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　本研究では、約40年間北海道で供用された壁高欄を対象に、目視と打音調査により外観上の劣化パ
ターンが異なる部分を抽出し、コンクリートと鉄筋の劣化調査を実施した。そして、コンクリートの
劣化程度を表す指標として圧縮強度と静弾性係数の比を提案し、とりわけ、コンクリートの浮きが生
じる場合のコンクリートの劣化程度は、他の劣化パターンの場合と異なることを示した。さらに、各
材料の劣化程度、経過時間、外観上の劣化パターンの関係を示し、凍害と塩害の複合劣化の進行過程
を推定できる可能性を示した。

《キーワード：凍害；塩害；複合劣化；外観上の劣化パターン；劣化進行過程》

　RC bridge wall rails affected by frost and salt actions were investigated in this study.  The 
studied structures had been in service for more than forty years in Hokkaido.  The varied 
degradation patterns in appearance were chosen by visual inspection and hammer tapping and the 
deterioration condition of concrete and a rebar were examined.  First, compressive strength / 
Young’s modulus ratio was represented as a deterioration index of concrete and it was shown that 
a mechanical property of concrete with a loose concrete cover had a characteristic trend.  
Consequently, a relationship between deterioration level of each material, passage of time and 
degradation pattern in appearance was proposed to predict the degradation process of a RC 
structure affected by combined frost and salt actions.

《Keywords：Frost Action；Salt Action；Combined Degradation；Degradation Pattern in 
Appearance；Degradation Process》
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欄）の調査結果を外観上の劣化パターン毎に分類する
ことで、コンクリートと鉄筋の劣化状況の傾向や特徴
を把握した。そして、各材料の劣化程度を表す指標に
ついて検討し、複合劣化の進行過程の推定を試みた。
なお、一部の壁高欄について、車道側からの塩化物イ
オン浸透性状を文献３）に示している。これより、壁高
欄毎に浸透性状は異なるが、ある深さまで鉄筋の発錆
限界以上の塩化物イオンが浸透し、壁高欄の上下の浸
透性状にほとんど差がなく、厳しい塩害環境に置かれ
ていたことを確認した。さらに、調査した壁高欄の中
性化深さは10 ～ 20mm 程度であり、鉄筋位置まで達
していなかった。このことから、本壁高欄は凍害と塩
害の複合劣化を受けたと考え、以下の検討を進めるこ
とにした。

１．はじめに

　積雪寒冷地である北海道の RC 構造物は、凍害と海
水や凍結防止剤による塩害の複合劣化を受けやすく、
その劣化状況については既に報告したとおりである１）。
そのような中、国土交通省が「社会資本メンテナンス
元年」と位置付けた2013年以降、インフラの維持管理
の着実な実施が強く求められている。一方、コンクリ
ート標準示方書では、凍害と他の劣化要因との複合劣
化を受ける RC 構造物に関して、凍害が促進されるこ
とに配慮して維持管理を行う必要があるとしている２）

ものの、複合劣化程度を定量的に評価できる指標はま
だないのが現状である。
　維持管理とは、点検→劣化機構の推定・劣化予測→
性能の評価→対策の要否判定の診断の後、補修や補強
等の対策を講じることによって、構造物を健全に維持
する一連の流れである。そして、維持管理を確実に実
施していくためには、点検結果から構造物としての性
能を正確に評価する必要があり、劣化程度と性能低下
程度の関係を得ることが重要となる。しかし、RC 構
造物の要求性能は複数あり、劣化については、程度を
表す指標の設定に課題が残されている。さらに、劣化
は時間の経過とともに進行するため、対策の要否判定
する時期によっても、劣化程度を表すのに適した指標
は異なると考えられる。例えば、凍害を受ける RC 構
造物では、コンクリート表面にスケーリングが生じる
時期、鉄筋腐食が発生する時期の劣化程度を適切に表
す指標は同じではなく、また、劣化の影響を最も受け
る性能も異なってくる。
　劣化程度と性能低下程度の関係の概念を図－１、図

－２に示す。両図の（a）は、時間経過に伴い、劣化と
性能低下が進行する様子を示し、それを劣化程度と性
能低下程度の関係に置換したものが（b）である。図－

１は、劣化程度を表す指標によって、影響を及ぼしや
すい性能が異なること、図－２は、性能によって、影
響を受けやすい劣化指標が異なることを示している。
ここでは、時間に比例して劣化が進行し、性能が低下
する簡略化した関係を示したが、実際には劣化の進行
速度が変化したり、複数の劣化因子が作用したりする
場合、図－１、図－２はさらに複雑になると予想される。
　そこで本研究では、凍害と塩害の複合劣化を受ける
RC 構造物の性能評価の精度の高度化および維持管理
の合理化を目指し、複合劣化の進行過程と傾向に着目
した検討を進めた。具体には、北海道で約40年間供用
されたコンクリート製車両用剛性防護柵（以下、壁高

