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1.

はじめに
東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道
路㈱の３社（以下、NEXCO ３社）が管理する約 20,000
橋のうち約３割が鋼橋であり、それらの約 40％が供用
後 40 年を経過している状況である。日本国内の鋼橋に
おいて、鋼材の腐食は主要な劣化原因の一つであり、鋼
橋の上部構造の損傷による架替理由の 1/2 を占めると
１）
いった報告 や、腐食の進行に伴って構造物の耐荷性
２）３）
も存在する。以上より、
能に影響を及ぼした事例
鋼橋の防食対策は維持管理において重要な課題であると
言える。一方で、維持管理費用及び人員は減少傾向にあ
ることを考慮すると、効率的な維持管理の実施は急務の
課題であり、ライフサイクルコストやメンテナンス工数
の削減を期待できる防食対策の確立が望まれる状況にあ
る。
近年、鋼橋の長寿命化によるライフサイクルコストや
メンテナンス工数の削減を期待できる防食対策として、
金属溶射が塗替え困難な箇所（跨線、跨道橋など）や腐
食環境の厳しい箇所（海上・河口付近、桁端部など）を
中心に適用されはじめている。しかし、耐久性や施工管
理に関する留意点に関しての知見はまだ十分とは言えな
い。
そこで、金属溶射により防食を施した鋼板に関して、
施工時に金属溶射面に傷が生じた場合の影響、金属溶射
面上への仕上げ方法の影響、溶射方法の影響を把握する
こと目的に、促進試験を実施した。
2.

試験概要
2.1 試験片
試験片一覧を表 1 に示す。施工時に金属溶射面に傷
が生じた場合の影響、金属溶射面上への仕上げ方法の
影響、溶射方法の影響を把握するため、溶射金属、仕
上げ、クロスカット、除せい度、溶射方法をパラメー
タとし、31 種類の試験片を用意して複合サイクル促
進試験を実施した。
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溶射金属は、橋梁での使用実績のある①亜鉛（以
下、Zn）、②亜鉛・アルミニウム合金（以下、ZnAl）、
③アルミニウム（以下、Al）、④アルミニウム・マグ
ネシウム合金（以下、AlMg）の４種類の金属溶射と
した。金属溶射は膜厚 100 ㎛以上を目標として施工
し、使用した溶線は JIS H 8300：2011 の規定に準じた、
Zn99.99、ZnAl15、Al99.5、AlMg5 である。仕上げは、
①封孔処理→エポキシ樹脂塗料下塗（120 ㎛）→ふっ
素樹脂塗料用中塗（30 ㎛）→ふっ素樹脂塗料上塗（25
㎛）（以下、塗装仕上げ）、②封孔処理→ふっ素樹脂塗
料用中塗（30 ㎛）→ふっ素樹脂塗料上塗（25 ㎛）（以
下、着色仕上げ）、③封孔処理のみ（以下、封孔処理）、
④仕上げなしの４種類を実施した。封孔処理と仕上げ
なしは角部からの劣化の影響を避けるため、角部のみ
エポキシ樹脂塗料下塗でシールしている。
試験片寸法を図 1（a）に示す。材料は一般構造用
鋼材 SS400（板厚 3.2mm）を用いた。試験片には施工
時に入る傷を想定して、①鋼素地まで達する深さ（以
下、深カット）（図 1（b）
）、②溶射皮膜内に留まる深
（図 1（c））の２種類のクロスカッ
さ（以下、浅カット）
トを施した。深カットは小型グラインダーで、浅カッ
トは P カッターでクロスカットを作成し、マイクロス
コープでカット先端が鋼材素地や溶射皮膜内となって
いることを確認している。
試験片は除せい度 ISO Sa2・1/2 もしくは ISO Sa3
で素地調整をして、ガス溶線式フレーム溶射もしくは
プラズマアーク溶射を実施することで作成した。溶射
方法は NEXCO ３社で使用実績のある溶射方法のうち、
多く採用されているガス溶線式フレーム溶射とプラズ
４）
マアーク溶射 を選定している。

