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 供用開始から46年が経過した積雪寒冷地の道路橋RC床版に対して劣化損傷状況を確認するた

めに舗装上面からの非破壊調査、床版防水層の目視調査および引張接着試験、床版切断面の観

察等の各種調査を実施した。床版防水層については、地覆近傍において防水層の接着強度が極

めて低い傾向にあったことから、特に確実な管理のもとに防水層を設置する必要があることが

わかった。また、床版の切断面において上面の砂利化の他に、多数の水平方向のひび割れが認

められる部分があった。本RC床版においては層状剥離の発生、層状剥離の進展・増加、かぶり

コンクリートの砂利化の順に劣化損傷が進展したものと考えられる。 
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1. はじめに 

 

 平成24年5月29日に一般国道275号志寸川橋においてRC

床版の陥没が発生した1)。陥没発生後の即座の交通規制、

復旧作業により第3者被害はなく、翌日には交通開放さ

れた。 

道路橋のRC床版は、輪荷重を直接受けるために損傷

の発生しやす部材であり、その劣化損傷の主たる要因は

輪荷重の繰り返しによる疲労とされている2)。 

一方で近年、積雪寒冷地においては、都市部の路線と

比較して交通量が少ないにも関わらず、床版コンクリー

ト上面部の劣化損傷が散見され、陥没に至った事例も数

件が認められる。これらは、寒冷地特有の気象条件や環

境条件に起因する凍害すなわち凍結融解と、輪荷重の繰

り返しによって生じる複合劣化と考えられ、この現象は

道路の規格に関係なく北海道の全域に及ぶ兆候さえ呈し

ていることが調査結果3)より確認されている。また既往

の実験によると、凍害等により床版上面が劣化したと想

定して上面のかぶりコンクリートを1cm程度でも薄くし

た場合には、有効床版厚の減少により床版の疲労耐久性

が著しく低下することが示されている4)。 

1950年代後半から1970年代初めの高度経済成長期に建

設された膨大な数の道路橋の床版を始めとして、今後、

多数の部位に凍害と疲労による劣化損傷の発生が予想さ

れることから効率的・効果的な維持管理を実施していく

ことが望まれる。そのためには、凍害と疲労による劣化

損傷の特性を考慮した維持管理手法として、劣化損傷の

調査手法、残存寿命の評価手法、補修方法等を確立する

必要がある。本研究では、これらの維持管理手法を確立

していくための基礎資料を得ることを目的に、平成24年

9月から行われている志寸川橋の床版全面打ち換えの際

に、RC床版の劣化損傷状況等について各種調査を実施

した。そのうち、本報では床版防水層、床版コンクリー

トの損傷状況、舗装上面からの非破壊調査の結果の一部

について報告する。なお、志寸川橋の橋梁諸元や床版陥

没の発生状況等については文献1)を参照されたい。 

 

 

2.  積雪寒冷地のRC床版に関する維持管理技術と

本調査の目的 

  

(1)   床版上面コンクリート劣化部の点検手法 

 前述のとおり積雪寒冷地のRC床版では、床版上面の

コンクリートが脆弱化する損傷形態を示す傾向にある。

床版の維持管理計画の策定や補修範囲を判断するために

は、舗装上面から橋面全体にわたって床版の健全度を把

握する必要がある。点検手法としては叩き点検が一般的

であるが、より迅速かつ広範囲に床版上面コンクリート

の脆弱化部分の範囲や深さを調査する新たな手法も望ま

れる。また、床版コンクリートの補修時においても、脆

弱化したコンクリートを確実に除去したことを管理する

調査手法も必要である。 

本調査では、床版の損傷状況の把握および調査手法の

適用範囲等を検討するために、現状において一般的な手

法である叩き点検と、交通規制を必要としない電磁波を

用いた手法による調査を実施した。 

 

(2)   積雪寒冷地におけるRC床版の劣化損傷メカニズム 

 維持管理においては、床版の調査結果を踏まえ疲労寿

命を評価し、残存供用年数を考慮した補修計画を策定す



Toshikazu Sawamatsu、 Shin-ya Okada、 Tatsuya Yamazaki 

 