図－１　劣化指標 aが各性能に与える影響

図－２　各劣化指標が性能１に与える影響

図－３　壁高欄の形状寸法と配筋状況
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２．壁高欄の劣化調査

２．１　壁高欄の概要

　壁高欄は橋長412m の高架橋の両側に RC 床版と一
体で現場打ちされていたものであり、舗装面より上部
を２m 幅に切断したものを調査に用いた。壁高欄の
形状寸法と配筋状況を図－３に示す。鉄筋は約200
mm 間隔で格子状に配置されており、縦方向鉄筋には
D13（SD295）、横方向鉄筋には D16（一部、D13（SD295））
が使用されている。また、縦方向鉄筋は車道反対側で
重ね継手されている。
　コンクリートの設計基準強度は24N/mm2である。壁
高欄表面については、車道側はすべて表面被覆が施さ
れ、車道反対側は表面被覆、表面被覆と FRP メッシ
ュで補修された箇所と補修されていない箇所があっ
た。なお、建設時のコンクリートの力学特性、補修時
期や補修回数に関する情報はない。

２．２　調査方法

２．２．１　コンクリートと鉄筋の調査

　コンクリートの劣化程度については、採取したコア
（φ50×100mm）の圧縮試験から圧縮強度と静弾性係
数を測定することにより、調査した。なお、調査に先
立ち、横方向鉄筋を主鉄筋と見なし、切り出した梁試
験体（図－３に示す梁１～４）の載荷実験を実施し３）、
梁試験体毎に４本以上のコアを採取した。

図－４　目視と打音調査結果

　鉄筋の劣化程度の調査は、横方向鉄筋について行っ
た。壁高欄から取り出した鉄筋について、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
成物を除去した質量を測定し、質量減少率を算出した。
なお、質量減少率は以下のように定義した。

（1）

　ここで、腐食前質量は、実測した長さに JIS の単位
質量（kg/m）を乗じて求めたが、腐食が確認されなか
った鉄筋から算出した単位質量とほぼ一致していた。
２．２．２　目視および打音調査

　目視および打音調査の結果を図－４に示す。図には、
梁１～４の位置の目安になるように横方向鉄筋のみを
示し、重ね継手の状況と鉄筋径も記した。
　主な外観上の劣化パターンは、H24-6はコンクリー
トの剥落、H24-8、H24-12、H25-4はコンクリートの
浮き、H25-1はさび汁の発生であり、それら以外はひ
び割れ発生程度の軽微な変状であった。なお、H24-6
については、コンクリートが剥落していたものの、鉄
筋の露出は観察されなかったため、主に凍害によるス
ケーリングが進行した結果、剥落したと考えられる。
また、変状が車道側あるいは車道反対側のいずれかに
集中する傾向が見られた。これは、同じ高架橋に設置
された壁高欄ではあるものの外的環境に差があること、
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実際の鉄筋位置は図－３の設計上の配筋とは異なり、
偏っていたことが影響し、かぶりの小さい側面に変状
が発生しやすくなったことが要因として考えられる。

３．各材料の劣化指標

３．１　コンクリートの劣化指標

　コンクリートの圧縮強度 f ’c と静弾性係数 Ec の関係
を図－５に示す。図の１点のデータは、１体の梁試験
体から得られた結果の平均値であり、壁高欄１体は４
点で表されている。また、コンクリート標準示方書に
示される関係４）も併せて示す。
　図より、ほとんどの調査結果は示方書の関係から大
きく外れ、同じ圧縮強度で比べれば、示方書よりも静
弾性係数が小さくなる傾向が見られた。また、圧縮強
度については、建設時からの低下の程度はわからない
ものの、H25-7の一部を除く結果が設計基準強度24

