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凍結融解作用で床版内部に生じる水平ひび割れの発生メカニズムと
層状ひび割れの進展メカニズム
Generation Mechanism of Horizontal Cracks and Progress Mechanism of
Layered Cracks Formed in a Bridge Slab due to Frost Damage
林田

宏

HAYASHIDA Hiroshi

凍結融解作用で床版内部に生じる層状ひび割れの進展メカニズムなどを明らかにすることを目的と
して、1）水平ひび割れの発生メカニズムを特定するための実験、2）複数本の水平ひび割れの再現実
験、3）層状ひび割れの進展シミュレーションを行った。その結果、以下のような知見が得られた。
（1）幅の広い水平ひび割れは0℃点付近で発生した。これは0℃点より下は凍結しているため、上面
からの水が0℃点に溜まり、その水が層間凍結する過程でアイスレンズが形成され幅を広げるからで
ある。
（2）0℃点を凍結融解試験期間の途中で変更することで水平ひび割れを2カ所の位置で再現すること
ができた。寒冷地の床版で層状ひび割れが発生するのは凍結融解のたびに融解深さが変化するためで
ある。
（3）浅い位置では劣化が早く始まり、凍結融解回数も多い。一方、深い位置では劣化の開始が遅
く、凍結融解回数も少ない。この差に起因して、水平ひび割れは浅い位置で先に発生し、深い位置で
遅れて発生する。このため、層状ひび割れは見かけ上、深さ方向に進展するように見える。
《キーワード：床版；凍害；水平ひび割れ；層状ひび割れ；アイスレンズ；0℃点；水》
To clarify the generation mechanism of horizontal cracks formed in a bridge slab due to frost
damage, the author did the following : 1） an experiment to clarify the generation mechanism of
horizontal cracks, 2） an experiment to reproduce multiple horizontal cracks, and 3） a simulation
of the progress of layered cracks. As a result, the following findings were obtained.
（1）Wide horizontal cracks occurred near the 0℃ point. This is because below the 0℃ point is
frozen, so the water from the upper surface accumulates at the 0℃ point, and the width of the
horizontal crack is widened by the ice lens which is formed in the process of freezing the water.
（2）By changing the 0℃ point in the middle of the freeze-thaw test period, horizontal cracks could
be reproduced at two positions. Layered cracks occur inside bridge slabs in cold regions because
the melting depth changes with each freeze-thaw.
（3）In the shallow depth, deterioration starts early and the number of freeze-thaw is large. On the
other hand, in the deep depth, the start of deterioration is late and the number of freeze-thaw is
small. Due to this difference, horizontal cracks occur earlier in the shallow depth and later in the
deeper depth. For this reason, the layered cracks appear to progress in the depth direction.
《Keywords: Bridge Slab ; Frost Damage ; Horizontal Cracks; Layered Cracks; Ice Lens; 0℃ Point;
Water》
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この実験では、道路橋床版で生じる水平ひび割れの

１．はじめに

発生メカニズムを明らかにすることも目的としていた
積雪寒冷地の道路橋床版は、疲労と凍害との複合劣
化を受け、写真－1に示すような多数の水平ひび割れ

が、設置したひずみゲージの数が限られていたため、
そのメカニズムを特定するまでには至らなかった。

が発生している。これらの水平ひび割れは、左側から

また、この実験で再現できたのは「一本」の水平ひ

右側の写真に示すように、浅い位置から発生し始め、

び割れであり、実際の道路橋床版で発生している層状

次第に深い位置で発生して、層状となる。以降の説明

ひび割れのような「複数本」の水平ひび割れは再現で

では、これを「層状ひび割れ」と呼ぶ。なお、このよ

きていない。

うな層状ひび割れは、凍害のみを受けるコンクリート

そこで、本研究では、水平ひび割れの発生メカニズ

開水路でも発生している2）。しかし、層状ひび割れの

ムや層状ひび割れの進展メカニズムを明らかにするこ

発生メカニズムや深さ方向への進行メカニズムは、明

とを目的として、図－2に示す項目について検討を行

らかになっていない。

った。以降では、各項目の検討内容とその結果につい

3）

赤堀・名和 は、凍結融解塩作用で発生するスケー

て説明を行う。

リングの原因として、寒冷地の土壌で発生するアイス
レンズの存在に着目し、若材齢のセメント硬化体を用

２．水平ひび割れの発生メカニズムに関する検討

いた凍結融解試験によって、アイスレンズの再現に成
功している。セメント硬化体中にアイスレンズが発生

２．１

目的

したメカニズムとして、図－1のように塩による氷点

水平ひび割れの発生メカニズムを特定することを目

降下と温度勾配の関係から未凍結層が生じ、未凍結層

的として、再度、水平ひび割れの再現実験を行った。

が遅れて凍結する段階で、凍結層と未凍結層の境界面

その際、前回の再現実験における水平ひび割れの位置

付近にアイスレンズが発生することを指摘している。

やモールドゲージのひずみのデータを参考にして、モ

筆者は、この知見を参考にして、道路橋床版で発生

ールドゲージの設置位置について工夫を行った。詳細

している水平ひび割れを実験的に再現することを試み

については、次節で述べる。

た。その結果、写真－2に示すように、通常材齢のコ
ンクリートを用いた大型のスラブ供試体において、水
平ひび割れを再現することに成功した4）。

写真－2

室内実験で再現された水平ひび割れ4)
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写真－1

疲労と凍害の複合劣化を受ける道路橋床版で
発生した層状ひび割れとその進展1)
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本研究の概要
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２．２

෭༷࣭ຍ⇕

実験概要

２．２．１

スラブ供試体

スラブ供試体の形状寸法、配筋を図－3に示す。使用
したコンクリートに関しては、早期に凍害劣化を顕在

1300mm

化させるために、コンクリートにAE剤を使用せず、

160

水セメント比を65％と大きめに設定した。なお、セメ
ントには普通ポルトランドセメントを、骨材には粗骨

᩿⇕ᮦ
※㕲➽㸪㓄ຊ➽ࡶୖẁࡣD16@280mm㸪ୗẁࡣD16@140mm

材最大寸法20mmの砕石を用いた。配合表を表－1に示

図－3

す。凍結融解試験時における深さ方向の温度分布の推

供試体寸法、上面からのみの冷却・加熱

移を測定するため、図－4に示すように、1cm間隔で熱
電対を設置した。また、凍結融解作用に伴うコンクリ
ートの膨張・収縮挙動を測定するため、モールドゲー
ジ（検長50mm）を設置した。モールドゲージを重複
して設置したのは、ゲージ長の半分の区間（25mm）

表－1

配合表

༢Ỉ㔞 Ỉ䝉䝯䞁䝖ẚ
(%)
(kg/m3)
171
65

⣽㦵ᮦ⋡
(%)
48.6

✵Ẽ㔞
(%)
2.0

のひずみを算出するためである。詳細については２．
４で後述する。

0

２．２．２

2

⇕㟁ᑐ

凍結融解試験

コンクリート打設後、4週目まで水中養生を行った
῝ࡉ (cm)

