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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1,380 mの吊橋である。本橋は平成10年
の開通から16年が経過しており、各部材には防食機能の劣化による腐食などが散見される
ようになってきた。本橋は、ケーブル等特殊な部材を有する大規模な鋼構造物であり国内
唯一の積雪寒冷地に位置する吊橋であることから、着雪への配慮等環境条件を考慮した部
材毎の検討を行い、維持管理計画を策定する必要がある。
本稿では、ハンガーロープの長寿命化に向けた予防保全計画に着目し、その取組につい
て報告する。
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1.はじめに
白鳥大橋は、室蘭港の港口を跨ぐ中央径間720mの国
内有数の長大吊橋である。（図-1）
本橋梁は、昭和60年に着工し平成10年に開通しており、
供用から16年が経過している。部材は、施工期間を考慮
すると約20年が経過しており、定期点検結果から防食機
能の劣化等による部分的な腐食が確認されている。これ
らの損傷対策の実施においては、白鳥大橋が積雪寒冷地
唯一の長大吊橋であること等の特殊な環境条件を踏まえ、
効率的な対策工法や施工計画を検討する必要がある。
室蘭開発建設部では、平成24年度から有識者による
「白鳥大橋維持管理計画検討会」（委員長：岸釧路工業
高等専門学校校長）を設置し、長寿命化に向けた戦略的
な維持管理計画策定に取り組んでいる。
白鳥大橋の主要部材であるハンガーロープについても、
図-2に示す箇所に腐食が確認されたことから、昨年度よ
り検討委員会の助言の下、調査・検討を行って来た。本
稿では、抜き取ったハンガーロープを用いて実施した腐
食分析と対策工の検討状況について報告する。
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2.ハンガーロープ定着部の劣化状況
昨年度は、ハンガーロープの劣化状況を調査するため、
２本のハンガーロープの抜き取りを行った。調査は、鞍
掛部・一般部・口元部に対して行った。鞍掛部は健全で
あり、一般部についても断面欠損は僅かな量であること
が明らかになった。このことより、本報告では最も腐食
が進行していた口元部について報告する。
外観観察では、写真-1、写真-2に示されるように塗膜
の不施工箇所である桁内定着箇所が全体的に錆（白錆・
赤錆）で覆われていることが確認された。また、その箇
所の断面を観察した結果、外層の外側素線は、図-3に示
されるように亜鉛層が完全に消失し、鉄素地に著しい減
肉が認められた。内層にも同様な状況が確認された他、
芯部にも外側に亜鉛層の消失と僅かな減肉が認められた。
また、写真-3に示されるように、錆がソケット内部まで
及んでいることが確認された。
素線観察では、図-4および写真-4、5に示されるよう
に、外層外側部には広範囲に赤錆・黒錆が、また鉄素地
には減肉が認められた。一方、内層は部分的に赤錆が認
められた程度であり、鉄素地の減肉も外側に僅かに認め
られる程度であった。
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腐食率の測定結果、全磁束法で3％、重量法で2.8％で
あり、断面減少は3％程度であることが明らかになった。
さらに、現状の腐食状態での耐荷力を評価するために
引張強度試験を行った処、設計破断荷重1,249 ｋNに対
して全ての試験体において1,467 kN以上となっており、
設計条件以上の十分な強度が確認された。
以上のことから、現段階では腐食に対する補修工事は
急を要しないことが確認された。

3.ハンガーロープの腐食分析
上述のとおり、現時点ではハンガーロープは十分な耐
力有しており、緊急的な対策の必要性はないものと判断
される。しかしながら、今後劣化が進行した場合には対
策を講じなければならない。前年度の管理試験からハン
ガーロープの取り替えには高度な技術と費用を要するこ
とが明らかになっている。そのため、ロープの取り替え
よりは腐食抑制等の保全対策を行うことが維持管理計画
上有利であるものと判断される。これより、本稿では腐
食抑制に向けた対策に着目し、検討を行うこととする。
ハンガーロープ基部は補剛桁内にあり直接外気にさら
される環境ではないことから、最初に腐食の原因特定を
行うこととした。原因の特定は、以下の３種類の分析法
により実施した。
(1) 比色法
比色法は図-5に示す測定手順で特定元素に反応する試
薬を用いて呈色の有無、発色の度合いを確認することに
より、特定元素の有無や濃度を測定する手法である。
ここでは海からの飛沫の影響を確認するために、特定元
素を塩素（Cl）として測定を行った。

