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第１章 序論 

 

1.1 本研究の背景および目的 

 「高速道路３会社が管理する高速道路は，昭和３８年７月１６日に我が国 初の高速道路

として名神高速道路・栗東～尼崎が開通して以降，順次整備を進め，現時点で 8,998km が供

用している。利用台数は約７００万台／日に達し，大型車の通行台数も約２００万台／日と

なるなど，国民生活に欠かせない道路となっている。また，高速道路３会社は，全国の産業

や生活を支える大動脈として重要な役割を担う高速道路ネットワークの機能を将来にわた

り維持し，構造物の安全性を確保する責任を負う使命を担っている。しかし，供用後の経過

年数が３０年以上の区間が約 3,700km となり，大型車交通量の増加，積雪寒冷地や海岸部を

通過するなど厳しい条件下で橋梁・土構造物・トンネルの老朽化や劣化が顕在化してきてい

る。このように，高速道路資産の補修を必要とする変状が増加してきており，高速道路資産

を永続的に健全な状態で保ち，安全・安心な高速交通サービスを提供するため，長期保全や

更新について技術的な検討が必要となっている。～そこで，高速道路ネットワークを将来に

わたって持続可能で的確な維持管理・更新を行うため，橋梁を始めとした高速道路資産の長

期保全及び更新のあり方について予防保全の観点も考慮に入れた技術的見地より基本的な

方策を検討する必要があることから，本委員会を設立したものである。」 

これは，東・中・西日本高速道路株式会社（以下、「高速道路３会社」と言う）が平成２

４年１１月７日に設立した「高速道路資産の長期保全及び更新のあり方に関する技術検討

委員会（以下、長期保全等検討委員会と言う）」の設立趣旨書（一部抜粋）である。また，

その 終委員会報告書 1)（平成２６年１月２２日）においては，次のように高速道路の現状

と課題が述べられている。 

 図 1.1.1 供用年数３０年以上の路線（H24 年度末）1) 
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・高速道路の現状 

 高速道路３会社が管理する高速道路の供用延長は約 9,000km であり，そのうち開通後３

０年以上経過した延長が約４割（3,700km）を占めている（図 1.1.1参照）。 

・高速道路の課題 

 平成２４年度末には，供用後３０年以上の供用延長が約４割となり，平成６２年度には，

供用後５０年以上の供用延長が約８割となるため，経年劣化のリスクの高まりが懸念され

る（図 1.1.2 参照）。 

  

 

 

 また，平成 24 年度末までで，橋梁については，供用年数に比例して３０年以上経過して

いる割合が約４割を占めている（図 1.1.3参照）。 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに，高速道路の橋梁の変状状況については，次のように述べられている。 

・高速道路の変状状況（橋梁） 

 橋梁の健全度評価の割合は，経過年数とともに低下する傾向となっており，３０年経過す

ると，約半数の橋梁に注意が必要な変状が発生している（図 1.1.4参照）（鉄筋コンクリー

ト橋・プレストレストコンクリート橋等で，４０年以上の健全度が向上しているのは，補修

により回復していることなどが影響している）。 

図 1.1.2 高速道路の経過年数の推移 1) 

図 1.1.3 橋梁の経過年数比率 1) 
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 くわえて，凍結防止剤散布の影響についても，次のように述べられている。 

・凍結防止剤の影響 

 凍結防止剤累計散布量が１，０００t/km 以上の路線の健全度(変状グレードで評価)の低

下が顕著である。 

          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.4 橋種毎の健全度評価の割合 1) 

図 1.1.5 累計凍結防止剤散布量別健全度(変状グレード)分布および凍結防止剤累計散布量 1,000t/km 以上路線 1)
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 これが，高速道路構造物の維持管理を取り巻く，現状での大きな流れのなかでの老朽化・

劣化構造物の評価の基本というべきものであると言えよう。したがって，高速道路構造物の

老朽化・劣化への対応は喫緊の課題ということである。上記のことから，中国地方において

は，供用開始後３０年以上経過し，累積凍結防止剤散布量も 1000t/km を超えている「中国

自動車道」の構造物への対応は特に急がれるべきものと言えよう。 

 なお，この間の平成２４年１２月２日には，中央自動車道の笹子トンネルにおける天井板

落下事故が発生し，その後，高速道路３会社はもとより，国をはじめ諸機関においても，こ

の事故を契機として，社会資本のメンテナンスのあり方について議論が開始された。国土交

通省においては，平成２５年１月２５日に社会資本整備審議会の緊急提言「本格的なメンテ

ナンス時代に向けたインフラ政策の総合的な充実」2)がなされ，緊急点検・補修などインフ

ラの老朽化対策への本格的な取組みが開始された。また，国土交通省は平成２５年３月２１

日に「社会資本の維持管理・更新に関し当面講ずべき措置」3)を公表した。この中では，総

点検の実施と修繕，基準・マニュアルの策定・見直し，新技術の開発・導入を取り上げると

ともに，地方公共団体等の維持管理の支援や国の一元的なマネジメント体制を取り上げ，平

成２５年を「社会資本メンテナンス元年」と位置づけた。さらに，平成２６年４月１４日に

社会資本整備審議会の「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」4)がとりまとめられ，

メンテナンスサイクルを確定し回す仕組みを構築するために，産官学のリソース（予算・人

材・技術）を全て投入し，総力をあげて本格的なメンテナンスサイクルを始動することが求

められた。これを受けて，平成２６年６月２５日にトンネル・橋等の定期点検要領が策定さ

れ 5)，道路法施行規則の一部を改正する省令および告示が平成２６年７月１日より施行され

た。これにより，都道府県道や市町村道にある橋やトンネルの安全性について，管理してい

る地方自治体に５年ごとに全て点検・診断させることとなった。 

 

 以上が社会資本メンテナンスに関する 近の情勢である。筆者は，１５年前から中国地方

の高速道路構造物，わけてもコンクリート構造物の維持管理に携わってきた。中国地方の高

速道路には約１,５００橋の橋梁がある。そのうち中国自動車道には約６００橋があり，現

時点での供用後経過年数は３０年を超えており， 長で４０年経過した橋梁がその１/４を

占める。中国地方の高速道路橋の代表的な劣化部位としては次のような劣化があげられる

（図 1.1.6 参照）。中国地方の高速道路の交通量は， 大の山陽自動車道で６万台/日程度以

下であり，特に中国自動車では 1 万台/日程度以下であり，少ない区間では２千台/日程度で

ある。よって，疲労が問題になることはほとんどなく，もっぱら凍結防止剤散布による塩化

物イオンを含んだ漏水・浸透水の影響による塩害劣化である。              

 
      図 1.1.6 代表的劣化部位 



5 
 

このうち，張出部については，縁石を撤去して防水工を施工すること，および下面の断

面修復（あるいは劣化部を叩き落して鉄筋への錆材塗布）で対処可能であると考えてい

る。 

しかし，桁端部と床版部については，劣化が表面化しているものは全て劣化進行過程の

加速期に達しており，この場合の補修工法としては①断面修復，②電気化学的補修，③併

用としての表面処理工法があげられ，劣化進行過程が劣化期の場合には④部材取替もあげ

られる 6)。 

鉄筋コンクリート（以下，「RC」と言う）中空床版橋の桁端部からの漏水による塩害の

場合は，桁端部のみならず径間中央に向かって伝い水がある場合は劣化も広範囲におよ

び，主版の中央付近まで至る事例もある。また，鋼橋 RC 床版部の劣化は，広範囲であれ

ば断面修復が取替に比べてライフサイクルコストのうえで必ずしも経済的ではなくなる場

合もある。なお、いずれの部位の劣化にしても補修が適切でなかった場合は再劣化が発生

することとなる。 

ここに，RC 中空床版橋と鋼橋 RC 床版の劣化事例・再劣化事例を図 1.1.7～10に示

す。 

 

  

 

    

 

 

図 1.1.7 RC 中空床版桁端部漏水劣化    図 1.1.8 RC 中空床版桁端部再劣化 

図 1.1.9 鋼橋 RC床版浸透水劣化   図 1.1.10 鋼橋 RC 床版部分補修部再劣化 
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 そのほか，プレストレストコンクリート（以下，「PC」と言う）橋においても，桁端部

からの漏水による桁端部の劣化や床版上面から凍結防止剤を含んだ水が浸透することによ

る劣化などが塩害の事例としてあげられる。PC 橋の桁端部には PC 鋼材定着部が埋設さ

れており，床版にも PC 鋼材が使用されている場合が少なくない。また，PC 橋の床版が

RC の場合でも活荷重合成桁（活荷重に対して，床版が主桁としても抵抗するよう設計さ

れた構造）として設計されている場合が多い。そのため，部分的な補修事例はあるが，大

規模かつ抜本的な補修事例は少ない。PC 橋の桁端部および床版の劣化事例を図 1.1.11～

12に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後の大規模更新・修繕計画推進を念頭におくと，全体橋梁数の内訳は RC 橋・PC

橋・鋼橋がほぼ１/3 ずつであるが、RC 橋はほとんどが RC 中空床版橋であり，鋼橋はほ

とんどが RC 床版であるので，ともに橋数が多大であり，計画策定のうえでも重要な橋

種・部位と言える。そこで，本研究の目的としては，中国自動車道の塩害劣化したコンク

リート構造物の 適な更新・修繕計画を策定するための一助とすべく，次の劣化構造物に

ついて，劣化メカニズム推定～対策工法の選定にいたる「計画的維持管理」の検討を行う

こととした。 

① RC 中空床版の補修（断面修復） 

② 鋼橋 RC 床版の補修（床版取替） 

 

1.2 本論文の構成 

 本論文は図 1.2.1に示すように５章から構成される。 

 

 第１章「序論」では，本研究の背景および目的と本論文の構成を示した。 

 高速道路の全体橋梁数において，RC 橋・PC 橋・鋼橋がほぼ１/3 ずつである。RC 橋は

ほとんどが RC 中空床版橋であり，鋼橋はほとんどが RC 床版であるので，ともに橋数が

多大である。今後の大規模更新・修繕計画策定のうえで重要な橋種・部位と言えるので，

RC 中空床版の補修と鋼橋 RC 床版の補修を本研究の対象とした。 

 

図 1.1.11 PC 橋桁端部漏水劣化 図 1.1.12 PC 橋床版浸透水劣化 
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 第２章「既往の研究」では，本研究に関連する研究について整理した。まず，塩害劣化

機構について整理した。次に，RC 中空床版の補修に関して，劣化メカニズム・はつり・

断面修復についてまとめた。鋼橋 RC 床版の補修に関して，劣化メカニズム・床版取替・

高炉スラグ微粉末による床版の高耐久化についてまとめた。 

 

 第３章「RC中空床版の維持管理計画に関する検討」では，事例対象とした中国自動車の

RC 中空床版橋について，劣化メカニズム，劣化予測，断面修復を用いた対策，モニタリ

ング等について検討した。 

 

 第４章「鋼橋 RC床版の維持管理計画に関する検討」では，事例対象とした中国自動車

の鋼橋 RC 床版について，劣化メカニズム，部材取替を用いた対策や部材の高耐久化対策

等について検討した。 

 

 第５章「結論」では，本研究で得られた知見をまとめるとともに，RC 中空床版と鋼橋

RC 床版に対する維持管理計画のシナリオデザイン，さらに今後の大規模補修補強におけ

るシナリオデザインを提案した。 後に，今後の課題について述べた。        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.1 本論文の構成 

第 1章 序論 ： 研究背景と目的，論文構成 

（研究対象として RC中空床版と鋼橋 RC床版を選定）

第２章 既往の研究 ： ・塩害劣化機構に関する整理 

・RC中空床版の補修に関する研究（劣化メカニズム，はつり，断面修復） 

・鋼橋 RC床版の補修に関する研究（劣化メカニズム，床版取替，高炉スラグ微粉末

による床版の高耐久化） 

第３章 RC 中空床版の維持管理計画に関する検討 

（劣化メカニズム把握，劣化予測，断面修復を用いた 

対策，モニタリング） 

第４章 鋼橋 RC床版の維持管理計画に関する検討 

（劣化メカニズム把握，部材取替を用いた対策，部材の

高耐久化対策）

第５章 結論 ： ・本研究で得られた結論 

・維持管理計画のシナリオデザイン 

・今後の課題 
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第２章 既往の研究 

 

2.1 塩害劣化機構 

 コンクリート中に埋め込まれた鉄筋は，コンクリートのアルカリ性によって腐食から保

護されるが，これはコンクリート中で進行するセメントの水和反応により生成される

Ca(OH)2の影響で，コンクリート中の液相 pH が 12～13 程度の高アルカリ環境となることに

起因している。このような環境下では，鉄筋表面において薄い酸化被膜（ -Fe2O3・nH2O）が

形成されるものと考えられている。この酸化被膜は不動態被膜と呼ばれ，鉄筋を腐食から守

る保護被膜として作用する 1)。 

 健全なコンクリート中においては，不動態被膜の効果で腐食することはないが，次のよう

な理由によって不動態被膜が部分的に破壊されることがあり，その場合にはコンクリート

中でも腐食が進行する（図 2.1.1 参照）。 

 ①コンクリート中の鉄筋周辺に塩化物イオンが浸透し，ある限界濃度以上まで蓄積する。 

 ②大気中の二酸化炭素がコンクリート中に侵入し，炭酸化反応を起こすことによって細

孔溶液の pH が低下する。 

  上記①による鉄筋腐食が引き起こす鉄筋コンクリート構造物の劣化現象を「塩害」，②に

よる鉄筋腐食が原因となる劣化現象を「中性化」という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 塩化物イオンがコンクリート中の鉄筋位置に到達しても，ただちに腐食が発生するわけ

ではなく，塩化物イオンがある限界値に達したときに初めて鉄筋腐食が開始する。この限界

値を発生限界塩化物イオン濃度といい，コンクリート標準示方書 2)では，1.2kg/m3としてい

る。ただし，既往の検討で報告された発生限界塩化物イオン濃度は，1.0～2.5 kg/m3程度，

あるいはそれ以上の場合もあり，コンクリートの配合条件や環境条件などによって変化す

ることが考えられる 1)。 

 腐食発生後の鉄筋腐食進行形態は塩害と中性化で異なる場合が多い。塩化物イオンが関

与する場合は局部的な腐食である孔食が生じやすいが，中性化による腐食は比較的均一な

全面腐食となるミクロセル腐食が卓越する。また，一般に塩害による鉄筋腐食速度は中性化

の場合よりも大きくなる。 

 鉄筋腐食生成物の体積は参加の程度によって異なるが，一般的にはもとの鉄の 2～4 倍と

されている。このような体積膨張によって，鉄筋周囲の引張力を受けたコンクリートには，

図 2.1.1 不動態被膜の破壊によるコンクリート中の鉄筋腐食 1)
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鉄筋から放射状にひび割れが発生する。ひび割れ発生時の鉄筋腐食量は，コンクリート強度，

かぶり，鉄筋径などの影響を受け，コンクリート強度が低く，かぶりが小さく，鉄筋径が大

きいほど少ない腐食量でひび割れが生じる。 

 ひび割れ発生後は，さらなる鉄筋腐食の進行に伴って，かぶりの剥離・剥落，鉄筋の断面

欠損などによる部材の性能低下につながっていく。ひび割れ発生後の腐食の進行とひび割

れのさらなる進展状況の予測手法については，実験的検討や解析的検討などが行われてい

るが，実用的な予測手法の確立には至っていない。 

 以上をまとめると，図 2.1.2に示すような劣化課程となる。すなわち，潜伏期はコンクリ

ートに塩化物イオンや二酸化炭素が浸透するものの，鉄筋腐食は発生していない状態，進展

期は腐食発生後，コンクリートにひび割れが発生するまでの段階，加速期はひび割れ発生後，

部材の力学的性能低下が顕在化し，劣化期では，大幅な耐荷力低下に至る 1)。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 1 章において示したように，橋梁数が多く，塩害劣化事例も多いことから，RC 中空床

版橋と鋼橋 RC 床版を対象としてとりあげ，既往の研究について文献調査することとした。 

 なお，第３章 RC中空床版の維持管理計画に関する検討については，2001 年制定コンクリ

ート標準示方書 2)に基づき，調査や劣化予測等を行っている 4)ので，発生限界塩化物イオン

濃度は 1.2kg/m3とした。第４章鋼橋 RC床版の維持管理計画に関する検討については，2014

年までの検討に基づいているので，2013 年制定コンクリート標準示方書 3)により，発生限

界塩化物イオン濃度は水セメント比の関数として求めた。 

 

 

  

図 2.1.2 鉄筋腐食によるコンクリート構造物の劣化課程 1） 
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2.2 塩害を受けた RC 中空床版の補修に関する研究 

2.2.1 劣化メカニズム 

 塩害により劣化した RC中空床版についての既往の調査について調べた。 

（１）阪和自動車道松島高架橋 5) 

 本橋は，支間長 17m の RC４径間連続中空床版橋で，下図に示すとおり，主版厚 885mm，舗

装厚 4cm となっている。本橋は昭和 49年に供用開始し，平成２～５年に鋼繊維補強コンク

リートにより 65mm の床版上面増厚が行われている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コンクリートの塩化物含有量が規定値を大きく超えており，見掛けの静弾性係数が大き

く低下していた。鉄筋腐食状況については，床版上面の配力筋は腐食がかなり進行しており，

主鉄筋は一部発錆が認められるものの，断面欠損には至っていない。また，ボイド深さにつ

いては，全体的に設計深さが確保されており，滞水も認められなかったが，床版上面増厚部

の鋼繊維補強コンクリートと旧コンクリートとの界面には層間剥離が確認されたことから，

上面増厚コンクリートは，重ね梁状態となっているものと考えられた。載荷試験により，主

版の剛性低下によって設計値の倍程度のたわみが発生していることが確認された。よって，

橋梁全体の剛性を回復できるような補強が必要と判断された。本橋については，床版上面を

はつりとり，更なる鉄筋コンクリート断面で増設補強された。 

 

表 2.2.1.1 調査項目・結果 5) 
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（２）沖縄自動車道億首川橋 6) 

 本橋は，昭和 50年に竣工しているが，建設当時の慢性的な水不足により，十分な洗浄が

なされていない海砂を細骨材として使用しており，竣工から 30年経過して，初期内在塩分

による劣化が顕在化した。塩化物イオン濃度が 3.3kg/m3 という箇所が確認されており，中

性化深さは 大で 30mm まで達しており，コンクリートの圧縮強度は 17N/mm2(設計基準強度

24 N/mm2)の箇所も確認された。 

 

  

 

  
 

 

 

 上図は，劣化調査で確認された RC 中空床版上面の鉄筋腐食状況である。なお，本橋は架

替えられた。 

 

 

 

 

図 2.2.1.1 億首川橋一般図および床版上面鉄筋腐食状況 
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2.2.2 はつり 

 近年，コンクリート構造物の劣化において，脆弱化したコンクリートや塩化物イオンを含

んだコンクリートをはつり処理し，既設のコンクリートに新たなコンクリートを打ち継ぎ，

新旧コンクリートを一体化することで補修補強を行うことが多い。そのはつり技術として，

ウォータージェット工法（以下，WJ 工法と言う。）が採用されることが一般化している。 

 高速道路コンクリート構造物の補修工事において，本格的に WJ 工法が導入されたのは，

北陸自動車手取川橋の補修工事においてである。当該橋梁は日本海側の手取川の河口部に

位置し，飛来塩分により PC コンクリート桁の側面と下面の全面をはつり，断面修復するこ

ととなった。はつり面積が側面と下面あわせて 4,300m2におよび，手ばつりでは多くの労力

と時間が必要となるため，WJ 工法（超高圧ウォータージェットによる全面はつり）が採用

された。なお，設計はつり深さは鉄筋かぶり内の 50mm までとされた。以下に，検討概要を

示す 7)。 

 コンクリートのはつり作業は，ピック等による人力作業によって施工されてきたが，人力

作業では，作業条件は極めて悪く，なかでも上向きはつりは作業効率の点からもその改善が

要求されてきた。WJ 工法は，施工条件により異なるが単位時間あたりの施工能力は人力作

業に比べて 5～10 倍程度向上することができる。WJ 工法の特徴を表 2.2.2.1に示す 7)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.2.2.1 WJ 工法と人力はつり工法との比較 7) 
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 手取川橋補修における WJ 工法によるはつりを効率的に行うために図 2.2.2.1に示すシス

テムが開発された。本システムは，図 2.2.2.2に示す装置を橋りょうに取り付けることによ

り，レールの上をあらかじめ設定しておいた速度およびルートに沿ってはつり面全領域に

移動することができるものである。なお，事前の実験により得られた，ノズル移動速度とは

つり深さの関係を図 2.2.2.3に示す。なお，はつり用の水には，はつり能力を向上させるた

めに，ポリマー（詳細不明）を混入させている 7,8)。 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.2.2.1 はつりシステムの構成7)

図 2.2.2.2 WJ システム 7) 

図 2.2.2.3  はつり実験結果 7) 

ポンプ： 大圧力 250MPa

        流量 27 l/min 
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 次に，円谷ら 9)は，はつり水に高分子剤（アニオン系:詳細不明）を添加した水溶液を用

いたはつり効果について報告している。分子量が大きければはつり深さが増加するが，分子

量を大きくしすぎると粘性が高くなりジェットポンプに脈動等の悪影響を与えるので，

適な分子量は 500 万～600 万程度であるとしている。また，その効果はノズルから噴射した

ジェットの収束性の向上によるものであり， 適な高分子剤の添加量は水重量比で 0.1%～

0.15%であるとし（図 2.2.2.4参照），高分子剤水溶液を使用すると，はつり深さは清水に比

べ約２倍増加するとしている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そのほかに，迫田ら 10)は，ウォータージェットによる切削処理による新旧コンクリート

の付着について研究し，水平打継ぎより鉛直打継ぎを行ったほうが付着強度は小さくなる

としている。 

 その後，当時の日本道路公団（以下,JH と言う）試験研究所にて，WJ 工法について研究が

進められた 11)。以下に，その概要を示す。 

 はつり深さの制御，特に鉄筋下までの均一なはつり処理をコントロールすることが困難

であったので（図 2.2.2.5 参照），北欧の認定試験を参考に，予備試験・性能確認試験を行

うこととされた。検討の流れを図 2.2.2.6に，予備試験の試験体を図 2.2.2.7に，性能確認

試験の試験体を図 2.2.2.8 に示す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.2.4 高分子剤濃度とはつり深さの関係 9) 

図 2.2.2.5 鉄筋の影響を受け過大なうね（不陸）を生じた例 11)
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  予備試験結果を以下に示す 11)。 

