劣化した溶融亜鉛めっき鋼板の塗替え補修仕様の選定
西日本高速道路エンジニアリング関西㈱
一般財団法人

日本塗料検査協会

1. はじめに
現在、高速道路に設置されている道路付属物等には溶
融亜鉛めっき処理された鋼材が多く使用されており、西
日本高速道路㈱関西支社管内における鋼製防護柵の総延
長は約 1,900km にも及んでいる。また、代表的な構造物
としては、防音シェルター、各種の標識、遮音パネル等
があげられるが、これら多くの部材にめっき層の損耗に
よるさびが見られており早急な補修対策が求められてい
る。西日本高速道路エンジニアリング関西㈱と（一財）
日本塗料検査協会は橋梁付属物点検時（１回／５年）に
点検者が比較的容易に施工できる簡易補修塗装仕様に関
する検討を行った。

仕様 No.

検査部

虎

久

人

松

本

倫

毅

結果について報告する。
3. 試験片の作製
3.1 試験板（基材）
溶融亜鉛めっき板を２％硫酸銅溶液に浸漬し、電磁微
厚計で膜厚を測定しながら残存する亜鉛層および合金層
を 20 〜 35 μ m 程度に調整水洗後（写真 -1）、塩水噴霧
試験機に入れ、赤さびを発生させた。

2. 検討概要
西日本高速道路エンジニアリング関西㈱の自社実績お
よび市場調査の結果から簡易補修として使用可能と思わ
れる補修材料を 11 種類選定した（表 -1）。
試験板（基材）として赤さびが発生した溶融亜鉛めっ
き板を提供し、各メーカーにて試験片の作製を行った。
（一財）日本塗料検査協会にて促進腐食サイクル試験お
よび屋外暴露試験を行い耐久性を評価した。本報では、
促進腐食サイクル試験と屋外暴露試験３年後の外観調査

表 -1

西支部

木

浸漬前

浸漬後

写真 -1 ２％硫酸銅溶液浸漬前後の状態

供試簡易補修材料

塗布形式

主な成分
エポキシ系樹脂（亜鉛末）

Ａ
Ｂ

スプレー

エポキシ樹脂系

Ｃ

（エアゾール）

ポリマーセメント（亜硝酸リチウム）

Ｄ

エポキシ樹脂系（錆転換形）

Ｅ

アルコキシシラン化合物（アルミ粉末）

Ｆ
Ｇ

Ｊ
Ｋ

エポキシ樹脂系
水性アクリルシリコーン樹脂（熱制御塗料）

Ｈ
Ｉ

ブチルゴム（亜鉛末）

はけ塗り

チタン箔

テープ貼り

亜鉛箔

はけ塗り

亜鉛処理剤
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3.2 試験片
本検討は構造物の全面補修または部材取り替え工事ま
での延命措置として、付属物点検時に施工できる簡便な
補修を想定している。試験板は各３枚づつ、４種ケレン
（写真‐2）で素地調整した後、表 -1 に示す簡易補修材
料を各メーカーにて施工した。

写真 -2 ４種ケレンの状態
作製した各社塗装試験片を所定の条件で所定の期間乾
燥させた後、屋外暴露試験片の中央の右側にカッターナ
イフで素地に達するカットを、また、促進腐食試験では
下半分にクロスカットを入れている（図 -1）。
試験片の評価は、一般部とカット部の両方を調査対象
とする。

4. 試験方法
4.1 塗膜の外観評価
JIS K 5600-8-1 〜 8-5 に準じて塗膜の外観を評価す
る。屋外暴露試験片については、はけでごみ・塵埃を取
り除いた後、塗膜外観を目視にて行う。試験片の評価は、
一般部（カット部分を除く試験面）とカット部に区別し
て塗膜欠陥（さび・膨れなど）の程度を確認する。
一般部の評価は、JIS K 5600 を基本にした（一財）
日本塗料検査協会「塗膜の評価基準 2003」に従い、欠
陥の程度により評価点をつける。また、カット部の評価
については、カット線からの片側最大塗膜欠陥幅（mm）
をノギスにより計測し、表 -2 に示すカット部の欠陥幅
を評価点に換算する基準を用いて点数化を行う。
塗膜欠陥がさびとふくれの様に混在する場合の評価点
は、一番大きな欠陥の評価点を基準点とし、その他の欠
陥の評価点を 1/2 にして加え基準点に反映させる。
評価点は 10 点満点法で行ない、点数が低くなるにし
たがい塗膜欠陥が顕著になり、０点が最低点になるよう
に表記した。
外観観察結果の評価は、一般部の評価点に８割、の評
価点に２割の重み付けをし、双方の合計点を総合評価点
法として算出した。
表 -2 カット部の欠陥幅を評価点に換算する基準
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図 -1

