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疲労と凍害を受ける床版で生じる層状ひび割れの進展過程に関する一考察
林田

宏

そこで、今回は疲労と凍害が複合的に作用する場合

１．はじめに

の層状ひび割れの進展過程やそのメカニズムについて
近年、老朽化した道路橋床版の劣化が深刻化してい

検討を行った。以下、その結果について報告する。

る。特に、寒冷地の床版は、温暖地では劣化が顕在化
しない少ない交通量でも、劣化が急速に進むことが指

２．層状ひび割れの発生メカニズムに関する検討

摘されている（図－1）。この急速な劣化の原因として、
寒冷地の床版で発生している「層状ひび割れ（写真－

写真－1のような実態から、層状ひび割れは、以下

1）」が少なからず影響を及ぼしていると考えられる。

のような過程で深さ方向に進展するとされている1）。

層状ひび割れが発生する劣化要因は、疲労やASRな

1）かぶり部や上鉄筋付近で層状ひび割れが発生

ど複数あるが、寒冷地特有の劣化は「凍害」である。

2）上下鉄筋間で層状ひび割れが発生

しかし、凍害が層状ひび割れの進展メカニズムに与え

そこで、本章では、上記の2段階に分けて、その発

る影響に関しては十分に明らかになっていなかった。

生メカニズムについて考えてみたい。その際、寒冷地

そこで、前報3）では、寒冷地の床版で発生する層状

の床版の劣化が、温暖地に比べて速く進む理由につい

ひび割れの進展メカニズムに関して、まず凍害のみの

ても、あわせて考えてみたい。

影響に着目して、室内実験などを行い、検討を行った。
しかし、寒冷地の床版は実際には凍害だけではなく

２．１

「疲労」との「複合劣化」を受けており、床版の水平
ひび割れは疲労作用でも発生する（図－2、写真－2）。

上側のかぶり部や上鉄筋付近で層状ひび割れ
が発生する理由

寒冷地の床版の劣化が温暖地に比べて速く進む理由
として、1）融解時にも、凍結時にも損傷が進むこ
と、2）上面が凍結することで、疲労時の水圧が高ま
ることなどが挙げられる。次ページに示す図－3は、
その概念図である。

図－1

温暖な地域では劣化が顕在化しない少ない交通量
で劣化が急速に進む寒冷地の床版1）
図－2

輪荷重によって上鉄筋付近で生じる水平ひび割れ4）

写真－2
写真－1

疲労と凍害の複合劣化で生じた層状ひび割れ2）
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凍害を与えたスラブの静的載荷で発生した
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融解（未凍結）時は繰返し荷重（疲労）による水圧で、凍結時は凍結膨張圧で微細なひび割れが発生し劣化が進行
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図－4
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上側のかぶり部や上鉄筋付近で層状ひび割れが発生する過程（仮説）

まず、融解時（未凍結時）には、輪荷重が作用する
たびに、細孔内に過剰な水圧が発生する。このため、
この水圧によって、（a）のように、細孔周辺では微
細ひび割れが発生する。なお、図中で上面付近が凍結
している状態を描いている理由は、このような状態の
場合、上側に水の逃げ場がなくなるため、水圧がより
大きくなり、劣化が速く進むと考えられるからであ
る。詳細については、次節で述べる。次に、凍結時に
は、（b）のように、細孔内の水が氷に変化する際に

写真－3

凍結融解作用で発生した微細ひび割れ3）

生じる凍結膨張圧によって、（a）の段階で発生した
微細なひび割れがさらに内部へと進展する。また、水

まず、劣化初期の段階では、（a）のように、疲労作

平方向に進展した微細ひび割れは隣接する細孔からの

用と凍結融解作用で、多くの微細なひび割れの発生を

微細ひび割れとつながり、幅の狭い水平ひび割れとな

伴いながら、劣化が上面から内部に向かって進行する。

る。このようなことが、（c）（d）のように、「融解

このように多くの微細ひび割れが発生している状態

時」と「凍結時」に繰返し発生することで、劣化が上

で、輪荷重の作用を受けると、（b）のように、輪荷重

面から内部に向かって進行する。

直下にせん断ひび割れが発生するとともに、このせん

このようにして劣化を受けた部分は、写真－3のよ

断ひび割れにつながる形で、健全部と劣化部の境界面

うに多くの微細なひび割れが発生した状態になってい

（劣化フロント）に沿って水平ひび割れが発生する。

る。そして、これらの微細ひび割れは、「隙間」を持

その後、疲労と凍結融解が繰返し作用することで、

った「ひび割れ」であるため、外力が作用すると容易

（c）のように、劣化はさらに内部へと進行する。そ

に幅が広がり、目視で確認できるような幅を持つマク

して、劣化が上鉄筋付近に達すると、（d）のように、

ロなひび割れへと成長する。

荷重作用によって上鉄筋付近に水平ひび割れが発生す

図－4は、これらのメカニズムを考慮して、上側の
かぶり部や上鉄筋付近で層状ひび割れが発生する過程
を推測したものである。
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る。
このような過程を経て、上側のかぶり部や上鉄筋付
近で層状ひび割れが発生すると考えられる。
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繰返し荷重（疲労）で発生する水圧は温暖地では緩和されるが、寒冷地では緩和されず劣化が加速する

