
表 -1　I 塗装系の塗装仕様

塗装系 工程 塗料または素地調整程度 施工方法 標準膜厚 ( μｍ )

I塗装系
（旧仕様）

前処理
素地調整 ISO Sa 2･1/2 － －

プライマー 機能性プライマー スプレー 17

工場塗装

2次素地調整 スィープブラスト － －

下塗 有機ジンクリッチペイント スプレー 75

中塗 ポリウレタン樹脂塗料用中塗 スプレー 30

上塗 ポリウレタン樹脂塗料上塗 スプレー 25

1.　はじめに

　橋梁の塗替え塗装において、既存の塗装系が一般塗装
系であってもその後のライフサイクルコスト低減の観点
から重防食塗装系での塗替えが推奨されている 1)。その
一方で橋梁を管理する道路管理者からすれば重防食塗装
系に塗替える際の多額の初期投資は負担であり、少しで
も費用が少ない塗装系が望まれる場合がある。
　薄膜重防食塗装系「I塗装系」は、東日本高速道路株
式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式
会社（以下 NEXCOと略す）の構造物施工管理要領に設定
された、低コストな塗装系である。I塗装系の塗装仕様
を表 -1に示す。この塗装系は、重防食塗装系の防食下
地である有機ジンクリッチペイントの上にポリウレタン
樹脂塗料用中塗、上塗を塗装する仕様であり、重防食塗
装系の工程数を減らして費用を抑えている。平成９年
に構造物施工管理要領の新設塗装仕様として記載された
が、平成 21年に構造物施工管理要領からは廃止され、
現在の構造物施工管理要領には I塗装系は記載されてい
ない。
　近年の重防食塗装系の定義 2)では、防食下地、遮断
性に優れた下塗、耐候性に優れた上塗、合計膜厚 250～
1000 μｍ程度とされており、I塗装系は防食下地と耐候
性に優れた上塗は有するものの、遮断性に優れた下塗は
有さず、合計膜厚も 130 μｍであるので、この定義から
は外れる。
　薄膜重防食塗装系の補修仕様については、平成 16年

に構造物施工管理要領に塗替え塗装系として素地調整
程度１種及び３種の上での i-1塗装系及び i-2塗装系が
記載された。平成 21年には素地調整程度４種の上での
i-1塗装系が追加された一方で i-2塗装系と素地調整程
度１種の上での i-1塗装系が廃止され、現在に至ってい
る。現在の平成 29年の構造物施工管理要領に記載され
ているのは i-1塗装系（３種及び４種）のみである。廃
止された塗装系も含めて、これまでに記載された i-1塗
装系及び i-2塗装系の塗装仕様を表 -2に示す。廃止さ
れた塗装系については括弧書きで旧仕様と記した。

2.　目的

　平成 14年に開始された本評価の目的は、一般塗装系
のA塗装系（旧仕様）及び薄膜重防食塗装系のI塗装系（旧
仕様）を薄膜重防食塗装系で塗替える際の仕様を確立す
ることである。評価開始から２年後の平成 16年には構
造物施工管理要領に薄膜重防食塗装系の補修仕様が記載
され、つまり仕様は既に確立されているが、本評価は平
成 14年から平成 29年まで 15年間暴露試験を行った貴
重なデータである。さび部のタッチアップには有機ジン
クリッチペイントを用い、さび部及び旧塗膜部の仕上げ
にはポリウレタン樹脂塗料上塗を用いることを共通と
し、変性エポキシ樹脂塗料下塗の有無、もしくは塗り回
数の違いについて評価が可能である。既存の薄膜重防食
塗装系は適切な仕様であるかという観点から評価を行っ
た。
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表 -2　i-1 塗装系及び i-2 塗装系の塗装仕様

塗装系
素地調整
程度

工程 塗料または素地調整程度 施工方法
標準膜厚
( μｍ )

i-1塗装系

1種
(旧仕様 )

素地調整 １種 － －

下塗 有機ジンクリッチペイント スプレー 75

中塗 ポリウレタン樹脂塗料用中塗 スプレー 30

上塗 ポリウレタン樹脂塗料上塗 スプレー 25

3種

素地調整 ３種 － －

タッチアップ 1回目 有機ジンクリッチペイント ハケ 30

タッチアップ 2回目 有機ジンクリッチペイント ハケ 30

下塗 変性エポキシ樹脂塗料下塗 ハケ 60

中塗 ポリウレタン樹脂塗料用中塗 ハケ 30

上塗 ポリウレタン樹脂塗料上塗 ハケ 25

4種

素地調整 ４種 － －

下塗 変性エポキシ樹脂塗料下塗 ハケ 60

中塗 ポリウレタン樹脂塗料用中塗 ハケ 30

上塗 ポリウレタン樹脂塗料上塗 ハケ 25

i-2塗装系
(旧仕様 )