うに、上面から7cmの範囲のみに凍結融解作用を与え
ることとし、7cmより下側の範囲では凍結を持続させ
た。具体的には、7cm地点の温度が－18～0℃となる

⤖
⼥ゎᒙ

㻠㻡

6

㻣㻜

Ћ0℃Ⅼ

㻣㻜

8
㻥㻡
㻥㻡

10

ように温度を制御した。以降の説明では、7cm地点を
「0℃点」と呼ぶ。また、実際の道路橋床版の温度条件

12

を再現するため、供試体の冷却・加熱は供試体上面か

14

らのみ行った。具体的には、図－3に示すように、上面
以上のような条件の下、気中凍結水中融解の条件で

ࢤ࣮ࢪ

4

後、凍結融解試験（真水）を開始した。図－4に示すよ

以外の面には断熱材を設置し、熱の供給を遮断した。

㻞㻜

⤖
ᣢ⥆ᒙ

㻝㻞㻜

㻝㻠㻡
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図－4

融解深さ（0℃点）の設定、温度・ひずみの測定位置

150回の凍結融解作用を与えた。
の幅は極めて狭い（拡大写真（c））。一方、7cmの位
２．３

凍結融解終了後のひび割れ状況

置にある水平ひび割れの幅は広くなっている（拡大写

凍結融解試験終了後、スラブ供試体からコアを採取

真（d））。幅が広くなっている理由については２．

し、蛍光エポキシ樹脂注入法によって、ひび割れ状況

５．３で後述する。なお、以降の説明では、0～8cm

の確認を行った。その結果を次ページの写真－3に示す。

の区間で見られるような幅が極めて狭い水平ひび割れ

0℃点である7cmの位置に着目すると、水平ひび割れ
が発生していることを確認できる。

を「幅の狭い水平ひび割れ」と呼ぶ。
写真－3では、水平ひび割れの他にも、いくつか注

また、後述する微細ひび割れが多数発生しているた

目すべき点がある。1つ目は、方向性を持たない微細

め、写真では見えにくくなっているが、0～8cmの凍

ひび割れが多数発生していることである。その様子

結融解層には、水平ひび割れが断続的に発生してい

は、拡大写真（b）で確認できる。

る。例えば、写真左上の白点線で囲った粗骨材では、

2つ目は、骨材界面に発生したひび割れである。例

モルタル部分から続く水平ひび割れが粗骨材を貫通し

えば、写真中央付近、9cm位置の白点線で囲った部分

ている様子が確認できる（拡大写真（a））。

を見ていただきたい。粗骨材下側にひび割れが発生し

さらに、これらの水平ひび割れに関しては注目すべ
き点がある。ひび割れ幅の違いである。
0～8cmの凍結融解層で発生している水平ひび割れ
20

ている様子が確認できる。このひび割れは、ブリーデ
ィングなどによって、粗骨材下側にたまった水が凍結
する際に発生したものと考えられる。
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3つ目は、8cmより下側の凍結持続層では、凍結融

この差は、微細ひび割れの有無によるものである。

解作用による劣化がなかったため、水平ひび割れや微

すなわち、凍結融解層に位置する気泡には、凍害劣化

細ひび割れがほとんど発生していないことである。

で発生した微細ひび割れを通じて樹脂が充填される

4つ目は気泡中の樹脂の有無である。写真－3に白矢

が、凍結持続層では微細ひび割れが発生していないた

印で示すように、0～8cmの凍結融解層に位置する気

め、気泡に樹脂が充填されていないということである。

泡には樹脂が入っているが、8cmより下側の凍結持続
層に位置する気泡には樹脂が入っていない。

２．４

ひずみの推移

前節で述べたひび割れが、どのように深さ方向に進
展したのかを検討するため、本節では、コンクリート
のひずみの推移について見ていきたい。
２．４．１

第１層から第３層までのひずみの算出

ここでは、モールドゲージのひずみの値そのもので
はなく、図－5に示す第1層から第3層までの各層のひ
ずみについて見ていきたい。各層のひずみに着目する
理由や計算方法は、以下のとおりである。
コンクリートの膨張・収縮挙動は深さによって異な
り、特に、水平ひび割れ部分では、その挙動が局所的
に大きくなる。そのため、ひずみの計測区間は、なる
べく短い方が望ましい。そこで、本実験では、図－5
に示すように、検長の半分が重複するようにモールド
ゲージを設置し、25mm区間のひずみを計算によって
求めた。第1層から第3層までの計算手順は基本的に同
じなので、具体例として、第3層（桃色）の計算手順
について説明する。
図－5に示す第3層の変形量ΔL3は、赤色のモールド
ゲージ全体の変形量（検長Lにひずみε 3 を掛けたも
の）から凍結持続層（灰色）に入っている下半分の変
形量ΔLFを差し引くことで求められる。本研究では、
この凍結持続層の変形量ΔLFを、灰色のモールドゲー
ジのひずみεFに検長Lの1/2を掛けて求めた。このよう
にした理由は、以下のとおりである。