 予備試験において，ブレーカーののみの打撃による損傷がいたるところに見られた（図

2.2.2.9参照）。また，ひび割れや小規模な浮きが確認された（図 2.2.2.10参照）。 

図 2.2.2.6 WJ 工法によるはつり処理技術の検討の流れ 11) 

図 2.2.2.7 予備試験に用いた試験体 11)

図 2.2.2.8 性能評価試験に用いた試験体 11)

図 2.2.2.9 ブレーカーによる鉄筋の損傷 11)   図 2.2.2.10 処理面に生じたひび割れ 11)
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 WJ 工法は，直径 1～3mm 程度のノズルから，水圧 70～200MPa 程度，水量 30～200 l/min

程度の水を噴射して得られる噴流を用い，コンクリートをはつり処理する工法であるが，ノ

ズルはその運動方式によって，大きく旋回ノズルと揺動ノズルに分けられる（図 2.2.2.11

参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WJ 工法をコンクリートはつり処理に適用する場合，ノズルの種類，水圧，水量，スタン

ドオフ（コンクリート面からノズル先端までの距離）などの違いにより，処理面の形状に影

響することが判明したとされた。また，付着力について，WJ 工法は一般的に目標とする

1.5N/mm2以上を満足したが，ブレーカーによるものは，1.5N/mm2を満足しなかったうえに，

未処理のものにも満たず，破壊形態も付着界面となるものが多かった。これらは，微小なひ

び割れの発生が影響しているものと考えられた。 

 次に性能確認試験結果として，はつり結果の例を図 2.2.2.12に示す 11)。 

 

   

  

 性能評価試験の評価方法を表 2.2.2.2に，性能評価試験の結果を表 2.2.2.3に示す。 

 性能確認試験の結果は合格であったが，WJ 工法の性能は，施工機械自体の特性に左右さ

れるとともに，はつり処理条件に応じて施工機械の仕様を設定，調整する技術者によって大

きく左右されることが明らかになったとされた。 

 したがって，WJ 工法の現場適用にあたっては，事前に性能確認試験で性能の確認された

施工機械と技術者により行うことが原則となるとともに，現場においては，対象構造物のは

つり処理の前に対象構造物を模擬した供試体などにより試験施工を実施し，条件を再設定

図 2.2.2.12 性能確認試験：旋回（高圧タイプ）11) 

図 2.2.2.11 試験に用いた WJ工法のノズル種類 
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する必要がある 11)とされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお，沖縄自動車屋嘉第二高架橋における WJ 工法による RC 中空床版の下面のはつり試

験では鉄筋背面までのはつりは可能であった 12)と報告されている。 

 

2.2.3 断面修復 

まず，各種断面修復工法の適用範囲別分類を図 2.2.3.1に示す 20)。 

 

 

 

 

 

 

 

 図 2.2.3.1 断面修復方法の分類 20) 

表 2.2.2.2 性能評価試験の評価方法 11) 

表 2.2.2.3 性能評価基準と評価結果 11) 



19 
 

この分類から，橋梁の補修・補強のように上向き施工が主体的な場合でかつ小規模でない

場合には，吹付け工法が適用されることとなる。吹付け工法には，大別して，乾式吹付け工

法と湿式吹付け工法がある。表 2.2.3.1に両工法の概要を示す 20)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乾式吹付け工法は，水以外の材料をミキサで空練りし，空気圧送式の吹付け機に投入・圧

送し，ノズル部で水を添加して吹き付けるシステムである。図 2.2.3.2 にその概要を示す

20)。湿式吹付け工法は，モルタルもしくはコンクリート材料をミキサで練り混ぜ，モルタル

ポンプ等で圧送し，ノズル部で空気圧を加えて材料を吹き付けるシステムである。図

2.2.3.3にその概要を示す 20)。 

 

  

 近の橋梁補修工事におけるコンクリート構造物の下面側の断面修復においては，吹付

け工法が採用されることが多くなってきている 20～22)。 

 1990 年前後から，橋梁のコンクリート構造物の補修・補強に用いられるようになった。

はじめの頃は，主に床版の下面増厚に用いられ，ポリマーセメントモルタルを用いた湿式吹

付けであった 13～15,20)。その後，本研究のベースとなる研究 4)のように，大断面補修をコン

クリート構造物に適用する事例が出始めてきた 20)。そこで，JH 試験研究所などでは，これ

を踏まえた検討を開始した。断面修復材に対する要求性能を①強度特性，②耐久性能および，

③断面修復に特有な性能の３つに分類する 20)。このうち，強度特性と耐久性能に関する要

求性能は，通常のコンクリート構造物と同様である。断面修復の特有な性能としては，①既

設部の拘束を受けることによる乾燥収縮ひび割れの発生しやすさなどを考慮したひび割れ

抵抗性，②修復材と既設コンクリートとの確実な一体化に必要な付着強度，ならびに③修復

材が鉄筋背面まで確実に充填される性能などである 20)。横山ら 16～19,23,24) が，断面修復用吹

付けモルタルの性能評価試験方法について検討しているので，以下に概要を示す。 

まず，ひび割れ抵抗性試験については図 2.2.3.4に示す型枠を用いて試験した結果，初期

表 2.2.3.1 吹付け工法の主な特徴 20) 

図 2.2.3.2 乾式吹付け工法の一般系統図 20) 図 2.2.3.3 湿式吹付け工法の一般系統図 20)
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養生の有無や W/C の違いがひび割れ発生に影響することが確認され，試験方法としての有

効性が確認されたとしている 17)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に，振動試験後の引張接着性試験については①振動条件と断面修復材の挙動に関する

予備試験を図 2.2.3.5 に示す供試体を用いて，図 2.2.3.6 に示すように振動台に設置して

試験実施した結果，ポリマーセメントモルタルの落下が生じない範囲であれば，打継目付着

強度および単位容積質量はほぼ一定であり，施工直後から振動を受けた場合でもポリマー

セメントモルタルのゆるみ等は生じないことが推察された 16)。また，②繰返し載荷条件下

における吹付け試験を図 2.2.3.7 に示す供試体を用いて，油圧サーボ式の載荷装置を用い

て実施した結果，ポリマーセメントモルタル（湿式吹付け工法）および鋼繊維補強超速硬セ

メントモルタル（乾式吹付け工法）はともに密実に施工されており，ひび割れ等も認められ

なかった。また，鉄筋背面への充填性もほぼ確保されているものと推察された 16)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.3.4 ひび割れ抵抗性試験用型枠 17) 

図 2.2.3.5 振動条件に関する供試体 16) 図 2.2.3.6 振動台への供試体設置状況 16)

図 2.2.3.7 振動試験供試体の形状 16) 
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 次に，鉄筋背面への充填性試験については，図 2.2.3.8に示す①D19 鉄筋の重ね継手の格

子状配筋，図 2.2.3.9 に示す②RC 中空床版の主筋 D32 と配力筋 D19 の格子状配筋を想定し

たものを用意し，双方とも鉄筋背面の空きを 0～50mm に変化させた型枠を製作して，ポリマ

ーセメントモルタルの上向きの吹付け（図 2.2.3.10参照）を実施している。これらの型枠

を脱型して鉄筋背面への充填状況を観察したスケッチを図 2.2.3.11 に，切断面を図

2.2.3.12 に示す。着色部が未充填箇所である。これらの結果を踏まえて，試験体のハンド

リングをよくする目的で，図 2.2.3.13に示す試験体を用いて，経験豊富なノズルマンが吹

付けを行った結果， 初はある程度の空隙が生じたが，数日の練習の結果，ほとんど空隙を

生じないレベルでの施工が可能となった。これらのことから，天井面に上向きに吹付け施工

した場合には，鉄筋背面の空きが大きいと未充填箇所が多くなる傾向がみられ，鉄筋の格子

状配筋や鉄筋背面の空き（隙間）が吹付けモルタルの充填性に影響することが確認できたと

している。よって，これらの要因を考慮して鉄筋背面への充填性に関する施工試験を実施す

る必要があるとしている。また，鉄筋背面への充填性は吹付け先端ノズルを操作するノズル

マンの技能の影響を受けるため，このような試験体を用いてノズルマンの技能向上を図る

必要があるとしている。さらに，補修現場において実施する施工試験においても，充填性を

確認する際，鉄筋背面の空きを考慮して実施すべきであるとしている 16,17,19,23,24)。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.3.8 試験体(D19 重ね継手の格子状配筋)19) 図 2.2.3.9 試験体(D32 と D19 の格子状配筋) 19)

図 2.2.3.10 上向き吹付け施工状況 24) 
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 今後の課題と将来展望について，武若ら 20)は次のように述べている。すなわち，吹付け

コンクリートは，WJ 工法と併用することによって，省力化が可能で，合理的かつ経済的な

大断面修復が実現でき，今後ますます補修・補強用吹付けコンクリートの活用の幅が広がる

ものと期待される。ただし，ここで考慮しておかなければならないことは，吹付けの材料設

計や施工が通常のコンクリートと大きく異なるという点である。通常のコンクリートの場

合，材料としてのコンクリートの性能は，施工時点までにおおよそ決まっている。これに対

して，吹付けコンクリートの 終的な性能は，施工されるまで具体的にはわからない。この

ため，吹付けコンクリートの性能をあらかじめ確認するには，必ず現場に近い環境で吹付け

施工実験を行い，その際に採取した試料の試験を行って確認する必要がある。また，吹付け

ノズルの操作はノズルマンによってなされるために，その技量がコンクリートの品質を左

右することになる。吹付けコンクリートの信頼性を高めるために考えなければならないこ

との一つは，吹付け技術はもとより，構造物の状況を考慮し， 適な吹付け方法を適切に判

断できる能力のある優れた技能者の育成であり，その技能を評価・認定する制度を確立して

いくことである 20)としている。 

 以上のような状況下，塩害劣化した沖縄自動車道屋嘉第二高架橋において，試験体を用い

た充填性確認試験を行って，乾式吹付け工法による断面修復がなされた 12)。 

図 2.2.3.11 脱型面の充填状況例 19) 図 2.2.3.12 切断面の充填状況例 19) 

図 2.2.3.13 鉄筋背面の充填性試験体 19) 
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 さらに，各種のポリマーセメントモルタルによる湿式吹付け工法の開発 25～32)，断面修復

材の耐久性の研究 33～35)，ポリマーセメントモルタルを用いた乾式吹付け工法の開発 36,37)な

どが行われてきた。 

 

2.3 塩害劣化を受けた鋼橋 RC床版の補修に関する研究 

2.3.1 劣化メカニズム 

 塩害により劣化したとされる鋼橋 RC床版についての既往の調査について調べた。基本的

には，既設橋梁の調査に基づいた研究，あるいは模擬試験体での実験であっても，中国地方

のように凍結防止剤由来の塩害（飛来塩分なし）の場合や床版応急補修の影響などについて

の研究を調査した。 

 那須ら 38)は，昭和 14 年内務省土木局制定示方書にて設計された道路橋について調査し，

吸水率の増大に伴って圧縮強度が低下し，中性化深さも増大する傾向を示した。 

 松下ら 39)は，劣化した桟橋床版（鉄筋腐食により床版下面は剥落して，当初 25cm の床版

厚が 20cm に減少）について載荷試験し，二方向に鉄筋が配置される場合には軸直角方向の

鉄筋腐食による膨張ひび割れが発生し，これによって軸方向のせん断耐力が低下する可能

性を示唆した。 

 平野・宮里ら 40)は，（北陸地方の）RC 道路橋の塩害に着目し，実橋の実態を踏まえ，現場

を模擬した供試体を作製し，鉄筋腐食の速度分布を把握して，鉄筋腐食のメカニズムを調べ

た。鉄筋腐食の事例を図 2.3.1.1に示し，検討された時間経過に伴う鉄筋腐食量の進行過程

を図 2.3.1.2に示す。これにより，劣化期では，下部鉄筋下側で集中的に鉄筋腐食が進行す

ることが再現できたとしている。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

図 2.3.1.1 鉄筋腐食状況例 40) 

図 2.3.1.2 時間経過に伴う鉄筋腐食量の進行過程 40) 
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 石川ら 41)は，鋼橋 RC 床版の取替に伴う撤去床版（図 2.3.1.3参照）を調査して，図 2.3.1.4

に示すメカニズムを提案している。ただし，この撤去床版は床版増厚されたものであること

（床版増厚施工時には，床版上面を切削機で 1cm 程度機械的に切削する）からその切削の影

響がありえるがそれに関する検討はされていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.1.3 RC 床版および増厚構造（撤去床版）41) 

図 2.3.1.4 凍結防止剤による RC床版の塩害メカニズム 41)
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 さらに後藤ら 42～44)は，既設 RC 床版の上面部分補修部の変状要因，補修方法の改善につい

て検討している。床版上面補修部の再劣化状況を図 2.3.1.5に示し，変状要因のイメージを

図 2.3.1.6に示し，要素試験体の打継ぎ境界におけるはく離状況を図 2.3.1.7に示し，ブレ

ーカーはつり面におけるマイクロクラックの発生状況を図 2.3.1.8 に示す。交通規制の時

間制約を受ける，高速道路上でのポットホール部の応急補修においては，WJ 工法はほぼ不

可能であるため，ブレーカーによるはつりと超速硬セメントモルタル等の補修材の使用が

多いことから，WJ 工法も含めてはつりと補修の試験を実施したものである。その結果，ブ

レーカーはつり面から 5mm～10mm の範囲でマイクロクラックの発生が確認され、これが付

着力の低下の要因であるとしている。また，超速硬セメント系とポリマーセメント系の補修

部供試体を用いて移動載荷試験（水張りあり）を実施したところ，まず超速硬セメント系で

打継ぎ界面の剥離が確認された。また，両ケースとも打ち継ぎ界面における剥離やコンクリ

ートの脆弱化が確認された。さらに，周辺部からはく離部への水の浸入跡（図 2.3.1.9 参

照）も確認された。部分補修部の変状が界面剥離に始まり，水と輪荷重の繰返し作用により

進展したものと考えられるとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.1.5 床版上面補修部の再劣化状況 42) 図 2.3.1.6 変状要因のイメージ 42) 

図 2.3.1.7 打継ぎ界面における剥離 42) 図 2.3.1.8 はつり面におけるマイクロクラック 42)

図 2.3.1.9 移動載荷試験後の補修部の変状 42)
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2.3.2 床版取替 

 床版取替については，報文がある床版取替橋梁についてこれまでの実績を調べ，内容を分

析した。 

まず，一般道における床版取替事例を表 2.3.2.1に示す。 

 

 

道路種別

一体床版 車道幅員

PC接合 PC縦締め RC接合 通行止め可否

縦桁あり 縦桁なし

国道

箒橋 1990 〇 不明 6.5m
[45] NG

県道
五行橋 1990 目地のみ 〇 6.1m
[46] NG

県道
戸鹿野橋 1991 〇 〇 5.5m

[47] NG
国道

令終橋 1995 〇 〇 9.0m
[48] NG

国道
松浜橋 1996 〇 〇 6.0m
[49] NG

県道
龍雲橋 1997 〇 〇 6.0m
[50] NG

国道
万丈橋 1997 〇 〇 6.5m
[51] 短鋼棒連結 NG

国道
朝羽大橋 1999 〇 〇 6.0m

[52] NG
国道

加古川橋 2001 〇 7.5m
[53] NG

国道
小橋 2003 〇 〇 7.0m
[54] NG

国道
白滝橋 2006 〇 〇 8.25m
[55] OK

国道
仲泊大橋 2010 〇 〇 8.0m

[56] OK
国道

きみまち大橋 2014 〇 12.5m
[57] ループ継手 NG

橋軸方向接合
橋梁名

[参考文献]
報告年次

元々，上下線間に縦目地・縦桁あり

〇(幅広の橋軸

方向場所打ち接

合部あり)

PCaPC床版(直角方向)

分割床版(直角方向接合)

RC接合

 

 表 2.3.2.1 からわかることは，国道・県道の重要路線においては，基本的には通行止め

が不可であり，幅員が 6.0m を超える場合は片側交互通行規制で，分割プレキャスト（以下，

プレキャストを「PCa」と表記する。）PC 床版を採用しており，幅員が 6.0m 以下の場合は，

夜間通行止め（昼間交通解放）で，一体 PCaPC 床版を採用していることである。また，広幅

員で片ラインが通行止め可の場合も一体 PCaPC 床版を採用している。なお，橋軸方向の接合

には PC 縦締めを行っている場合がほとんどである（ 新の 2014 年の橋梁のみ RCループ継

手を採用している。また，この橋梁は，コンクリート床版に対する高耐久化対策を実施して

いる）。 

表 2.3.2.1 床版取替の事例（一般道） 
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 次に，高速道路における床版取替事例を表 2.3.2.2に示す。 

高速道路においては，新東名神の建設にあたって，鋼少数主桁に PCaPC 床版を採用した省

力化工法が導入された。床版工においては，省力化と長支間床版となることから従来の RC

床版に代わる PCaPC 床版が採用されたのである。従来の PCaPC 床版の橋軸方向の連続化は

ポストテンション方式により橋軸方向にプレストレスを与え，一体化するのが一般的であ

った。これは，現場における継ぎ目施工が容易であり，耐荷性能，耐久性能が確認され実績

もあったことによる。しかし，経済的には割高となることにくわえ，床版が劣化した場合の

部分取替時にはかえってコストがかさむことになる。 

そこで，新東名神の試験工事である，第二東海自動車道東海大府高架橋にて，PCaPC 床版

の橋軸方向継手として RCループ継手（図 2.3.2.1参照）を採用し，コストの縮減を図ろう

とした 60)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ループ継手の利点 59)は，次の点があげられる。 

① ループ継手定着の効果により，必要重ね継手長が短くなり，間詰め幅を小さくできる。 

② 継手部のみの現場施工であり，省力化と経済性の面で向上する。 

③ 床版接合のために与える橋軸方向プレストレスによるクリープ変形に伴う影響を考慮

しなくてよい。 

④ 劣化損傷した床版の部分取替えが容易で，維持管理面に優れる。 

 一方，課題 59)としては，次の点があげられる。 

① 継手部が一断面に集中する。 

② ループ継手の必要重ね継手長の明確な規定がない。 

 そこで，定点載荷試験（図 2.3.2.2 参照），移動載荷試験（図 2.3.2.3 参照）を実施し，

その有効性を確認している 58～60)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.2.1 RC ループ継手構造例 60) 

図 2.3.2.2 定点載荷試験機 59) 図 2.3.2.3 移動載荷試験機 60) 
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PC縦締め RC接合

中央道 3か月

古川渡橋 1994 4 〇 2 〇 通行止め 路肩折れ

[61] 3,200 21 　 （対面通行） 　

東北道 PCaRC床版 2週間

七北田川橋 2003 4 2 RC継手 通行止め PCaRC床版

[62] 2,600 24 （形状不明）

中央道 3週間

子野川橋 2005 4 2 〇 　 平日通行止め

[63,64] 2,500 19 　 土日交通解放

中央道 16日間

小沢川橋 2007 4 2 　 ループ継手 通行止め

[65,66] 2,550 23 （あごなし）

西名阪道 9日間

御幸大橋 2010 4 ○ 2.5 　 ループ継手夜間通行止め

[67,68,69] 2011 2,500 24 　 昼間交通解放

西名阪道 9日間

御幸大橋 2011 3 ○ ? RC継手 夜間通行止め

[70,71] 3,500 18 （合理化継手）昼間交通解放

北陸道 19日間

渋江川橋 2010 4 2 〇 通行止め

[72] 3,000 21

九州道 3か月

向佐野橋 2011 5 2.5以下 RC継手 通行止め

[73] 3,240 22 　 エンドバンド継手（対面通行）

沖縄道 71日間

伊芸高架橋(下) 2012 4 2.055 RC継手 通行止め

[74] 2,650 22 　 エンドバンド継手（対面通行） 　

沖縄道 3か月

湖辺底橋 2012 4 約2 RC継手 通行止め

[75] 2,650 24 　 （対面通行） 　

中央道 ？

取飜川橋(上) 2013 4 ? 　 ループ継手 通行止め

[76] ? 22 （あごなし） （対面通行） 　

沖縄道 50日間

屋嘉第一Va(下) 2014 4 2 　 ループ継手 通行止め

[77] 2,650 24 （あごなし） （対面通行） 　

沖縄道 69日間

伊芸高架橋(上) 2014 4 ? 　 RC継手 通行止め

[78] 2,650 22 　 エンドバンド継手（対面通行）

東北道 ？

綱木川橋 2014 5～6 2 　 ループ継手 通行止め

[79] 2,034～2,762 24 　 （対面通行）

橋梁名
[参考文献]

報告年次 主桁数(本)

桁間隔(mm)

幅(m)
厚さ(cm)

縦桁

斜角36°

鋼ブラケット
補強

高炉スラグ微

粉末使用

高炉スラグ微

粉末使用

鋼主桁構造
橋軸方向接合(継手)
PCaPC床版

交通規制 備考

土日解放のた

めPC縦締め境
界部たすき掛

け構造

昼間交通解放

のため仮設鋼
床版使用

フランジ＋ウェブ上

部取替，縦桁を主桁

剛度クラスに取替

 

 表 2.3.2.2からわかることは，高速道路においては，夜間通行止め，あるいは対面通行規

制を活用した昼夜連続通行止めを行って，一体 PCaPC 床版（PCaRC 床版への取替事例一例あ

り）を採用している。ただし，通常の対面通行規制を交通管理者が許可しない橋梁も一部存

在しており，今後は分割 PCaPC 床版の検討が必要となるであろう。この場合，一般道のよう

に片側交互通行規制で車両走行速度も十分も遅い場合は良いが，高速道路の場合は車線規

制での車両通行となるため，走行規制速度も 50km/h（実勢速度はさらに上がる）であり，

劣化床版上の仮設防護柵などの諸検討が必要となろう。 

橋軸方向の接合は，以前は PC 縦締めを行ったことがあるが， 近は RC 継手の採用が主

表 2.3.2.2 床版取替の事例（高速道路） 
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流である。これは，将来の劣化に備えて，床版の一部取替が行いやすいことも影響している

と考えられる。また，塩害等への対策として，床版のコンクリートに高炉スラグ微粉末を混

和している事例も一部見受けられる。 

なお，高速道路における取替工法は，凍結防止剤，飛来塩分，重交通などにより劣化損傷

を受けたことから，部分補修や上面増厚などの対策をとったが，劣化進行が止まらず，剥落

の進行や舗装路面のポットホール補修が頻発するため，抜本的補修対策として採用されて

いる。 

 

