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1.　はじめに

　石綿（アスベスト）は安価であり、耐熱性や耐磨耗性、

電気絶縁性、耐薬品性に優れる。そのために様々なもの

に加工され、世界的に大量に使われてきた。しかし、人

体への有害性が明らかになり、2004年 10月 1日以降は

１wt%以上石綿を含む製品の製造・販売が禁止となった。

さらに、2005年7月1日に、建物内にある石綿含有建材

から石綿が飛散しないように管理することを義務づける

石綿障害予防規則が施行された。

　建物から石綿含有建材を除去することが も望まし

い。しかし、様々な状況のために除去しきれない箇所が

生じるケースが多々ある。封じ込め技術は除去しきれな

い箇所からの飛散を防止する有効な技術である。

　鋼材の耐火被覆として湿式吹付け石綿を用いた初期の

鉄骨造高層建築物が、リニューアル時期を迎えるように

なった。信頼性が高く、耐久性のある湿式吹付け石綿の

封じ込め技術が望まれている。そこで、当社ではニチア

ス（株）、中国塗料（株）と共同で封じ込め技術を開発

した。

2.　石綿と吹付石綿の歴史

2.1　石綿

　石綿は6 種類の天然繊維性鉱物の工業上の総称であ

る。石綿は繊維状集合体をなしており、写真-１のよう

に綿状である。その繊維は髪の毛の5000分の１と非常

に小さく、吸引すると、肺の細胞でひっかかる。石綿は

化学的に安定で丈夫なために、溶けることなく細胞を傷

つけ、発ガン性を有する。わずかな吸引でもガンを発症

した例があり、健康のための許容値が決められない。

　石綿と呼ばれる6種類のうち、クリソタイル、アモサ

イト、クロシドライトの3種類が原料として使用された

1）。労働安全衛生法に基づき、人体への有害性が高いア

モサイトとクロシドライトは1995年に製造・使用が禁

止され、クリソタイルは2004年に1wt％以上を含む製品

の製造・使用が禁止された。

2.2　吹付け石綿の歴史

　石綿は第二次世界大戦で需要が急激に高まり、戦後に

は建材にも使われるようになった。吹付け石綿はイギリ

スで発明され、1955年頃から国内でも施工されるように

なった。当初は石綿の含有割合が多く、50％以上も含ま

れていた。人体への有害性がわかり、世界保健機構は

1972年に発ガン性のある物質と発表しました。しかし、

石綿の代替となるものがなかったために、徐々に石綿の

含有量を少なくさせながら吹付け石綿が施工され続け

た。

　石綿の含有量が30％以下と少なくなると、改良した吹

出すノズルを用いて吹付け石綿の施工がされた。こうし

た吹付けは湿式吹付け石綿と呼ばれ、密度が0.5g/cm3と

大きい。それ以前の密度の小さい乾式吹付け石綿（密度

が0.3g/cm3程度）とは異なり、硬く石綿繊維が飛散しに

くい。

　吹付け石綿は1975 年に原則禁止となった。その後、

写真-１クリソタイル(肉眼）

           Chrysotile asbestos(on gross）
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1988年頃まで石綿をわずかに含む吹付けロックウールが

