


●巻頭言

夢のある鋼橋の塗替え塗装……………………………………………並川　賢治……… 1

●技術報告

アーチ橋上部塗替え塗装における新しい素地調整

……………………………………………………………尾㟢　清志・村田　雄典……… 2

ブラスト素地調整における残存塩分除去対策の事例紹介

……………中島　和俊・落合　盛人・五島　孝行・安波　博道・中野　正則……… 9

省工程防食材料の比較検証試験

……………………………………………石橋　正博・田中　　誠・政門　哲夫………16

●技術雑感

アメリカのブラスト事情、そして日本の現状

……………………………………………………………………………小寺　健史………22

●特別寄稿

鋼鉄道橋の塗装概要と塗装工事について

……………………………………………………………………………坂本　達朗………26

●よもやま話

苦い想い出………………………………………………………………津野　和男………32

橋塗協だより………………………………………………………………………………35

第 19 回技術発表大会報告………………………………………………………………38

会員名簿……………………………………………………………………………………39

広告…………………………………………………………………………………………42

CONTENTS� page

Vol.44
橋梁・鋼構造物塗装

2016年9月

Structure Painting

「Structure Painting」がホームページでカラー閲覧できます。

　Vol.35,…No.1（平成 19年３月発行）以降の「Structure…Painting ─橋梁・鋼構造物塗装─」が
当協会ホームページ（http://www.jasp.or.jp）で閲覧できます。



Structure Painting Vol.44 1

メンテナンス元年と位置づけられた 2013 年から 4年
目を向かえ、社会インフラの維持管理技術に関する動
向から目が離せなくなった。1980 年代初頭に「荒廃す
るアメリカ」として伝えられた橋梁の老朽化問題や
2007 年にミネソタ州で生じた橋桁落下事故は、日本国
内に社会インフラに対する警鐘を鳴らした。着々と進
められた施策により構造物の維持管理の重要性が全国
的に意識され始めたのは、2008 年に国土交通省が定め
た地方特定道路整備計画に基づき、全国の自治体が管
理する道路構造物の状態を把握し始めた頃からと思わ
れる。2013年6月の閣議決定による戦略的イノベーショ
ン創造プログラム（SIP）の創設、2014 年 4 月の高速
道路会社による大規模更新・修繕（特定更新等工事）
事業の開始、省令による 5年に一度の近接目視による
定期点検の義務付け、インフラメンテナンス国民会議
など、国が推し進める構造物を守ろうという働きかけ
により、技術者のみならず一般の方々に社会インフラ
の維持管理に関する重要性が認識され始めたことは喜
ばしい。
社会インフラの中で鋼構造物を代表する鋼橋は、軽

量で強度が強いことから、主に長大橋や都市部におい
て広く採用されてきた。その鋼橋の耐久性に関わる主
たる課題は疲労と腐食であり、これまでに様々な対策・
改善・研究が行われている。疲労き裂は、鋼材表面の
みならず溶接ルートや内部欠陥から発生するために点
検・検査・モニタリングから評価に至るまで幅広く研
究がなされ、放置すると突然に落橋する可能性がある
ことから補修・補強工事は優先的に行われている。一方、
腐食対策として鋼橋塗装は、フッ素樹脂塗料や高塗着
スプレー塗装工法をはじめとした基幹的な技術開発が
行われ、防汚・省工程・簡易・環境・長寿命などの観
点から研究は行われている。しかし、塗装の状態を把
握するための点検・調査が目視で比較的容易に行われ
ていること、塗装の劣化が構造物の不具合に直ちに結
びつかないことから、塗替え塗装の研究や工事に割り
当てられる財源・人的資源は必ずしも多くはない。さ
らに、鋼橋の塗替え塗装は、設置に労力を要する吊り
足場が必要なことから先送りされやすく、汚れや剥離・
腐食などにより状態の良くない鋼橋があちらこちらに
目立ち始めたように感じる。鋼橋塗装は、外観を美し
く保つ機能を併せ持っており、鋼橋の耐久性と景観を
維持するために、良好な塗装の状態を保つ意義は大き
い。
塗装は、白亜化・塗装の消耗・ふくれ・割れ・剥離

