循環式ブラストシステムによる施工実績
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新技術

循環式ブラストに関する研修会等の開催

● 建設技術審査証明第2201号

ご挨拶
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一般社団法人 日本鋼構造物循環式ブラスト技術

協会は、
インフラ鋼構造物の長寿命化対策における重
防食において、
金属系研削材を使用した、
循環式ブラス
トの普及を目的とする協会であります。

循環式ブラスト工法

とは？

循環式ブラスト工法 は、
鋼橋等の旧塗膜の除去および素地調整において、
ブラストによって剥離させた
塗膜くずと使用した研削材を共に回収し、
両者を選別したうえで研削材を循環再利用するブラスト工法である。
研削材を循環再利用することで、
その量に相当する産業廃棄物の発生を抑制し、

循環式ブラストの技術に関する調査及び研究

環境負荷の低減を図ることができる。

鋼構造物の重防食において最も重要視されているの
が素地調整です。
中でもブラスト処理は、
塗装や金属溶
射、
ライニング等の表面被覆型の防食において、
その性能を十分に発揮させる為に必要不可欠

・研削材は、
耐摩耗性の高い金属系研削材を使用
・発生する産業廃棄物量が塗膜くずのみとなる
・研削材が粉砕する事が、
極めて少ない為、
研削材そのものから発生する粉塵が、
非常に少ない
・施工環境内に発生する粉塵量が、
従来工法と比較し大幅に削減出来る

なものです。特に橋梁の分野では、
平成17年の鋼道路橋防食便覧の改定により、
1種ケレン(ブラ

循環式ブラスト時の
オリジナルウェアの開発

スト)の採用が本格化してまいりました。
この事は、
インフラの長寿命化において飛躍的な成果を遂
げております。
しかしながらその反面、
ブラストから発生する膨大な廃棄物が及ぼす環境負荷が
大きな社会問題となっております。従来から我が国で使用されてきたブラスト法は、安価で取り扱
いも便利な珪砂やスラグなどを主とする非金属系研削材を中心として使用されてきました。
これら

循環式ブラストシステム1(設置状況）

循環式ブラストシステム1(車載式）

循環式ブラストシステム2(設置状況）

の研削材は一度の使用で粉砕する為、
使用した全てが産業廃棄物となってしまいます。
そこで我

論文

循環式ブラストの環境、
安全に関する調査及び研究
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循環式ブラストに関する
施工管理者への研修

々協会は、
金属系研削材を循環再利用する事により産業廃棄物を大幅に削減する工法「循環式
ブラスト」
を開発いたしました。

都市型低騒音ユニット

我が国のインフラ整備は、
日々目まぐるしい成長を遂げています・そこで最も大切なのが

ブラスト打設状況

ブラスト研削材回収状況

環境との調和だと我々は考えております。
我々会員一同は、
「ゴミを減らして世界を変える」
をテーマに社会に貢献いたします。
代表理事

ブラストに関する国内、
外の関係機関との協調

山田 博文
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ブラスト法の技術に関する調査及び研究
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当協会の目的
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ブラスト法に関する講習会、研修会等の開催
ブラスト法に関する国内、外の関係機関との連携協調

(サイレンサ)

真空回収装置

ブラスト法の施工管理者・技能者の研修、養成並びに資格の認定
ブラスト法の環境、安全並びに標準化に関する調査及び研究
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ブラスト工法であれば、
湿式を併用せず乾式での鉛塗膜塗装除去が可能です。
それには理由があります。
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鉛含有塗膜の除去は、
どんな場合でも湿式でなければいけないと思っていませんか？
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①ブラスト工法は特定粉じん作業として、粉じん障害防止規則で安全性の極めて高い
「送気マスク」の着用が義務付けられています。
②鋼材面を完全に露出させる工法であり、施工後は極めて発錆しやすい状態のため、
湿潤化には適しません。
上記により、
鉛中毒予防規則第40条の解釈例規により、
「著しく困難な場合」
として湿式から除外されているのです。
したがって安全装備を徹底する事で、
ブラストによる乾式鉛塗装は可能とされているのです。