2.3.3 高炉スラグ微粉末による床版の高耐久化 

 2.3.2.で示したように，高速道路橋の床版取替の一部で高炉スラグ微粉末が活用されて

いるので，ここでは高耐久化への有用性について，これまでの報文を調べる。 

 まず，室内実験に関する報文として， 

高山ら 80)は，粉末度の大きな高炉スラグ微粉末を用いて，水セメント比 35%以下の配合で

コンクリートを打設し，蒸気養生を行えば，材齢 1 日で圧縮強度 300kgf/cm2 以上のコンク

リートを得ることができるとしている（図 2.3.3.1および図 2.3.3.2参照）。 

 

 

小林ら 81)は，高炉スラグ微粉末を混入したコンクリートは，鉄筋腐食を抑制する効果が

あり，塩害に対する抵抗性があるとしている（図 2.3.3.3参照および図 2.3.3.4参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.3.1 初期材齢におけるコンクリート

の強度（蒸気養生）80) 

図 2.3.3.2 初期材齢におけるコンクリート

の強度（自然養生）80) 

図 2.3.3.3 腐食減量 81) 図 2.3.3.4 腐食速度指標経時変化 81)
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谷口ら 82)は，凝結時間は，置換率が大きいほど，あるいは水結合材比が小さいほど，遅延

する傾向がある。ただし，水結合材比 40%以上，置換率 50%以下の遅延時間は 0.5 時間前後

と短く，現場打ち工法ではあまり支障ないとしている（表 2.3.3.1参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，置換率が大きいほど，初期強度が小さく，長期強度が大きくなる。置換率 50%以上

では，材齢 14～28 日において置換率 0%と同等の強度を発現する。置換率を 30%に抑えれば，

置換率 0%に対して材齢 3日で 0.9 倍となり，PC工事に適用可能であるとともに，材齢 7日

以降では置換率0%よりも圧縮強度が増大する効果も見られるとしている（図2.3.3.5参照）。 

 

 

 

 また，高炉スラグ微粉末の有無に関わらず，湿潤養生が重要であるとともに，高炉スラグ

微粉末の置換率によって初期の湿潤養生のみでは標準水中養生下の長期強度を期待するこ

とが難しくなると判断されるとしている。高炉スラグ微粉末を用いたコンクリートの圧縮

強度に蒸気養生は効果的であり，長期強度をほとんど犠牲にすることなく，初期強度を大き

くすることが可能であるとしている。（図 2.3.3.6参照） 

 また，急速塩分透過性試験における塩分浸透深さについては，結合材水比を 2.5 以上（水

結合材比を 40%以下）にすれば，養生の影響を抑制することができ，PC部材での影響は小さ

いものと判断されるとしている。置換率については，置換率がある程度大きくなると，湿潤

養生の影響を受けやすくなり，この実験の範囲ではその境界が置換率 50%である。蒸気養生

の結果は，他の養生に比べて変動が大きく，強制的に高温を受けた供試体の緻密性にばらつ

きが影響しているものと推測されるとしている。（図 2.3.3.7参照） 

 

表 2.3.3.1 フレッシュ性状および凝結効果性状に関する試験結果 82)

図 2.3.3.5 標準水中養生下の圧縮強度発現性状 82) 
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尾上ら 83)は，蒸気養生したコンクリートの打込み終了から 10～24 時間の圧縮強度を調べ

たところ，水結合材比 35%の高炉スラグ微粉末 6000cm2/g（以下，「高炉スラグ微粉末 6000」

と言う）を混和したコンクリートは，水セメント比 40%の早強ポルトランドセメントのみを

使用したコンクリートと同等の強度発現性を示し，プレストレスト導入時の所要強度であ

る 35N/mm2を満足できることが示された。また，高炉スラグ微粉末 6000 を混和した場合に

は，脱型後の湿潤養生や降雨になどによる水の供給が強度増進に大きな影響を与えること

が確認されたとしている。（図 2.3.3.7参照） 

 また，材齢 28 日の圧縮強度について，水結合材比 40%では高炉スラグ微粉末 6000 を混和

したほうが無混和に比べて低いが，水結合材比を 5%小さくした場合は同等の圧縮強度をし

めした。また，より確実に強度を確保するためには湿潤養生を行うことが必要であるとして

いる。（図 2.3.3.8参照） 

 

図 2.3.3.6 湿潤養生および蒸気養生が圧縮強度発現性状に及ぼす影響 82) 

図 2.3.3.7 水結合材比，高炉スラグ微粉末の置換率および養生方法が塩分浸透深さに及ぼす影響 82)
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檀ら 84)は，高炉スラグ微粉末 4000 を使用(置換率 50%)したコンクリートにおける養生条

件と耐久性の関係を実験的に整理した。空隙構造の経時変化（図 2.3.3.9参照）と平均細孔

直径を養生方法別に示した（図 2.3.3.10参照）。養生不足（D1：1 日封緘のち乾燥）の場合

は水和反応が進行しなくなり粗大な空隙が残存し，残存する粗大空隙は養生の影響を受け

やすい高炉スラグ微粉末（以下，本頁において「BB」と言う）のほうが普通ポルトランドセ

メント（以下，本頁において「N」と言う）と比較して大きい。また，N は養生 3 日以降ほ

とんど平均細孔直径に変化がないのに対して，BB は養生 7 日まで次第に平均細孔直径が小

さくなっており，高炉スラグ微粉末を使用することによる空隙の緻密化が認められるとと

もに，養生の影響が確認できた。BB において養生方法 C（湿布養生）および W（水中養生）

において 5日の養生で 28日養生した場合と同程度の性能が得られるとしている。また，高

炉スラグの反応率と養生期間の関係（図 2.3.3.11参照）からは，打込み翌日から乾燥させ

た D1ではスラグの反応が低く，養生が長くなるに従い反応率は高くなるとしている。養生

期間と透気試験の関係（図 2.3.3.12参照）から，28 日間養生して得られる透気係数を基準

値とし，おのおののセメントで基準値に達するまでの養生期間を調べると，結合材によらず

養生方法 C（湿布養生）や S（封緘養生）の場合にはおよそ 5 日で基準値に収束している。

一方，水中養生 W では養生期間 7 日程度まで透気係数が小さくなる傾向にあり，この程度

は BBでより顕著であるとしている。ただし，養生方法 Cや Sで長期間養生をおこなっても，

BB が N より大きい透気係数となっているが，透水試験（図 2.3.3.13参照）とは異なる結果

となったとしている。中性化速度については促進中性化試験の結果から（図 2.3.3.14参照）

N，BB とも養生方法によらず養生期間が長くなれば中性加速度係数を抑制することができる

が，N が養生方法間で差が小さいのに対し，BB においては W で抑制効果が大きく，Cや Sで

は中性化速度係数の抑制の程度が小さいとしている。塩化物イオン浸透性試験については，

D1 のように養生をほとんど実施していない場合においても BB には塩化物イオンの固定化

が認められ，内部への浸透を抑制する効果が確認されてとしている（図 2.3.3.15参照）。 

 

 

図 2.3.3.7 材齢 28 日の圧縮強度 83) 図 2.3.3.8 HPC 単味(水中養生無し)に対する

BFS6 混和の圧縮強度比 83) 
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図 2.3.3.9 空隙構造の経時変化 84) 

図 2.3.3.10 平均細孔直径に与える養生の影響 84) 図 2.3.3.11 スラグ反応率 84) 

図 2.3.3.12 透気係数に与える養生の影響 84) 図 2.3.3.13 水の拡散係数に与える養生の影響 84)

図 2.3.3.14 中性化速度係数に与える養生

の影響 84) 

図 2.3.3.15 塩分浸透深さとセメント種別

の相違（D1）84) 
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久我ら 85)は，①BFS（高炉スラグ微粉末）を添加したセメントは，初期に高温履歴を受け

た場合でもその後に水中養生に供することで水和が継続し，OPC（普通ポルトランドセメン

ト）と比べて長期まで硬化体の緻密化や強度増進効果を発揮する，②高温履歴後に気中養生

を行った場合，同じく水中養生を行った場合と比べて水和反応が停滞し，高温履歴後の強度

発現性が低下する。特に BFS を添加した場合は粗大な空隙の占める割合が同じ養生条件に

おける OPC と比べて多くなる，③BFS の添加で C3S および C3A の水和は促進し，C2S の水和は

遅延する。C3S および C3A は養生条件によらず材齢 7日までに大部分が反応する一方で，C2S

および BFS は高温履歴後の水中養生によって長期まで反応が継続するとしている。 

すなわち，BFS を添加したセメントが材齢初期に高温履歴を受けた場合，その後の養生条

件による水分の供給が硬化体の物理化学的性質に影響を及ぼすことが明らかになったとし

ている。 

 

 次に，暴露試験に関する報文として， 

佐川ら 86)は，10 年間自然暴露された RC 桁からコアを採取し，高炉スラグ微粉末 6000 の

混和の有無が圧縮強度および塩分浸透抵抗性に与える影響を調べた。圧縮強度は高炉スラ

グ微粉末 6000 を混和したほうが，材齢 28 日からの増進が大きいこと，また塩化物イオン

の実効拡散係数および見掛けの拡散係数は，高炉スラグ微粉末 6000 を混和することにより

1/3 程度以下に抑えられるとしている。 

 

後藤ら 87)は，早強ポルトランドセメントのみを結合材として使用した配合と，50%を高炉

スラグ微粉末 6000 に置換した配合の供試体を，実際の PC 橋梁構造物と近い塩害環境下に

長期間（5～11 年間）暴露し，継続的に調査した。海岸部に 11 年間暴露後の供試体の観察

から，スラグ置換したものは，表面付近で塩分浸透を抑制しており，表面付近の塩分濃度は

高いが中央部は塩分浸透がないことを表している（図 2.3.3.16～17参照）としている。ま

た，11 年後における早強単味の全塩分量は多く，早強単味とスラグ置換との差異があらわ

れている。早強単味の表層 20mm 位置では，鋼材腐食限界値である 1.2kg/m3を超過したが，

スラグ置換では超過しなかった（図 2.3.3.18参照）としている。 

 

 

 

 

 

図 2.3.3.16 早強単味 87) 図 2.3.3.17 スラグ置換 87)

図 2.3.3.18 全塩分量 87)
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中村ら 88)は，国内 3箇所の屋外暴露場に供試体（早強ポルトランドセメント単味：HPC の

H40，高炉スラグ微粉末 4000:BS4 を 30%置換した H40B430，高炉スラグ微粉末 6000:BS6 を

50%置換した H40B650，参考にフライアッシュⅡ種:FA を 20%置換した H40F20）を暴露し，約

20 か月後に解体調査を行った。まず，塩化物イオンの浸透量（図 2.3.3.19参照）と見掛け

の拡散係数（図 2.3.3.20参照）については，高炉スラグ微粉末に置換したため塩化物イオ

ンの固定化能力が高まり，供試体表面付近の塩化物イオン濃度が大きくなったと考えられ

る。一方表面から 5～20mm の位置の塩化物イオン濃度は，混和材を用いた供試体で H40 よ

り小さくなった。混和材の使用により供試体内部への塩化物イオン浸透が抑制されたため

と考えられる。見掛けの拡散係数は，混和材を用いた供試体で小さく，H40B650 で 少とな

った。ここでも混和材の使用により塩化物イオン浸透抵抗性が向上したことが示されたと

している。次に，中性化深さの測定値と 100 年後の予測値（図 2.3.3.21参照）は，混和材

を用いた供試体で大きかったが，高炉スラグ微粉末で 大の H40B650 でも 0.3mm 以下であ

り，100 年後の予測値でも 3mm 以下であった。このため、高炉スラグ微粉末を用いた供試体

では中性化深さが早強ポルトランドセメント単味の供試体より大きくなるが，適切なかぶ

りを確保することにより，中性化による鋼材腐食の発生を防止することができると考えら

れるとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中 89)ら，豊福 90)らは，15 年間海岸部に暴露した供試体を調査し，高炉スラグ微粉末 6000

使用コンクリートは，早強ポルトランドセメント単味の場合に比べ硬化体が緻密化し，長期

強度の増進が大きく，塩化物の浸透を低減できるとしている。 

 

図 2.3.3.19 暴露供試体の塩化物イオン濃度の分布 88)

図 2.3.3.20 塩化物イオンの見掛けの拡散係数 88)

図 2.3.3.21 中性化深さの測定値と予測値 88)
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 次に，PCaPC 床版への適用に関する報文として， 

酒井ら 91)，高野ら 92)は，PCaPC 床版（図 2.3.3.22参照）へ高炉スラグ微粉末を早強ポル

トランドセメントの代替として適用することについて，高炉スラグ微粉末を用いるとポル

トランドセメントの場合に比較して大きいと言われる収縮特性に着目して供試体と実物大

試験体を用いて検討した。 

 

 

 

 供試体を用いた試験結果（早強ポルトランドセメントに対し高炉スラグ微粉末6000を50%

置換）から，高炉と早強コンクリートの物性としては，①乾燥収縮は同等である（図 2.3.3.23

参照）。②自己収縮は，早強に比較して高炉が 150μ程度大きい。また，早強の自己収縮は

材齢 3日程度の初期にほぼ終了するが，高炉の自己収縮は材齢 20 日前後まで増加する（図

2.3.3.24参照）。 

 

 

 

 実床版における収縮特性についての実験結果からは，①高炉は早強に比較して初期にお

いて収縮が大きいが長期的には同等となる。②高炉においても道路橋示方書の収縮に関す

る設計値を満足することが確認でき，高炉スラグ微粉末のプレキャスト PC 床版への適用は，

設計上問題ないと考えられるとしている（図 2.3.3.25参照）。 

図 2.3.3.22 プレキャスト PC床版 92) 

図 2.3.3.23 乾燥収縮 91) 図 2.3.3.24 始発時点起点の自己収縮

（雰囲気温度 20℃一定・蒸気養生）91)
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 次に，プレテンション中空桁への適用に関する報文として， 

吉村ら 93)，福永ら 94)は，沖縄自動車・億首川橋の全てのプレキャスト部材および場所打

ち部に高炉スラグ微粉末 50%置換したコンクリートを適用した。その際，電気泳動による塩

化物イオン実効拡散係数試験を実施し，塩化物イオンの浸透を抑制できることが確認でき

たとしている。また，高炉スラグ微粉末 50%置換することで，コンクリート製造に伴う CO2

排出量を約 40%低減できるとしている。 

 

 次に，環境影響に関する報文として， 

河合ら 95)は，PcaPC 床版による全面取替え（早強コンクリート）と RC 床版の全面打替え

（早強コンクリート）という，異なる補修事例を対象として環境影響評価を行った。その結

果，RC 床版による全面打替えよりも，PCaPC 床版による全面取替えのほうが環境影響は小さ

いとしている。さらに，PCaPC 床版による全面取替えの補修方法では，結合材の種類，養生

方法が環境影響の大きさに及ぼす影響が大きく，これらを変更（早強単味を高炉スラグ微粉

末混和に，蒸気養生を湿潤養生に）することによって，CO2排出量では約 23%，NOx 排出量で

は約 7%，SOX排出量では約 39%，ばいじん排出量では約 20%の削減が可能となるとしている。 

 

 後に，委員会報告として， 

日本コンクリート工学会・混和材積極利用によるコンクリート性能への影響評価と施工

に関する研究委員会報告書 96)は，高炉スラグ微粉末を利用したコンクリートに関する 近

の研究に関するまとめの記載では次の点をあげている。 

強度特性における養生の影響については，普通ポルトランドセメントを用いたコンクリ

ートと比較して一般的に初期強度は発現しにくくなるが，長期強度が発現することが知ら

れている。しかし，養生を行わない場合，水分逸散を伴うことで強度発現が停滞する。これ

は，普通ポルトランドセメントを用いた場合でも見られる現象ではあるが，混和材を利用し

たセメントではさらに顕著にみられる現象である。  

塩害については，塩化物イオンの遮蔽効果が著しく，塩害環境で利用されることが多い。

その理由として，コンクリート中の空隙構造が普通ポルトランドセメントと比較して微細

な空隙構造を形成する，塩分を固定化する能力が大きい，ことがあげられる。一般に塩化物

イオンは，コンクリート中の連続空隙中を移動するため，生成している空隙構造が微細であ

図 2.3.3.25 実床版の材齢 3 日を基点とした補正ひずみと設計ひずみ 91) 
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れば浸透速度は遅くなる。さらに，浸透した塩化物イオンは，フリーデル氏塩などのような

化学的に取り込まれ固定化される固相塩素や電気的に空隙の壁面に拘束される吸着塩素な

どの存在により浸透が制御される。高炉スラグ微粉末は Al2O3が多く含まれるため，フリー

デル氏塩になりやすいモノサルフェートを多く生成するとされ，固相塩素が多くなること

が知られている。塩化物イオンに対する抵抗性は著しく大きく，その傾向は置換率が高くな

るとさらに顕著となる。しかし，塩害における養生条件の影響は不明確な点が多い。塩化物

イオンの浸透が水分を伴うことから，養生不足で水和が停滞しているセメント粒子におい

ても，水分の供給により再水和反応が認められ，空隙の閉塞や塩化物イオンの取込みが同時

に起こることが想像できる。 

 

2.4 本章のまとめ 

 本章では，既往の研究として， 

 ①RC 中空床版の補修 

 ②鋼橋 RC 床版の補修 

について整理した。 

しかし，次に示すような課題が残されている。なお，RC 中空床版の補修における断面修

復（吹付け）については，筆者の研究 4)当時は，吹付けモルタルの品質規格や施工管理基準

が整備されていなかったため，各種施工試験を実施・検討したが，この研究 4)を踏まえて，

その後の吹付け技術の進展や基準類の整備や湿式吹付け材料の改良がなされた経緯がある

ため 23,24)，ここでは筆者の研究 4）の詳細な取りまとめとして課題を整理した。 

 まず，RC 中空床版の補修については， 

１） 劣化メカニズムについては，取りあげた例では海砂を使用していることは共通してい

るが，凍結防止剤散布の影響や飛来塩分の影響の程度が不明であること，またそれらの影響

による，鉄筋腐食からひび割れ，かぶりコンクリートの剥離・剥落，鉄筋の断面欠損による

耐荷力低下にいたる定量的影響など不明なこともあり，個別の橋梁ごとに劣化メカニズム

を把握すべきであること。そのうえで対策を検討すること。 

２） WJ 工法の現場適用にあたっては，JH 試験研究所の検討 11)がなされたばかりであっ

たので，施工機械・操作技術者の性能確認，および対象構造物の配筋状態を模擬した供試体

を用いたはつり性能確認試験が必要であること。 

３） 塩害劣化橋梁の大断面修復の実施例がなかったので，各種断面修復工法の適用性につ

いての確認のため，補修に先立ち，模擬供試体を用いた性能確認試験が必要であること。 

 

 次に，鋼橋 RC 床版の補修については， 

１） 劣化メカニズムについては，既設床版の増厚の有無や飛来塩分の有無，凍害環境の有

無，交通特性，建設年代，などの要因もかかわると考えられること，またそれらの影響によ

る，鉄筋腐食からひび割れ，かぶりコンクリートの剥離・剥落，鉄筋の断面欠損による耐荷

力低下にいたる定量的影響など不明なこともあり，個別路線ごとに劣化メカニズムを把握

すべきであること。そのうえで対策を選定すること。 

２） 床版取替工法については，高速道路においては，一体プレキャスト PC 床版，橋軸方

向 RC 接合が主流であるが，プレキャスト PC 床版・場所打ちコンクリート部材の高耐久化
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対策については定まったものがなく，検討が必要であること。 

３） 高炉スラグ微粉末を混和したコンクリートの使用は，床版の高耐久化に有効であるが，

養生条件の影響があること。 

 

以上の課題について第３章にて RC中空床版の補修に関する検討結果について，第４章に

て鋼橋 RC床版の補修に関する検討結果について述べ，第５章にまとめとそれらの維持管理

計画のシナリオデザインを述べる。なお，中国地方における高速道路橋コンクリート構造物，

わけても中国自動車道の高速道路橋の劣化した実構造物を研究対象として，高耐久化を目

指した検討を行った。 
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第３章 RC 中空床版の維持管理計画に関する検討 

 

3.1 本章の目的 

 第２章では，RC 中空床版の補修については， 

①劣化メカニズムについては，取りあげた例では海砂を使用していることは共通してい

るが，凍結防止剤散布の影響や飛来塩分の影響の程度が不明であること，また，それらの影

響による，鉄筋腐食からひび割れ，かぶりコンクリートの剥離・剥落，鉄筋の断面欠損によ

る耐荷力低下にいたる定量的影響など不明なこともあり，個別の橋梁ごとに劣化メカニズ

ムを把握すべきであること。そのうえで対策を検討すること。 

②WJ 工法の現場適用にあたっては，JH 試験研究所の検討 10)がなされたばかりであった

ので，施工機械・操作技術者の性能確認，および対象構造物の配筋状態を模擬した供試体を

用いたはつり性能確認試験が必要であること。 

③塩害劣化橋梁の大断面修復の実施例がなかったので，各種断面修復工法の適用性につ

いての確認のため，補修に先立ち，模擬供試体を用いた性能確認試験が必要であること。 

などを述べた。 

 そこで，事例対象とした中国自動車の劣化した RC 中空床版橋（城山高架橋）について，

劣化メカニズム，劣化予測，断面修復を用いた対策，モニタリング等について検討した。 

 

3.2 維持管理計画の基本 

3.2.1 維持管理の流れ 

 塩害により劣化した RC 中空床

版橋の維持管理の手順を図3.2.1.1

に示す。本手順はコンクリート標準

示方書維持管理編 1)に示される一

般的な維持管理の手順を基本とし

ている。従来の劣化構造物について

は，現状を調査し，その結果にもと

づいて評価・判定することによって

補修対策が講じられてきたが，今回

の検討では，構造物の目標残存耐用

期間を設定することにより，補修後

の構造物の維持管理も視野にいれ

た計画を立案する。本維持管理計画

の特徴は，補修後の劣化予測を行っ

たこと，およびモニタリングの継続

的な実施を取り入れたことにある。 

 

 

 

 図 3.2.1.1 維持管理の手順 
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3.2.2 現状の把握 

