
電気通信用の構造物や装置が

置かれる環境

現代の情報通信技術（ICT）は多

くの構造物と装置に支えられています．

図１にその代表的な例を示します（1）．

これらの構造物や装置の中には，交換

局からの情報をお客さま宅と結ぶため

の線路伝送路，およびその支持物とし

て屋外に設置されるもの，例えば光

ファイバケーブルや電柱など多数あり

ます．

ユニバーサルサービスを提供するに

は，当然ながら，これらの構造物と装

置は全国津々浦々に配置され，山岳

地帯，海岸の近く，温泉地，豪雪地

帯などいろいろな環境にさらされます．

また，自然環境が相手ですから，気温

の年較差・日較差，年間の降雨量，

日照時間などの影響も受けることにな

ります．

我々は自然環境を制御することがで

きないため，腐食などの劣化の問題を

防ぐことが極めて重要です．

電気通信用の構造物・装置の

腐食問題

構造物や装置が自然環境にさらされ

るというのは，それらの材料が自然環

境にさらされるということです．

構造物や装置をつくる材料として代

表的なのは金属（特に鉄鋼）とプラス

チックですが，どちらも自然環境にさ

らされると長期間の間には劣化します．

例えば，鉄鋼は水や塩分があると腐食

生成物（錆）を生じますし，プラス

チックは太陽の紫外線で分子鎖が切れ

て分子量が小さくなり，白化し，力学

的特性等が劣化します．そのほかにも，

風で支線が揺れれば金属疲労につな

がる可能性がありますし，雪の重さで

ケーブルがはねれば「ギャロッピング」

といわれる劣化現象がおきます．

構造物や装置を構成する材料と自然

環境が相互作用して生じる問題はたく

さんありますが，その中で大きなウエ

イトを占めているのが，金属腐食の問

題です．腐食の問題は古くからあり，

NTTでも1963年に設置された電電公

社電気通信研究所技術協力部（当時）

以来，腐食対策等に関する研究が継

続されていますが（2），新しい電気通信

技術と設備が開発されたり，あるいは

さらなる過酷な環境に構造物や装置が

設置されたりすると，それに対応した

新たな防食法が必要となる場合があり

ます．最近では，高度成長時代に大量

に設置された構造物や装置の経年によ

る腐食の懸念が顕在化し，どのように
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腐食から守って延命させていくのかと

いった時代の要求による課題が浮上し

ています．

鋼より線の腐食メカニズムに迫る

無論，屋外の構造物に使用されて

いる鉄鋼は防食対策を行っていないわ

けではありません．通常は，亜鉛めっ

きによる対策が施されています．

亜鉛めっきによる鉄鋼の防食対策

は，次の２つの機能により説明されま

す（図２）．

① 亜鉛は腐食すると皮膜をつく

り，それ以降の腐食を遅らせる効

果がある（皮膜が金属や酸素の拡

散を妨げる）

② 水中での亜鉛の腐食電位は鉄

よりも低く，万が一めっきに傷が

ついて鉄の地肌が露出しても亜鉛

が優先的に腐食して鉄鋼を守る

すなわち，結露などにより生じる水

膜の中で，鉄鋼が鉄のイオンとなり空

気中の酸素と結合して鉄の酸化物に

なって特性が変化してしまうのを，拡

散防止と電気的防止の両面から行う

ことが亜鉛による防食法です．特に

少々の傷がついても②の効果で鉄鋼を

保護するのが亜鉛めっきの優れた特長

です．

このような亜鉛による鉄鋼の防食は

有効ですが，それで完全に腐食が防げ

るわけではありません．特に，海岸地

帯では海から飛来する塩分により腐食

が加速されるので，より耐食性の高い

アルミニウムや亜鉛－アルミニウム合

金を用いた被覆が用いられます．我々

のグループでは実際に島しょ部の海岸

部に種々の被覆の鋼より線を20年以

上も暴露して腐食の様子を調べる研究

も行いました（3）．図３のように，亜鉛

めっきを施した鋼より線は暴露期間中

にめっきが消失して鉄鋼が腐食してし

まいましたが，アルミニウムクラッドを

施した鋼より線は，隙間を形成した部

分以外は健全でした．アルミニウム系

の合金テープで防食処理すると隙間部

分も保護されました．

そこで，各種の被覆を施した鋼より

線は隙間部分ではどのように腐食を開

始するのかという点を中心に腐食のメ

カニズムを研究しています（4）．すでに

鉄の腐食がイオンを経由した電気化学

反応（電池反応）に基づくことを述べ

ましたが，それを逆手にとって，短冊

形試料を図４のように２枚並べて隙間

をつくり，隙間の間隔や湿度条件がど

のような条件になったときに電気回路

ができて腐食が進むのかを実験的に研

究し定量化できるよう試みています．

腐食が進行するときの界面のモデルは

図５，６のように考えられますから，こ

の電気回路が形成されれば短冊形試料

の間のインピーダンス＊成分は実部と虚

部の関係が図７のような半円を描くこ

とが回路理論から導けます．つまり，

周波数を振った交流電圧を腐食してい

る系に印加してインピーダンスを測定

すれば，腐食のしにくさ（Rp）を作図

＊インピーダンス：交流電流を回路に流したとき
の平均抵抗値のこと．
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上から求めることができます．この考

