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長期供用を経た自動車専用道路『室蘭新道』の維持管理
－ 建設から40年を経過した耐候性鋼材の劣化状況と
近年の予防的修繕で得られた知見 －
室蘭開発建設部 有珠復旧事務所 (前:室蘭道路事務所 計画課) ○松島哲郎
室蘭道路事務所 工務課
山際祐司
室蘭道路事務所 工務課
前田公治
一般国道36号 室蘭新道は、昭和56年に開通した全長L=4,185mの自動車専用道路である。この
うち、橋梁部が2,174m、トンネル部が600mを占めている。室蘭新道の橋梁群は、当時の最先端
技術が採用されており、約7,600tonに及ぶ耐候性鋼材が用いられ、耐候性錆安定化処理が施さ
れており、建設当時はメンテナンスフリーが詠われていた。
しかし、建設から約40年が経過し、橋梁が全体的に老朽化していると同時に、主桁などを構
成している耐候性鋼材にも、局所的に劣化が認められているのが現状である。本論文では近年
の予防的修繕から得られた知見、及び各橋梁群を取り巻く状況を報告するものである。
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１．はじめに
近年の公共事業に対してのコスト意識の向上と共に、
平成20年3月に施行された『国土交通省公共事業コスト
1)
構造改善プログラム 』により、道路整備などの新規事
業だけでなく、維持修繕事業についても様々なコスト縮
減に資する取り組みが行われている。
その結果、国土交通省公共事業コスト構造改善フォロ
2)
ーアップ結果 により、平成22年度実績で、総合コスト
3)
改善率8.6%を達成したところである 。
また、近年、クローズアップされているのが、既設橋
梁の長寿命化である。高度経済成長期に多くの道路構造
物が建設された。北海道開発局が管理する橋梁で、建設
後50年以上経過した橋梁数は、現在道内全橋梁数の8%程
4)
度であるが、20年後には59%まで急激に増加する 。
それら高齢化した橋梁群は、老朽化が進み、今後の補

修対策に要する費用は年々増加、かつ集中していくこと
が懸念される。特に北海道では、積雪寒冷地という地域
5) 6) 7) 8)
特性から、凍結防止剤散布などに起因する損傷
や、
9)
凍結融解により老朽化が促進される傾向 が垣間見える。
これにより、我々道路管理者に与えられた命題は、現
在のリソースを最大限に生かしつつ、補修のプライオリ
ティーを的確に判断することである。さらに、必要最小
限の投資で最大限の効果を生むと同時に、修繕や補修予
算の平準化を図り、長寿命化に資する予防的修繕、すな
10) 11) 12)
わち『戦略的な維持管理
』を施すことにあると
判断される。
このような観点から、本論文では、『室蘭新道(図13)
1 、写真-1)』のうち、仲町高架橋における耐候性鋼材
の劣化状況、同橋の補修状況、および近年の予防的修繕
から得られた知見を報告するものである。

一般国道 36 号
室蘭新道

図-1 一般国道 36 号 室蘭新道の位置図 13)
Tetsurou Matsushima, Yuji Yamagiwa, Koiji Maeda.

写真-1 室蘭新道のうち輪西高架橋及びランプ橋

２．室蘭新道の諸元
(1) 室蘭新道とは
一般国道36号室蘭新道は、北海道室蘭市に位置する全
長4,185mの自動車専用道路である。このうち、橋梁群が
合計2,174m(表-1)、トンネル部が600mを占めている。
また、仲町高架橋、瑞之江高架橋を包括する輪西高架
橋1,358mは、現在でも北海道内の国道に架設されている
14)
橋梁のうち、5番目の橋長を誇っている 。
(2) 室蘭新道建設の経緯
15)
室蘭市の人口増加が著しかった昭和40年代(図-2) 、
札幌と室蘭を結ぶ一般国道36号の役割は増し、自動車の
激増に伴う混雑が顕著となった。室蘭港、企業や官公庁、
商店街が集中する蘭西方面の動脈は国道だけであり、昭
16)
和46年6月輪西町の交通量は4万台を超えていた 。
わずか8kmの区間に約1時間を要するなど、通勤にも大
17)
きな支障が出ていた 。こうした背景からバイパスの
必要性が高まり、室蘭新道整備は昭和45年に着手、翌年
から本工事に入り、昭和56年に完成した。
一般国道のバイパスで、無料の自動車専用道路は全国
17)
初であり、画期的な事業として注目された 。さらに、
北海道内において最も古い自動車専用道路でもある。
(3) 室蘭新道における耐候性鋼材使用の経緯
本橋梁群は、建設当時から維持管理費を含めたライフ
サイクルコスト(以下、LCC)の低減が検討されていた。
本橋梁群のうち、鋼橋は全てJIS G 3114:1968に規定さ
れる溶接構造用耐候性熱延圧延鋼材、所謂『耐候性鋼材
18)
』が使用されている。
耐候性鋼材とは、乾湿を適切に繰り返し、その表面に
緻密で密着性に優れたさび、所謂『保護性さび』が形成

