報 文

既設道路橋床版から切り出したRCはりの曲げ載荷実験
Static Bending Tests of RC Beams Cut from Existing Bridge Decks
中村

拓郎

安中

新太郎

NAKAMURA Takuro, YASUNAKA Shintaro

北海道の道路橋におけるRC床版では、近年、床版内部における層状ひび割れや床版上面の土砂化
が顕在化しているが、こうしたRC床版の諸性能を外観変状のみで正確に評価することは容易ではな
い。経年劣化等によって内部にひび割れが生じたRC部材の性能評価手法の構築に向けて、その破壊
挙動や耐荷力、耐久性に関する情報の継続的な蓄積が求められている。本研究では、積雪寒冷地で経
年劣化が生じたRC部材の破壊挙動の確認を目的に、北海道で53年間供用された道路橋床版から切り
出したRC部材を対象に、コンクリートや鉄筋の状態や諸物性の確認、はり状に成形した試験体を用
いた静的曲げ載荷実験を実施した。その結果、本研究で対象としたRC床版からはり状に成形した試
験体の曲げ耐力は、同部材から採取したコンクリートや鉄筋の材料試験結果を入力値とした計算値と
概ね同程度となった。また、経年劣化によるひび割れを有するRC部材では、既存のひび割れが開
口、進展、連結して破壊に至るなど、健全な状態とは破壊挙動が異なることを確認した。
《キーワード：既設RC床版；RCはり；曲げ耐力；丸鋼；ひび割れ》
In recent years, layered cracks inside RC deck slabs and disintegration on the top surface of slabs
have become apparent on road bridges in Hokkaido. However, it is difficult to accurately evaluate
the performance of RC deck slabs based only on the changes in appearance. Continuous
accumulation of information on the fracture behavior, capacity and durability of RC members is
important to establish an evaluating method on the performance of such RC components with
internal cracks. The purpose of this study is to clarify the fracture behavior of RC components with
some cracks in cold and snowy regions. In this study, the conditions and properties of concrete and
reinforcement bars extracted from the road bridge slab that had been in service for 53 years in
Hokkaido were examined. Moreover, static bending tests were conducted for beam-shaped
specimens extracted from the same existing slabs. As a result, the flexural capacity of beam-shaped
specimens obtained from the RC slab in this study was almost equivalent to the value calculated
using the material test results of concrete and reinforcement bars with the same component as the
input values. On the other hand, the experimental results showed that the fracture behavior of an
RC component with cracks due to aging were different from that of a sound component. For
instance, existing cracks opened, progressed and connected with each other to cause fractures.
《Keywords：Existing RC Deck Slabs, RC Beams, Flexural Capacity, Round Bar, Crack》
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荷力、耐久性に関する情報の継続的な蓄積が重要とな