表1

試験片一覧

（b）深カット

（c）浅カット
（a）試験片寸法
図1

表2

試験片寸法とクロスカット深さ

クロスカット部の評価点

図2

2.2 促進試験
促進試験のサイクル条件を図 2 に示す。試験は JIS
K 5600-7-9：2006 附属書１のサイクルＤに準じた。
この試験方法は、実環境での塗装の暴露試験と高い相
５）６）
。
関があることで知られている
2.3 評価方法
耐久性の評価は、クロスカット部の変状（さび、ふ
くれ、われ、はがれ）幅に対して評価点をつけること
で行った。評価点を表 2 に示す。また、クロスカット
部に限らず全体的に変状が生じた試験片番号 18 〜 29
７）
は文献 に従い評価点を付与した。
3.

複合サイクル促進試験結果および考察
3.1 全体傾向
複合サイクル促進試験の結果を表 3 に示す。
「促進試験結果（評価点）
」の欄には試験日数毎の評
価点の推移を示している。表 3 の灰色着色部はクロ
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促進試験のサイクル条件

スカット部の塗膜のふくれが著しいために、試験を終
了したことを示している。 → は現在も試験継続中
であることを示し、表 3 には途中経過を示している。
なお、本試験での複合サイクル促進試験の促進倍率は、
塗装板に対して、一般的な腐食環境（東京都町田市忠
生）の 39.38 倍、厳しい腐食環境（新潟県糸魚川市外波）
５）
の 13.83 倍となる 。また、促進倍率は塗装や金属皮
８）
膜で大きな差がないことが確認されているため 、上
記の促進倍率を用いる。
「予測」は比較のために、試験結果から予測される
評価点０となる促進試験日数と、一般的もしくは厳し
５）
い環境として文献 の促進倍率で整理した年数を示
している。腐食や塗膜劣化に関する予測式はべき乗関
９）10）
ため、式 -1 を用いて回
数が多く提案されている
帰式を求めることで計算した。
y ＝ 10 － a･t 2

（式 -1）

表3

表4

試験結果一覧表

溶射金属、仕上げ、クロスカット、除せい度、溶射方法の一対比較結果

※比較の比が 20％以上に着色

ここで、y：評価点、t：時間、a は定数である。
相関係数はどの式も 0.7 以上となり、試験結果に対
して強い相関を持つ回帰式だと言える。
評価点０となる日数について、条件（溶射金属、仕
上げ、クロスカット、除せい度、溶射方法）がどの程
度影響を及ぼすかを一対比較することで整理した。そ
の結果を表 4 に示す。表中の数字は比較対象となる条
件以外が同一となる一対を比較した値の、対の全数に
対する平均値を示している。ただし、番号 20、21 は

∞となるため、比較計算より省いた。
比較するデータ数（対の全数）が各々異なるため、
数値はあくまで参考値だが、20％以上（1.20 以上、0.83
以下）のものが評価点に影響を大きく与えている要素
（表 4 の黄色着色部）とみなすと、以下の項目が評価
点に影響を及ぼしていることが分かる。
ａ）溶射方法（ガス溶線式フレーム溶射 or プラ
ズマアーク溶射）
ｂ）クロスカット（深カット or 浅カット）
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ｃ）仕上げ（封孔処理・仕上げなし or 塗装・着
色仕上げ）
ｄ）溶射金属（Zn or その他）
これらの傾向を元に、以下の４つのグループに分け
て考察していくこととする。
グループ１（ガス溶線式フレーム溶射、深カット、
塗装・着色仕上げ（試験片番号１〜９））
グループ２（ガス溶線式フレーム溶射、浅カット、
塗装・着色仕上げ（試験片番号 10 〜 17））
グループ３（ガス溶線式フレーム溶射、仕上げな
し（試験片番号 18 〜 29））
グループ４（プラズマアーク溶射（試験片番号
30 〜 31））
3.2 グループ 1
グループ１の代表的な試験片の状況を図 3 に示す。
なお、試験片の状況は複合サイクル促進試験終了後に
付着塩分を水洗し、室内で計 1268 日保管した後のも
のである。母材表面からのふくれ高さは３Ｄスキャ

