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橋梁用アルミニウム亜鉛合金めっき鋼線の耐食性
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Abstract
A new technology has been developed for high strength bridge wires: steel wires are coated with an
aluminium (Al) and zinc (Zn) alloy. It is expected that the bridge wires coated with Al-Zn have better corrosion
resistance than the Zn coated ones. The steel wire with a diameter of 5mm coated with Al (10%) and Zn alloy is
produced and corrosion acceleration tests have been conducted. The steel wires are kept under three different
corrosive environments: kept at a relative humidity (RH) of 60%, at a RH of 100%, and wrapped with wet gauze
(wet condition). The wire specimens are kept in the thermo-hygrostat at 40 o C for five months. The mass loss due
to corrosion under RH=60% and 100% is much smaller than that wet condition. The mass loss of the Al-Zn
coated wires under the wet condition shows much smaller mass loss than that of Zn coated wires.
Keywords: Corrosion, Aluminium-zinc Alloy Wires, Resistance

1．はじめに
吊橋や斜張橋などの吊り形式橋梁ではケーブルは命綱
であり，最も重要な構造要素である．しかし，ケーブル
は厳しい腐食環境にさらされる場合が多く，国内外の吊
り形式橋梁において吊橋の主ケーブルやハンガーロープ
および斜張橋のケーブルが腐食した事例，さらには破断

具体的には，アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼線および
亜鉛めっき鋼線の両者を，3 つの異なる環境条件下で 5
ヶ月間の腐食促進試験を実施した．そして，試験鋼線の
腐食外観の観察，腐食による質量変化量，光学顕微鏡に
よる腐食断面の調査，腐食試験体の EPMA (Electron Probe
Micro Analyzer) による構成元素分析によりアルミニウ
ム・亜鉛合金めっきの有効性を明らかにした．

した事例が報告されている 1)-8) ．

2．アルミニウム亜鉛合金めっき鋼線

橋梁用ケーブルは多数の高強度鋼線で構成されており，
腐食しやすい弱点を有する．そのため，通常，鋼線には
亜鉛めっきが施され，耐食性の向上を図っている．しか
し，前述した腐食・破断事例を見ると，亜鉛めっきのみ
では不十分なケースがあると考えられ 1)-8) ，さらに有効な
防錆対策が必要である．
鋼板に対しては亜鉛めっきする方法に加えて，アルミ
ニウム(Al)と亜鉛(Zn)の合金をめっきする方法が開発さ
れている．過去の研究によれば，耐食性能はアルミニウ
ムと亜鉛の割合の影響を受け，ある条件下ではアルミニ
ウ ム亜 鉛合 金 (Al-Zn)めっき 鋼板が亜鉛 め っきよりも 優
れることを明らかにしている 9) ．一方，高強度鋼線にア
ルミニウム・亜鉛合金めっきを適用した研究はこれまで
国内外ともに実施されていない．
本研究では，アルミニウム (含有量 10%)・亜鉛 (含有
量 90%) 合金めっきした高強度鋼線を試作し，その防食
特性を亜鉛めっき鋼線と比較することにより検証した．
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まず，アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板に関する既
往の研究を述べる．Fig.1 に，異なる環境下に 5 年間暴
露された鋼板の腐食厚さおよびアルミニウム含有率との
関係を示す 9) ．最も厳しい腐食環境にある海洋環境条件
下では，アルミニウム含有率が 0% の時，すなわち亜鉛
のみでめっきされた場合に，腐食厚さは一番高く，アル
ミニウム含有率が 7% までは腐食厚さは減少するが，そ
こから 20% まで逆に増加し，それ以降はアルミニウム
含有率の増加に伴い腐食厚さは減少する．工業環境も厳
しい腐食環境であるが，この条件下での腐食厚さは海洋
環境条件よりはやや小さいが，アルミニウム含有率と腐
食厚さの傾向はほとんど同じである．一方，低腐食環境
にある田園環境条件下では，腐食厚さは工業環境条件よ
りもさらに小さい．また，アルミニウム含有量が約 17%
までは腐食厚さが増加し，それ以降は減少傾向にあり，
他の２環境とは異なる．
めっき処理は，アルミニウムおよび亜鉛を浴槽にて高
温で溶解し，鋼線をこの溶融槽をくぐらせてめっきする．
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Fig.2 Wire specimens before corrosion tests

