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概   要 

 

造船鋼表面処理は造船と修復工程において重要である。表面処理のため、ブラスト・クリーニング処理は保

護剤とコーティングを塗布する前処理として日常的に腐食除去と表面処理に使用されている。しかしながら、

ブラスト・クリーニング処理はやっかいなもので、特殊装備や飛散防止密閉システム、そしてブラスト処理特

有の環境汚染拡散防止のため、事後掃除などが不可避である。同時にニードルガン／スケーラーツールなどの

腐食除去の代替法は過剰な振動にさらされることで手や手首を傷めることは周知の事実である。結果として高

いコスト、環境汚染、怪我リスクが発生する現在の洗浄・表面処理工程に先んじる代替表面処理工程開発への

強いニーズがある。 

 この技術報告書では、ブリストルブラスターと名付けられた代替表面処理工程について述べる。これは腐食

を除去すると同時にブラスト面を形成し、商業用グリットブラスティング工程と同等の効果が得られるもので

ある。特にブリストルブラスティング工程のパフォーマンスは造船業で一般的に使用される構造鋼 ABS-A の状

態によって検証する。結果はメタル素地に対する清浄度、質感、素材除去効率の最近の実験結果を要約して報

告する。加えてブリストルブラスターを使用した表面と準表面の処置は表面処理工程中のプラスチックのひず

みと鋼の残留応力の算定評価測定補助ために検証される。これらの結果は総体的に、この業界特有の清浄・表

面処理のためにブリストルブラスティングツール技術を導入の適合性算定のために使用する。 
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導入と背景 

 

 定期的な腐食除去、リペインティングとコーティングは造船とメンテナンスにおいては必ず必要である。グ

リットブラスティングは鋼表面処理の方法として広く使用されているにもかかわらず、使用の際に保守作業員

に困難や危険があり、環境的にも負荷が伴う。この報告書で論じる新方式のグリットブラスティング技術は、

特殊な設計の回転ヘッドが腐食を除去すると同時にアンカーパターンを施す。ブリストルブラスティングツー

ルは物理的にワイヤーブラシに似た形状をしており、ワイヤーブリストルは軸回転に伴ってターゲットの表面

を打った直後に跳ね返る。つまりブリストルブラスティングツールは衝撃時にそれぞれのブラシの先端が強く

跳ね返り、それにより衝突クレーターによる性状を残す。この跳ね返りはブリストルブラスティングツール特

有のものである。ツールは商業的には入手可能であるが、造船業で使用される一般的な構造鋼 ABS-A を使用し

たブリストルブラスターツール実験においてはまだ様々な調査結果が出ているところである。ブリストルブラ

スティング処理の完成度は、清浄力、物質除去とアンカープロファイル（表面の質感等）によって検証される。 

これらの実験結果に加え、理論上の衝撃加重を衝撃力学の分析により判断し、その結果、表面処理中発生した

表面の変化と残留応力を洞察することが出来る。おわりに、この報告書ではブリストルブラスティングにより

発生する表面と表面下残留応力の最近の実験結果について述べる。 

 

ブリストルブラスティング処理 

 

工具と基本的原理 

 

 ブリストルブラスティングのシステムの基本的な構成部品は図 1a で見られるとおりである。そしてメインボ

ディとブリストルブラスティングツールとハブ部品を動かすスピンドルのパワーツールによって構成されてい

る。この工具は前向きに曲がったスチールワイヤーが繊維強化ポリマーベルトを突き抜ける形でついている。

操作時は、ブリストルチップがアクセルバーに当たり、これが跳ね返りの強い力を生み出す。（図 2）は図 3 の

概念図でさらに示されるように、前方向に湾曲したブリストルチップが繰り返し作業面を叩き、跳ね返りの衝

撃を与え続ける。この衝撃と跳ね返りは図 4 に連続して撮影された 7 枚の写真に捉えられている。写真 1 はブ

リストルチップが接近するところ、写真 2 では作業面に接触した瞬間である。写真 3 から写真 7 までは、作業

面への衝撃の前段階の様々なステージの間のブリストルチップの様子を撮影したものである。これらはブリス

トルチップがもとのポジションに後退する間の表面からブリストルチップの反応（写真 3,4,5）とその次に起こ

る前進運動（写真 6,7）である。 
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(a)                                               (b) 