１．はじめに

る。
北海道の道路橋におけるRC床版では、近年、床版
1）

本稿では、積雪寒冷地で経年劣化が生じたRC部材

2）

内部における層状ひび割れ や床版上面の土砂化 が

の破壊挙動の確認を目的に、北海道で53年間供用され

顕在化している。既設道路橋の長寿命化のためには、

た道路橋床版から切り出したRC部材を対象としたコ

こうした経年劣化が進行したRC床版の諸性能を評価

ンクリートや鉄筋の状態や諸物性の確認、はり状に成

し、適切な対策に結び付けることが重要となる。ただ

形した試験体による静的曲げ載荷実験の結果の一部を

3）

し、一般的な定期点検 等における外観変状の観察の

概説する。なお、本稿は、既報9）に超音波伝播速度に

みでは、既設構造物の諸性能を正確に評価することは

関する実験結果を追加するとともに一部加筆修正した

容易ではなく、対策区分の判定時には詳細調査が必要

ものである。

となる場合も少なくはない。さらに、点検や調査にお
ける情報取得から性能評価に至るまでの過程におい

２．調査対象の既設道路橋床版の概要

て、技術者の知識と経験に頼らざるを得ない部分も大
きいのが現状である。

２．１

変状が生じたRC床版の構造性能に関する既往研究で
は、実験室で劣化促進させた試験体

4，5，6）

対象橋梁の概要と床版採取箇所

本研究で調査対象とした橋梁および床版採取箇所の

や実橋から

概要を図－1に示す。対象橋梁は、北海道の内陸部に

を活用した検証が行われており、

架橋されている橋長20mの単純合成鈑桁橋であり、建

実橋床版の諸性能の変化を推察する際に参考となる。

設時の適用示方書は昭和31年鋼道路橋設計示方書であ

しかしながら、各要因が複合的に作用した際の構造性

る。本橋梁の交通量は、平成27年度全国道路・街路交

能や耐久性等への影響度を十分に解明するには至って

通情勢調査 10）によると、上下線合計で24時間当たり

いない。経年劣化等で内部にひび割れが生じたRC部

3758台であり、大型車については918台となっている。

材の性能評価手法の構築に向けて、その破壊挙動や耐

また、凍害危険度 11）は、凍害の予想程度がやや大き

切り出した部材

7，8）
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既設床版から切り出した部材の下面の状況

3

D 1RD E 1RE F 1R
図－3

コア供試体を用いた床版内部のひび割れ状況調査

いとされる危険度3に該当する地域であり、凍結防止

部材No.1では、部材中央の広範囲において漏水跡や白

剤の散布量は、平成30年度の工区平均で約14ton/km

色析出物が確認できる。また、部材No.1ではひび割れ

となっている。

が全体に分散しているのに対して、部材No.2では部材

床版は、厚さ200mmのRC床版であり、撤去前の橋

No.1に近い位置におけるひび割れが顕著であり、一部

梁点検結果では、床版下面の状態として鉄筋露出、漏

では粗骨材や鉄筋が露出している箇所もあった。

水・遊離石灰、ひび割れが記録されている。また、点

２．２．２

床版内部のひび割れ状況

検と同年度に実施された舗装切削調査において、床版

床版内部の状態を確認するために、切り出した部材

上面で劣化深さ10～60mmの土砂化と鉄筋露出が確認

から面外方向に直径75mmのコア供試体を採取し、超

され、応急対策工として床版の部分打替えが施されて

音波伝播速度の測定とひび割れ観察を行った。超音波

いる。その後、補修詳細設計や有識者からなる技術検

伝播速度は透過法によって計測し、角間らの提案手法12）

討会等を経て、経済性、施工性、維持管理等の観点か

を参考に供試体高さ方向の端子のずらし量を0mm、20

ら床版打替え案が優位となり、供用開始から53年が経

mm、40mmに調整した。ひび割れ観察は、蛍光染料

過した時点で床版打替えに至っている。本橋梁の舗装

を添加した樹脂を含浸させる方法とした。

はアスファルト舗装であり、設計舗装厚50mmに対し

床版内部のひび割れ状況調査結果の一例を図－3に

て30mmの増厚施工が施されたことによって床版打替

示す。調査対象とした部材では、内部で粗骨材および

え時の舗装厚は80mmとなっていた。また、本橋梁に

モルタル部にひび割れの発生が認められたものの、ひ

防水層は施工されていなかった。

び割れが層状に多量に発生しているような状態には至

本研究では、床版打替え前の既設床版から橋軸方向

っていなかった。また、ひび割れ発生個所では超音波

に約2m、橋軸直角方向に約3mに切り出した2枚の部

伝播速度（Ultrasonic Pulse Velocity、図中ではUPV

材を調査対象とした。床版採取箇所は、図－1に示す

と表記）が低下しており、端子のずらし量が大きいほ

とおりであり、応急対策工として部分打替えが施され

ど低下量が大きくなる傾向となっている。

た箇所に隣接した箇所である。なお、既設床版からの

２．２．３

部材採取は、舗装を撤去した後に行われている。

コンクリートの状態

切り出した部材から採取したコア供試体の圧縮強度
とヤング係数の関係を図－4に示す。コア供試体は、

２．２

劣化損傷状況

２．２．１

外観変状

面外方向と面内方向（橋軸直角方向）に対して直径75
mmで3本または4本を採取した。面内方向について

既設床版から切り出した部材の下面の状況を図－2に

は、はり試験体を切り出す過程において、床版の厚さ

示す。図中ではひび割れを黒実線でトレースするとと

方向に対して中央付近から採取している。また、コア

もに、後述の各供試体の採取位置を付記している。応

供試体の直径と高さの比が1.5～2.0程度となったこと

急対策工の部分打替え箇所に近い箇所から切り出した

から、供試体毎の圧縮強度はJIS A1107に示されてい
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る補正係数を乗じて算出した。

