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ブリストルブラスターによる
素地調整
辻

１．要旨
新たに開発された、ブリストルブラスターという素
地調整工具を紹介する。
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３．ブリストルブラスターによる素地調整方
法とは
ブリストルブラスターとは、ショット、グリット、

特別に設計された縦回転式動力メカニズムを使って、

あるいは非鉄金属系その他の研削材を使わずして、ブ

さび等を除去すると同時にアンカープロファイルが形

ラスト工法と同じ程度の表面性状が得られる新開発の

成される世界初の素地調整工具である。この工具を使

動力工具である。

った素地調整方法は、米国、マーケット大学機械工学

特別に設計された縦方向に回転する動力工具に、専

部ロバート・スタンゴ教授によって実験により評価さ

用のワイヤブラシを取り付けて行う画期的な素地調整

れた。評価には米国で一般的に石油輸送などに使用さ

方法である。このブラシを構成するワイヤは先端が

れている、API 5L の著しく腐食したパイプが使用され

「く」の字に曲がっている特殊な設計になっていること

た。評価の結果、ブリストルブラスターが達成する表

が特徴である。この動力工具は最高 2,500rpm で回転駆

面清浄度と表面性状はグリットブラストにより得られ

動する。工具本体から伸びるアームに取り付けられた

る程度と同等であることが明らかとなった。すなわち

アクセルバーに、高速回転するワイヤブラシの先端が

表面清浄度では ISO Sa3 〜 Sa2 1/2 を達成する事が可能

瞬時に受け止められ、次の瞬間に加速度をつけて処理

で、10 点平均粗さ 83μm ＞ Rz >62μm が達成された。

面に衝突することにより素地調整を行うメカニズムと
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またこの評価における素地調整の速さは 1.1m /h であ

なっている。このときのブラシの運動エネルギーは、

る事が示された。

グリットブラストと同等のレベルで、10 点平均粗さ Rz

２．背景

は 62 〜 83μm の範囲であった。この方法は、処理面に
平行に回転する従来の動力ワイヤブラシによる引掻き

鉄骨構造は、交通基盤、住居環境、天然資源や商品

痕や筋状痕を作る処理の方法とはまったく異なる方式

の流通などを支える重要な役割を果たしている。この

であるといえる。また研削材を使用しないため、ブラ

社会基盤を保護、維持するために塗料関係者は、鋼構

スト工法に比べて粉塵の飛散が少なく、産業廃棄物も

造物を腐食から保護し、寿命や安全性を出来るだけ長

少ない。騒音の問題でもブラスト工法に比べてはるか

く維持するための塗料を考案してきた。しかし優れた

に少ないという評価である。さらにブリストルブラス

塗料といえども環境により次第に劣化することが避け

ターには動力源としてエア式と電動式があるが、エア

られない。劣化は部分的に起こることが多く、その補

式の場合には集塵ダストが取り付けられ、口を掃除機

修においては、建設当初のようにブラスト施工によっ

の吸い込み口に取り付ければ、７割から８割の集塵を

て素地調整される事は非常に少ない。なぜならば、既

することが可能で、環境にも配慮されている。

存構造物においてのブラスト施工には、搬入経路の確

主な作業対象として、腐食部位のさび除去、旧塗膜

保、機材・資材の搬入、養生、場合によっては足場の

の剥離、孔食部の清浄化、ミルスケールの除去、溶接

建設、ブラスト処理、研削材の回収・廃棄、足場や機

部の下地処理等が挙げられる。また軽量で機動性が優

材・資材の撤去と多くの工程を必要とすることになり、

れているため、コーナー・エッジ、処理面の上に出て

それはまたメンテナンス工事のコスト高の問題をも発

いるボルトの頭部等に対しても作業性が良好である。

生させるからである。この問題を解決するために、施
工業者は常に新しい素地調整方法を探している。

４．ブラシの特徴
アクセルバーで一旦受け止められた回転ブラシの先
端は、次の瞬間加速度をつけて処理面に衝突する。衝
突後はすぐに跳ね返り、その痕跡はクレーターのよう
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写真-1