され、それが保護皮膜となって鋼材の腐食の進行を防ぐ
19) 20)
ものである
。従って、塗装塗り替えなどの防錆が
21)
不要となり、LCCの縮減に資するものである 。
22)
現在は、耐候性鋼材が使用可能な現場環境が規定
されているが、建設当時は、それらの技術的知見がなく
23)
『メンテナンスフリー鋼材』と謳われていた 。
23)
本橋梁群で使用された鋼材は約7,600ton あり、架橋
位置は海岸線より0.4〜1.3kmの箇所にある。このため、
海岸からの飛来塩分の影響が懸念され、耐候性さび安定
24)
25)
化処理工法『ウェザーコート 』が施されている 。

３．室蘭新道の劣化状況
(1) 室蘭新道劣化箇所の特徴
室蘭新道の耐候性鋼材のうち、劣化が激しい箇所は限
られ、特に漏水発生箇所に劣化が多く認められる。漏水
原因を特定するため、平成19年度に散水試験を行い水の
進入経路を確認している。調査結果を以下に示す。





排水管損傷による路面排水の漏水(写真-2)。
伸縮装置の機能劣化による、桁内への水の流入(写真-3)。
本橋とランプ橋の境界目地部や面壁間からの水の流入。
面壁地覆コンクリートの機能劣化による水の流入。

これらの漏水により湿潤状態が続き、耐候性鋼材の劣
5)
化が進行したと推察される 。
なお、その他部材の外観目視結果では、建設から40年
を経過した耐候性鋼材としては概ね健全であると考えら
れる。特に、雨水を含め水と接触しない、箱桁内部は良
好な状態が保たれている(写真-4)。
26)
(2) 平成19年度 JR室蘭本線への補修片落下事故
室蘭新道はJR室蘭本線と近接し、4箇所で交差してい
る。国道と交差する箇所でのJR室蘭本線に係る事故を
表-1 室蘭新道に架設されている橋梁群一覧
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写真-2 排水管の損傷による漏水状況 写真-3 伸縮装置の機能劣化による漏水状況
Tetsurou Matsushima, Yuji Yamagiwa, Koiji Maeda.

写真-4 箱桁内部の耐候性鋼材の状況

調べてみると、平成19年10月3日午後8時頃、JR室蘭本線
の東室蘭発室蘭行き普通列車の窓ガラスに飛来物が当た
り亀裂が入る事故が発生した。事故現場付近で、直径3
〜4cm、厚さ1〜2mmの補修材付きの『さび』が数個見つ
26)
かった 。
原因は、輪西高架橋OFFランプと本線との境界付近か
ら、張出床版(鋼格子床版:グレーチング床版)が剥落·落
下したものである。なお、当該箇所は、平成10〜11年度
に補修を行っており、それら補修箇所の再劣化、あるい
26)
は腐食である可能性が高いことが明らかとなった 。
(3) 平成21年度 橋梁診断結果
室蘭新道は、他の橋梁同様に、5年に1回の橋梁点検を
行っており、それらの結果に基づき年次計画を定め、橋
梁群の予防的修繕を施している。
その中で、平成21年度に行われた橋梁点検のうち、仲
町高架橋のさびを叩き落とした結果、P33G3主桁に断面
欠損が生じていることが明らかとなった(図-3、4)
(4) 平成23年度 全橋梁の板厚調査結果
その後、室蘭新道の健全度をマクロ的に把握する目的
で、平成23年度に、室蘭新道全橋梁の全主桁端部の板厚
計測を行った。最も条件が厳しく、劣化状況が激しい、
主桁ウェブ端部の下フランジ付近5箇所を、超音波式板
厚計で測定した。
その結果を、表-2に示す。ほとんどの箇所で、1〜2mm
程度の板厚減少にとどまっている。よって、室蘭新道の
橋梁群全体としては、概ね健全であると判断できる。