0

mm

20

45

ε1

ΔL1 =L࣭ε1 -ΔL2
ε2

70

➨ 3ᒙ

ΔL2 =L࣭ε2 -ΔL3
ε3

95

➨ 1ᒙ

ΔL3 =L࣭ε3 -ΔLF
ΔLF =L/2࣭εF
=

εF
⤖ᣢ⥆ᒙ

➨ 2ᒙ

ΔLF

160

写真－3

凍結融解終了後に採取したコアのひび割れの状況
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図－5

各層のひずみの計算方法

21

灰色のモールドゲージの上半分と下半分のひずみは

（２）

第2期

温度変化の違いにより、実際には同一ではない。しか

図－6の第2期の部分を見ていただきたい。2期に入る

し、図－6の灰色グラフで示すように、凍結持続層のひ

と、第2層のひずみ（緑色）は、増加を始めている。

ずみは、凍結が持続しているため、絶対値そのものが

図－7（b）に示す24日目から46日目までの温度ひず

非常に小さく、ほぼ0に近い値で推移している。さら

み関係を見ると、第2層の凍結行程における膨張幅が

に、第3層の変形量ΔL3を算出するために用いるこのΔLF

次第に大きくなるとともに、残留ひずみも増加してい

は、ΔL3に比べて非常に小さい。このため、上半分と下

ることが分かる。一方、1期では増加していた第1層の

半分のひずみは、モールドゲージ全体のひずみεFと同

ひずみ（青色）は2期に入ると減少に転じている。こ

じと見なしても計算上、大きな影響はないと考えた。

れは第2層の膨張が影響したためである。このこと

２．４．２

は、次ページの図－8に示す温度ひずみ関係で確認で

ひずみの推移

図－6は、凍結融解回数の増加に伴う各層のひずみ

きる。図に示す第2層のグラフにおいて、凍結行程の

の推移を示したものである。また、図－7は、各層の温

後半に当たる紫色の部分が膨張を示しているのに対

度ひずみ関係の推移を示したものである。なお、図の

し、第1層の薄い紫色の部分は、第2層からの圧縮作用

作成に当たっては、各層の中央位置に近い深さ30、

を受け、収縮を示していることが確認できる。
一方、図－6に示す第3層のひずみ（赤色）も、2期

60、80mmの温度データを使用した。
図－6に示すように各層の挙動は大きく異なる。以

に入ると増加を始めている。しかし、図－7（c）の46

下では、凍結融解試験期間を、図の上側に示すように

日目に示すように、凍結行程での収縮挙動やヒステリ

3期に分けて説明を行う。

シスループ（以下「ループ」）の形は、24日目とほと

（１）

んど変わっていない。それにもかかわらず、ループは

第1期

まず、図－6の1期の部分を見ていただきたい。青色

上方に平行移動し、残留ひずみが増加している。これ

で示す第1層のひずみは、凍結融解回数の増加に伴
い、ひずみが大きく増加している。その間、ひずみの

4000

振幅も徐々に大きくなっている。これは図－7（a）の
4日目から24日目までの温度ひずみ関係に示すよう
もに、残留ひずみも増加していくためである。一方、
図－6に示す第2層（緑色）や第3層（赤色）のひずみ

3000
ࡦࡎࡳ (μ)

に、凍結行程における膨張幅が次第に大きくなるとと

凍結行程で、ほとんど膨張していないためである。む

㻝
㻞
㻟 㻜䉝
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⤖ᣢ⥆ᒙ

3ᒙ

示している。

3000

3ᮇ

1ᒙ

しろ、第3層は凍結時に、黒矢印のような収縮挙動を

3500

2ᮇ

㻲

1000

はほとんど増加しておらず、振幅も小さい。これは図
－7（b）
（c）の24日目に示すように、第2層と第3層は
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は水平ひび割れの幅が広がり始めたためである。
（３）

第3期

次ページに示す図－10は、図－9に示すひずみ分布
を参考に、ひび割れがどのように進行したのかを推察

図－6の3期の部分を見ていただきたい。第1層（青

したものである。図－10の（a）から（e）に示すように、

色）と第2層（緑色）のひずみは、ほとんど増加も減少

劣化は深さ方向へと徐々に進行したと考えられる。ま

もせず、ほぼ一定の振幅で推移している。図－7（a）

た、図－10では他にも注目すべき点がある。以降で

（b）に示す46日目（2期）と70日目（3期）のループ

は、例として図－10（b）を用いて説明する。まず、1

を比較すると、両層ともループの形はほとんど変わっ

点目は、青色で示す劣化層の中に、幅の狭い水平ひび

ていない。また、第1層のループは、ほぼ同じ位置で留

割れが層状に発生していること。2点目は、劣化層の上

まっており、第2層のループは、若干、上に移動してい

側と下側で微細ひび割れの密度が異なること。3点目

る程度である。

は、劣化層（青色）と凍結持続層（薄灰色）との間

一方、図－6に示す第3層のひずみは、3期に入る

に、未劣化層（灰色）があること。4点目は、劣化層は

と、急激に増加している。しかし、その振幅は第1層や

滞水しているが、未劣化層には水がないことである。

第2層に比べて非常に狭い。図－7（c）に示す46日目

以降では、これらの点を考慮しつつ、以下のような

（2期）から70日目（3期）までの温度ひずみ関係を見

ことを論点として、凍害劣化の進行メカニズムについ

ると、2期と同様に、凍結行程での収縮挙動やループ

て考えていきたい。

の形はほとんど変わらない。しかし、ループの上方へ

1）

凍害劣化が深さ方向に進行する理由

の移動は加速し、残留ひずみが急激に増加している。

2）

幅の狭い水平ひび割れが層状に発生する理由

これは0℃点付近で発生した水平ひび割れの幅が急激

3）

ひずみが一定以上は大きくならない理由

に広がっていることを意味する。詳細については２．

4）

0℃点付近の水平ひび割れの幅が広い理由

５．３で述べる。
２．５．１ 劣化進行と水平ひび割れの発生メカニズム
２．５

凍害劣化の進行メカニズム等に関する考察

以降では、図－10（a）の緑枠で示す劣化の先端部

前節で述べたひずみの推移から、凍害劣化は幅の狭

（以下、「劣化フロント」）に着目して、凍害劣化が

い水平ひび割れの発生を伴いながら、第1層から第3層

深さ方向へ進行するメカニズムについて考えてみた

へと深さ方向に進行したと考えられる。本節では、そ

い。次ページに示す図－11は劣化フロントの進行メカ

の進行メカニズムについて考えてみたい。

ニズムを示したものである。以下、順に説明していく。

図－9は、図－6のひずみの推移から作成したひずみ

まず、図－11（a）を見ていただきたい。氷が存在す

が最大となる最低温度時のひずみ分布である。例えば、

る細孔周辺には、凍害の特徴的損傷形態である微細ひ

（a）の1期末の段階では、ひび割れ密度の差に起因し

び割れが発生している。これは、水が氷に変化する際

て、第1層（青）に比べて第2層（緑）のひずみは小さい

の体積膨張に伴って発生する凍結膨張圧によるもので

が、劣化が進んだ（b）の2期末の段階では、ひび割れ

ある。

密度が増加して、第2層のひずみが大きくなり、また、
劣化が第3層（赤）に達したことなどが読み取れる。

次に、図－11（b）の融解行程に入ると、氷が水に変
化する際の体積収縮に伴って、細孔内に空隙が生じる。
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図－11

凍結融解作用にともなう深さ方向への劣化フロントの進行と幅の狭い水平ひび割れが層状に発生するメカニズム

しかし、融解行程では上面から水が供給されている
ため、図－11（c）に示すように、上面からつながって
いる微細ひび割れを通じて、細孔内の空隙には、水が
流入して、細孔内を水で満たす。

さ方向に進行し、新たな幅の狭い水平ひび割れも発生
する。
なお、微細ひび割れが水平方向に卓越するのは、
「鉄筋による拘束力」も影響要因の一つである。次ペ

次に、図－11（d）のように凍結行程に入ると、細孔

ージの図－12（a）に示すように、細孔内の水が凍結

内の水が氷に変化する際に発生する凍結膨張圧によっ

する際の膨張に関して、水平方向の膨張は鉄筋により

て、微細ひび割れが水平方向と下方向に進展する。水

拘束されるが（図中の緑矢印）、鉛直方向の膨張は鉄

平方向に進展した微細ひび割れは、隣接する細孔から

筋がないため拘束されない。そのため、凍結膨張圧が

の微細ひび割れとつながり、幅の狭い水平ひび割れと

鉛直方向に卓越するのに伴って、微細ひび割れが水平

なる。また、下方向に進展した微細ひび割れは、下側

方向に発生しやすくなる。また、この凍結膨張圧は、

に位置する細孔とつながる。このことは、劣化フロン

凍結融解作用が繰り返されるたびに発生するため、凍

トが深さ方向に進行したことを意味している。逆に、

結融解回数の増加とともに、微細ひび割れが水平方向

劣化フロントよりも下側では、細孔内に十分な水がな

に進展していく。その結果、一定の凍結融解回数に達

く、凍結膨張圧は発生しないため、細孔周辺には微細

すると、図－12（b）に示すように、微細ひび割れが水

ひび割れは発生せず、凍害劣化は進まない。

平方向につながる。さらに、凍結融解が進むと、図－

その後、図－11（e）のように融解行程に入ると、新
たにつながった微細ひび割れを通じて、下側に位置す
る細孔に水が流入して、細孔内を水で満たす。
次に、図－11（f）に示す凍結行程に入ると、図－11
（d）と同様のメカニズムで、劣化フロントはさらに深
24