40

ング係数の関係13）よりも、圧縮強度に対するヤング係
数が小さくなっている。また、床版下面の変状が著し
い部材No.1から採取したコア供試体の圧縮強度とヤン
グ係数が、部材No.2の床版下面のひび割れが軽微な箇
所より採取した供試体の値よりも小さくなっており、
床版下面の外観変状の傾向と概ね一致している。角間

2

会のコンクリート標準示方書に示される圧縮強度とヤ

ࣖࣥࢢಀᩘ (kN/mm )

全体的な傾向として、図中に破線で描画した土木学

No.1㠃እ

No.1㠃ෆ

No.2㠃እ

No.2㠃ෆ
13)

JSCE♧᪉᭩

30
20
10

ら8）は、層状ひび割れが発生した床版から採取した供
試体では、面外方向と面内方向で圧縮強度とヤング係
数の低下割合が異なることを指摘しているが、本研究
で対象とした床版では、ヤング係数が著しく小さかっ
た2体を除いては、面外と面内方向で明確な違いは認

0
0

10
図－4

められなかった。これは、調査対象とした床版が、面
内方向に多層のひび割れが生じた状態には至っていな
かったためと考えられる。
２．２．４

鉄筋の状態

鉄筋は、図－2に示すように、部材No.1の橋軸直角
方向の圧縮鉄筋と引張鉄筋からそれぞれ3箇所ずつ採
取した。圧縮側の鉄筋の状態は点錆程度の表面的な腐
食に留まっており、引張側の鉄筋の状態は全体に表面
的な腐食が認められ、一部で軽微な断面欠損も生じて

20
30
40
2
ᅽ⦰ᙉᗘ (N/mm )

圧縮強度とヤング係数の関係

表－1

᥇ྲྀ⟠
ᡤ
ᅽ⦰ഃ a
ᅽ⦰ഃ b
ᅽ⦰ഃ c
ᘬᙇഃ a
ᘬᙇഃ b
ᘬᙇഃ c

50

鉄筋の引張試験結果

㕲➽ᚄ
(mm)
15.4
15.6
15.7
14.6
15.5
15.7

ࣖࣥࢢಀᩘ
(kN/mm2)
195.4
191.2
180.1
232.8
204.2
186.8

㝆అᙉᗘ
(N/mm2)
242.1
252.6
259.4
253.0
347.9
357.9

いた。はつり出した鉄筋の一軸引張試験結果を表－1
に示す。なお、鉄筋径は、採取した鉄筋表面のモルタ
ルを除去した後、1本当たり3箇所をノギスによって計
測し、その平均値を評価値とした。
また、切り出した部材で鉄筋探査を行った結果、橋
軸直角方向では直線型と折曲げ型が交互に配置されて
おり、配置間隔は概ね115mm程度であった。
３．はりの載荷実験
３．１

実験方法

３．１．１

試験体概要

はり試験体は、部材No.1およびNo.2からそれぞれ切

写真－1

試験体の設置状況

り出したNo.1試験体とNo.2試験体、健全な状態を想定
して比較用に製作した試験体（以下、健全なはり試験

定着を確保するために、鉄筋端部を200mm程度はつ

体）の3体とした。はり試験体の概要を図－5に示す。

り出して鋼板に溶接し、コンクリートで埋め戻した。

既設床版から切り出したはり試験体は、橋軸直角方向

比較用の健全なはり試験体では、鉄筋探査および鉄

を試験体の軸方向とし、引張鉄筋の配置が、直線型、

筋の引張試験結果をふまえ、引張側に3本、圧縮側に2

折曲げ型、直線型の並びとなるように成形した。試験

本の直径16mmの丸鋼SR235を配置した。鉄筋は、既

体上面については、写真－1に示すように舗装撤去後の

設床版から切出したはり試験体と同様に試験体端部に

切削溝の平滑処理は行っておらず、はり高さは、概ね

設置した鋼板に溶接して定着させた。なお、使用した

200～220mm程度となっている。また、既設の鉄筋の

鉄筋の鋼材検査証明書に記載されている降伏点は342
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はり試験体の概要図
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はり試験体のはり高さ方向の超音波伝播速度分布