Fig.1 Rate of Aluminium versus corroded thickness
Table 1 Test specimens

Symbol

Coating

Al-a-0
Al-a-1
Al-b-0
Al-b-1
Al-c-0
Al-c-1
Z-a-0
Z-a-1
Z-b-0
Z-b-1
Z-c-0
Z-c-1

Al-Zn
Al-Zn
Al-Zn
Al-Zn
Al-Zn
Al-Zn
Zn
Zn
Zn
Zn
Zn
Zn

Corrosion
Environment
RH=60%
RH=60%
RH=100%
RH=100%
Wet Condition
Wet Condition
RH=60%
RH=60%
RH=100%
RH=100%
Wet Condition
Wet Condition

アルミニウム含有率が高いほど，高い溶解温度が必要と
なる．一方，高温は高強度鋼線の機械的性質に悪影響を
及ぼすため，アルミニウム含有率は防食性能の向上だけ
でなく，溶解温度も考慮しなければならない．本研究で
は，通常の亜鉛めっき鋼線の溶解温度 460o C を採用し，
この温度で溶解可能であるアルミニウム含有率 10% ，
亜鉛含有率 90%と決定した．
実験用試験体は，アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼線
お よ び 亜 鉛 め っ き 鋼 線 と も に 直 径 5.0mm ， 引 張 強 度
1,665MPa の鋼線を用いた．また，アルミニウム・亜鉛 合
金めっきは 331 g/m2 を付着させた．これは，めっき厚さ
50μm に相当する．これらの仕様は実際に橋梁ケーブル
に用いられているものと同一である．Fig.2 に，アルミニ
ウム・亜鉛合金めっき鋼線および亜鉛めっき鋼線の腐食
促進試験前の外観を示す．１本の試験体長はすべて
160mm とした．両者の外観には大きな差異はない．

3．鋼線の腐食促進方法
本章では，腐食促進方法の詳細について述べる．試験
体の一覧を Table 1 に示す．試験体は，めっきの種類によ
りアルミニウム・亜鉛合金めっき鋼線および亜鉛めっき
鋼線に分類し，腐食環境は 3 つの異なる環境に分類し，
さらに塩分の有無によっても分類する．

NaCl
0.1 (g/m2)
0.1 (g/m2)
0.01 (%)
0.1 (g/m2)
0.1 (g/m2)
0.01 (%)

3 つの異なる環境は，腐食環境-(a)：相対湿度 60% RH，
腐食環境- (b)：相対湿度 100% RH，そして腐食環境- (c)：
湿ったガーゼ巻き（湿潤状態）とした．腐食環境- (a) は
比較的軽度な環境，腐食環境- (b) は飽和湿度状態である
が湿ってはいない環境，腐食環境- (c) は湿ったガーゼを
めっき鋼線に巻きつけ，常時湿った状態を保持する環境
である．
既往の吊橋ケーブルの腐食環境を調査研究により，ケ
ーブル内部全体は高温多湿になっており，ケーブル下部
は滞留水に浸かった状態，側面は常に湿った状態，上面
は日射の影響で乾燥湿潤が繰り返される状態にあること
が見出されている 10)-19)．そして，とくに主ケーブル側面
の鋼線の腐食が著しかった．それは，腐食には水と酸素
が必要であるが，側面ではこれらが十分に供給される最
も厳しい腐食環境にあるためである．そして，その状態
をシミュレーションするために，めっき鋼線に湿ったガ
ーゼを巻きつけ高温下に置いて，水と酸素を十分に供給
させる厳しい腐食促進方法である．この腐食促進方法は，
実橋で形成される腐食環境を再現しており，その腐食形
態は実ケーブルの腐食形態に類似していることが過去の
研究で明らかにされている 10)-19) ．
また，塩分が鋼材腐食を促進することは一般に知られ
ている．したがって，試験体に塩化ナトリウム（NaCl）
付着の有無についても検討した．付着量は海洋環境での
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a) RH=60%