委員名簿を表-3に示す(所属、および役職などは平成
22年度当時のものである)。
なお、本論文では、検討委員会のなかで審議された多
数の項目のうち、仲町高架橋P33G3桁の補修に関わる事
項について、報告するものである。
(2) 耐候性鋼材調査
仲町高架橋P33G3桁の補修検討を行うため、板厚測定、
および各種物性試験を行い、桁の健全度を評価した。室
27)
蘭新道の耐候性鋼材調査は、過年度より数回行われ
28)
25)
、池田ら からも報告されている。それらを踏まえ、
本委員会で行った腐食調査結果から、端部以外は概ね正
常、健全性が確保されていることが明らかとなった。な
29)
お、詳細な調査結果は、境ら から報告されているこ
とから、それを参照されたい。
(3) 損傷原因
室蘭新道は、工場地帯を貫くと同時に、海浜からも近
く複雑な環境下にある。これにより、損傷の原因は多岐
に渡ることが想定された。
しかし、前述した各種調査結果(付着塩分量、イオン
透過抵抗値、偏光顕微鏡によるさび皮膜厚、EPMA分析、
大気環境調査など)からは、腐食との直接的な因果関係
は認められなかった。なお、飛来塩分量は高い値を示し
ていたが、コア断面詳細調査結果からも、腐食との直接
的な因果関係は認められず、原因の特定はできなかった。
損傷は、桁端部に集中しており、伸縮装置や排水装置
からの漏水により腐食が進行したことが想定される。
耐候性鋼材は、湿潤と乾燥を繰り返し『保護性さび』
が形成される。しかし、室蘭新道は湿潤状態、あるいは
多湿な状態が続いたために、十分な『保護性さび』の生
成には至らなかったものと推察される。

４．仲町高架橋P33G3桁の補修
(1) 室蘭新道長寿命化検討委員会の発足
室蘭新道の補修検討に先立ち、適切な補修および予防
的修繕を行い室蘭新道の長寿命化を図ることを目的に、
平成22年度に室蘭工業大学 岸教授(現:釧路工業高等専
門学校長)を委員長として、鋼構造物、腐食防食メカニ
ズムなどの専門家からなる『室蘭新道長寿命化検討委員
会』を設置し、計4回の審議を行った。
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図-4 断面欠損箇所図
Tetsurou Matsushima, Yuji Yamagiwa, Koiji Maeda.
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(4) 補修工法選定
桁の補修を行うにあたり、工法比較検討案は10種類に
及んだ。その中から、溶接案、高力ボルト継手案、当て
板案の抽出を行った。
詳細検討の結果、溶接案は、現場溶接による残留ひず
みの発生が、既設桁に悪影響を及ぼすことが懸念された。
また、当て板案は継手構造が煩雑となり現場施工性を
著しく損なうことから、補修方法として除外した。この
ことから、経済性、施工性に最も優れる高力ボルト継手
案を採用した。すなわち主桁の減厚が激しい箇所を切断
撤去し、新材の桁を設置後、ボルト締めで一体化する工
法を採用することとした(図-5)。
(5) 施工に向けた詳細検討
施工に向けた課題を解決するため、以下に示す詳細検
討、実験などを行い、補修方針の検証を行った。

(6) 補修工事
平成22年11月24日、交通量が減少する午前0時に工事
を開始した。通過車両による荷重や、振動などを最大限
に減らすため、桁の切断などは夜間に実施した。
通過車両を一時停止させ、徐行にて通過させることで、
振動の発生を必要最小限にとどめた。さらに、ジェット
コンクリートの打設時には全面通行止めとした。作業状
況を写真5〜13に示す。

５．今後に向けて

(1) 現在の補修工事と今後の予定
室蘭新道において行った調査結果の総括から、現在は、
劣化の原因となっている漏水防止対策について、重点的
に補修を行っている。
一例を示すと、排水装置交換、面壁·中央分離帯地覆
 既設主桁である耐侯性鋼材と、新部材である普通鋼材を
コンクリートの打替え(写真-14)、伸縮装置交換(写真-15)、
添接するため、異種金属接触による腐食の発生が懸念さ
床版防水設置などを鋭意進めているところである。
れ、その妥当性を検討するための実験を実施した。
平成25年度現在、御崎高架橋などを除き、概ね漏水対
 室蘭新道より切出した耐候性鋼材、普通鋼材新材、
策は完了している。これにより、室蘭新道全体としての
および耐候性鋼材新材を用い、これら試験片の電解
劣化が抑制され、更なる長寿命化に資すると考えられる。
質溶液中での自然浸漬電位の測定を行った。
今後は、支承補修、耐候性鋼材の桁端部塗装を進めて
 その結果、電解質溶液浸漬から約5時間経過すると、
電位は、ほぼ等しくなることが明らかとなった。
いくと同時に、剥離したコンクリートなどが落下し、第
 これによって、さびを落とした既設耐候性鋼材と普
3者への被害が想定される箇所については、面壁打替な
通鋼材新材を接触させても異種金属接触腐食(ガルバ
どを行う予定である。
ニック腐食)が生じる可能性は低いことを確認した。
(2) 劣化状況把握手法の確立
 桁切断時には、施工および一般交通の安全性を考慮し、
室蘭新道に使用されている耐候性鋼材は『保護性さ
無応力状態で切断することが望ましい。さらに、一時的
び』の形成により、鋼材を保護するものである。しかし、
にP33G3主桁、および床版が部分的に撤去されるため、残
存するG3桁、近接する主桁、および床版への影響が懸念
鋼材の健全度や腐食状況を把握するための、さび厚計測
されたため、施工順序に沿った挙動解析を行った。
の手法は明確化されておらず、不明な点も多い。
 部材応力分布の再現性に優れた有限要素法による3次
このような課題に対処するために、点検調査手法を確
元弾性解析を行い、施工順序に対応した各段階にお
立すべく『表面処理された耐侯性鋼材のH22外観目視評
ける応力分布状態と変位量の推定を行った(図-6)。
価基準(案)』『室蘭新道における耐侯性鋼材維持管理フ
 これらの解析結果に基づき、施工順序、および施工
時における主桁の変位値や反力の管理値を設定した。 ロー(案)』の制定、およびブラッシュアップを行うと同
時に、他のアプローチも検討しているところである。
G3 桁切断前
耐候性鋼材の腐食損傷を簡易に推定する手法の確立を
30)
目的とし、壺谷ら は、インパルスハンマーと高感度
加速度計を用いた打撃試験法を提案している。仲町高架
橋を用いて実証実験を行い、ケレン処理前の状態におけ
G3 断面
る固有振動数を把握することで、腐食損傷の程度を推定
30)
できる可能性があることを示している 。
欠損箇所
G3 桁切断後

