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　本研究では、北海道内で約40年間凍害と塩害の複合的な影響を受けてきた壁高欄の劣化調査と、壁
高欄から切り出した梁部材の静的載荷実験を行った結果について報告する。今後、壁高欄が要求性能
を満足しなくなる時点の劣化程度を示すことを目標とし、複合劣化を受けた材料や梁部材の性能の相
関関係を整理することで、複合劣化程度を定量的に表すパラメータを検討した。その結果、鉄筋の降
伏強度、伸び、重量減少率とコンクリートの静弾性係数は凍害と塩害の複合劣化程度を表し、コンク
リート構造物の維持管理指標となる可能性を示した。

《キーワード：凍害；塩害；複合劣化；維持管理指標》

　A studied RC bridge wall rail had been in service for more than forty years, during which it was 
exposed to an environment of combined frost and salt attack.  Properties of concrete and 
reinforcement were measured and loading test of a beam specimen was conducted.  In order to 
suggest a degradation level at which the performance of a structural member does not meet the 
requirement, results from the material and structural member tests were listed and the combined 
degradation degree was quantifically evaluated.  Consequently, yield strength, elongation and 
weight reduction rate of a reinforcement and modulus of elasticity of concrete reflected the 
influence of combined degradation and these factors might become standard to maintain a 
structure damaged by frost and salt.

《Keywords：Frost Action；Salt Action；Combined Degradation；Maintenance Parameter》
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２．研究計画

２．１　調査項目

　本研究では、北海道内で約40年間供用され、撤去さ
れた壁高欄を活用した。積雪寒冷地に設置されている
ことから、凍害と、凍結防止剤の散布による塩害の複
合的な影響を受けている。本壁高欄は、橋梁の床版と
一体で施工された直壁型の壁高欄であり、その概要を
図－１に示す。図のように、舗装面より上側、幅2000

（mm）を１壁高欄とし、４壁高欄について調査を行っ
た。また、調査は次の順に実施した。

（１） 外観に関する調査
（２） 耐荷性能に関する調査
（３） 材料特性に関する調査
　各調査の方法について、次節で詳しく説明する。な

１．はじめに

　経年的な劣化による変状や損傷が顕在化したインフ
ラの事例が多く見られるようになり、維持管理の重要
性がますます高まっている。とりわけ、北海道を含む
積雪寒冷地の道路構造物の多くは、凍害と凍結防止剤
の散布による塩害の複合的な影響を受ける厳しい劣化
環境に曝されている。本研究では、直接的にそれらの
劣化を受けやすいコンクリート製車両用剛性防護柵

（以下、壁高欄）を対象としている。
　これまで、複合劣化の現状を把握するため、北海道
内の451橋梁について、付設する壁高欄の外観調査１）、２）

を実施した。その結果、全橋梁の約40％の壁高欄に軽
微なひび割れ等も含む何らかの変状が確認され、建設
から21年以上経過すると橋梁の約70％にコンクリート
の浮きや鉄筋の露出（コンクリートの剥離・剥落を含
む）を伴う著しい変状が観察された。
　壁高欄は、①車両の逸脱防止性能、②乗員の安全性
能、③車両の誘導性能、④構成部材の飛散防止性能が
求められる施設３）であり、車両衝突時に弾性的な挙動
をすることによって、当事者への影響を軽減し、第三
者への危害を回避する役目を為す。しかし、上述の調
査で壁高欄の性能低下が懸念されたことから、劣化し
た壁高欄の車両衝突時の耐荷性能を確認する必要があ
る。
　そのため本研究では、壁高欄が要求性能を満足しな
くなる時点の劣化程度に着目した。これを提示できれ
ば、劣化程度から耐荷性能を評価できるとともに、診
断時の指標として用いることで、その後の維持管理を
合理的かつ経済的に進めることが可能になると考えら
れる。しかし、現段階では、複数の劣化要因が影響し
合う複合劣化程度の定量化方法は確立されていない。
　そこで、複合劣化程度を表すパラメータを検討するた
め、北海道で供用された壁高欄を用いた劣化調査と静
的載荷実験を行い、複合劣化による材料や梁部材の性
能の相関関係を整理した。壁高欄では、実車衝突実験
から要求性能を満足する標準仕様が定められており４）、
車両衝突は静的な力の作用と同等に評価できる５）こと
から、標準仕様の壁高欄に期待できる静的な耐荷性能
と比較することで、車両衝突時の耐荷性能を推測する
ことが可能となる。今後さらに、梁部材の衝撃載荷実
験を遂行することで、複合劣化した壁高欄の衝撃耐荷
性能を精度高く評価できると考える。