1種
(旧仕様 )

素地調整 １種 － －

下塗 有機ジンクリッチペイント スプレー 75

中塗 ふっ素樹脂塗料用中塗 スプレー 30

上塗 ふっ素樹脂塗料上塗 スプレー 25

3種
(旧仕様 )

素地調整 ３種 － －

タッチアップ 1回目 有機ジンクリッチペイント ハケ 30

タッチアップ 2回目 有機ジンクリッチペイント ハケ 30

下塗 変性エポキシ樹脂塗料下塗 ハケ 60

中塗 ふっ素樹脂塗料用中塗 ハケ 30

上塗 ふっ素樹脂塗料上塗 ハケ 25

3.　評価内容

　3.1　試験片の作製

　　⑴　基板
　　 　SS400の寸法 300mm× 150mm×6mmの普通鋼板をブ
ラスト処理した鋼板を基板として用いた。

　　⑵　旧塗膜の作製
　　 　旧塗膜とする塗装系は A塗装系（旧仕様）及び I

塗装系（旧仕様）とした。旧塗膜用試験片を作製す
る際に適用した A塗装系（旧仕様）及び I塗装系（旧

仕様）の塗装仕様を表 -3に示す。なお、上側３分の
２を塗装部、下側３分の１を未塗装部とし、両面を
塗装した。試験片の塗り分け区分を図 -1に示す。塗
装した試験片は NEXCO試験方法 404-2012「塗料の暴
露防錆性試験方法」に記載の NEXCOが指定する東京、
沖縄、北陸、及び試験方法指定外の三鷹（中央自動
車道三鷹料金所横駐車場内）の合計４暴露場にて 1.5

年間暴露し、上側３分の２を旧塗膜部、下側３分の
１をさび部とした。
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表 -3　A 塗装系（旧仕様）及び I塗装系（旧仕様）の塗装仕様

表 -4　素地調整方法

図 -1　試験片の塗りわけ区分

塗装系 工程 塗料または素地調整程度 施工方法 標準膜厚 ( μｍ )

A塗装系（旧仕様）

プライマー エッチングプライマー（長ばく形） スプレー 15

下塗第 1層 鉛系さび止めペイント 1種下塗 スプレー 35

下塗第 2層 鉛系さび止めペイント 1種下塗 スプレー 35

中塗 長油性フタル酸樹脂塗料中塗 ハケ 30

上塗 長油性フタル酸樹脂塗料上塗 ハケ 25

I塗装系（旧仕様）

下塗 有機ジンクリッチペイント スプレー 75

中塗 ポリウレタン樹脂塗料用中塗 スプレー 30

上塗 ポリウレタン樹脂塗料上塗 スプレー 25

区分 範囲
素地調整方法

No.1

素地調整方法
No.2

素地調整方法
No.3

旧塗膜部
  0～ 100mm

不織布研磨材清掃
動力工具面粗し

スィープブラスト
100～ 200mm 動力工具塗膜除去

さび部 200～ 300mm St 3 St 3 Sa 2

　　⑶　素地調整
　　 　素地調整は３通りの方法で処理を行った。素地調
整方法を表 -4に示す。素地調整方法 No.1と No.2

は動力工具を用いた作業を想定し、No.1は簡素な
作業、No.2は念入りな作業を意図している。素地
調整方法 No.3はブラストを用いた作業を想定した
ものである。

　　⑷　塗装仕様
　　 　素地調整後の塗替え塗装仕様は防食下地と中塗、

上塗から構成される I塗装系（旧仕様）を基準に
考え、さび部にはハケを用いて有機ジンクリッチペ
イントでタッチアップ塗装を行い、旧塗膜部と合わ
せた全面をポリウレタン樹脂塗料用中塗、ポリウレ
タン樹脂塗料上塗を塗装する仕様を基本の塗装仕様
（塗装仕様 No.1）とした。更に基本の塗装仕様のタッ
チアップ塗装に変性エポキシ樹脂塗料下塗を増し塗
りする塗装仕様（塗装仕様 No.2）、全面塗装に変性
エポキシ樹脂塗料下塗を増し塗りする塗装仕様（塗
装仕様 No.3）も加えた。素地調整方法 No.1、No.2

