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鋼橋の長寿命化に向けて
―防食技術の進むべき方向―
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重要な社会資本である橋梁の高齢化が進む中，その長寿命化は喫緊の課題である。今後は，限られた
予算の中で維持管理を着実に実施し，効果的・効率的に橋梁を長寿命化していくことが求められる。腐
食は鋼橋の主な損傷原因となっており，防食機能を長期間維持し，不具合があればその機能を確実に回
復していくことが長寿命化の実現に向けて大変重要である。このような状況を受け，様々な社会環境の
変化に伴う要求性能の多様化にも応えつつ，鋼橋の防食機能を長期にわたって維持するための技術が研
究・開発されてきている。本討論会では，鋼橋を対象として，防食技術の現状と課題について概観し，
課題の打開策や進むべき方向について議論する。
座長・パネリストは，以下に示す方々にお願いした。
座長：
貝沼重信 氏（九州大学）＜土木学会鋼構造物の防食性能の回復に関する調査研究小委員会委員長＞
パネリスト：
髙木千太郎 氏（首都高速道路技術センター）／鋼道路橋の防食の概要と課題
坂本達朗 氏（鉄道総合技術研究所）／鋼鉄道橋の防食に関する現状と課題
下里哲弘 氏（琉球大学）
／鋼橋の防食の高機能化－腐食弱点部（桁端部・高力ボルト）の防食技術の進むべき方向―
前田 博 氏（日本橋梁建設協会技術委員会防食部会）
／防食施工の現状と課題―鋼道路橋を対象として―
貝沼重信 氏（九州大学）／鋼橋の防食性能回復の取組
本討論会では，議論を集中するため，主要な鋼構造物である道路橋，鉄道橋を取り上げ，それぞれの
防食技術の現状と課題，ならびに双方に共通する防食技術についての話題をできるだけ幅広く話題提供
していただくこととした。本討論会において，鋼橋の防食技術に関する現状と課題，ならびに将来展望
に関して有意義な議論が交わされ，防食技術の進むべき方向が示されることを期待するものである。

鋼道路橋の防食の概要と課題
一般財団法人 首都高速道路技術センター 上席研究員 髙木千太郎
国内の道路橋は，約 72 万 3 千橋（平成 26 年 6 月末現在）である。ここに示す 70 万橋を超える道路橋の管理
者別割合としては，国が 37,766 橋の 5.2％，高速道路株式会社が 23,077 橋の 3.2％，都道府県・政令市が 182,297
橋の 25.2％，市区町村が 480,355 橋の 66.4％と全数の 7 割弱の多くの道路橋を市区町村が管理している。
ここで，国直轄の道路橋，各都道府県
及び各政令指定都市が管理している道路
橋のうち，
平成 8 年 7 月 1 日から平成 18
年 6 月 30 日までの間に撤去または更新
が行われた 1,342 橋を対象として調査し
た結果（国土技術政策総合研究所）1)が
以下である。調査総数 1,342 橋のうち，
35.7％が鋼橋，36.1％が鉄筋コンクリー
ト橋，24.9％がプレストレストコンクリ
ート橋，
その他が混合橋等となっている。
そのうち，鋼橋 479 橋を対象として，立
図-1 道路橋更新理由（2008 年 4 月国総研）

地条件を調べると，市街地が 19.2％の
92 橋，郊外の平地が 58.0％の 278 橋，

山間部が 19.4％の 93 橋，海岸部（海岸線より 299ｍ以内）が 2.9％の 14 橋，その他 0.4％の 2 橋と郊外の平地
が半数以上となっている。次に，更新した理由を調べると，道路の線形改良が 35.2％の 169 橋，幅員狭小が 19.0％
の 91 橋，河川改修が 14.0％の 67 橋，耐荷力の不足が 26 橋の 5.4％，鋼材の腐食が 29 橋の 6.1％となっている。
やはり，機能的な理由が主であり，道路線形改良，幅員狭小，河川改修，交通混雑，都市計画が全体の 76.2％と
四分の三以上を占めている。しかし，道路橋の損傷別に区分すると，総数が 66 橋ある中で，鋼材の腐食が 29 橋
の 43.9％で第一位，床版の破損が 17 橋の 25.8％で第二位と以下に示す前回の調査とは逆転している。更新した
橋梁の供用年数は，全橋種 201 件では平均供用年数 46.25 年，鋼道路橋では 42.76 年，鉄筋コンクリート道路橋
では 52.21 年，プレストレストコンクリート橋が予想を反して 38.54 年となっている。なお，平成 9 年 10 月に
土木研究所が今回と同様の調査 2)を公表しているが，鋼道路橋の更新理由は，機能上の理由が 77.4％の 467 橋，
上部工の損傷が 12.3％の 59 橋であり，上部工の損傷のうち，先にも示したように床版の損傷が 67.2％の 48 橋
で第一位，鋼材の腐食が 26.0％の 18 橋で第二位である。
１．道路橋の防食技術解説書の変遷
道路橋を対象とした防食技術解説書としては，塗装技術を中心に取りまとめた 1971 年（昭和 46 年）
「鋼道路
橋塗装便覧」が最初である。その後，2005 年（平成 17 年）には，道路橋の主たる防食法の塗装に加え，腐食速
度を低下できる合金元素を加えた耐候性鋼材，塗替え不要な防食法として採用された溶融亜鉛めっき，めっきと
同様な環境遮断タイプで溶射ガンによって施工する金属溶射を加えて取りまとめた「鋼道路橋塗装・防食便覧」
が発刊された。鋼道路橋が使用される環境もスパイクタイヤの禁止から多量に凍結防止剤を散布する時代に移り
変わり，海峡を跨ぐ飛来塩分の多い地域での長大橋の建設時代となり防食技術の重要性が認識される機会も増加
した。2014 年（平成 26 年）3 月には，
「鋼道路橋塗装便覧」
，
「塗膜劣化程度標準写真帳」
，
「鋼道路橋塗装・防食
便覧」を統合した「鋼道路橋防食便覧」を発刊し，防食法だけなく，環境対応にも触れる解説書となっている。
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２．道路橋の防食方法
鋼道路橋の腐食損傷に関して，
防食原理や耐久性などの性能が明らかで実績のある塗装などの防食対策がある。
具体的には，塗装，めっき，金属溶射など被覆による防食，鋼材を耐食性材料に変えた防食，環境改善による防
食，電気防食などがある。防食法選定

