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ら、できるだけ錆びさせず、私たちに役立てたい。鉄は
錆びさえしなければ、永久に使用できるといってよいで
しょう。それほど、錆は耐久性に影響します。その方法
として、鉄自体を錆びにくくする方法、錆びさせる要因
の一つである酸素と水を遮断する方法、おそらくこの二
つに大別できると思います。ここでは、鋼製砂防構造物
の錆対策について述べたいと思います。

２．鋼製砂防構造物の錆

　一般の鋼構造物は塗装しますが、その目的は、錆止
めと美観です。鋼製砂防構造物も塗装していることが
多いですが、砂防で利用される鋼製透過型砂防堰堤な
ど流水に曝されることが多いため、流砂により塗装や
メッキを施しても剥がれて地金が出てしまい、そこか
ら錆が発生します。そこで、あらかじめ所定の板厚に
腐食しろを設けて、耐用年数を稼いでいます。この理
由は、砂防堰堤を設置する箇所が腐食環境が厳しくな
いところを選んでいることもあり、腐食しろによる板
厚増が最も簡便で経済的な方法だからです。ですから、
重防食やアルミ溶射など、耐食性に優れたものはあり
ますが、設置環境を考えると腐食しろで対応するのが
賢いやり方でしょう。腐食しろは以下の式から決定し
ます。

　腐食しろ ＞（年間腐食速度）×（耐用年数）

　年間腐食速度は腐食環境により異なります。図-1は
「普通鋼の大気暴露試験結果（社）鋼材倶楽部、土木
構造物の腐食・腐食Ｑ＆Ａ（平成４年５月）」のデー

１．はじめに

　鉄は高強度で加工しやすいので、金属のなかでもっ
ともよく生活に使われます。ただ、鉄自体は自然界にそ
のままの状態であるわけではなく、鉄鉱石の中に酸化鉄
として存在します。この中から鉄だけを取り出すわけで
す。鉄鉱石は海外から輸入されますが、これを溶鉱炉
に入れ溶かして鉄を取り出します（製鉄）。この状態の
鉄を銑鉄といい不純物を多く含んでいます。さらに不純
物を取り除いて、鉄の特徴を活かすよう他の金属を添
加し鋼にします（製鋼）。この過程には色々な方法があ
りますが、本題から外れるので、ここでは鉄が取り出さ
れ鋼になった後の話をします。鉄は鉄鉱石の中で安定
した状態で存在していますが、エネルギーを加えて酸
素と分離されるのですから不安定な状態になります。
ですから、製錬された時点から鉄は安定しようと酸素と
結びつこうとします。つまり、錆びるのです。鉄を取り
出すとき相当なエネルギーを使って取り出したのですか

図-1 腐食速度

写真-1 乾湿を繰り返す箇所の錆の発生
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所、②は無塗装の箇所です。②は腐食速度が大きいの
ですが、調べたなかではこの一箇所だけでした。無塗
装だからといって腐食速度が速いわけではありませ
ん。おそらく、火山ガスが溶けた雨水が集まるなど、
錆の進行を促進させる状況があったものと推察されま
す。このことから考えると、流水の集まる箇所を特定
させる工夫はできますから、施設ごとに適切な防錆対
策を施すことは十分可能と考えます。
三宅島の調査結果

　　　①1.5／（0.02～0.07）＝ 75～21年

　　　②1.5／0.25 ＝ 6年

神津島の調査結果

　　　　1.5／0.01 ＝ 150年

　写真-3はB型スリットに飽和ポリエステルの粉体塗
装を施したものです。この塗装は熱せられた鋼材に高
分子の粉体を吹き付けることで、熱によって溶けた粉
体が鋼材表面を膜状に覆うことで酸素と水を遮断しま
す。通常の塗装より強固で耐久性が高いものです。三
宅島のような高濃度の火山ガス地帯では腐食の進行が
早いのでこのような特殊な塗装を使ったのです。この
塗装は構造物が熱いうちに粉体を満遍なく吹き付ける
必要があります。小型の構造物ならよいのですが、B
型スリットのように大型のものは初めてのようで、全
体を綺麗にコーティングできなかったようです。そこ
から剥離して錆が発生しています。浮き錆は出ていま
すが、母材内部に錆は進行していませんでした。健全
な箇所ではナイフで削ろうとしても歯が立たないくら
い強固で密着度も高いです。
　どちらの例も腐食環境としては厳しいところであ