 

る必要がある。積雪寒冷地におけるRC床版の疲労寿命

の評価は、凍害と疲労による床版の劣化損傷メカニズム

を踏まえた手法に基づく必要がある。 

 本調査では、床版の劣化損傷形態を把握するために床

版切断面の観察を実施した。 

 

(3)   床版内部への水の浸入抑制 

 床版内部へ水が浸入すると床版の疲労耐久性が著しく

低下2)し、積雪寒冷地では凍害の誘因にもなる。志寸川

橋では床版内部への水の浸入抑制として平成19年に床版

防水層（以下、「防水層」という。）が設置されている。 

 本調査では施工から約5年が経過した防水層の健全性

を確認するために橋面全体の系統的な位置に対して引張

接着試験を実施した。 

 

 

3.  調査の方法 
 

(1)   舗装上面からの床版の非破壊調査 

 床版の損傷状態の把握、および調査手法の適用性の

検討を目的として舗装上面からの非破壊調査を実施し

た。調査は従来から一般的に用いられている叩き点検

（図-2 (a)）と、電磁波を用いた調査5)（図-2(b)）の2つの

手法によった。調査手法の概要を表-1に示す。叩き点検

は陥没発生部周辺を含む約40×6mの範囲において35×

35cmの格子に対して実施し、電磁波を用いた手法は橋

面全面について実施した。 

 

(2)   防水層の目視調査 

 舗装を撤去した状態で防水層および排水設備の状況を

目視により確認した。志寸川橋は平成19年に車道部に防

水層が設置されており、その種類は地覆端部および車歩

道境界から幅50cmの範囲がウレタン吹付け防水層、そ

の他の部分がアスファルト加熱型塗膜防水層である。 

 

(3)   防水層の引張接着試験 

 防水層とコンクリートおよび舗装との接着性を確認す

るために、舗装、防水層、床版コンクリートからなるコ

アを採取し引張接着試験を実施した。コアの直径は

100mmとし、図-1 に示す位置について45本のコアを採

取した。コアの採取位置は表-2 のような橋軸方向およ

び橋軸直角方向の測線において系統的に決定している。

試験方法は道路橋床版防水便覧6)に準拠し、23℃に温度

調整した室内において試験を実施した。 

 

図-1  舗装、防水層、コンクリートコアの採取位置および床版の切断位置 

 

 

    

(a) 叩き点検                         (b) 電磁波を用いた調査 

図-2  舗装上面からの非破壊調査 

 

表-1  舗装上面からの非破壊調査手法の概要 

 叩き点検 電磁波を用いた調査 

概要 

・ハンマーの打撃音によ

り異常部を検出 

・電磁波により異常部を

検出 

・車両牽引式で 60 km / h

で走行しながら調査可能

交通 

規制 
・必要 ・不要 

その他 
・簡便で多くの実績 

・時間と労力が大 

・データの解釈に熟練技

術が必要 

 

 

表-2  舗装、防水層、コンクリートコアの採取位置 

方向 測線 概要 
輪荷重

の影響 

水の 

影響 

橋軸 

方向 

L1 歩道近傍 小 大 

L2 輪荷重の車輪間 小 中位 

L3 センターライン C.L. 小 小 

L4 輪荷重走行帯 大 中位 

L5 地覆近傍 小 大 

L6 排水マス近傍 小 大 

橋軸 

直角 

方向 

T1, T4, T7 伸縮装置近傍（A1側） 大 大 

T2, T5, T8 支間中央 小 小 

T3, T6, T9 伸縮装置近傍（A2側） 大 大 
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(4)   床版断面の観察 

 床版の損傷状況を確認するために、現地から撤去され

た床版を切断し切断面の目視調査を実施した。図-1 に

示すG4桁と縦桁（ST）の間について約4mにわたって橋

軸方向に床版を切断した。切断の位置は舗装上面の損傷

状況や舗装補修跡、床版下面のひび割れやエフロレッセ

ンスの滲出状況を総合的に考慮し、床版コンクリートの

健全部および劣化損傷部を含む範囲とした。 

 

 