30

試験片のカットの入れ方

最大塗膜欠陥幅（mm）

評価点

0.5 未満

10

0.5 以上〜 1.0 未満

9

1.0 以上〜 2.2 未満

8

2.2 以上〜 3.7 未満

7

3.7 以上〜 5.7 未満

6

5.7 以上〜 7.5 未満

5

7.5 以上〜 9.5 未満

4

9.5 以上〜 14 未満

3

14 以上〜 18 未満

2

18 以上〜 20 未満

1

20 以上

0

4.2 付着性試験
外観評価を終えた屋外暴露試験片について、JIS K
5600 5-7：2014 塗膜の機械的性質・付着性（プルオフ法）
に準じ、付着性試験を行う。
4.3 促進腐食サイクル試験
促進腐食サイクル試験に用いた試験サイクル条件は、
「JIS K 5600 7-9:2006 付属書Ｃ（規定）」に示すサイ
１）
クルＤ とした。サイクルＤの条件を表 -3 に示す。
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5. 試験結果
5.1 促進腐食サイクル試験

表 -3 促進腐食サイクル試 1 サイクルの試験条件
段階

時間（h)

温度（℃）

条件

１

0.5

30 ± 2

塩水噴霧

２

1.5

30 ± 2

湿潤 (95 ± 2)％ RH

３

2

50 ± 2

熱風乾燥

４

2

30 ± 2

温風乾燥

塗膜の外観評価は、素地調整が４種ケレンであり、比
較的早い時期から塗膜劣化が予想されるため、試験期間
15 日後で１回目の外観評価を行い、その後 30 日後、60
日後および 90 日後の合計４回の外観評価を実施した。
4.4 屋外暴露試験（海浜暴露）
屋外暴露試験は「JHS404-2007 塗料の暴露防錆性試験
２）
方法」 に準じて行う。塗装後所定の養生日数経過後、
暴露試験片を（一財）日本塗料検査協会 御前崎暴露試
験場（海浜地区）に水平暴露した。御前崎暴露試験場を
写真 -3 に、暴露状況を写真 -4 に示す。

各仕様の総合評価点の平均値の経時変化を図 -2、一
般部、カット部の評価点平均値の経時変化を図 -3 およ
び図 -4 に示す。なお、各試験片の評価点は、各仕様に
ついて３枚の平均値で示した。
塗膜の外観評価を一般部とカット部に分けて評価を
行ったところ、15 日後で評価ができないほどの劣化状
態を示した仕様Ｋや、総合評価点が６を下回る仕様Ａ、
仕様Ｃ、仕様Ｇも一部にあったが、他の７仕様について
は 15 日後では特に問題のない状況であった。
多くの仕様は促進腐食サイクル試験 30 日後で評価点
５以下を示しているが、仕様Ｂ、仕様Ｉ、仕様Ｅの３仕
様については、促進腐食サイクル試験 90 日経過後も十
分な防食性能を維持している。
仕様Ｄ、仕様 J の２仕様については促進腐食サイクル
試験 30 日後まではある程度の防食性能を維持していた
が、60 日後では評価点５を下回る結果となった。仕様Ａ、
仕様Ｃ、仕様Ｆおよび仕様Ｈについては、促進腐食サイ
クル試験 15 日〜 30 日後の低下傾向が著しく、防食性能
は期待できない。総合評価点より各試験片の優劣を付け
ると以下の通りである。
＜促進腐食サイクル試験総合評価＞
Ｉ＞Ｅ≧Ｂ＞＞Ｄ＞Ｊ＞Ｇ、Ｈ≧Ａ、Ｆ≧Ｃ＞Ｋ

写真 -3

御前埼暴露試験場

図 -2 促進腐食サイクル評価点の経時変化（総合評価点）

写真 -4

屋外暴露試験状況

＊御前崎暴露試験場の立地
場所
静岡県御前崎市白羽 143 の 1
位置
東経 138 度 13 分
北緯 34 度 35 分
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図 -3 促進腐食サイクル評価点の経時変化（一般部評価点）

図 -6 屋外暴露評価点の経時変化（一般評価点）

図 -4 促進腐食サイクル評価点の経時変化
（カット部評価点）

図 -7 屋外暴露評価点の経時変化（カット部評価点）

5.2 屋外暴露試験（海浜暴露）
屋外暴露試験３年後の塗膜外観評価として総合評価の
経時変化を図 -5、一般部評価の経時変化を図 -6、カッ
ト部評価の経時変化を図 -7 に示す。なお各試験片の評
価点は、各仕様について 3 枚の平均値で示した。