ブラシ先端部が処理面に衝突してリバウンドする様子と処理面

2a ：先端部拡大図

2b ：特殊な植毛方法

2c ：ブラシ全体の形
写真-2 回転ブラシの説明

な性状を残す（写真-1）。
ブラシは高速回転に耐えるよう強化繊維で出来てい

ラシの先端は「く」の字に曲がり、その先端がグリッ
トの粒の役割を果し粗さを生む（写真-2）。このため、

るベルトの裏側に「コ」の字に曲げられた線型 0.7mm

さびはもとよりミルスケール、旧塗膜も簡単に除去で

スチール線が一定の間隔を持って植毛されている。ブ

きる。

Structure Painting Vol.38 No.2

39

表-1

3a ：グリットブラスト作業
写真-3

ブリストルブラスターの諸元

3b ：ブリストルブラスターによる作業

従来のグリットブラストと新技術ブリストルブラスターによる作業風景

５．手動工具の機動性・経済性
ブリストルブラスターは軽量でコンパクトな動力工
具であるためで、どこにでも手軽に持ち運べる。ディ
スクサンダー等の動力工具を使用するときと同様、ア
イマスク、手袋、マスクの軽装で作業が出来る（表-1）
。
ブラストに必要な防護作業服、エア供給装置は必要な
く、研削材を使用しないので回収して産廃に出す必要
もない（写真-3）。ブリストルブラスターは有害な化学
物質を使用していない。
作業時のスパークはディスクサンダーに比べても非
常に少なく騒音も小さい。縦方向に回転するため、粉

写真-4

ブリストルブラスター外観

塵の飛散が抑えられ、エア式の場合は本体に吸塵ノズ
ルを取り付けることによって、先述したように７割〜

注意して取り扱う事が重要である。

８割の粉塵を吸引できる。これによって簡易な養生で
済む。このような簡単でスピーディーな表面処理は環

1）処理面に対して工具を適切に位置付けること

境面だけでなく経済性においても評価される。

2）処理面に対して工具をあまり無理に押し付けない。

６．ブリストルブラスターの構成

3）作業中の工具の向きと工具移動の速度を制御する
こと。

エア駆動方式の各部構成を示すが、電動の場合も基
本の部分は同様である（写真-4）
。

７．作業方法
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作業中の例を挙げて説明する（写真-5）
。
この場合、処理対象面を左から右へ工具を横にスラ

この工具を取り扱うには特別な資格は必要ない。し

イドさせる（写真-5a）。すると図のように清浄なキメ

かし十分良好な表面処理結果を得るためにはユーザー

のある面が水平な帯状、または列となって現れる。こ

の経験も必要である。使用時においては特に次の点に

こで重要なのは、作業者が清浄作業を腐食面の上部
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5a

5b

写真-5

5c

ブリストルブラスターの作業要領

写真-6

API5L のパイプの外観と拡大図

写真-7

上：素地調整後 下：素地調整前

（一番上）から始めた事である。こうする事によって、
処理済みの領域の下側に次の帯状の領域をかさねなが
ら作業を進めることが出来る（写真-5b ・ 5c）。ブリス

イプラインに使用されている鋼種 API 5L のさびたスチ
ールパイプを使用して行われた。（写真-6）
試験後に素地調整程度の標準写真と比較することに

トルブラスターでの表面処理作業は、他の動力工具と

より SSPC SP10 〜 SP5 に相当する ISO Sa21/2 〜 Sa3

違い工具本体を処理面にあまり強く押し付ける必要は

の清浄度に加えて、処理速度については平均 1.1m /h、

ない。そして最大限の素地調整効果を得るためには、

表面粗さ Rz はブラシ試験開始時点で Rz 83μm、ブラシ

この例のように一定の速度と力を保ちながら横に動か

寿命最後の時点で Rz63μm となった（写真-7）
。

す方法が正しい使い方である。

８，マーケット大学による実証試験
この表面処理技術は、米国マーケット大学のロバー
ト・スタンゴ教授により実証された。
同大学で行われたテストは、米国で一般的に石油パ