施工された。ロックウールは、高炉スラグと岩石を1600

℃で溶かして繊維化して生産される工業製品である。

3.　石綿繊維飛散防止のための維持管理手法

3.1　石綿含有の調査

3.1.1 調査の必要性

　建物所有者や管理者（以後、建物所有者らとする）は

所有あるいは管理している建物の石綿の使用状況を把握

する必要がある。その理由は、建物内の石綿が建物の資

産価値や居住者の健康に影響するからである。

　「不動産鑑定基準改正」（2003年 1月 1日施行）では、

次の２点に留意して建物の不動産価格を決定することに

なった1）。

・建設資材としての石綿の使用の有無

・飛散防止等の措置の実施状況

　「石綿障害予防規則」（2005年7月1日施行）では、居

住者の健康を守るため、建物内の石綿含有建材から石綿

繊維が飛散しないように管理しなければならなくなった

（石綿障害予防規則第10条）。

　また、工事を行う場合は、建物所有者らは工事業者に

石綿含有の有無を通知する努力が求められる（石綿障害

予防規則第3条）。石綿含有建材の有無を明確にできない

場合は、次の２つの方法を選択できる。

①石綿の有無をサンプルの化学分析により明確にする。

②石綿があるとして、飛散防止措置をした工事を行う。

　ただし、②の場合は大気汚染防止法は労働安全衛生法

に準拠した特別な工事となる。

3.1.2 調査方法

　建築年と設計図書から石綿含有建材の有無を調べる。

石綿含有が確認されている建材名は（社）日本石綿協会

などが公表している。しかし、建材すべてが石綿含有の

有無を確認されているわけではない。さらに、建材の製

造年によっても石綿含有の有無は異なる。つまり、設計

図書から石綿含有建材の有無を正確に知ることは難し

い。

　サンプル調査は、現場施工であるため吹付け材が不均

一であった可能性と、複数業者による施工であった可能

性があるため、複数箇所からの採取が必要である。また、

サンプル採取時は石綿繊維を吸引しないように配慮しな

ければならない2）。

3.2　石綿含有建材の状態調査

　石綿含有建材が有ることが分かった場合、石綿繊維飛

散のおそれがないか調査しなければならない。

　吹付け石綿の場合は、目視による調査を実施する。目

視調査では、下記に示す劣化が見られないことを確認す

る。これらの劣化状態の例は「建築物等解体等に係るア

スベスト飛散防止対策マニュアル」3)などに写真で紹介

されている。しかし、写真を参考にして、劣化状態を判

定するには経験が必要である。

・層表面の毛羽立ち　

・繊維のくずれ

・たれ下がり　　　　

・下地と層間の浮きやはがれ

・層の局部的損傷や欠損　　

・層の損傷や欠損

　一方、空気中の石綿繊維の飛散濃度を測定し、飛散し

ていないことを確認する方法がある。この場合は、大気

汚染防止法施行規則に定めれている「石綿に係る特定粉

じんの濃度の測定法」に準拠した方法が望ましい4）。こ

の方法は、位相差顕微鏡で石綿と判断される形状（長さ

が5μm以上かつ長さと幅の比が3対1以上の繊維状）のもの

を石綿繊維として、本数をカウントする。顕微鏡上の見

え方によっては、何本と計測するかが異なる5）。した

がって、（社）日本石綿協会のホームページで紹介され

ている作業環境測定事務所など経験豊かな作業環境測定

士に依頼すべきである。

3.3　石綿除去と石綿繊維飛散防止

　石綿繊維の飛散のおそれがある場合は、飛散防止対策

が必要である。石綿除去は飛散防止対策の基本である6）

が、改修工事では除去しきれない箇所が生じることがあ

る。除去しきれない箇所は、除去以外の対策として、囲

い込みや封じ込めが求められる。

　囲い込みは、石綿含有建材からの発じん防止ではな

く、発生した粉じんを室内に発散させないように、板な

どで石綿含有建材を囲む方法である。しかし、方法が確

立されていないために、あまり実施されていない。実施

例としては、体育館の天井断熱材の封じ込め後に、飛球

による物理的衝撃から吹付け材を守るために天井板を

張った例がある。

　封じ込めは、固化剤（封じ込め用特殊薬剤）をエアレ

ススプレーで吹付け材に吹き付ける。吹付けられた固化

剤は、吹付け材中に含浸または吹付け材表面を固化する

ことで石綿繊維の飛散を防止する。封じ込め自体は新し

い技術ではなく、石綿飛散防止効果の有無を検証せず

に、一般的な塗料を用いて行った時期もあった。その後、

乾式吹付け石綿用封じ込め技術が開発された。

　囲い込みや封じ込めを施工後、定期的に3.2に記した

調査を行う必要がある。調査の結果、石綿繊維の飛散の
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おそれがあると判断され場合、再び対策を講じる必要が