図－８　C と外観上の劣化パターンの関係

図－７　WL /C と外観上の劣化パターンの関係

図－５　圧縮強度 f’c と静弾性係数 Ec の関係

図－６　外観上の劣化パターンによる分類

N/mm2を上回っていた。コンクリートの力学特性は主
に凍害の影響を反映していると考えられることから、
凍結融解作用はコンクリートの静弾性係数を大きく低
下させる可能性がある。
　図－５を主な外観上の劣化パターンによって分類す
ると、図－６が得られた。これより、コンクリートの
浮きが生じた壁高欄の結果（a）は、比較的、示方書の
関係に近い傾向を示した。一方、外観上の劣化パター
ン（b）と（c）に明確な差は見られなかった。これは、コ
ンクリートの剥落やさび汁が発生した壁高欄の調査結
果が少なく、傾向を捉えられなかったと考えられる。
しかし、（a）コンクリートの浮きと（d）軽微な変状を比
較すると、f ’c と Ec の関係は異なり、外観上の劣化パ
ターンとコンクリートの力学特性に相関がある可能性
が示唆された。
　そこで、以下の仮説を立てた。
　「凍害を受けると、コンクリートの力学特性は図－

６の破線矢印の方向に変化し、劣化が進行する。矢印
の方向は内的や外的要因に左右され、さらに塩害を受
けることにより、様々な変状が表面化する。」
　なお、矢印の出発点は健全な状態として、示方書の
f ’c ＝40N/mm2の点とし、変状は図－６で分類した４
つの劣化パターンとした。この仮説に基づけば、破線
矢印の勾配が、凍害を受けたコンクリートの劣化程度
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となる。しかし、調査した壁高欄の建設時のコンクリ
ートの状態がわからないため、圧縮強度と静弾性係数
の比 f’c  / Ec をコンクリートの劣化指標とすることにし
た。

３．２　鉄筋の劣化指標

　横方向鉄筋の質量減少率 WL を外観上の劣化パター
ン毎に整理した結果を図－７に示す。なお、壁高欄に
は同一高さに２本の横方向鉄筋が配置されていること
から、車道側（r：roadway side）と車道反対側（op：
opposite side）に区別した。
　図より、コンクリートの浮きや剥落が観察された壁
高欄の WL は高く、さび汁の発生や軽微な変状が見ら
れた壁高欄の WL は低い傾向が見られた。しかし、外
観上の劣化パターンが同じでも、壁高欄毎のばらつき
が大きく、さらに１体の壁高欄内の結果もばらついた。
　そこで、実際の鉄筋の配置位置は設計とは異なって
いたことから、図－８にかぶり C（mm）を外観上の劣
化パターン毎の関係に分類した。なお、コンクリート
かぶりは、壁高欄表面から横方向鉄筋中心までの距離
である。これより、外観の変状が軽微あるいは変状が
なかった側面のかぶりは、比較的大きくなった。この
ことから、鉄筋の腐食にかぶりが影響していることが
わかる。しかし、その他の著しい変状が観察された壁
高欄では、コンクリートの剥落が生じた場合のかぶり
が少し大きい傾向はあるが、浮きやさび汁が生じた場
合のかぶりと明確な差は見られなかった。
　以上の結果から、凍害と塩害を受ける RC 構造物の
場合、外観上の劣化パターンを決定する要因は、鉄筋

図－９　鉄筋とコンクリートの劣化程度の関係

図－10　外観上の劣化パターンで分類した　

　　　　鉄筋とコンクリートの劣化度の関係

の腐食程度やかぶり以外にも存在する可能性がある。
つまり、３．１節に示した仮説「凍害を受けたコンク
リートの劣化程度と鉄筋の腐食程度の組み合わせによ
って、コンクリートの浮き、剥落、さび汁の発生とい
った変状が外観に現れる」ことが示唆された。なお、
以下の検討では、質量減少率 WL を鉄筋の劣化指標と
して用いることにする。

４．複合劣化の進行過程

４．１　材料の劣化程度と劣化パターンの関係

　鉄筋とコンクリートの劣化程度の関係として、WL と
f ’c / Ec の関係を図－９に示す。なお、図には示方書に
示された f ’c と Ec の関係から導いた f ’c / Ec の範囲も示
している。本研究で対象とした壁高欄では、設計基準
強度が24N/mm2、測定した f ’c の最大値が34.7N/mm2

であったことから、これらを示方書式に挿入して Ec

を推定し、範囲を決定した。f ’c ＝24N/mm2のとき
f ’c / Ec ＝0.95、f ’c ＝34.7N/mm2のとき f ’c / Ec ＝1.2であ
る。また、軽微な変状以外は、壁高欄側面毎にグルー
プ化して示した。
　コンクリートの劣化程度 f ’c / Ec 値に着目する。示方
書式では、コンクリートの圧縮強度 f ’c が小さければ
静弾性係数 Ec も小さくなり、f ’c / Ec 値も小さくなる。
しかし、本研究では、f ’c の低下程度はわからないも
のの、f ’c に対する静弾性係数 Ec の低下が示方書の関
係よりも大きく、f ’c / Ec 値が大きくなる傾向があった。
さらに、外観上の劣化パターン毎の f ’c / Ec 値を見てみ
ると、コンクリートの浮きが生じる場合が最も示方書
の範囲に近くなった。一方、WL 値が比較的高く、示
方書の範囲から離れて f ’c / Ec 値が大きくなる場合に
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図－11　複合劣化の進行