表-1 一般外面の塗装仕様

は，防食法の特性を把握し，橋梁の周
辺環境との調和，経済性，維持管理性
などを考慮して正しく選定し，その後
必要な防食設計を行う。代表的な防食
法である塗膜による被覆の場合は，一
般外面の塗装仕様として耐久性に優れ
た C-5 塗装系を主とし，良好な環境に
おいては A-5 塗装系，内面用塗装仕様
のD-5 及びD-6 塗装系の適用を原則と
している。新設の塗装は，良好な塗膜
表-2 良好な環境における塗装仕様 A-5 系

形成において必要な工場塗装を上塗り
まで行うことを基本とし，耐久性の向
上を図っている。また，塗替え時に適
用する塗装仕様は，Rc-1 塗装系旧塗膜
に含有する鉛や PCB などの有害物質
処理の必要性が明らかとなった今，有
害物質処理が行いやすい塗膜剥離剤と
ブラスト工法を併用することで環境保
全への寄与と良好な施工が行えるよう
配慮している。近年求められている地
球環境の保全や防食対策実施時の環境

対策としては，これまで用いられてきた防食材料には鉛化合物，六価クロム化合物及び PCB などの有害物質を
含むものがあるので，環境汚染や人的影響等が発生することのないように新設及び塗り替え時の適用や処理方法
に十分留意して有害物質の処理を行うことに取り組んでいる。
３．道路橋の防食に関する課題
鋼道路橋の場合，桁端部の著しい腐食や斜材の破断等高齢化による変状が顕在化する現状を踏まえ，新設，既
設橋の維持管理，更新の各段階で将来に機能する適切で望ましい防食法を確立させ，ライフサイクルコストの低
減を図ることが必要である。それには，新設橋で採用した防食法の施工データ，既設橋の点検・診断で得られた
多くのデータを種々のデータ分析法，例えばデータマイニング技術などによって分析し，今後の防食法の選定，
点検・診断，補修･補強などに生かし，誤った防食法適用による致命的な損傷や鋼部材の腐食を原因とした通行規
制とならないようにすべきである。それとともに，道路橋の防食施工に関する事故，具体的には，塗り替え塗装
による火災事故や旧塗膜に含有している有害物質処理に関する事故を防止することが必要である。さらに，飛来
塩分の多い環境に架かる道路橋の防食には，従来の重防食塗装を超える新たな塗料や塗装技術の研究・開発，湿
度改善装置による設備防食法及び環境に優しい塗料として水性塗装などの開発，試行を行うことが必要である。
参考文献：1) 玉越隆史ほか：橋梁の架替に関する調査結果（Ⅳ）, 国総研資料第 444 号，2008.4.
2) 西川和廣ほか：橋梁の架替に関する調査結果（Ⅲ）
，土木研究所資料第 3512 号,1997.10.
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ࡒܿଝͶࢺΖΉͲෙৱ͗ߨ͢ͱ͏Ζ͗ݡ
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ਦ  ෙৱͶΓΖ෨ࡒܿଝࣆྭ

ण͜ΔΗΖʤਦ ʥ
ɽ
Ήͪɼෙৱߨͪ͢ॶͲͺ߱ોஏͶԞದ͗

߱ોஏ࿒
࿒ड़ॶ

ਫ਼ͣͱ͏ΖͪΌͶોஏ͢ೋ͏ɽ͞ɼਦ 
ͶࣖͤΓ͑Ͷ͠;͗ଚͪ͢য়ସͲૹͤΖ͞ͳ
Ͷ͵Ζɽෙৱͪ͢෨ࡒͶ͕͏ͱ͠;͗ଚͪ͢য়
ସͲૹͤΖͳɼຜԾͲෙৱ͗غͶߨ͢
ͱຜ྾ԿͶࢺΖ͞ͳ͗ݩܨదͶஎΔΗͱ͏
Ζɽਦ  ͶຜԾͲෙৱྭΝࣖͤɽ