図 1：(a)空気圧搾ツール・ハブ部品（アダプター）とパワーツールボディを含むブリストルブラスティングパワーツールの構成

図。(b)外付けハブ（アダプター）とブリストルブラスティングツール部品。 

 

図 2：アクセルバーと接触したブリストルチップと作業面に対し前進・跳ね返りをハイスピードカメラで捉えたもの。 
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図 3：ブリストルブラスティング処理中のワイヤーブリストルの動作の図解。加速バーから離れた直後、標的表面方向にブラシ先

端が加速。 

 

 

図 4：ブリストルチップの接近をハイスピードカメラで捉えた 7 連続写真（写真 1）；衝撃（写真 2）；反応（写真 3,4,5）；接触面

からブリストルチップが離れる様子（写真 6,7） 

 

写真 2 で形成される衝撃クレーターの更なる詳細は図 5 で走査型電子顕微鏡(SEM)撮影に見られる。繰り返し

のブリストル衝撃で形成される特徴的な全体的な表面質感は図 5b で、グリットブラスティング処理と似た顆粒

状の質感が現れる。幾分高い解析度は図 5c で（図 5b 内の赤い囲み部分を拡大したもの）、重なり合った衝撃ク

レーターが明瞭に確認できる。 
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図5：(a) 図2でみられるブラスとるチップの接触による典型的な衝撃クレーター形成。(b)ブリストルブラスト使用面の走査型

電子顕微鏡図20倍画像。(c)4bの写真内の赤い囲み部分を走査型電子顕微鏡で100倍にしたもの。 

 

ブリストルブラスティング処理の実施 

 

 手動式工具による表面処理を施すためには、手先の器用さと充分な視力、そして表面仕上げ工具の性能に影

響を及ぼす主な限定要素（機構と数値）を基本的に理解していることが必須である。それには訓練と実地経験

が重要で、これらが揃ってこそ作業員は望まれる結果を出すための技術を習得出来る。ブリストルブラスティ

ング処理を的確に行うために必要不可欠な様々な技術は、ほかの表面処理に要する技術と酷似しており、次に

述べる 3 点が挙げられる。1)処理面に使用する工具の取り扱い方法、2)処理面に生じる力のコントロール、3)

作業中の工具の作業速度と方向の把握。以下に作業員が一般的な腐食処理を実施する手順を端的に取り上げる。 

 

清浄パラミーター処理の初期化 

ブリストルブラスティング処理のパラメーターを的確に選択するためにはまず、表面の清浄箇所を見つけ、

最初に清浄・検査する表面のパーツを決定する。一般に工具ハブの表面は図 6 のとおり、使用中は処理面に

対し、垂直にあてる。腐食除去を施す際には、ブラシ先端を直接腐食表面につけ、最小限加圧する。その後、

回転工具を横方面へ徐々に使用者の左から右、右から左のどちらかに動かす。（図 6a）。このように、工具に

適切な圧力と速度を加えるためには、使用者自らが使ってみて、施工する箇所を目で確かめて清浄水準や必

要条件を満たさなければならない。 

 

継続的・体系的な清浄方法と様式 

 使用者は腐食除去に適した処理パラミーターを習得したのち、処理すべき特定箇所を確認し、その部分を

完全に網羅する青写真を作成する。例えば図 6a のように、腐食スチール面の除去は必須である。同様に使用

者は構成部品の最左端から腐食除去をスタートするようにし、例えば左から右、というように送り方向を定

める。この手順で横列が清浄され、ザラザラとした荒い質感になる。（図 6a）。同じく腐食表面の最先端部分

に沿って作業を進めることも重要である。その後はその前の処理箇所の下に、開始点を重ねて処理する。つ

まり、工具を正しく使用し、最適な清浄や表面処理性能を導くには、事前に処理された箇所や列の下に連続

的に列を重複させていくことが必要である。従って図 6b のように、回転工具をあてる表面を順次作業を施す

表面の下に直接おくようにする。 
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腐食除去処理の完成 

腐食部分はこれまで説明した手順を繰り返すことで完全に清浄することが出来る。図 6c に示されるように、

腐食箇所の上面が完全に除去されていることが見て取れる。また、作業者は残りの表面箇所を行うことが出来

る。最終的に、その表面に充分取りきれていない箇所があっても、必要に応じて仕上げの“タッチアップ”ク

リーニングを施すことが出来る。 

 