2

９．素地調整面での塗膜性能
NACE2009 年でインターナショナルペイントが発表
したテスト結果でも、ブリストルブラスターを使用す
ることによって塗膜の付着強度が向上し、結果として
防食性の向上が確認する事ができた。以下にインター

Structure Painting Vol.38 No.2

41

表-2

表-3

表-4

グラフ-1

試験の要因と水準

供試した塗装系

防食試験サイクル

付着力テスト

ISO20340

グラフ-2

クリープテスト

ナショナルペイントが実施した試験の方法と結果を述

れた。クリープ幅においても同様で、グリットブラス

べる（表-2）〜（表-4）
。

トと同等の防食性が得られる事がわかった。これらの

以上の条件のもとに試験が行われた。結果を（グラ
フ-1）
、
（グラフ-2）に示す。
グラフの凡列は上より順に MBX、PWB、Grit であ
る。グラフは向かって左より MBX ： Bristle Blaster
（ブリストルブラスター）・ PWB ： Power Wire Brush

テスト結果によってブリストルブラスターは一般的な
ブラスト工法同等の素地調整工法であるといえること
が実証された。

10．日本橋梁･鋼構造物塗装技術協会での検証

（動力ワイヤブラシ）・ Grit ： Abrasive Blast Cleaning

2010 年１月、日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会の協

（スチールグリット）の結果を示している。また４塗装

力を得て黒皮鋼板、さび鋼板、塗装鋼板におけるブリ

系は左より１〜４となっている。

ストルブラスターの処理能力に関し試験を行った。試
験片の厚みはすべて 3.2mm、処理面積は全て 100 × 170

（グラフ-1）付着力テストでは数値が大きいほど付着
性は高い（優）
。
（グラフ-2）クリープテストにおいては数値が大きい
ほどクリープ幅が大きい（劣）
。

mm（0.017m2）である。処理時間、表面粗度、表面清
浄度についてブラスト処理との比較をすることによっ
て検証する（表-5）
、（表-6）
。
これらの試験結果から、サビ、黒皮、塗膜のいずれ
も確実に除去する事が出来、グリットブラストで得ら
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表から読み取れるように、ブリストルブラスターは

れる表面に似た清浄度と表面粗さを形成する事が出来

グリットブラストと同じか、それを上回る数値が得ら

ることが確認された。また処理時間は、さびや塗膜の
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表-5

表-6

試験板の調整

ブリストルブラスターによる素地調整試験結果

（注-1）表面粗さ計測器：
（ミツトヨ製 触針式表面粗度計 Surftest SJ-301）
測定条件：測定長さ４mm、測定速度0.5mm/s、繰返し２回

グラフ-3

処理後の表面粗さ

厚みに対して比例関係にある事がわかった（グラフ-3）、
（グラフ-4）
。

11．まとめ

グラフ-4

処理に要した時間

く利用される事が期待される。橋梁やタンク等の大型
鋼構造物への適用を図るため実構造物での検討を行っ
ていく。機動性に優れた動力工具であるが、狭隘部へ
の対応、さまざまな姿勢での作業性の向上などについ

さまざまな試験結果により、ブリストルブラスター

ても改良し普及を目指したい。最後に、この実験の検

がグリットブラストにより得られる素地調整程度とほ

証にご協力頂いた（社）日本橋梁・鋼構造物塗装技術

ぼ同等であることが立証された。今後はブラスト工法

協会、関西ペイント販売（株）ほか関係各社の皆様に

の使用が制限される条件下や、部分塗替え塗装等に広

感謝いたします。
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