に対して塗装仕様 No.1～ 3を適用した。また、塗
装仕様 No.1～ 3と同じ塗膜構成をスプレーにて塗
装する塗装仕様を設け、塗装仕様 No.4～ 6とした。
塗装仕様 No.4～ 6は素地調整方法 No.3に対して適
用し、ブラスト処理やスプレー塗装が可能な比較的
整った設備環境での塗替え塗装を想定したものであ
る。塗替え塗装仕様を表 -5、表 -6に示す。

　　⑸　カットの付与
　　 　塗膜を乾燥させた後に図 -2に示す位置にプラス

チック用カッター（Ｐカッター）を用いて鋼素地に
達するカットを入れた。

　　⑹　試験片の水準
　　 　試験片の水準及び試験片記号を表 -7、表 -8に示

す。18種類の水準に対して暴露場４箇所の合計 72

枚作成した。
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表 -5　塗替え塗装仕様（No.1 ～ 3）

表 -6　塗替え塗装仕様（No.4 ～ 6）

区分 工程 塗装仕様
No.1

塗装仕様
No.2

塗装仕様
No.3

さび部

タッチアップ 1回目 有機ジンクリッチペイント
（ハケ　30 μｍ）

有機ジンクリッチペイント
（ハケ　30 μｍ）

有機ジンクリッチペイント
（ハケ　30 μｍ）

タッチアップ 2回目 有機ジンクリッチペイント
（ハケ　30 μｍ）

有機ジンクリッチペイント
（ハケ　30 μｍ）

有機ジンクリッチペイント
（ハケ　30 μｍ）

タッチアップ 3回目 －
変性エポキシ樹脂塗料下塗
（ハケ　60 μｍ）

変性エポキシ樹脂塗料下塗
（ハケ　60 μｍ）

下塗 － －
変性エポキシ樹脂塗料下塗
（ハケ　60 μｍ）

中塗 ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（ハケ　30 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（ハケ　30 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（ハケ　30 μｍ）

上塗 ポリウレタン樹脂塗料上塗
（ハケ　25 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料上塗
（ハケ　25 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料上塗
（ハケ　25 μｍ）

旧塗膜部

下塗 － －
変性エポキシ樹脂塗料下塗
（ハケ　60 μｍ）

中塗 ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（ハケ　30 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（ハケ　30 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（ハケ　30 μｍ）

上塗 ポリウレタン樹脂塗料上塗
（ハケ　25 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料上塗
（ハケ　25 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料上塗
（ハケ　25 μｍ）

区分 工程 塗装仕様
No.4

塗装仕様
No.5

塗装仕様
No.6

さび部

タッチアップ 1回目 有機ジンクリッチペイント
（スプレー　75 μｍ）

有機ジンクリッチペイント
（スプレー　75 μｍ）

有機ジンクリッチペイント
（スプレー　75 μｍ）

タッチアップ 2回目 －
変性エポキシ樹脂塗料下塗
（スプレー　60 μｍ）

変性エポキシ樹脂塗料下塗
（スプレー　60 μｍ）

下塗 － －
変性エポキシ樹脂塗料下塗
（スプレー　60 μｍ）

中塗 ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（スプレー　30 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（スプレー　30 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（スプレー　30 μｍ）

上塗 ポリウレタン樹脂塗料上塗
（スプレー　25 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料上塗
（スプレー　25 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料上塗
（スプレー　25 μｍ）

旧塗膜部

下塗 － －
変性エポキシ樹脂塗料下塗
（スプレー　60 μｍ）

中塗 ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（スプレー　30 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（スプレー　30 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料用
中塗（スプレー　30 μｍ）

上塗 ポリウレタン樹脂塗料上塗
（スプレー　25 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料上塗
（スプレー　25 μｍ）

ポリウレタン樹脂塗料上塗
（スプレー　25 μｍ）
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表 -7　試験片の水準（試験片記号：ML-1 ～ 9）

図 -2　カットの位置

旧塗膜 素地調整方法 塗装仕様 試験片記号

A塗装系
（旧仕様）

旧塗膜部
No.1

不織布研磨材清掃
No.1

－ / － /U(N)/U(U)
ML-1

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.1

不織布研磨材清掃
No.2

－ / － / － /U(N)/U(U)
ML-2

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/MD-E/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.1

不織布研磨材清掃
No.3

－ / － / － /MD-E/U(N)/U(U)
ML-3

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/MD-E/MD-E/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.2