͠;
ଚॶ



ਦ  ોஏޛ͠;ଚྭ

͞ΗΉͲɼ߱రಕͲڰͺસૹΝخຌͳͪ͢



͓Νࣰࢬ͢ͱͪ͗͘ɼफ़ͪ͢Γ͑Ͷɼસ
͓͗ࠖೋ͵য়ସ߱రಕଁ͗ڰՅ͍ͯͯ͢Εɼ
͞Γ͑͵߱ྌڰͶଲ͢ͱͺۅదͶ෨͓
Νߨ͵͑චགྷ͍͗Ζɽ
ݳয়Ͳͺஸ͢͏ෙৱॶͶଲͤΖીΝঈ͘ɼ
෨ࣰ͓͗ࢬ͠ΗͪࣆྭͺΆͳΞʹଚࡑ͢͵
͏ɽͪ͞Ό  ೧Ͷրఙ͠ΗͪʰૹࢨਓʱͲ
ͺɼ෨͓ΝࣰࢬͤΖࡏఈϓϫʖ͗


ਦ  ຜԾͲෙৱྭ

͠ΗͪΆ͖ɼ෨͓ΝࣰࢬͤΖ͞ͳͲң࣍؇ཀྵඇ༽ఁްݰՎྭΝࣖ͢ͱ͏ΖɽΉͪɼ
ජंΔͺ෨͓Νࣰࢬͤ΄͘ෙৱ߶͏ڧԾ߱రಕڰΝ؈ҝͶમఈͤΖघ๑Ν
ݗ౾͢ͱ͕Ε  ɼݺʓݺͲྌڰพৱઅܯΝͤΖ͞ͳͶΓΖң࣍؇ཀྵघ๑నਜ਼Կ
͗غଶ͠ΗΖɽ

 ͕ΚΕͶ
 ຌๅͲͺɼ߱రಕڰৱͶͤؖΖң࣍؇ཀྵ๏๑ͳक͵՟ୌͶͯ͏ͱफ़΄ͪɽݳয়Ͳࢨఢ
͠Ηͱ͏Ζ՟ୌଡ͚ͺڈຜखѽ͏Ώોஏ๏๑Ͷؖ࿊͢ͱ͕Εɼన͵ૹ͗ࠖ
ೋ͵෨ҒͶଲͤΖૹ๏๑ߑΏɼన͵ોஏ๏๑ཱི֮͵ʹ͗ٽΌΔΗͱ͏Ζɽͨ
ଠͶɼࡠंۂ҈સΏڧӪڻͶͯ͏ͱॊཔҐͶߡྂͤΖචགྷ͍͗Ζͳߡ͓Δ
ΗΖɽࠕޛͺ͞Γ͑͵ࢬٗढ़Ͷͪ͢ڂݜ͕Γ;ٗढ़͗චགྷͳߡ͓ΔΗΖɽ


ࢂߡชݛ
  ʤޮࡔʥరಕ૱ٗढ़ॶڂݜʁ߱ߑଆૹઅࢨࢬܯਓ
  ҟ߁ ٤ీ ྵ ݬʁݩࢾૹͪ͜ڰๅࠄभ৴ڰΕΒ͑ࠬ రಕٗढ़ॶڂݜ
ଐๅ1R
  ࡖຌ ֍বʁૹ͠;߱൚Ν༽͏ͪૹ߱ߑଆෙৱౕՃͶͤؖΖݗ౾ Ḍ؇ཀྵ
9RO1RSS
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ᅵᮌᏛᖹᡂ28ᖺᗘᅜ ◊✲ウㄽ䠄ᮾᏛ䠅 2016.09.07