12（c）に示すように、幅が広がり、幅の狭い水平ひ
び割れが形成されることとなる。
以上が、凍結融解回数の増加に伴って、劣化フロン
トが深さ方向に進行するメカニズムと幅の狭い水平ひ
び割れが層状に発生するメカニズムである。
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ひずみが一定以上は大きくならない理由

面に沿ったひび割れが発生している。凍結融解が進む

前節で述べたように、第1層は2期から、第2層は3期

と、図の右側に示すように、凍結膨張圧によって新た

２．５．２

から、ひずみがほとんど増加しなくなった。これは、

な微細ひび割れが発生し、ひび割れ密度が高まる。

ひび割れ密度の増加に伴って、水が下側に移動しやす

最後に、図－13の一番上に示す（a）を見ていただ

くなり、新たな微細ひび割れが発生するほどの凍結膨

きたい。（a）の部分では、図の左側に示すように、

張圧が生じなくなったためである。このように考える

ひび割れ密度がすでに高くなっている。このように、

根拠を以下に述べる。

ひび割れ密度が一定程度まで高くなっていると、さら

まず、ひび割れ密度がどのように増加していくの

なる凍結融解作用を受けても、図の右側に示すよう

か、その過程について考えてみたい。そこで、図－10

に、新たな微細ひび割れは発生しなくなる。なぜな

（b）と図－10（d）に白枠で示す（a）、（b）、（c）部

ら、水の通り道となるひび割れが多量に発生している

分のひび割れ密度の推移について考えてみたい。図－

ため、凍結に伴って膨張する水が下側に移動しやすく

13は、（a）、（b）、（c）、それぞれの部分のひび割れ密

なり、凍結膨張圧が高まらないからである。ここで、

度が、どのように推移したのかを示す概念図である。

このような劣化状態が、凍害の劣化指標である相対動

まず、図－13の一番下に示す（c）を見ていただき

弾性係数で、どの程度の値に相当するのかを考えてみ

たい。右側に示すように、凍結融解作用によって骨材

たい。図－7（a）
（b）から、第1層と第2層の残留ひず

界面に沿ったひび割れが進展する。これは２．２で述

みの最大値は約1400μ～1200μである。角柱を用いた既

べた骨材界面のひび割れが凍結融解作用に伴って進展

往の実験5）（JIS A 1148 A法による凍結融解試験）で

し、つながったものである。これらのひび割れの中に

は、1400μ～1200μの残留ひずみが発生した状態は、相

は、上面から供給された水が流入する。また、ひび割

対動弾性係数30％～40％の状態に相当する。このこと

れを通じて気泡の中にも水が流入する（青い気泡）。

から、第1層や第2層の劣化程度は、かなり大きいと言

これは写真－3で述べたように、微細ひび割れを通じ

える。

て、気泡の中に樹脂が充填されるのと同様のことが起

２．５．３ 0℃点付近の水平ひび割れの幅が広い理由

こるためである。

0℃点付近の水平ひび割れの幅が広い理由は、上面

次に、図－13の中段に示す（b）を見ていただきた

からの水が0℃点付近に溜まり、その水が凍結する過

い。（b）の部分では、図の左側に示すように、骨材界

程で、水平ひび割れを押し広げるからである。図－14

⤖
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図ー12

微細ひび割れの水平方向への進行過程
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図ー13

ひび割れ密度の増加過程
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は、この過程の概念図である。以下では、この図に沿

෭༷

Ỉ

෭༷

෭༷

ਦ F

ਦ G

って、上記のように考える根拠について説明する。
図－14（a）に示すように、融解行程では上面から水
が供給される。その後、図－14（b）に示すように、
上面が凍結し始めると、供給された水は下方向に移動

ਦࠪ

ਦӊ

ਦ E

する。これは、図－15に示すように、凍結に伴って細
孔内の水は膨張するが、細孔内の容量を超えた分は微
細ひび割れを通じて、下に移動するためである。
その後、図－14（c）に示すように、さらなる凍結作
用によって、水はさらに下に移動し、最終的には0℃

(a) ୖ㠃ࡽ (b) ⤖క࠸ (c) 0℃Ⅼ (d) ␃ࡋࡓ
Ỉࡀ౪⤥
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図－14

凍結に伴う水の移動・滞留と0℃点での層間凍結

点付近に溜まる。なぜなら、0℃点より下側は、凍結

Ỉ

が持続しているため、移動してきた水は、それ以上、

෭༷

͖Δਭ͗ڇڛ

下方向に進めないからである。

݃Ͳਭ͗

このようにして0℃点付近に溜まった水も、温度の

ᷕΗͪਭ͗ԾͶҢಊ

低下とともに凍結する（図－14（d））。すなわち、図
－1で説明した層間凍結と同じことが起こる。この層

༧մͶΓΖۯ伳

間凍結によって、水平ひび割れの幅が広がる。図－16
に、より詳細なメカニズムを示す。
図－16（a）のように、水平ひび割れの中の水は、凍
結時には氷となっている。その後、図－16（b）のよう
に、融解が進むと、氷が水に変化する際の体積収縮に
伴って、水平ひび割れの中に空隙が生じる。しかし、

図－15

凍結で膨張した水が微細ひび割れを通じて下に移動
෭༷
Ỉ

ຍ⇕

෭༷

その後、上面からの冷却が進むと、図－16（c）のよう

⭾ᙇ ỈЍị
⦰ ịЍỈ

に、上面から移動してきた水が、上記の空隙部分に流
入する。その後、さらに冷却が進むと、図－16（d）
のように、水平ひび割れの中の水が氷に変化する際の
体積膨張に伴って、水平ひび割れが押し広げられる。
本実験では、0℃点は一定であるため、凍結融解作
用を受けるたびに、同じ位置の水平ひび割れが、繰返

(a) Ỉᖹࡦࡧ
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図－16
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凍結融解に伴う水平ひび割れの幅の拡大