図－１　壁高欄の形状および配筋状況

図－２　載荷方法
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本研究では曲げ耐荷性能を把握したかったため、せん
断スパン有効高さ比（a/d）ができる限り大きくなるよ
うにした。ただし、図－１に示す設計上の鉄筋位置と
実際の配筋の違いに配慮するため、壁高欄毎に同じ
a/d とした上で、支点および載荷点位置を決定した。
壁高欄 H24シリーズでは、付着性状に着目するため曲
げスパンを350（mm）とし、有効高さ d に合わせて試
験スパンを決定した。そして、壁高欄 H25シリーズで
は、試験スパンを1700（mm）とし、曲げスパンを d に
合わせて決定した。壁高欄の名称は撤去年度（H24あ
るいは H25）と、同じ年度に研究のため抽出した壁高
欄の通し番号で表し、これに図－１に示す梁番号（1）～

（4）を付けたものを梁部材名とした。なお、壁高欄 H24
シリーズでは、吊り上げ用穴が横方向鉄筋を切断して
いた梁部材（2）を除く梁部材、壁高欄 H25シリーズで
は梁部材（1）を除く梁部材の載荷試験を行った。
　（３）材料特性に関する調査では、載荷試験後、梁部
材（1）～（4）のコンクリートと横方向鉄筋について実施
した。コンクリートについては、載荷による影響がほ
とんどないと考えられる試験スパン外を含む支点近傍
から、１梁部材につき４本以上のコンクリートコア（φ
50×100（mm））を採取し、圧縮強度と静弾性係数を
測定した。また、目視できる劣化で生じたひび割れを
避けて、コアを採取した。
　車道側および車道反対側の横方向鉄筋については、
JCI-SC1「コンクリート中の鋼材の腐食評価方法」に
準じて腐食生成物を除去した後の試験スパン長の重量
を測定し、次式により重量減少率を算出した。

（１）

　ここで、腐食前重量は、鉄筋の長さの測定値に単位
質量（kg/m）の規格値を乗ずることにより算出した。さ
らに除錆後、横方向鉄筋の引張試験も行い、引張強度、

お、建設時の材料特性や補修に関する情報は残されて
いなかった。

２．２　調査方法

　（１）外観に関する調査では、車道側と車道反対側の
両面について、目視と打音による調査を行い、ひび割
れ、コンクリートの剥落や浮き、さび汁を確認した。
そして、本研究で用いる壁高欄として、外観上の劣化
状況が異なる４つを選定した。さらに、左右の切断面
において、横方向鉄筋の位置も確認した。
　（２）耐荷性能に関する調査では、壁高欄から切り出
した梁部材の曲げ載荷試験を実施した。載荷条件を表

－１に、載荷方法を図－２に示す。なお、表中の対象
面とは、図－２に示すように載荷時の引張側に相当し、
引張側の横方向鉄筋については、両端部に鋼板を溶接
することにより定着を確保した。載荷は、荷重を単調
増加させることによって行い、荷重が低下し始めた後、
除荷して終了した。