 

図 6：腐食除去用のブリストルブラスティングの正しい使い方。まず最小限度の力と一定の速度で水平列を設定する（図 6(a)）。

処理後、清浄済みの前の列に第 2 列を重ね合わせて処理を繰り返す（図 6(b)）。すべての箇所を網羅するまで、以前に清

浄した箇所（列）に次列を重ね合わせることを繰り返し、最終的に表面全体が清浄されるようにする（図 6(c)）。 

 

 

ABS-A上ツール使用の実施 

 

 この章では、ABS-A スチールの文献に従来報告されているブリストルブラスティング処理の様々な見地を纏

める。これは例えば作業実施の際に作業面にユーザーがかける力や清浄性、物質除去性能、そしてアンカープ

ロファイル（表面の質感等）が含まれる。 

 

使用者加力と作業面通過率 

 図 6a で示されるように、ブリストルブラストパワーツールは機械の操作ハンドルとボディを握り、直接汚

れ面に向けてツールのブラシ部分を用いる。結果として、使用者・ツールと作業面を直接合わせることで特徴

的な洗浄と物質除去の力が生まれる。この場合、Fx,FYと Fz（図 3）の分力は図 7 に示されるように、操作者

により二つの異なった力レベルが及ぼされることが分かる。グラフの最初の平坦域は通常使用でおおよそ

13N(3lb)の平均運転力であり、二番目の平坦息はツールの深通過率で、およそ 20N(45.5lb)の平均運転力という

結果である。概してツールの通過率が上がれば、（平均）通常衝撃力も上がる。Fz は作業面にブリストルチッ

プで加圧したものであるが、面内のせん断力 Fx はほぼかかっていない。最後に、面外の力 FY は無視できる。

なぜなら図 3 で示されるツールの配置では側面方向に該当する力は生じないからである。 
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図 7 標準的な表面洗浄における垂直方向スチール面に対するブリストルブラスティングによる力の発生を測定したもの。通常

使用（グラフ中最初の平坦域）とヘビー（グラフ中二つ目の平坦域）、と 2 種類の異なったレベルの力の発生がみられた。 

 

清浄 

 図 8：上部はかなり腐食が進んだ表面、下部はブリストルブラスティング処理後の表面（レベル SP-5）であ

る。詳細な処理前と処理後面は図 8b と図 8c で比較される。 

 

 物質除去 

 工具の物質除去パフォーマンスは工具稼働中の 3 つの異なった貫通深度が示されている。0.1 インチ、0.15

インチ、0.20 インチの貫通深度で除去された部材を記録し、工具の部材除去性能は浅い貫通時は最小であるが、

最も深く貫通したところでは最大となる。同様の実験で、工具の使用年数が部材除去性能に与える影響が出て

いる。ツールの性能は 25 分の連続使用の条件下で（図 10）、さらに図 11 では 60 分の連続使用下で再評価され

る。結果の検証は一般的に、物質除去の性能は貫通深度が最も深いところで最も発揮される。また、これらの

結果は工具の使用年数により磨耗・破損し、次第に減退することが示されている。 

 

 アンカープロファイルと質感 

 図 12 では、表面質感パラミーターRz（ミクロン）は荒さを測定する機械である標準的実験装置 SC301 を使

用して測定する。報告データは工具使用後の表面に沿ってランダムに取られた 3 つの別々の測定値の平均に示

される。これらの結果は表面へのプロフィールがツールの 1 時間以上の使用率で磨耗し、劇的に落ち込むこと

を示唆している。さらに、プロファイルはツールに対し、低（0.10 インチ）、中（0.15 インチ）、高（0.20 イン

チ）のいずれの貫通深度であっても同様の結果が得られた。 
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図 8：(a)洗浄前（上部）の未処理 ABS-A テストサンプルの最初の腐食表面 (b)未処理で重度の腐食・斑腐食が見られる 

(c)腐食除去を施した後のブリストルブラストル処理表面の清浄度。 

 

 

 

図 9：ABS-A フラットパネルに 0.10 インチ、0.15 インチ、0.20 インチの異なった 3 種類の貫通深度をテストした際の新

しいブリストルブラスティングツールの物質除去効率。 

 

