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1．ぱじめに

　ライフサイクルコストという言葉が世間に認知されは

じめ、徐々にではあるがその必要性が一般的に議論され

るようになってきた。特にメンテナンスが欠かせない鋼

橋に於いてはその概念は非常に大事なものとなる。今後

も社会経済が見通しのつかない中でその概念は更に重要

な要素の一つになっていくことが考えられる。しかし、

現状ではそれを実現する技術は未だ確立されていない。

そこで筆者らは今までにライフサイクルコスト低減を目

的として塗膜劣化予測式を提案しているD。この予測式

は入手が容易な塗膜劣化要因を係数に変換し、塗装後の

経年発錆面積率を算出するものである。

　鋼橋の腐食は防食材料の劣化から始まる。その後、防

食材料内に腐食物質が進入し、鋼材の腐食が開始する。．

そこで、各部材の置かれている鋼材の腐食環境を知るこ

とによって、防食材料の劣化後の各々の腐食速度の推定、

および係数の推定ができると考えた。

　今回は塗膜劣化予測式の妥当性を確認する一環として、

鋼材の腐食環境の測定のため塩分飛来のない環境にある

1径間単純1桁橋主構造の各部材に近年開発された
ACM（Atmospheric　Corrosion　Monitor）型腐食センサ

2）を設置し腐食電流の測定試験を行い、各々の腐食環境

を測定することを試みた。
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図一1　ACMセンサ平面図
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図一2　ACMセンサ断面図（単位：mm）

　また、ACMセンサから得られたデータは同時に取得

した温湿度データと共にACMデータロガーに蓄積し、

Compact　Flashを記録媒体として解析を行った。

2．婁験概要

2－1　AC閉型富民腐食センサ2）

　ACM型大気腐食：センサ（以下、　ACMセンサという）

とは、ガルパニック腐食原理を用いた大気腐食センサの

一種である。ガルパニック腐食とは異種金属間接触によ

る腐食のことである。本センサの構成を図1に示す。厚

さ0．8mmの炭素鋼板（64×64皿m）の基盤上にIC用精

密スクリーン印刷機を用いてエポキシ系（フィラー：Sio

2）の絶縁ペースト（厚さ20μm）が塗付されている。

その上に同印刷機を用いて、Ag導電ペースト（厚さ15

μm）が基盤との絶縁型も保たれるように積層印刷され

ている（図一2）。Ag導電ペーストがカソードとなり、

炭素鋼基盤のパターン露出部がアノードとなる。

　センサ出力の測定範囲はhA～13mAであり、その分

解能は1nA～10μAでは1nA、10μA～13皿Aでは1μ
Aである。

2－2茎鍵験条4牛

　本実験では、河川環境にある1桁橋の腐食：環境を測定

するため、以下のような環境にある橋梁にACMセンサ

を設置し、鋼材の腐食環境を測定した。

　所在地　　：　北海道北見市三輪

　交差物件　：　無加川支流屯田川（川幅：約2m）

　橋長　　　　　　：　　27．200　rn

　桁高　　：　1．730m

　フランジ幅：　0．320m

　腐食環境　：　田園環境（厳しくない環境）

　測定期間　：　平成15年11月11目～12月6日

　測定間隔　：　10分毎

また、ACMセンサは以下の5箇所に設置した（図一3、
表一1）。
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センサ番号 設置箇所 設置角 桁下面か

轤ﾌ高さ

ACM写1 腹板外面 90。 90cm

ACM群2 腹板内面 90。 70cnl

ACM＃3 下フランジ下面 180。 Ocm

ACM＃4 桁端部 90。 90cm

ACM＃5 添接部 90。 90cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈断面図〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＃L415　ぴ2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＃1翻□＃2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鶴鯵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＃3　　＃3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鶴…温湿度センサ設置箇所（桁外側）

　○…ACMセンサ設置箇所（桁内側）　　　　　　　ロ…温湿度センサ設置箇所（桁内側）

　　　　　　　　　　　　　図一3　ACMセンサおよび温湿度計設置箇所

　　　　　　表一1ACMセンサ概要
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ACM＃3の設置：角が180。とあるのは下向きに設置

してあることを意味する。

　本実験では腐食環境を知る上で重要な温度および湿度

についても計測を行った。以下に設置した温．湿度センサ

の概要を示す（表一2）。また、用いた温湿度計は温度に

ついては白金抵抗式電気温度センサ、湿度については高

分子膜式電気湿度センサであり、これらを直接降雨等に

当たらないようにプラスチックカバーで保護を行った上

で使用した。
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表一2　温湿度：センサ概要

温湿度センサ番号 設置箇所 形式

温湿度センサ＃1 腹板外側 箱型

温湿度センサ＃2 腹板内側 箱型

温湿度センサ＃3 下フランジ下側 ペン型

なお、下フランジ下面の温湿度センサはその形状により

下フランジ下面から吊り下げて測定を行った，

3．　潰畦定結果と考蓼翼

3司　測定結粟

　以下に測定によって得られたACMセンサ出力状況お

よび温湿度計出力状況を示す。なおACMセンサ出力の

グラフは腐食電流（A）となる。
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　　図一4　各ACMセンサ出力状況
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二一6　温度センサおよび湿度センサ出力状況

