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国内には、高度経済成長期に建設され近いうちに 50 年が経過する橋梁などの鋼構造
物が数多くあります。鋼構造物の長寿命化を図る目的で開発したチタン箔防食システ
ムにより、老齢化した塗膜が 30 年程度は塗り替えが不要な強固な防食仕様へと生ま

れ変わります。

塗装後 5年経過。
施工部に異常は見られません。

橋梁の腐食の多くは、塗料が付きにくく防食性能を十分に発
揮できる膜厚に至らない鋼材端部などに発生します（図 1）。
チタン箔防食システムは、この鋼材端部などにチタン箔シート
を貼ることで水分や塩分などの腐食要因を遮断し、その上に当
社が誇るふっ素樹脂塗料を塗装することにより長期防食を可能
にする工法です（図 2）。

腐食の激しい鋼材端部に比べ、平面部には
腐食が無く、塗膜も健全な状態を維持して
います。

本システムは橋梁のみでなく電力・ガス設備、各種プラント、
港湾設備など、さまざまな鋼構造物にも適用いただけます。また、
腐食部分の補修だけでなく新規建造の際に使用すると、長期防
食塗装仕様の耐用年数を十分に活かすことが可能になります。
チタン箔防食システムは、ライフサイクルコストを低減すると
ともに架け替え・建替えに比べ地球資源の節約に貢献します。

【端部】
膜厚不足

【平面部】
規定膜厚

防食塗膜 チタン箔

端部は腐食因子が
侵入しやすい。

腐食因子が侵入しやすい端部を
チタン箔でコート

腐食因子が侵入
しにくい。

鋼　材

防食塗膜

鋼　材

（図 1）従来の防食仕様 （図 2）チタン箔防食システム

鋼材端部の断面図

標準塗装仕様

鋼構造物の長寿命化による　　　　　　
地球資源の節約とライフサイクルコストの低減に

（ ）内は膜厚、使用量

　　

素地調整

防食下地

不陸調整（孔食部分のみ）

チタン箔シート

チタン用
プライマー

中塗り

上塗り

ブラスト処理 ISO Sa 2 1/2

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗
フロ－レックス上塗 MS （25μm、 120g/㎡）

下塗り

チタン箔シート適用部 チタン箔シート非適用部

チタン箔シート貼り付け
（NTAC-Tiシート） 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

ユニバン MS
（120μm、 240g/㎡ ×2）

有機ジンクリッチペイント
エピコンジンク HB-2 （75μm、 600g/㎡）
超厚膜形エポキシ樹脂塗料下塗
エピコン HB-1000

チタン箔専用プライマー　
CMPチタンプライマー
（30μm、130g/㎡）

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗
フローレックス中塗 EP MS （30μm、 140g/㎡）
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① 素地調整
② 防食下地
④ チタン箔シート
⑤ チタン用プライマー
⑥ 中塗り
⑦ 上塗り

③ 不陸調整

④ 下塗り
　（チタン箔非適用部）
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腐食しやすい鋼材端部を長期防食

鋼材端部

橋桁端部の劣化 チタン箔シート
（NTAC-Ti シート）

チタン箔の貼り付け 及び
CMPチタンプライマー塗装
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素地調整 防食下地塗装
（エピコンジンク HB-2） チタン箔シート貼付け

チタン箔専用プライマー塗装
（CMPチタンプライマー）

中塗り
（フローレックス中塗 EP MS）

上塗り
（フロ－レックス上塗 MS）

塗膜が薄くなる鋼材端部は、他の部位より
も早期の塗膜劣化や鋼材腐食が起こりやす
く、鋼構造物の耐用年数を低下させる一因
となります。

施工前

施工後の写真は表紙をご覧ください。

補 修

主な塗装工程
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チタン箔シート貼り付け
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エピコンプライマー HB
（120μm、 540g/㎡ ）

無機ジンクリッチペイント
ガルボン S-HB ID （75μm、 600g/㎡）
エポキシ樹脂塗料下塗
エピコンプライマーHB

チタン箔専用プライマー　
CMPチタンプライマー
（30μm、130g/㎡）

ふっ素樹脂塗料用中塗
フローレックス中塗 EP （30μm、 170g/㎡）
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① 素地調整
② 防食下地
③ ミストコート
④ チタン箔シート
⑤ チタン用プライマー
⑥ 中塗り
⑦ 上塗り

④ 下塗り
　（チタン箔非適用部）
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※孔食部分には工程③として「不陸調整」が必要です。
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