などの経年劣化が避けらず、定期的に塗替えが必要で

ある。しかし、狭隘で閉鎖された吊り足場内の塗替え
塗装は、古くから同様の手順・方法で行われており、
施工能率の向上が思うように進まない。パネル足場の
採用や照明器具・塗装シートの性能向上など、機器性
能の僅かな向上では補えない施工におけるハンデ
キャップが塗替え塗装の現場には存在している。人体
に有害な PCBや鉛が塗料に含有されていることが問題
視され始めてからは、特に都市部の現場において沿道
の環境保全のために足場の密閉度は高くなった。その
結果、労働者の安全確保として着用するマスクや作業
服により身動きが取りづらくなるなど、作業環境はよ
り悪化している。塗料の改良が進んでも、現場の飛来
塩分量や湿度などの状態により、初期不良の発生確率
が高くなることは昔から変わらない。このように、新
旧交えた問題が山積する塗替え塗装の現状を改善する
ことは、良好な塗装の状態を保つために必要不可欠で
ある。
水や砂塵が溜まり易く腐食環境に陥りやすい橋桁端
部などに、塩分の遮断効果が高い金属溶射が、塗装に
代わり使用されるようになってきた。弱部に優れた防
錆材料を用いるのは一つの方法であるが、弱部の程度
に応じた対処方法として塗替え塗装の可能性を選択肢
として残しておきたい。鋼橋には、腐食環境ではない
が膜厚確保の難しい弱部として、ガセットなどの二次
部材取付け部やボルト添接部が数多く存在する。この
ような弱部を部分的に塗替えられる塗装ロボットが開
発できれば、その効果として健全な塗装を活かすこと
ができ、橋梁単位での塗装の延命が見込める。すなわち、
塗替え塗装のインターバルを延ばすことができる。鋼
橋の耐久性が 100 年〜 150 年であるのなら、塗装の防
錆機能として耐久性は少なくとも 7〜 80 年欲しい。素
地と防錆層における耐久性の向上もしくは実証がなさ
れれば、旧塗膜層を残して塗り重ねる方法が本質的な
耐久性の向上として適用できる。飛来塩分の除去技術
や高湿度環境において使用できる塗料の開発は、施工
時の不具合の減少に寄与すると考えられる。
技術開発が進むと労働市場が小さくなると指摘され
ることもあるが、技術開発は、労働環境を改善すると
同時に新たな労働市場を生む契機になる。将来の社会
インフラの状態に対する関心が高いこの時期に、少子
高齢化に伴う労働者の減少に対応できる技術を準備す
ることは肝要である。そのために、基礎研究から実用
化までを見据えた、鋼橋における夢のある塗替え塗装
の研究や技術開発が進むことを願ってやまない。

巻　頭　言

夢のある鋼橋の塗替え塗装

首都高速道路株式会社

技術部長　並川賢治
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1はじめに

近年の鋼構造物塗替え工事における塗装仕様は橋梁
の長寿命化施策や LCC低減の面から、耐久性が最も優
れる鋼道路橋防食便覧 Rc-Ⅰ塗装系の適用が多くなっ
てきている。Rc-Ⅰ塗装系の素地調整はブラスト処理
（素地調整 1種）であるが、現場でブラスト処理を施す
には、大型機械設置場所の確保、研削材の飛散防止対
策、周辺への防音対策、作業足場の補強、産廃処理の
方法、作業者の安全等々の克服すべき課題が多岐にわ
たる。橋の種類別に考えてみると、構造が単純で一般
的に多く用いられる「桁橋」では、これまでの様々な
実施例等から検討し、現場に適した方法で工事を遂行
する事ができるが、道路上に複雑な鋼構造物を有する
橋、「アーチ橋」「トラス橋」「歩道橋」などでは実例が
乏しく、各現場に即した方法を発注者と協議し、適し
た方法を模索しながら進めて行くしかないのが現状で
ある。また、鉛含有塗料が塗装されている橋梁の場合
には、平成 26 年 5 月の厚労省通達に即した鉛粉じん対
策をとった素地調整作業を行う必要がある。
本技術報告では、鉛含有塗料が塗装されている「アー

