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第7章A 
 

ステンレス鉄筋の構造用途 
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鋼種選定を間違えると 
大きな問題になる場合がある 

211 



212 



Turcot highway interchange（ターコット高速道路インターチェンジ、モントリ
オール,カナダ）の腐食 
 1966年に建設されたDearie（デカリエ＝南北）とVille Marie（ビル・マリ＝東西）

２本の高速道路のインターチェンジ 

 １日の交通量は300,000台以上 

 鉄筋コンクリート製だが今日では除氷岩塩により著しく腐食している。 
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建て替えが必要となる 

• 常時監視し、修理を行っているにもかかわらず、取り外すか部分的な建
て替えが必要となる 

  ― 現在までのコスト概算：30億ドル 

  ― 2018年の建て替えまでにさらに2億5400万ドルが必要となる。 

• この建造物の耐用年数はわずか50年しかない。 
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正しい鋼種選定は 
賢明な長期投資となる 
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Progresso Pier（プログレッソ桟橋） 
(1/3) 

ステンレスを使った
サスティナブルな
土木工事： 

メキシコのProgresso（プログレッソ）で1970年に桟橋が
一基建造された。 
海洋環境のため普通鋼は腐食、桟橋は崩壊した。 
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The Progreso Pier（プログレッソ桟橋）  
(2/3) 

隣接の桟橋は1937-1941年にステンレス鉄筋を使って
建造されていた。 

ステンレスを使った
サスティナブルな
土木工事： 
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The Progreso Pier（プログレッソ桟橋）  
(3/3) 

それ以後、この隣接桟橋はメンテ無しで新設同様の状
態を保持している。 

ステンレスを使った
サスティナブルな
土木工事： 
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主要な土木建造物は現在では 
100年以上の耐用年数が必要とされる 
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Haynes Inlet Slough Bridge 
（ヘインズ・インレット・スラウ橋, 米国オレゴン州, 2004) 

デッキ部に400トンのステンレス鉄筋
を使った珍しいアーチ蝶番の橋。 
長さ230mのヘインズ・インレット・スラ

ウにかかる橋はメンテナンス無しで
120年は持つと考えられている。ステ

ンレスは材料としては普通の鉄鋼よ
りはるかに高価だが、橋のライフ・サ
イクル・コストは大幅に削減される。 
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Broadmeadow Bridge 
（ブロードメドウ橋, アイルランド ダブリン, 2003) 

105トンのステンレス鉄筋を橋脚や欄干に使って新しく作られた河口を跨ぐ橋 
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Hong Kong- Zhuhai- Macau Bridge 
(香港―珠海―マカオ橋, 2009年着工, 2015年竣工の予定） 

著名な香港―珠海―マカオを結ぶ海上路は世界最大のプロジェクトの一つ
である。要求される耐用年数はメンテナンス無しで120年。従って、橋脚の重
要な部分―主に飛沫帯―にはステンレス鉄筋が指定されている。最終的に
は15,000トンのステンレスが使用される予定。 
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ダムの修理 
Bayonne（バイヨンヌ, フランス） 

 

航空写真 

港への入り口を保護するために
1960年代に建てられたダム 
 
海側の方が高く40トンのブロックで
保護されているが、嵐で傷むので
取り替えの必要がある。 
 
川側では幅7ｍのプラットフォーム
から大型クレーンでブロックを持ち
上げられるようになっている。 

デッキと壁の割れ目は修理の必要がある。 
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護岸修理 
Bayonne（バイヨンヌ, フランス） 
 

護岸部断面図 

プラットフォームと護岸はリー
ン二相鋼(EN1.4362) で補強さ
れた。 

修理中の護岸 2014年の初めに強風に見舞われたダム 
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ステンレス鉄筋を検討すべき場合： 
腐食環境： 
・海水環境、それ以上に熱い気候地域での 
  ―橋梁 
  ―桟橋 
  ―岸壁 
  ―街頭柱や手すりのアンカー 
  ―護岸 
  ―その他 
・除氷岩塩を使用する環境での 
  ―橋梁 
  ―陸橋やインターチェンジ 
  ―駐車場 
・廃水処理タンク 
・淡水化プラント 
・耐用年数の長い建造物 
  ―歴史的建造物の修復 
  ―核廃棄物貯蔵 
・使用状態が不明な環境で 
  ―検査が不可能 
  ―修理がほとんど不可能か非常に高価となる場合 
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ステンレス鉄筋と他の材料との比較 
   

利点 
 

 
欠点 

エポクシ被覆 初期コストが安価 ・曲げると割れる 
・据付けの際に傷つけないよう取扱いに注意を要する 

亜鉛被覆 初期コストが安価 ・曲げると割れる 
・ZnはFeより短期間で腐食し、Znが腐食すると耐食性が無くなる 

FRP 初期コストが安価 ・曲げると割れる 
・厳しい冬期には耐熱性や耐衝撃性がなくなる 
・鉄鋼ほど堅固ではない 
・耐用年数経過後の処分も考えておく必要がある 

カソード被覆 初期コストが安価 ・全般的保護のためデザインに注意する必要がある 
・適切な電気接続が確保できるよう据付けの際にも注意を要する 
・恒久的な電流原（監視とメンテナンスが必要）か監視または取り替 
 えを要する犠牲アノードが必要となる 

膜 初期コストが安価？ ・据付けに注意が必要 
・長期使用の場合の性能に疑問がある 
・水平面に限定される 

ステンレス LCCが安価 
・普通鋼と似た設計が可能 
・普通鋼・ステンレスの組み合わせ補
強が効果的 

・据付けが簡単 
・メンテナンス不要 
・耐用年数に限度がない 
・コンクリート被覆を薄くできる 
・耐火性にも優れている 
・100%リサイクル可能 

・初期コストが高い 
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