（1）劣化状況の把握と劣化原因の推定 

事前調査として，対象となるコンクリート構造物の構造，施工および環境の特徴と，過去

の劣化および対策に関する維持管理の経緯を確認した。さらに，劣化に対する詳細調査を実

施したうえで，劣化状況の把握と劣化原因の推定を行った。 

（2）劣化予測 

 劣化原因の推定において，凍結融解やアルカリ骨材などの影響がないことを確認した後，

中性化，塩化物イオンおよび鉄筋の腐食に対する詳細な検討を行った。示方書では，コンク

リート表面の塩化物イオン濃度すなわち境界条件を一定とした拡散方程式の解を用いコン

クリート深さ方向での塩化物イオン濃度を予測し，鋼材位置の塩化物イオン濃度を指標と

した検討方法が示されている。 

 しかし，鋼材の腐食進行の程度は，かぶり，コンクリートの品質，中性化深さ，塩化物イ

オン濃度，酸素や水分の供給状態，周辺の気温や湿度などの要因の複合作用によって決まる。

これらの複合劣化は， 近注目され，研究も活発に行われるようになったが5)，各々の要因

を複合して取り扱うことができる腐食進行予測モデルは必ずしも確立されていないのが現

状である。 

一方， 適化手法のひとつであるニューラルネットワークを用いた劣化予測手法が開発

されている4)。ニューラルネットワーク手法は，設定したネットワーク構造において，情報

の伝達経路の重みを自己学習により求めるものであり，脳における情報処理方法を工学的

にモデル化したものである6)。ここでは， も一般的に用いられており，アルゴリズムも単

純な階層型ニューラルネットワークを適用している4,6)（図3.2.2.1参照）。これは，各々の

要因と腐食進行の予測モデルが不明確で，多数の要因を複合して取り扱う場合に適してい

る。現状のまま対策を講じない場合の腐食進行を予測する場合や，さらに複雑な要因となる

断面修復や表面被覆などの対策後の腐食進行について予測する場合には，数値データとし

て予測結果を得ることが可能である。そこで，本検討では，劣化予測を鉄筋の腐食グレード

の予測として行う目的で，示方書の手法に合わせ，ニューラルネットワーク4)による劣化予

測を行った。なお，入力層としては，鉄筋のかぶり，中性化深さ，鉄筋位置全塩化物量，ひ

び割れの有無などのかぶりコンクリートの状況，気温，湿度，降水量の7項目とし，出力層

は鉄筋の腐食度としている4)。 

（3）構造物の現状に対する評価および判定 

現状の劣化状態と劣化予測の結果に基づき，対象としたコンクリート構造物の性能の評価

および判定を行った。ニューラルネットワーク手法による劣化予測では，腐食発生限界の塩

化物イオン濃度ではなく，表 3.2.2.1 に示した示方書が定める腐食グレードの区分によっ

て判断することとした。なお，表中のグレードを示方書とは異なり算用数字で表現している

のは，ニューラルネットワーク手法の計算値が整数にならないことに起因するものである。

劣化予測手法は，現状では必ずしも高い精度を期待することはできないことから，安全側の

評価を行うものとし，示方書に示された鉄筋の腐食グレードが，区分 2 を超える場合に構

造物が要求される性能を維持できないものと判定した。したがって，断面修復における劣化

コンクリートの除去は，図 3.2.2.2に示すとおり，はつり調査によって明らかになった現状

の腐食状態と，劣化予測手法を用いた将来的に予想される腐食グレードによって決定した。 
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腐食グ
レード

鋼材の状態

1
黒皮の状態,またはさびは生じているが全体的に薄い緻
密なさびであり,コンクリート面にさびが付着している
ことはない．

2 部分的に浮きさびはあるが,小面積の斑点状である．

3 断面欠損は目視観察では認められないが,鉄筋の全周ま
たは全長にわたって浮きさびが生じている．

4 断面欠損が生じている．

（グレードは，劣化予測手法を考慮して算用数字で表した）

表 3.2.2.1 腐食グレードと鋼材の状態 1) 

現状の腐食
状態の把握

腐食進行に対
する将来予測

補修方法
の決定

配力鉄筋の
はつり出し

腐食グレード
による判定

配力鉄筋の
腐食進行予測

腐食グレード
による判定

点検の強化

主鉄筋の
はつり出し

腐食グレード
による判定

主鉄筋の
腐食進行予測

腐食グレード
による判定

配力鉄筋背後ま
ではつりを実施

主鉄筋背後まで
はつりを実施

区分
１,２

区分２
以下

区分
１,２

区分３,４

区分２を
超える

区分３,４ 区分２
以下

区分２を
超える

 

図 3.2.2.2 断面修復における劣化コンクリートの除去に対する考え方 

図 3.2.2.1 階層型ニューラルネットワークの概念図 4,6) 
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3.2.3 補修に関する考え方 

補修方法は同形式の橋梁であっても対象構造物の状況によって適切な方法は異なり，今

後，新たな補修材料・工法の開発もあり得る。したがって，補修に関する考え方は，本論文

で対象とした RC 中空床版橋を具体的な事例としたものである。 

 

（1）残存設計耐用期間および維持管理区分の設定 

対象とする橋梁の設計耐用期間は，コンクリート構造物の本来の耐久性能や，今後の維持

管理の増大を考慮し100年とした。すなわち，調査時点で供用期間が26年であるので，残存

設計耐用期間74年を想定したことになる。また，示方書が示す予防維持管理，事後維持管

理，観察維持管理および無点検維持管理の維持管理区分については，本検討では，補修後の

維持管理区分を予防維持管理とし，腐食に対するモニタリングの実施を行うこととした。 

（2）劣化個所の分類と劣化個所ごとの補修対策 

検討の対象は，床版下面の劣化部と非劣化部，および桁端部とした。なお，劣化部と非劣

化部は，対象構造物において補修の優先などを考慮して便宜上使用しているものである。こ

こで，劣化部とはかぶりコンクリートが広い範囲で剥離・剥落している箇所であり，そうで

ない箇所は非劣化部と定義している。今後の維持管理方法に依存するところも大きいが，補

修対策方法としては，設計耐用年数を可能にし得るものを選定した。なお，劣化部のはつり

やその後の断面修復の性能については明らかになっていない部分が多いので，実験によっ

て性能を確認した。 

（3）補修後の劣化予測 

補修を施した箇所においても未補修のコンクリートと同様に劣化が進行する。そのため，

補修材の性能を適切に想定し，補修材には腐食因子を遮断する性能が高いものを使用する

方が効果的であるが，評価方法が確立しておらず，特定の補修材に対する性能は明らかでな

いことが多い。また，施工上の問題から，鉄筋が密集した大断面の断面修復を必要とする本

橋の補修に適用できない補修方法である可能性もある。そこで，水セメント比 40～50%の

範囲を設定し，その中心となる 45%に相当する性能を有する補修材を用いた断面修復工法

について，併せて伸縮装置部における防水処理を併用した場合について，鉄筋の腐食進行を

予測した。なお，水セメント比を 30％台にすると自己収縮が大きくなることが懸念される

こと，また既設コンクリートより耐久性の面で高品質なコンクリートを目指し，水セメント

比の上限を 50％程度としたことより，水セメント比を 40～50%に設定した。 

（4）モニタリング 

現状では，劣化予測や補修材料の評価などが確立しておらず，補修後の劣化には不確実性

が残る。そこで，自然電位と分極抵抗などの測定によってモニタリングを実施して劣化の進

行を把握することにした。また，断面修復を行った後の将来的な再劣化に対処できるように，

今回の補修段階から電気防食工法の準備として，排流端子(供用後の残存供用期間を考慮し，

ステンレス製のもの)を設置することにした。 

 

3.3 劣化の状況の把握と劣化メカニズムの推定 

3.3.1 対象橋梁 

補修検討の対象とする橋梁は，図3.3.1.1に示すとおり，中国自動車道美祢IC～美祢西IC
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間に位置するRC連続中空床版橋（城山高架橋：橋長170.0 m ,支間長17.0m，幅員11.4～

13.7m，主版厚900mm）である。上下線分離形式で，縦断方向に5%，横断方向に 大7%の

こう配を持つ。昭和47年に建設が着工され，2年後の昭和49年7月から供用が開始された。

本橋は，山口県内の谷部に位置する橋梁であり，風通しの良い場所である。気候は比較的温

暖で氷点下になることは年1日程度である。しかし，利用者の安全性を確保する目的で凍結

防止剤が冬期に散布される。 

使用されたコンクリートの設計基準強度は 23.5N/mm2 (240kgf/cm2)である。本橋の設計

は，鉄筋コンクリート道路橋示方書（昭和 39 年）および JH 設計要領第二集（昭和 45 年）

に準拠している。施工当時の記録によれば，本橋に使用したコンクリートには下関吉田川産

海砂が使用された。 

 

 

 

3.3.2 劣化の状況の把握 

JH中国支社管内におけるコンクリート橋の著しい劣化は，桁端部，床版下面および張出

 

10200 

13150＋α 
950＋α 11500 700

500 3500 3500 500 3500

0～7％ 

φ650

90
0 5％

床版下面 

伸縮装置 
桁端部鉛直面

A1橋台 橋脚 

17000 

A2 橋台 

170000 

(単位：mm)

図 3.3.1.1 対象とした RC 中空床版橋の一般図・断面図(下り線)・側面図 
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部に見られ，対象としたRC中空床版橋も同様の傾向が確認された。RC中空床版橋は，床版

橋の特性を持ちながら，軽量化，経済性，美観に優れる形式の橋梁として広く採用されてき

た。しかし，コンクリート打設時の円筒型枠によるコンクリートの充填阻害や，浮きによる

上床版厚の不足等により，供用後にその部分が弱点となり維持管理を難しくしていること

が顕在化している。しかも，床版下面は応力が引張側となることも含め，劣化が顕著になる

場合が多い。 

図3.3.2.1は，対象橋梁の床版下面の劣化部における劣化状況であり，コンクリートの剥

離と鉄筋の腐食が顕著であることがわかる。図3.3.2.2～3は，桁端部鉛直面の劣化状況であ

り，表面には剥離は見られないが，はつり後は，局部的に鉄筋腐食が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.2.1 床版下面の劣化状況（劣化部） 

図 3.3.2.2 桁端部鉛直面の外観 

図 3.3.2.3 桁端部の切り出しブロックの鉄筋腐食状況 
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表 3.3.2.1に示すとおり，今回の補修検討を開始するまでの 26 年間の供用中に何度かの

軽微な劣化が発生し，それに対する補修対策が繰り返されている。本橋の変状は供用から 12

年後に確認されており，床版下面においてかぶり不足個所における鉄筋の露出が見られた。

その変状箇所には，断面修復，表面被覆，水切りおよび橋面防水の処置が施されたが，それ

らの処置を施しても，かぶりコンクリートの浮き・剥離や鉄筋の腐食が進行し，今回の抜本

的な補修検討に至っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.3.2.2は，平成 10～11 年に劣化が進行した床版下面を中心に実施した詳細調査の結

果である。コンクリートの剥離は，前述のように目視でも確認されているが，剥離していな

い個所においても赤外線法，打音法の結果によって空洞の存在を確認した（図 3.3.2.4 参

照）。変状率（面積比率）は，全体の約 4%に過ぎないが，こう配の下流側での劣化は激し

く，20%に達する区間も存在した（図 3.3.2.5 参照）。一方，鉄筋に対する調査では，鉄筋

間隔は設計通りであるものの，かぶり不足の個所もあり，配力鉄筋が著しく腐食した箇所も

確認された。主鉄筋については，はつり調査と，自然電位，分極抵抗の測定から腐食の進行

は軽微であることがわかった。なお，鉄筋の腐食度は 2 がほとんどであるが，腐食が進行し

た箇所では 4 に達していた。 

コンクリートの品質に関しては，反発度，コアの物性，配合分析，細孔径分布，アルカリ

骨材反応および中性化深さの結果には異状は見られなかったものの，コンクリート中の塩

化物イオン濃度は，その大半が腐食発生限界である1.2kg/m3以上1)であり，局所的には極め

て過大な値も示した。なお，RC中空床版は普通ポルトランドセメントを使用し，設計基準

強度は24N/mm2であり，3.4.1に示すように水セメント比を62.5％と設定すれば，腐食発生

表 3.3.2.1 対象構造物の変状と実施された対策の経緯（下り線）
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限界塩化物イオン濃度3)は約1.5kg/m3となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.3.2.2 対象 RC 中空床版橋に対する調査結果の概要 

図 3.3.2.5 径間ごとの変状率の比較 図 3.3.2.4 赤外線調査結果例（下り線 P4～P5）
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3.3.3 劣化メカニズムの推定 

 図 3.3.3.1 は，床版下面において採取したコア供試体中の塩化物イオン濃度の深さ方向

への分布を表したものであり，その分布に特徴がある代表的な 4 例を示した。まず，図中の

A-A2-中央分離帯側に示すように深さ方向の塩化物イオン濃度がほぼ一定であることや，他

の箇所においても十分に深い位置における塩化物イオン濃度が高いことから，内在塩分の

影響が明らかである。すべてのコアについて深さ 150mm 以上で 小となる値は，1.93kg/m3

であり，腐食発生限界である 1.2kg/m3よりも高いことがわかる。中国地方は骨材事情が悪

く，平成 26 年現在でも細骨材に海砂を使用することがあるが，供用開始された昭和 49 年

に初めて，コンクリート標準示方書の海砂の規定（NaCl 換算で 0.1%以下）が制定されて

おり，本橋において塩化物イオン濃度が全体的に高い理由であると推測される。なお，当時

は骨材以外の材料の塩化物イオン量に関する規制はないので，塩化物イオン濃度が高い理

由は，塩化物を含む混和剤の使用など海砂だけに起因するものではないと考えられる。 

A-A2-中央分離帯側およびB-A1-路肩側では深さ方向に対する塩化物イオン濃度の変化が極

めて小さい一方，A-A1-中央分離帯側およびB-A1-桁中心では表面近くになるにしたがい，

塩化物イオン濃度が高くなっており，とりわけ，B-A1-桁中心では30mm箇所で34kg/m3に

達している。そのため，対象橋梁の劣化は，山間部の立地条件と冬期の凍結防止剤の散布を

考慮すれば，コンクリート表面からの凍結防止剤の浸透が大きな原因であることが明らか

である。なお，B-A1-桁中心においてコンクリート表面から10mmの塩化物イオン濃度が低

下しているのは，表3.3.2.2に示すように中性化が13～22mmまで進行していることを考え

れば，既往の見解7)どおり，主として中性化（炭酸化）の影響であるものと考えられる。な

お，既往の見解7)では，コンクリート中に塩分がある場合には，その塩分を固定化していた

フリーデル氏塩が炭酸化反応により分解して，塩化物イオンを解離する。解離した塩化物イ

オンは，未炭酸化部分に移動・濃縮し，鉄筋の腐食に影響をおよぼすことになるとされてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に，鉄筋の腐食度に着目した場合，前述のとおり，塩化物イオン濃度が 1.2kg/m3以上

であることを考えれば，内部塩分によって腐食が進行している可能性がある。図 3.3.3.2は，
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図 3.3.3.1 床版下面における塩化物イオン濃度の分布の代表例 
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床版下面と桁端部鉛直面における鉄筋の腐食度と鉄筋付近の塩化物イオン濃度の関係を調

べたものである。図中には腐食発生限界塩化物イオン濃度 1.2kg/m3 および 2.5kg/m3 を付

記した。いずれにおいても，鉄筋付近の塩化物イオン濃度が高くなるにしたがい，腐食が進

行していることがわかる。床版下面においては，やはり，1.2kg/m3 程度の塩化物イオン濃

度の存在によって腐食度 1,2 となる可能性があり，2.5kg/m3 では腐食度 4 に達した箇所が

存在している。なお，図中において塩化物イオン濃度が過大な点が 5 点存在するが，この箇

所は伸縮装置近傍で，かつ表面被覆が施された箇所であった。一方，桁端部に関しては，塩

化物イオン濃度が 2.5kg/m3であっても腐食度 1,2 が各 1 箇所存在するだけであり，床版下

面とは腐食の進行が大きく異なる。これは，桁端部鉛直面では実際のかぶりが 80mm 程度

と大きいことやひび割れが少ないことなどにより，中性化や酸素供給の影響が極めて小さ

いためと推測される。 
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そこで，床版下面および桁端部の鉛直面を総合的に評価し，かぶりおよび中性化の影響を

考慮する目的で，図 3.3.3.3においては，中性化残りと鉄筋位置の塩化物イオン濃度を軸に

とり，両地点の腐食度の分布を表した。図中には腐食発生限界塩化物イオン濃度 1.2kg/m3

および 2.5kg/m3 と，設計上の腐食限界となる中性化残り 10mm(塩分を含まない場合)，

25mm(塩分を含む場合)の線を付記した。この図により，中性化残りが大きくなるにしたが

い，鉄筋位置の塩化物イオン濃度が高い状態で腐食が始まっていることがわかる。この場合，

鉄筋のかぶりが様々であるので，中性化残りはかぶりの相違を表すものでもある。床版下面

は，配力筋やスターラップのかぶりが小さいために，中性化残りが 10mm もしくは 25mm

よりも小さくなるものが多い。このような箇所では鉄筋付近の塩化物イオン濃度が

1.2kg/m3 程度であっても腐食が進行していることがわかる。また，腐食限界の中性化残り

としては，塩分の存在を考慮した 25mm 程度を想定するのが適当であると判断される。一

方，桁端部は中性化残りが 70mm 以上となり，この影響を受けない場合の腐食発生限界塩

化物イオン濃度は 2.5kg/m3であると判断される。 

このように，本橋の劣化は，建設時における除塩不足の海砂の使用と供用後の凍結防止剤

の散布に伴う塩害によるものであるが，塩化物イオン濃度の偏在が顕著であり，著しい鉄筋

の腐食は，局部的に塩化物イオン濃度が高い箇所がほとんどであることを考えれば，主因と

しては，凍結防止剤の散布によるものであると判断される。この局部的な塩化物イオン濃度

の増加は，縦断こう配が大きいことにともなって，その下流側の伸縮装置部から漏水し，床

版下面を伝ったこと，さらには表面被覆が施されたことから浸透した塩分が蓄積されたこ

とが影響していると推測される。しかし，床版下面においては，中性化残りが 25mm 以下

の結果も多く，かぶりの不足，ひび割れの発生，乾湿の繰返しなどの様々な要因が複雑に関

係し合っていることも，劣化の進行を助長した原因であることも考えられる。 

 

3.4 現状に基づく劣化予測とその評価 

劣化の詳細調査によって得られた結果をもとに， 対象の RC 中空床版橋の劣化予測を行

った。ここでは，劣化予測の一例として，床版下面の劣化が激しい箇所に対して補修を行わ

ない場合，将来の鋼材の腐食進行を予測した結果を記載する。 

 

3.4.1 中性化に対する検討 

示方書 1)では，中性化の予測方法として，式(3.4.1.1)を示している。 

tBWRy 0.957.3                                  (3.4.1.1) 
ここに， 

y  : 中性化深さ(mm) 

R : 環境の影響を表す係数 

乾燥しやすい環境 : R =1.6 
乾燥しにくい環境 : R =1.0 

BW  : 有効水結合材比 

t  : 中性化期間（年） 

コアの配合分析と圧縮強度によって推定した水セメント比の多くは 60～65%の範囲であ

った。水セメント比をその範囲の平均 62.5%，床版下面が乾燥しやすい環境であると仮定し

た場合には，中性化深さは 17mm と計算され，実測値 13～22mm とほぼ一致した。対象橋
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梁の劣化が著しいことや不確定要素も含まれることを考慮し，安全側の実測値の 大値

22mm（計算値に対して安全係数 1.3 を加味した値に相当）を採用することにした。中性化

速度係数は式(1)と同様に t 則が成立するものとして計算すると，4.3mm/ 年 となった。 

 

3.4.2 塩害に対する検討 

塩化物イオンの浸透は，示方書と同様に，フィックの第 2 法則である拡散方程式の解に

対し，境界条件を一定とした式(3.4.2.1)を基本にした。なお，式(3.4.2.1)は初期含有塩化

物イオン濃度を考慮したものである。 

Ci
tD

x
erfCotxC

2
1,                                         (3.4.2.1) 

ここに， 

txC ,  : 塩化物イオン濃度(kg/m3) 

Ci  : 初期含有塩化物イオン濃度(kg/m3) 

x  : 表面からの距離(cm) 

t  : 時間(年) 

Co  : 表面における塩化物イオン濃度(kg/m3) 

D  : 塩化物イオンの見かけの拡散係数(cm2/年) 

erf  : 誤差関数 

 

式(3.4.2.1)の実際の適用では，移動する塩化物イオンを細孔溶液中の塩化物イオンとし，

固定化の影響も考慮して計算した 8)。このときの濃度の単位は mol/l であり，式(3.4.2.1)

の単位に換算するには，コンクリート中の単位自由水量とコンクリートの単位質量が必要

となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.4.2.1 床版下面において採取箇所ごとに求めた表面塩化物

イオン濃度，見掛けの拡散係数および推定水セメント比の計算結果
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表 3.4.2.1は，式(3.4.2.1)を用いて計算した，床版下面における採取箇所ごとの表面塩

化物イオン濃度，見かけの拡散係数および推定水セメント比である。ここで，推定水セメン

ト比は，示方書 2)が与える塩化物イオンの見かけの拡散係数と水セメント比の関係を表す式

(3.4.2.2)によって，拡散係数から水セメント比を逆算したものである。なお，式(3.4.2.2)

は，普通ポルトランドセメントを使用したコンクリートに対する推定式である。 

5.22.729.3log CWCWD                                 (3.4.2.2) 

ここに，   

D  : 塩化物イオンの見かけの拡散係数(cm2/年) 
CW  : 水セメント比 

 

また，図 3.4.2.1 は床版下面と桁端部鉛直面におけるコンクリート表面からの距離と塩

化物イオン濃度の関係を表すものであり，実測値と式(3.4.2.1)を当てはめた曲線を示して

いる。桁端部では，全体のデータをフィッティングさせた場合と，1 箇所から採取したコア

において深さ方向に 3 点のデータを測定したものに対して式(3.4.2.1)で回帰した結果を表

している。ここで，初期含有塩化物イオン濃度は，コンクリート表面から十分に深い箇所の

塩化物イオン濃度の 小値 1.93kg/m3（床版下面）および 1.80kg/m3（桁端部）と仮定した。

初期含有塩化物イオン濃度が 1.2kg/m3を超えており，示方書改訂資料に記載されるように

9)塩化物イオン濃度で判断した場合には，橋梁全体に対して現時点で補修対策を講じる必要

があり現実的ではない。 

なお，中性化の進行は塩化物イオンの移動に影響を与えるため，中性化範囲のデータはフ

ィッティングに用いないことが考えられるが，中性化による塩化物イオンの濃縮程度が明

らかでないため，中性化の影響は考慮しなかった。  

 

 

 