(2) EPMA（電子マイクロアナライザ）
EPMA（電子マイクロアナライザ）は、加速した電子
線を物質に照射（電子線による励起）することにより反
応した特性X線のスペクトルから、構成元素の検出及び
同定と各構成元素の比率（濃度）を求める装置である。
今回は塩素（Cl）以外にマグネシウム（Mg）、カルシウ
ム（Ca）、カリウム（K）の元素が検出できるかに着目
して分析を行った。これらの元素は海水中の主要成分で
あり、図-6に示す順で濃度が高く結晶化して残留しやす
い成分である。

図-6 海水中の主要成分
(3) XRD（X線回折法）
XRD（X線回折法）は、原子の間隔と同程度の波長を
持つX線が入射した際に各原子に所属する電子により散
乱したX線が特定方向で強め合う回折現象を利用し、構
成化合物の存在比を判別する分析法である。今回は、塩
分環境下での腐食成分であるオキシ水酸化鉄（FeOOH）
に着目して分析を行った。
表-1には各分析結果の概要を示している。これらの結
果から、腐食には海塩粒子が関与していることが推察さ
れる。桁内では除湿システムのフィルタによって塩分が
除去されていることから、腐食要因となる海塩粒子は、
図-7に示されるようにハンガーの塗膜割れ部分とシール
材の隙間から侵入していることが推察される。このこと
から、対策としては外面からの雨水侵入防止と基部の滞
水防止が有効な対策であるものと判断される。
表-1 腐食分析結果
分析手法

測定・分析結果

比色法
塩素の存在
EPMA
海塩粒子の存在
XRD
FeOOHの存在

図-5 比色法測定手順
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Cl 濃度 4.3mg/L
Cl 存在率:0.5~3.8 at%
Mg 存在率:2.4~10.2 at%
Ca 存在率:0.5~1.2 at%
検出

塗膜割れ

シールとロープ
の隙間

写真-7 変性シリコン

図-7 雨水進入路想定図
4. ハンガーロープ定着部腐食抑制対策工の検討
腐食の進行を防ぐためには、前項により想定した雨水
の進入路を閉塞する必要がある。滞水防止の対策工とし
ては、大鳴門橋で実績のある「圧入工法」に着目し検討
を行った。
「圧入工法」は、充填材を圧入してハンガーロープ内
部の空隙を埋めることにより腐食を抑制する工法である。
充填剤の選定に当たり、本州四国連絡高速道路株式会社
では、エポキシ樹脂（写真-6）、変性シリコン（写真7）、ペトロラタム(写真-8)に関する比較試験を行い、
充填性能と防食性能からペトロラタムを選定している。
「ペトロラタム」は充填剤粒度が細かく加熱により粘性
が変化する防錆油である。後述の白鳥大橋での施工条件
に対しても有利であることから、本橋でも圧入工法の充
填材として「ペトロラタム」を採用することとした。

写真-8 ペトロラタム
次に、外面からの雨水の進入防止対策であるが、ここ
では止水テープ（写真-9）と樹脂による被覆工法（写真
-10）について検討した。現地作業を考慮した場合には、
テープ巻き付けに作業スペースが必要であることや夏期
には圧入材であるペトロラタムが流出する恐れがある等、
仮設や施工時期に大きな制約があることより、樹脂によ
る被覆を選定した。素材については、施工箇所が狭隘で
あることや硬化時間と耐候性の観点から、熱可塑性プラ
スチック高分子ポリマーで構成された弾性防食コーティ
ング材を選定した。