チ橋」における素地調整において、NETIS 新技術に登

録されている 2つの工法を併用することにより、素地
調整 1種の品質を確保し、従来のブラスト処理による
現場での課題を改善することができた一例として報告
する。

2塗替え工事の概要

2.1　対象橋梁の概要
本塗替え工事の対象橋梁は図-1、写真-1に示すよう
に、高知県高岡郡梼原町の山間部を南北に縦断する国
道 440 号の梼原川に架かる高知県管理の親ヶ渕大橋で、
橋長 161mの鋼中路式アーチ橋＋2径間連続 RC中空床
版橋である。表-1に橋梁の諸元と本塗替え工事の概要
を示す。

2.2　橋梁の塗装履歴と劣化状況
新設時の塗装は鋼道路橋塗装便覧（平成 2年版）の
A2 塗装系（表-2）が適用され、架設時の塗装完了が
1993 年 6 月であり、図-1 に示す山間部の環境で約 22
年供用され、その間に塗替え塗装がなされていない。
塗膜劣化や発錆状況は経年劣化により特に日射や降雨
等に直接曝されるアーチ上部の上面で塗膜劣化（白亜
化による塗膜減耗）が著しく、多くの発錆が認められ

尾﨑　清志1） 村田　雄典1）

アーチ橋上部塗替え塗装における新しい素地調整

技術報告

1）株式会社尾﨑塗装工業

図-1　対象橋梁の場所 写真-1　親ヶ渕大橋
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た。アーチ側面や下面では発錆程度が少なく防錆機能
を概ね保っている状態であったが、塗膜の劣化はかな
り進行している状態であった。

2.3　塗替え塗装仕様
当初、本橋梁の塗替え塗装系は表-3に示す鋼道路橋
防食便覧（平成 26 年版）の Rc-Ⅰ塗装系で考えられて
いた。
しかし、この塗装系の素地調整がブラスト処理（素

地調整 1種）であることから、本橋梁の塗替え塗装工
事にあたっては次の課題を解決することが必要となった。
①　�河川上のアーチ橋におけるブラスト研削材の飛
散防止対策と防護工

②　厚労省通達の鉛粉じん対策
③　大型機械設置場所の確保
④　作業足場の補強
⑤　産廃処理の方法
⑥　作業者の安全

表-1　橋梁の諸元と本工事に概要

写真-2　塗替え前の腐食劣化状況

表-2　旧塗膜の塗装仕様

表-3　Rc-Ⅰ塗装系（平成 26 年版鋼道路橋防食便覧）
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特に、塗装系の下塗は JIS�K5625 の塗料品質である
ことから、シアナミド鉛が 15％以上含む塗料であり、
ブラスト処理による素地調整を施した場合、平成 26 年
5 月 30 日厚労省通達「鉛有害物を含有する塗料の剥離
やかき落とし作業における労働者の健康障害防止につ
いて」を考慮すると、鉛粉じんによる作業者の安全と
河川への鉛粉じんの飛散のリスクが懸念された。そこ
で、厚労省通達に即して安全に作業し、且つ長寿命化
策となる Rc-Ⅰ塗装系を適用するにはブラスト処理に
代わる方法を発注者と協議した。その結果、NETIS 新
技術に登録されている塗膜剥離剤とブラスト面形成動
力工具の 2 つの工法を併用して素地調整することと
なった。（表-4）また、飛散防止や防護養生の簡素化等
の視点から、防食下地から上塗塗料までのスプレー塗
装をはけ、ローラー塗りへ変更することとなった。