え方を基に隙間間隔１μｍ，相対湿度

98％の条件に試料を放置したところ，

６時間では形成されなかった電気回路

が25時間経過後には形成されており円

弧の一部が現れました．亜鉛，アルミ

ニウム，亜鉛－55％アルミニウム合金

について同様の実験を行い，得られた

円弧を示すと図８のようになります．

亜鉛は半径がいちばん大きく，円弧の

一部しか現れません．亜鉛－アルミニ

ウム合金では半円のほとんど全体が見

えています．アルミニウムでは半径が

一番小さくなっています．そこで，こ

れを基に回路の素子の特性を求めて腐

食の速さを測定すると表のようになり

ます．電流の流出量はイオン化した金

属の流出量，すなわち腐食の進み方に

より決まりますから，隙間部分ではア

ルミニウムの腐食が進みやすいことが

分かります．

すなわち，「露点に到達しないような

湿度でも隙間の大きさによっては電池

が形成されて金属が腐食を開始してし

まうこと」，しかも，「隙間部分での腐

食の進み方は金属の種類によって異な

ること」が定性的・定量的に分かって

きました．露点未満でもアルミニウム

などの金属を被覆した鋼構造物の保守

では，亜鉛めっきの構造物の保守より

も隙間部分により深い注意を払わなけ

ればならないことになります．

このような手法を用いて，構造物・

装置のどのようなところから金属の腐

食が始まりやすく，どのような条件が

揃ったときに危険度が増すのかという
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ことを，さらに研究していきます．

地域による腐食環境の相違につい

て追いかける

日本全国にはいろいろな自然環境が

あります．湿度の問題についても，北

海道と沖縄では異なります．構造物や

装置の腐食が湿度や隙間の状態に左右

されるとしても，平均的な腐食の速さ

は地域による腐食の影響を受けること

を考慮しなければなりません．金属が

腐食するメカニズムの根本は金属がイ

オン化して電流が流れることにありま

すが，塩分があると電解質として水に

溶けた場合の溶液の抵抗を小さくする

ことと，塩分には潮解性があって水を

含んでそもそもの水膜の形成を容易に

することから，海岸地帯などの塩分を

取り込みやすいところにある構造物・

装置は特に激しい腐食（塩害）を受

ける可能性があるので注意が必要です．

そこで，地域による腐食環境の相違

を検討するうえで塩害に注目し，日本

全国における腐食速度の推計を行うシ

ステムを試作しました．

このシステムの基本となるモデルは

NTTで研究し，すでに公開されている

ものを基にしています（6）．システムの

概略は図９のとおりです．日本各地の

21の観測点での実測値を基に，日本

地図上の任意の点における下記の①～

④の値の推定を行うことでリスクの可

視化を目指すシステムとしました．

① 海塩粒子量：ある地点のある１

日における単位面積当りの付着量

を示します〔単位：mg/（100

cm2/day）〕．海で発生した海塩

粒子が風により運ばれると近似し，

直接的には指数関数による海岸

から内陸にかけての粒子濃度の減

衰表現を取り入れて，当該日の風

向・風速から海塩粒子量を計算

します．ただし，任意の地点にお

ける気象データは得られないため，

近接する地点のアメダスデータを

抽出して補間しています（以下，

②～④でも同様の補間法を用いま

す）．

② 腐食速度：対象とする構造物

表面を覆う金属材料の単位時間

当りの減肉量です（単位：μm/

year）．腐食速度は，金属表面

に付着する海塩粒子量，金属の

材質，アメダスデータから得られ

る温度，および水分にかかわる因

子（結露日数，降雨量）より求

めます．現状，鉄およびめっきの

主成分である亜鉛についての計算

が可能です．

③ 腐食量：ある時点での減肉量

です（単位：μm）．対象期間で

の腐食速度の積分量ですが，本モ

デルでは，時間の経過とともに腐

食量が増すと腐食速度が遅くなる

こと（時間の－0.3乗）（6）を考慮

しています（図２の①の機能を

実験式で定量化して利用してい

ます）．

④ 余寿命：現時点での残存めっ

き厚が０，あるいはある一定値に

なるまでの時間を示します（単

位：月）．計算時点での腐食量と

腐食速度の外挿により求めます．

膜厚の初期値と構造物の建設・
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図９　塩害マップシステム 

表　隙間部分での各種金属被覆の腐食の速さの指標

Rp
at12.5 cm2

腐食の速さの指標

亜　鉛 亜鉛－アルミニウム アルミニウム

10 kΩ ５ kΩ １ kΩ

１μA ２μA 10 μA

※電流の流出量はイオン化した金属の流出量，すなわち腐食の進み方を示す



設置年が与えられる必要があり，

それらの値および材質は設備デー

タベース等から得られることを想

定しています．

図10に本システムでの計算結果画

面の例を示します．地図上でのマウス

を用いたインタラクティブな操作が可

能で，任意の点を指定すれば，計算結

果は地図上に重畳して表示されます．

この際，色分け表示により腐食に関す

る計算結果をリスクとして可視化して

います．したがって，このシステムによ

れば，公開されている気象情報や地図

情報を基に，ある地域の平均的な塩害

の程度を推計することが可能になり，

塩害用設備の適用や設備更改時の参

考情報として活用することが期待でき

ます．

また，平均的な腐食速度の分布が

分かりますので，設備補修のための巡

回効率化につながることも期待できま

す．

試作したシステムについては，高速

化を図るとともに，実際の劣化事象

との対応を検証して，利用法を想定

しつつ実用化に向けた開発を進めてい

きます．
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図 10　塩害マップシステムによる亜鉛の腐食速度計算事例（銚子） 