b) RH=100%

c) Wrapped with wet gauze

Fig.3 Three corrosion environments

Fig.4 thermo-hygrostat (Left: Outside, Right: Inside)
レベルを想定し，腐食環境- (a) 相対湿度 60% RH および
腐食環境- (b) 相対湿度 100% RH の腐食環境下において
は濃度 0.33%塩化ナトリウム溶液を試験体に噴霧するこ
とにより 0.1g/m2 を付着し，腐食環境- (c) 湿ったガーゼ
巻き（湿潤状態）による腐食環境下においては湿ったガ
ーゼに濃度 0.01%塩化ナトリウム溶液を噴霧した．これ
らの付着量の根拠としては，一般に海浜環境で構造物に
塗装する前に付着塩分測定し，0.05g/m2 以下になること
を確認することが規定されているため直接鋼線表面への
付着させる腐食環境- (a) と腐食環境- (b)では 0.1g/m 2 と
した．また，湿潤状態を再現する腐食環境- (c) のガーゼ
巻き塩分濃度に関しては，実際の吊橋ケーブル内部に滞
留していた水分の塩分濃度が 0.01%であったため 5),6) ，こ
の数値を選択した．なお，Table 1 における試験体の記号
は，最初の文字がめっきの種類（アルミニウム亜鉛：Al，
亜鉛：Z），２番目の文字が腐食環境（a, b, c），３番目の
数字が塩分付加の有無（無：0，有：1）を示している．
試験体は全て，腐食を促進させるため相対湿度 60%，
温度 40oC に設定された恒温恒湿装置内に 5 カ月間保持
した．腐食環境-(a) の試験体は，プラスチックの箱内に
蓋を開けたまま配置した（Fig.3 (a)，Fig.4）．腐食環境-(b)
の試験体は，プラスチックの箱内に蓋をして配置した．
箱 内 に は， 水 で満 た さ れ た 小 さ な 箱 を 置 き 相 対 湿度 が
100% が保持される状態を作った（Fig.3 (b)）．腐食環境
-(c) の試験体は，湿らせたガーゼで巻き付け箱内に蓋を
して配置した（Fig.3 (c) ）．恒温恒湿装置内の温度およ
び相対湿度は装置表示のみでなく，内部に温度湿度計を
入れ，その値を毎週１回チェックして，所定の相対湿度
と温度であることを確認した．また，ガーゼが乾いた場
合には水分を散布することを計画していたが，実際には
5 カ月間ガーゼは湿ったままであった．

腐食環境グループごとに試験体は 9 本ずつ配置し，腐
食促進試験前にすべての試験体の質量を測定した．そし
て，1 ヶ月後に各腐食環境下から試験体を 3 本ずつ取り
出し，3 ヶ月後に他の 3 本，5 ヶ月後に最後の 3 本を取り
出した．腐食促進装置から試験体を取り出した時，それ
らを写真撮影し，腐食生成物を試験体表面から取り除い
てから質量を測定した．腐食生成物の除去は台所用金属
スポンジを用い，めっきや地鉄部を傷つけないよう，ま
た試験体ごとに除去程度に差異がないよう注意して実施
した．なお，恒温恒湿装置は東海大学構造解析室に常置
し，実験準備・実施・測定結果のまとめは第一著者が実
施した．

4．腐食促進試験結果
本章では，腐食促進結果について述べる．Fig.5 は，試
験体 Al-a-1 および Z-a-1 (RH=60%, NaCl=0.1g/m2 ) に関し
て腐食促進試験が開始されてから 1 ヶ月，3 ヶ月および 5
ヶ 月 経 過 し た 試 験 体 の 外 観 を 示 す ． Fig.6 は ， 試 験 体
Al-b-1 および Z-b-1 (RH=100%, NaCl=0.1g/m2) に関する
同様の外観を示す．試験体は全てほぼ健全とみなされる
状態であり，アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼線と亜鉛
めっき鋼線に差異は見られない．なお，Fig.6 の試験体
表面の付着物はめっきの腐食生成物もしくは NaCl であ
ると推定される．
Fig.7 は，試験体 Al-c-1 および試験体 Z-c-1 (湿潤ガー
ゼ巻き) における試験体の外観を示す．亜鉛めっき鋼線
に関しては，1 ヶ月後では半分以上の表面が白い亜鉛の
腐食生成物に覆われ，しかも鉄錆が部分的に見られる．3
ヶ月後ではほとんどの表面が白い亜鉛の腐食生成物に覆
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Fig.5 Appearance of wire specimens with RH=60%, NaCl＝0.1g/m2
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Fig.6 Appearance of wire specimens with RH=100%, NaCl＝0.1g/m2
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Fig.7 Appearance of with wire specimens wrapped with wet gauze with NaCl＝0.01%
われ，鉄錆も進行している．5 ヶ月後では，この状況が
悪化し，鉄錆が深く広くなっている．
アルミニウム亜鉛合金めっき鋼線に関しては，1 ヶ月
後では 2 割程度の表面に白い亜鉛の腐食生成物が見られ
る．3 ヶ月後では，7 割程度の表面に白い亜鉛の腐食生成
物が見られる．5 ヶ月後では，ほぼ全面が白い亜鉛の腐
食生成物に覆われているが，鉄錆の発生は見られない．
これらの外観観察により，相対湿度が 100%以下であ
れば，実橋の腐食環境レベルの塩分が付着していても，
従来の亜鉛めっき鋼線および新型のアルミニウム・亜鉛
合金めっき鋼線のいずれも十分な耐食性を有する．しか
し，厳しい腐食環境である常時湿潤環境では，アルミニ
ウム・亜鉛合金めっき鋼線が亜鉛めっき鋼線より優れて
いることを見出した．
Fig.8 から Fig.13 に，腐食により減少した試験体の質量
の変化を示す．すなわち，試験体の腐食生成物を取り除
いた後の質量を初期の試験体質量から差し引いて算出し
た腐食質量である．
Fig.8 は腐食環境-(a)（RH=60%）の試験体を，Fig.9 は
腐食環境-(a) で塩分付着の試験体を示す．いずれの図に
もアルミニウム・亜鉛合金めっき試験体と亜鉛めっき試
験体の両者を表示している．なお，各ポイントは 3 つの
試験体質量の平均である．両試験体とも腐食による質量