は、コンクリートの剥落やさび汁が発生していた。
　以上の結果は、コンクリートの劣化進行が f ’c と Ec

のバランスが変化し、さらに鉄筋腐食が進行すること
によって、コンクリートの浮きとは異なる変状をもた
らす可能性を示していると考えられる。そこで、鉄筋
の劣化程度とコンクリートの劣化程度の関係を外観上
の劣化パターンで分類すると、図－10が得られた。な
お、外観上の劣化パターンは A）コンクリートの浮き、
B）コンクリートの剥落あるいはさび汁、C）軽微な変
状あるいは変状なしの３つに分類した。ここで、結果
が少なく、コンクリート、鉄筋の劣化程度ともに差が
なかったコンクリートの剥落とさび汁の発生は区別せ
ず、１つの劣化パターンとした。ただし、この分類は、
外観に変状が現れる順序を表しているものではなく、
あくまで外観上の劣化パターンが生じたときのコンク
リートと鉄筋の劣化程度を分類しているものである。

４．２　複合劣化の進行過程の推定

　建設からの経過時間 t を考慮し、図－10の結果を３
次元化した（図－11）。ただし、初期欠陥の有無は想定
していない。
　３次元化は次のように行った。まず、z 軸を時間 t
とし、t ＝40年の劣化の状況として図－10の結果をプ
ロットした。そして、建設時の健全な状態を表す原点
は WL ＝０、f ’c ＝24と仮定した示方書式から f ’c / Ec ＝
0.95とし、原点と40年経過後の劣化状況を直線で結ん
だ。さらに、図－10の C）軽微な変状あるいは変状な
しの範囲のみ t ＝０の面に投影した。これにより、囲
まれた領域は３つに分けられ、「A：コンクリートの
浮きが発生する領域」、「B：コンクリートの剥落ある
いはさび汁が発生する領域」、「C：軽微な変状あるい
は変状のない領域」となる。
　図は、凍害と塩害による複合劣化を受け、40年後に
図－10の外観上の劣化パターンとなる壁高欄の劣化進
行経路の集合と考えることができる。例えば、図－11

中に示した赤矢印のように、領域 C から領域 A へと
複合劣化が進行するとコンクリートの浮きが発生し、
領域 C から領域 B へと進行するとコンクリートの剥
落あるいはさび汁が生じる。したがって、この図を用
いれば、外観上の劣化パターンから各材料の劣化程度
を推定したり、外観に変状が生じる前の各材料の劣化
程度から、将来、発生する恐れのある外観変状を予測
したりすることができる。
　本研究では建設から40年後の結果のみを用い、劣化
程度も限られていることから、各材料の劣化程度を表

す指標については、今後もさらに検討を続けていく必
要がある。しかし、一地域に設置された実壁高欄を対
象としているものの、実際に起こった凍害と塩害の複
合劣化の進行過程や、外観上の劣化パターン毎の各材
料の劣化程度を示すことができたことには意義がある
と考えている。今後も、図－11の高精度化に向けた研
究を続け、RC 構造物の安全性を確保し、かつ合理的
な維持管理計画の策定に貢献したい。

５．まとめ

　北海道内で約40年間凍害と塩害の複合劣化を受けて
きた壁高欄について、劣化調査を実施した。得られた
結果について以下にまとめる。

（１）コンクリートの劣化度の指標となる可能性がある
値として、f ’c / Ec 値を提案した。

（２）WL と f ’c / Ec の関係から、劣化によりコンクリー
トの圧縮強度 f ’c と静弾性係数 Ec の比が変化し、さら
に塩害を受けることで外観上の劣化パターンが変化す
る可能性があることを示した。とりわけ、コンクリー
トの浮きが発生する場合の f ’c / Ec 値は、他の劣化パタ
ーンの場合と異なる傾向が見られた。

（３）WL と f ’c / Ec の関係に、外観上の劣化パターンと
建設からの経過時間を考慮した関係を図化した。これ
は、凍害と塩害の複合劣化の進行過程の集合として捉
えることができる。
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