ある。

　吹付け石綿は、除去後に特別管理産業廃棄物として、

管理型 終処分場に廃棄される。

4.　封じ込め技術の開発

4.1　課題

　乾式吹付け石綿用封じ込め技術では、湿式吹付け石綿

から石綿繊維の飛散を防止できない。その理由は、湿式

吹付け石綿の密度が大きいために、乾式吹付け石綿用封

じ込め用固化剤が湿式吹付け石綿に浸透しないからであ

る。

　鋼材の耐火被覆として湿式吹付け石綿を用いている初

期の鉄骨造高層建築物がリニューアル時期を迎えるよう

になったため、信頼性が高く、耐久性のある湿式吹付け

石綿用封じ込め技術が望まれている。そこで、無機質系

の固化剤を開発し、これを用いた耐火被覆用封じ込め技

術を開発した。

4.2　試験体

　固化剤の選定および吹付け量検討のために、ロック

ウールを石綿の代用とした湿式吹付けで試験体を作製し

た。

　当時、施工された吹付け石綿は標準的な物性がわから

ない。これは、石綿が天然繊維である上に、紡績の程度

によってもクラスがあるなど、様々な組成で使われてい

たため、データが残っていないからである。施工後の環

境は様々であるため、現状の物性はさらに多様と考えら

れる。そこで、表-１に示す配合のロックウールを型枠

に湿式吹付けし、自然乾燥させたものを試験体とした。

　試験体の作製は、下向きで吹付け、下表面の緻密層を

2ｍｍのワイヤーブラシで除去した。壁・梁及び天井・屋

根の被覆を模擬するため、均一となるように配慮して緻

密層を除去した。

　湿式吹付け石綿のかさ密度は0.5g/cm3以上であること

を確認し、試験体とした。 終的には試験体のかさ密度

は素地仕上げで0.59g/cm3、コテ仕上げで0.61g/cm3 で

あった。

耐火の性能であり、不燃性試験であるコーンカロリー

メーター試験用試験体と同一（45～ 50ｍｍ）のためで

ある。

4.3　固化剤

　開発対象は耐火被覆であるため、長期安定性と封じ込

め後にも耐火構造として認められる封じ込め技術を目指

した。すなわち、求められる技術は有機成分の少ない封

じ込め剤を、少ない吹付け量でより深く浸透させられる

技術と言える。

　そこで、湿式仕上げ材料センター(NPO)が認定を取っ

ている「粉じん固化剤を用いた封じ込め工法を施す耐火

構造」を参考に有機成分の限界値を設定した。「粉じん固

化剤を用いた封じ込め工法を施す耐火構造」で用いる固

化剤は、アクリル系など5種の有機材料を一定量未満し

か含まないものである（表-２）。

　化学的に安定した表面とするために、シリコーンを主

成分とする固化剤を用いる１コートタイプと、アクリル

系樹脂系の浸透剤と無機質系のカバーリング剤を用いる

2 コートタイプを開発した。開発した固化剤およびカ

バーリング剤を表-３に示す。

　１コートタイプは、燃焼炉のある工場の天井など化学

的により安定性が求められる場所の封じ込めに適してい

表-２　参考にした市販固化剤

  　　　　Properties of reference

　　　　　Available Encapsulants

表 -１試験体の配合

      Mix Proportion of Specimen

材料 配合(Wt%)
水 54.5%
ロックウール 11.4%
石膏プラスター 35.0%
セメント 8.6%
混和材 0.5%
ひる石 9.1%

表-３　固化剤の特徴

      　　Properties of Developed Encapsulants

　試験体の大きさは、飛散

低減性確認のための150×

300×50ｍｍと、不燃性確

認のための50×50×50ｍ

ｍの2種類である。厚さを

50ｍｍとしたのは、当時の

吹付け商品すべてで２時間

(g/m2) （％）
珪酸塩系 不燃 385 5
酢酸ビニル系 510 1140 20
ポリビニルアルコール系 160 450 20
アクリル系 330 1075 25
塩化ビニル系 450 640 25

許容薬剤量

準不燃

主材料 耐火構造

種類

特徴
主成分 色相

密度

(kg/m
3
)

粘度
(mPa・s)

吹付け量
(g/m2)

1コートタイプ 固化剤Ａ シリコーン クリア 1000 30 1000
固化剤Ｂ アクリル系 クリア 1000 1 850

ｶﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ剤
二酸化ﾁﾀﾝなど
無機質系

白 1370 15000～18000
1000

2コートタイプ
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図-１　吹付け量と浸透性の関係（固化剤Ａ）

         Relations between  sprayed quantity

          and Depth of penetration(Encapsulant A)

写真-２　浸透深さの測定

           Estimation as Depth of penetration

はけ塗り

ｽﾌﾟﾚｰ塗

ｸﾘｱ 白色

写真-３　吹付け方法による仕上げの違い（固化剤Ａ）

          Difference on Appearances

          by spraying method (Encapsulant A)

表 -４　吹付け量による浸透深さの違い
　　　 （固化剤Ｂの浸透剤）

        Difference on  Depth of penetration by

        sprayed quantity (Encapsulant B)

