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1. はじめに 

留萌ダムは平成 21 年度の完成を目指

して留萌市に建設中の多目的ダムである。

ダムの建設に伴い補償工事として付替道

路工事を実施しているが、完了している

橋梁の中に橋面工にひび割れが見られる

ものがあった。  
今回の報告は発生要因の検証と補修対

策について技術的な観点から報告を行う

ものである。  

 
2. 調査の流れ 

 ひび割れの調査は、「コンクリ－トのひ

び割れ調査、補修、補強指針－ 2003－」

（日本コンクリ－ト工学協会）に基づき

実施した。その手順・考え方を図－ 2 に

示す。  
 

 

 

 

 

 

3. 標準調査 

3-1 調査目的 

 一般的にひび割れ事例が多い橋面の地

覆、床版下面、歩道舗装にひび割れが確

認されたことから、これらに共通するひ

び割れの原因推定を行い補修・補強の方

針を定めることを目的として調査を実施

した。 

 

 

 

留萌ダム 

図 -1 留萌ダム位置図  
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図 -2 調査及び補修・補強の手順  
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3-2 調査概要 

 ひび割れの発生位置やパタ－ン及び形

状（方向・長さ・幅）について、以下の

調査を行った。 

① ひび割れの現状の調査（近接目視） 

② 設計図書類の調査 

③ 施工記録の調査 

④ 構造物の使用・環境条件 

3-3 調査結果 

①ひび割れ状況 

②設計図書類の調査 

 床版厚の不足、鉄筋量の不足、構造特

性については設計計算書・図面を照査し

た結果、問題はなかった。 

③施工記録の調査 

 コンクリ－トの品質（強度、配合等）

に問題はなかった。 

④構造物の使用・環境条件 

 竣工後５年経過している橋梁であるが、

供用していないため冬期間は除雪してい 

ない。積雪深 2.5m（ 10 年確率）の雪荷重 

を考慮して設計しているが、実態は更に

1m 程度多いという報告もある。 

3-4 まとめ 

 構造的要因及び材料的要因の可能性が

低いと考えられる。ひび割れの発生を推

定すると、床版と桁の合成作用によるモ

－メントや雪荷重の増加による負荷応力

の影響によって顕在化したり、部位に発

生したひび割れに追従して新たなひび割

れにつながる事などが考えられるが，詳

細についての調査が必要である。 

4.詳細調査の実施 

4-1 詳細調査の目的 

 標準調査の結果から、より精度をあげ

た原因推定・発生メカニズムの究明を行

う。ひび割れの状況が表面的なひび割れ

なのか、貫通したひび割れが発生してい

るのかを判断し、補修・補強方法の選定

を行うことを目的として、歩道部の舗装

及び均しコンクリ－トを撤去し、床版ま

での詳細調査を行うこととした。 

4-2 詳細調査の概要 

 標準調査では設計図書等の机上での調

査から、構造的要因及び材料的要因の可

能性が低いと推定したが、設計通り施工

されているかどうか、実構造物でのコン

クリ－ト強度や配筋状態を調査して明確

にするため以下の詳細調査を行った。 

図 -3 損傷状況 (5 号橋 )

表 -1 ひび割れ状況  

側 面 図  断 面 図  



 

4-3 詳細調査結果 

1) 均しコンクリ－ト(無筋) 

 均しコンクリ－トの上面には、橋軸直

角方向に直線的なひび割れが数ｍの間隔

で発生していた。ひび割れ幅は 大 1mm

を示し、同位置でコアを採取したところ、

均しコンクリートを貫通していた。 

 圧縮強度は 25～ 30N/mm２ (設計基準強

度 18N/mm２ )であった。 

 

 

 

 

2) 床版 

 均しコンクリ－トを撤去した後の床版

上面には、ひび割れは見られなかった。

超音波法による床版下面のひび割れ深さ

の測定値は、30～ 50mm でかぶりの範囲で

あり、これによりひび割れの貫通はない

ことがわかった。 

 圧縮強度は 30～ 40N/mm２ (設計基準強

度 24N/mm２ ）であり、配筋については電

磁波レ－ダ－法により設計配筋を確認し

た。 

3) 地覆 

 地 覆 の 天 端 面 の ひ び 割 れ 大 幅 は

0.7mm であり、発生位置は均しコンクリ

－トのひび割れ位置と一致しているもの

もあった。 

 

 

 

 

 

 

図 -5 均しコンクリートのひび割れ状況

 

図 -6 床版のひび割れ状況  

 

図 -7  地 覆 の ひ び 割 れ

表 -2 詳細調査項目 ･手法及び要因

図 -4 調査概要図  



5. 内部調査後の原因推定 

 5-1 床版のひび割れ 

 均しコンクリ－トの撤去による調査で

ひび割れが貫通していなかったこと、床

版下面の微細なひび割れから、事例の多

い乾燥収縮が主原因と推定される。以下

に推定される原因について記載する。 

1) 乾燥によるひび割れ 

乾燥を主原因と推定すると、上面には

均しコンクリ－トが施工され、解放され

ている下面からのみ乾燥が進行するため

上面のひび割れは発生せず、下面のみに

ひび割れが発生している。 

乾燥収縮が生じた時に、張出し床版は

橋軸方向に部材長が大きくかつ主桁に拘

束されるため、橋軸直角方向にひび割れ

が生じたと推定される。 

 

 