 図 10：ABS-A フラットパネルに、0.10 インチ、0.15 インチ、0.20 インチの 3 種類の異なった貫通深度を適用

した場合（例えば 25 分の使用率）の磨耗したブラスティングツールの物質除去効率。 
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図 11：ABS-A フラットパネルに、0.10 インチ、0.15 インチ、0.20 インチの 3 種類の異なった貫通深度を適用

した場合（例えば 60 分の使用率）の磨耗したブラスティングツールの物質除去効率。 

 

 

図 12：工具が 1 時間以上の使用率で磨耗するとして、低（0.10 インチ）、中（0.15 インチ）、高（0.20 インチ）で表面質

感 Rz を測定したもの。 

 

 

初期モデルの考察 

 

単一フィラメント衝撃 

 

 ブラシ／ワークパート衝撃を評価するための機械学に基づいたモデルを開発する前に、図 13 に示される、3

つのブラシ型、すなわち、後ろ向きに曲がったブラシ(13a)、曲がっていないまっすぐのブラシ(13b)、そして前

向きに曲がったブラシ(13c)の衝撃前の動きを検証することは有用である。それぞれのケースで、ブラシはおお

よそ 2,500rpm で反時計回りに回転し、ハイスピードカメラで撮影された球状のチップの正確な位置は 3 つと

も図 13d のようになる。3 つすべてのケースのブリストルチップの軌跡を注意深く検証してみると、ブリスト
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ルチップの最初の衝撃は表面からの離反と跳ね返りに続いており、2 回目の衝撃によって生じるものではない

ことが分かる。前向きに曲がったブラシのダイナミックな跳ね返りは非常に興味深く、接触している間はずっ

とチップと作業面間での横滑りの動きがないことを示唆している。 

 このフィラメントジオメトリー（例えば前向きに曲がったブラシ）はブリストルブラスティングツールの構

成に似ているので、衝撃と跳ね返りが硬化されたブラシの衝突力学と同様の特徴をもつと推測される。つまり、

ブラストルチップの衝撃と跳ね返りは独立した接点でのみ起こり、直後に引っ込みと逆転が起こる。図 14 は工

具の力学的特長を示す。ここでは反時計回りに 2,500 回転／分する 1 本のブラシの様子を高速デジタルカメラ

による 11 枚の連続画像を重ね合わせている。フレーム 1,2,3 ではブラシの接触前の様子がはっきり分かる。写

真 4 ではブラシが接触し、次にフレーム 5 で表面から跳ね返る。この間、ハブは回転を続け、ブラシの最終的

な軌道はフレーム 6 から 11 に見て取れる。このように、低速度撮影ではブラシの先端の接触と跳ね返りが独立

したポイントでのみおこり、ブラシが衝撃前後ずっと元の形を保つことがはっきりと分かる。結果的に、問題

要素は減り、ブラシの変形やボディへの波動伝播については検証の必要がない。

 

図 13：回転ブラシを構成する 3 つの異なったジオメトリーで、9a（後ろ向きに曲がったブラシ）、9b（曲がっていないブラシ）、

9c（前向きに曲がったブラシ）。ブリストルチップの跳ね返りとその位置をハイスピードデジタルカメラによって正確

に撮影されたものが 9d である。 

 

 

図 14：高速デジタルカメラで撮影された 1 本のブラシの連続画像で、接近（フレーム 1,2,3）、接触・腐食処理（フ

レーム 4）、それに続く逆戻り（フレーム 5）、ブラシ均衡位置への戻り（フレーム 6,7,8,9,10,11） 
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問題点の理論公式 

 

モノフィラメントの動作パターンとタイムラプス（低速度撮影）に関して行われた観察は、ブリストル（ブラ

シ先端部）の衝突プロセスを観察し、剛体力学を呼び出すための合理的な基礎を提供することができる。 

衝突時に生じる衝撃荷重を洞察するための特徴は、図 15 に示されている。 

 

 

図 15：リジッド表面（剛体面）に接触するブラシ先端の理想的な形を示す図式 

 

