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技術資料

１．はじめに

地震時挙動が要因ではない表面劣化が免震等ゴム支
承に確認されている．橋梁用ゴム支承の劣化では，外
的エネルギーによる化学的作用によるものが主となり
材料性能に変化が生じる．化学的作用が表面から内部
に進行するならば，ゴム支承の性能が低下する場合も
ある．また，微視的破壊現象の連続化による疲労破壊
も注目すべき性能低下の要因と考えられる．

橋梁支承用ゴム材料の耐久性に大きな影響を与える
化学的な劣化について，伊藤ら1)は熱酸化劣化が主で
あると指摘し，性能低下の評価式を提案するなど常温
環境に対する研究が進んでいる．一方，寒冷環境にお
ける耐久性については，杉本ら2)により寒冷地に限定
した天然ゴム支承の表面亀裂の発生メカニズムとし
て，低温環境とオゾン劣化の相互作用に着目した耐候
性保護剤の低温環境対応に対する成果がある．

ゴムの性能低下に対して疲労は懸念されているもの
の，ゴム支承特性への疲労影響の検討事例は少なく，
疲労影響の実態把握は進んでいない．特に低温影響を
加味した報告はない．低温状態におけるゴム支承の温
度依存性の研究からゴムの種類によっては大きな影響
を受けることが明らかであることから，疲労に対する
抵抗性や力学特性等への低温影響を否定できない．

そこで，橋梁点検結果からゴム支承の損傷事例とそ
の特徴を確認するとともに，疲労影響による特性劣化
と外的損傷の可能性について，疲労試験により検証を
行った．少数ではあるが得られた成果を報告する．

２．ゴム支承の現況

ゴム支承は，鋼材と高分子材（ゴムと接着剤）によ
り構成され，性能低下は，材料変質と物理的損傷に分
けることができる．

高分子材に関する劣化要因は，図－1に示すものが
あげられ，橋梁用支承ゴムは，化学的作用によって性
能が低下すると指摘1)されているもののゴム支承が使
用され始めてから経過年が短いことから外観に生じた
変化について日本国内での分析事例は多くない． 

２． １　定期点検から確認された劣化損傷

北海道開発局が実施している橋梁点検の平成24〜26
年の結果よりゴム支承を有する橋梁を1732橋抽出し，
ゴム支承の劣化として「変色・劣化」と記録された橋
梁の点検写真より，ひびわれが確認できた54橋を抽出
した．その外観の一例を図－2に示す．

外観で確認されるひびわれは，ゴムの引張作用と直
行する方向に現れている．橋軸方向の面では，死荷重
の影響により内部鋼板の位置で生じる局所ひずみの発
生箇所にひびわれが確認されたケースが多く，橋軸直
角方向の面では，橋梁の伸縮による影響と想定される
せん断変形にともなう斜め方向のひびわれが確認され
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図－1　高分子の劣化要因3)
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図－2　ゴム支承のひびわれの一例
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たケースが多い． 

２． ２　寒冷環境と劣化傾向

橋梁点検結果を用いて劣化の有無の橋梁数と経過年
や気象の影響について検討を実施した．なお，劣化は，
5年毎の点検により確認されるため発生年に誤差を含
んでしまうが，橋梁定期点検年を基準として劣化の発
生経過年数を算定する．

図－3に経過年別点検橋梁数をひびわれの有無で区
分して示している．経過年が比較的若い年代でゴム支
承が多く用いられている．ゴム支承のひびわれ有の橋
梁数は10年未満の材齢では少なく， 11年〜20年経過し
た材齢に多い．

外気温との関係性について，年平均外気温変動幅と
最低気温に着目して，図－4，図－5を整理した．年平
均外気温変動幅が小さいとひびわれ有の橋梁が減少す
る．また，最低気温が低くなるとひびわれ有の橋梁が
多くなっている傾向が示されている．

次に，北海道を最低気温で分類した区分で整理した
ひびわれ確認橋梁数を図－6に示す．区分方法は，図

－7に示す北海道における鋼道路橋の設計および施工
指針に示された最低気温分布図4)を基準に， -20℃以上

を区分1， -25℃以上-20℃未満を区分2， -30℃以上-25
℃未満を区分3，-35℃以上-30℃未満を区分４，-41℃
以上-35℃未満を区分5とした．図－6より最低気温が
下がる区分になるに従って，ひびわれ有の橋梁数が増
加する傾向が明確である．区分5で少ないのは，区分
地域が狭く分析対象とした橋梁が少ないためと想定さ
れる．

図－7　アメダスによる北海道の観測記録最低気温分布4)

