－11

図－12

図－13

図－９
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梁とほとんど同じ、という結果になりました。写真の
例は状況が比較的良好な例です。どの部位もかなりき
れいに、うまくさびが生成して比較的いい状態の事例
です。一方で、このように、環境の差による異常なさ
びが、フランジですとか、内桁、桁端などで発生して
いるという例もあるという点では、無塗装と同様とい
うことになりました。
　調査結果のまとめです（図－17）。塗装供試体につ
いては、普通鋼の塗装と、基本的に同じという結果で
した。無塗装と表面処理剤については、橋梁の部位に
よって、緻密なさびの形成状態が異なること。これは
橋梁の部位によって、表面水分ですとか塩分などの条
件が不均一であるということが原因なのではないかと
推定されます。また、特に橋梁調査のときに桁外側だ
け見ていると、内側にできているような進行性の層状
さび、こぶさびなどを見落とすことがあるので、注意
が必要であることが分かりました。桁端部塗装につい
ては、剥離の事例もあり、大きな効果は確認できませ
んでした。

は、多くはありませんでした。
　これは腐食が著しい例（図－14）です。例外的な例
と言っても良いと思います。これは桁の外側から見た
状況で、この写真だけからは特にひどくはないように
見えるかもしれません。ところが内側を見てみると、
このように、層状さびが著しく発生しておりまして、
しかもよく見るとこのように、部分的には桁に貫通し
た穴が開いてしまっています。さびが進行すると最後
はここまで進むということが分かり、やはりきちんと
点検するということが重要であるということが分かる
かと思います。
　次に、表面処理剤を使用した橋（図－15）の事例を
ご紹介します。表面処理剤は、さび安定化処理とも呼
ばれます。これは耐候性鋼材の緻密なさびが生成する
のを促進させる特別な塗料です。はじめは塗膜のよう
になっているんですが、それがさびてくると、そのさ
びが緻密に形成されやすいという材料です。これを使っ
た橋が27橋ありましたので、同様に調べてみました。
　ここに主な結果を示します（図－16）。無塗装の橋

図－16

図－17
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　それを実験的に確認して、補修工法として確立する
のが本研究の主たる部分です（図－19）。
　実験では、様々な塗装試験片を製作し、それを使っ
て屋外暴露試験や促進劣化試験などを行い、補修塗装
の効果を検討しました。ここに４つほど書いてありま
すが、この第１次試験、第２次試験というのは、比較
的小さな試験片を用いた試験です。それから、その後
に、もう少し大きい、桁の形をした部材供試体を使っ
て確認も行いました。
　また、結論の一部を先に言ってしまうと、素地調整
が非常に重要だということが分かってきますので、素
地調整の方法をもう少し詳しく見るための実験を最後
に行っています。
　まず、第１次試験（図－20）についての説明です。
供試体はここの図にある形状の、10cm×30cmの供試
体、これは暴露試験用に使いました。また、促進試験
では試験機の中に入れるので、もう少し小さくする必
要があり、７cm×15cmの供試体を用意しました。普
通鋼と耐候性鋼、耐候性鋼もさっきお話ししした JIS

　耐候性橋梁で全ての部位で完璧に緻密なさびを形成
しているという事例は、ほとんど見られなかったとい
う結果については、今後、留意が必要と思っております。
　次に、耐候性鋼の橋梁で、塗装で補修されたものと
いうのが調査対象の中にありましたので、ご紹介しま
す。そういったものは４橋ありました（図－18）。この
例は、河口にあって、完工後21年経った後に、塗装で
補修した例です。塗装で補修する前の状態は、このよ
うにこぶさびが出てきたり、内側はかなりさびが出て
きています。塗装の前に素地調整によりさびを落とす
わけですが、素地調整程度１種、つまり、ブラスト処
理が行われています。ブラストの後、Rc- Ⅰという、
これは鋼橋塗装便覧に載っている標準的な防食性の高
い塗装系で塗装されています。
　この補修の後で、４年経ったところで調査を行いま
した。部分的なさびの発生はあったのですが、基本的
にはまだいい状態ということで、うまく補修できてい
る例と思います。
　一方、こちらは別の橋ですが、素地調整程度３種と
なっています。これはブラストとは違って、動力工具
でさびを落とすという方法です。補修後３年経ったと
ころです。この例では、ボルト頭などに既にさびが出
てきていて、あまりうまくいってない例として挙げら
れます。

４．異常腐食した耐候性鋼材橋梁の補修方法の研究

　このように、塗装で補修した耐候性鋼橋梁の事例か
らは、素地調整の程度が重要であるということが、推
測されます。Rc- Ⅰという塗装系は、効果があるかも
しれないということも予測されます。