し押し広げられ、徐々にひび割れ幅が広がっていく。
このようにして、0℃点付近に位置する水平ひび割れ
ࡦࡎࡳ

の幅が広くなったと考えられる。
上記の「空隙の発生」、「水の流入」、「氷の体積膨
張」の過程は、劣化フロントが進むメカニズムに関し
て説明を行った図－11（b）から（d）までの過程と
同じである。しかし、両者には決定的な違いがある。
それは、前項で述べたように、「微細ひび割れ」は、
ひび割れ密度が一定程度まで高くなると、凍結膨張圧
は高まらず、新たな微細ひび割れは発生しなくなる

ᗘ

図－17

水平ひび割れの温度ひずみ関係（第3層の3期）

が、「水平ひび割れ」は、かなりのひび割れ幅に達す

ープが、図－17のように「上方向にほぼ一定の間隔で

るまで、幅が拡大し続けるという点である。そのため、

平行移動する」ということである。

実橋床版で発生する水平ひび割れは、目視で確認でき
るほどの広さまで、ひび割れ幅が広がるのである。
また、0℃点付近の水平ひび割れは、その広がり方
にも特徴がある。その特徴とは、温度ひずみ関係のル
26

これは、次ページの図－18の（b）から（d）に示す
ように、１回の凍結融解作用で広がる幅が、ほぼ一定
であることを意味している。広がる幅が一定となる理
由は、以下のとおりである。
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図－16で述べたように、水平ひび割れは、凍結融解
のたびに、「空隙の発生」、「水の流入」、「氷の体積

ΔL (9%)

ΔL (9%)

膨張」を繰り返すことで、その幅が徐々に広がる。十
分な水が供給されていれば、1回の凍結融解作用で広

...

がる幅は、理論上、水が氷に変化する際の膨張量9％

...

である。これが、水平ひび割れのループが上方向に一
定の間隔で平行移動する理由である。
(a)

２．６

まとめ

図－18

(b)

(c)

(d)

(e)

一定の割合で幅が広がる0℃点の水平ひび割れ

本章で得られた知見をまとめると以下のようになる。
1）凍結融解層では、幅の狭い水平ひび割れや方向性
を持たない微細ひび割れが多数発生した。
2）0℃点付近では幅の広い水平ひび割れが発生した。

-1 ⯒ -0.5

3）この理由は、0℃点より下側は凍結しているため、

0

1

1cm

ᗋ∧
ᗋ∧

上面から移動してきた水が0℃点に溜まり、その水

0.5

が層間凍結する過程で水平ひび割れを押し広げる

8cm

からである。
17cm

３．複数本の水平ひび割れの再現実験
３．１

図－19

目的

10

２章で述べた水平ひび割れの発生メカニズムを考慮
る。この仮説が正しいとすると、寒冷地の床版におい
て、水平ひび割れが複数箇所で発生しているのは、床
版の0℃点の深さが凍結融解のたびに変化することが

0
-5

原因の１つとして考えられる。
そこで、本研究では、このことについて検証するた

1cm
8cm
17cm

5

ᗘ㸦℃㸧

すると、幅の広い水平ひび割れは0℃点付近で発生す

-10

め、以下の項目について検討を行った。

⼥ゎ
⤖
6

18

3/17

1）実橋床版の融解深さ（0℃点）の確認

温度センサーの設置位置

図－20

6

18

3/18

6

18

3/19

6

18

3/20

6

18

3/21

凍結融解のたびに変化する0℃点の深さ

2）複数本の水平ひび割れの再現実験
ることを意味している。以上のように、実橋の温度デ
３．２

ータを用いて、各凍結融解における0℃点の深さを確

実橋床版の融解深さ（0℃点）の確認

凍害による水平ひび割れが発生していた実橋床版を
4）

認した結果、実橋床版における0℃点の深さは一定で

対象として2017年度に床版内部の温度測定を行った 。

はなく、凍結融解の都度、0℃点の深さが異なること

その際の温度センサーの設置位置を図－19に、温度測

が分かった。

定データの一部を図－20に示す。図－20の下部分に示
すコアのようなイラストは、昼間の日射や気温上昇な

３．３

複数本の水平ひび割れの再現実験

どによって、床版がどの深さまで融解したのか、その

実橋床版における0℃点のように、凍結融解試験期

目安を示したものであり、灰色が融解部分を、水色が

間の途中で0℃点を変更することにより、水平ひび割

凍結部分を表している。また、グラフ部分の赤点は、

れを複数の位置で発生させることを実験的に試みた。

0℃点を読み取る際に着目した温度データ上の点を示

３．３．１

実験概要

している。例えば、右から２つ目の赤点は8cm地点の

スラブ供試体や凍結融解試験方法は、基本的に２章

温度が0℃になっており、8cmより浅い所はプラス（融

と同じである。ただし、凍結融解試験に当たっては、

解）、8cmより深い所はマイナスの温度（凍結）であ

図－21に示すように、試験期間の1期と2期で、融解深

寒地土木研究所月報

№823

2021年10月 

27

さ（0℃点）を変更した。「1期」では融解深さを40
mmとし、この地点の温度が－18～0℃になるように
温度を制御した。「2期」では融解深さを80mmとし、
温度制御位置である深さ40mm地点の温度を－18～1.6
℃で制御した。「3期」は意図せず融解深さが変化し

ᗘไᚚ
㼐㻩㻠㻜㼙㼙

⇕㟁ᑐ
㼐㻩㻤㻡㼙㼙

ていた期間である。本来は2期の融解深さを継続する

ୖ䜈
䝈䝺

ୖഃ䝀䞊䝆
㻔㻞㻜䡚㻣㻜㼙㼙㻕

ୗഃ䝀䞊䝆
㻔㻡㻜䡚㻝㻜㻜㼙㼙㻕

予定であった。3期の凍結融解終了後に温度データを
確認した際に、融解深さが変化していたことが判明し
た。融解深さが変化したのは、2期終了時に作業を行

⼥ゎ῝䛥䠖40mm (1ᮇ)
図－21

った際、何らかの理由で温度制御に使用していた棒状

80mm (2ᮇ)

60mm(᥎ᐹ)(3ᮇ)

融解深さ（0℃点）の設定

の温度センサーが上にずれた可能性が考えられる。3
期の融解深さは不明であるが、温度データから推察す
ると60mm程度であった。なお、3期の制御温度は、2
期と同じ－18～1.6℃である。以上のような条件の下、
気中凍結水中融解の条件で、1期は345回、2期は282
回、3期は195回の凍結融解作用を与えた。
また、凍結融解試験時には、図－21に示す位置で熱
電対による温度の測定とモールドゲージによるひずみ
の測定を行った。なお、ゲージの設置に当たっては、
0℃点である40mmと80mmの位置に水平ひび割れが発
生することを想定し、各ゲージの中央を40mmと80
mmの近くに、かつ、各ゲージが40mmと80mmの両
方を跨がないように設置した。
３．３．２