図－3　経過年別点検橋梁数（ゴム支承劣化の有無別） 図－4　年平均外気温変動幅と橋梁数（ゴム支承劣化の有無別）

図－5　最低気温と橋梁数（ゴム支承劣化の有無別） 図－6　最低気温区分別ひびわれが確認された橋梁数
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３．疲労劣化の有無

環境劣化の他の劣化要因として疲労が挙げられる．
ゴムの疲労により生じる現象は，疲労破壊の他に塑性
流動や非破壊特性の変化という3つに大別される．一
般的に着目されているのは，微視的破壊現象の連続化
による疲労破壊である．微視的破壊現象が対象となる
ため，外観で評価することは，難しいと考えられる．

ここでは，ゴム支承に作用する交通荷重の繰返しを
想定した鉛直方向の繰返し圧縮疲労を受けたゴム支承
のせん断および圧縮特性を把握するために実施した検
証試験の結果より外観や特性の変化について整理し
た．

 
３． １　試験概要

３． １． １　試験体概要

試験対象のゴム支承の種類は，RB（CR，NR），
HDR，LRBである．試験体は，「JIS K 6411:2012道路
橋免震用ゴム支承に用いる積層ゴム-試験方法」（以下，
JIS K 6411）の標準試験体No.2に準拠した．図－8に
試験体形状を示す．
３． １． ２　繰返し圧縮疲労試験

低温影響を検証するため，常温および低温環境下で
の繰返し圧縮試験を実施した．寒地土木研究所敷地内
にある屋外サーボ疲労試験装置により試験を行った．
本試験は，JIS K 6411の繰返し圧縮疲労試験方法を基
本としている．図－9に示すように4種4個の支承を鉛
直に連結し，ゴム支承の鉛直方向が水平となるように
支承固定ガイドにゴム支承を配置して雰囲気状態が同
一となるよう配慮した．試験条件を表－1に示す．ま
た，試験機器と試験体配置の関係を図－10に示す．

また，エネルギー吸収性の高い支承も含まれており
連結したゴム支承の載荷点からの順番による影響を排
除するために，図－11に示すように50万回毎にゴム支

(a) RB(CR), RB(NR), HDR               (b) LRB
図－8　試験体 図－9　 試験体の試験時状態

側面図

図－10　載荷配置図

図－11　試験体ローテーション配置図

表－1　繰返し圧縮疲労試験条件

下限荷重（kN） 316.8（5.5N/mm2）
上限荷重（kN） 691.2（12N/mm2）
載荷振動数（Hz） 2
載荷回数（回） 200万,400万
試験時せん断ひずみ（%） 70（19.6mm）
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a) 天然ゴム系支承（RB(NR)，LRB） b) 合成ゴム系支承（RB(CR)，HDR）

図－12　繰返し圧縮載荷を受けたゴム支承の等価剛性の変化

a) 天然ゴム系支承（RB(NR)，LRB） b) 合成ゴム系支承（RB(CR)，HDR）

図－13　繰返し圧縮載荷を受けたゴム支承の等価減衰定数の変化

a)天然ゴム系支承（RB(NR)，LRB） b)合成ゴム系支承（RB(CR)，HDR）

図－14　繰返し圧縮載荷を受けたゴム支承の圧縮剛性の変化
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承の配置をローテーションし，配置替えを行い繰返し
載荷した． 
３． １． ３　特性試験

ゴム支承の特性変化を確認するため，繰返し圧縮疲
労試験前，200万回および400万回後，6ヶ月以上の気
中養生後にせん断特性試験と圧縮特性試験を実施し
た．ここで示す結果は，JIS K 6411のせん断特性試験
および圧縮特性試験に基づき表－2の条件で行った気
中養生後の特性値である．

なお，試験中における50万回毎の等価剛性，鉛直剛
性の変動についても確認しているが，詳細は文献5)を
参照されたい．

表－2　特性試験条件

せん断特性試験

繰返し回数（回） 5（RB），11（HDR, LRB）

鉛直荷重 （kN） 345.6（6N/mm2）

せん断ひずみ振幅（%） 175（±49mm）

載荷速度（mm/sec） 10（sin波）

圧縮特性試験

繰返し回数（回） 3

鉛直荷重（N/mm2） 0〜8.0

載荷振動数（Hz） 0.001以上（sin波）

３． ２　試験結果と考察

３． ２． １　等価剛性と等価減衰定数

RB(CR)とRB(NR)については，履歴ループ3回目
のせん断試験結果を特性値とし，HDRおよびLRBに
ついては，履歴ループ5回目の等価剛性を特性値とし
ている．図－12に各載荷サイクル後の等価剛性の変化
を初期等価剛性からの変化率として，また，図－13に
は減衰定数の変化を初期減衰からの変化率として，天
然ゴム系をa)，合成ゴム系をb)に示す． 