る。2コートタイプは、梁など物理的な動きのある部材

の封じ込めに適している。

　１コートタイプで用いる固化剤Ａは、アルコキシシラ

ンを適合量配合することにより基材への浸透性を確保し

た。また浸透後にシリコーン及びアルコキシシランが加

水分解し、脱水縮合反応によりシロキサン結合を形成し

基材を補強する。

　２コートタイプで用いる固化剤Ｂは、主成分をアクリ

ル系樹脂とし、浸透性を確保した。三酸化アンチモン、二

酸化チタンなどの無機成分を60％以上含有するカバーリ

ング剤で基材を補強する。

4.4　浸透性の検討

　固化剤Ａを用いて、吹付け方法による浸透性、仕上が

り感、施工性を検討した。浸透性は吹付け直後に確認さ

れた浸透深さで示した（写真-２）。

　はけ塗り（1回）塗装（写真-３の左上）で、良好な

仕上がり感、優れた施工性が得られることがわかった。

　固化剤Ａの浸透性検討結果を図-１に示す。塗布量の

増大に伴い、浸透性が高くなることがわかる。固化剤Ａ

は無機質系固化剤であるため、多少吹付け量が増えても

不燃性や耐火性への影響は小さいが、吹付け量の増加は

コストが上がることを考慮する必要がある。

　固化剤Ｂの浸透性検討結果を表-４に示す。仕上げに

よっても浸透性が異なることと、コテ仕上げでは3ｍｍ

以上浸透しないことが確認された。

　以上のことから、3ｍｍ浸透させた封じ込めでの飛散

防止性を確認し、表-５に示す吹付け量を決定した。

　固化剤Ｂの浸透剤は、表-２のアクリル樹脂系市販固

化剤の吹付け量（1075g/㎡)以下である。両固化剤とも

コーンカロリーメーター試験で不燃材程度の不燃性を有

することを確認した。

4.5　石綿飛散防止性の確認

4.5.1 試験方法の検討

　石綿繊維の代替であるロックウール繊維が封じ込め後

に飛散していなければ、飛散防止性が確認されると考え

た。石綿繊維の飛散濃度を測定する方法（メンブラン

フィルター法5））に準拠し、一定条件で捕集された空気

中からロックウール繊維が採取されないことを確認し

た。メンブランフィルター法では石綿繊維と視覚的に判

断されたものの本数を計測する。従って、そのままでは

ロックウール繊維の計測には適用できない。そこで、試

験体にカッターで傷をつけ、ロックウール繊維を含む試

料を顕微鏡で観察し、写真-４の中央に写っているよう

な直線的な形状の認識できる繊維を計測し、ロックウー

ル繊維とした。

吹付け量
(g/㎡) 素地仕上げ コテ仕上げ

1000 2～3 3
1400 4 3
2000 5 3

浸透深さ（ｍｍ）
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1000 1500 2000 2500 3000
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㎜
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表 -５　固化剤と吹付け量

         Sprayed quantity

写真-５　耐風圧繰り返し試験状況

           Repeated air pressure resistance

           test system

表-６　開発封じ込め技術の飛散防止性測定結果

      Anti-scattering after repeated dinamic

      humidity change

写真-４　ロックウール繊維の顕微鏡写真

           Microscope image of rook wool

(2)飛散防止性の確認

 表-５に示す吹付け量で固化することで、試験体からの

ロックウール繊維飛散が防止されていることを確認する

ために、飛散性防止性を検討した。

　劣化している吹付け材を封じ込める場合と封じ込め後

に軽微な損傷を受ける場合を想定し、封じ込め種別に以

下の３条件づつの６条件（表-６）を検討した。

・損傷のない試験体に封じ込め

・損傷のない試験体に封じ込め後、損傷を付加

・損傷を与えた試験体に封じ込め

　検討の結果、開発した２種類の封じ込め技術は、とも

に飛散防止性があることを確認できた（表-６）。

4.6　耐久性の確認

4.6.1 耐風圧繰り返し試験

エレベータシャフト内の耐火被覆が も風圧による影

響を受けると考えられたので、耐風圧繰り返し試験を実

施した。高速エレベータ（420ｍ/s）を例として、試験

条件を設定した。１回30～40秒、１往復に２分かかると

し、１時間あたり30回、稼動割合0.3、稼動時間12時間/

日、稼動日265日/年と仮定すると20年間には572,400回

の風圧を受ける。そこで、高速エレベータシャフト内の

風の速度を15ｍ/sとし7）、8）、572,400回繰り返して風圧

を与えた。１回の暴露時間は１秒間とした。試験状況を

写真-５に示す。

耐風圧繰り返し試験後に飛散性を測定した。飛散性の

試験方法に関しては、4.5を参照。また、簡易に飛散性

を確認するために、パーティクルカウンタ（リオン(株)