減少は小さい．ただし，アルミニウム亜鉛合金めっき試
験体の質量は全く変化していない．また，亜鉛めっき試
験体の質量が負の値，すなわちわずかながら質量増加に
なっている場合があるが，これは腐食生成物（酸化物）
を完全に除去できなかったためである．
Fig.10 は腐食環境-(b)（RH=100%）の試験体を，Fig.11
は腐食環境-(b) で塩分付着の試験体を示す．いずれの図
にもアルミニウム亜鉛合金めっき試験体と亜鉛めっき試
験体の両者を表示している．なお，各ポイントは 3 つの
試験体質量の平均である．両試験体とも腐食による質量
減少は小さい．アルミニウム・亜鉛合金めっき試験体の
質量はほとんど変化していないが，Fig.11 の 90 日目で若
干増加している．
Fig.12 は腐食環境-(c)（湿潤ガーゼ巻き）の試験体を，
Fig.13 は腐食環境-(c) で塩分付着の試験体を示す．いず
れの図にもアルミニウム・亜鉛合金めっき試験体と亜鉛
めっき試験体の両者を表示している．なお，各ポイント
は 3 つの試験体質量の平均である．まず，腐食による質
量減少が腐食環境-(a) および腐食環境-(b) に比べて非常
に大きい．Fig.12 によれば，アルミニウム・亜鉛合金め
っき鋼線の腐食減少質量は亜鉛めっき鋼線の 0.45-0.7 程
度である．また，Fig.13 によれば，アルミニウム亜鉛合
金めっき鋼線の腐食減少質量は亜鉛めっき鋼線の 0.4 程
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Fig.11 RH=100%, NaCl=0.1g/m2 (Al-b-1, Z-b-1)
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Fig.12 Wrapped with wet gauze (Al-c-0, Z-c-0)

Fig.13 Wrapped with wet gauze, NaCl=0.01% (Al-c-1, Z-c-1)

度である．また，Fig.12 と Fig.13 を比較すると，塩化ナ
トリウムを付着させた鋼線は付着させてない鋼線に比べ
て約 1.5-2.0 倍程度大きい．
以上の腐食による質量減少の分析結果は，前述した外
観観察結果と符合しており，相対湿度が 100%以下であ
れば，塩分が付着していても，亜鉛めっき鋼線およびア
ルミニウム・亜鉛合金めっき鋼線のいずれも十分な耐食
性を有するが，湿潤環境ではアルミニウム亜鉛合金めっ

き鋼線が亜鉛めっき鋼線より優れている．
めっき層が消費される腐食速度に関して考察する．
Fig.11 の RH=100%（塩分付着有り）においては，亜鉛め
っきおよびアルミニウム亜鉛合金めっき鋼線とも大差な
く，腐食速度は約 13.2g/m2 であり，331g/m2 のめっき層
が消費されるまでの期間，すなわち寿命は約 25.1 年であ
る．Fig.13 の湿潤状態（塩分付着有り）では，亜鉛めっ
き鋼線の腐食速度は約 389g/m2 ，寿命は約 0.85 年であり，
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(a)