動力工具面粗し
No.1

－ / － /U(N)/U(U)
ML-4動力工具塗膜除去

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.2

動力工具面粗し
No.2

－ / － / － /U(N)/U(U)
ML-5動力工具塗膜除去

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/MD-E/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.2

動力工具面粗し
No.3

－ / － / － /MD-E/U(N)/U(U)
ML-6動力工具塗膜除去

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/MD-E/MD-E/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.3

スィープブラスト
No.4

－ /U(N)/U(U)
ML-7

さび部 Sa 2 H-OZ/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.3

スィープブラスト
No.5

－ / － /U(N)/U(U)
ML-8

さび部 Sa 2 H-OZ/MD-E/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.3

スィープブラスト
No.6

－ / － /MD-E/U(N)/U(U)
ML-9

さび部 Sa 2 H-OZ/MD-E/MD-E/U(N)/U(U)

注 )表中の塗装仕様の欄は下記に示す塗料の略号で表記した。
　　H-OZ：有機ジンクリッチペイント、MD-E：変性エポキシ樹脂塗料下塗
　　U(N)：ポリウレタン樹脂塗料用中塗、U(U)：ポリウレタン樹脂塗料上塗

　3.2　暴露試験

　 　NEXCO試験方法 404-2012「塗料の暴露防錆性試験方
法」に記載の NEXCOが指定する東京、沖縄、北陸、及
び試験方法指定外の三鷹（中央自動車道三鷹料金所横

駐車場内）の合計４暴露場にて暴露試験を行った。

　3.3　評価方法

　 　評価は一般部とカット部に区分して行った。一般部
の評価は㈶日本塗料検査協会より昭和 45年発行の「塗
膜の評価基準　Ａ」に準じ、「標準判定写真」や「標
準判定図」を基にさび、膨れ、割れ、はがれの評価を
行った。評価の点数化はさび、膨れ等が全く発生して
いないものを 10点とし、標準判定写真や図の点数を
評価点とした。複数の欠陥が混在する場合は一番大き
な欠陥、つまり欠陥のうち一番低い点数を基準点とし
て、その他の欠陥を 10点から差し引いた後、1/2倍
して基準点から引き算した点数とした。
　 　カット部の評価は、カット線からのさび・膨れ等の
片側最大侵入幅 (mm)をノギスを用いて計測し、㈱高
速道路総合技術研究所と（一財）日本塗料検査協会と
で定めた評価点数換算表を用いて点数化した。侵入が
ない場合を 10点とした。
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表 -8　試験片の水準（試験片記号：ML-10 ～ 18）

旧塗膜 素地調整方法 塗装仕様 試験片記号

Ｉ塗装系
（旧仕様）

旧塗膜部
No.1

不織布研磨材清掃
No.1

－ / － /U(N)/U(U)
ML-10

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.1

不織布研磨材清掃
No.2

－ / － / － /U(N)/U(U)
ML-11

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/MD-E/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.1

不織布研磨材清掃
No.3

－ / － / － /MD-E/U(N)/U(U)
ML-12

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/MD-E/MD-E/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.2

動力工具面粗し
No.1

－ / － /U(N)/U(U)
ML-13動力工具塗膜除去

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.2

動力工具面粗し
No.2

－ / － / － /U(N)/U(U)
ML-14動力工具塗膜除去

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/MD-E/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.2

動力工具面粗し
No.3

－ / － / － /MD-E/U(N)/U(U)
ML-15動力工具塗膜除去

さび部 St 3 H-OZ/H-OZ/MD-E/MD-E/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.3

スィープブラスト
No.4

－ /U(N)/U(U)
ML-16

さび部 Sa 2 H-OZ/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.3

スィープブラスト
No.5

－ / － /U(N)/U(U)
ML-17

さび部 Sa 2 H-OZ/MD-E/U(N)/U(U)

旧塗膜部
No.3

スィープブラスト
No.6

－ / － /MD-E/U(N)/U(U)
ML-18

さび部 Sa 2 H-OZ/MD-E/MD-E/U(N)/U(U)