表－１　載荷条件

図－３　目視と打音調査結果
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降伏強度、伸びを測定した。なお、載荷試験ですべて
の梁部材の鉄筋が降伏したことから、曲げスパン内を
除く腐食した部分を試験に用いた。また、載荷試験を
行わなかった梁部材についても、コンクリートと鉄筋
について同様の試験を実施し、各材料特性を調査した。
　本壁高欄が受けた塩害の影響を見るため、さらに壁
高欄の上部と下部の塩分浸透の違いを把握するため、
載荷試験を行わなかった図－１に示す（b）と（d）の部分
の塩分浸透性状を調査した。JIS A 1154に基づき、車
道側から70（mm）の深さまで、10（mm）毎の塩化物
イオン量を測定した。

３．調査結果

３．１　外観に関する調査結果

　図－３に目視と打音調査結果を示す。なお、図には
横方向鉄筋の種類（D16あるいは D13）、表面の補修状
況に関する情報を付記し、梁部材の目安になるよう、
横方向鉄筋の位置も示した。
　外観上の主な劣化状況は、壁高欄 H24-6はコンクリ
ートの剥落と浮き、H24-12はコンクリートの浮き、
H25-1はさび汁の発生であり、H25-2では外観上の劣化
はほとんど観察されなかった。なお、H24-6に生じた
コンクリートの剥落は鉄筋まで達していなかったこと
から、塩害よりも凍害による影響の方が大きかったと

図－４　横方向鉄筋の位置

図－５　載荷試験後のひび割れ状況

考えられる。
　左右の切断面で測定した横方向鉄筋位置を図－４に
示す。横軸の０および200（mm）は、車道側および車
道反対側表面を表し、黒マーカーは車道側、白マーカ
ーは車道反対側の鉄筋位置である。図より、実際の鉄
筋位置は図－１に示す設計上の配筋と異なり、特に壁
高欄 H24-12と H25-1では車道側に偏る傾向が見られた。
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図－６　曲げモーメント－曲率関係

３．２　耐荷性能に関する調査結果

３．２．１　ひび割れ状況

　載荷試験後のひび割れ状況を図－５に示す。図中の
赤色のひび割れは、載荷前に発生していた劣化による
ひび割れである。また、破壊形式についても併記した。
　壁高欄 H24シリーズの場合、壁高欄の最上部から切
り出した梁部材（1）はいずれも、鉄筋降伏後に圧縮部
コンクリートが圧壊し、曲げ引張破壊した。一方、そ
の他の梁部材では、曲げ引張破壊と鉄筋降伏後の斜め
引張破壊の２つに破壊形式が分かれた。このような破
壊形式の違いは、載荷条件上（a/d=4.0）、曲げ耐荷力
とせん断耐荷力がほぼ等しいことにより生じたと考え
られる。そして、梁部材（1）については、縦方向鉄筋
の曲げ加工部分（図－１に示す設計上の配筋図参照）
が、幾分、スターラップのようにせん断に対して抵抗
した可能性がある。
　車道側が引張域となる梁部材の曲げスパンを観察す
ると、梁部材 H24-6-3では、主に縦方向鉄筋付近から
ひび割れが生じた。これは、縦方向鉄筋がひび割れを
誘発した可能性が考えられる。一方、梁部材 H24-12-3
と H24-12-4では、さらに多くのひび割れが発生し、ひ
び割れ間隔も小さくなった。また、車道反対側が引張
域となる梁部材 H24-6-4の曲げスパンには、縦方向鉄
筋位置でひび割れが発生し、せん断スパンにほとんど
ひび割れは発生しなかった。これより、梁部材 H24-
6-3と H24-6-4の車道側および車道反対側の横方向鉄筋
とコンクリートの付着は劣化し、梁部材 H24-12-3と
H24-12-4の車道側では付着が良好であると推測で
きる。
　次に壁高欄 H25シリーズでは、H24シリーズよりも
a/d が大きく、せん断に対する余裕が大きくなったこ
とから、すべて鉄筋降伏後、曲げ引張破壊を生じた。
ひび割れ状況を見ると、壁高欄 H24-6と同様に、縦方
向ひび割れ付近から発生したひび割れが多かった。こ
のことから、壁高欄 H25-1、H25-2ともに、車道側の
横方向鉄筋とコンクリートの付着は劣化していると考
えられる。また、図－１に示すように、壁高欄 H25-2は、
他の壁高欄と比較すると外観上の劣化状況は軽度であ
ったにも拘らず、コンクリートの劣化がかなり進行し
ている可能性がある。
３．２．２　曲げモーメント－曲率関係