天然ゴム系では，常温，低温どちらの雰囲気におい
ても，繰返し回数に伴う剛性変化は，±5％以内と小
さく，繰返し回数が400万回であっても大きな違いは
生じていない．これに対して減衰定数は，ばらつきが
大きく傾向を評価するには至らないが，減衰性を有す
るLRBは，常温では減衰が増加，低温では15％程度も
減少する結果が得られている．

合成ゴム系では，天然ゴム系とは異なり，常温，低
温どちらの雰囲気においても繰返し回数が増加すると
等価剛性が高くなる傾向が示された．その変化率は，
最大で19％である．減衰性能を有するHDRの減衰定

数は，200万回の変化では常温，低温とも10％程度減
少しているが400万回の低温の結果からは変化が小さ
い．
３． ２． ２　圧縮剛性

図－14に初期圧縮剛性を基準とした載荷サイクル後
の圧縮剛性定数の変化率として，天然ゴム系をa)，合
成ゴム系をb)に示す．

天然ゴム系支承では，載荷回数が増加すると鉛直
剛性が減少する傾向にある．RB(NR)では，載荷回数
の増加により減少する．常温が200万回で25％の低減
率，低温では載荷回数の増加により10％から20％の低
減率とであり，常温では大きな低減率である．LRBの
200万回の低減率は，常温と低温において10％程度と
同程度，さらに低温試験のみ行った400万回は200万
回と同程度と変化が収束しているような結果であり，
RB(NR)が右肩下がりに低下するのとは異なる．

合成ゴム系支承では，HDRの変化が小さく変化率
は5％程度であり，400万回の回数では剛性低下の進行
が明確ではない．RB(CR)では，常温の200万回の低
減率と低温の400万回の低減率が概ね一致しているこ
とが確認される．
３． ２． ３　外観変化

疲労試験400万回後に行った175％せん断特性試験直
後のゴム支承表面状況を図－15に示す．写真の撮影方
向は，図－16に示すように，橋軸面が，疲労試験時に
70％せん断変形を与え外側に変形させた面で，橋軸直
角面は，図－16に見られる断面と平行な表面である．

外観は，ゴム種ではなく，支承タイプにより異なっ
ている．RB(NR)とRB(CR)は，残留変形が小さく，
表面のシワやひびわれも確認されない．LRBは，残留
変形が大きいものの表面のシワやひびわれは確認でき
ない．HDRは，残留変形が大きく表面にシワが生じた．
しかし，どの支承においてもひびわれの確認はできな
い．

４．考察

橋梁点検結果からゴム支承のひびわれとその特徴を
確認するとともに，疲労影響によるゴム支承の特性劣
化と外的損傷の可能性を調査するための試験結果を整
理した．

平成24年から平成26年の橋梁点検結果より抽出した
1,732橋の内，劣化が確認されたのは，54橋で3％程度
と多くない．その外観は，桁の伸縮等による支承の引
張方向に直角となるひびわれが発生し，経過年が長く
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なるとその劣化が確認される支承が多くなる．また，
寒い地域に劣化が多くなる傾向にあることが確認され
た．

常温と低温環境での疲労試験の結果から，天然ゴム
系は初期剛性との差が小さく，合成ゴム系は，初期剛
性より高くなる．鉛直剛性については，天然ゴム系と
RB(CR)は低下傾向を示し，合成ゴム系HDRは変化が
小さい．天然ゴム系支承は減衰性の有無に関わらず同
様の変化を示すが，合成ゴム系の場合は，減衰性の有
無により異なる特性変化を示す．試験体数が少ないた
め類推の域を超えないが，減衰性を付加する材料が影
響している可能性が考えられる．

鉛直疲労載荷回数400万回に加え，175％ひずみを与
えたせん断特性試験によりせん断載荷の繰返し回数
が，RB系で60回，LRBとHDRでは132回と非常に大
変形の繰返し載荷を行ったにも関わらず，外観にはひ
びわれが確認されず，多少の変形とシワの確認のみで
ある．このことから，橋梁点検結果の外観で確認され
たひびわれは疲労が主要因となる可能性は低いと思わ
れ，目視で確認できる劣化は，オゾンや紫外線による
表面変質により生じたひびわれが主であると推察す
る．疲労による影響を判断するためには，剛性低下等
の特性の変化について測定する必要がある．
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図－15　疲労試験400万回後のせん断特性試験終了直後の表面

図－16　表面写真の撮影方向の説明図
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