写真-9 止水テープによる被膜

写真-6 エポキシ樹脂
写真-10 樹脂による被膜
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今回選定した弾性防食コーティング材は、①流動性が
高く狭い場所での施工が容易であること、②凝結後は高
い可塑性と密封性能があるためハンガーロープの挙動に
対して有利であること、③紫外線を反射する物質が含ま
れており耐候性が高くライフサイクルコストの観点から
有利であること、④オイルが含まれており対象物に対し
て防錆効果があるため無塗装部分である口元部への効果
が期待できること、等が上げられる。
一方、白鳥大橋にこれらの工法を採用する上で解決す
べき課題もある。その一つに、採用予定の充填材の圧入
工法は除荷状態での実績のみであることが上げられる。
しかしながら、白鳥大橋のハンガーロープを除荷状態に
するためには専用の治具が必要なことや、昨年度の管理
試験から張力解放時にはハンガーロープの塗装が剝離す
ることが明らかになっている。このため、ここでは載荷
状態下での充填材の圧入状況を確認することとした。
5. ハンガーロープ定着部への充填材の圧入試験
載荷状態で充填性を確認するために、昨年引き抜いた
実ロープを使用して試験体を作成し (図-8)、実験を行
うこととした。なお、ペトロラタムは固化しないことよ
り、その充填度を精度良く評価出来ない可能性が示唆さ
れた。このため、ここではペトロラタムと同程度の粘性
を有し時間の経過と共に固化する変成シリコン材を用い
て試験を実施することとした。試験は、以下の要領で実
施した。すなわち、図-9に示すように油圧サーボ試験機
を用いてハンガーロープ試験体に実装時と同程度の緊張
力を導入し、その状態で充填材を圧入後、充填材硬化後
に試験体を切断し、その充填状況を確認するものである。
具体的には、①緊張力を導入し充填材を圧入する。②充
填材を固化させるために、1週間程度の養生期間を設け
る。③充填材の固化を確認の後、ハンガーロープの形状
を保持するために鋼製バンドで締め付け固定した後、切
断し充填状況を確認する、である。
試験は、寒地土木研究所所有の油圧サーボ試験器を借
用し、平成26年12月25日に実施した。試験体に導入する
緊張力は昨年度のハンガーロープ管理試験時に計測した
張力を参考に200 kNとした。ペトロラタムの粘性は温度
により変化するが、施工実績に基づき作業性が最も良好
である700dPa･Sを目標に、変性シリコンの粘度を700～
500DdPa･Sに設定して希釈を行った。圧入試験は、密閉
パッキンで試験体を覆い圧入容器を設置した後、圧力管
理を行い実施した（図-10）。試験は、事前に充填材の
圧入に偏りが生じた場合を想定した試験フロー（図-11）
を作成し実施した。試験時には、図-10に示す上端、下
端の着目箇所からほぼ同時にシリコンが滲み出て来たこ
とから、ハンガーロープ試験体内の充填剤には等しく内
圧が作用していることが推察された。
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図-8 試験体（圧入試験用）

図-9 試験体設置図
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図-10 圧入試験概要図

試験体の切断は平成27年1月に行うこととした。切断は
図-13に示す11箇所を予定している。切断箇所は、圧入
試験時の下端着目箇所より下方になるソケット内部や上
端着目箇所より上方部の充填状況、上下中間部の閉塞状
況の偏りなどを確認できるように選定している。
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図-13 断面確認切断位置

9.おわりに

図-11 圧入試験フロー図
次に熱可塑性プラスチック高分子ポリマーで構成され
た弾性防食コーティングに関する試験を実施した。使用
する弾性防食コーティング材の融解温度は170℃程度で
ある。そのため、長い筒状の型枠の上部から流し込む場
合には、放熱し底面に到達する前に固化が開始する可能
性があるため、図-12のような段階的打設を可能にする
型枠を作成して試験を行うこととした。実試験において
は、打設後に型枠の保熱作用により固化までに1時間程
度要した。脱型後の外観観察からは、亀裂等がないこと
を確認している。

提案の充填材や雨水侵入防止用弾性防食コーティング
材の性能と性能試験結果を踏まえた今後の課題等につい
ては、1月開催予定の白鳥大橋維持管理検討委員会で審
議頂く予定となっている。委員会での審議概要は、当日
ご報告したい。
白鳥大橋は、室蘭地域のライフラインやシンボルとし
て重要な役割を果たしている。白鳥大橋が今後ともその
役割を果たし続けて行けるように、継続して維持管理や
長寿命化に向けた取り組みを行って行きたいと考えてい
る。
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