㼲䠍䠖㗰ᶫ䛾⭉㣗ᙅⅬ㒊䛸◊✲䛾᪉ྥᛶ
㗰ᶫ䛾ᙅⅬ䛭䛾䠍䠖 ሬຎ䞉ⓑள

㗰ᶫ䛾ᙅⅬ䛭䛾䠏䠖 㧗ຊ䝪䝹䝖⥅ᡭ㒊

㗰ᶫ䛾㜵㣗䛾㧗ᶵ⬟
䡚⭉㣗ᙅⅬ㒊䠄᱆➃㒊䞉㧗ຊ䝪䝹䝖䠅䛾㜵㣗ᢏ⾡䛾㐍䜐䜉䛝᪉ྥ䡚
㧗ຊ࣎ࣝࢺࡢ᪂㜵㣗ᵝࡢ◊✲

⣸እ⥺ຎホ౯

㗰ᶫ䛾ᙅⅬ䛭䛾 ᱆➃㒊䞉ᨭᢎ㒊
㗰ᶫ䛾ᙅⅬ䛭䛾䠐䠖
᱆➃㒊 ᨭᢎ㒊

㗰ᶫ䛾ᙅⅬ䛭䛾䠎 ሬ⭷ຎ䛸㗵

⌰⌫Ꮫ

ୗ㔛 ဴᘯ
ሬ⭷ᑑホ౯

1
ᨭᢎ㒊ࠊ᱆➃㒊ᵓ㐀㜵㣗ᵝࡢ◊✲

㼲䠎䠖㧗ຊ䝪䝹䝖㒊䛾㜵㣗

⪏ஂᛶ䛻ᑐ䛩䜛せồᛶ⬟䛚䜘䜃↷ᰝ

䝪䝹䝖㒊䛾㗵䞉⭉㣗

8.2.2 ⪏⭉㣗ᛶ 㗰䞉ྜᡂᵓ㐀≀䛿タィ౪⏝ᮇ㛫୰䠈
ᐃ䛥䜜䜛⎔ቃస⏝䛾䜒䛸䛷 㗰ᮦ䛾⭉㣗䛻䜘䜚㒊ᮦ䛻
ᐃ䛥䜜䜛⎔ቃస⏝䛾䜒䛸䛷䠈㗰ᮦ䛾⭉㣗䛻䜘䜚㒊ᮦ䛻
せồ䛥䜜䜛ຊᏛᛶ⬟䜔ᶵ⬟䜢పୗ䛥䛫䛶䛿䛺䜙䛺䛔䠊
䜎䛯 㒊ᮦ䛾◚ቯ䜢⏕䛨䛥䛫䛶䛿䛺䜙䛺䛔
䜎䛯䠈㒊ᮦ䛾◚ቯ䜢⏕䛨䛥䛫䛶䛿䛺䜙䛺䛔䠊
ᅵᮌᏛ 㗰䞉ྜᡂᶆ‽♧᪉᭩
⥲๎⦅ ᵓ㐀ィ⏬⦅ タィ⦅ 2016
⥲๎⦅䞉ᵓ㐀ィ⏬⦅䞉タィ⦅

㗰ᶫ ᙉ
㗰ᶫ䛾ᙉ䜏

䠍䚸㗰ᶫ䛾⭉㣗䛾ᙅⅬ䛿᱆ෆ➃㒊䛸㒊ᮦゅ㒊䛸㝈ᐃⓗ䛷䛒䜛䚹
䚸㗰ᶫ ⭉㣗 ᙅⅬ ᱆ ➃㒊 㒊ᮦゅ㒊 㝈ᐃ
䛒䜛䚹
䖩᱆➃㒊䛸㧗ຊ䝪䝹䝖䛾㜵㣗䛾㧗ᶵ⬟䛷㛗ᑑ䛜ᅗ䜜䜛䚹
䠎䚸ຎ㐣⛬䛸ຎ㒊䛜䜟䛛䜚䜔䛩䛔䚹
䖩㗵䞉⭉㣗䛿⾲㠃䛛䜙㐍⾜䛩䜛䚹
ĺぢ䛘䜛ᦆയ䞉䜟䛛䜛䝎䝯䞊䝆ᗘ䠄ಖ᭷⪏ຊ䛾ホ౯ྍ⬟䠅
䠏䚸㗰ᶫ䛾⭉㣗㒊䛿䚸ᶵ⬟ᅇ䛜䛧䜔䛩䛔䚹
䖩LCCᛮ䛿㗰ᶫ䛻䛸䛳䛶᭱䛾䝏䝱䞁䝇

㧗ຊ䝪䝹䝖䛾⭉㣗䛾せᅉ

㧗ຊ䝪䝹䝖䛾㜵㣗䠖Cold Sprayᕤἲ䛾◊✲
Cold Sprayᢏ⾡
1980ᖺ௦༙䜀䛻䝻䝅䜰⛉Ꮫ䜰䜹䝕䝭
1980ᖺ௦༙䜀䛻
䝅䜰⛉Ꮫ䜰䜹䝕䝭
䞊䛻䛶Ⓨぢ䛥䜜䛯㧗㏿ᚤ⢏Ꮚ⾪✺䛻
䜘䜛⾲㠃⓶⭷ᢏ⾡

⥾䛾യ

1䡚50ǋm䛾ᮦᩱ⢏Ꮚ䜢300䡚
1200m/s䛷྿䛝䛡䜛

യ䛛䜙䛾㗵

Cold Spray䛾≉ᚩ

せᅉ䠖

⏝䛷䛝䜛ᮦᩱ⢏Ꮚ䠄௦⾲䠅
Al䠈Cu䠈Zn䠈Ni䠈Al-Zn䠈Cu-Zn䠈SUS316䞉䞉
䞉䞉
ள㖄䝟䜴䝎䞊
䜰䝹䝭䝘䝟䜴䝎䞊

䐟䝪䝹䝖⥾䛾യ
䐠䝪䝹䝖䛾䜏㠀㔜㜵㣗ᵝ䚹
䛆㔜㜵㣗䠙䠶䡊ฎ⌮]
㔜㜵㣗 䠶 ฎ⌮]