3工事施工状況

3.1　防護工
当初設計においては、仮設吊り足場作業床面の防護

工は、従来通りの全面板張り防護＋全面シート張り防
護であったが、過去に施した塗膜除去工の事例を踏ま

えて、本現場ではより厳重な防護対策が必要であると
の判断から、全面シート張り防護の上に重ねて全面に
厚手のポリシートを敷き詰めた。ポリシートの素材は、
アスベスト除去工事の養生等に使用する物と同等の製
品を使用した。また、吊りチェーン部に生じる小さな
すき間は、幅広のガムテープを使用して塞いだ。防護
工の状況を写真-3に示す。

3.2　素地調整
厚労省通達を遵守した鉛含有塗膜除去を行い、且つ
長寿命化策となる素地調整 1種のブラスト面を得るた
めに、工程-1 として湿潤化法である塗膜剥離剤で塗膜
除去し、その後、工程-2 としてブラスト面形成動力工
具でさびや僅かに残存する塗膜を除去し粗面形成する
素地調整 1種とする工法で施工した。
3.2.1　塗膜除去工（工程-1）
過去の施工実績により、本現場では塗膜剥離剤
NETIS 番号KK-070037-VR「ネオリバー泥パック工法」
を採用した。施工に先立ち仮設足場が概ね完成する頃
に、剥離剤メーカーによる事前調査（試験施工）を行っ
た。調査内容は、旧塗膜の種類、膜厚、はく離剤の試

表-4　本橋梁工事に適用した塗替え塗装系

写真-3　防護工の状況
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験施工等である。調査の結果、旧塗膜はA2塗装系で、
既存塗膜厚は、200〜300μm程度であった。また、試
験施工では 3種類の剥離材、「ネオリバー泥パック橋梁
用」「ネオリバー泥パック橋梁用Type1」「ネオリバー
泥パック橋梁用 Type2」を、主構上面、橋門構側面、
橋門構下面の 3 部材で実施した。試験施工した結果、
旧塗膜はどの剥離剤でも膨潤、軟化し効果を現した。
スクレーパーによる塗膜除去では下塗（鉛含有塗膜）、
中塗、上塗のほとんどの塗膜は除去できたが、長ばく
形エッチングプライマーは除去できなかった。なかで
も「ネオリバー泥パック橋梁用」が一番良く膨潤、軟
化し、剥離し易かったので、本現場ではこれを使用す
ることとした。また、塗膜剥離剤で除去できなかった
長ばく形エッチングプライマーをブラスト面形成動力
工具NETIS 番号 CG-110021-V「ブリストルブラスター
W」で処理した結果、素地調整 1種が得られることを
確認した。その試験の状況を写真-4に示す。
塗膜除去工の施工期間は 9月中旬から 11 月上旬まで

で、施工開始時期の作業時間帯の平均温度は 25℃を超
えるいわゆる夏日が続いた。高い気温での作業では、
剥離剤の浸透、膨潤、軟化は想定していた時間よりも
早く、剥離剤塗布後、塗膜内部へ浸透し、膨潤作用に
より塗膜が膜状に湿潤状態で浮き上がり、翌日にはス
クレーパー等にて容易に除去して回収することができ
た。作業終盤時期では気温の下降により若干の時間を
要したが、工程管理に影響を及ぼすほどのことはなく、