タに腐食環境の異なる桜島、有珠山、三宅島、神津島
で腐食速度を調査した結果をプロットしたものです。
「鋼製砂防構造物設計便覧」ではpH4以下の河川では、
何らかの腐食対策を施し耐久性を確保する必要がある
としていますが、実際には採用しないのが普通です。
pH4以下ではコンクリートでも問題がありますが、鋼
製砂防構造物はコンクリートに比べて断面が小さいの
で、腐食した場合の影響が大きいと考えられることと、
腐食初期から赤錆が発生し、いかにも痛んでいるよう
に見えるので印象がよくないから使用を控えているの
でしょう。
　しかし、三宅島のように噴火直後ではセメントの供
給が難しく、かつ、短期施工・施設効果の早期発揮が
可能な鋼製砂防構造物が適した施設でしょう。このた
め、高濃度の火山ガス地域で腐食環境の悪い箇所です
が、鋼矢板を使ったダブルウォールや鋼管を使ったB
型スリットが設置されています。
　写真-2はダブルウォールの例ですが、上方の矢板は
メッキしており、下方の矢板は無塗装です。下方は土
中に埋まる箇所なので無塗装にしているのですが、写
真の箇所はたまたま露出してしまい腐食が進行したも
のです。あきらかに違いが見られますが、浮き錆であ
り、母材内部に進行している箇所は少ないです。この
防錆方法は一般的なもので、腐食環境だからといって
特殊な対応はしていません。
	　下記は、三宅島の火山ガスによる腐食環境のデー
タと比較するために火山ガスの影響のない神津島のデ
ータを「腐食しろ（1.5mm）」を「年間腐食速度」で
割って耐用年数を求めたものです。①はメッキした箇

写真-2 ダブルウォール 写真-3 B型スリット
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ことで特に効果が発揮されるようで、この成分によっ
て「耐候性圧延鋼材」「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼
材」としてJIS化されています。特に、Pは耐候性の向
上に大きな効果がありますが、Pは溶接に悪影響を及
ぼすので、溶接に使う場合には、Pの使用を抑制した
「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」、Pを積極的に使っ
た「耐候性圧延鋼材」に分けられます。これら以外に
もステンレス鋼など、耐食性を示す材料もあります。
　鋼矢板はCuが含まれており、大気中においては普
通鋼より腐食速度が小さいです。ですから、土中にも
使っているのだと思いますが、土中の腐食抑制効果は、
まだ十分解明されていないようです。

２）塗装

　塗装は最もなじみのある防錆処理です。土木構造物
だけでなく、自動車や家電、小物まで塗装しています。
鉄以外の塗装の目的の第一は美観、次に傷の防止だと
思いますが、鉄は防錆が一番の目的でしょう。塗装は
下塗りと上塗りに大別されます。その中間に中塗りも
ありますが、これは下塗りから上塗りまでにインター
バルがある場合に、密着性を高めたり、塗膜厚を稼い
だりするためなので、機能上は下塗りと上塗りに大別
してよいでしょう。下塗りは鋼材に直接密着するもの
で防錆が目的です。ですから下塗りの出来が悪いと、
酸素や水が侵入し錆が発生します。塗装が浮いている
のを見たことがあると思いますが、塗装と地金の間に
浮き錆が発生します。施工不良ではない場合でも、部
材の隅角部や端部は錆が発生しやすいようです写真-4。
　この理由の一つが塗膜厚です。塗装は塗膜厚を管理

り、防錆効果も設計時のようには行かなかったようで
す。しかし、残存している板厚で所定の強度は担保さ
れており、緊急対策では鋼材を使っても一定の効果が
発揮できているものと考えられます。あとは耐久性で
すが、建設中やその直後は火山ガスも高濃度ですが、
火山活動が収まるにつれ濃度も低くなります。このこ
とから、既存データにより予想されるよりも腐食は進
行しておらず、メンテナンスを施すことで耐用年数は
保証できそうです。
　鋼製砂防構造物は、pH4以下の酸性河川には基本的
に設置しないことから、腐食のみによって強度不足に
陥ることはまずないでしょう。三宅島の例は、腐食環
境の最も激しいところです。一般には、腐食対策とし
て塗装を採用していることが多いです。
　pHが4以下（酸性域）になると、錆が溶解し、錆の
腐食抑制機能が失われるうえ、水素発生型の腐食を生
じるので腐食速度は大きくなります。
　錆自体が錆を促進させるのではなく、錆部分に水分
が存在しやすく、錆が酸素と水の供給が必要なので、
この水の供給を得やすいため、錆があるところが進行
したように見えるのでしょう。しかし、錆自体に錆の
進行を促進させるものではないので、乾燥状態であれ
ば皮膜となって錆の進行を抑制します。ですから、礫
の衝突になどで錆が取れると新たな鋼材の地金が出ま
すから、再び錆びます。

３．防食方法

　防錆方法には、以下のような方法があります。
①鋼材自体の耐食性を高める
②塗装やメッキなどで表面処理する
③腐食性物質を除去するなど環境処理を行う
④電気防食
　砂防では②が一般的です。以下に鋼製砂防構造物に
関係しそうな防錆方法について述べます。
１）鋼材自体の耐食性を高める
　P（リン）とCu（銅）は大気中の耐食性向上効果が
あると言われています。その他にも、Cr（クロム）、Ni（ニ
ッケル）、Mo（モリブデン）、Al（アルミ）、Si（珪素）
が耐候性に効果があります。これらは、ひとつで効果
を発揮するものもありますが、これらを組み合わせる