N/mm 2であった。また、コンクリートは普通ポルト

試験体の劣化状態を把握することを目的に、載荷前

ランドセメントを使用した呼び強度24のレディーミク

の試験体の両側支点、両側せん断スパン中央、スパン

ストコンクリートとし、載荷実験時の圧縮強度は31.2

中央の5断面において、透過法によってはり高さ方向

2

2

N/mm 、ヤング係数は19.4kN/mm であった。
３．１．２

載荷方法と計測項目

の超音波伝播速度を計測した。
載荷試験における計測項目は、荷重とたわみとし、

載荷は、静的4点曲げとし、載荷フレームに取り付

比較用に製作したはり試験体では、引張鉄筋のひずみ

けた油圧ジャッキを使用した。実験装置への試験体の

も併せて計測した。なお、たわみは、両支点およびス

設置状況を写真－1に示す。載荷点には幅50mmの鋼

パン中央に設置した接触式ひずみ変換型変位計の出力

板を支圧板として設置し、分配桁を介して荷重を作用

値より算定している。

させた。支圧板と分配桁の間には丸鋼を設置し、載荷
点での回転は拘束していない。支点には、水平方向の

３．２

移動を拘束した丸鋼上に幅150mmの鋼板を支圧板と

３．２．１

実験結果
超音波伝播速度分布

して設置した。また、試験体の水平方向の摩擦を低減

各試験体のはり高さ方向の超音波伝播速度分布を図

するために、支圧板と試験体の間にはシリコングリス

－6に示す。健全なはり試験体では、高さ方向に超音

を2枚のテフロンシートで挟み込んだ減摩パッドを配

波伝播速度の違いが認められない一方で、既設床版か

置した。試験体表面の不陸は、石膏および無収縮モル

ら切り出したNo.1、No.2試験体では、はり高さ方向に

タルを用いて調整した。

超音波伝播速度が変動していることがわかる。この傾

6
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荷重－変位関係
表－2

向は、後述のとおり、はり試験体の側面において既存
のひび割れが確認されていることと一致する。また、
床版下面の変状が著しい部材No.1から採取した試験体
の方が超音波伝播速度は小さくなっており、床版下面
の外観変状と概ね同様の傾向となった。
３．２．２

