技術資料

寒冷地の床版で上筋付近に水平ひび割れが発生しやすい理由に関する考察
林田

宏

１．はじめに
寒冷地の道路橋床版では、疲労と凍害の複合劣化に
よって、写真－1に示すように、多数の水平ひび割れ
が層状に発生した「層状ひび割れ」が発生している。
前報2)では、この層状ひび割れの進展メカニズムに関
して考察を行った。
一方で、寒冷地の床版では、「層状ひび割れ」とと

写真－1

疲労と凍害の複合劣化で生じた層状ひび割れ1)

写真－2

寒冷地の床版で生じた上筋付近の水平ひび割れ

もに、写真－2に示すような、単独または数本の「水
平ひび割れ」が発生している事例が多いことも報告さ
れている3)。特に、その発生位置に関しては、上側鉄
筋付近で発生していることが多い。
このような上側鉄筋付近の水平ひび割れは、図－1
に示すように、疲労が単独で作用する場合でも発生す
る。しかし、疲労と凍害の複合劣化を受ける寒冷地の
床版では、水平ひび割れがより高い割合で発生してお
り、その発生原因として、寒冷地特有の劣化である「凍
害」が大きく影響していると考えられる。
そこで、本研究では、寒冷地の床版で上側鉄筋付近
に生じる水平ひび割れの発生メカニズムを明らかにす
ることを目的として、凍害を与えた床版供試体を製作
し、静的載荷試験による検討を行った。
２．実験概要
２．１

床版供試体

供試体の形状寸法、配筋を次ページの図－2に示す。
配筋および床版厚（t=16cm）は昭和39年の道路橋示

図－1

輪荷重によって上筋付近に生じる水平ひび割れ4)

方書に準じて設計を行った。使用したコンクリートに
関しては、早期に凍害劣化を顕在化させるため、コン

置し、供試体の冷却・加熱は供試体上面からのみ行っ

クリートにAE剤を使用せず、水セメント比を65%と

た。2) 設定した劣化深さの範囲のみに凍結融解作用

大きめに設定した。実験変数は凍結融解の有無であ

を与えることとし、設定した劣化深さよりも下側の範

る。表－1に供試体名と凍結融解回数を示す。

囲では凍結を持続させた。具体的には、図－3のよう
に、床版厚の1/2の位置である深さ80mmの位置に温

２．２

度センサーを設置し、このセンサーの測定温度が-18

凍結融解試験

劣化深さは床版厚の1/2（80mm）に設定した。凍

～0℃になるように温度を制御した。このような温度

結融解試験に当たっては、以下の2つの方法により劣

条件で、気中凍結水中融解による凍結融解作用を447

化深さを制御した。1) 上面以外の面には断熱材を設

回与えた。
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表－1

供試体名と実験変数

供試体名

凍結融解回数

N

無（健全）

F

447回

冷却・加熱
凍結融解層

温度センサー
（-18～0℃）

劣化部
t=80mm

凍結持続層

健全部
t=80mm
図－2

２．３

床版供試体の形状寸法、配筋

図－3

劣化深さは床版厚の1/2（80mm）に設定

静的載荷試験

支持条件は2辺単純支持で、支間は1800mmとした。
せん断スパン比は7.5である。ただし、供試体Fについ
ては、支承の設置を予定していた隅角部付近が、凍害
劣化によって断面欠損していたため、支承位置をずら
し、支間を1620mmとした。載荷版には100×100mm
の鋼板を使用し、供試体中央を一点集中載荷した。
３．供試体Fの劣化状況（採取コアの超音波速度）
凍害による供試体Fの劣化状況を確認するため、凍
結融解試験終了後、供試体からコアを採取し、超音波
速度の測定を行った。その結果を図－4に示す。

図－4

採取コアの超音波速度と水平ひび割れの状況

凍結融解層に位置する深さ1～8cmの範囲について
は速度が低下し、凍結持続層に位置する深さ9～15cm
では、速度はほとんど低下していなかった。
深さ6cmのデータが欠損しているのは、図の右側に
示すように削孔時にコアが割れたためである。これ
は、供試体内部に、凍結融解作用で写真－3に示すよ
うな極めて幅の狭い水平ひび割れが発生していたた
め、削孔時の振動などによってコアが割れたものと考
えられる。次章では、凍結融解作用で生じる水平ひび
割れの発生メカニズムについて既往の実験5)を基に概
説したい。
写真－3
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凍害で発生した極めて幅の狭い水平ひび割れ5)
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４．凍結融解で生じる水平ひび割れの発生メカニズム
４．１