⥾䛾യ
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䞉⓶⭷సᡂ⬟ຊ
䞉⓶⭷䛾ᙉᅛ䛺ᐦ╔ຊ

Cold Sprayᕤἲ ◊✲㛤Ⓨ䛾䝁䞁䝉䝥䝖䛸ᛶ⬟᳨ド

Cold Sprayᕤἲ䛾ᐇ䐟

◊✲㻦⭉㣗䛧䛯㗰ᮦ䛻ᑐ䛩䜛㻯㼛㼘㼐 㻿㼜㼞㼍㼥⾲㠃ฎ⌮ᢏ⾡䛾㜵㣗ᛶ⬟ホ౯
◊✲㻦⭉㣗䛧䛯㗰ᮦ䛻ᑐ䛩䜛㻯㼛㼘㼐㻌㻿㼜㼞㼍㼥⾲㠃ฎ⌮ᢏ⾡䛾㜵㣗ᛶ⬟ホ౯
ᄇ䛝䛡ᑐ㇟㠃䛾ᙳ㡪᳨ド
⭉㣗䝪䝹䝖

⌧ሙヨ㦂ᕤ

⭉㣗ᙅⅬ㒊䠄ゅ㒊䞉䜶䝑䝆㒊䠅䜈䛾㐺⏝
CSᕤ

SEM䛻䜘䜛᩿㠃ほᐹ

ᖹᆒ㣕᮶ሷศ㔞䠖0.11mdd
䠘್᭱䠖0.21mdd䠚

ᖹᆒ‵ᗘ䠖74.6䠂
ᖹᆒ ᗘ䠖30.6Υ

ᣑ㒊

CS⓶⭷☜ㄆ

<CSᕤἲᕤ≧ἣ>
⣙80 m Z
⣙80ǋm
n

䞉䝪䝹䝖ゅ㒊䛻⣙80ǋm䛾ள㖄⓶⭷䛜ᙧᡂ
䞉㝖㗵ຠᯝ䜢☜ㄆ
㝖㗵ຠᯝ䜢☜ㄆ
Al2O

⭉㣗ᙅⅬ㒊䠄ゅ㒊 䜶䝑䝆㒊䠅䜈༑ศ䛺⭷ཌ
⭉㣗ᙅⅬ㒊䠄ゅ㒊䞉䜶䝑䝆㒊䠅䜈༑ศ䛺⭷ཌ
䜢ᣢ䛳䛯ள㖄⓶⭷䛾ᕤ䛜ྍ⬟䛷䛒䜛

Fe2
O3

3

≛≅㜵㣗

Cold Sprayᕤἲ䛾ᐇ䐠

7
7 7

᩿㠃⁐᥋䠄እ㠃䠅
ձ⭉㣗せᅉ㸸㣕᮶ሷศࡢ╔㜵Ṇࠊⷧ⭷㒊࡞ࡋ
ղሬࡢᑑ㸻ሬ⭷ࡢᑑ

䠎䠌䠍䠑ᖺ12᭶䠖ᶓ᱆䛾䝪䝹䝖⥅ᡭ㒊䛷ヨ㦂ᕤ

࠙⭉㣗≧ἣࡢซࠚ
㸸

⭉㣗࡞ࡋ

<CSᕤἲᕤ≧ἣ>

㸸㍍ᗘ

ⱝᖸࡢⓎ㗵ࡀ
ぢࡽࢀࡿ

⭉㣗≧ἣ䛂㍍ᗘ䛃

㸸୰ᗘ

Ⓨ㗵క࠺ሬ⭷
ࢀࡀ࠶ࡿ

⭉㣗≧ἣ䛂୰ᗘ䛃

㸸㔜ᗘ

ᒙ≧㗵ࡢ㞳
ⰼࡀဏ
ⰼࡀဏ࠸࡚࠸ࡿ
ࡿ

⭉㣗≧ἣ䛂㔜ᗘ䛃

ఀⰋ㒊ᶫ㸦Ἀ⦖┴ᐑྂᓥᕷ㸧
ᾏୖ㒊࡛ࡢ㸯㸮㸮ᖺ⪏⏝ᵝ
㸸㸯࣎ࢵࢡࢫࡢᵓ㐀ᙧᘧ
ە㜵㣗ୗᆅ㸸࣐ࣝࢢ⁐ᑕ
㸸እ㠃㒊ࡣ⁐᥋ࢆ᥇⏝
⁐ەᑕୖ㠃 ࢚࣏࢟ࢩሬ
⁐ەᑕୖ㠃㸸࢚࣏࢟ࢩሬ
ྞ㔠ල┬␎эእ㠃✺㉳࡞ࡋ
㔠 ┬␎
✺㉳࡞
㸩ࣇࢵ⣲ሬ 9
эሬ⭷⮬యࡢᑑࢆ㸣ᮇᚅ