 表 3.4.2.1に示すとおり，式(3.4.2.1)によって得られた表面塩化物イオン濃度および見

かけの拡散係数は，採取箇所によってかなり異なる。これは，3.3において検討したように，

凍結防止剤による表面からの塩分浸透などの境界条件，コンクリートの強度のばらつき，ひ
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図 3.4.2.1 床版下面および桁端部鉛直面のコンクリート表面からの距離と塩化物イオン濃度の関係
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び割れ，剥離などの劣化進行状況が個々に異なることに影響しているものと考えられる。し

かし，推定した水セメント比は 41～65%の範囲，平均 52%であり，配合分析や圧縮強度に

よる推定水セメント比と大幅に異なるものではない。 

これらの値は，表 3.4.2.1 および図 3.4.2.1に示すとおり，床版下面，桁端部ともに，測

定値全体をとらえるか，それとも個々のデータで計算するかによってもかなり異なる。しか

し，示方書改訂資料 2)によって，式(3.4.2.2)の元データをみる限りでは式に対して±1 オー

ダー程度のばらつきがあり，実際の構造物を対象とした表 3.4.2.1，図 3.4.2.1の結果にみ

られるばらつきも同様の範囲のばらつきである。今回の検討では凍結防止剤による劣化を

考慮することが重要であることを考え，見かけの拡散係数はやや小さい値になるものの，凍

結防止剤の浸透に伴い，表面の塩化物イオン濃度が局所的に極めて大きな値となり，実測

大値（34kg/m3）を含む全体のデータをほぼ包含するようにフィッティングさせる方法を採

用した。床版下面に対し，計算に用いた表面の塩化物イオン濃度および見かけの拡散係数は，

それぞれ，50kg/m3と，0.63cm2/年である。 

 

3.4.3 鉄筋の腐食進行予測と現状評価およびその判定 

3.4.1および 3.4.2に示す中性化と塩化物イオン濃度に関する諸値を用い，ニューラルネ

ットワークを用いて，将来的な鉄筋の腐食進行を予測した。ここで用いたニューラルネット

ワークは，海水の影響や海砂の影響で塩害劣化した構造物の調査結果からそのネットワー

クを構成したものである 4)．図 3.4.3.1 に示すように，塩化物イオン濃度が高い場合には，

供用後 26 年を経過した現時点で，かぶり 55 ㎜までの鉄筋は腐食グレード区分 3 を超え，

その後も腐食が急激に進行する。また，かぶり 135 ㎜の鉄筋（2 段目主鉄筋相当）は供用 60

年までに腐食グレード区分 2 を，かぶり 75 ㎜の鉄筋は設計供用期間 100 年までに腐食グレ

ード区分 3 を超えるものと推測される。ニューラルネットワークによる劣化予測方法は，

まだ確立されておらず，初期含有塩化物イオン濃度も高いことから安全側の対策が必要で

ある。以上のことから，設計耐用期間 100 年に至るまでに所要の機能を維持するためには，

評価時点において適切な対策を講じる必要があると判断された。 
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図 3.4.3.1 対策を施さない場合の供用期間と鉄筋の腐食度の関係 
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3.5 対策の基本計画 

3.5.1 補修対策の選定 

塩害を受けた構造物の対策としては，構造物の要求性能や劣化のグレードに応じて，表面

被覆工法や電気化学的補修工法，断面修復工法を選定し，さらに耐荷力，変形性能などに支

障がある場合に補強，打ち換え（架け替え含む）を行うのが一般的である。対象とした橋梁

は，詳細調査の結果，進展期から加速期の段階であり，耐荷性能は有していることから，対

策として電気化学的補修工法もしくは断面修復工法の適用が必要と判断された。選定した

対策は，コンクリート中の塩化物イオン濃度が高い値であり，多くの個所でコンクリートの

はく離が顕著であるため，電気化学的補修工法を選定した場合も相当規模の断面修復工法

を併用する必要があることから，大規模な断面修復工法によって高濃度の塩化物を取除き，

直接的に腐食因子を遮断することを基本とした。 

なお，桁端部については，事前調査が困難であることおよび激しい劣化が予想されたため，

切断後に打ち換えることとした。 

 

3.5.2 対策後の劣化予測 

対策後の劣化予測を行う上では，補修材料の性能を定量化する必要がある。しかし，補修

材料の耐久性能に関する定量的な評価方法は確立しておらず，とくに，普通コンクリート以

外の材料を使用する場合にはその性能は明らかでないことが多い。本補修では 3.2.3 に示

すとおり水セメント比 40～50%のコンクリートを設定し，劣化予測にはその平均値である

45%と同等の性能を有する補修材料を使用することにした。なお，この水セメント比は，表

3.4.2.1の 小値よりは大きいものであるが，平均値に比較して小さく補修材料として適当

であると判断した。補修材料には表面被覆材を使用せず，無機系の断面修復材を想定し，伸

縮継手部における防水処理を併用した場合についても鉄筋の腐食進行を予測した。  

なお，非劣化部については，一部軽微な腐食が見られたため，配力鉄筋の取替えおよび配

力鉄筋までの断面修復を行い，さらに，非劣化部および劣化部と非劣化部の境界近傍にモニ

タリングセンサを設置することとした。 

（１）断面修復材の塩化物イオンに対する検討 

想定した水セメント比 45%の断面修復材における塩化物イオンの拡散係数は，前述の式

(3.4.2.2)により，0.89cm2/年と計算されたが，安全側に数値を丸めて 1cm2/年とした。伸

縮装置部の防水処理は，伸縮装置部からの漏水の防止，桁端部の防水や水切りを行うことを

想定し，それらの処理により，表面塩化物イオン濃度は非劣化部と同程度であると仮定した。 

（２）断面修復材の中性化に対する検討 

断面修復材の中性化速度係数は，式(3.5.2.1)に示すように，断面修復材と橋体コンクリ

ートの塩化物イオン拡散係数を用い，その比の平方根を橋体コンクリートの中性化速度係

数に乗じて計算した。これは，中性化の進行も塩化物イオンの移動と同様にコンクリート中

の物質移動によるものであり，その移動のし易さは，断面修復材の水セメント比の関数であ

ると想定できるとしたことによる。ディメンジョンも考慮して 式(3.5.2.1)のように仮定

した。 
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cr
D

cp
D

cc
R

cp
R                                  (3.5.2.1) 

ここに， 
:  断面修復材の中性化速度係数(mm/ 年 )  

:  コンクリートの中性化速度係数 (mm/ 年 ) 

: 断面修復材における塩化物イオンの見かけの拡散係数(cm2/年) 

: 橋体コンクリートにおける塩化物イオンの見かけの拡散係数(cm2/年) 

 

得られた水セメント比45%の断面修復材の中性化速度係数は5.45mm/ 年 である。一方，

示方書の中性化に関する式(3.4.1.1)において，右辺の t にかかる値は，中性化速度係数に

相当する。水セメント比を 45%，乾燥しやすい環境(R=1.6)として計算した中性化速度係数

は，0.77mm/ 年 となり，前述の塩化物イオンの見かけの拡散係数から求めた値よりもかな

り小さい。これは，前述の断面修復材における見かけの拡散係数の設定に起因するものであ

ると考えられるが，今回の劣化予測では 5.45mm/ 年 を用いることにした。 

（３）断面修復後の鉄筋の腐食進行予測 

表3.5.2.1には劣化予測に用いた設定値を，図3.5.2.1～3には，対策を講じた場合の中性

化深さ，塩化物イオン濃度および鉄筋の腐食グレードと供用期間の関係を示す。断面修復の

みの補修対策では，かぶり145㎜の鉄筋（2段目の主鉄筋に相当）は，供用期間60年程度まで

が腐食グレードが区分2の限界である。しかし，伸縮装置部の防水処理を併用することによ

り，2段目の主鉄筋は100年まで腐食グレードが区分2を超えない状態であると推定される。 

ここで，断面修復の設定値としてかなり安全側の値を採用しており，実際には，断面修復

のみであっても予測された腐食グレードには達しない可能性が高く，必ずしも防水処理を

必要とするものではない。しかし，ここで用いたニーラルネットワーク手法を含め，耐久性

を評価する手法は，現時点では確立していないこと，並びに設計耐用期間 100 年という長

期間の供用を想定したことを考え合わせ，断面修復と伸縮装置部の防水処理を併用するこ

とが望ましいものと判断した。 

 

 

 

 

cp
R

cc
R

cr
D

cp
D

はつり深さ(mm) 100

断面修復厚さ(mm) 120

中性化速度係数(mm/   ） 5.45

防水なし 50(目標値)
*

防水あり 5(目標値)
*

コンクリート 0.63

断面修復材 1

塩化物イオンの拡散係数

(cm2/年)

表面塩化物イオン濃度

(kg/m3)

年

* 3.4.2に示したように，式(3.4.2.1)を細孔溶液中の塩化物イオン
の移動としているため，計算では表面塩化物イオン濃度も，kg/m3

単位の目標値を定めて mol/l 単位の環境の濃度として与える．この
ことから，目標値と計算値に若干の相違が生じる． 
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表 3.5.2.1 劣化予測に使用した各設定値 

図 3.5.2.1 対策を施した場合の供用

期間と中性化深さの関係
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3.5.3 劣化予測により得られたはつり深さと断面修復厚さ 

劣化予測によって得られたはつり深さと断面

修復厚さを，図 3.5.3.1に示す．はつり深さは，

1 段目の主鉄筋背後のコンクリートに対し，

30mm 以上をはつり取ることにした。このはつ

り深さの決定に際しては，その後の断面修復の

充てん性や作業性も考慮したものである。一方，

断面修復厚さについては，かぶり 35mm とした

場合の劣化予測の結果は図 3.5.2.3 に示したか

ぶり 55mm の結果よりも進行がかなり早いこと

から，かぶり 55mm を確保するものとした。こ

れにより，2 段目鉄筋のかぶりを 145mm 以上に

保つことができ，100 年まで腐食グレードが区分

2 を超えないことになる。 
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図 3.5.2.2 対策を施した場合の供用期間と塩化物

イオン濃度の関係 

図 3.5.2.3 対策を施した場合の供用期間と

鉄筋の腐食度の関係 

はつり 断面修復

  
 

コンクリート（健全部）

コンクリート（劣化部）

断面修復材

断面修復後の
仕上がり面

床版コンク
リート面

30mm
以上
を確保

はつり

55mm
以上

を確保

配力鉄筋

1段目主鉄筋

2段目主鉄筋

図 3.5.3.1 想定したはつり深さと断面

修復厚さ 
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3.5.4 鉄筋の防錆処理 

欠損断面が大きな鉄筋（配力筋，スターラップ）は切断し，機械継手などを介して工場で

製作されるエポキシ樹脂塗装鉄筋に取替えを採用したが，軽微な鉄筋に対しては，鉄筋表面

のさびを除去した後に塗布する防錆剤として，エポキシ樹脂と亜硝酸リチウムの塗布を候

補として選定した。しかし，D32 鉄筋が 100mm 間隔で配置される箇所などもあり，現場に

おける塗布状態の均一性が懸念された。また，断面修復材を強力な吹付け圧力によって吹付

け施工するため，鉄筋に現場で塗布したエポキシ樹脂がサンドブラストを施したように摩

耗やはく離することが明かになり（図 3.5.4.1～2参照），その場合には塗装の影響が十分に

期待できないため，亜硝酸リチウムを塗布することとした。また，工場製作エポキシ樹脂塗

装鉄筋に対して乾式吹付けを試してみたところ，鋼繊維混入吹付けの場合に塗装面にピン

ホールが確認され（図 3.5.4.3 参照）,ビニロン繊維混入吹付けの場合は塗装面は損傷して

いなかった（図 3.5.4.4参照）。よって，工場で製作されるエポキシ樹脂塗装鉄筋を使用し

て乾式吹付けを行う場合で，鋼繊維を混入するときは，ピンホールなどの塗膜欠損に対する

対策が必要となることが分かった。なお，亜硝酸リチウムによる長期的な鉄筋防錆性能が必

ずしも明らかになっていないことから，劣化予測ではその効果を定量的には考慮せず，予備

の対策としての取扱いとした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

なお，鉄筋防錆材の効果については，本橋の環境条件においての検証はなされていないた

め，供試体を現地に暴露し検証を行っている。供試体の一部については，2012 年に調査を

図 3.5.4.1 エポキシ樹脂現場塗装鉄筋

（鋼繊維混入乾式吹付け） 

図 3.5.4.2 エポキシ樹脂現場塗装鉄筋

（ビニロン繊維混入乾式吹付け）

図 3.5.4.3 工場製作エポキシ樹脂塗装 

鉄筋（鋼繊維混入乾式吹付け）

図 3.5.4.4 工場製作エポキシ樹脂塗装鉄筋

（ビニロン繊維混入乾式吹付け）
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実施した。供試体の概要を図 3.5.4.5に，亜硝酸イオンの分布状況を図 3.5.4.6に示す。断

面修復材の表面に塗布した亜硝酸リチウムは，表面から 2cm の深さまで，既設コンクリート

に塗布した亜硝酸リチウムは新旧界面（表面から 13cm の位置）から 5cm の深さまで浸透し

ていることが確認された。また，塗布後に打設した断面修復材側にも新旧界面から 2cm の深

さまで浸透していることが確認された。 

 

 

 

 

 

3.5.5 モニタリング 

モニタリングを含む床版下面，桁端部における補修フローを図 3.5.5.1に示す。断面修復

箇所では，マクロセル腐食をはじめ，補修後の予期せぬ再劣化に備えて，電気防食用の排流

端子を設置することとした（図 3.5.5.2参照）。また，再劣化の進行を把握するために，２

段目と１段目主鉄筋の自然電位や分極抵抗を測定するモニタリング用のセンサを断面修復

材に埋設し計測することとした（図 3.5.5.3 参照）。特に，２段目のかぶりは大きいため，

はつりによる目視観察は困難であり，劣化状況の把握にはモニタリングが有効な手段であ

る。今のところ，モニタリング結果に特異な変化は見受けられない。 

 なお，センサの性能については，本橋の環境条件においての検証はなされていないため，

供試体を現地に暴露し検証を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

YES 

橋面防水

床版下面補修 

桁端部補修(打替)

点 検

断面修復施工 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝｻｰ設置

排流端子設置 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

判定基準＜測定値 

電気防食施工

点 検

図 3.5.5.1 床版下面，桁端部の補修手順 
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図 3.5.4.5 供試体概要 

図 3.5.4.6 亜硝酸イオンの分布状況 
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図 3.5.5.2 排流端子配置計画 

図 3.5.5.3 モニタリングセンサ配置計画 
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3.6 劣化コンクリートの除去方法に関する検討 

図3.5.3.1は，劣化予測の結果によって決定した床版下面のはつり深さと断面修復厚さで

ある。はつり深さは，はつり後の断面修復の充填性や作業性等も考慮した。断面修復厚さは，

劣化予測の結果に基づき，かぶりは現状よりも大きく，55mm以上を確保することとした。

なお，劣化コンクリートのはつりおよび断面修復材の充填性を考えた場合に も施工条件

が厳しくなる箇所では，図3.5.3.1の主鉄筋および配力鉄筋がD32で，設計上の鉄筋間隔は，

それぞれ，100mm，125mmであり，スターラップや円筒型枠等も複雑に内在している。 

 

3.6.1 技術の現状 

劣化コンクリートの除去工法には，施工性に優れること，補修材料との付着性を確保でき

るはつり面が得られること，並びに除去しないコンクリートや鉄筋への影響が小さいこと

が要求されるため，人力によるはつりで対処することは難しい。そこで，施工性，付着性に

優れ，鉄筋および対象外のコンクリートへの影響が小さいこと10) 等を考慮し，WJはつり装

置の使用を基本とした。 

しかし，対象とするRC中空床版橋の床版下面は，鉄筋の径が大きく，密集した箇所を有

する。過去のWJ 性能確認試験10)やPC箱桁ラーメン橋箱桁下面の補修工事7)等に比べて施工

条件がかなり厳しい。また，現状では，このような条件下のWJはつりの実績が少なく，機

械の能力やオペレーターの技量，鉄筋配置等の構造詳細などがはつり性能に大きく影響す

るため，事前の性能確認試験が必要である。 

そこで，WJ工法の適用に当たり，床版下面の配筋を模擬した試験体によりはつり性能を

確認することにした。また， はつりによって一時的に橋梁の耐荷力が低下することを考え，

供用中の安全性を確保するために，適切なはつり範囲の分割方法についても検討を行った。 

 

3.6.2 はつり性能試験の方法 

WJ のはつり性能試験および機械設定の条件を，表 3.6.2.1，表 3.6.2.2 に示す。また，

版試験体の配筋図を，図 3.6.2.1～2 に示す。3.7.2 に示すように，断面修復工法として，

吹付け工法と型枠充填工法を検討対象とし，吹付け工法は乾式吹付けと湿式吹付けを検討

対象とし，乾式吹付けに混入する繊維は鋼繊維とビニロン繊維を検討対象としたため，4 体

の版試験体を用いた。また，円筒型枠試験体 1 体を用いて，円筒型枠の変形・打抜きの有無

を確認することとした。版試験体は図 3.5.3.1 に示した 1 段目主鉄筋の背後 30mm までの

はつりを想定したものである。図 3.6.1.1に示すとおり，配筋は実橋の支点部（ も密な条

件となる部分）と支間中央部を模擬し，配力鉄筋，1 段目主鉄筋に加え，スターラップも配

置した。図中の破線部分が，後述の断面修復材の充填性を評価した箇所である。 

版試験体に対しては，WJ はつり機械を用いた初期はつり後の状態を確認した後，WJ ハ

ンドガンなどを用いて補助はつりを行った。WJ はつり機械は，実績のあるスウェーデン製

のノズル揺動式の機械を用いた。はつり範囲を 250mm 間隔で縦横にメッシュを切り，それ

ぞれの箇所でのはつり深さを測定した。円筒型枠試験体に対する試験 1 と試験 2 は，表

3.6.2.2に示すとおり，それぞれ，床版の下面側と上面側を想定したものである。なお，版

試験体は，はつり性能試験後に，後述の断面修復工法の性能評価試験に使用した。 
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3.6.3 初期はつり後の状態 

WJ はつり機械（図 3.6.3.1参照）を用いた初期はつりの結果は，D13 鉄筋背後のコンクリ

ートは完全に除去できるものの，D32 鉄筋の背後に対しては，すべて壁状にコンクリート

が残存するものであった（図 3.6.3.2参照）。これは，図 3.6.3.3に示すとおり，ノズルの

角度やスタンドオフ（コンクリート面からノズル先端までの距離）に限界があることや，鉄

試験1 試験2

水圧(MPa) 70～90 60～90 80

水量(リットル/分) 100～126 126 126

スタンドオフ(mm) 10～15 10 765

ノズル速度(m/分) 2 2 2

パス回数(回) 2～3 2 2

水圧(MPa) 60～80

水量(リットル/分) 22～27
<試験イメージ図>

試験1は円筒型枠の下部へ

の影響，試験2は円筒型枠
の上部およびその上の床
版上面コンクリートへの
影響を確認することを目
的としている．

機器の
種類

設定項目

設定値

WJハン
ドガン

円筒型枠試験体
版試験体

WJはつ
り装置

円筒
型枠

床版下面
WJノズル

床版上面

表 3.6.2.1 はつり性能試験の条件 表 3.6.2.2 はつり機械の設定条件 

図 3.6.2.1 はつりおよび断面修復の試験に使用

した版試験体（吹付け工法用，はつり範囲の配筋

のみ表示） 

図 3.6.2.2 版試験体配筋状況 
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筋の径が太く，その開きも狭いために，D32 鉄筋背後のコンクリートに高圧水が当たりに

くいことなどが原因である。対象橋梁の床版下面のような配筋条件下では WJ はつり装置

のみでは限界があり，初期はつりを行った後に他の方法で補助はつりを行う必要があるこ

とがわかった。 

はつり性能試験の結果をもとに，対象橋梁の試験はつりを行ってみると，実際には，劣化

が著しい箇所では垂れ下がった鉄筋と機械が接触する可能性があり，状況によっては 大

100mm 程度の位置までスタンドオフを変化させる必要があった。また，機械を移動させる

時に，ノズルからの高圧水を一部重複させることによって，はつり面の凹凸を小さくできる

こともわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6.3.1 ＷＪはつり機械によるはつり状況

図 3.6.3.2 版試験体の初期はつり後の状況 

図3.6.3.3 鉄筋密集部でのWJはつり

残りのイメージ 
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3.6.4 補助はつり後の状態 

WJ ハンドガン等による補助はつり後のはつり深さの測定結果を，表 3.6.4.1 および図

3.6.4.1～2 に示す。図中の度数は，縦横に切ったメッシュの交点で測定したはつり深さを

用い，5mm 間隔で分類した測定度数である。版試験体 4 体の平均はつり深さは，想定した

値 110mm（版試験体を使用し，配力鉄筋 D32 箇所での 1 段目主鉄筋の背後が 30mm とな

る値）を満足している。はつり深さのばらつきは，設計値に対して 大骨材寸法 20mm を

考慮した範囲と概ね一致しており，補助はつりを行うことにより十分なはつり精度が確保

されていると判断される。表 3.6.2.2に示したように，機械の設定値を変えながらはつり状

態への影響を確認したことから多少のばらつきは見られるが，はつり深さの変動係数はい

ずれも 10%未満である。 図 3.6.1.1に示したはつり範囲の境界近くのデータを除いた場合

には全数を対象にした場合よりもデータの範囲および変動係数が小さくなる。吹付け工法

用に比べて型枠充填工法用のはつり深さ平均値が大きく，かつ変動係数が小さいのは，後者

のはつり範囲が広いために WJ はつり装置による初期はつりが容易になったこと，はつり

面の凹凸が自己充填型モルタルの充填性に影響を及ぼすことが予想されたため，より入念

な補助はつりを行ったことに起因するものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.6.4.1 補助はつり後のはつり深さの測定結果

図 3.6.4.1 補助はつり後のはつり深さ分布 

図 3.6.4.2 補助はつり後のはつり深さの分布イメージ 
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3.6.5 円筒型枠への影響 

スタンドオフを 10mm とした試験 1（図 3.6.5.1 参照）では，円筒型枠の打抜けはなか

ったものの，円筒型枠の変形および接続部での外れが確認された（図 3.6.5.2参照）。スタ

ンドオフを 765mm とした試験 2 では円筒型枠に損傷は全く見られなかった。床版下面側

からの WJ はつりによる床版上面コンクリートの損傷や橋面から車両走行空間への高圧水

の突抜けは生じないものと判断された。しかし，実際の橋梁では，円筒型枠の腐食や，コン

クリートの品質および劣化進行に不均一性があることも予想されたため，万一の高圧水突

抜けに対する防護用の敷鉄板を用いることとした。 

 