写真-4 部材端部の錆の発生
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するもので、ハケ塗りやブラシ吹きつけなどがありま
すが、一般部では所定の塗膜厚が付いていても、図-2

のように隅角部は塗膜厚が付きにくいことがありま
す。このような場合には角を面取りすればいいのです
が、一手間掛かるのでコストアップになります。錆び
ないに越したことはないですが、錆びたからといって
直ちに強度低下になるわけではないので、このような
ことで神経質になる必要はないです。
　上塗りは、美観と耐久性を目的とします。塗装は直
射日光に当てると紫外線などで劣化していきます。そ
こで、紫外線や雨滴などの外的な作用から錆止めであ
る下塗りを保護します。また、色も自由に調合できる
ので周りとの調和を考えて色を選ぶことができます。
　塗装の補修方法は塗り直しですが、鋼製砂防構造物
で塗り直したケースは少ないと思います。通常、放置
しています。ただし、塗装が剥がれ腐食しろを差し引
いた板厚が許容応力を下回るほど腐食が進行した場合
には、所定の厚さの鋼板を溶接することが考えられま
す。なお、溶接部は一般部に比べて腐食速度が大きい
ことが確認されており、補修部全体を被覆防食するな
どの配慮が必要です。写真-5は鋼管に鋼板を巻いた事
例ですが、これは腐食が進行したからではなく、礫の
衝突により鋼管がへこみ断面性能が設計時を下回った
ためです。

３）メッキ

　メッキも土木構造物に多く用いられています。「ド
ブ漬け」といって、溶融亜鉛のメッキ槽に部材を所定
の時間漬けます。漬けた時間によってメッキの付着量

が決まります。メッキが塗装と違うところは、鋼とメ
ッキの合金層を作ることです図-3。塗装は、どんなに
がんばっても地金に密着するだけなので剥がれる可能
性があります。私は塗装は天ぷらのころもと習いまし
た。合金層は剥がれることはありません。メッキの防
錆効果は犠牲防食です。メッキ自ら身を削って鋼を守
ります。メッキがなくなって地金が露出してくると錆
びます。メッキは塗装に比べて強固ですが、砂防堰堤
のように渓流に設定する場合など、流砂によりメッキ
が削られます。流砂量の多いところでは、メッキの減
りを考慮して採用するか否かを考えたいところです。
　鋼管製の透過型砂防堰堤にはメッキしていません。
これは、部材が図-4のように密閉しているため、メッ
キ槽につけると内部の空気が膨張し爆発するからで
す。もし、メッキするなら孔を空ける必要があります
が、そうするとこの孔から空気が侵入するので、鋼管
内部にも腐食しろを設ける必要があります。このよう
な密閉部がある部材については、孔を開けるコスト、

写真-5 鋼管に鋼板を巻いた事例

図-2 塗膜厚確保の工夫

図-3 塗装とメッキ

塗 装 メッキ

鋼材 鋼材

sabo vol.112 Oct.2012 sabo vol.112 Oct.2012 29



ンスフリーとされてきましたが（実際には耐用年数はあ
りますが）、洪水や土石流などの出水後には点検をしま
すから、なんらかの予兆があれば補修・補強により耐用
年数を延ばして共用期間を延ばす努力をするでしょう。
このとき、鋼製砂防構造物は錆びることによって、施設
の異常を知らせてくれます。鋼製砂防構造物であっても
通常は塗装していることが多いので、たとえば出水後に
塗装がはがれ錆が発生していることがあります。これは
遠くからでも確認できますから、出水の有無や、施設の
損傷など、錆の出現によって目視できます。
　また、巨礫の衝突などがあった場合には、表面が礫
の擦痕で凹凸ができさびが出やすい状況となっていま
す。毛羽立った状態とでもいいましょうか、凹凸があり
錆が出やすい状態になっています。この場合も、礫が
衝突したところとそうでないところでは錆の進行が違い
ます写真-7。このように、洪水や土石流が起こった後で
も、錆を頼りにイベントを想像することができます。

断面欠損による強度低下、腐食しろによる板厚増など、
メッキするメリットはありません。

４）腐食性物質を除去

　植物が付着すると、葉緑素をもつ植物は酸素を発生
します。また、死滅した生物は分解により硫化水素を
発生することもあります。このような場合には腐食を
促進します。また、土中のバクテリアに腐食を促進さ
せるものがあります写真-6。
　砂防施設は重工業などと異なり、沿岸地帯から離れ
ていることが多いので、その意味では腐食環境ではな
いのですが、植物、動物の影響はあると思います。た
だし、この影響で鋼製砂防構造物の耐久性に影響する
ような腐食は見たことがありません。もし、火山地域
でもないのに腐食が進行しているようであれば、その
ときは要因として疑ってみる、その程度でよいかと思
います。

４．鋼製砂防構造物の錆、再び

　錆は耐用年数を低下させます。砂防施設はメンテナ

写真-7 礫の摩耗により塗装が剥がれた部材

写真-6 バクテリアが原因と考えられる腐食

図-4 鋼管部材
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