(c)

(b)

(d)

(e)

(f)

(g)

Fig.14 Appearance, cross section by an optical microscope and EPMA analysis of the zinc coated wire
(Wire specimen Zn-c-1 with NaCl)
アルミニウム亜鉛合金めっき鋼線は約 144g/m2 ，寿命は
約 2.3 年である．通常の亜鉛めっき鋼板の海浜環境にお
ける腐食速度は約 13g/m2 と言われており，これに比べる
と今回の腐食速度は極めて大きい．これは，40 oC の高温
状態に保持された腐食促進試験結果であるためであるが，
湿潤試験が厳しい腐食を示すこと，アルミニウム亜鉛合
金めっき鋼線が亜鉛めっき鋼線より優れていることが明
らかである．

5．腐食した鋼線の調査結果
本章では，5 ヶ月後の腐食環境-c の試験体 (Z-c-1 およ
び Al-c-1) に関して，光学顕微鏡により断面を調査した．
さらに，構成元素の分布を EPMA (Electron Probe Micro
Analyzer) により分析した．本調査は日鐵テクノリサー
チ㈱（川崎市高津区）所有の装置を用いて実施した．
Fig.14 は，腐食環境-c (湿潤ガーゼ巻き，塩分付着，
Z-c-1) の 5 ヶ月後における亜鉛めっき鋼線の結果を示す．
(a) は腐食した鋼線の外観を示し，(b) は (a)の四角で囲
んだ腐食部分の拡大図を示す．鋼線の一部に激しい鉄錆

が見られる．(c) は鋼線を長手方向に半割した後，断面
を研磨して光学顕微鏡で撮影したものである．亜鉛層は
右半分に残っているが，左部分では鉄層まで深く腐食し
ている．また，残存している亜鉛層は体積膨張し，粗く
て緻密でない様子が見られる．(d)-(g)は EPMA の分析結
果である．(d) は酸素 (O)の分布を示すが，腐食物は酸
化物であるため，これは腐食部分に対応している．なお，
腐食の進み具合は緑，青，黄，赤の順に進行度が深いこ
とを意味している．すなわち，左部分に激しい腐食がみ
られる．(e) は鉄 (Fe) の分布を示しており，左部分に赤
色と黄色の激しい腐食が見られ，これは酸素の分布と符
合している．(f) は亜鉛 (Zn) の分布を示しているが，鉄
の激しい腐食部分とは異なり，右側に腐食が見られる．
これは，鉄錆部では亜鉛がすでに消耗されているためで
ある．(g) は塩素 (Cl) を示すが，亜鉛と鉄間の腐食部分
の境界部に分布する．
Fig.15 は，腐食環境-c (湿潤ガーゼ巻き，塩分付着，
Al-c-1) の 5 ヶ月後におけるアルミニウム亜鉛合金めっ
き鋼線の結果を示す．(a) は腐食した鋼線の外観を示し，
(b) は (a)の四角で囲んだ腐食部分の拡大図を示す．鋼線
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(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Fig.15 Appearance, cross section by an optical microscope and EPMA analysis of the Al-Zn coated wire
(Wire specimen Al-c-1 with NaCl)
の表面には白色の腐食が見られるが，鉄錆は見られない．
(c) は鋼線を長手方向半割した後，断面を研磨して光学
顕微鏡で撮影したものである．めっき層は右半分にはし
っかり残っている．左半分ではめっき層は粗くなってい
る が ， 鉄部 と の接 着 部 に は め っ き 層 が 残 存 し て いる ．
(d)-(h)は EPMA の分析結果である．(d) は酸素 (O)の分
布を示すが，腐食物は酸化物であるため，左部分のめっ
き層に腐食がみられる．(e) は鉄 (Fe) の分布を示してい
るが，青色はほぼ健全であることを示しており，鉄錆は
認められない．(f) は亜鉛の分布を示しているが，左半
分では亜鉛めっき層が残っていないこと，右半分は亜鉛
めっき層 の腐 食が進展していることを示している．(g)