 

 

3.6.6 構造解析によるはつり範囲の決定 

床版下面のコンクリートのはつり時と断面修復後の主桁の構造安全性能を評価すること

は，供用下の補修には重要である。はつり方法の違いが主桁の断面欠損に伴うコンクリート

および鉄筋の応力（設計荷重作用時の応力）に与える影響を解析した結果を表 3.6.6.1に示

す。この結果は，橋軸直角方向にはつり範囲を分割し，平面骨組解析によって車線規制の必

要性および分割数の見当をつけた後，主桁に作用する活荷重の横方向の分配を考慮し，断面

欠損した箇所の安全性を FEM 解析で検討したも

のである。活荷重は TL-20 とし，全載荷（車線規

制なし）と 1/2 載荷（1 車線規制）の 2 通りを，は

つり範囲の分割は工期や費用を考慮して 2 分割と

4 分割を想定した。はつり深さは 110mm，はつり

箇所における 2 段配筋の 1 段目主鉄筋は解析上無

効とし，2 段目主鉄筋のみを有効とした。解析結果

では，車線規制を行わない場合（全載荷）には分割

条件にかかわらず設計荷重時の鉄筋応力が許容値

を満足しないが，1 車線規制を行い 4 分割するこ

とで， 許容値を満足することがわかった。しかし，

劣化した実橋の不確定要素を考慮して，実施工で

は支間中央に仮支柱を設け，活荷重による反力を

受け持たせることとした。なお，FEM 解析の要素

図 3.6.5.1 円筒型枠試験体 図 3.6.5.2 はつり後の円筒型枠の状況 

＜はつり範囲を4分割とした場合のイメージ図＞

BL：施工ブロック ： はつり・断面修復箇所

橋軸直角方向に，分割数に応じてはつり・断面修復
を繰り返す．

活荷重載荷
の条件

はつり範囲
の分割条件

コンク
リート

鉄筋

はつりなし 7.4 171.0

2分割 8.4 254.8

4分割 7.8 204.5

2分割 7.1 215.1

4分割 6.6 172.6

＜8 ＜180

注)活荷重載荷は車線のみ (単位:N/mm2)

全載荷

1/2載荷

許容値

表 3.6.6.1 はつり範囲の違いによるコン

クリートおよび鉄筋に作用する設計荷重で

計算した応力の解析結果 
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分割モデル図を図 3.6.6.1 に例示する。この図は１車線規制を行い４分割施工を行う場合

のモデルである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 床版下面に対する断面修復に関する検討 

3.7.1 断面修復への要求性能 

 対象とする床版下面は，D32 鉄筋が 100mm 間隔で配筋され，円筒型枠やスターラップ

等が複雑に内在している。このような箇所に 100mm を超える大断面で，かつ広範囲の断

面修復を行った事例は過去に見られない。はつり箇所への充填性や橋体コンクリートとの

一体性などの施工に起因する基本性能は未知の状態であり，まずこれらを満足することが

必要である。その上で，選定した施工法によって充填された断面修復材の力学的な性能や

耐久性などが想定した性能であることを確認し，満足しない場合には，使用材料や配合な

どを変更するか，もしくはかぶりの設定などを変更する必要がある。以上のことから，表

3.7.1.1に示すとおり，主として施工法に起因する基本性能と材料に要求される性能に分

けて取り上げた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3.7.1.1 断面修復への要求性能と性能を確認した

断面修復の材料・施工法の組合せおよび試験条件

図 3.6.6.1 FEM 要素分割モデル図(1 車線規制・4分割施工の例) 

項目 内容

はつり部分へのモルタルの充填性

施工性，経済性，環境衛生，景観

硬化モルタルの力学特性

硬化モルタルの耐久性 *1)

硬化モルタルの体積変化

硬化モルタルの均質性

材料 施工法

超速硬セメントモルタル 乾式吹付け工法

自己充填型モルタル 型枠充填工法

ポリマーセメントモルタル*2) 湿式吹付け工法

試験体 はつり性能試験で使用した版試験体

試験面 1 段目の主鉄筋背後を約30mmはつり

勾配 吹付け工法 :0%, 型枠充填工法:縦横断各2％

設置高さ 足場高さ，吹付け距離などを考慮して調整

*2)ポリマーセメントモルタルは参考として実施したもの

*1)コンクリート標準示方書[施工編]における耐久性照査，劣化
予測の設定値との比較に関わるもの

要
求
性
能

試
験
条
件

施工法に

起因する 
基本性能 

材料に要
求される 
性能 

（品質）

確認した 
断面修復の 
材料と施工 
法の組合せ 

断面修復後の一体性（はつり面での付着性）
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3.7.2 材料および施工法の選定 

断面修復は，材料からセメントモルタル，ポリマーセメントモルタルおよびポリマーモル

タルに，施工法から左官工法，吹付け工法および型枠充填工法に大別できる。ポリマーモル

タルと左官工法については，鉄筋のマクロセル腐食やコンクリートとの熱膨張係数の違い

による問題，施工性，経済性等を考慮し，検討の対象から除外した。断面修復の材料，施工

法の決定に際し，対象橋梁の劣化が顕著で早急な対策が必要であることから，既存技術の組

合せもしくは改良によって対応できることを選定条件とした。また，要求性能を満足できる

範囲で，使用材料や配合ができる限り明確なものを選択した。 

まず，セメントモルタルの吹付け工法では，今回の対象は図3.5.3.1に示したような大断

面修復を行うため，はつり面からの垂れ下がりを抑え，はつり面との付着性を確保するため，

急結性を有する材料が必要になる。その代表的な材料である急結剤を使用した吹付け工法

は，トンネルの一次覆工では一般的であるものの，吹付けコンクリートが仕上がり面になる

ことは少なく，急結剤の種類および添加量が吹付けコンクリートの品質に影響しやすい

13,14 )。一方，超速硬セメントモルタルを使用した吹付け工法15)は，補修補強工事で20年以

上の実績があり， 近では床版下面増厚工事などにも用いられている。そこで，セメントモ

ルタルの吹付け工法としては，超速硬セメントモルタルを用いた乾式吹付け工法を選定し

た。本工法は，超速硬セメントと水が接した際の急結性を活かした工法である。ミキサで練

り混ぜたモルタルを搬送した場合にはホース内で閉塞すること，凝結遅延剤で反応を遅延

させた場合には吹付け面で 適な急結性を得るような調整が難しいことなどから，ノズル

部分で水を混入する乾式吹付け工法を採用することとした。 

一般的なコンクリート構造物の補修工事では，ポリマーセメントモルタルも多用されて

いる。ポリマーセメントモルタルは，セメントモルタルにポリマーが混入されたものであり，

基本的な材料の構成に違いはないが，補修に使用されるポリマーセメントモルタルは，一般

にプレミックスされた状態のものが多く，使用材料や配合が不明確である。また，今回対象

とする床版下面のような大断面かつ大面積の補修に使用された事例もない。そこで，ポリマ

ーセメントモルタルを使用した補修工法の現状を把握することを目的とし，今回の性能評

価試験では参考という位置づけでポリマーセメントモルタルも比較することとした。現状

を調査した結果，比較的厚付けが可能である，床版下面増厚工事用に開発されたポリマーセ

メントモルタルの湿式吹付け工法を選定した。 

次に，補修における型枠充填工法としては，プレパックドコンクリート工法があげられる

が，対象が床版下面で，配筋も密であることから，適用は難しい。振動締固め作業が困難で

あること，下方から圧入する必要があることを考えれば，使用するセメントモルタルには自

己充填性が要求される。WJによるはつり面の凹凸が大きい箇所における充填性は明らかで

ないが，自己充填型コンクリートは土木学会で指針16)が作成され，新設工事等で多くの施工

実績を有することも考慮し，自己充填型モルタルを用いた型枠充填工法を選定した。 

以上より，表 3.7.1.1 に示した超速硬セメントモルタルを用いた乾式吹付け工法および

自己充填型モルタルを用いた型枠充填工法を断面修復の性能評価試験で確認する材料およ

び施工法の組合せとした。 

超速硬セメントモルタルを用いた乾式吹付け工法および自己充填型モルタルを用いた型

枠充填工法の使用材料，配合，製造および施工に関する特徴を，表 3.7.2.1に示す。 
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超速硬セメントモルタルを用いた乾式吹付け工法の詳細は，過去の研究 15)および施工実

績を参考にした。水セメント比は施工実績では標準で 45％であった。これまでは，基層に

鋼繊維を 1.0%使用した超速硬セメントモルタルを使用し，表層部には景観の観点から鋼繊

維の点さびを抑制する目的で鋼繊維を含まない超速硬セメントモルタル（ただし，ポリマー

ディスパージョンを 3%混入）が使用されてきた。しかし，WJ で除去しない部分の既設コ

ンクリート中の塩化物イオン濃度が高く補修部に拡散移動する可能性があることや，今後

も凍結防止剤の散布によって供給される環境下であり，表層が長期に剥落しないことを実

証することは難しい。そのため，前述の従来方法と腐食しない有機系短繊維（ビニロン繊維）

を用いて一層吹きを行う方法を比較することとした。ビニロン繊維の繊維混入率は，鋼繊維

と同じ 1.0%を基準としたが，これまでに実績がないため，0.5%とした場合の影響も試験で

確認することとした。 

自己充填型モルタルは，土木学会指針 16)に準じて配合設計を行った。増粘剤系は水結合

材比が比較的大きく，単位水量が過大となれば，本橋においては収縮が問題となることが考

えられる。そこで，必要になれば増粘剤を用いることとして，粉体系を基本とした。断面内

ではつり，断面修復を繰り返すこととなるため，養生期間を短くする必要があるため早強ポ

ルトランドセメントを使用し，結合材として考慮せず水和熱や自己収縮を抑制できる石灰

石微粉末を混和することとした。また，収縮対策として膨張材を用いることとした。水結合

材比(W/B)は超速硬セメントモルタルと同一(45%)とし，水粉体比は一般的な 28～37％の

平均値として 33%にした。モルタルの流動性状は，自己充填性のランク 1 に相当する U 形

充てん高さ（障害 R1 を使用）が 300mm 以上であること，並びに谷口らの研究 17)をもとに

0 打フローが 250mm 前後，J14漏斗流下時間が 20 秒前後になるように調整した。モルタル

表 3.7.2.1 超速硬セメントモルタルを用いた乾式吹付け工法および自己充填型モルタルを

用いた型枠充填工法の使用材料，配合，製造方法および施工方法の特徴 
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中の空気が浮上し，はつり面との間に空隙を生じることが少ないよう，空気量は 2%に抑え

た。なお，張出し床版の下面増厚工事 18)で自己充填型コンクリートの鉛直上向きの圧入が

行われているが，今回対象とする床版下面の場合には空気抜きを上向きに設けることがで

きない。 

参考として選定したポリマーセメントモルタルに関しては，使用材料および配合の詳細

は公開されておらず，他工法のように詳細が記載できないので表から除外した。配合条件と

してプレミックス材料と水との混合比率(19.2%)のみが決まっている。材料は急結性を有し

ないため，垂れ下がりを抑える目的で，吐出量や吹付け圧力を抑え，吹付け厚も1層当たり

30mm程度を限度とし，各層の硬化状態に合わせて吹重ねを行った。 

 

3.7.3 試験方法 

断面修復の性能評価試験には，表 3.7.1.1に示すとおり，はつり性能試験後の版試験体を

使用した。型枠充填工法用版試験体は，一般的な橋梁を想定して縦横断勾配を 2%とし，版

試験体の設置高さは，乾式吹付け工法と湿式吹付け工法の吹付け距離の違いを考慮して調

整した。また，断面修復の直前には吹付け面にアクリル系プライマーを塗布した。断面修復

材の品質に対する評価試験は，一般に 20℃の環境下で実施されるが，実際には，施工時お

よび施工後の環境条件の影響

を受ける。対象とした橋梁に対

する断面修復は，通年にわたり

実施され，床版下面という養生

が難しい箇所の補修であるこ

とも考え，外気温が約 30℃の

環境下で試験体を作製して試

験を行うこととした。一部の試

験に関しては，外気温が約

20℃の時期にも実施し，施工環

境の影響を確認した。断面修復

に対する性能評価試験の内容

を，表 3.7.3.1に示す．試験方

法は JIS 規格や土木学会規準

などを参考にした。試験には，

版試験体もしくは合板製の型

枠内に充填させたモルタルを

切断またはコア抜きにより採

取した試験体を使用した。ただ

し，体積変化を把握する試験に

対しては鋼製型枠を用いた標

準試験体を使用した。充填性の

評価はカッタで裁断した版試

験体の断面とφ100mmのコア

 

表 3.7.3.1 断面修復の性能評価試験 
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供試体の側面に発生した空隙をトレースし，空隙面積を対象面積で除した空隙率で評価し

た。はつり面における空隙率は，はつり面に沿って発生した 空隙のはつり面方向の総延長

とはつり面の全長との比率で表したものである（図 3.7.3.1参照）。また，付着強度試験は，

短繊維の長さが 30mm であることや断面修復厚さが 100mm を超えることを考慮し，版試

験体の仕上がり面からφ100mm のコアドリルによって切込みを入れ，接着剤およびアンカ

ー金具を使用して試験を実施した（図 3.7.3.2参照）。対象橋梁の周辺環境は比較的温暖で，

凍結融解による劣化を生じる可能性は低いが，今後の寒冷地での補修を想定し，凍結融解試

験を追加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.4 試験結果および考察 

断面修復工法の性能評価試験の結果を，表 3.7.4.1に示す。対象橋梁のみならず，今後の

補修工事も想定し，様々な試験を実施した。個々の試験結果に各工法の特徴が見られるが，

ここでは，対象とした床版下面の断面修復という施工条件に起因する充填性および一体性，

ならびに劣化予測で想定した耐久性能（水セメント比 45%相当）を照査するための中性化

および塩分浸透性，ひび割れに関する収縮特性などについて検討を行った。 

図 3.7.3.1 版試験体に発生する空隙 

図 3.7.3.2 付着強度試験状況 
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 表 3.7.4.1 比較した断面修復工法の性能評価試験の結果 
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（１）充填性および一体性（付着性） 

図 3.7.4.1～4は，比較した断面修復工法における充填状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7.4.1 ビニロン繊維混入超速硬セメント

モルタル乾式吹付け工法 

図 3.7.4.2 鋼繊維混入超速硬セメント

モルタル乾式吹付け工法 

図 3.7.4.3 自己充填型モルタル型枠充填工法 図 3.7.4.4 ポリマーセメントモルタル

湿式吹付け工法 
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表 3.7.4.1に示すとおり，鉄筋の前面および背面における空隙率には，乾式吹付け工法と

型枠充填工法の有意な差異は認められず，いずれも十分に充填性を確保できる工法と言え

る。一方，はつり面の空隙率に着目した場合，型枠充填工法の空隙率は乾式吹付け工法に比

べて大きい。はつり面の凹部で空隙が発生しやすいこと，図 3.7.4.5に示すとおり，空気抜

きパイプで下向きに空気を抜きながらモルタルを充填させることは難しいことなど，この

工法の適用に当たってはこれらの改良が必要となることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

乾式吹付け工法で繊維混入率を1.0%とした場合には，繊維の種類が充填性および一体性

に及ぼす影響が見られない。しかし，ビニロン繊維の繊維混入率を0.5%に下げた場合には

付着強度が目標値（1.5N/mm2）を満足していない。付着強度試験を実施した試験体を観察

すると，見かけ上は界面（はつり面）破壊であっても，付着強度が小さい供試体ではモルタ

ルの一部に欠損を生じていることが確認された。この原因としては，繊維量が少なくなった

ことにより，はつり面での垂れ下がりやリバウンドに伴う配合比率の変化等が考えられる。

よって，今回のように繊維混入率のみを変更し，その他の配合や施工方法等を従来と同一条

件で実施しても所定の性能が得られるとは限らないことを示す結果となった。なお，表層の

ポリマー混入率は3%と少ないにもかかわらず，表層と基層間の付着強度は2N/mm2を超え

ており，付着強度の向上にはポリマーの使用は有効であることがわかる。一方，型枠充填工

(a)超速硬セメントモルタル乾式吹付け工法 

(c)ポリマーセメントモルタル湿式吹付け工法 

 （はつり面，鉄筋背後，吹付け層間で発生した

未充填の状況） 

(b)自己充填型モルタル型枠充填工法 

 （はつり面，アンカーピン周り，空気

抜きパイプ上端近くで発生した未

充填の状況） 

図 3.7.4.5 モルタルの充填状況（近接） 
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表 3.7.4.2 実橋に対して断面修復を行った後

に測定した空隙率と付着強度（ビニロン繊維を

10%混入した超速硬セメントモルタル乾式吹付

け工法） 

法の付着強度は，平均値は目標値を満足したものの，はつり面に空隙が確認された箇所では，

付着強度の低下が確認された。 

表3.7.4.2は，充填性および一体性を確保できる，乾式吹付け工法（ビニロン繊維，繊維

混入率1.0%）を対象橋梁の断面修復に適用した場合の空隙率および付着強度の測定結果で

ある。他の対策を講じるために，断面修復を行った個所の一部（桁端部，張出し床版）を切

り出したものを試験体とした（図3.7.4.6参照）。対象橋梁の桁端部付近の吹付けは，橋台前

面が支障となり，はつり面に対し，直角に吹き付けることができず，施工性は劣る部位であ

る。切断面を観察した結果，桁端部，張出し床版の充填性に顕著な違いは見られず，空隙率

にははつり面の凹凸や吹付け方法等の局所的な条件の相違が影響を及ぼした可能性がある。

しかし，実橋で測定した空隙率は小さく，性能評価試験との明確な差異も認められず，性能

評価試験が実際の断面修復工事を評価する上で適切であったことを示唆するものである。

なお，付着強度が小さいものは， 橋体コンクリートの母材で破断したものである。 

参考として実施したポリマーセメントモルタルを用いた湿式吹付け工法は，空隙率が大

きく，付着強度試験では層間剥離も生じ，目標値(1.5N/mm2)を満足していない。吹付け工

法では，モルタルの緻密性や充填性を高めるためにはある程度高い吹付け圧力によって吹

付けを行う必要がある14)。ポリマー混入によって本来は付着強度の向上が期待される材料で

あるが，急結性を有しないモルタルの垂れ下がりを抑制するために吹付け圧力を下げざる

を得ないことに起因するものと判断される。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）中性化および塩分浸透性 

断面修復材の中性化および塩分浸透性の試験は，いずれも促進試験でなければ早期に結

果を得ることができないが，現状では促進試験の結果と実橋の劣化の関係が必ずしも明ら

かになっていない。以下の検討では，示方書の予測式および筆者の試験方法と比較的類似す

る試験方法で実施した既往研究の結果を比較する。 

促進中性化試験の結果を，図3.7.4.7および図3.7.4.8に示す。図3.7.4.7中の直線は，コ

ンクリート標準示方書[施工編]12)（以下，示方書［施工編］と言う）の式(3.7.4.1)に対し，

日本建築学会指針案19)を参考に，促進試験と大気中の炭酸ガス濃度比(5%と0.03%の比)を

平方根で表した値を乗じたものである。 

図 3.7.4.6 実橋からの切り出しブロック

の一例(桁端部) 
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tBWRy 0.957.3        (3.7.4.1) 
ここに， 

y  : 中性化深さ(mm) 

R : 環境の影響を表す係数 

乾燥しやすい環境 : R =1.6 
乾燥しにくい環境 : R =1.0 

BW  : 有効水結合材比 

t  : 中性化期間（年） 

 

促進中性化試験は，日本建築学会の試験案 19)をもとに 2003 年に JIS 化（JIS A 1153）さ

れた。そのため，これまでの研究報告では研究者によって様々な試験方法が採用されている。

図中に示した既往データ 19, 20, 21)は，今回の検討で採用した日本建築学会の試験案もしくは

これに近い試験方法で実施したものを選定した。文献 19,21)は日本建築学会の試験方法に

基づくもので，文献 20)は促進試験の温度が異なる。また，文献 21)では促進試験を開始す

るまでの養生方法を変えた試験も実施している。既往データと示方書式による直線を比較

すると，促進試験で得られた結果は，示方書式で乾燥しやすい環境（R=1.6）とした直線近

くにプロットされている。今回の実験結果では，自己充填型モルタルは，乾燥しやすい環境

（R=1.6）の線と概ね一致している。しかし，超速硬セメントモルタルの値は，自己充填型

モルタルの約 2 倍（約 20mm/ 年 ）であり，図 3.7.4.7 によって判断すれば，R=1.6 の直

線上にて中性化速度係数=20mm/ 年 となる水セメント比は約 50％であるので，水セメント

比 50%のコンクリートと同程度の性能ということになる。 

 

 

 

 

 

 

図 3.7.4.7 水セメント(結合材)比と中性化

速度係数の関係 

図 3.7.4.8 促進中性化試験を開始した時点

のコンクリートおよびモルタルの圧縮強度と

中性化速度係数の関係 
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原田らの研究21)によれば，図3.7.4.7に示すとおり，水結合材比が小さくても，養生時の

乾燥や温度の影響により自己充填型コンクリートの中性化速度係数が大きくなる場合があ

る。また，図3.7.4.8に示す点線は，図中の混和材を多量に使用した場合（△）を除いたデ

ータ（〇，□）から求めた近似曲線であるが，これによって試験開始時の圧縮強度である程

度評価できることを確認している。今回の試験結果についても，超速硬セメントモルタルは

過去の自己充填型コンクリートの結果とほぼ一致する結果であることがわかる。表3.7.4.1

に示したとおり，約20℃環境下における超速硬セメントモルタルの圧縮強度は，約30℃環

境下の結果よりも20N/mm2程度大きい。そのため，モルタルとコンクリートの違いはある

ものの，約20℃環境下と同様の吹付けを実施すれば，水セメント比45％相当の性能を発揮

できるものと推測される。実環境に換算した中性化速度係数は，表3.7.4.1に示すように

2mm/ 年 未満で，3.5.2に示す劣化予測で用いた設定値5.45mm/ 年 よりも小さく，安全側

の設定であると言える。自己充填型モルタルに関しては，圧縮強度から推定される中性化速

度係数よりも大きく，混和材を多量に含む高流動コンクリートに近い結果となった。石灰石

微粉末は圧縮強度に寄与しない粉体としているが，実際には石灰石微粉末の使用により水結

合材比から定まる圧縮強度よりも大きくなることがある24)。今回の圧縮強度の結果も水結合

材比は45%であるにも関わらず，70N/mm2を超えている。図3.7.4.7において水結合材比

45%相当の中性化速度係数であること，並びに図3.7.4.8に示した混和材を多量に含む高流

動コンクリートの中性化速度係数が大きいことを踏まえ，自己充填型モルタルは，石灰石微

粉末による強度増加を考慮しない，水結合材比45%の圧縮強度に相当する中性化速度係数で

評価する必要があると判断される。 

次に，塩分浸透性について，表 3.7.4.1に示すとおり，試験体の割裂面に試薬を噴霧して

測定した塩化物イオン浸透深さには，モルタルの種類による顕著な差異は認められない。ま

た，実施した試験と同一条件である委員会共通試験 22)の結果では，水セメント比 50%の普

通モルタルの浸透深さが 12mm（28 日浸せき）であり，いずれのモルタルの試験結果もこ

れよりも小さく，水セメント比 45％相当の性能を有しているように判断される。 

 