図 -5 屋外暴露評価点の経時変化（総合評価点）

総合評価点が７点以上の仕様は３仕様あり、その内２
仕様が塗料タイプであり、スプレータイプの仕様Ｂ、刷
毛塗りの仕様Ｅ、１仕様はテープタイプ仕様Ｉである。
今回試験に供した塗料タイプのうち、ジンク系は３仕様
（仕様Ａ、Ｆ、Ｇ）あり、アルミニウム粉末を含有する
系が１仕様（仕様Ｅ）であった。屋外暴露１年後の総合
評価では、11 仕様中４仕様（仕様Ｃ、Ｄ、Ｈ、Ｋ）が
評価できないほどの劣化状況を示したが、屋外暴露３年
後の総合評価では、11 仕様中７仕様（仕様Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｆ、
Ｈ、Ｊ、Ｋ）が評価できないほどの劣化状態となった。
亜硝酸リチウム入りポリマーセメントを用いた仕様Ｃ
は、コンクリート中の鉄筋腐食抑制には実績はあるが、
劣化亜鉛めっき基板ではその効果が見られなかった。
錆転換形エポキシ樹脂系塗料を用いた仕様Ｄは、一般
部と共に劣化が激しい状態であり、錆層により完全に水
の供給を遮断することが不十分なためか、期待した効果
は得られなかった。
水性アクリルシリコン樹脂系の熱制御塗料を用いた仕
様Ｈもほぼ同様の傾向である。水系亜鉛処理剤である仕
様Ｋについては成分が不明ではあるが、本検討目的の用
途には適用できないほど暴露１年目より著しい劣化傾向
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を示していた。
ジンク系仕様では、仕様Ａ、仕様Ｆは著しい劣化傾向
を示しているが、カット部が仕様Ａ、仕様Ｆに比べて良
好な（４点）結果である仕様Ｇの総合評価は 5.6 点を示
している。仕様Ｅは３年後においても比較的良好な状態
を維持している。
テープ系でチタン箔シートを用いた仕様Ｉ、および亜
鉛箔を用いた仕様Ｊについては差が見られ、チタン箔
シート系の仕様Ｉは総合評価で良好な結果（8.3 点 ) で
あったが、カット部では１年後に比べて著しい劣化傾向
を示した（1.3 点）。テープ自身の劣化は認められないが、
カット部では基板界面の接着状況に問題がある状態を示
した部分もある（写真 -5）。5.3 項に示す付着性試験結
果も重要な判断材料となると考える。また、仕様 J につ
いては、テープを継ぎ合わせて貼り付けているため、そ
の継目部分では若干の反り返りや内部の発錆がうかがえ
る状況であった（写真 -6）。したがって、実用にあたっ
ては継ぎ目からの腐食が起らないよう工夫が必要と思わ
れる。

写真 -5

基板界面の接着状況（仕様 I）

暴露 3 年目
写真 -6

テープ継目のそり返しによる剥がれ（仕様Ｊ）

局部腐食が発生するような部位は、継手部から凍結防
止剤を高濃度に含む漏水がかかるようなケースが多く、
促進腐食サイクル試験のような腐食環境下に置かれるこ
とも十分に考えられる。従って、暴露試験、促進腐食試
験の双方で性能が良好であった仕様Ｂ、仕様Ｅ、仕様Ｉ
が補修材料の候補として考えられる。これら仕様Ｂ、仕
様Ｅ、仕様Ｉは暴露試験１年終了時で促進腐食試験 90
日の時点での総合評価点とほぼ同様であったが、暴露試
験３年後では暴露試験は促進腐食試験 90 日の総合評価
点を若干下回った。促進腐食試験 90 日で性能が良好で
あった仕様は暴露試験１年でも良い結果となる可能性が
示唆された。一方、性能のよくなかった仕様は促進試
験 15 〜 30 日で総合評価点が大きく低下しており、性能
の良好でない仕様は促進試験の早期に判断できる可能性
がある。今回の試験では 11 仕様中８仕様が材料提供会
社にて作製された試験片を用いており、実現場での適用
に際しては良好な性能結果を示した材料においても施工
性、作業性などの評価が必要と考える。
5.3 付着性試験結果
暴露している各塗装系試験板３枚の内１枚を回収し付
着性試験に供した。なお、回収した試験片で塗膜が残
存していない仕様Ｃ、仕様Ｄ、仕様Ｈ、仕様Ｊ、仕様Ｋ
については付着性試験を実施しなかった。付着性試験は
一般部とカット部の２箇所で実施した。表 -4 に屋外暴
露３年後の一般部とカット部付近の付着性試験結果を示
す。表中に用いている破壊箇所に関する記号は以下のと
おりである。
破壊箇所