図3

グループ 1 の試験片の状況
表5

ナーによって求めた。塗膜下の状況は、ヘラで塗膜が
除去できる範囲を除去した状況である。なお、試験片
の片側が切断しているのは、断面を観察したためであ
る。
グループ１の特徴としては、促進試験の早い段階（10
日程度）で仕上げ塗装にふくれが生じ、ふくれはクロ
スカット部を中心に広範囲に拡大している点と、塗膜
下腐食が広範囲に進行している点である。
金属溶射と仕上げ塗装の付着力がふくれの原因であ
ると思われたため、試験終了後の試験片を用いて付着
力試験を実施した。試験は図 3 よりふくれの大きかっ
た ZnAl と Al、及び比較として C5 塗装系の試験片で
実施した。C5 塗装系とは、除せい度 ISO Sa2・1/2 の
上に、無機ジンクリッチペイント（75 ㎛）→エポキ
シ樹脂塗料下塗（120 ㎛）→ふっ素樹脂塗料用中塗（30
㎛）→ふっ素樹脂塗料上塗（25 ㎛）を塗装したもの
である。試験は JIS K 5600-5-7：2014 の規定に準じた。
表 5 中の数値は３点の付着力試験の平均値である。
試験結果を表 5 に示す。付着力は C5 塗装系と同等

図4

グループ 2 の試験片の状況

金属溶射と仕上げ塗装の付着力試験結果
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程度であり、金属溶射と仕上げ塗装の付着界面での破
壊は生じなかった。このことから、仕上げ塗装のふく
れの原因は付着力ではないと考えられる。
溶射金属の種類で比較すると、塗膜下の状況は図 3
より Zn ＞ AlMg ＞ ZnAl ＞ Al の順で良い結果となっ
ており、評価点とも傾向は似ている。評価点は変状幅
に応じて付与されることから、仕上げ塗装の変状は塗
膜下の腐食と関係していると思われる。腐食に伴う塗
装のふくれは隙間腐食の一種である糸状腐食として知
られ 11)12)、塗膜欠陥がアノード、塗膜下がカソードと
なるマクロセル腐食により、塗膜下に蓄積された OHや水分等、又はアルカリ雰囲気による塗膜変質により
塗装のふくれが生じると考えられている 13)。この試
験においても同様の現象が起きたものと思われる。
仕上げで比較すると、着色仕上げの評価点が塗装仕
上げより若干悪い傾向であり、塗膜の遮断性向上が糸
状腐食の対策と考えられていること 12) と傾向は一致
する。ただし、塗装仕上げと着色仕上げによる差（エ
ポキシ樹脂塗料下塗（120 ㎛）の遮断効果）は微々た
る差であることも分かった。
金属溶射による鋼材の防食効果については、塗装に
比べ大きいと考えられる。参考に C5 塗装系を施した
鋼板の同条件での試験結果を図 3 に並べて示すが、C5
塗装系の場合はクロスカット部の赤さびによる流れさ
びが生じて母材の減肉が進行している様子がうかがえ
るのに対して、溶射金属の場合は小さい。断面を観察
した際も板厚方向への減肉は目視では判断できない程
度だった。
3.3 グループ 2
グループ２の代表的な試験片の状況を図 4 に示す。
なお、試験片の状況は促進試験終了後に付着塩分を水
洗し、室内で試験片番号 10、16 は計 400 日、試験片
番号 12、14 は計 603 日保管した後のものである。
グループ２では、グループ１の３〜５倍の期間の試
験を実施したが、グループ１のような広範囲のふくれ
は発生せず、ふくれはクロスカットに沿った限定的な
ものであった。また、塗膜下の状況もグループ１に比
べて良好である。ふくれの直接の原因は不明だが、グ
ループ１と比較すると、耐久性が平均で 14 倍程度異
なり、クロスカットの深さがふくれの程度に大きく影
響していることが分かる。塗装や着色仕上げを実施し
た溶射金属による防食において、鋼素地まで傷が入っ
た場合には早期に腐食することが分かった。
溶射金属の種類で比較すると、塗膜下の状況は AlMg
＞Zn ＞Al＞ZnAl の順で良い結果となっており、グルー
プ１に比べるとアルミニウムを主体とした金属溶射の
結果がよい。溶射皮膜内に留まる深さの傷の場合は、
鋼素地まで達する深さの傷の場合に比べ、不働態皮膜
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がより強固に形成されやすく、環境遮断効果が強かっ
たものと思われる。
仕上げで比較すると、着色仕上げと塗装仕上げの評
価点の差はほとんどない。
グループ１、２共にクロスカット部を起点とした変
状以外は確認されなかった。傷がなければ金属溶射に
よる鋼材の防食効果は高いと思われる。
3.4 グループ 3
グループ３の試験片の状況を図 5 に示す。現在も一
部は試験中であるため、図 4 の試験片番号 12、14 と
比較できるように試験 270 日の状況を示した。
グループ３は、グループ１、２に見られたように、
クロスカット部を起点とした変状が目立って発生して
いない。溶射金属上の重防食塗料の塗り重ねが多いも
のにふくれが生じ、封孔処理のような簡略化塗装には
異常がなかったといった暴露試験結果も報告されてお
り 14)、その報告では溶射金属表面での仕上げ塗装の
電気抵抗が影響しているとの示唆がある。グループ１
〜３の結果より、エポキシ樹脂塗料やふっ素樹脂塗料
などの電気抵抗の高い塗膜で溶射金属を覆うことで、
逆に腐食が進行しやすくなる場合があることが分かっ
た。その傾向は、Zn を除く ZnAl、Al、AlMg に見られた。