 

図 3.7.4.9 水セメント(結合材)比と塩化物

イオンの見掛けの拡散係数の関係

図 3.7.4.10 大気中における中性化速度係数

と塩化物イオンの見掛けの拡散係数の関係 
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図 3.7.4.9は，水セメント比と塩化物イオンの拡散係数の関係を表すものである。図中の

曲線は，実線が示方書[施工編]の式(3.7.4.2)を，破線および点線は，式(3.7.4.2)の第 3 項 

(-2.5)に対し，±0.5, ±1.0 変化させたものを示している。これは，示方書式の元データ 2)

のばらつきを考慮したもので，±1.0 変化させた点線は概ね も外れたデータを通る。また，

図 3.7.4.10 は，大気中の CO2 濃度(0.03%)に換算した中性化速度係数（表 3.7.4.1 中の換

算値）と塩化物イオンの見かけの拡散係数の関係を表すものである。図中の曲線は，示方書

式が水セメント(結合材)比の関数であることを利用したものである。環境の影響を表す係

数 R は 1.6 とした。図 3.7.4.9 と同様に示方書式の第 3 項を±0.5, ±1.0 変化させたもの

を破線および点線で示した。 

5.22.729.3log CWCWD     (3.7.4.2) 

ここに，   

D  : 塩化物イオンの見かけの拡散係数(cm2/年) 
CW  : 水セメント比 

 

いずれの試験結果も示方書式で得られる値よりもやや大きいが，図 3.7.4.9 中の実線と

破線（＋0.5）の間にプロットされている。また，図 3.7.4.10に示した中性化速度係数と塩

化物イオンの拡散係数の関係では，自己充填型モルタルの塩化物イオンの拡散係数がやや

大きいものの，超速硬セメントモルタルは双方の値がよく対応している。特に塩化物イオン

の拡散係数は，示方書の元データにはばらつきがあること，構造物と実験のデータが含まれ

ること，並びに塩水浸せき試験から得られる塩化物イオンの見かけの拡散係数は，浸せき期

間の影響を受け，試験期間が短いほど大きくなる傾向があることを考えれば，得られた試験

結果に異常性は認められない。言い換えれば，施工環境条件を考慮し，20℃環境下の品質が

確保されれば，塩化物イオンの見かけの拡散係数も中性化速度係数と同様に小さくなり，

3.5.2 に示す劣化予測で想定した水セメント比 45%相当の遮塩性を得ることができる可能

性が高い。このように，施工環境条件の影響を受け，塩化物イオンの見かけの拡散係数が大

きくなる可能性があることや，示方書式がばらつきを有すること等を考慮すれば，劣化予測

では安全側の設定を行う必要があると考えられる。 

参考比較のポリマーセメントモルタルに関しても，表 3.7.4.1 に示す中性化深さの測定

結果により，施工条件が耐久性能に影響を与えることが確認できる。すなわち，版試験体か

ら採取したコアと，合板型枠内に吹き付けて成形した切出し試験体の中性化深さ（材齢 91

日）が 2 倍程度異なる。版試験体は上向きに厚さ 30mm 程度ずつ多層吹付けを行ったのに

対し，切出し試験体は地面の上に置いた受け型枠内に所定の厚さまで下向きに一層吹付け

を行った。谷口らは，吹付け距離，吹付け角度，圧縮空気の流量，ノズルの種類等の吹付け

条件が，モルタルの充てん性，密度，強度等に影響を与えることを確認している 14,25)。今回

の試験においても，前述のような吹付け方法の違いが，ポリマーセメンモルタルの中性化深

さに差異を生じた可能性がある。超速硬セメントモルタル，ポリマーセメントモルタルとも

に，施工・環境条件を考慮したモルタルの性能（品質）の設定，もしくは要求性能を満足す

る条件を明確にすることが重要である。 
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（３）その他 

前記以外の性能で，断面修復材として使用する場合に留意すべき点がある。まず，ポリマ

ーセメントモルタルはヤング係数が小さいため，大断面修復においては応力照査などに対

して注意が必要である。また，超速硬セメントモルタルに関しては，鋼繊維とビニロン繊維

の曲げ靭性係数の値に顕著な違いはないが，繊維の弾性係数の違いから，荷重－たわみ曲線

は大きく異なる結果であった。断面修復材料の選定にあたっては，このようなモルタル，繊

維などの物性を理解し，不確定要素を含む劣化状況に応じた適切な選択が必要である。 

次に，いずれの断面修復材もモルタルであるので，単位水量および単位セメント量が多い

ため，収縮量が大きい。自己充填型モルタルには膨張材を45kg/m3使用したが，自己収縮量

が大きいことに加え，床版下面の施工環境条件を考慮して水中（湿潤）養生を行っていない

ため，初期膨張がほとんど確認されていない。はつり面による外部拘束が大きいことや床版

下面のように引張応力側であること等により，ひび割れを発生する可能性がある。劣化予測

における耐久性能の設定値には，施工・環境条件以外にもひび割れの発生などを考慮し，安

全側の設定が必要であると判断される。 

さらに，超速硬セメントモルタルは凍結融解性に劣る結果となった。これは，気泡間隔係

数や全細孔容積は自己充填型モルタルと同等であるものの，見かけ上の空隙率が大きいこ

と，換言すれば，粗大な空隙が多いことに起因しているものと考えられる。見かけ上の粗大

な空隙率は，超速硬セメントモルタルがポリマーセメントモルタルおよび自己充填型モル

タルに比べて 4～5％大きい。各工法のモルタルの空隙発生状況を図 3.7.4.11～13 に示す。

鋼繊維混入超速硬セメントモルタルでは，図 3.7.4.11に示すとおり，空隙が少ない部分も

ある一方，細骨材の界面や鋼繊維の周辺に空隙が発生している。そのほかに，骨材間にセメ

ントペーストが充填されていない部分も存在した。このような粗大な空隙は，見かけ上の空

隙率を測定した場合に超速硬セメントモルタルの値が大きくなる原因であり，凍結融解試

験や強度試験の結果にも反映されたものと判断される。一方，ポリマーセメントモルタルの

場合には，図 3.7.4.12に示すとおり，骨材の界面に空隙が認められず，ペースト部分に小

さな空隙が見られる程度である。空隙を持たない普通骨材の断面も確認されていることか

ら，軽量骨材と普通骨材を混合したプレミックスモルタルであることが把握できる。自己充

填型モルタルは，図 3.7.4.13に示すとおり，比較的円形の空隙が多く含まれていることが

わかる。この程度の空隙は，一般的なモルタルやコンクリートに存在する程度のものと判断

される。 

空隙の大小関係は，強度，中性化，塩化物イオンの浸透性の結果とほぼ一致する。よって，

寒冷地で使用する場合などで，超速硬セメントモルタルの凍結融解抵抗性を向上させるに

は，約 20℃環境下と同等の強度が発現できる緻密性を確保することが必要である。 

対象橋梁の補修工法には，RC 中空床版橋の密な配筋箇所への充填性および WJ はつり面

との一体性の観点から，超硬セメントモルタルを用いた乾式吹付け工法を選定した。しかし，

本工法の作業環境・衛生面や凍結融解抵抗性等の結果は他工法に劣り，改善の余地はある。

一方，自己充填型モルタルが鉄筋周りの充填性に優れ，ポリマーセメントモルタルが耐久性

に優れることは明白であり，それぞれの特長を生かした使用方法があるものと考えられる。 
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3.8 本章のまとめ 

事例対象とした中国自動車の劣化した RC 中空床版橋（城山高架橋）について，劣化メカ

ニズム，劣化予測，断面修復を用いた対策，モニタリング等について検討した。その結果，

得られた知見を以下に示す。 

1) 内部塩分と凍結防止剤により劣化したRC中空床版のコンクリート構造物の維持管理に

ついて，目標残存耐用期間を設定し，劣化予測に基づき維持管理計画を立案した。 

2) 劣化予測に当たっては，詳細調査を行い，コンクリートの劣化程度を定量的に把握して

パラメータを選定した。補修後の劣化予測に関しては，既往の知見に基づき劣化予測の

パラメータを選定した。 

3) 鉄筋の背面のあきを考慮したはつり深さや補修後のかぶりの大きさは，補修後の劣化

予測に基づき定めた。 

4) 劣化予測の信頼度も考慮して，鉄筋防錆などの予備の対策も行い，モニタリングを含め

た補修後の維持管理を行うこととした。なお，鉄筋防錆材の効果やセンサの性能につい

ては，本橋の環境条件においての検証はなされていないため，供試体を現地に暴露し検

証を行っている。 

5) WJはつり機械を用いた劣化コンクリートの除去では，鉄筋の径や間隔の影響によって

ノズルの角度やスタンドオフ等が制約され，鉄筋背後のコンクリートを除去できない

場合がある。しかし，WJ性能評価試験によりはつり性能を確認したWJ機械を用い，か

つ適切な補助はつりを行うことにより，計画はつり深さに対し，±20mm程度のはつり

が可能である。また，WJから噴出される高圧水は，床版上面への影響はないことも確

図 3.7.4.11 超速硬セメントモルタル

図 3.7.4.12 ポリマーセメントモルタル

図 3.7.4.13 自己充填型モルタル 
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認され，RC中空床版橋の床版下面に対する断面修復に適用可能であることがわかった。 

6) RC中空床版橋の床版下面の断面修復では，WJはつり面における断面修復材の充填性

が重要となるが，吹付け工法が型枠充填工法に比べ，高い充填性を確保できることを示

した。吹付け工法の中では,乾式吹付け工法が優れていた。 

7) 超速硬セメントモルタルは，施工時の環境温度の影響を受け，高温下での圧縮強度が

20N/mm2程度低下した。この影響により，中性化速度係数や塩化物イオンの見かけの

拡散係数がやや大きくなる傾向を示し，凍結融解抵抗性にも劣る結果になった一方，ポ

リマーセメントモルタルによる湿式吹付け工法においても，吹付け方法によって中性

化深さが2倍程度異なる結果が確認された。従来，室内試験の結果を元に断面修復材の

評価が行われてきたことに対し，補修補強設計時の設定，施工時の品質管理および大規

模補修対策後の初期点検において施工環境要因を加味する必要があることを示した。 

 

本章における今後の課題を以下に示す。 

1）劣化予測手法については，確立されていないのが現状である。複合劣化も対象とした劣

化予測手法の研究開発が必要である。 

2） 鉄筋防錆材の効果やセンサの性能については，本橋の環境条件においての検証はなされ  

ていないため，供試体を現地に暴露しているので，今後検証を行っていく。それに基づい

て，再劣化した場合の電気防食の実施の判断基準を検討する必要がある。 

 

[第３章 参考文献] 

１）土木学会：2001 年制定 コンクリート標準示方書，維持管理編，2001.1 

２）土木学会：2002年制定コンクリート標準示方書，改訂資料，2002.3 

３）土木学会：2013 年制定 コンクリート標準示方書，維持管理編，2013.8 

４）武田 均，丸屋 剛：ニューラルネットワークを用いたコンクリート構造物中の鉄筋の   

腐食進行予測，コンクリート工学論文集，Vol.9, No.1, pp.133-142, 1998.1 
５）日本コンクリート工学協会：複合劣化コンクリート構造物の評価と維持管理計画研究委   

員会報告書，2001.5 

６）甘利俊一：ニューラルネットワークの理論，科学,Vol.61,No.4,pp.205-213, 

April.1991 

７）小林一輔：コンクリートの炭酸化に関する研究,土木学会論文集,No.433/Ⅴ-15,pp.1- 

14,1991.8 

８）丸屋 剛，T. Somnuk，松岡康訓：コンクリート中の塩化物イオンの移動に関する解析 

的研究, 土木学会論文集, No.442/Ⅴ-16, pp.81-90，1992. 

９）土木学会：平成11年版コンクリート標準示方書｢施工編｣－耐久性照査型―改定資料， 

2000.1 

10）紫桃孝一郎，上東泰，野島昭二，吉田敦：ウォータージェット技術を利用した新旧コン 

クリート構造物の一体化処理，コンクリート工学，Vol.38，No.8，pp.40-54，2000.8 

11）岡井賢一，森山守，登坂知平，小澤邦夫：塩害を受けた橋りょう上部工の全面修復－北 

陸自動車道手取川橋－，コンクリート工学，Vol.34，No.2，pp.33-42，1996.2 

12）土木学会：2002年制定コンクリート標準示方書，施工編，2002.3 

13）酒井芳文，駒田憲司，川口和義，牛島栄：急結剤の種類および添加量が吹付けコンクリ 

ートの品質に及ぼす影響, コンクリート工学年次論文報告集, Vol.20，No.2，pp.1141-



86 
 

1146，1998.6 

14）谷口秀明，山本泰彦，牛島栄：高強度吹付けモルタルの品質に及ぼす吹付け条件の影響 

に関する研究，土木学会論文集，No.697/V-54，pp.117-130，2002.2 

15）内田美生：超速硬セメントを用いたコンクリート構造物の補修・補強工法の開発研究， 

埼玉大学博士論文，1992.4 

16）土木学会：高流動コンクリート施工指針，1998.7 

17）谷口秀明，原田和樹，牛島栄：高流動域におけるモルタルおよびコンクリートの流動特 

性に関する研究，セメント・コンクリート論文集，No.48，pp.750-755，1994.12 

18）池田光次，大部薗和久，岡田滋夫，西本好克：高流動コンクリートを用いた張出し床版 

下面増厚圧入工法－名神高速道路釈迦ヶ池橋への適用例－，コンクリート工学，Vol.38，

No.10，pp.35-40，2000.10 

19）日本建築学会：高耐久性鉄筋コンクリート造設計施工指針（案）・同解説，1991.7 

20）飛坂基夫，笠井芳夫，飯塚正則，水沼達也：高性能AE減水剤によるコンクリートの耐久 

性向上に関する研究，コンクリート工学年次論文報告集，12-1，pp.651-656，1990.7 

21）原田和樹，谷口秀明，牛島栄：高流動コンクリートの耐久性に関する研究，セメント・ 

コンクリート論文集,  No.50,  pp.618-623，1996.12 

22）土木学会コンクリート委員会腐食防食小委員会：鉄筋腐食・防食および補修に関する研 

究の現状と今後の動向，1997.12 

23）松本典人，佐野清史，宮川豊章，藤井學：高流動コンクリートの塩化物イオン浸透性に 

ついて，コンクリート工学年次論文報告集，Vol.17，No.1，pp.163-166，1995.7 

24）国土交通省土木研究所材料施工部コンクリート研究室，プレストレスト・コンクリート 

建設業協会：現場打ち高強度コンクリート部材の設計施工法の開発に関する共同研究 

報告書－現場打ち高強度コンクリート施工マニュアル(案)，第266号，2001.3 

25）谷口秀明，山本泰彦，福田淳，川口和義：吹付けモルタルの強度発現性に関する研究， 

セメント・コンクリート論文集，No.52，pp.584-591，1998.12 

 



87 
 

第４章 鋼橋 RC 床版の維持管理計画に関する検討 

 

4.1 本章の目的 

 第２章では，鋼橋 RC 床版の補修については， 

①劣化メカニズムについては，既設床版の増厚の有無や飛来塩分の有無，凍害環境の有無，

交通特性，建設年代，などの要因もかかわると考えられること，またそれらの影響による，

鉄筋腐食からひび割れ，かぶりコンクリートの剥離・剥落，鉄筋の断面欠損による耐荷力低

下にいたる定量的影響など不明なこともあり，個別路線ごとに劣化メカニズムを把握すべ

きであること。そのうえで対策を選定すること。 

②床版取替工法については，高速道路においては，一体 PCaPC 床版，橋軸方向 RC 接合

が主流であるが，PCaPC 床版・場所打ちコンクリート部材の高耐久化対策については定ま

ったものがなく，検討が必要であること。 

③高炉スラグ微粉末を混和したコンクリートの使用は，床版の高耐久化に有効であるが，

養生条件の影響があること。 

などを述べた。 

 そこで，事例対象とした中国自動車の鋼橋 RC 床版について，劣化メカニズム，部材取替

を用いた対策や部材の高耐久化対策等について検討した。 

 

4.2 維持管理計画の基本 

4.2.1 維持管理計画の流れ 

中国自動車道における塩害により劣化した鋼橋 RC 床版の維持管理の手順は図 4.2.1.1

を基本とする。本手順はコンクリート標準示方書維持管理編 1)に示される一般的な維持管理

の手順である。なお，本章では，交通量の少ない路線の塩害劣化の進行した RC 床版を対象

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 現状の把握 

（1）劣化状況の把握と劣化メカニズムの推定 

 補修前の全般的な調査として，対象となる鋼橋 RC 床版の詳細調査を実施した。また，補

修を実施した RC 床版については，補修に併せて詳細調査を実施した。 

図 4.2.1.1 維持管理の手順 1) 
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（2）予測および評価 

 4.3に述べるように，同様に劣化した鋼橋 RC 床版が多数存在し，劣化原因は凍結防止剤

による塩害であること，耐荷性能には重大な問題はなく，走行車両に対する使用性が問題と

なることなどから，4.2.3 に述べるように，1 橋ごとの劣化予測は行わず，ライフサイクル

コスト（以下，「LCC」と言う）を検討し評価して対策を決定した。 

 

4.2.3 補修に関する考え方 

補修方法は同形式の橋梁であっても対象構造物の状況によって適切なものが異なり，今

後，新たな補修材料・工法の開発もあり得ることから，補修に関する考え方は，本論文で対

象とした鋼橋 RC 床版を具体的な事例としたものである。なお，本章では劣化進行の過程が

加速期・劣化期にある，劣化の進行した RC 床版を対象とする。 

（１）残存設計耐用期間 

 対象とする橋梁の設計耐用期間は 100 年とした。ただし，LCC の検討 3)においては，現

在の協定期間（西日本高速道路株式会社存続期間）内としている（平成 62 年まで。供用後

70 年程度）が，LCC 算定上は 100 年後においても同じ結果となる。 

（２）劣化個所と補修対策 

 LCC の比較のため床版全体を対象とし，対策は部分補修，床版増厚，床版取替とした。 

 

4.3 劣化の状況の把握と劣化メカニズムの推定 

4.3.1 補修前の全般的な調査 

（１）対象橋梁 

調査を実施した 6 橋は 1977 年から 1982 年にかけて建設されたもので，調査時点（2008

年）で，建設から 25～30 年が経過している。 

各橋の床版諸元は表 4.3.1.1に示すとおりで，1982 年建設の F 橋には昭和 55 年制定の道

路橋示方書が適用されているが，それ以外は昭和 48 年制定のものが適用されている． 

いずれの橋梁も建設時には床版防水工がなかったが，A橋～E橋は建設から15～20年後に

施工されている．F橋は未施工である． 

表 4.3.1.1 補修前の全般的な調査の対象橋梁の床版諸元 (B橋の一部と D橋のみ補修時調査）
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（２）調査結果概要 

１）外観状況 

いずれの橋梁も床版下面には，鉄筋腐食をともなった浮き・剥離が多数見られ，一部では

下縁の主鉄筋の位置とその上の配力筋の位置の二層で浮き・剥離が生じていた（図

4.3.1.1参照）。 

浮き・剥離の発生パターンは 2 つに大別され，一つは桁間で発生して橋軸方向に進展する

タイプ（以下，タイプ 1 と称する），もう一つは横断方向には長く進展するが，橋軸方向の

進展は数十センチ程度でとどまるタイプ（以下，タイプ 2 と称する）である（図 4.3.1.2～

3 参照）。  

タイプ 1 の発生位置は橋梁によって異なっていたが，車両通行の影響が大きい桁間で顕

在化する傾向があり，舗装の打ち継ぎや融雪処理溝（溝切り）があるとさらに発生が顕著で

あった。これらの直上では，舗装に浮きやひび割れ，ポットホール補修跡が多く見られた（図

4.3.1.4 参照）。タイプ 2 は，連続径間の中間支点部の前後にある床版の打ち継ぎ部で多く

発生していた。ともに発生箇所やその周辺に漏水または過去の漏水の形跡が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主鉄筋位置と配力筋位置の二
層で浮き・剥離が発生 

図 4.3.1.1 二層化した浮き・剥離 

主鉄筋・配力筋とも 
に腐食で断面欠損 

図 4.3.1.2 タイプ 1 の浮き・剥離 

桁間の標準厚部で発生し, 
橋軸方向に進展する 

（ﾊﾝﾁ部には進展しない） 

図 4.3.1.3 タイプ 2 の浮き・剥離 

幅員方向に進展し,桁を跨いで 
進展している場合もある 

（ﾊﾝﾁ部にも進展する） 
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２）鉄筋の腐食状況 

いずれの橋梁においても，浮き・剥離の生じている箇所で露出している鉄筋は著しく腐食

しており，一部では断面が欠損しているものもあった。 

一方，このような著しく腐食した鉄筋が露出しているすぐ近傍であっても，浮いていない

箇所の鉄筋は健全もしくはごく軽微な赤錆程度の状態であり，鉄筋腐食は局部的に発生・進

行していると考えられる（図 4.3.1.5～6 参照）。 

床版防水工が施工されていない F 橋では， G2 桁と G3 桁の桁間に伸展する橋軸方向のひ

び割れから現在も漏水がある。しかし，このような状況においても，浮き・剥離が発生して

いない箇所においては，ひび割れ直上のごく限られた範囲を除いて顕著な腐食は見られな

かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.4 床版上下面の変状の関係 

図 4.3.1.5 剥離部周辺の腐食状況（A橋） 

浮いていない箇所で
はつり出し 

健全

表面全体に赤錆 

剥離部は主筋・配力筋とも著しく腐食
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 ３）コンクリートの状況 