図－19

図－20

図－18
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分の評価も目指して供試体を製作しました。
　塗装系については、鋼道路橋塗装・防食便覧平成17
年版の中から、主要な塗替え塗装系を選択しています
（図－23）。先ほども触れました、Rc- Ⅰとは、下塗りに
有機ジンクリッチペイント、その上に、エポキシ系の
中塗、一番上に、ふっ素樹脂が来るものです。このほ
かに、Rc- Ⅲという、ジンクリッチペイントがない仕
様と、Ra- Ⅲという、鉛・クロム系さび止めペイントと、
フタル酸樹脂の組み合わせの塗装系を使いました。
　次に、屋外暴露試験と促進劣化試験ですが、静岡県
の駿河湾の沖にある暴露試験のための施設（図－24）
と富士山の麓の塩分の影響がほとんど無い環境の暴露
試験場の２つを使いました。促進劣化試験（図－25）
としては、複合サイクル試験、CCT試験といいますが、
これは塩水噴霧と湿潤、乾燥を繰り返す試験。それか
ら BCT試験、これはブリスターサイクルで、塩分の
影響を受けないような促進劣化試験を行いました。
　次に、劣化した塗装試験片の評価方法です。試験片
に発生する主な劣化には、ふくれとさびが挙げられま

に載っているものと、新しいタイプのものをいくつか
用意しました。それぞれを、いったん、異常腐食させ
ます。これは海岸に供試体をこのように並べて、１年
ほどかけてさびさせてやりました。これを回収して、
素地調整方法と塗装仕様をいろいろ変えて補修した塗
装試験片を作ります。それを再度屋外暴露試験で劣化
させるか、あるいは、実験室にある促進試験機で腐食
環境においてやり、耐食性を評価するのが実験の流れ
です。暴露試験で約５年程度と、少々時間がかかる実
験です。
　素地調整法（図－21）には、基本的には２つの方法
が使われています。１つは動力工具による方法で、も
う１つはブラストによる方法です。素地調整の程度は、
ISO8501でグレードが決められています。
　St というのは、動力工具による場合で、２や３は
その動力工具のときの、さびの落とし方の程度です。
数が多いほど、素地調整程度としては優れています。
Saはブラスト法による場合で、これも１から２、2½、３、
と程度が分けられています。３が一番優れていますが、
本実験では、St3、Sa1、Sa2½の３つを設定しました。
実際の素地調整程度は、こちらの写真を見ると分かり
やすいと思います。縦に普通鋼、耐候性鋼２種類と並
んでいます。さびてないものは、金属の色をしていま
す。左から２つ目は、さびさせたものです。一番右の
ものが St3で、動力工具、ここではディスクサンダー
ですが、ここまでさびを落としています。その左隣の
２つは、ブラストによるものです。
　次に、塗装試験片の製作（図－22）ですが、全部塗っ
てしまうだけでなくて、ちょっと塗り残し部分も作っ
てやりました。それぞれを評価するとともに、さびの、
塗膜の塗っているところと塗ってないところの境界部

図－22

図－23

図－21
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使用しました。
　これが結果の一部です（図－28）。これは CCT試
験の例です。供試体の写真をずらっと並べて見ていま
す。一見してお分かりいただけるのは、St3でさびが
進んでいる点と思います。Sa1の Ra- Ⅲも、塗装系の
防食性はあまり高くないことが分かります。よく見ま
すと、Rc- Ⅲでも、Rc- Ⅰでも、素地調整が Sa1や St3
については、ある程度さびが出てきていることが分か
ります。一方、Sa2½ の方は、Ra- Ⅲでもちょっとさ
びが出てきているんですが、さほど著しくはありませ
ん。Rc- Ⅰでは良好な状態ですが、Rc- Ⅲでも結構もっ
ているという結果になっています。
　本日は時間の関係で代表的な例として CCT試験の
結果のみご覧いただきますが、BCT試験でも、それ
から屋外暴露試験でも、同じような結果が出てきてお
ります。
　ここにまとめ（図－29）を示します。素地調整程度
が、Sa2½の場合、Rc- Ⅰ、Rc- Ⅲ、それからRa- Ⅲで
も、ふくれ及びさびはほとんどなかったということで

す。ふくれについては、ふくれの大きさと密度から、
日本塗料検査協会から出ている評価表（図－26）を使
いました。さびについては、このような塗装の標準写
真を用意して、０からⅢまでの段階でさびを評価しま
した。塗装を塗ってないところは、この塗り残し部の
評価（図－27）として、耐候性鋼の腐食の評価方法を