4.　評価結果

　試験片記号 ML-1から ML-9までの各暴露場の試験片の
表面の写真を写真 -1に、試験片記号 ML-10から ML-18

までの各暴露場の試験片の表面の写真を写真 -2に示す。
なお、頁数の都合により、裏面の写真や各試験片の各部
位における評価結果、評価点については本稿では省略す
る。
　塗装仕様の違いによる防食性の差について以下に記述
する。差を確認し易くするために、評価点を棒グラフ
で示した。まず、旧塗膜部の上でのポリウレタン樹脂塗
料用中塗とポリウレタン樹脂塗料上塗の２回塗り仕様と
変性エポキシ樹脂塗料下塗とポリウレタン樹脂塗料用中
塗、ポリウレタン樹脂塗料上塗の３回塗り仕様を比較し
た。前者は塗装仕様 No.1、No.2、No.4、No.5のそれぞ
れに対する各素地調整方法の評価点の平均値、後者は
塗装仕様 No.3、No.6のそれぞれに対する各素地調整方
法の評価点の平均値とし、グラフ上では前者を「U(N)/

U(U)」、後者を「MD-E/U(N)/U(U)」と示した。一般部、カッ
ト部の評価点を図 -3、図 -4に示す。
　旧塗膜部の上でのポリウレタン樹脂塗料用中塗とポリ
ウレタン樹脂塗料上塗の２回塗り仕様と変性エポキシ樹
脂塗料下塗とポリウレタン樹脂塗料用中塗、ポリウレタ
ン樹脂塗料上塗の３回塗り仕様を比較した結果、一般部

の評価、カット部の評価、共に仕様の違いによる明確な
差はなかった。変性エポキシ樹脂塗料下塗 60 μｍのあ
りなしが旧 A塗装系 125 μｍまたは旧 I塗装系 130μ ｍ

の旧塗膜を含めた全体の塗膜の防食性に大きく影響しな
かったためと推測する。旧塗膜の上の薄膜重防食塗装系
の現行の仕様は i-1塗装系（4種）であり、上記の「MD-

E/U(N)/U(U)」と同じである。本評価結果からは「U(N)/

U(U)」でも十分という解釈に至るかもしれないが、旧塗
膜の上には付着性を確保するために変性エポキシ樹脂塗
料下塗を入れるのが安全であり、i-1塗装系（4種）は
薄膜重防食塗装系の塗替え仕様として妥当な仕様である
と考える。
　次に、さび部の上での塗装仕様の違いによる防食性の
差について以下に記述する。さび部の上では有機ジン
クリッチペイント～ポリウレタン樹脂塗料用中塗～上塗
（グラフ上では「U(N)/U(U)」と略す）、有機ジンクリッ
チペイント～変性エポキシ樹脂塗料下塗～ポリウレタン
樹脂塗料用中塗～上塗（同「MD-E/U(N)/U(U)」）、有機ジ
ンクリッチペイント～変性エポキシ樹脂塗料下塗～変性
エポキシ樹脂塗料下塗～ポリウレタン樹脂塗料用中塗～
上塗（同「MD-E/MD-E/U(N)/U(U)」）の３仕様にて塗装し
ている。各素地調整方法の評価点を平均した一般部、カッ
ト部の評価点を図 -5、図 -6に示す。
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試験片
記号

ML-1 ML-2 ML-3 ML-4 ML-5 ML-6 ML-7 ML-8 ML-9

東京

沖縄

北陸

三鷹

写真 -1　試験片の写真（試験片記号 ML-1 から ML-9 まで）

図 -3　旧塗膜部の上での塗装仕様の違いによる防食性の差

（一般部）

　さび部の上での塗装仕様の違いについては、一般部の
評価にて下塗の回数による傾向が見られた。特に、沖
縄の評価については、変性エポキシ樹脂塗料下塗なし
（U(N)/U(U)）は変性エポキシ樹脂塗料下塗あり（MD-E/

U(N)/U(U)、MD-E/MD-E/U(N)/U(U)）よりも低い評価点と
なり、変性エポキシ樹脂塗料下塗の効果が確認された。
一方、カット部の評価については、明確ではないが逆に
変性エポキシ樹脂塗料下塗ありの方が評価点が低くなる
傾向があり、膜厚が厚くなることにより発生する応力が
大きくなり 3)、カット部からの膨れ幅が大きく計測され
たことによると推測する。
　素地調整方法による違いについても確認した。旧塗膜
部の上では不織布研磨材を用いた清掃（4種）、動力工
具を用いた面粗し（3種）、スィープブラストにて素地
調整を行い、さび部の上では ISO St 3（3種）、ISO Sa 

2（1種）にて素地調整を行っている。旧塗膜部の上で
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試験片
記号

ML-10 ML-11 ML-12 ML-13 ML-14 ML-15 ML-16 ML-17 ML-18

東京

沖縄

北陸

三鷹

写真 -2　試験片の写真（試験片記号 ML-10 から ML-18 まで）

図 -4　旧塗膜部の上での塗装仕様の違いによる防食性の差

（カット部）

図 -5　さび部の上での塗装仕様の違いによる防食性の差

（一般部）
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図 -7　旧塗膜部の上での素地調整方法の違いによる