3－2譲擦
1）AC盟センサ出力結果の轡禦

　結果より、各部材毎に腐食電流の大きさが異なるのが

良く分かる。これは、降雨時に水分が供給されるがその

：量の違いによりこのような結果になったと考えられる。

腐食電流の出力が山となる部分は気象庁の降雨記録3＞か

らも、その結果は妥当であるどいえる。

　また、桁外側のACMセンサ出力が桁内側の出力より

も大きい点も特筆すべきことである。今回の実験では

ACMセンサ数が少ないため確率的に問題は残るが、鋼

材の腐食環境として桁外側の方か厳しい環境にあるとい

う可能性を示している。一般的に橋桁の腐食は湿気のこ

もる桁内側の方が大きい傾向にある4｝が、それは塗装が

早く劣化するためであり、鋼材の腐食環境としては雨水

が供給される桁外側の方が厳しいことが考えられる。こ

のため、塗装が劣化した場合には桁外側の発錆が著しく

なる可能性がある。

　次に、一般的に厳しい腐食環境にあるとされている下

フランジ下面4）についてであるが、測定開始直後のデー

タではそれほど厳しい環境に置かれていないことを示す

値が取得できた。しかし、測定後半になり腐食電流を観

測した。現時点では、データ数が少ないので今後の更な

るデータ取得が必要であるが、下フランジ下面の腐食は

腐食：性物質の濃縮・蓄積により起こることが言われてい

る5）ので、当初は腐食電流が流れなかったのかと推察さ

れる。よって今後の腐食電流の動向が注目される。

　桁端部においては、降雨時に平均的に電流が流れてい

一52一

写真一1　桁端部ACMセンサ取り付け状況

灘鞭
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講臨裁麟

写真一2　添接部ACMセンサ取り付け状況

表一4　各ACMセンサの日平均電気量

センサ番号 日平均電気量（C／day）

ACM＃1 9．38E・4

ACM＃2 8．64E－12

ACM＃3 9．32E・6

ACM＃4 3．69E・6

ACM＃5 1．04E－4

ることが分かる。この設置箇所は直接雨水にあたらない

箇所であることを考えると、伸縮装置などからの漏水が

桁端部をつたっていることが考えられる（写真一1）。

　また、添接部であるがこの点は桁外側の添接部である

が、基本的にACM＃！と同様の環境に置かれているた

め、腹板外面と同様の結果が出ている。添接部は一三が

起きやすい箇所とされているが、それはエソジ部が多い

ためとされており、それを裏付ける一つの結果となって

いる。

　最後に、解析ソフトにより得られた日平均電気量

（C／day）を表一4に示す。表より各部材の腐食環境の特徴

が明らかになっている。腐食環境として、

　①腹板外面
　②　添接部

　③下フランジ下面

　④　桁端部

　⑤　腹板内面

の順で上側にいくほど厳しいことが分かる。

盈）澱湿農：センサ出力．

　温度および湿度は気象庁のデータとも相関しており3）、

妥当なデータが得られた。ただし、温度に関しては温湿

度センサ＃1と＃2が、＃3より昼間で5℃ほど大きく

計測される現象が観測された。これは＃1と＃2が腹板

に近く、腹板の温度変化が影響しているものと思われる。

なお、温湿度センサ聯3については下フランジより吊り

下げたのでその影響は受けていないと考えられる。



　また、湿度に関しては＃1と＃2は最高90％、＃3に

ついては最高95％までの計測となっている。

i）温度データ

　図一5では平常時と降雨時の特徴がつかみにくいので、

データを抜き出して、図一7および図一8に示す。
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三一8　雨天時（11月30日0：00～24：00）の温度変化
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　これらから桁外側と内側の温度変化の特徴が読み取れ

る。通常時は朝方から午前中にかけて桁外側が太陽光で

熱せられ、外側の気温が高くなるが、内側の気温はそれ

よりも低い状態で推移する。しかし午後から夜にかけて

気温が下がるにつれて外側の気温が下がってゆくが、内

側の気温はやや高い状態を保っているのが分かる。

　また、雨天時においては強い太陽光が当たらないため、

内側の気温が1日中高いまま推移していることが分かる。

これは、暖かい空気が上昇して桁内部に停滞しているこ

とが考えられる。

h）湿度データ　、

　湿度に関しては夜申に、下フランジ下面、腹板外側、

腹板内側の順に小さくなる結果が得られた，通常は桁内

側には水蒸気が停滞し湿度が高くなるとされているが、

それとは反する結果となった。この原因としては、計測

しているのが相対湿度であるため気温の高い桁内側のそ

れが低くなった、または暖気が停滞しているため水蒸気

を含んだ冷たい空気が進入しなかったことも考えられる。

しかし、前述の通りデータ数が少ないため、今後のデー

タの蓄積によりこの現象の解明が期待される。

4．蕊とめ

本研究では、1桁橋主構の腐食：環境を明らかにするため、

ACMセンサと温・湿度センサを設置することによって、

その腐食環境を測定し以下の項目を確認した。

・ACMセンサ出力の違いから腹板外面が桁内側よりも

鋼材として腐食環境が厳しいことが確認できた。

・温度は昼と夜では、桁外側と内側の温度は逆転し、夜

は桁内側の温．度が外側より高い二度で推移することが

分かった。

・湿度は通常、桁内側の方が外側より高いどされている

が、反対の結果を得ることができた。この原因は3・22）

で述べた2つが推測されるが、データ数を増やし解明

することが期待される。

　以上のことから今後の課題として、より多くのデータ

を取得するど共に、腐食環境の比較を簡明に行える様に

するため、鋼材の腐食速度の推定を行うことが挙げられ

る。
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