1日当たりの予定施工量をスムーズに行う事ができた。
また、剥離剤で除去した後に残存する塗膜やボルト部・
隅角部等ついてはディスクサンダーや手工具を併用し
た。
「ネオリバー橋梁用」による塗膜の膨潤軟化状況、ス
クレーパーによる膨潤軟化塗膜の除去状況および塗膜
除去後の状況を写真-5に示す。旧塗膜のシアナミド鉛
塗膜、MIO塗膜、長油性フタル酸樹脂塗膜は塗膜剥離
剤によって膨潤軟化し、スクレーパーで容易に剥がす
ことができたが、さびと長ばく形エッチングプライ
マー塗膜は塗膜剥離剤では除去されず残存した。
3.2.2　素地調整 1 種（工程-2）
この工程-2 の目的は塗膜除去した状態にある鋼材
に、写真 -5 に示すブラスト面形成動力工具「ブリスト
ルブラスターW」（写真-6）（W：ブラシ 2個のタイプで、
現行タイプの約 1.6 倍の処理能率）によりアンカープ
ロフィールを有する素地調整 1種を形成するための仕
上げ素地調整と位置づけた。従来からよく使用されて
いるディスクサンダーと異なり、ブラシが縦回転する
「ブリストルブラスターW」の使用方法について、初
めて使用する作業員は取扱いに戸惑いが少しあったが、
特別な技術を要する必要は無いので、短期間で簡単に
使用できるようになった。
ブラスト面形成動力工具で処理する前の状態は、さ
びと長ばく形エッチングプライマーで僅かにシアナミ
ド鉛ペイント塗膜が残存している状態（写真-7、8）で

写真-4　現場の旧塗膜での塗膜剥離剤とブラスト面動力工具の試験状況

（左：塗付後の養生状況、中：剥離状況、右：ブラスト面形成動力工具処理面）

写真-5　塗膜剥離剤による剥離状況（左：膨潤軟化状態、中：スクレーパー除去：右：除去後の状態）
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あった。写真-8はブラスト面形成動力工具で処理して
いる状況で、処理後の表面状態を写真-9に示す。残存
塗膜である長ばく形エッチィングプライマーが完全に
除去され、素地調整 1種の表面が得られている。素地
調整 1 種の品質は ISO�8501-1 の見本帳（B の Sa2.5）
と比較確認し、表面粗度は ISO�8501-1 の粗さコンパ
レーターで検査（写真-10）した結果、除錆度、表面粗
度とも目標とするブラスト処理面と同等であることを
確認できた。
工程-2 の作業としては次工程の有機ジンクリッチペ

イント塗布までの塗装間隔を遵守するため、基本的に

塗装作業日の午前中から仕上げ素地調整を開始し、塗
布作業を 4時間以内に終えられる範囲の施工を行った。
施工期間は塗膜剥離剤による除去後の並行作業で 9月
下旬〜11 月中旬である。試行錯誤の結果、仕上げ素地
調整の人員は 10 人程度とし、平面部は「ブリストルブ
ラスターW」を用いて 7〜8 人で作業し、ボルト部・
隅角部等はブラシ幅 23mmの現行機「ブリストルブラ
スター」を用いて 2〜3人で行い、清掃作業と有機ジン
クの塗装作業を含め 1 日当たり平均 65m2 程度であっ
た。
専用ブラシの使用数量は延べ 590 個で、1 個当たり
の施工面積は概ね 5m2 となる。専用ブラシは先端部が
消耗すると施工速度が落ちるため、付属品の砥石にて
研ぐことにより数回利用することができた。

4塗装作業

当初設計のスプレー工法により、塗料の飛散によっ
て周辺を汚染しないような十分な飛散防止対策を行う
には、大規模な防護工の補強が必要であったため、発
注者と協議の上、スプレー工法からはけ・ローラー工
法に変更した。また、梼原町は山間高地に位置し高知
県内で最も外気温の低い地域であり、12 月には塗装禁
止条件である外気温 5℃を下回る日が数日あり、工期
終盤の工程管理には力を尽くした。その結果、Rc-Ⅰ
の塗装品質を満足する塗装ができた。

写真-10　表面粗度比較板との対比

写真-8　ブリストルブラスターW作業状況 写真-9　処理面の ISO8501-1 見本帳との対比確認

写真-6　ブラスト面形成動力工具「ブリストルブラスターW」 写真-7　処理前の塗膜状態
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5工事結果と考察