はアルミニウム（Al）の分布を示しているが，左半分で
腐食している（黄色）が，右半分は健全であることを示
している．(h) は塩素 (Cl) を示すが，塩分はめっき層内
部に分布する．
以上より，亜鉛めっき鋼線（Fig.14）では，亜鉛が酸
化され腐食生成物の体積が増加しており，密度は粗く，
鉄層から剥離されやすいことが見出された．一方，アル
ミニウム亜鉛合金めっき鋼線（Fig.15）では，アルミニ
ウムが均一に分布しており，めっき層は緻密で鉄層と剥
離しくいことが見出された．アルミニウム亜鉛合金めっ
き鋼線の腐食量が従来の亜鉛めっき鋼線の腐食量よりも
小さいのは，このめっき層の腐食生成物の違いによるも
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のである．

6．まとめ
本研究では，アルミニウム (10%) ・亜鉛 (90%) 合金
めっき鋼線を開発し，その耐食性を従来の亜鉛めっき鋼
線と比較・研究した．アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼
線と亜鉛めっき鋼線を 3 つの異なる環境条件下（相対湿
度 60% RH ，相対湿度 100% RH ，湿潤ガーゼ巻き）に
おいて腐食促進試験を 5 ヶ月間実施した．この 2 種類の
鋼線の腐食特性を比較することにより，アルミニウム亜
鉛めっき鋼線の有効性を明らかにした． 本研究により

2) Betti, R. and Yanev, B.: Conditions of Suspension Bridge
Cables, The New York City Case Study, Transportation
Research Board Record: pp.105-112 (1999).
3) Betti, R., West, A.C., Vermaas, G. and Cao, Y.: Corrosion
and Embrittlement in High-strength Wires of Suspension
Bridge Cables, J. Bridge Eng., 10(2), pp151-162 (2005).
4) Furuya, K., Kitagawa, M., Nakamura, S. and Suzumura,
K.: Corrosion Mechanism and New Protection Methods
of Suspension Bridge Cables, Structural Engineering
International, 10(3), pp189-193 (2000).
5) 古家和彦，北川信，中村俊一，鈴村恵太，聖生守雄: 吊橋ケ
ー ブ ル 防 食 の 腐 食 機 構 , 土 木 学 会 論 文 集 , No.637/VI-45,
pp103-114 (1999)
6) 古家和彦，北川信，中村俊一，鈴村恵太，聖生守雄: 暴露試

得られた主な知見を以下に示す．
1) 相対湿度 60% および 100% の腐食環境下での腐
食損失量は，湿度ガーゼ巻きの腐食環境下よりもはるか
に小さい．したがって，相対湿度が 100%以下であれば，
塩分が付着していても，従来の亜鉛めっき鋼線および新
型のアルミニウム亜鉛合金めっき鋼線のいずれも十分な
耐食性を有する．
2) 湿潤ガーゼ巻きの腐食環境下においてはアルミニ
ウム亜鉛合金めっき鋼線の腐食量は，亜鉛めっき鋼線よ
りも小さい．したがって，厳しい腐食環境である常時湿
潤環境では，アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼線が亜鉛
めっき鋼線より優れていると考えられる．
3) 湿潤ガーゼ巻きの腐食環境下においては塩化ナト
リウムを付着させた鋼線の腐食量は，付着させてない鋼
線に比べて約 2 倍大きかった．
4) 5 ヶ月後の湿潤ガーゼ巻き腐食環境下での腐食した
アルミニウム亜鉛合金めっき鋼線および亜鉛めっき鋼線
を光学顕微鏡で調査した．また，構成元素を EPMA によ
り分析した．亜鉛めっき鋼線では，亜鉛の腐食生成物が
体積膨張，密度は粗く，鉄層から剥離されやすいことが
見出された．
5) アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼線は，アルミニウ
ムが均一に分布していて，めっき層は緻密で鉄層と剥離
しくいことが見出された．アルミニウム亜鉛めっき鋼線
の腐食量が従来の亜鉛めっき鋼線の腐食量よりも小さい
のは，この腐食生成物の違いによるものであると考えら
れる．
6) 本研究をまとめると，相対湿度が 100%以下であれ
ば，塩分が付着していても，従来の亜鉛めっき鋼線およ
び新型のアルミニウム亜鉛合金めっき鋼線のいずれも十
分な耐食性を有する．しかし，厳しい腐食環境である常
時湿潤環境では，アルミニウム亜鉛合金めっき鋼線が亜
鉛めっき鋼線より優れていると考えられる．
最後に，アルミニウム亜鉛合金めっき鋼線を製作・提
供して頂いた東京製綱㈱および研究資金を援助していた
だいたサウジアラビア大使館に謝意を示す．
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