4.  調査の結果 
 

(1)  舗装上面からの床版の非破壊調査の結果 

 舗装上面からの床版の非破壊調査の結果を図-3 に示

す。叩き点検では調査結果を明確な異音が認められる部

分（赤：明確な浮き）、健全な打音が認められる部分

（青：健全）および両者の中間の部分（黄：中位）に分

類した。また、電磁波を用いた手法では上側鉄筋よりも

上方の範囲、すなわちかぶりコンクリートにおいて電磁

波に異常な反射が認められる範囲（床版上部劣化）、上

側鉄筋よりも下方の範囲において電磁波に異常な反射が

認められる範囲（床版内部劣化）に分類した。 

叩き点検、電磁波を用いた調査ともに、伸縮装置周辺

等で床版の異常を判定する結果となっている。今後は、

現地から切り出した床版の損傷状況の観察結果等と叩き

点検、電磁波を用いた手法それぞれの結果を対比して、

各手法の適用範囲について検討する予定である。 

 

(2)   防水層の目視調査の結果 

 舗装撤去後の防水層の状況の一例を図-4 に示す。図-4 

(a)は地覆および伸縮装置の近傍（上り線側）であるが、

舗装、舗装と防水層の接着シート、防水層（ウレタン）

および床版コンクリートが互いに全く付着しておらず、

床版上面コンクリートが湿潤している状態であった。ま

た、伸縮装置から約2mに位置する排水マス周辺では、

舗装と接着シートの間に厚さ1cm程度の土砂が堆積して

おり、付着が確保されない状態で長期間にわたり水が通

過していたものと考えられる。図-4 (b)は車歩道境界近

傍（下り線側）の状況である。排水マス周辺の防水層が

付着消失してめくれあがっていた。また、防水層が歩道

       

異常なし

明確な浮き

中位

 

(a) 叩き点検 

床版上部劣化

床版内部劣化

(b) 電磁波を用いた調査 

図-3  舗装上面からの非破壊調査結果 

 

防水層（ウレタン）

舗装と防水層
の接着シート

    

防水層（ウレタン）

 

(a) 地覆、伸縮装置近傍(A1)                    (b) 車歩道境界近傍 

図-4  防水層の状況 
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の縁石に立ち上げて設置されていたが、防水層と縁石に