社製ＫＣ-０１Ｄ）を用いて、粉じん数の測定も実施し

た。

耐風圧繰り返し試験後の飛散性結果を表-７に示す。

繊維数濃度の結果は、封じ込めを使用した場合および封

じ込めしていない場合でも0.01 f/cc以下であり、大気

汚染防止法で規定されている10本/ｌを満足していた。

したがって、エレベータシャフト内の風圧では、ロック

ウール繊維はほとんど飛散しないと考えられる。

パーティクルカウンタによる粉塵数の結果は、いずれ

もほぼ同じ数値を示していることが分かった。

4.6.2 乾湿繰り返し試験

 空調機械室などでの乾湿変化を想定し、60℃、95％RH

で16時間、60℃乾燥8時間を1サイクル9）とし、30サイ

クルの乾湿繰り返し試験を実施した。乾湿繰り返し試験

後に耐風圧繰り返し試験と同様に飛散性を測定した。

乾湿繰り返し試験後の飛散性結果を表-７および図-２

に示す。図-２の横軸の有無は封じ込め前の損傷の有無

を表す。繊維数濃度は、２種類の固化剤を使用すると、

吹付け量(g/㎡)
1コートタイプ 固化剤Ａ 1000

固化剤Ｂ 850
ｶﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ剤 1000

封じ込め技術

2コートタイプ

封じ込め前の状況 損傷あり
封じ込め後の損傷 なし あり なし
繊維数(f/cc) <0.01 <0.01 <0.01
飛散防止性 あり あり あり

封じ込め前の状況 損傷あり
封じ込め後の損傷 なし あり なし
繊維数(f/cc) <0.01 <0.01 <0.01
飛散防止性 あり あり あり

損傷なし
１コートタイプ(固化A）

２コートタイプ(固化B）
損傷なし
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図-２　乾湿繰り返し試験後の飛散性結果（2～ 5μm）
      　Experimental results of

       　repeated dynamic humidity change

     　　（2～ 5μm）

表-７　乾湿繰り返し試験後の飛散性結果

         Lists of test results of repeated dinamic humidity change

0
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2000
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なし A-有 A-無 B-有 B-無
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ィ
ク
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ン
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（
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3
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10サイクル

20サイクル

30サイクル

0.01 f/cc以下であり、大気汚染防止法で規定されてい

る10本/ｌを満足していた。しかし、固化剤なしでは、

いずれのサイクルも基準を満足していなかった。した

がっ て、２種類の固化剤を用いた封じ込めは、乾湿繰

返しの条件では有効であることが確認された。

パーティクルカウンタでの粉じん数は、繊維数濃度が

高いほど粉塵数も多くなっているが、バラツキが大きい

ことが分かった。これより、パーティクルカウンタによ

る簡易測定は、大まかに繊維数濃度を把握することは可

能だが、測定精度は問題があると考えられる。

5.　まとめ

　リニューアル時期を迎えつつある初期の鉄骨造高層建

築物内の湿式吹付け石綿用封じ込め技術を開発した。開

発した封じ込め技術は、使用する固化剤が準不燃材料で

あり、封じ込め後に耐火構造として認められる。そのた

め、耐火被覆にも適用できる封じ込め技術である。さら

に、長期間にわたる飛散防止性能を維持することを実験

で確認した。

2μm以上 5μm以上 2～5μm 2μm以上 5μm以上 2～5μm 2μm以上 5μm以上 2～5μm

封じ込めなし 無 2139 150 1989 0.02 1755 99 1656 0.06 1908 156 1752 0.06

有 223 6 217 <0.01 889 22 867 <0.01 373 11 362 <0.01

無 258 7 251 <0.01 541 7 534 <0.01 143 0 143 <0.01

有 330 4 326 <0.01 611 10 601 <0.01 283 10 273 <0.01

無 320 7 313 <0.01 539 5 534 <0.01 163 0 163 <0.01

粉じん数（個/l) 繊維数
濃度

［f/cc］

１コートタイプの
封じ込め

粉じん数（個/l) 繊維数
濃度

［f/cc］

粉じん数（個/l) 繊維数
濃度

［f/cc］

測定
条件

封じ込
め前の
損傷の
有無

２コートタイプの
封じ込め
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