本橋梁の塗替え塗装系は鋼道路橋防食便覧 Rc-Ⅰと
大きく異なることは、2.3の①〜⑥の理由により素地調
整をブラスト処理工法から塗膜剥離剤とブラスト面形
成動力工具の組合せ工法に変えたことである。この 2
つの工法を比較した結果を表-5に示す。
①　足場工、防護工
桁橋の場合、一般的には側面と床面を完全に塞いで

しまえば、橋の構造上、上空面には床版もしくは鋼床
版があり、それ自体が足場全体の屋根の役割を果たし
飛散防止対策、防護工となる。それとは異なり、道路
上に構造物を有するアーチ橋では、構造上、上空面に
は何もなく、オープンブラスト工法にて素地調整する
場合には、上空面にも足場床面積と同じ数量の強固な
骨組み足場を施さない限り、板張り防護工・シート張
り防護工は設置できない。上空面の防護工は、簡易に
シート等を単管パイプに点付け固定すれば十分だと考
える方もいるかもしれないが、実際にオープンブラス
ト工法を現場で施工したことのある同業者の意見はそ
うではなく、上空面にはしっかりとした頑丈な素材で
防護工を施す必要があるという考え方が大半である。
また、ブラスト工法の場合は大型のコンプレッサーを
設置する場所の確保とブラスト機の足場内への搬入、
設置等を考慮し足場の補強等を考慮する必要がある。

本現場で実施した素地調整の新技術は、いずれもブ
ラスト処理による粉じんを抑制することのできる技術
であるため、上空面への防護工は必要なく、設備や機
械の設置場所の確保や足場の補強や重装備な防護工の
必要がない。従って、必要な足場工・防護工を全て設
置したオープンブラスト工法に比べて、本塗替え工事
の素地調整工法は足場工・防護工費用が概ね 40％※）
の費用が削減できることになる。（※当該現場において
の比較値）
②　機械工具・設備等
本工事で適用した素地調整工法はコンプレッサー等
の大型機械設備は必要なく、また設置する場所もいら
ない。必要なのは塗膜除去剤を塗布するはけ・ローラー
や、手作業による電動工具等である。従って、機械設
備のリース料金は、オープンブラスト工法と比べ 80％
は削減ができた。しかし、新たに新技術の機械である
ブリストルブラスターを購入する費用が発生した。
また、オープンブラスト工法の場合、作業現場内は
防護工により暗闇になり、照明設備が必須となる。今
回の素地調整工法では、端部等の施工時以外は照明設
備が不要であった。
③　服装、防具
本工事で適用した素地調整工法の服装、保護具は、
ブラスト工法のようなヘルメット防塵面やエアーライ
ンマスクや厚手つなぎ等の厳重な装備は不要であり、

表-5　オープンブラスト工法と塗膜除去＋ブラスト面形成動力工具処理工法の比較
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服装や防具による費用および作業効率の低下も抑えら
れた。
④　産業廃棄物
国交省積算基準ではブラスト研削材の量は標準必要

量 40kg/m2 を見込んでおり、塗装面積の 3000m2 をブ
ラストすると概ね 120ton が必要である。運搬するため
に大型車両の運搬費が別途必要となり、また回収した
研掃材の処分場まで運搬費も別途計上することになる。
塗膜剥離剤「ネオリバー橋梁用」は 198 缶 ×16kg＝
3168kg 使用し、ブリストルブラスターの専用ブラシ
は、590 枚使用した。本工事の素地調整工法では、運
搬費及び処分費が大幅に削減できた。
また、産廃物の点から素地調整工法をみてみると、