隙間が認められ、水の防水層下側への浸入経路となって

いた。これは縁石同士の突合せ位置で顕著であった。図

-5 (a) は車歩道境界付近での水の浸入経路を模式的に示

したものである。防水層立ち上げ部と縁石の間の他にも、

縁石および地覆の境界も水の浸入経路となった可能性が

ある。歩道部において水の浸入を抑制するためには、防

水層を縁石で立ち上げるのではなく、図-5 (b)のような

端部処理を講じる必要がある。 

 
(3)   防水層の引張接着試験の結果 
 図-6 は橋軸直角方向（T1～T9）の引張接着強度の分

布であり、道路橋床版防水便覧6)における規格値である

0.6N/mm2を破線で併記している。また、表-3 は規格値を

基準とした引張接着強度の頻度の一覧である。試験を実

施した46箇所のうち76.1％が規格値未満、45.7％が引張

接着強度ゼロであった。また、橋軸直角方向の位置（橋

軸方向測線L2～L6）に着目すると、地覆近傍（L5）お

よび排水マス近傍（L6）の100％が引張接着強度ゼロで

あり防水層の機能が全く保持されていない状態である。

本橋の床版陥没は地覆近傍で発生しており、地覆側から

の水の浸入が影響した可能性がある。地覆近傍は水が集

まりやすいことから特に防水層が確実に機能しているこ

とが求められる部位であり、地覆近傍においては入念な

管理のもとに防水層の施工を実施する必要がある。輪荷

重走行帯（L4）では55.6％、センターライン（以下、

「C.L.」という。）（L3）では63.6％、車輪間（L2）で

は70.0％が規格値未満であり、図-6 からもわかるとおり

輪荷重走行帯において引張接着強度がやや高い傾向も認

められる。これは、輪荷重の繰返し走行により舗装が転

圧されたことが、付着強度が増加する方向に作用したこ

とが要因として考えられる。 

 図-7 は橋面に対する引張接着強度のコンター図であ

り、暖色が規格値0.6N/mm2以上、寒色が規格値未満の範

囲を示している。規格値以上の範囲、すなわち暖色の範

囲は主に第1径間上り線A1側、第2径間下り線P-1および

P-2側、第3径間上り線支間中央付近で局所的に分布して

いる。床版陥没が発生した第2径間上り線P-2側の地覆近

傍においては、引張接着強度ゼロを含めて規格値未満の

範囲となっている。 

表-3  規格値を基準とした引張接着強度の頻度 

 ウレタン吹付け防水 アスファルト加熱型塗膜防水 合計 

排水マス 

近傍 

（L6測線） 

地覆近傍 

（L5測線） 
小計 

輪荷重 

走行帯 

（L4測線） 

C.L. 

（L3測線） 

車輪間 

（L2測線） 

歩道近傍 

（L1測線） 
小計 

 

総数 6 9 15 9 11 10 1 31 46 

規格値以上 

(t ≧ 0.6 N/mm2) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4 

(44.4%) 

4 

(36.4%) 

3 

(30.0%) 

0 

(0%) 

11 

(35.5%) 

11 

(23.9%) 

規格値未満 

(t ＜ 0.6 N/mm2) 

6 

(100%) 

9 

(100%) 

15 

(100%) 

5 

(55.6%) 

7 

(63.6%) 

7 

(70.0%) 

1 

(100%) 

19 

(64.5%) 

35 

(76.1%) 

t = 0 N/mm2 
6 

(100%) 

9 

(100%) 

15 

(100%) 

2 

(22.2%) 

1 

(9.1%) 

3 

(30.0%) 

0 

(0%) 

6 

(20.0%) 

21 

(45.7%) 

t：引張接着強度、規格値(23℃)：0.6N/mm2、(  ) 内は総数に対する百分率 
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図-6  引張接着強度の橋軸直角方向の分布 

 

 

地覆

表層

基層

防水層

水の浸入経路

(a)水の浸入経路 

 

地覆

止水処理 止水処理

表層

基層

防水層

(b)水の浸入に配慮した端部処理の例 7) 

図-5  地覆部の防水層の端部処理 
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 防水層の性能は、防水層施工時の床版上面の下地処理