　図－６に曲げモーメント－曲率関係を示す。本実験
では、すべての梁部材の有効高さが違うため、試験ス
パン長や曲げ剛性も試験体によって異なる。このよう
な部材毎の違いを排除し、梁部材の耐荷挙動を比較す

るため、測定した荷重と変位を最大曲げモーメントと
曲率の関係として整理した。ここで曲率φは、平面保
持の仮定が成り立つとすると、曲げを受ける梁の幾何
学的性質から、曲率半径ρを用いて以下の式で表され
る。

（２）

よって、上式に実験で得られた梁中央の変位δと試験
スパン長 l を代入すれば、曲率φを求めることができ
る。ここで、梁中央の変位δは、梁中央の変位から、
両支点変位の平均を引いた値とした。
　図より、車道側を引張域として載荷した壁高欄
H24-12、H25-1、H25-2では、壁高欄毎にほぼ同じ関
係が得られ、鉄筋降伏時および最大の曲げモーメント、
鉄筋降伏までの剛性はほとんど変わらない。このこと
より、本壁高欄では、基部から上部にわたり、同様の
曲げ耐荷性能を有していると見なすことができる。さ
らに、コンクリートと鉄筋の劣化程度、コンクリート
と鉄筋の付着は、壁高欄毎に同程度であると予想され
る。しかし、H24-12-4試験体のみ、斜めひび割れの進
展により終局に至り、最大荷重以降、急激に荷重が低
下した。これは、壁高欄 H24-12の a/d が他の壁高欄

（H25-1や H25-2）に比べて小さく、せん断に対して余
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表－２　梁部材の試験結果 表－３　コンクリートの試験結果

　最大曲げモーメントを比較すると、すべての梁部材
で実験値は理論値を大幅に上回った。これは、引張域
の横方向鉄筋が降伏した後、もう一方の横方向鉄筋も
中立軸より下側に位置し、引張に対して抵抗するよう
になった影響が大きいと考えられる。そのため、前項
の図－６に示すように、一般的な曲げ引張破壊する梁
と比べて、鉄筋降伏後の荷重の増加が大きい。
　次に、鉄筋降伏時の曲げモーメントについて比較す
ると、実験値は理論値より約20 ～ 30％大きくなった。
これより、横方向鉄筋の腐食は、降伏強度が低下する
まで進展していないと予想される。
　
３．３　材料特性に関する調査結果

３．３．１　コンクリート

　圧縮試験の結果を表－３に示す。表には、梁部材毎
の平均値を示した。また、コンクリート標準示方書２）

を参考にし、実験で得られた圧縮強度から推定した静
弾性係数 Ecst も示した。
　設計基準強度 f ’cd=24（N/mm2）であり、すべての結
果がこれを上回った。一方、静弾性係数 Ec は、圧縮
強度から推定された Ecst よりも大幅に小さく、Ecst の
50 ～ 80％であった。これより、Ec の初期値はわから
ないものの、健全な状態よりも低下している可能性は
大きいと考えられる。また、コンクリートの力学特性
は凍害だけでなく塩化物イオン浸透にも影響され、複