図－24

図－25

図－26

図－27

図－28
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　素地調整の程度についても、もう少し検討しました。
動力工具についても、複数の動力工具について試して
みました。劣化試験方法については、BCTでも CCT
でも暴露試験でも、基本的に同じような結果が出ると
いうことが、先ほどの第１次試験で分かりましたので、
ここでは暴露試験のみによりました。
　補修の塗装仕様は、Rc系、すなわち、エポキシ系に
絞って、もう少し細かく調べています。この試験では、
全面を塗装するとともに、部分的に傷をつけた供試体
としました。
　主な結果（図－31）をまとめています。供試体の写
真は後で出てきます。補修前の劣化の程度が著しい場
合、素地調整程度がブラストの方が電動工具よりも防
食性として優れているという結果が出ています。それ
から、塗装仕様の差はさほど著しくはないということ
ですが、Rc- Ⅰの方が望ましいという結果となってい
ます。
　動力工具は、３種類の方法を試してみていますが、結
果としてはほとんど差が無いという結果になりました。
　補修のタイミングについては、劣化程度があまり著
しくないうちに補修した方が、比較的良い耐久性が見
込めそうだという結果になっています。
　結論としましては、補修時にはブラスト処理による
素地調整が不可欠とまとめられます。素地調整程度と
しましては、Sa2½が望ましいです。防食塗装系とし
ては、Rc- Ⅰ程度が推奨できます。なお、暴露試験は、
まだ２年しかやっていません。このため、より長期の
試験結果を取るように、引き続き研究を進めていると
ころです。
　結果について、言葉でしかご説明しなかったので、
いくつか写真（図－32）でお見せします。これは素地

す。一方で、素地調整程度が Sa1の場合には、多くの
試験片でさびが見られました。特にRa- Ⅲの塗装系の
ときには、非常に多く見られています。それから、暴
露場所や鋼材種類での大きな差は、結果としては認め
られておりません。
　St3のときには、さらにもっとひどい状態のふくれ
やさびが認められました。特にRa- Ⅲでは多く認めら
れています。ここからまとめられる結論のひとつとし
ては、塗装により耐候性鋼材の異常腐食を補修する場
合には、その耐久性は素地調整の影響が大きいという
ことが挙げられます。
　次に、第２次試験の結果です。ここではもう少し細
かく、条件設定しました（図－30）。
　例えば、素地調整の前の耐候性鋼の状態は、先ほど
はかなりさびさせた状態で使ったわけですが、ここで
は、あまりさびが進んでないときなど、補修のタイミ
ングを少し変えてみています。耐候性鋼のさびの度合
いは、ⅠからⅢまでこの表のように分類されています
のでこれを参考にしました。

図－29

図－30

図－31
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しまいますが、部材レベルの供試体による補修試験（図

－34）も行っております。基本的に、このような大体
数メートルくらいの桁の形をした供試体を、耐候性鋼
などで作り、いったん、異常腐食させてやりました。
海岸に置いてあります。その後に素地調整方法をいろ
いろ変えて行った後、塗装して、その後５年間の暴露

調整程度塗装系の異なる供試体の写真です。Sa2で
Rc- Ⅰの場合、それから St3、動力工具でRc- Ⅲのとき、
それからさらに薄いRc- Ⅳのときです。上の方は、沖
縄で２年間、補修した後に暴露したもので補修時の腐
食の程度が著しい場合のものです。動力工具で素地調
整した方は、さびが出てきてしまっているのに対し、
こちらの左側のブラストで、Rc- Ⅰを使ったものは良
好な状態であるということが分かります。
　下の方は、補修時の異常腐食があまり進んでいない
ケースです。こちらですと、ある程度薄い塗装系でも、
比較的良好な状態です。こういった点からもある程度
異常腐食が進んでないうちに補修した方が、いい結果
が出るということが分かります。
　これは動力工具の異なる方法の例です（図－33）。先
ほど３種類比べたと申しましたが、ダイヤモンドツー
ル、超合金サンダー、ペーパーサンダーを比較してい
ます。基本的にはそんなに変わらないという結果が出
ております。
　時間がもう来ておりますので、少し駆け足になって

図－32

図－33

図－34

図－35

図－36
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わけではないようだということも分かっております。

５．おわりに

　最後に、この研究は平成22年度まで、共同研究（図

－39）で民間の６社と実施した研究です。研究に参加
頂きました方々のお名前を表示させていただきまし
て、謝辞とさせていただきたいと思います。
　また、本日お話しした内容は、共同研究報告書とし
て、公表されております。もしご興味ある方は見てい
ただければと思います。土木研究所のホームページか
らダウンロード可能ということです。
　以上で終わりにいたします。試験を行いました。結果（図－35）としては、先ほど

の試験片を使った結果を裏付けるような結果が、こち
らでも得られております。
　異常腐食した耐候性鋼材の、素地調整方法（図－

36）についても、様々な方法を試みています。例えば、
ブラストでは、オープンブラストが普通ですが、バ
キュームブラストなどもありますので、こういった方
法の適用性を調べました。
　このようにさびた１㎡の板を作って、これをいろん
な方法で素地調整をしてやるという実験（図－37）で
す。結果の一部ですが、通常のブラストに比べて、バ
キュームブラストでは、やはり時間がかかってしまう
ということが分かります。普通鋼に比べて、耐候性鋼
は、ブラストをやったときにでも、Sa2½まで到達す
るまでの時間がかかってしまうという結果が出ていま
す。
　付着塩分量（図－38）は、１㎡あたり50mg というの
が目安としてありますが、ブラストでもこの値まで落
ちない場合があって、ブラストだから常にいいという
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