図5

グループ 3 の試験片の状況

また、文献 14) の暴露試験結果と本試験の結果が類
似の傾向を示していることから、複合サイクル促進試
験でも実環境と同じように腐食を再現出来ているもの
と思われる。
溶射金属の種類で比較すると、Zn、ZnAl、およびア
ルミニウム系（Al、AlMg）で外観の状況に違いが見ら
れた。
Zn は仕上げなしよりも封孔処理の方が良好であっ
た。仕上げなしの場合は、試験片番号 22 では 120 日、
番号 18 では 150 日で溶射金属の消失に伴う赤錆さび
が観察された。封孔処理の場合でも、210 日で同等の
赤さびが観察された。グループ１、２の結果も含める
と、Zn に関しては塗装・着色仕上げ＞封孔処理＞仕
上げなしの順の耐久性を示し、塗膜で溶射金属を覆う
ことが有効な長寿命化対策だと言える。
一方、ZnAl は Zn と逆の傾向を示し、仕上げなし＞
封孔処理の順の耐久性となった。
アルミニウム系（Al、AlMg）は仕上げのない場合に
茶色く変色し、Al ではクロスカット部に若干の発錆
が見られるが、亜鉛系（Zn、ZnAl）のような溶射金
属の消失に伴う赤錆とは違い、溶射金属自体の変色で
あった。変色の程度は封孔処理より、仕上げなしの方
が大きく、浅カットより深カットの方が大きい傾向に
ある。アルミニウムは不働態被膜を形成することで環
境遮断効果が高いと言われており 15)、AlMg は加えて
マグネシウムの析出膜による自己修復作用があると言
４）
われる 。そういった効果により仕上げなしでも高い
耐久性を有していると思われる。

験直後のものある。
ガス溶線式フレーム溶射の場合は全面に塗膜のふく
れが確認できたが、プラズマアーク溶射はほとんどふ
くれが確認されなかった。プラズマアーク溶射はガス
溶線式フレーム溶射に比べ、緻密で酸化の少ない皮膜
を形成すると言われている。また、AlMg は不働態皮
膜による環境遮断性により高い防食性を示すと考えら
れている。そのため、緻密な膜を形成しやすい工法を
使用したことで耐久性が向上しているものと考えられ
る。
現在のところ、プラズマアーク溶射は広く汎用した
工法ではなく、使える溶線も AlMg に限られているた
め、この点も考慮して溶射方法を選定するのが良いと
思われる。
4.