実験結果

（１）２カ所の0℃点付近で発生した水平ひび割れ
凍結融解試験終了後、供試体からコアを採取し、蛍
光エポキシ樹脂注入法によってひび割れ状況の確認を
行った。その結果を写真－4左上に示す。写真に示す
ように、0℃点に近い深さ4cmと7cm付近において、

写真－4

水平ひび割れが発生していることが確認できる。
（２）水平ひび割れ位置で発生したアイスレンズ
前述したコアは、凍結させた状態の供試体から乾式

２カ所の0℃点で発生した水平ひび割れ（左上）
水平ひび割れ位置で発生した水濡れ（右上）

ࢫࣞࣥࢬ

Ỉࢀ

で採取したものである。写真－4右上は、表面が融解
した後のコアの状況である。写真に示すように、水平
ひび割れが発生している位置に「水濡れ」が発生して
いる。これは、図－22に示すように、水平ひび割れの
中に存在する氷（アイスレンズ）が融解して、コア表
面に水濡れとして現れたものである。

⤖ࡋࡓࢥ
図－22

⾲㠃ࡀ⼥ゎ

アイスレンズが溶けてコア表面に水濡れが発生

３．３．３ 上下の水平ひび割れの互いの挙動への影響
実験の結果、以下のことが確認できた。

この他にも、本実験では、層状ひび割れの進展メカ

1）「0℃点付近で水平ひび割れが発生する」こと

ニズムを検討する上で、注目すべき点があった。それ

は、0℃点が複数の箇所の場合でも成立する。

は、「下側の水平ひび割れの幅の拡大は、上側の水平

2）水平ひび割れの幅が広がるのは、0℃点に溜ま

ひび割れの幅の拡大を妨げる場合がある。」というこ

った水が凍結して氷（アイスレンズ）になるこ

とである。以降では、その詳細について見ていきた

とが原因である。

い。
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図－23は凍結融解回数の増加に伴うひずみの推移を

ジは、融解行程の前半ではオレンジ色の矢印で示すよ

示したものである。第1期では、計測区間中に0℃点があ

うに若干膨張しているが、融解行程の後半では、赤矢

る上側（橙）のひずみが大きく増加している。一方、下

印で示すように大きく収縮している。一方、下側ゲー

側（青）のひずみは、ほとんど増加していない。第2期

ジは青矢印で示すように、融解行程であるにも関わら

に入ると0℃点の位置の移動に伴い下側（青）のひずみ

ず、凍結行程からの膨張が継続している。このことは

が大きく増加している。逆に、第1期では大きく増加し

融解行程において図－24（e）に示すような現象が起

ていた上側（橙）のひずみは増加の速度が遅くなって

こっていることを意味している。すなわち、上と下の

いる。以上のことから、上の水平ひび割れは第1期で、

ひび割れに挟まれた部分の膨張によって上のひび割れ

下の水平ひび割れは第2期で発生したと考えられる。

の空隙が押し潰されているということである。

ここで、第2期における両ひび割れの挙動に着目し
てみたい。前述したひずみの結果から、第2期では、
ࡦࡎࡳ㸦μ㸧

下のひび割れの幅が拡大する一方で、上のひび割れは
あまり拡大しなかったと考えられる。これは、下のひ
び割れの成長が上のひび割れの成長に影響を及ぼした
ためである。図－24は、両ひび割れの挙動の概念図で
ある。以降、順に見ていきたい。
図－24（a）のように、冷却に伴い水が上面から内部
へと移動する。冷却が進むと、
（b）のように、水が下

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
-1000

1ᮇ

2ᮇ

100

のひび割れの空隙部分に流入する。さらに冷却が進む
と、
（c）のように、下のひび割れの中の水が氷に変化

図－23

ࡦࡎࡳ㸦μ㸧

まれた部分は圧縮作用を受ける。その後、融解が進む
と、
（d）のように、上のひび割れの中の氷が水に変化
する際の体積収縮に伴って、圧縮作用がなければ、本
来、ひび割れの中に空隙が生じる。しかし、実際に
は、圧縮応力が作用しているため、
（e）のように、上

で示す融解行程の部分を見ていただきたい。上側ゲー

図－24
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ひずみの推移

ୖഃ

1400
1200
1000

ୗഃ

-20

第2期末の温度ひずみ関係で確認できる。連続する○

(b)Ỉࡀ✵㝽
ὶධ

400

600

に、この空隙を押し潰す。この挙動は、図－25に示す

(a) ෭༷క࠸
Ỉࡀෆ㒊⛣ື

300

800

と下のひび割れに挟まれた部分が、応力解放ととも

෭༷

200
⤒㐣᪥ᩘ

1600

め、膨張が抑制される。また、上と下のひび割れに挟

෭༷

ୗഃ

ୖഃ

0

する際、膨張しようとするが、上側が凍結しているた

3ᮇ

図－25

෭༷

ຍ⇕
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温度ひずみ関係（第2期末）
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෭༷
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下側の水平ひび割れの幅の拡大が上側の水平ひび割れの幅の拡大を妨げるメカニズム
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次に、図－24（f）を見ていただきたい。図のように、

４．層状ひび割れの進展メカニズムの検討

上のひび割れは水で満たされているため、冷却に伴っ
て移動してきた水は、見かけ上、ひび割れを通過する。

本章では、実橋床版の層状ひび割れが深さ方向に進

このため、上のひび割れの中の水量は、前回の融解

行する理由について考えてみたい。図－27は、その進

時とほとんど変わらない。凍結水量が前回と同じであ

行過程を示した概念図である。

れば、
（g）のように冷却が進んでも、上のひび割れの

この図の作成に当たっては、今回の実験で得られた

幅は、前回の凍結時と同じ幅までしか広がらない。す

メカニズムを想定している。また、説明のため、1年

なわち、凍結融解作用を受けても、ひび割れ幅はほと

当たりの凍結融解回数などいくつか仮定した条件など

んど拡大しない。これが、第2期で上側（橙）のひず

がある。そのため、図－27の説明を行う前に、想定し

みの増加速度が遅くなった理由であると考えられる。

ているメカニズムや仮定条件について説明を行う。

なお、図－24（c）のように、上と下のひび割れに挟
まれた部分が圧縮作用を受けるためには、反力が必要

４．１

浅い位置の方が凍結融解回数は多い

となる。この反力は、上側の鉄筋を含むコンクリート

３．２で述べたように、実橋床版では、凍結融解の

版で取られていると考えられる。なぜなら、鉄筋端部

都度、融解する深さ（0℃点）が異なる。これは、各深

はフックで定着されているため、ゲージが設置されて

さによって最低温度や温度上昇速度などが異なるため

いる供試体中央部では、図－26のように上側の鉄筋が

である。また、融解深さの違いは、各深さにおける凍

アイスレンズの膨張を押さえ込む形となるからである。

結融解回数の違いにも関係する。具体例として、図－
28（次ページ）に示す第1、2、3層下端の温度が、図中

３．４

のグラフのように推移する場合について考えてみたい。

まとめ

本章で得られた知見をまとめると以下のようになる。

まず、1回目の融解では、第1層下端が0℃点であり、

1）「0℃点付近で水平ひび割れが発生する」こと

第1層のみ融解したこととなる。次に、2回目の融解で

は、0℃点が複数箇所の場合でも成立する。

は、第2層下端が0℃点であり、第1層と第2層が融解し

2）水平ひび割れの幅が広がるのは、0℃点付近で

たこととなる。次に、3回目の融解では、第3層下端が0

アイスレンズが成長することが原因である。

℃点であり、全層が融解したこととなる。ここで、各

3）下側の水平ひび割れの幅の拡大は、上側の水平

層の凍結融解回数について考えてみたい。図－28のよ

ひび割れの幅の拡大を妨げる場合がある。

うに、融解した各層は、その後、再び凍結しているた
め、各層の凍結融解回数は、融解を受けた回数と等し
い。したがって、各層の凍結融解回数については、第
1層が3回、第2層が2回、第3層が1回である。このよう
に、融解する深さが浅い場合は、浅い位置のみが凍結