このブリストルブラシの理想的な幾何形態は、特性のあるインパルスを介してブリストル工具と運動方程式

の動態を解析するための基礎を形作る。つまり、一つひとつのブラシの動きが、工具の回転中にターゲットの

表面に衝撃荷重を与えていることを検証している。運動方程式の観点からみると、適切な速度の制約を使用す

ることにより、直接運動エネルギーとインパルスの差から一定の速度を得ることができる。 

 

工具の動作中の、一つひとつのブラシの運動エネルギー「T」は下記のように表すことができる。 

 

 

「M」が単一の毛の塊であり、「Kr」は、回転半径であり、「θ」は角速度を示す。 

加えて、一般化速度は で表す。さらに、ブリストルブラシの先端によって衝撃を受ける、接点「C」

のターゲット表面は(2)下記のように定義された速度を有する。 
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は、接触点のハブからベクトルであり、「ω」は角速度、 は原点の速度である。 

先に定義された運動エネルギーとブリストルの先端の速度に加えて、一般化インパルス の差は、システ

ムのために定義することができる。 

これらの定義により、一般化インパルスの差に影響を与える唯一の力は、全体の作用力 [4]. 

したがって一般化インパルスの作動は(3) 

 

インパルスの差は で求められる。 

ブリストルがターゲット面に衝撃を与え、ブラシの先端はインパルス において逆転することが示される。 

したがってブラシ先端とターゲット表面との接触点における摩耗により、インパルスの差 はアモントン＝

クーロンの法則を満たさなければならない。 

このためリバウンド前（ のとき） であり、リバウンド中（ のとき）

である。全体的なインパルスの差はこのように示される（4） 

 

このとき は通常のインパルスがブラシとターゲット表面に作用していることを表す。 

さらに、運動エネルギー、全般的なインパルスの差 は、（5）と同じである 

 

 

（4）と（5）方程式を組み合わせ、統合させると、通常のインパルスの関数として後に続く一般的な速度は（6） 

である。 
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ブラシがターゲットに衝突した瞬間に起こるブラシ先端の逆転を と認識すると、 

圧縮のための通常のインパルス は、(7a)(7b)で求められる、 

 

ブリストルブラシの力の発生から停止、リバウンドをするまでの時間の関数と同様に、圧縮インパルスは接触

力「F」の法線成分の曲線の下面積に相当する。 

 

は、Eq でのワークステートメントである。 

（8）は圧縮中である負荷を示すための力が、ブリストルブラシの先端から表面に起こっていることを示す。 

 

圧縮の間、インパルスはすべてのブラシの運動量が最初に形を変え、物質除去の最初のエネルギーに変化す

るまでブラシのスピードを遅らせる。弾性エネルギーは、処理表面上でブラシが方向転換し、跳ね返り、いく

らかのエネルギーが 塑性変形のために分散される際に多少放出される。処理表面の部分的塑性変形は硬化表面

で残留応力を引き起こす。 

 

中間集計結果と考察 

 

衝撃荷重の理論的評価 

 

前のセクションで示したように、鋼表面へのシングルブラシによる圧縮インパルスは、下記の公式で求めら

れる。 

 

圧縮時の仕事量は下記の公式で求められる。 

 

衝撃時に作業面にかかる圧縮の仕事量は一般的なブリストルパラミーターを使用して評価できる。[6]で決定さ



14 |  
©2012 by NACE International. Requests for permission to publish this manuscript in any form, in part or in whole, must be in writing to NACE 
International, Publications Division, 1440 South Creek Drive, Houston, Texas 77084. The material presented and the views expressed in this paper 
are solely those of the author(s) and are not necessarily endorsed by the Association. 

れたシングルブラシの集団 M は 0.001830lb、長さ 1.063 である。断面回転半径の数値の概算式は

、となり、ブラシの慣性モーメントはおおよそストレートワイヤーのものに近い。 

 

また、ハブはおよそ 2500rpm の速さで運転するので、ブラシの最初の角速度  は 261.80 ラジアン／秒であ

る。そのため、効果θ摩擦係数μと傾斜角を持つθは唯一の未知数として残り、これらのパラメーターの効果

を検証できる。 

 

 

 

図 16：摩擦率の機能としての圧縮中通常インパルスの研究 

 

図 17：傾斜角機能としての圧縮中の通常インパルスの研究 

 