ブラスト工法は約 120ton を超える量の産廃物が試算さ
れるのに対して、本工事の素地調整工法で発生した塗
膜廃棄物は 4.4ton であった。この塗膜産廃物を調査し
た結果、鉛の含有量が 0.3mg/L 以上であり、特別管理
産業廃棄物となり、高知県では処分できず、岡山県の
処分場まで運搬してから処分した。
この結果、本現場では単純計算してもブラスト工法

と比べて、約 27 分の 1に産廃物量を抑えることができ
た。処分費用・運搬費用を考えると本工事の素地調整
工法はブラスト工法に比べて非常に有益と言える。
⑤　人役
ブラスト工法で実際に施工すると、ブラストマシン

1台につき、1班 3人体制とし、ブラストマシン 2台で、
3000m2 を施工したと想定した場合には、表 -5 に示す
とおり延べ 350 人が想定される。今回の素地調整工法
では、実際に延べ 760 人の人役を要した。よって人役

については倍以上かかる。この工法で実際に施工する
際には、施工規模にもよるが、ある程度の人員確保と、
ブリストルブラスターの台数の確保が必要である。

工期について
現場気象条件の調査、塗膜除去工の試験施工、ブリ
ストルブラスターの必要台数、人員体制、工程管理、
品質管理等々の検討すべき様々な事項に対し、試行錯
誤しながらより良い方法を決定し、十分な事前準備が
できた結果、当初設定工期内に竣工することができた。

6まとめ

本工事の橋梁はアーチ橋で鉛含有塗料が塗装されて
いたため、素地調整作業の際の鉛粉じんによる作業者
の安全と河川への鉛粉じん飛散のリスクの回避、およ
び長寿命化策となるRc-Ⅰ塗装系の適用が課題となり、
発注者である高知県須崎土木事務所と協議し、これら
の課題を解決する新しい素地調整工法（湿潤化法であ
る塗膜剥離剤による鉛含有塗膜の除去＋ブラスト面形
成動力工具による素地調整 1種の表面品質の確保）を
試みた。その結果、作業者の安全や飛散防止が確保さ
れ、且つ素地調整 1 種の品質が確保され、Rc-Ⅰ塗装
系の塗料を塗装することができた。
本橋梁と同様な課題（鉛粉じんとブラスト適用の課
題）がある全国のアーチ橋、トラス橋や歩道橋等の塗
替え塗装において、本工事で適用した新しい素地調整
工法が適用されることを期待したい。また、本工事で
の課題については次回以降の工事において改善を試み
たい。

謝辞：��本塗替え塗装工事の計画や遂行に際してご助言をいただいた高知県須崎土木事務所の方々、試験施工に際してご協力いただ
いた三彩化工㈱の堀内様、G−TOOL㈱の辻様に感謝いたします。
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編 集 後 記

橋梁塗装に総合評価入札方式が試行・導入されて久しく、その間橋梁塗装業界は縮小の一途をたどり
ました。
総合評価入札方式は評価点と価格点の合計で落札者が決まりますが、評価点がトップの企業にほぼ落
札する入札方式です。
それは受注意欲のある入札参加者が最低制限価格ギリギリの金額で入札するために、価格点では差が
つかずに評価点の差がそのまま入札結果になるからです。
もう一つの問題点として評価点を付ける評価項目は、総合評価入札方式になる直前に施工実績を付け
た業者が圧倒的に有利なことです。
評価項目が入札公示日の 2〜 5年前の施工実績を評価する項目が多く、しばらく受注機会が無かった
業者には評価点が付きません。
したがって評価点の低い業者は入札に参加しなくなりました。
よって受注の機会が得られない業者は官公庁の橋梁塗装から撤退していった経緯があります。
この入札方式を全て否定している訳ではありませんし、良い工事成績を目指して良い品質の工事を安
全に完了することに努力を惜しみませんが、総合評価入札方式の試行直前に施工実績を付けた一部の業
者に落札者が集中し、自由競争を制限する結果となった現状を発注者には問題視して頂きたい。
� （M．T）

   一般社団法人日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会

会　長

　奈良間　力
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