図ー26
0

アイスレンズに作用する鉄筋からの反力

50 100 150 200 0

50 100 150 200 0

50 100 150 200 0

融解作用を受ける。一方、融解する深さが深い場合

50 100 150 200 0

50 100 150 200 0

50 100 150 200ᅇ

1ᒙ
2ᒙ

᭷ຠᅇᩘ

3ᒙ
↓ຠᅇᩘ

4ᒙ
⤖⼥ゎᅇᩘ

5ᒙ
6ᒙ
7ᒙ
(a) 5ᖺ┠

(b) 10ᖺ┠

(c) 15ᖺ┠

(d) 20ᖺ┠

(e) 25ᖺ┠

(f) 30ᖺ┠
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図－27
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層状ひび割れの進行過程（シミュレーション）
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は、深い位置が凍結融解作用を受けるだけでなく、浅
い位置も凍結融解作用を受けることとなる。このこと
から、深い位置よりも浅い位置の方が凍結融解回数は
多くなると考えられる。このことは実環境でも確認さ

1
2
3

ᗘ

0℃

れている。例えば、参考文献6）は岩を対象としたもの
であるが、一定期間における凍結融解回数は、表面に

1ᅇ┠

近いほど多く、深さが増すにつれて少なくなることを

1
2
3

指摘している。
本検討では、シミュレーションに当たり0℃点と凍
結融解回数について、以下のような仮定を行った。
1）図－27のように、床版を7層に分ける。

3ᅇ┠

2ᅇ┠
1
2
3

1
2
3

㛫

図－28

融解深さ（0℃点）が変わることによって
各層の凍結融解回数も異なってくる

2）各層の下端は1年に1回、0℃点となる。このた
⤖⼥ゎᅇᩘ

め、各層の1年当たりの凍結融解回数は図－29
の右側に示すように、1～7回となる。
3）1タームを5年とする。例えば、図－27（a）に
示す第1層が1タームに受ける凍結融解回数は、
1年当たり7回で、1ターム5年であるため、35回
（7回/年×5年）となる。
４．２

凍害劣化が進む有効な凍結融解回数

ただし、凍結融解回数のカウントに当たっては留意

1ᒙ

7ᅇ

2ᒙ

6ᅇ

3ᒙ

5ᅇ

4ᒙ

4ᅇ

5ᒙ

3ᅇ

6ᒙ

2ᅇ

7ᒙ

1ᅇ

図－29

各層下端が年1回、0℃点になると仮定した場合の
各層の1年当たりの凍結融解回数

すべき点がある。それは、凍害劣化が進むためには、
「温度」と「水」が「セット」でなければならないとい

250

う点である。そのため、温度条件を満たしていても、
そこで、本章では、細孔内に十分な水があり、凍害
劣化が進むような凍結融解作用の回数を「有効な凍結
融解回数」（以下、
「有効回数」）として定義し、温度
条件だけを考慮した「凍結融解回数」とは区別して扱
う。

200
᭷ຠᅇᩘ

細孔内に十分な水がない場合、凍害劣化は進まない。

150
Ỉᖹ䜂䜃䜜Ⓨ⏕

100
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例えば、図－27（a）の第2層を例にとると、この段
階では劣化フロントが第2層に達していないため、第2
層には上面からの水が供給されない。そのため、第2
層は、5年目までに30回の「凍結融解作用」を受けてい

0
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30

図－30 各層の有効回数と年数の関係
（浅い層は傾き（増加速度）が大きく、深い層は小さい）
（また、浅い層は増加が始まる年数も早く、深い層は遅い）

るが、
「有効な凍結融解回数」としては0回であり、凍
害劣化は進まない。一方、図－27（b）の段階になる

前節で述べたように、劣化は上面から深さ方向に進

と、劣化フロントが第2層に達して水が供給されるた

むが、当該層に劣化が達しないと、有効回数の増加は

め、有効回数の増加が始まる。本検討では、このよう

始まらない。これは、図－30では、各層のグラフが増

に、上の層が劣化した次のタームで下の層に水が供給

加を始める年数の違いとして現れている。例えば、第

され、有効回数の増加が始まると仮定している。

2層（緑）は、5年目までは有効回数は0回であり、5年
目から回数が増加し始める。また、４．１で述べたよ

４．３

有効回数の増え方は各層で異なる

うに、1年当たりの凍結融解回数は、浅い位置では多

図－30は、各層の有効回数と年数の関係を示したも

く、深い位置では少ない。このため、有効回数の増加速

のである。この図に示すように、有効回数の増え方は

度は浅い位置では速く、深い位置では遅くなる。これ

各層で異なる。この理由は、以下のとおりである。

は、図－30では、各層の傾きの違いとして現れている。
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４．４ 水平方向の微細ひび割れが水平ひび割れに成長
有効回数の増加に伴い、ひび割れ密度が増加する。
本検討では、これに伴って微細ひび割れが図－31に示

ᖜࡢᗈ࠸
Ỉᖹࡦࡧࢀࡣ
0℃Ⅼࡢ⨨
ࡢࡳ࡛Ⓨ⏕

ࠕᖜࡢ⊃࠸Ỉᖹࡦࡧࢀࠖࢆᙧᡂ

(c)

す（a）から（c）のように水平方向に進展すると仮定
した。

(b)

（c）の段階になると、微細ひび割れは完全に水平方
向につながり、幅の狭い水平ひび割れが発生した状態
となる。ただし、この幅の狭い水平ひび割れは、微細

(a)

ひび割れが進展したものであるため、幅は極めて狭い
（数μm～数十μm）。目視で確認できるほどの幅を持
つ水平ひび割れは0℃点の位置（各層の下端）のみで
発生する。
なお、図－31に示す（a）、（b）、（c）の微細ひび割