実験概要

図－5に示すスラブ供試体の上面から7cmの範囲の
みに凍結融解作用を与えることとし、7cmより下側の
範囲では凍結を持続させた。図－6は凍結融解試験時
の温度履歴である。7cm地点が0℃点であり、この地
図－5

0℃点である7cm地点に水平ひび割れが発生した。

3cm

10
5

温度 (℃)

のような凍結融解作用（気中凍結水中融解）を150回
与えた。その結果、前ページの写真－3に示すように、

15

6cm

7cm

0

４．２

凍害による水平ひび割れの発生メカニズム

水平ひび割れが発生した理由は、層間凍結によって

-5

発生したアイスレンズによるものと考えられる。図－

8cm

-10
-15

7は層間凍結が発生する前後の温度分布の推移を示し

-20

たものである。なお、細孔内の水が凍結する温度は、

-25

0

1

2

3

4 5 6
時間 (H)

図－6

7

8

9

10

2

0:10

0:20

を氷点と仮定して図の作成を行った。この実験では上
面からのみ冷却を行ったため、図に示すように、上面

温度履歴

付近が先に凍結し、内部に未凍結層が発生する。この

4

第1層

され、水平ひび割れの発生につながったと考えられる。

0:00

ただし、図に示すように、温度データからは、最後に
未凍結部

3

0:30

5
6

0:20 0:10 0:00
第3層
-3

-2

0

-1

れが発生した7cm地点とは、若干のずれがある。
水平ひび割れが発生したもう一つの理由として考え

冷却

冷却

面から水が供給される。その後、(b)のように上面が
これは、図－9に示すように、凍結に伴って細孔内の

深さ方向の温度分布の推移（層間凍結時）

水

は、その概念図である。(a)のように融解行程では上
凍結し始めると、供給された水は下方向に移動する。

1

温度 (℃)

図－7

凍結するのは6cm地点であると考えられ、水平ひび割

られるのは、0℃点に滞留する水の影響である。図－8

第2層

7
8

氷点降下の影響により0℃以下となるが、便宜的に0℃

未凍結層が遅れて凍結する段階でアイスレンズが形成

1

深さ (cm)

点の温度が-18～0℃となるように温度を制御した。こ

供試体寸法、上面からのみの冷却・加熱

水は膨張するが、細孔内の容量を超えた分は微細ひび
割れを通じて下に移動するためである。

冷却

水
上面から水が供給

図9左

図9右
図10(c)

図10(b)

冷却
凍結で水が膨張
溢れた水が下に移動

図10(d)

融解による空隙

(a) 上面から (b) 凍結に伴い (c) 0℃点に
水が供給
内部に移動
水が滞留

(d) 滞留した
水が層間凍結

図ー8 凍結に伴う水の移動・滞留と 0℃点での層間凍結
図－8 凍結に伴う水の移動・滞留と0℃点での層間凍結
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図－9