㼲䠏䠖ᨭᢎ㒊䛾㜵㣗ᑐ⟇

≛≅㜵㣗ຠᯝ䛾᳨ドᐇ㦂

᱆䛨䜚㒊䛾⭉㣗

ᜏ ᜏ‵ᶵ

๗


䛿䛡ሷỈሬᕸ

᱆➃㒊䛾⭉㣗
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ᨭᢎ㒊䛾⭉㣗

11

ᨭᢎ㒊䛾ᑐ⟇䠖Ἀ⦖䛾ᐇᶫ䛷12ᖺ⤒㐣

ᨭᢎ㒊䛾ᑐ⟇䠄⌰ᭀ㟢ሙ䛷䠕ᖺᭀ㟢䠅

䞉ᖺ㛫ᖹᆒ㣕᮶ሷศ䠖 0.46mdd

ࢼࣟࣥ

䞉䜜㛫ྜ
䞉㗰ᮦ⭉㣗㏿ᗘ

ྜ㔠
ࡵࡗࡁᒙ

䠖 38.1%
: 0.03mm/y

)H

⁐⼥ள㖄䞉䜰䝹䝭䝙䜴䝮䞉䝬䜾䝛䝅䜴䝮ྜ㔠䜑䛳䛝
䠄 5%Al-1%Mg-Zn䚸350g/m2௨ୖ䠅

a)䝘䜲䝻䞁⢊యᵝ

䝘䜲䝻䞁12ᶞ⬡䜢ὶືᾐₕᕤἲ䛷⢊యሬ⭷䠄
250ȝm௨ୖ䠅䜢ᙧᡂ
эᐦ╔ᛶ䛜㧗䛟䚸⪏ೃᛶ䛻ඃ䜜䛶䛔䜛䚹
эᦶ᧿䞉ᦶ⪖≉ᛶ䛻ඃ䜜 ゅ㒊䛻ᡤᐃ⭷ཌᙧᡂ
эᦶ᧿䞉ᦶ⪖≉ᛶ䛻ඃ䜜䚸ゅ㒊䛻ᡤᐃ⭷ཌᙧᡂ
䛥䜜䠈䜻䝈䛝䛻䛟䛔䠊

䝖䝶䝍㌴䛾䝅䞊䝖䝺䞊䝹㒊䚸䝁䜽䝶䛾
䝎䝤䝹䜽䝸䝑䝥䛻㐺⏝䛥䜜䛶䛔䜛

b)䜅䛳⣲ᶞ⬡C5ሬᵝ

䛜䜜䜛ள㖄䝯䝑䜻䠄ⴠᶫ㜵Ṇ⨨䠅

₃Ỉ䛧䛯᱆➃㒊䛷䛾䝘䜲䝻䞁⢊యᨭᢎ㒊

Cold Sprayᕤἲ ◊✲㛤Ⓨ䛾䝁䞁䝉䝥䝖䛸ᛶ⬟᳨ド

㼲䠐䠖 ᱆➃㒊䠖㻯㻿ᕤἲ䛾ᐇド◊✲

䜰䝹䝭䝘䠄Al2O3䠅䛻䜘䜛䝤䝷䝇䝖ຠᯝ
ྲྀ᭰

ள㖄䠄Zn䠅䛻䜘䜛≛≅㜵㣗ຠᯝ

◊☻䛸䛧䛶㗵䜢㝖ཤ䛩䜛ᙺ

䜰䝹䝭䝘ྵ᭷⋡ู䛾ᐦ╔ຊẚ㍑
40

ள㖄䠄Zn䠅

38

38
34

䜰䝹䝭䝘䠄 Al2O3 䠅

㗰᱆➃㒊࣭ᨭᢎ㒊ࡢ⭉㣗࣭⭉㣗
䠘ຎ㜵Ṇ䠚
ຎ㜵Ṇ

29

30

32
32
29

20

ຠᯝ
䛺䛧
15

10

5

0

䜰䝹䝭䝘100% 䛻䛶ᕤ
ึᮇ䛥䜃ཌ130ȝ䡉

ฎ⌮ᢏ⾡䐟䠖㗵䞉⭉㣗䛾㝖ཤ䠄䝤䝷䝇䝖ฎ⌮䠅
䐟 㗵
䝤
ฎ⌮ᢏ⾡䐠䠖㜵㣗ᛶ䛾㧗䛔ள㖄⢊య䜢㗰ᮦ㠃䛻╔䠄㔜㜵㣗䠅

ಸ⋡200ಸ

䜰䝹䝭䝘(Al2O3)

㛤Ⓨᢏ⾡䛾⌧ሙ㐺⏝ᛶ᳨ド䛾ᐇ
◊✲㻦⭉㣗ᦆയ㻔Ⓨ㻕䜢ཷ䛡䛯ᐇᶫᱱ䛷䛾㜵㣗ᛶ⬟ᅇᐇドᐇ㦂

CS㜵㣗⓶⭷䛸ᐦ╔ຊ䛾☜ㄆ

䜰䝗䝠䞊䝆䝵䞁䝔䝇䝍䞊
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ᐦ╔ຊ30Mpa

ᐦ╔ຊ15Mpa

ಸ⋡1500ಸ

䝤䝷䝇䝖ຠᯝ䠇⣲ᆅ䛻ᐦ╔䜢☜ㄆ

㟁☢⭷ཌィ

ᐦ╔ຊ(M
MPa)