(c) 15ᖺ┠

図－31 ひび割れ密度の増加に伴って微細ひび割れが水平
方向に進展し、幅の狭い水平ひび割れを形成すると仮定

れの状態の違いを、図－27では、図－31の左側の図に
示すように、水色のハッチングの違いとして表現して

し、層状ひび割れを形成している。これらの水平ひび

いる。

割れは、上から順番に発生したものである。すなわ

ここで、水平ひび割れが発生するまでに必要な凍結

ち、第1層は（c）の段階で、第2層は（e）の段階で、

融解回数（以下、「水平ひび割れ発生回数」）につい

第3層は（f）の段階で、有効回数が100回に達し、水

て考えてみたい。1回の凍結融解作用がコンクリート

平ひび割れが発生した。

に与える損傷量は様々な要因で異なる。例えば、凍結

実橋床版でも、同様のメカニズムにより、浅い位置

時の最低温度が低いほど、損傷量は大きいとされてい

で先に水平ひび割れが発生し、深い位置の水平ひび割

る。冷却は床版上面から進むため、最低温度は深さに

れは遅れて発生するため、見かけ上、水平ひび割れが

よって異なる。そのため、1回の凍結融解作用がコン

深さ方向に進行するように見えると考えられる。

クリートに与える損傷量も深さによって異なる。した
がって、水平ひび割れが発生するまでに必要な総損傷

５．まとめ

量が一定であるとすれば、水平ひび割れ発生回数は各
層で異なる。
しかし、本検討では、便宜的に、水平ひび割れ発生

大型のスラブ供試体を用いて凍結融解作用による複
数本の水平ひび割れの再現実験などを行い、層状ひび

回数は、深さによらず100回と仮定する。この仮定に

割れの進展メカニズムなどに関して検討を行った。

基づくと、今回のシミュレーションで、水平ひび割れ

本研究で得られた知見は、以下のとおりである。

が発生するのは、前ページの図－30に示すように、第

水平ひび割れの発生メカニズムの検討（２章）

1層、第2層、第3層のみとなる。

1）凍結融解層では、幅の狭い水平ひび割れが層状に
発生するとともに、方向性を持たない微細ひび割

４．５

層状ひび割れが深さ方向に進行する理由

以上のことを踏まえて、図－27について見ていきた

れが多数発生した。特に、0℃点付近では、幅の広
い水平ひび割れが発生した。

い。まず、年数の経過による劣化の進行について見る

ひずみの計測結果から、これらのひび割れが表面

ため、第1層に関して、（a）から（f）まで順に見てい

から深さ方向へ進行した過程が確認できた。

くと、第1層は、以下のような経過をたどっている。

2）劣化が深さ方向へ進行する理由は、劣化先端部に

（a）～（c）：微細ひび割れ密度の増加

溜まった水が氷に変化する際の凍結膨張圧によ

（a）～（c）：第1層下端の0℃点で水平ひび割れが発生

り、微細ひび割れが下方向に発生するためである。

（d）～（f）：第1層下端の水平ひび割れの幅が拡大

3）幅の狭い水平ひび割れが発生する理由は、鉄筋拘

次に、深さ方向の劣化の進行について見るため、

束の影響により、凍結膨張圧が鉛直方向に卓越

（f）に関して見ていきたい。（f）では、第1層で見られ

し、微細ひび割れが水平方向に発生しやすくなる

たような劣化の進行が深さ方向に進んでいる。特に、

ためである。

第1層、第2層、第3層下端では、水平ひび割れが発生
32

4）0℃点付近で幅の広い水平ひび割れが発生する理由
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は、0℃点より下側は凍結しているため、上面から

が与える影響に着目して検討を行った。しかし、実際

移動してきた水が0℃点に溜まり、その水が層間凍

の道路橋床版は、凍害の他に疲労を受けており、床版

結する過程でアイスレンズとなり、水平ひび割れの

の水平ひび割れは疲労作用でも発生する。

幅を押し広げるからである。

今後は、疲労と凍害が複合的に作用する場合の層状

複数本の水平ひび割れの再現実験（３章）

ひび割れの進展過程やそのメカニズムについて検討を

1）実橋床版では、凍結融解のたびに融解深さ（0℃

行っていきたい。

点）が異なる。実橋床版のように0℃点を凍結融解
試験期間の途中で変更することで、水平ひび割れ

参考文献

を２カ所の位置で再現することができた。
2）下側の水平ひび割れの幅の拡大は、上側の水平ひ
び割れの幅の拡大を妨げる場合がある。

1） 澤松俊寿，岡田慎哉，西弘明，三田村浩，松井繁
之：46年間供用した寒冷地における道路橋RC床

3）実験の結果から、寒冷地の床版において、水平ひ
び割れが複数箇所で発生しているのは、床版の0℃
点の深さが凍結融解のたびに変化することが原因
の1つであると考えられた。

版の劣化損傷状況，土木学会第68回年次学術講演
会講演概要集，Ⅰ-414，pp.827-828，2013.
2） 石神暁郎，佐藤智，周藤将司，緒方英彦：コンク
リート開水路における凍害劣化の発生形態と非破

層状ひび割れの進展メカニズムの検討（４章）

壊調査法適用時の留意点，寒地土木研究所月報

1）床版の融解は上面から進むため、凍結融解回数は、

No.750，pp.23-30，2015.

「浅い位置」では多く、「深い位置」では少ない。
2）凍害劣化は上面から深さ方向に進むが、当該深さ
に劣化が達しないと、凍害劣化が進む水分条件が
満たされない。

3） 赤堀弥生，名和豊春：スケーリング劣化に関する
一考察，コンクリート工学年次論文報告集，Vol.
30，No.1，pp.885-890，2008.
4） 林田宏：水平ひび割れの位置や凍害劣化深さの違

3）このため、「浅い位置」では、劣化が早く始まり、
凍結融解回数も多いため劣化速度は速い。一方、
「深い位置」では、劣化の開始が遅く、凍結融解
回数も少ないため劣化速度は遅い。

いが床版の耐力低下に与える影響，寒地土木研究
所月報，No.804，pp.2-13，2020.
5） 林田宏，坂口淳一：凍結融解作用により劣化した
コンクリートの圧縮応力下における応力-ひずみ

4）上記のような差に起因して、水平ひび割れは浅い

関係のモデル化に関する研究，土木学会論文集

位置で先に発生し、深い位置で遅れて発生する。

A2（応用力学），Vol.71，No.2（応用力学論文集

このため、層状ひび割れは、見かけ上、深さ方向

Vol.18），pp.I_411-I_418，2015．

に進展するように見える。

6） 泉山寛明，堤大三，藤田正治：裸地斜面の凍結融
解強度に積雪および地形特性が与える影響，土木

今回は、寒冷地の道路橋床版で発生する水平ひび割
れの発生メカニズムに関して、凍結融解作用（凍害）

学会論文集B1（水工学），Vol.67，No.4，pp.
I_715-I_720，2011．

林田 宏
HAYASHIDA Hiroshi
寒地土木研究所
寒地保全技術研究グループ
耐寒材料チーム
主任研究員

寒地土木研究所月報

№823

2021年10月 

33