凍結で膨張した水が微細ひび割れを通じて下に移動



43

その後、図－8(c)のように、さらなる凍結作用によ

の発生メカニズムである。ただし、今回の実験では、

って、水はさらに下に移動し、最終的には0℃点付近

この実験と異なり0℃点である8cm地点よりも2cm上

に溜まる。なぜなら、0℃点より下側は凍結が持続し

にある深さ6cm地点で水平ひび割れが発生した。この

ているため、移動してきた水は、それ以上、下方向に

ため、今後、追加実験を行うなどして、0℃点の位置

進めないからである。このようにして0℃点付近に溜

や温度データ上、最後に凍結する位置が、水平ひび割

まった水も温度の低下とともに凍結するが、上側と下

れの発生にどのように影響を与えるのかを明らかにす

側はすでに凍結しているため、層間凍結が起こる（図

るため、さらに検討を行っていきたい。

－8(d)）。この層間凍結によって生じる氷（アイスレ
ンズ）が水平ひび割れの幅を押し広げる。より詳細な

５．静的載荷試験結果

メカニズムを図－10に示す。(a)のように、水平ひび
割れの中の水は、凍結時には氷となっている。その

図－11に各供試体の荷重－変位曲線を示す。また、

後、(b)のように、融解が進むと、氷が水に変化する

載荷終了後の供試体切断面を写真－4～7に示す。載荷

際の体積収縮に伴って、水平ひび割れの中に空隙が生

試験の結果、供試体Nと供試体Fとでは、以下のよう

じる。次に、上面からの冷却が進むと、(c)のように、

な違いが見られた。次章では、このような違いが生じ

上面から移動してきた水が、上記の空隙部分に流入す

た原因について考察を行う。

る。その後、さらに冷却が進むと、(d)のように、水

1) 図
 －11に示すように、供試体Nに比べて、供試体F

平ひび割れの中の水が氷に変化する際の体積膨張に伴

では部材剛性や耐力が低下した。

って、水平ひび割れが押し広げられる。
以上が、凍結融解作用によって生じる水平ひび割れ
300

膨張(水→氷)
収縮(氷→水)

(a) 水平ひび
割れ内の氷

図－10

(b) 収縮で
空隙が発生

凍結融解に伴う水平ひび割れの幅の拡大

写真－4

写真－5
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(c) 水が空隙 (d) ひび割れ
に流入
幅が拡大

荷重(kN)

水

加熱

冷却

耐力低下(9%)

N

冷却

急落しない

剛性低下

200

F
急落

100
0

0

5

10
変位(mm)

図－11

15

20

荷重－変位曲線

供試体Nでは、橋軸直角方向（上）と橋軸方向（下）の両方にせん断ひび割れが発生

供試体Fでは、橋軸直角方向（上）N側にのみせん断ひび割れが発生し、橋軸方向（下）では水平ひび割れが発生
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2) 最 大荷重に達した後、供試体Nでは荷重が急落し

載荷点

たのに対し、供試体Fでは、一旦、荷重は低下し
たものの、供試体Nのように急落はしなかった。
3) 供試体Nでは、写真－6に示す押し抜きせん断コー
ンの発生により破壊に至った。写真－4に示す切断
面では、押し抜きせん断コーンの発生に伴うせん
断ひび割れが、橋軸直角方向と橋軸方向の両方に

N
W

発生していた。
4) 供試体Fでは、写真－7に示すように、供試体Nの
ような押し抜きせん断コーンは発生しなかった。

写真－6

また、写真－5上の切断面に示すように、せん断ひ

 試体Nでは押し抜きせん断コーンの発生に伴い
供
荷重が急落して破壊に至った

び割れが発生したのは、橋軸直角方向の右側（N側）
のみだった。

載荷点

一方、写真－5下に示すように、橋軸方向の上筋付
近では、載荷点からある程度の範囲まで水平ひび
割れが発生していた。しかし、目視の範囲では、
その外側や載荷点直下において水平ひび割れが発
生していることは確認できなかった。

N

W

６．供試体の挙動に差が出た原因に関する考察
写真－7

６．１

 試体Fでは水平ひび割れが発生したため、せん
供
断コーンは発生せず荷重も急落しなかった

剛性と耐力が低下した理由

図－12は供試体に設置したひずみゲージのデータを
用いて作成した支間中央付近の断面ひずみ分布である。
深さ0mm位置の上面コンクリートのひずみの値に
の方が、圧縮ひずみが大きくなっている。これは、供
試体Fの圧縮域のコンクリートは凍害によって剛性が
低下しているため、載荷荷重による曲げ圧縮作用を受
けると、供試体Nに比べて変形（圧縮）が大きくなる
ためである。これに伴って、供試体Fの曲げ変形も供

20

深さ（mm）

着目すると、供試体N（黒）に比べて供試体F（赤）

中立軸

60
水平ひび割れ

80
100
120
-1000

低下したのは、圧縮域のコンクリートが凍害で劣化し

６．２

N

40

試体Nより大きくなる。供試体Fの部材剛性や耐力が
ていたことが一つの要因であると考えられる。

F

0

圧縮←

図－12

0
1000
断面ひずみ分布（μ）

2000
→引張

支間中央の断面ひずみ分布（橋軸直角方向200kN）

供試体Fの橋軸方向の上筋付近に水平ひび割

れが発生した理由

６．２．１

供試体Fで水平ひび割れが発生した理由

田中ら は、昭和39年の道路橋示方書で設計された

次ページに示す図－13は、供試体Fの橋軸方向にお

床版のように中立軸の位置が上筋に近い場合、床版内

ける床版のたわみや水平ひび割れの発生状況などを模

部で形成されるアーチ機構の影響によって、上筋付近

式化したものである。また、図－14、15は、載荷点直

に水平ひび割れが発生しやすいことを指摘している。

下における断面図（中央断面）と載荷点から少し離れ

供試体Fの水平ひび割れもこのアーチ機構の影響によ

た位置の断面図（外側断面）である。なお、図中の白

って発生したと考えられる。

点線は、凍結融解作用によって発生した幅の狭い水平

6)