3.5 グループ 4
グループ４の試験片の状況を図 6 に示す。比較のた
め、ガス溶線式フレーム溶射とプラズマアーク溶射
の試験をした結果を並べた。なお、試験片番号６、７
の状況は促進試験終了後に付着塩分を水洗し、室内で
1268 日保管した後のもので、試験片番号 30、31 は試

傷の補修方法の検討
4.1 検討概要
試験結果より、塗装又は着色仕上げをした試験片に
ついては、クロスカット部を起点とした仕上げ塗装の
ふくれにより、逆に腐食が進行しやすくなる場合があ
ることが分かった。
一方で、クロスカット部以外は塗装又は着色仕上げ
をした試験片の方が高い耐久性を有していたこと、景
観性を重視する架橋環境では仕上げによる美観も重要
な要求性能であり、塗装や着色仕上げを実施せざるを
得ない場合も考えられることから、仕上げをしない仕
様は考え難い。
クロスカット部からの腐食は、糸状腐食と考えられ、
糸状腐食は塗膜欠陥部がアノードとなることで発生す
る。そこで、塗膜欠陥部のアノード反応を補修塗装に
より抑制することで、耐久性の向上が図れると思われ
る。クロスカット部を現場での施工性を考えて、簡便
な塗装で補修し、その効果を確認した。
グループ１で最も仕上げ塗装のふくれが大きかった、
除せい度 ISO Sa2・1/2、着色仕上げ、深カットの条
件で試験片を作成し、①有機ジンクリッチペイント（60
μ m）（以下、補修塗装１）、②有機ジンクリッチペイ
ント（60 μ m）→厚膜型変性エポキシ樹脂塗料下塗（90
μ m）（以下、補修塗装２）の２種類の塗装補修を実施
し、複合サイクル促進試験を実施した。

4.2 促進試験結果
試験後の試験片の状況を図 7 に示す。補修塗装１の
場合は、どの試験片においてもクロスカット部より白
さびが生じて、270 日後には AlMg を除く試験片で赤
さびが確認されたため試験を終了した。補修塗装２は
現在も試験中であるため、最新の情報で試験 720 日の
状況を示した。
図6

グループ 4 の試験片の状況
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ループ１、２で見られた腐食は生じないことが確認で
きた。ただし、本試験では複合サイクル試験を実施し
たのみであり、補修塗装の仕様についてはエポキシ樹
脂塗料の紫外線劣化の影響も考慮するため、暴露試験
等で検討した結果を踏まえ、慎重に決定する必要があ
ると思われる。
5.

図7

補修塗装の試験片の状況

図 3 と比較すると、塗膜のふくれ等は発生しておら
ず、補修塗装の効果が大きいことが分かる。なお、補
修塗装１のクロスカット部の白さびは有機ジンクリッ
チペイントに含有されている亜鉛に起因して生じてい
ると思われる。
補修塗装２の場合は、補修塗装１の場合の 2.44 倍
の日数の試験を実施しているが、補修部分に変状が見
られなかった。なお、試験片番号「補６」や「補８」
の上部に塗膜のふくれが確認できるが、試験の都合上
削孔した部分に起因したふくれであり、グループ１、
２で見られた腐食と同様の原因で生じたものと考えら
れる。文献５）の促進倍率で試算すると、本試験の
720 日は腐食が厳しくない環境で約 79 年、腐食が厳
しい環境で約 28 年に相当する。
傷が生じた場合に早期に補修塗装を実施すれば、グ