や気温8)等、供用中の輪荷重に影響を受ける。さらに積

雪寒冷地においては凍結融解の繰り返しにより防水層の

接着性が低下する9)ことも実験的に確認されている。今

後はこれらの要因を踏まえて防水層の機能低下要因に関

する分析を進める。 

 
(4)   床版断面の観察の結果 

 図-8は床版切断面の状況である。図-8 (a)は切断面の全

景であるが、写真右側部分にはコンクリートにはひび割

れ等は発生しておらず健全である。一方で写真の左側、

すなわち伸縮装置（P-2）へ向かうにつれてコンクリー

トに損傷が生じており、左側の範囲では上部のコンクリ

ートが砂利化している。図-8 (b)～(d)は図-8 (a)に赤の破

線で示した部分を拡大したものである。C部（図-8 (d)）

では、上側のかぶりコンクリート部分に水平方向のひび

割れが発生して層状に剥離した状態（以後、「層状剥

離」という。）であった。さらに、CからBへ向かうに

つれて層状剥離の数が増加し、B部（図-8 (c)）でかぶり

コンクリート程度の厚さの範囲において多数の層状剥離

が発生している。その間隔は概ね粗骨材の最大寸法程度

であった。さらにB部からC部へ向かうと上縁付近にお

いて粗骨材とモルタル分が分離しコンクリートが砂利化

している。A部（図-8 (b)）では床版コンクリート天端か

ら深さ5cm程度が砂利化した状態であり、下側鉄筋程度

の範囲にまで層状剥離が発生していた。 

 図-8に示した床版の劣化損傷は、図-8 (a)の写真左側を

起点として右側へ向かって劣化損傷が進展していったと

考えられる。劣化損傷の起点となった写真の左側には伸

縮装置が位置している。ここで、切断箇所が位置する車

線は写真の左から右に向かって車両が走行する。伸縮装

置近傍は伸縮装置の段差に起因して衝撃的に輪荷重が作

用することに加えて雨水や融雪水が滞水しやすい箇所で

あり、劣化損傷の要因となった可能性がある。このこと

からも床版の長期耐久性の確保には、床版内部への水の

浸入を排除するための床版防水層の重要性が強調される。 

 床版切断面の調査結果を踏まえると、本RC床版の劣

化損傷は図-9に示すような段階を経て進展するものと推

定される。 

①健全な状態 

 凍結融解および輪荷重の繰り返し作用を受けるが、床

版に損傷は発生していない状態である。 

②層状剥離の発生 

 床版断面の上方、主にかぶりコンクリート付近におい

てコンクリートに層状剥離が発生する。 

③層状剥離の進展・増加 

 層状剥離が水平方向へ進展するとともに、上側鉄筋よ

り下方の範囲を含めて新たな層状剥離が発生する。 

④砂利化の発生 

 層状剥離が増加し高さ方向の間隔が一定の値に達する

と、それ以上に新たな層状剥離は発生しない。このとき

の間隔はコンクリートの粗骨材の最大寸法程度と考えら

れる。そして、床版コンクリートの上縁側において層状

剥離によりスライス化されたコンクリートの粗骨材とモ

ルタル分が分離し砂利化が発生する。この段階では、上

述のとおり有効床版厚さが減少することで、疲労耐久性

が著しく低下していると考えられる。 

 本論文では積雪寒冷地において46年間供用された道路

橋RC床版の損傷状況を把握することを目的としており、

層状剥離が発生するメカニズム等について明らかとなっ

ていない。また、層状剥離と床版の耐荷性、疲労耐久性

の関係、劣化損傷プロセスやメカニズムの解明を実施す

る必要がある。層状剥離は、著しい疲労耐久性低下の引

き金となるコンクリートの砂利化の前段で発生すると考

えられる。そのため、実橋の床版の健全度を評価するに

あたっては層状剥離の有無やその程度を調査できる手法

を確立することが重要であると考えられる。 

 

 

4.  まとめ 

  

本調査のまとめを以下に示す。 

(1)   舗装上面からの非破壊調査 

・ 叩き点検、電磁波を用いた調査ともに、伸縮装置周

辺等で床版の異常を判定する結果となった。今後は、

現地から切り出した床版の損傷状況の観察結果等と
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図-7  引張接着強度のコンター図 
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叩き点検、電磁波を用いた手法の各々の結果を対比

して、各手法の適用範囲等を検討する予定である。 

(2)   防水層の劣化損傷状況 

・ 地覆近傍および排水マス近傍の 100％が引張接着強

度ゼロであった。地覆近傍は水が集まるために、特

に確実な管理のもとに防水層を設置する必要がある。 

・ 歩道の縁石と防水層立ち上げ部の間に隙間が認めら

れ、水の浸入経路となっていた。このことは、縁石

ではなく地覆で防水層を立ち上げる必要があること

を示している。 

(3)   RC床版の劣化損傷状況 

・ RC床版の切断面において、床版上面付近のコンク

リートの砂利化だけでなく水平方向のひび割れ、す

なわち層状剥離が多数認められた。 

・ 切断した範囲内においては伸縮装置に近い部分ほど

劣化損傷の程度が大きく、伸縮装置の段差による輪

荷重の衝撃や滞水の影響が劣化損傷の起点となった

可能性がある。 

・ 本RC床版の劣化損傷は、層状剥離の発生、層状剥

離の進展・増加、かぶりコンクリートの砂利化の順

で進展していると考えられる。 

・ 今後は床版コンクリートの材料試験等により劣化損

傷要因を検討するとともに、層状剥離の発生メカニ

ズムの解明や、層状剥離と疲労耐久性の関係につい

て検討を行っていく予定である。 
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(a)切断面の全景 

   

(b) Aの範囲の拡大           (c) Bの範囲の拡大          (d) Cの範囲の拡大 

図-8 床版切断面の状況 
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