以下では、田中らの説を参考に、その詳細について

線よりも上側を「上版」、下側を「下版」と言う。

説明を行いたい。
寒地土木研究所月報

№830

ひび割れを表している。また、以降の説明では、白点

2022年４月



45

たわみの増加に伴って水平ひび割れは外側に進展

(a)

(b)

水平ひび割れによって斜めひび割れの進展が妨げられた

図－13

たわみの増加に伴って載荷点付近では水平ひび割れの幅が広がり、先端部は外側に進展（橋軸方向断面）

（載荷点から伸びる斜めひび割れは、水平ひび割れが発生していたため水平方向に向きを変えられ、下方向への進展が妨げられた）

図－14

中央断面(a)では、アーチ機構が形成されるが、荷重が上版を押さえつけているため、水平ひび割れの幅は拡大しない

図－15

外側断面(b)では、上からの押さえがないため、圧縮力でアーチクラウンが持ち上げられ水平ひび割れが発生

まず、図－14に示す中央断面の図を見ていただきた

６．２．２

い。床版内部では図のようなアーチ機構が形成され
る。しかし、この後で述べる外側断面とは異なり、中

上面補修後に発生する水平ひび割れもアー
チ機構の影響を受けている可能性がある

床版内部で形成されるアーチクラウン付近に「界面」

央断面では、荷重が上版を押さえつけているため、水

がある場合、同様のメカニズムで水平ひび割れが発生

平ひび割れの幅は拡大しない。一方、図－15に示す外

する可能性があると考えられる。この典型例が床版の

側断面では、アーチクラウンの下側で水平ひび割れの

上面補修後に発生する水平ひび割れである（図－16）。

幅が拡大する。この理由は、以下のとおりである。
1）載荷点から離れた位置では、中央断面のように
上からの押さえがない。
2）そのため、アーチクラウンの部分は圧縮力によ
り、上方向に持ち上げられる。
3）一方、下版は中央断面のたわみに伴って下方向
へ下がろうとする。

上面補修後に水平ひび割れが発生する原因として、
以下のようなことが考えられる。
1）劣化部の除去不足や補修材の付着力不足などの
要因で、補修材と母材との界面が弱面となる。
2）上面補修では、多くの場合、この界面がアーチ
クラウン付近にあるため、アーチ機構の影響を
受けて水平ひび割れが発生する。

4）その結果、上版と下版とで変異差が生じるため、
境界面である水平ひび割れの幅が拡大する。
そして、このようにして生じる水平ひび割れは、図

断面補修材

－13のように、
荷重作用によるたわみの増加に伴って、
載荷点付近では水平ひび割れの幅がさらに広がり、先
端部はさらに外側へと進展する。写真－5のように、
載荷点からある程度の範囲まで水平ひび割れが目視で
確認できるようになったのは、以上のようなメカニズ
ムによるものと考えられる。
46

図－16

劣化部の除去不足や補修材の付着力不足などの場
合、アーチの影響によって補修材と母材の界面で
水平ひび割れが発生する可能性がある
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６．２．３

寒冷地の道路橋床版で上筋付近に水平ひ

び割れが発生しやすい理由

寒冷地の道路橋床版では、上記のような水平ひび割
れが発生すると、図－17(b)のように、凍結膨張圧によ

(a) 水平ひび割れに水が浸入（融解時）

って水平ひび割れがさらに進展する。ここまでの考察
を基に、
寒冷地にある多くの道路橋床版で、上筋付近に
水平ひび割れが発生している理由について推察すると、
以下のようなことが要因になっていると考えられる。
1) 凍結融解作用によって、床版内部に極めて幅の
狭い水平ひび割れ（数μm～数十μm）が発生
2) 輪荷重作用時にアーチ機構が形成され、アーチ
クラウン付近で上記の水平ひび割れの幅が拡大
3) 水平ひび割れ内の水が凍結する際に発生する凍