2) 連続桁の合成桁としての挙動 

橋梁は床版と鋼桁の合成作用を考えな

い非合成鈑桁構造である。実際には主桁

フランジに取り付けられたスラブアンカ

－が床版コンクリ－トを拘束して合成桁

の挙動を示す。特に積雪時には中間支点

付近のコンクリ－トに引張力が作用する。 

 

 

3) 日射・温度による部材の膨張差 

 架橋地点の特徴から歩道側（谷側、南

西面）が日射を強く受ける。コンクリ－

ト床版よりも鋼桁の温度変化が早いので、

鋼桁の膨張によりコンクリ－トに引張力

が作用することが推定される。特にコン

クリ－トの若材令時には、ひび割れ発生

に影響する可能性が高い。 

 

 

図 -8 損傷模式図

 

図 -9 橋軸直角方向のひび割れ状況

図 -10 合成桁としての挙動による影響

4-4 損傷模式図 



 

4) 連続桁の床版打設の順序 

 連続桁の床版施工はそのコンクリ－ト

打設により発生する桁の曲げモ－メント

を考慮する事が必要である。 

３径間の打設順序は図－12 によるが、

逆に中間支点部を先にし支間部のコンク

リ－トを後で打設すると、若材令の中間

支点部のコンクリ－トに引張力が作用し

ひび割れが発生しやすくなる。 

施工記録では打設順序が不明であった

が、打設を１日で完了していることから

主原因となるほどの影響度合いは低い。 

 

5) ひび割れの発生形態 

ひび割れの発生位置が、比較的中間支

点付近で歩道側に分布している特徴があ

った。このようなひび割れの発生形態は、

床版コンクリ－トには上記に記載した副

次的な要因で示した潜在的な引張力が作

用しており、そこへ主原因と推定される

乾燥収縮が作用して引張力を増加させひ

び割れが発生したものと推定される。 

5-2 地覆のひび割れ 

 地覆の天端面でひび割れ幅が大きく、

表面にでていない均しコンクリ－トとの

接触面では徐々に小さくなり消失してい

たので乾燥収縮が原因と推定される。 

5-3 均しコンクリ－トのひび割れ 

 均しコンクリ－トと床版は密着してい

ないため、他の部材に関係しないで均し

コンクリ－ト単独でひび割れが発生して

いるものと考えられる。乾燥収縮と水和

熱による温度応力が原因と考えられ、乾

燥収縮が生じた時に橋軸直角方向には拘

束を受けないが、部材長が大きい橋軸方

向は内部拘束を受けて橋軸直角方向にひ

び割れが生じたものと推定される。圧縮

試験でコンクリ－ト強度が基準の２倍を

示した事から、セメント量が多かったこ

とが水和熱発生を助長した可能性が高い。 

 

図 -11 日射 ･温度による膨張差

図 -12 床版打設順序  

図 -13 地覆のひび割れ状況  

図 -14 均しコンクリートのひび割れ状況



5-4 ひび割れの進行予測 

 床版、地覆、均しコンクリ－トの乾燥

収縮は一般的に長くとも硬化後１年程度

で収束することから、今後ひび割れの拡

大は無いものと考えられる。 

 

6. 補修・補強の要否と補修方法 

ひび割れの発生原因は、いずれの部材

も構造的要因によるものではなく、貫通

ひび割れも無かったことから、構造安全

性能において耐力の低下が考えられない

ため補強は行わないものと判断した。 

 

6-1 補修のひび割れ幅 

 構造的に問題ないとの判断から、耐久

性能に与える影響に着目し、日本コンク

リ－ト工学協会の「コンクリ－トのひび

割れ調査、補修・補強指針」により補修

幅の検討を行った。 

 

ａ )環境条件 

 塩害地域でないが、地覆から張出し床

版下面は厳しい凍結融解を受ける環境に

あるので「厳しい」に該当し、内側の床

版は「中間」とした。 

 

b)他の要因 

 コンクリ－トの配合やかぶり厚さは設

計基準通りであり影響度は「中」である。 

 

 

 

c)補修判定 

 これらの条件から、補修を必要としな

いひび割れ幅は、 

床版 0.2mm 以下  

地覆から張出し床版下面 0.1mm 以下  

 

 本橋のひび割れ補修は図－15 によるも

のとした。 

 

6-2 補修方法 

 補修するひび割れ幅から、図－16 に示

す注入工法を行った。 

 

 

 

 

表 -3 補修の要否とひび割れ幅の限度

図 -15 ひび割れ補修範囲概要  

図 -16 ひび割れ注入工法  

自動式低圧注入工法 

ひび割れシール詳細図 



8. まとめ 

 床版や地覆、均しコンクリ－ト等厚さ

が比較的薄くかつ表面積が大きいという

特徴を持っている。このコンクリ－ト構

造物は、一般的に乾燥収縮によるひび割

れが生じやすく、このことはコンクリ－

トの宿命的な課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設計や施工において管理上や構造上で

問題にならない項目についても、ひび割

れ発生の要因となる可能性が高いものに

ついては目を向けて行くことが必要であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 -4 ｢ひび割れ防止対策 ｣の留意項目（案）

【 床 版 】

【 地 覆 】

【 均しコンクリート 】

□ 歩道両端からの浸水防止に配慮。

必要以上の高強度のコンクリートを使用しない。

ひび割れ誘発目地の設置。

□

□

□

□ ひび割れ防止の補強鉄筋の配置。

ひび割れ誘発目地の設置。

□
連続桁形式の場合床版コンクリートの打設順序を中間支
間部を先行し、次に支間部コンクリートの打設を行う。

□ 床版上面に滞水しないよう確実に排水機能を持たせる。
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