防食性の差（一般部）

図 -6　さび部の上での塗装仕様の違いによる防食性の差

（カット部）

図 -8　旧塗膜部の上での素地調整方法の違いによる

防食性の差（カット部）

図 -9　さび部の上での素地調整方法の違いによる

防食性の差（一般部）

図 -10　さび部の上での素地調整方法の違いによる

防食性の差（カット部）

の一般部、カット部評価点を図 -7、8に、さび部の上で
の一般部、カット部評価点を図 -9、図 -10に示す。
　旧塗膜部の上では素地調整方法による明確な違いは見
られないが、さび部の上では素地調整方法による大きな
違いがあり、ISO St 3より ISO Sa 2が優れている傾向
が見られた。素地調整は塗膜の防食性に大きく寄与する
4)と言われており、本結果はそれを示唆している。
　続いて、薄膜重防食塗装系の耐久性を標準的な重防食
塗装系塗替え仕様と比較した。薄膜重防食塗装系につい
ては、さび部を St 3で素地調整し、有機ジンクリッチ
ペイント～変性エポキシ樹脂塗料下塗～ポリウレタン樹
脂塗料用中塗～上塗（MD-E/U(N)/U(U)」）の経時変化デー
タを用いた。重防食塗装系塗替え仕様については、これ
まで NEXCO総研にて蓄積してきたデータを用い、沖縄暴
露でのデータで比較した。重防食塗装系塗替え仕様を表

-9に示す。
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図 -11　一般部における薄膜重防食塗装系と重防食塗装系

塗替え仕様の比較

図 -12　カット部における薄膜重防食塗装系と重防食塗装

系塗替え仕様の比較

表 -9　重防食塗装系塗替え仕様

工程 重防食塗装系塗替え仕様

素地調整 ISO Sa 2･1/2

下塗 1回目
有機ジンクリッチペイント
（ハケ　50 μｍ）

下塗 2回目
変性エポキシ樹脂塗料下塗
（ハケ　60 μｍ）

下塗 3回目
変性エポキシ樹脂塗料下塗
（ハケ　60 μｍ）

中塗
ポリウレタン樹脂塗料用中塗

（ハケ　30 μｍ）

上塗
ポリウレタン樹脂塗料上塗
（ハケ　30 μｍ）

　暴露 15年までの一般部、カット部の評価点の経時変
化を図 -11、図 -12に示す。重防食塗装系塗替え仕様の
一般部は 15年経過後も健全な状態を維持していたのに
対し、薄膜重防食塗装系は早期に評価点の低下が見られ
た。また、カット部についても重防食塗装系塗替え仕様
は５年を越えたあたりから緩やかに評価点が下がってい
るのに対し、薄膜重防食塗装系は初期から評価点が下が
り、年々低下していた。薄膜重防食塗装系は標準的な重
防食塗装系塗替え仕様と比較すると耐久性に劣ることは

明白である。
　なお、図 -11において、前年の評価点よりも次年の評
価点が高い箇所があるが、これらは膨れの評価結果の違
いによるものである。塗膜に生じる膨れのほとんどが浸
透膨れと言われており 5)6)、図 -11の試験片も暴露環境
中の水分が塗膜を浸透し、塗膜層間または塗膜と鋼素地
との界面に蓄積し、膨れを生じたと考えられる。浸透し
た水分は塗膜外に放出されることもあり得るため、前年
よりも膨れの大きさが小さく、もしくは密度が少なく評
価されたと推測する。

5.　まとめ

　本評価では薄膜重防食塗装系の補修仕様を確立するこ
とを目的に塗り回数や素地調整方法等について検討を
行った。当初は素地調整程度 1種及び３種の上での i-1

塗装系及び i-2塗装系が設定されたが、現在残っている
仕様は i-1塗装系（３種及び４種）のみである。検討の
結果から、薄膜重防食塗装系が工程削減を目的とした簡
易仕様であることを考えるとこれらの塗装仕様は妥当な
内容であると評価する。
　ただし、当然のことながら薄膜重防食塗装系は標準
の重防食塗装系塗替え仕様と比較すると耐久性に劣る。
i-1塗装系（３種及び４種）を適用するに当っては、耐
久性を十分に考慮する必要があるが、基本的には塗替え
塗装には c-3塗装系を適用するのが良いと考える。
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