(b) 凍結膨張圧によって水平ひび割れが進展（凍結時）
図－17

 結融解作用の繰り返しによって水平ひび割れの
凍
幅や発生範囲がさらに拡大していく

結膨張圧によって、水平ひび割れの幅がさらに
拡大するとともに、平面的にも水平ひび割れの
発生範囲が拡大
７．凍害を受けた床版に移動輪荷重が作用する場合
６．３

橋軸方向にせん断ひび割れが生じなかった理由

供試体Fで橋軸方向にせん断ひび割れが発生しなか
ったのは、上筋付近に発生していた水平ひび割れが、

ここまで、静的載荷試験によって得られた実験結果
から考えられるメカニズムなどについて述べてきた。

せん断ひび割れの進展を妨げたためである。具体的に

しかし、実橋床版では、実際には移動輪荷重が作用

は、以下のとおりである。載荷点から伸びる斜めひび

し、また、今回の床版供試体は支間長や境界条件も実

割れは、通常であれば、供試体Nのように床版下面方

橋床版とは異なる。そのため、今回得られた知見が実

向へと進行し、せん断ひび割れとなる。しかし、供試

橋床版でも成り立つかどうかは、さらなる検討が必要

体Fでは、前ページに示す図－13のように、水平ひび

である。

割れが発生していたため、その進行が妨げられ水平方

例えば、前章で述べた供試体Fで荷重が急落しない

向に向きを変えられた。このため、橋軸方向では、せ

ことや６．２．１で述べた中央断面で水平ひび割れが進

ん断ひび割れが発生しなかったと考えられる。

展しないことなどは、移動輪荷重の場合は成り立たな
いと考えられる。

６．４

最大荷重に達した直後、供試体Fでは、供試

体Nのように荷重が急落しなかった理由

８．まとめ

供試体Nでは、最大荷重に達した直後、押し抜きせ
ん断コーンの発生に伴い、荷重が急落して破壊に至っ

寒冷地の床版で上筋付近に生じる水平ひび割れの発

た。一方、供試体Fでは、供試体Nのように荷重は急

生メカニズムを明らかにすることを目的として、凍害

落しなかった。この理由は、以下のとおりである。

を与えた床版供試体を製作し、静的載荷試験による検

橋軸直角方向ではせん断ひび割れが発生したもの
の、橋軸方向では、前節で述べたように、水平ひび割
れによって、せん断ひび割れの発生が妨げられた。そ

討を行った。その結果、以下のような知見が得られた。
1) 健全な供試体Nに比べ、凍害劣化した供試体Fは部
材剛性や最大荷重が低下した。

の結果、水平ひび割れよりも下側の部分では、橋軸方

2) 最 大荷重に達した後、供試体Nでは荷重が急落し

向の連続性が保たれた。このため、供試体Fは、水平

たのに対し、供試体Fでは、一旦、荷重は低下し

ひび割れによって厚さは薄くなったが、連続性が保た

たものの、供試体Nのように急落はしなかった。

れている下版によって、荷重を支えることができた。

3) 供 試体Nでは橋軸直角方向と橋軸方向の両方にせ

このことが、供試体Fでは、最大荷重に達した後、一旦、

ん断ひび割れが発生したが、供試体Fでは橋軸直

荷重は低下したものの、供試体Nのように急落はしな

角方向にしかせん断ひび割れが発生しなかった。

かったことに関係していると考えられる。
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4) 供 試体Fの橋軸方向の上筋付近では、目視で確認
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できるほどの幅をもつ水平ひび割れが載荷点から

断ひび割れが発生しなかったため、水平ひび割れ

ある程度の範囲まで発生した。

よりも下側にある版の連続性が保たれ、荷重を支

5) 橋軸直角方向のコンクリートひずみから、供試体

えることができたためであると考えられる。ただ

Fの部材剛性や最大荷重が低下したのは、圧縮域

し、実橋床版のように移動輪荷重が作用する場合、

のコンクリートが凍害で劣化していたことが一つ

このことは成り立たない可能性がある。

の要因であると考えられる。
6) 供 試体Fの橋軸方向に目視可能な水平ひび割れが
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