裕がなかったことが要因として考えられる。しかし、
鉄筋降伏後であり、最大曲げモーメントも他の試験体
と同等であるため、一般的なせん断破壊と考えるべき
ではない。
　次に、壁高欄 H24-6について、H24-6-3試験体のみ最
大以降の荷重の急激な低下が見られた。これについて
も、H24-12-4試験体と同様に考察でき、通常のせん断
破壊とは異なる。さらに、載荷方向の異なる H24-6-1
と H24-6-4試験体を比較すると、変形に大きな差が生
じた。これは、H24-6-4試験体の曲げスパンには、載
荷前から水平方向のひび割れ（図－５を参照）が生じて
おり、それが影響したと考えられる。また、鉄筋降伏
までの剛性が異なるのは、有効高さ d が H24-6-4試験
体の方が小さく、もともとの剛性の低さによるもので
ある。
３．２．３　曲げ耐荷力

　降伏および最大曲げモーメント（My および Mu）に
ついて、実験値と理論値を表－２に示す。添字の e は
実験値、a は理論値を表している。なお、理論値は、
設計時の材料特性であるコンクリートの圧縮強度 f ’c=
24（N/mm2）、静弾性係数 Ec=25（kN/mm2）、鉄筋
の降伏強度 fy=300（N/mm2）、弾性係数 Es=200（kN/
mm2）を用いて算出した。また、降伏曲げモーメント
の実験値は、図－６からひび割れ発生後に剛性が変化
する点の曲げモーメントとした。
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合的な作用が融解時の残留ひずみを増加させるとの報
告３）もあり、本壁高欄が凍害と塩害の複合劣化環境下
にあったことから、塩害の影響も受けてさらに Ec が
低下した可能性もあると考えられる。
３．３．２　鉄筋

　車道側および車道反対側の鉄筋の引張試験の結果と
重量減少率を表－４に示す。すべての結果は、梁部材
毎に、上から車道側、車道反対側の順に並んでおり、
載荷試験した梁部材の引張側の鉄筋の重量減少率には
* 印を付けている。なお、鉄筋は SD30（現在の JIS 規
格の SD295A）であり、試験結果が規格を満足していな

表－４　鉄筋の試験結果

図－７　塩化物イオン浸透性状

い場合、表中に網掛けした。
　表より、すべての横方向鉄筋の引張強度 fu は JIS 規
格を満足していた。一方、降伏強度 fy と伸びは規格を
満たさないものもあり、特に外観上、著しい劣化が観
察された壁高欄 H24-6、H24-12では、ほとんどの鉄筋
の伸びが低下していた。このような腐食した鉄筋の伸
び能力が低下する傾向は、李らの研究４）と同様であっ
た。
　また、重量減少率 WL について、全体的に車道反対
側より車道側の方が大きい傾向があり、壁高欄 H24-6、
H24-12、H25-1では、鉄筋の腐食状況が外観上の劣化
状況を反映した結果となった。
３．３．３　塩分浸透性状

　図－７に、壁高欄の（b）と（d）部分について測定した、
車道側からの塩化物イオン濃度分布を示す。
　表面近傍の塩化物イオン濃度のばらつきが大きく、
壁高欄 H24-12と H25-1では上部より下部の塩化物イオ
ン濃度の方がわずかに高い傾向が見られるものの、全
般的に上部と下部の間に明確な差はないようである。
また、図－４より、表面から約40 ～ 60（mm）にある
横方向鉄筋の位置では、いずれの壁高欄でも約２～５

（kg/m3）の塩化物イオンが浸透していた。例えば、石
田らの研究５）による鉄筋の発錆限界1.0 ～ 2.5（kg/m3）
を参考にすれば、車道側の鉄筋は、厳しい腐食環境下
にあったと考えられる。