40
20

20
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60

ࡣࡾ
ヨ㦂య

No.1
No.2

はり試験体の各耐力の計算値

㝆అ⪏ຊ
Py
(kN)
75.3
52.9
54.0

᭤ࡆ⪏ຊ
Pu
(kN)
87.5
59.8
71.3

ࡏࢇ᩿⪏ຊ
(kN)
117.4
97.4
120.3

荷重－変位関係

各試験体の荷重－変位関係を図－7に示す。健全な

なっていたことから、高さ方向は健全なはりと同様の

はり試験体では、約20kNで曲げひび割れが発生して剛

断面として計算している。また、参考として二羽らの

性が変化し、75kN程度から再び剛性が変化して荷重の

提案式14）によるせん断耐力の計算値も付記している。

増加は緩やかになった。その後、たわみが30mmに到

曲げ耐力の計算値と実験値を比較すると、図－7に

達すると、圧縮縁のコンクリートに圧壊が生じて荷重

示すように、いずれの試験体においても降伏耐力の計

が低下した。一方、既設床版から切り出した試験体で

算値と同程度の荷重で部材降伏の挙動が認められる。

は、健全なはり試験体で認められたような曲げひび割

健全なはり試験体の降伏耐力はNo.1試験体、No.2試験

れの発生による載荷初期の剛性の変化は認められず、

体よりも大きいが、これは健全なはりの引張鉄筋の降

載荷開始から部材降伏まで直線的に荷重は増加し、

伏強度がNo.1試験体とNo.2試験体の降伏強度よりも大

No.1試験体では約50kN、No.2試験体では約55kNで剛

きいことに起因した結果であると考えられる。また、

性の変化が生じている。No.1試験体では、部材降伏後

曲げ耐力は、既設床版から切り出した試験体では実験

に荷重の明確な増加は認められず、たわみが20mmに

値が計算値を僅かに下回る結果となった。

到達する前に荷重は緩やかに低下した。No.2試験体で

本研究の範囲において、コア供試体や鉄筋の試験結

は、健全なはり試験体と同様に部材降伏後も荷重は緩

果を用いたRC計算によって、曲げ耐力を概ね推定で

やかに増加し、たわみが約20mmとなった時点で最大

きているが、経年劣化等によってひび割れが発生して

荷重となった。

いるRC部材では、載荷初期の剛性変化や部材降伏後

各耐力の計算値を表－2に示す。曲げ耐力は、完全付

の挙動などが健全な状態のRC部材とは異なることを

着と平面保持を仮定してコンクリートの引張抵抗を無

確認した。

視したRC計算によって算出した。健全なはり試験体で

３．２．３

2

ひび割れ性状

は、鉄筋のヤング係数を200kN/mm と仮定し、既設

載荷実験終了時のひび割れ性状を図－8に示す。な

床版から切り出したはり試験体では、コンクリートの

お、既設床版から成形したNo.1試験体およびNo.2試験

圧縮強度とヤング係数には面内方向に採取したコア供

体では、載荷前に試験体側面にて目視確認できた既存

試体の試験結果を、圧縮側と引張側の鉄筋の降伏強度

のひび割れを青線でトレースしている。いずれの試験

には、安全側の計算値となるように、一軸引張試験の

体においても、等曲げ区間内の1本のひび割れが大き

最小値を用いて算出した。なお、既設床版から切り出

く開口するように変形が進み、部材降伏後に等曲げ区

したはりでは、はり高さの最小値が概ね200mm程度と

間の圧縮縁でコンクリートが圧壊して荷重が低下し
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ひび割れ性状

D  E 1R F 1R
写真－2

最大荷重後の等曲げ区間の状況

た。健全なはり試験体では、載荷初期で発生した曲げ

４．まとめ

ひび割れが圧縮縁方向に向けて徐々に進展した。一
方、既設床版より切り出したNo.1試験体およびNo.2試

本研究では、積雪寒冷地で経年劣化が生じたRC床版

験体では、床版下面等に発生していた既存のひび割れ

に対して、コンクリートや鉄筋の状態を確認するとと

が開口して進展し、他の既存のひび割れとも連結した

もに、はり状に成型したRC部材の静的載荷試験を実

後に、圧縮縁付近のひび割れが増加するような特徴が

施した。その結果、本研究で調査対象としたRC床版

認められた。

から切り出したはり試験体の曲げ耐力は、同時に採取

最大荷重後の等曲げ区間の状況を写真－2に示す。

したコンクリートや鉄筋の材料試験結果を入力値とし

健全なはり試験体では、部材降伏後のコンクリートの

た計算値と概ね同程度となった。また、内部にひび割

圧壊直前に等曲げ区間の圧縮縁に沿うように平行にひ

れを有するはり試験体では、既存のひび割れが開口、

び割れが進展した。一方、既設床版から切り出した試

進展、連結して破壊に至る挙動を示し、曲げ引張破壊

験体では、面内方向にある既存のひび割れが、層状に

時の圧縮縁では、層状のひび割れがはく離、浮き上が

はく離し、浮き上がって圧壊に至る様子が観察され

り、圧壊する様子が観察された。

た。特に、No.1試験体では、部材降伏後に圧縮コンク

本研究の範囲においては、既設コンクリート部材に

リートが大きめの層で浮き上がっており、圧縮強度が

対して一般的なRC計算によって耐力を評価できる可

小さかったことに加えて部材降伏後の荷重増加が小さ

能性を示した。しかしながら、内部ひび割れを有する

かったことの要因のひとつと考えられる。

既設コンクリート部材は健全な状態とは破壊挙動が異
なることも明らかとなり、部材の状態と作用荷重によ

8
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っては、平面保持や完全付着を前提条件にしたRC計

145、2016.5

算のような評価方法では耐力を過大評価する恐れもあ

6） 水口和彦、阿部忠、勝呂翔平：輪荷重走行による

る。経年劣化等で内部にひび割れが生じたRC部材の

疲労と凍害の複合劣化を受けたRC部材の耐疲労

諸性能を適切に評価できる手法の構築に向けて、引き

性評価、セメント・コンクリート論文集、70巻、
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