暴露 1 年目
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Ａ：基板破壊（さび層での破壊）、
AB：基板と塗布材間の界面破断、
BK：塗布材間の界面破断
BG：塗布材内の凝集破壊

表 -4 暴露 3 年後の付着性試験結果
仕様 No.
Ａ

Ｂ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｉ

測定場所

付着強度（N/mm2）

一般部（上部）
カット部（下部）

主な破壊場所 (％ )

0.0

※1

Ａ

0.0

※1

Ａ

一般部（上部）

3.8

Ａ , ＢＧ

カット部（下部）

2.4

Ａ , ＢＧ

一般部（上部）

2.4

ＢＧ

カット部（下部）

2.1

ＢＧ

一般部（上部）
カット部（下部）

0.0

※2

Ａ , ＡＢ

0.0

※2

Ａ , ＡＢ

一般部（上部）

2.0

Ａ , ＢＧ

カット部（下部）

2.4

Ａ , ＢＧ

一般部（上部）

2.3

ＢＫ※ 3

カット部（下部）

1.9

Ａ , ＡＢ

※ 1 測定セット時にドリー（治具）が離脱
※ 2 測定前にドリー（治具）が離脱
※ 3 塗布材間（シートと接着剤）が破断

鋼橋に適用される塗装系での付着性の良否に関する規
定は特にないが、日本鋼構造協会より発行されている「鋼
構造物塗膜調査マニュアル JSS Ⅳ 03-2006」では、評
価点を４段階に分類した事例が記載されている。参考ま
でに「鋼構造物塗膜調査マニュアル JSS Ⅳ 03-2006」
３）
㈳日本鋼構造協会編 引張付着力の評価点の例 を以
下に示す。
評価点０：2.0 ≦Ｘ（2.0 以上）
評価点１：1.0 ≦Ｘ＜ 2.0
評価点２：0 ＜Ｘ＜ 1.0
評価点３：Ｘ＝ 0
写真 -7

今回得た付着性試験の結果をこの基準に照らし合わせ
ると下記の①から④のように分類される。
①評価点０：仕様Ｂ、仕様Ｅ、仕様Ｇの一般部、
およびカット部
仕様 I の一般部
②評価点１：仕様 I のカット部
③評価点２：なし
④評価点３：仕様Ａ、仕様Ｆの一般部およびカッ
ト部
外観評価でカット部付近の基板界面での接着状況を懸
念していた仕様Ｉは、付着性試験では著しい劣化傾向は

仕様 I

シートと基板界面の状況

認められなかった。暴露３年で外観が良好な仕様Ｂ、仕
様Ｅ、仕様Ｉは付着性試験結果も良好であった。ただ、
外観が良好であった仕様Ｉは一般部の塗布材間（シート
と接着剤）で破断しており、一般部のシートが盛り上がっ
た部分を剥がしてみると写真 -7 のような状態であった。
すなわち、付着性試験としては良好な値を示し、外観が
良好であっても使用には注意が必要な仕様もある。
6. まとめ
本検討における補修材料の用途は局部腐食の比較的に
狭い範囲を補修するもので、基本的に補修箇所に再度ダ
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メージが加わることはないと思われる。従って、試験片
一般部を比較したところ、塗膜の外観評価として仕様Ｂ、
仕様Ｅ、仕様Ｉは暴露試験３年目までの間で総合評価
が 1.2 〜 1.7 低下しているものの、付着性試験も評価点
0 を示しており、この３仕様は比較的良好であった。す
なわち、劣化した溶融亜鉛めっき鋼板の塗替え補修仕様
について検討した結果、促進腐食サイクル試験と屋外暴
露試験３年の結果から以下の仕様を候補として選定でき
た。
・エポキシ樹脂系スプレー塗装仕様（仕様Ｂ）
・アルミ粉末配合アルコシキシラン化合物はけ塗り仕
様（仕様Ｅ）
・チタン箔テープ貼り仕様（仕様Ｉ）
ただ、仕様Ｉは一般部では接着剤とシートの間で破断、
カット部では基板と補修材料（シート）との界面での破
断を示していることから、今後の変化に目を向ける必要
があるものと考える。今後、大きな変化がなければ暴露
５年後においても総合評価７以上の比較的良好な結果を
示すことが予想される。今回の検討は５年に一度の橋梁
付属物点検時に補修できることを目的としており、５年
間の耐久性を有している必要がある。今後、更に暴露試
験を継続して行う予定である。
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