᪩ᮇຎ

35

33
33

30

㗰ᯈ䛸Znᒙ䛾
ᐦ╔ຊ䛜㧗䛔

㗵䛜ṧᏑ

-

-

-
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• Rc

• Rc

• Rc

Web

- 10 -

Web

Web
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․࠰ࡇםங˟ܖμ˟ٻᄂᆮ᚛ᛯ˟

᧸ࣱᏡࣄׅƷƨǊƷӕǓኵǈ
ᥟನᡯཋƷᏵᙲ׆ȷཎࣱǍࣱᏡࣄׅƷܱཞƴЩ
ƠᲦƔƭ҄ܖᲦᩓൢ҄ܖᲦ૰ᅹܖᲦщܖƳƲƷ
ܖᨥႎᙻໜƴؕƮƍƨྸƴƔƳƬƨ᧸ࣱᏡࣄׅ

ᥟನᡯཋƷ᧸ࣱᏡƷࣄׅƴ᧙Ƣǔᛦ௹ᄂᆮۀݱՃ˟
ۀՃᧈ

ක̮ ʋ߸ܖٻ

࠴ʙᧈ

ϋဋٻʼ ɤʟᡯᑔ

࠴ʙ ᳑᳁ɼ௹
൨ဋԧ ݤӸӞދಅܖٻ
ʟӝᡶ ್ඕȖȪȃǸțȸȫȇǣȳǰǹ
شஜଯ ᧵ᅕ᭗ᡮ২ᘐ
קஜᢋஒ ᤧᢊዮӳ২ᘐᄂᆮ
༾ޛᒍ ᅦ҅ޢʋ߸᭗ᡮᢊែπᅈ ҅ఌܤᨺ ӸӞܖٻދ
࠼ᢰࢠ ȕǸǨȳǸʚǢȪȳǰ
ኬᙸႺӪ ிʮᭌన
ۀՃᲯᲪӸ