表6
溶射方法

工程

防食仕様の提案
いままでの検討を元に、金属溶射を用いた防食仕様を
提案する。提案する防食仕様を表 6 に示す。
溶射方法はプラズマアーク溶射が良好な結果だった
が、現在広く汎用した工法ではないため、ガス溶線式フ
レーム溶射も選択できることとした。
素地調整は、プラズマアーク溶射においては本試験で
確認した除せい度 ISO Sa3、ガス溶線式フレーム溶射に
おいては除せい度 ISO Sa2・1/2 と ISO Sa3 で差がない
ことから、ISO Sa2・1/2 とした。
溶射金属は、プラズマアーク溶射においては実績と本
試験から AlMg のみとした。ガス溶線式フレーム溶射に
おいては塗装・着色仕上げの場合に良好な結果を示した
AlMg と Zn とした。２種類選定したのは、傷の深さによっ
て傾向が異なり、どちらがいいか判断できなかったため
である。
仕上げは、塗装仕上げと着色仕上げで差が小さいこと
から着色仕上げとした。封孔処理のみや仕上げなしにつ
いては、Zn で溶射金属の消失が見られることから、使
用を避けた方が良いと考えた。ただし、着色仕上げは傷
に敏感であることから、傷は補修塗装することを前提と
し、補修塗装は耐久性に優れた補修塗装２とした。なお、
補修塗装については紫外線の影響を検討していないため
別途検討が必要である。
標準膜厚は、本試験で確認した膜厚とした。
想定耐用期間は、防食法選定の際のライフサイクルコ
ストの比較に使用することを目的に設定した。表 6 には
傷は補修塗装することを前提とし、4. で耐久性を確認

提案する防食仕様
素地調整程度、溶射金属、塗料

前処理
工場溶射

標準膜厚
（μｍ）
100以上
30
25
100以上
30
25

想定耐用期間
一般環境
厳しい環境

素地調整
ISO Sa3
金属溶射
ＡｌＭｇ
プラズマアーク溶射
封孔処理
封孔処理剤
工場塗装
中塗
ふっ素樹脂塗料用中塗
最低
最低
上塗
ふっ素樹脂塗料上塗
75年
25年
前処理
素地調整
Sa2・1/2
工場溶射
金属溶射
ＡｌＭｇ or Zn
ガス溶線式フレーム溶射
封孔処理
封孔処理剤
工場塗装
中塗
ふっ素樹脂塗料用中塗
上塗
ふっ素樹脂塗料上塗
※ 塗装面に傷が生じた場合はすぐに補修塗装を実施するものとする
※ 補修塗装は有機ジンクリッチペイント（60μm）→厚膜型変性エポキシ樹脂塗料下塗（90μm）とし、補修塗装への紫外線の影響を別途検討する
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できた期間を記載した。促進試験は現在も継続で行って
おり、試験結果を元に想定耐用期間を設定する予定であ
る。
6.
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まとめ
金属溶射により防食を施した鋼板に関して、施工時に
金属溶射面に傷が生じた場合の影響、金属溶射面上への
仕上げ方法の影響、溶射方法の影響を把握すること目的
に、促進試験を実施し、以下の結果が得られた。
① 溶射金属、仕上げ、クロスカット、除せい度、溶
射方法がどの程度影響を及ぼすかを一対比較すると、
ａ）溶射方法、ｂ）クロスカット、ｃ）仕上げ、ｄ）
溶射金属という順だった。
② 塗装又は着色仕上げをした場合、傷が塗膜下腐食
を誘発することが分かった。
③ 塗装又は着色仕上げをした場合、塗膜下腐食の程
度は傷の深さに影響することが分かった。
④ 塗装又は着色仕上げをした場合、溶射金属の耐久
性は、深カットで Zn ＞ AlMg ＞ ZnAl ＞ Al、浅カッ
トで AlMg ＞ Zn ＞ Al ＞ ZnAl の順だった。
⑤ 封孔処理又は仕上げなしの場合、塗装又は着色仕
上げの場合のような傷付近の変状はみられなかっ
たが、Zn、ZnAl は溶射金属が早期に消失すること
で赤錆が発生し、Al、AlMg は溶射金属自体が茶色
く変色した。傷をつけていない部分は塗装・着色仕
上げの方が良好だった。
⑥ ガス溶線式フレーム溶射に比べ、プラズマアーク
溶射の方の耐久性が良かった。
⑦ 傷が生じた場合に早期に有機ジンクリッチペイン
（鋼構造年次論文報告集 , 第 24 巻（2016 年 11 月）より
ト（60 μ m）→厚膜型変性エポキシ樹脂塗料下塗（90
転載）
μ m）の補修塗装を実施すれば、促進試験で 720 日
間（厳しい環境で約 28 年相当）は問題ないことを
確認した。
⑧ 得られた結果から金属溶射を用いた防食仕様を提
案した。
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