上下鉄筋間で層状ひび割れが発生する理由

上鉄筋付近に水平ひび割れが発生すると、床版上面

」ᩘᮏࡢᩳࡵᘬᙇࡦࡧࢀ

から多量の水が水平ひび割れの内部に流入する。この
水が寒冷地の床版の損傷を加速させる。図－5は、そ
の概念図である。
温暖地の床版では、左側の（a）に示すように、輪
荷重によって発生する水平ひび割れ内の水圧は、上面
から水が排出されることで、水圧が緩和される。
一方、寒冷地の床版では、上面から凍結が進むた

写真－4

め、右側の（b）に示すように、水の排出口となるせ

凍害を与えたRCはりの静的載荷で発生した
複数本の斜め引張ひび割れ5）

ん断ひび割れの中の水が凍り、水平ひび割れ内の水は
排出されない。このため、水平ひび割れの中には、輪

Ỉᖹࡦࡧࢀ

ᩳࡵᘬᙇࡦࡧࢀ

荷重によって過剰な水圧が発生し、水平ひび割れ周辺
では微細なひび割れが発生する。そして、その後も疲
労と凍結融解が繰返し作用することで、上鉄筋よりも
下側の部分が徐々に劣化していく。この部分でも多く
の微細ひび割れが発生した状態になるため、荷重が作
用すると、目視で確認できるような幅を持つせん断ひ

写真ー5

凍害を与えたスラブの静的載荷で発生した
斜め引張ひび割れと水平ひび割れ6）

び割れがせん断スパンに発生する。
写真－4は、RCはりに上面から半分の深さまで凍害
劣化を与え、静的載荷を行った後の写真である。赤丸
で示すように、劣化を受けたウェブ部分には、複数本

３．疲労と凍害との複合劣化を受ける寒冷地の床版で
生じる層状ひび割れの進展過程（仮説）

の斜め引張ひび割れが発生している。また、写真－5
は、RCスラブに上面から半分の深さまで凍害を与

以上のことを、寒冷地の床版で生じる層状ひび割れ

え、静的載荷を行った後の切断面の写真である。赤丸

の進展過程としてまとめると図－6（次ページ）のよう

で示すように、劣化部に斜め引張ひび割れが発生する

になる。なお、図の作成に当たっては、参考文献1）に

とともに、劣化部と健全部の境界部分には水平ひび割

記載されている凍害による層状ひび割れの進展過程を

れが発生している。実際の床版においても上側鉄筋と

参考にした。

下側鉄筋の間の部分にまで劣化が進むと、荷重作用に

まず、劣化初期の段階では、（a）のように、疲労

よって、このような斜め引張ひび割れや水平ひび割れ

作用と凍結融解作用で微細なひび割れが発生し、劣化

が発生すると考えられる。このようなひび割れが切断

が上面から内部に向かって進行する。次に、劣化が上

面に現れたものが、写真－1右側のような状態である

鉄筋付近に達すると、（b）のように、荷重作用によ

と考えられる。

って上鉄筋付近に水平ひび割れが発生する。その後も

寒地土木研究所月報

№827

2022年２月 

49

疲労と凍結融解が繰返し作用することで、（c）のよ

が実際の床版とは異なるRCスラブの静的載荷試験結

うに、劣化はさらに内部へと進行する。そして、劣化

果であり、実際の床版とは条件が異なる。したがっ

がある程度の深さにまで達すると、荷重作用によって

て、今回、考察した層状ひび割れの進展過程は、現段

発生する斜め引張ひび割れや水平ひび割れに起因し、

階では一つの仮説に過ぎない。今後、追加実験を行う

（d）のように、層状ひび割れが発生した状態とな

などして、この仮説の検証を行うとともに、層状ひび

る。このような過程を経て、疲労と凍害との複合劣化

割れの進展過程などについて、さらに検討を行ってい

を受ける床版では、層状ひび割れが深さ方向に進展す

きたい。

ると考えられる。
なお、図に示すように、層状ひび割れの状態は輪荷
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