ĬᢿˮȬșȫƷᏵᡶᘍࣱƱᏵؾƷᚸ̖

౨᚛
᚛Ⴘ
ĬᢿˮȬșȫƷᏵᡶᘍࣱƱᏵؾƷᚸ̖

עᨥ
ǻȳǵ

ĭᏵؾƷોծ
Įᥟእעᛦૢ
įرᐏ

Ᏽᡶᘍࣱᚸ̖
ᥟᏵƱرᐏэ҄Ʒኺࣱ

İޓႝᐏ ǊƬƖ๋ݧ

ı᎑ࣱͅᥟ

ᙉݱ༾ᥟெᲦǊƬƖݱ༾ᥟெᲦ575ᥟெ
رᘺݱ༾ᥟெ እעᛦૢࡇ طƞƼ
᧸ࣱᏡ˯ɦƱƷ᧙̞Ʒ&$҄

Ĳ᧸ࣱᏡࣄׅƴ᧙Ƣǔૼ২ᘐ

ᏵؾȢȋǿȪȳǰ
ǕƱ҄طཋƴბႸ

ᙉᥟெ

<PǊƬƖ

رᘺᥟெ

#%/ǻȳǵ

575

ӷ࣎Ȫȳǰ

(G#IݣǻȳǵᲦʩ්ǤȳȔȸȀȳǹǻȳǵ
ӷ࣎ȪȳǰƳƲ Ღעᨥǻȳǵ

ĭᏵؾƷોծ

Įᥟእעᛦૢ

እעᛦૢƷᩊᢿˮ ᨣᢿ Ʒଢᄩ҄ ҄
ăȖȩǹȈᨂမƷ৭੮
رᐏэ҄ᲦᏵ࢟७ȷᆉࡇǍᢿˮƴࣖơƨ
እעᛦૢǰȬȸȉƷᚨܭ
Ȟǯȭ ؾԗᡀ
ȟǯȭ ؾᢿˮ

̊ᲣౡဃᲦஹෙطƳƲ
̊ᲣᩋඹನᡯᲦ්൦ನᡯᲦ൦ನᡯƷᙸႺƠƳƲ

ᏵƷᡶᘍࣱƕ˯ƍನᡯă

Ӳᆔ૾ඥƷ̅ƍЎƚƱ́ဇ૾ඥ
φᲦѣщφᲦȖȩǹȈᲦ
ૼ২ᘐᲢеᩉдᲦ᳃᳂ᲦȬȸǶȸƳƲᲣ

ᙀ̲ȷᙀࢍᲦૼᚨᚨᚘƴȕǣȸȉȐȃǯ

ఌਗƕƋǔјௐႎƳவˑƱԼឋሥྸ

ನᡯોծƕᩊƳئӳ رᐏ᎑ʁࣱᲦእעᛦૢԼឋƕᄩ̬ᩊ
ăᢿƷفҽᲦᢿᚌᢿᲴόࢆ҄ᲦᥟெᚌᢿᲴᲸ4ᲦƳƲ

̊ᲣȖȩǹȈࢸƷرᘺǇưƷ᧓ᲦᥟእעƷǢȳǫȸȑǿȸȳƳƲ

እעᛦૢԼឋӼɥ
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ᓳ᧸ഥನᡯƳƲᲦȜȫȈٳƢ

ȜȫȈሁᢿԼƸӕǓ੭Ƒ

įرᐏ

İޓႝᐏ ǊƬƖ๋ݧ
ƶᢿ

ǢȫȟȋǦȠǊƬƖ

ᆳӳƤᢿ

رᐏᐯ˳Ʒ҄ܖႎэ҄ưƸƳƘᲦᏵƷࢨ᪪ư᫋҄נƢǔرᐏэ҄Ǜݣᝋ
ᡶᘍࣱƷ˯ƍᏵǛᚩܾƢǔᚸ̖ؕแ

āĬᏵᡶᘍࣱᚸ̖ƳƲ

رᐏэ҄ࡇƷᚸ̖૾ඥ
ٳᚇƷرᐏэ҄ȷᏵཞ७ƴǑǔཋྸႎᚸ̖ μ᩿ᏵǛेܭᲦرᐏถ᎔ࡇ
ăޅᢿᏵǍرᐏɦᏵƸᚸ̖ᩊ
ăܱឋႎᚸ̖

ႝᐏƷ᎑ʁࣱƷǈưƸƳƘᲦᥟƷ᧸ࣱᏡƴǋბႸ

ᩓൢ҄ܖႎᚸ̖Ღ˄ბࣱᚸ̖ᲦᥟᏵӒࣖǛرᐏႆᑥƴǑǓ౨ჷƢǔر૰Ღ
ȆȩȘȫȄඬƴǑǔرᐏɦᏵࡇᚸ̖ƳƲ

̊ ǊƬƖ

رᐏɦᏵƷݣϼ૾ඥ ̊Უ᧸رᘺƷޅᢿᏵᲦ᎑ࣱͅᥟ

˂ƷႝᐏƱƷƶᢿȷᆳӳƤᢿƷ᎑ʁࣱƱ᧸ࣱᏡ

ྵᘍ ࣋ࡁƠƨእעᛦૢǛᙹ ܭƠƔƠᲦܱཞƱᓸƠƘʇᩉ
ᥟእעƷཞ७ᲢƞƼᲦϋطנŨᲦرᐏ˄ბطᲹᲣƱرᐏƷ᎑ʁࣱƷ᧙̞

ᢿЎرஆƑ

ӳޖǇưƷэ҄Ƹᚩܾ

رᘺƱ๋ݧᲦǊƬƖƱرᘺᲦǊƬƖƱ๋ݧᲦرᘺƱ๋ݧ
ă᎑ʁࣱƱ᧸ࣱᏡƕ˯ƍئӳƷݣሊ

رᐏƷസፗࡇᲦእעᛦૢࡇ

ı᎑ࣱͅᥟ

Ĳ᧸ࣱᏡࣄׅƴ᧙Ƣǔૼ২ᘐ
 ȩȜᚾ᬴ƴǑǓᲦཋྸႎƷǈưƸƳƘᲦ҄ܖᲦᩓൢ҄ܖႎሁƷ
ܖᨥႎƳᙻໜư᧸ೞನƕᄩᛐƞǕƯƍǔᲨ
 ٻൢ୧ᩧؾư᧸јௐƕᄩᛐƞǕƯƍǔᲨ
 ܱನᡯཋƴƓƍƯܱ̊ƕƋǓᲦ᧸јௐƕᄩᛐƞǕƯƍǔᲨ
 ௹ᛠ˄Ɩᛯ૨ƴਫ਼᠍ƞǕƯƍǔሁᲦܖң˟Ʒᚸ̖ǛӖƚƯƍǔᲨ

ƞƼ̬ᜱࣱƷᚸ̖ưƸƳƘᲦ
ᏵƷᡶᘍࣱǛᚸ̖
āᏵؾƴࣖơƯᲦƞƼƷ̬ᜱࣱƕ҄٭

̊ ٻൢɶƴƓƚǔབྷཌᨗಊ᧸২ᘐ
ᥚᡯெ ᵟᶊᵋᵐᵎᵃᵸᶌύൢྙ܉ᾉᵐᵎή
ጞዜἉὊἚ ỴἁἼἾὊἚጞዜ

୍ᡫᥟ

ီࠝƞƼưƸƳƘᲦ
Ᏽᡶᘍࣱᚸ̖ƴǑǔᙀ̲ƷЙૺ
ăᙀ̲ƷᙲԁᲦᙀ̲ርȷݣሊƷൿܭ
᎑ࣱͅᥟ

ᥟእעᛦૢƷᩊᢿˮƷݣϼ૾ඥ
̊ ܉ǍࢍƳƞƼޖƷဃᢿ
˄ბطưƸƳƘᲦϋطנƷᚸ̖ ൦ඹƍјௐᲹ

رᘺᲦ๋ݧƳƲƴǑǔᙀ̲૾ඥ
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