４．複合劣化程度の評価

　材料および梁部材の調査結果について、劣化程度を
レベル分けし、表－５に示す一覧表として取りまとめ
た。材料ではコンクリートと鉄筋（載荷試験で引張側
となった横方向鉄筋）、梁部材では外観、曲げ耐荷性能、
付着について示し、外観、付着に関しては、載荷試験
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係を見てみると、外観上、著しい劣化が生じていても、
曲げ耐荷性能に与える影響は小さいことがわかる。ま
た、外観の劣化程度が「コンクリートの浮き」と「な
し」の場合、付着は「不良」と「良好」になり、逆の
傾向を示した。
　以上から、本研究で対象とした壁高欄の劣化程度の
範囲内で、次の結論を導き出すことができる。
　（１） 材料および梁部材については、鉄筋の降伏強
度 fy、伸び、重量減少率 WL とコンクリートの静弾性
係数 Ec を指標にすることで、凍害と塩害の複合劣化程
度を表現できる可能性がある。
　（２） 降伏強度 fy、伸び、重量減少率 WL で表され
る鉄筋の劣化程度は、曲げ耐荷性能と外観の劣化程度
と同様の傾向を示すと考えられる。
　（３） コンクリートの剥落、浮き、さび汁の発生の
ような著しい劣化が生じていても、劣化が曲げ耐荷性
能に与える影響は小さいと考えられる。
　（４） コンクリートの静弾性係数 Ec は、コンクリー
トと鉄筋の付着の劣化程度に関係する可能性がある。

の引張側に相当する面を対象とした。なお、劣化程度
は、表下に示すレベルに分類した。
　材料と構造部材の劣化程度の関係に着目すると、曲
げ耐荷性能については、鉄筋の降伏強度 fy、引張強度
fu の劣化程度と同じ傾向を示した。ほぼすべての梁部
材は十分な曲げ耐荷力を有していたが、fy が規格を満
足しなかった H24-6-1試験体では、降伏曲げモーメン
トの実験値と理論値が近くなった。また、外観の劣化
程度については、鉄筋の重量減少率 WL や伸びと同様
の傾向が見られた。さらに、付着については、コンク
リートの静弾性係数 Ec の劣化程度に近い傾向を示し
た。
　コンクリートと鉄筋の劣化程度の関係を見てみると、
コンクリートの静弾性係数 Ec の劣化程度は、鉄筋の
重量減少率 WL や伸びδとほぼ正反対の評価となった。
また、強度に関しては、H24-6-1試験体の鉄筋を除き、
コンクリート、鉄筋ともにほぼ設計値、規格値を満た
していた。
　梁部材の外観、曲げ耐荷性能、付着の劣化程度の関

表－５　材料と梁部材の劣化程度

寒地土木研究所月報　№739　2014年12月  9



究、寒地土木研究所月報、No.719、pp.14-22、2013.4.
３） （社）日本道路協会：防護柵の設置基準・同解説，

2008.1
４） （社）日本道路協会：車両用防護柵標準仕様・同解

説，2004.3
５） （公社）土木学会：コンクリート標準示方書［設計

編］、p.61、2012.
６） （公社）土木学会：コンクリート標準示方書［設計

編］、p.39、2013.
７） 李　翰承、友澤史紀、野口貴文：鉄筋の腐食がそ

の力学的性能の低下に及ぼす影響、コンクリート
工学年次論文報告集、Vol.17、No.1、pp.877-882、
1995.

８） 橋本勝文、横田　弘、佐藤靖彦、杉山隆文：凍害
および凍結防止剤散布に伴う水和生成相および引
張特性の変化、セメント・コンクリート論文集、
No.65、pp.400-405、2011.

９） 石田健太、武若耕司、山口明伸、前田　聡：鉄筋
腐食発生限界塩化物イオン量の定量評価に関する
実験的検討、コンクリート工学年次論文集、Vol.29、
No.1、

５．まとめ

　本研究では、北海道内で約40年間凍害と塩害の複合
的な影響を受けてきた壁高欄を調査した結果について
報告した。そして、材料および梁部材が受けた複合劣
化程度に関して、調査結果を一覧表として取りまとめ
ることにより、壁高欄が受けた複合劣化程度を評価し
た。これより、鉄筋の降伏強度 fy、伸び、重量減少率
WL とコンクリートの静弾性係数 Ec は、凍害と塩害の
複合劣化を受ける構造物の維持管理指標となる可能性
を示した。今後、維持管理指標の定量化に向けて、複
合劣化した RC 構造のデータを充実させていきたい。
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