 圧縮時の通常インパルスの傾斜角機能は増加する。これらの結果はより大きな傾斜角で作業面に衝撃を与え

たブラシ先端が結果として、処理表面でブラシから変形し、より大きな運動量となることを示している。弾性

歪みエネルギーはブラシが方向を変えたり、処理表面から跳ねたりすると運動量の形で元に戻りながら開放さ
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れ、いくらかのエネルギーが塑性変形による放熱される。従って、より大きな傾斜角度が処理表面上または表

面内において、より大きな（圧縮）残留応力を導くことが推測される。 

 逆に摩擦係数の増加は、圧縮インパルスの減少も引き起こし、予測どおり、先端と処理表面で衝撃が当たっ

た瞬間に、より多くのエネルギーがブラシ摩擦力を失う。ブラシ先端の跳ね返りはアンカープロファイルを形

成するのに必須なので、現時点では正確な摩擦力の限界が判明していないとはいえ、これは非常に大きい摩擦

力を持つ処理表面で使用すると工具の効率を落とす可能性がある。 

 

ブリストルブラスト表面の圧縮残留応力 

 

 図 18 はブリストルブラスティング処理をした ABS-A スチールにおける貫通残留応力から得られた最近の実

験結果である。これらの結果は大きな値の圧縮残留応力が表面から 200 ミクロン以上の深さで発生することが

示唆されている。測定が横方向（例：送り方向に対し垂直方向）の送り方向（例：図 6a,b,c に示されるような

縦方向の処理）に沿う形の場合には、応力の値に僅かな差異がみられる。筆者は現在理論的な衝撃荷重が図 7

中で報告した測定ツール力衝突時に発生することを関連づけるさらなる調査結果の翻訳と事実証明に取り組ん

でいるところである。 

 

図 18：ABS-S ブリストルブラスト表面の X 線回折による残留応力の統計 

 

結   論 

 

この報告書で発表している見識の骨子は、ブリストルブラスティングは ABS-A 表面処置の良法であり、完全

な処理であるということである。つまりホワイトメタル洗浄(SP-5) と許容投錨効果（60 ≤ Rz ≤ 80）は安定

的なツールの使用下において非常に高い達成率を誇る。さらに試験段階結果では、ブリストルブラスティング

運転下で発生する残留応力については顕著な圧縮残留応力が表面上、また表面下から 200 ミクロンの深さにお

いて生じることを示すということが報告されている。そのような残留応力パターンは重要な発見であり、ひび
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割れに対する耐性をあげ、疲労寿命や応力腐食割れの改善を促進できる。最後に先駆的なモデリングと算定数

値が示すところは、ツール使用時の表面上圧縮時の仕上げは一般的に洗浄工程における機械の送り速度が増加

する際、一致して記録されている圧力と反応力も増加する。この研究分野はさらなる調査の価値があり、ブリ

ストルブラスティング処理の動向の見通しにおいて有用となり得る。 

 

謝   辞 

 

プロジェクトスポンサー ドイツの Monti Werkzeuge 社の助力と激励に深謝致します。 

 

REFERENCES 

 

1. Stango, R.J.,and Khullar, P., 2009, Recently Developed Bristle Blasting Process for Corrosion Removal, 

2009 DoD Corrosion Conference, Washington, D.C. 

2. Stango, R.J., Fournelle, R.A., Martinez, J.A., and Khullar, P.,2010, Surface Preparation of Ship 

Construction Steel Via Bristle Blusting Process, NACE Corrosion Conference, San Antonio, TX.,2009, 

Paper no.13892. 

3. Stango, R.J.,2010,Bristle-blast Surface Preparation Process for Reduced Environmental 

Contamination and Improved Health/Safety Management, 18th International Oil and Gas Industry and 

Conference, OSEA, Singapore, November 30-December 3, 2010. 

4. Stronge. W.J. “Generalized Impulse and Momentum Applied to Multibody Impact with Friction.” 

Mechanics of Structures and Machines 29.2(2001): 239-260. 

5. Stronge, W.J. Impact Mechanics. Cambridge University Press.2000. 

6. Khullar, Piyush. “Development & Implementation of Novel Bristle Tool for Surface Treatment of 

Metallic Components.” Master’s Thesis. Marquette University, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

翻訳：Misaki Domjancic Tanihata 

※本資料の無断転写・転用を禁止します 