G3 桁切断
G3 断面欠損箇所
【計算条件】変形倍率500 倍、桁の断面欠損･板厚減少箇所を控除、床版･桁の自重、および活荷重を考慮

図-6 P33G3 桁切断前後での床版鉛直方向変位分布
Tetsurou Matsushima, Yuji Yamagiwa, Koiji Maeda.

図-5 P33G3 桁補修方法概要

G2 桁

G3 桁

G4 桁

写真-5 ベント設置、計測機器設置

写真-6 仮受用ジャッキ設置

写真-7 座屈防止用補強材設置

写真-8 既設主桁切断状況

写真-9 既設主桁切断完了

写真-10 既設主桁撤去状況

写真-11 主桁高力ボルト設置状況

写真-12 添接部現場塗装状況

写真-13 P33G3 桁交換完了

写真-14 中央分離帯地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ打替状況

写真-15 伸縮装置交換状況

写真-16 試験塗装用の試験片切出し状況

(3) 主桁端部塗装による防錆機能の向上
耐候性鋼材の劣化が進行しているのは、主桁端部であ
り、他の部材は、概ね健全な状態を保っている。現在は、
桁端部の防錆対策として、橋台全面付近までD-5系の塗
31)
装を行っている 。しかし、室蘭新道建設当時には、
それら技術的知見がなく、無塗装のままである。
よって、桁端部に防錆対策を施し、今後の板厚減少の
進行を阻止できれば、橋梁全体としての長寿命化を図る
ことが期待できる。
撤去した桁から試験片を作成し(写真-16)、様々な仕様
Tetsurou Matsushima, Yuji Yamagiwa, Koiji Maeda.

の塗装を塗布し(写真-17)、暴露試験(写真-18)および、
JIS H 8502による促進試験(写真-19)を行い、塗装後の腐
食進行状況を調査している。現在、室蘭新道に適切な桁
端部塗装仕様を検討中である。
さらに、全国的においても、国土技術政策総合研究所
を中心とし、耐候性鋼材の各種調査や検討が行われてい
32)
る 。このような先進的な予防的修繕法に関する情報
収集に努め、適応性検討を行うとともに、先見的ガバナ
ンスを技術的に醸成し、本橋梁群の更なる長寿命化に資
することを期待したい。

写真-17 試験塗装塗布状況

写真-18

暴露試験片劣化確認状況

６．おわりに

6)
33)

平成22年度の室蘭新道の交通量は、1日34,002台 で
ある。これは、室蘭開発建設部管内、即ち胆振·日高地
33)
方の国道のなかで、最多の交通量を誇っている 。
よって、補修工事に伴う通行規制により、道路利用者
の方々には多大なるご迷惑をおかけしているのが現状で
あり、この場を借りて、深くお詫び申し上げる。
しかし、これら補修工事に伴う通行規制は、今後も当
面の間継続される。このようなことから、一般市民の
方々を対象とした現場見学会などを開催し、室蘭新道の
損傷状況や補修工事実施状況について理解を深めていた
だく取り組みも行っている。それらの開催状況がテレビ
で放送され、本橋梁群への関心の高さ、更に路線として
の重要性が窺える。
今後も、安心·安全に道路を利用していただくために、
対策が早期に完了するように鋭意努力していることより、
協力を、お願い申し上げる次第である。
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10)
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14)
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