D 橋を除く 5 橋から採取したコアの物理試験結果を表 4.3.1.2に示す。なお，下面に外観

変状のないパネルを健全パネル，浮き・剥離や漏水のあるパネルを劣化パネルとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧縮強度は，一部が建設時の設計基準強度（24N/mm2）を下回っていたが，著しく低強度

のものはなく，また健全パネルと劣化パネルに明確な差は見られなかった。 

静弾性係数（設計値は 25kN/ mm2）も一部に小さなものがあったが，いずれも単位体積重

量も十分にあり，採取箇所の中性化深さも他と変わりないことから品質が著しく低いコン

浮き・剥離部の鉄筋は著しく腐食 
浮き・剥離部は著しい腐食 

浮いていない
箇所は健全 

図 4.3.1.6 剥離部周辺の腐食状況（B橋） 

表 4.3.1.2 採取コアの物理試験結果 

表 4.3.1.3 劣化状態と含有塩分の分布 
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クリートではないと考えられる。 

劣化パネルの中性化深さは，乾燥した箇所では 20～30mm あったが，健全パネルも同等

であった．また，現在も漏水している劣化パネルでは，健全パネルよりも小さな値であった。 

採取コアをスライスして分析した含有塩分量と深さ方向の分布状況の代表例を表

4.3.1.3 に示す。健全パネルの含有塩分量は全域で微量であり，上面だけに変状があるパ

ネルは上面側で腐食発生限界濃度（1.5kg/m3）を超える塩分量，上下面ともに変状があるパ

ネルは全域で腐食発生限界濃度を超える塩分量であった。また，ここには示していないが，

劣化部のすぐ近傍であっても外観変状のない箇所で採取した試料は，健全パネルと同様に

全域でごく少ない含有塩分量であった。なお，RC 床版は普通ポルトランドセメントを使

用し，設計基準強度は 24N/mm2 であり，建設時の水セメント比は 55～60％程度と推定す

るが，３章に示す城山高架橋の配合分析を参考にし，安全側の設定として W/C=62.5％とす

ると，腐食発生限界濃度は約 1.5kg/m3 となる 8)。 

 ４）調査結果のまとめ 

RC 床版の劣化は鉄筋腐食やそれに起因する浮き・剥離によるものであること，これらは局

所的に発生しており，その周辺には漏水や漏水跡が見られること，浮き・剥離や漏水の発生

箇所には多量の含有塩分があること，中性化深さや圧縮強度と劣化には明確な相関が見ら

れないことが確認された。 

（３）劣化メカニズムの推定 

調査を実施した橋梁の RC 床版は，漏水のあった箇所だけで劣化が顕在化しており，また

劣化部だけで多量の塩分が検出されることから，外来塩分（凍結防止剤）による塩害である

と考えられる。その基本的なメカニズムは図 4.3.1.7のとおりであるが，橋面水の浸透経路

の違いで変状の発生パターンが異なると考えられる。 

タイプ 1 は上面から浸透した橋面水が，桁間に発生している曲げひび割れなどを介して

拡散し，広範囲の鉄筋を腐食させたものと考えられる（図 4.3.1.8参照）。交通量の多い走

行車線の下でよく発生するが，橋面防水工や舗装の打ち継ぎや溝切りの有無などによって

発生する位置が変わることもある。 

タイプ2の浮き・剥離は，コールドジョイントや幅の大きな貫通ひび割れを通じて橋面水

が浸透するもので，幅員方向には全幅にわたって進展するが（図4.3.1.9参照），橋面防水工

や舗装の状態によって進展状況に差が出ることがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1.7 劣化メカニズムの基本パターン 
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4.3.2 補修実施時の詳細調査 

（１）対象橋梁 

 対象橋梁は，床版取替を行ったＥ橋，Ｆ橋，Ｃ橋について調査を実施した。なお，Ｃ・Ｄ・

Ｅ橋と同一インターチェンジ（以下，「ＩＣ」と言う）間のＳ橋や，Ｆ橋と同一ＩＣ間のＧ

橋についても床版部分補修時あるいは床版取替時に一部確認調査した。 

（２）調査結果概要 

 １）床版上面側からの塩害劣化進行 

下面の浮き・はく離は，現在または過去に漏水があった箇所で発生しており，部分打替え

時に鉄筋の状況を観察すると，上側鉄筋と下側鉄筋の腐食範囲が概ね一致しているケース

が見られた（図 4.3.2.1参照：Ｓ橋）。また，ジョイントや排水管からの漏水がある箇所を

除けば，下面のみ劣化している事例はほとんどないのに対し，上面のみの劣化事例は多い。 

図 4.3.1.8 タイプ１の発生メカニズム 図 4.3.1.9 タイプ２の発生メカニズム 

図 4.3.2.1 部分打替え床版の上下面の鉄筋腐食状況

健全

腐食 
健全

腐食

腐食 大 （上側鉄筋） 

腐食 大 （下側鉄筋） 
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 ２）舗装の不連続部等と床版上面の劣化 

舗装の補修工事では，通常，走行車線と追越車線を分割施工するため，センターライン付

近に舗装の打継ぎが生じる。鋼橋 RC 床版の塩害劣化は，この周辺で顕在化している事例が

多い。床版取替工事に併せて詳細調査を実施したＥ橋の状況を代表事例として以下に示す。 

Ｅ橋の舗装には，センターラインの打継ぎのほかに，路肩側レーンマークの外側に V 字

形の切欠き（融雪処理溝）がある。 舗装上からの打音調査では，これらの周囲で広範囲の

濁音部が確認された（図 4.3.2.2，図 4.3.2.5～6参照）。 

舗装の撤去後に床版上面を調査したところ，舗装の打継ぎや切欠きがあった位置には広

範囲にわたる浮き・剥離が発生しており，これらが橋面水の主な浸透経路になっていると考

えられる（図 4.3.2.3，図 4.3.2.7～8参照）。 

なお，中央分離帯（以下，「中分」と言う）側（追越車線側）のレーンマーク付近にも同

様の変状が見られたが，これは横断勾配によって床版上が滞水しやすい条件であったため

ではないかと考えられる。床版下面の劣化状況も舗装や床版上面の傾向と合致しており，切

欠きの周辺では広範囲の浮き・剥離，センターライン付近では広範囲の漏水が見られた（図

4.3.2.4，図 4.3.2.9～10参照）。 

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

21 3 4 75 6 8
補修部 浮き（濁音）

A2P2 

図 4.3.2.2 Ｅ橋の床版の外観状況（舗装面） 

舗装切欠き位置

(融雪処理溝)

舗装打継ぎ位置

路肩側 
ﾚｰﾝﾏｰｸ位置

ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ位置

中分側 
ﾚｰﾝﾏｰｸ位置

1 2 3 4 5 6 7 8

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

排水枡
排水枡

排水枡

補修部 
(SF ｺﾝｸﾘｰﾄ)

浮き

A2P2 

剥離・鉄筋露出

図 4.3.2.3 Ｅ橋の床版の外観状況（舗装撤去後の床版上面）

舗装切欠き位置

(融雪処理溝)

舗装打継ぎ位置

路肩側 
ﾚｰﾝﾏｰｸ位置

ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ位置

中分側 
ﾚｰﾝﾏｰｸ位置

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

21 3 4 75 6 8

A2P2 

補修部 補修部の浮き剥離・鉄筋露出

漏水・変色(水染み)

浮き 

図 4.3.2.4 Ｅ橋の床版の外観状況（下面） 

舗装切欠き位置

(融雪処理溝)

舗装打継ぎ位置

路肩側 
ﾚｰﾝﾏｰｸ位置

ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ位置

中分側 
ﾚｰﾝﾏｰｸ位置
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 ３）床版下面の漏水経路(打継ぎ・貫通ひび割れ) 

鋼橋 RC 床版の塩害劣化メカニズムでは，床版上

面に滞水した橋面水（塩分を含んだ水）が，コンク

リートの乾燥収縮や主桁の温度伸縮の影響などで

発生した貫通ひび割れや床版の打継ぎを通じて断

面内部に浸透し，その影響範囲の鉄筋を腐食させる

と考えられている。 

一般的な事例から、締固め不足の打継ぎ（コール

ドジョイント）が水みちとなるのは容易に想像でき

るが，開口が大きくない乾燥収縮ひび割れなどが水

みちになることについては確証がなかった。これを

検証するため，Ｅ橋の床版上面からの注水試験を行

った（図 4.3.2.11参照）。 

既設床版において，舗装の撤去後に，上面の劣化

部にプールを作り，そこに蛍光性顔料入りのひび割

れ探傷剤を注水したところ，注水後約 3 時間で，下

面のひび割れ（幅 0.1mm 未満）から探傷剤が滲出し

た（図 4.3.2.12参照）。 

また，撤去床版の切断面を詳細に観察したとこ

ろ，いくつかの断面において劣化メカニズムのイメ

ージと同様の劣化状況が確認された（図 4.3.2.13参

照）。 

 

図 4.3.2.5 舗装面の状況 
    (舗装の切欠き) 

図 4.3.2.6 舗装面の状況 
   （舗装の打継ぎ) 

舗装の切欠き 
(融雪処理溝) 

図 4.3.2.7 床版上面の状況
  (舗装の切欠き位置)

図 4.3.2.8 床版上面の状況
(舗装の打継ぎ位置)

舗装の 
打継ぎ 

舗装の切欠き
があった位置

舗装の打継ぎ
があった位置

舗装の打継ぎ
の位置 

舗装の切欠き
の位置

図 4.3.2.9 床版下面の状況
  (舗装の切欠き位置)

図 4.3.2.10 床版下面の状況
    (舗装の打継ぎ位置)

浮き 

図 4.3.2.12 床版下面から探傷剤滲出

ひび割れ
探傷剤の

注水 

床版上面

探傷剤を滞水
させるﾌﾟｰﾙ

図 4.3.2.11 床版上面からの注水試験

同上拡大

横断方向の
ひび割れから
探傷剤が滲出

注水箇所の
床版下面

探傷剤
の滲出
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次に，F 橋の撤去床版の断面でも，水みちとなる打継ぎや貫通ひび割れが確認された（図

4.3.2.14～15参照）。これらの直上から鉛直方向に貫通コアを採取して，含有塩分量の分布

状況を調査した。 

なお，同橋の RC 床版については，内在塩分がほとんどない（塩化物イオン量で 0.2kg/m3

未満）ことが確認されている。 

 

 

図 4.3.2.13 劣化ﾒｶﾆｽﾞﾑのｲﾒｰｼﾞに類似した撤去床版の切断面

塩害劣化メカニズムのイメージ 

鉄筋の腐食膨張でかぶりｺﾝｸﾘｰﾄ
の浮き･はく離が発生．水平ひび割
れが発生する場合もある 

漏水経路の
鉄筋が腐食

舗装

床版

塩分を含んだ橋面水

貫通ひび割れ 

漏水

かぶりが薄いと面的に
腐食する場合もある 

主筋位置で鉛直 

方向に伸展する 

貫通ひび割れ 

(橋軸直角方向) 

配力筋に沿って 

伸展する 

水平ひび割れ 

上 面

下 面

主鉄筋 

主鉄筋 

撤去床版の切断面 

図 4.3.2.14 水みちとなる打継ぎ 

赤枠部 

の拡大 

図 4.3.2.15 水みちとなる貫通ひび割れ

赤枠部

の拡大
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図 4.3.2.16 は，打継ぎ部および打継ぎから橋軸方向に 200mm 離れた箇所で採取したコ

アの含有塩分量分布である。 

ともに全層で腐食発生限界濃度（1.5kg/m3）を大きく超える塩分が検出されたが，打継ぎ

のコア「塩-打①」は，各層の塩分量に大差がないのに対し，打継ぎから離れた箇所のコア

「塩-打②」では，表面から 14cm の層から下方では 10kg/m3を超える量の塩分が検出され

た。このコアの採取箇所では上面から 17cm 付近に水平ひび割れが発生しており，打継ぎか

ら浸透した塩分を含む漏水がここに長く留まることが影響しているのではないかと考えら

れる。これに対し，打継ぎは鉛直かつ直線状の水みちなので，浸透した水が長く滞水するこ

となく流下してしまうため，ほぼ一様な塩分量になっているのではないかと考えられる。 

 図 4.3.2.17は，貫通ひび割れ近傍の上面側鉄筋と下面側鉄筋の 2 箇所に水平ひび割れが

発生している箇所から採取したコアの含有塩分量分布である。打継ぎ部の「塩-打②」と同

じように，水平ひび割れ付近で塩分量が多くなると考えられたが，上側の水平ひび割れ（上

面から 5cm 付近）の周辺ではそのような傾向が見られたものの下側の水平ひび割れ（上面

から 17cm 付近）の周辺については，他の層より塩分量が少ない傾向であった。これは，コ

ア採取箇所の下側水平ひび割れは，ひび割れの縁端付近で幅が小さいため十分な滞水がな

かった可能性が考えられる。 
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図 4.3.2.16 含有塩分量の分布 (打継ぎ部) 
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図 4.3.2.17 含有塩分量の分布 (貫通ひび割れ近傍の水平ひび割れ)
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 ４）床版上面の補修部と下面の劣化の関係 

前項にも示したように，塩害劣化の原因となる橋面水は乾燥収縮などによる貫通ひび割

れや床版の打継ぎなどを通じて断面内部に浸入すると推測されるが，撤去床版の切断面を

詳細に観察すると，Ｅ橋の床版上面の補修部の範囲と下面の劣化範囲がほぼ合致する事例

が複数見られた（図 4.3.2.18参照）。 

ポットホール対策などの緊急性のある補修の場合，気象条件や施工時期などにおいて必

ずしも良好な条件で施工できないこともある。これらの影響で適切に施工できなかった補

修部では，補修部と既設床版が十分に接着されずに縁切れなどの状況が生じれば，その境界

が水みちになって，補修部の再劣化や既設床版の塩害劣化が促進される可能性があるので

はないかと考えられる（図 4.3.2.19参照）。 

 F 橋の撤去床版において，上面が補修されている箇所（図 4.3.2.20 参照）から鉛直方向

に貫通コアを採取し，含有塩分量の分布状況を調査した。 

図 4.3.2.21は，上面に補修部があり，かつ下面に漏水があった箇所で採取した貫通コア

の含有塩分量分布である．なお，上面の補修部の厚さは 5～6cm で，早強または超速硬コン

クリート（鉄筋・繊維補強なし）で断面修復されて

いる。 

補修断面でも 2～4cm と 4～6cm の層の塩分量

は 1.5kg/m3 を超えていたが，下縁側で塩分量が多

い傾向にあることから，補修部と既設床版の境界面

から塩分が供給されている可能性が高いと考えら

れる。塩分が含浸している既設断面からの再拡散の

可能性もあるが，新旧断面ともに補修部の境界に近

い層（補修断面の 4～6cm，既設断面の 6～8cm）

の塩分量が周辺よりも多いことから，補修部と既設

断面の境界に塩分を含んだ水が浸透した可能性が

考えられる。 

 

 

 

図 4.3.2.19 上面補修部の直下で下面の 
  劣化が顕在化するｲﾒｰｼﾞ 

橋面水が浸透しやすい補修部の直下では
下面の劣化も顕在化しやすい 

十分に付着していない 
補修部と既設床版の 
境界から橋面水が浸透 

舗装 

既設床版 

補修部の
舗装の打継ぎ

水の影響範囲で 
鉄筋が腐食 
（再劣化） 

舗装(補修部)

補修部 

図 4.3.2.18 上面補修部の下で劣化
が顕在化した事例 

下面

上面

下面

下面側鉄筋位置で水平ひび割れ
が伸展している範囲 

上面の補修範囲
上面

下面

上面

上面の補修範囲

上面の補修範囲

下面側鉄筋位置で水平ひび割れ
が伸展している範囲 

下面側鉄筋位置で水平ひび割れ
が伸展している範囲 
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 ５）検知の難しい水平ひび割れ 

 広範囲に浮きが生じた RC 床版の断面には，浮き部の界面において水平方向に伸展するひ

び割れ（以下，水平ひび割れという）が見られる。Ｆ橋の撤去床版の切断面においてもこの

ような水平ひび割れが多数確認されたが，それらの一部に床版上面からの打音法では検出

できないものがあった（図 4.3.2.22参照）。 

いくつかの撤去床版で検証したところ，比較的浅い位置（深さ 40mm 以下程度）に発生し

ているものや，ある程度深い位置でも開口幅が大きなものについては容易に異音部（浮き）

として検出できたが，深さ 50mm 以上にあり，かつひび割れの開口幅が小さいものについて

は，熟練点検者でも検出できない場合があった（図 4.3.2.23参照）。 
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図 4.3.2.21 含有塩分量の分布 (上面に断面修復のある断面)

打音法で検出 
できた浮きの範囲 

打音法で検出できなかった
水平ひび割れの範囲 
(断面の状況から推定)

上側鉄筋に沿って 
ほぼ全幅に伸展して 
いる水平ひび割れ 

図 4.3.2.22 打音法で検出できない水平ひび割れ（F 橋の撤去床版） 

水平ひび割れから滲出した錆汁
(上面側の主鉄筋・配力筋が腐食)

ｺｱ採取箇所

図 4.3.2.20 上面に断面修復あり
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床版内部に発生する水平ひび割れは，主鉄筋または配力筋が広範囲に腐食したことによ

って水平方向に伸展するひび割れで，浮き・剥離に進展する前段階の変状である。水平ひび

割れも，浮き・剥離と同様に，すでに鉄筋位置まで腐食発生限界濃度（1.5kg/m3）を超える

塩化物イオンが浸透していることを示している（図 4.3.2.17参照）。 

この段階になると，床版防水などの予防保全的処置のみでは十分な延命効果が得られな

い段階になっている場合が多いと考えられる。 

 

 次に，G 橋の床

版取替工事におい

ても調査を行った

ところ，床版の上

下面ともに目立っ

た外観変状が見ら

れない箇所におい

て，上側主鉄筋の

位置に錆汁を伴う

水平ひび割れが発

生している事例が

確認された（図

4.3.2.24参照）。 

 

 

 

図 4.3.2.23 打音法による水平ひび割れの検出（F 橋の撤去床版）

ほぼ全域を検出 
(深さ 40～70mm) 

部分的に検出 
(深さ 40～70mm) 

検出できず 
(深さ 50～70mm) 

床版上面に 

とくに外観変状なし 

図 4.3.2.24 打音法で検出できない水平ひび割れ（G 橋）

床版下面にも 

とくに外観変状なし

コア孔内に水平ひび割れ
および錆汁 
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 ６）塩害劣化したＲＣ床版の押抜きせん断試験 

塩害劣化が RC 床版の耐荷性能に与える影響についてはまだ十分に把握されておらず，

外観変状から評価した劣化度と耐荷性能の関係を明らかにする必要がある。 

（ａ）試験対象パネルの選定 

 E 橋においては下面の外観変状を基に， F 橋については下面および舗装撤去後に確認し

た上面の外観変状も加味して劣化度を判定し，各劣化度の代表的なパネルで押抜きせん断 5

験を実施した。 

E 橋および F 橋の橋梁諸元を表 4.3.2.1 に，両橋梁の試験対象パネルの見かけの劣化度

を表 4.3.2.2～3 に示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）試験方法 

今回の押抜きせん断試験では，試験箇所の直上に主桁を反力にした載荷梁を設置し，油圧

ジャッキで載荷点に鉛直荷重をかけ，床版が押し抜かれて載荷荷重が低下するまで載荷し

た。なお，載荷点には，輪荷重の載荷面積を想定して 50cm×20cm の載荷板（鋼板）を敷

設した。載荷装置の概要を図 4.3.2.25に示す。試験時には，載荷荷重および反力荷重をロ

ードセルで計測するとともに，床版下面に設置した高感度変位計で床版のたわみをモニタ

リングしながら載荷した。試験終了後には，各パネルの下面の破壊状況を観察するとともに，

工事で撤去されたのちに載荷点を中心に横断方向および縦断方向に切断し，断面の破壊状

況についても観察して状況図を作成した。 

表 4.3.2.1 橋梁諸元 

表 4.3.2.2 試験対象パネル（Ｅ橋） 表 4.3.2.3 試験対象パネル（Ｆ橋） 
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（ｃ）試験結果 

押抜きせん断試験の結果および試験時の載荷荷重と床版たわみの関係を，表 4.3.2.4 お

よび図 4.3.2.26～27 に示す。 

両橋梁ともに，見かけの劣化度と押抜きせん断耐力との間に明確な相関は見られなかっ

た。Ｅ橋では劣化度「中」を 3 パネル試験したが，押抜きせん断耐力および床版たわみには

大きなばらつきが見られた。Ｆ橋の劣化度は，床版上面の外観状況も加味されているが，そ

れでも押抜きせん断耐力とは相関がなく，劣化度の大きなパネルが高い耐力を保有してい

た結果となった。 

床版たわみについても明確な傾向はなく，F 橋では劣化度「小」のパネルが 大荷重後も

大きな伸びを見せたが，E 橋の劣化度「小」のパネルは他と同等以下のたわみであった。 

 

 

 

 

載荷荷重用 
ﾛｰﾄﾞｾﾙ 

反力用 
ﾛｰﾄﾞｾﾙ 

(内側 4 個) 

載荷用 
油圧ｼﾞｬｯｷ 
(2000KN) 

変位計 

PC 鋼棒 
(φ32×8 本)

載荷梁 
(L=5000, 
 H=595) 

仮受け用 
ｻﾝﾄﾞﾙ 

貫通孔 

反力梁 

主桁 
補強材 

変位計用 
ﾌﾚｰﾑ 

図 4.3.2.25 載荷装置の概要 

表 4.3.2.4 押抜きせん断試験の結果 

図 4.3.2.26 載荷荷重-たわみ曲線（Ｅ橋）
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（ｄ）試験結果の考察 

E 橋および F 橋の押抜きせん断試験の結果と理論値の比較を表 4.3.2.5 に示す。なお，

理論値の算出は図 4.3.2.28に示す要領で算出した 2)。 

なお，E 橋の理論値の算出においては，剥離による断面欠損は考慮したが，コンクリート

の圧縮強度，床版厚，鉄筋のかぶりについては設計値を用いた。 

Ｆ橋の理論値を算出する際は，より豊富な調査データがあったため，できるだけ実際に近

くなるようにコンクリートの圧縮強度，床版厚，鉄筋のかぶりには実測値を用いた。 

E 橋については，見かけの劣化度「大」の E-L と「中」の E-M3 の試験値は理論値と同

等であったが，他のパネルの試験値は理論値よりも小さなもの（0.75 倍程度）と大きなも

の（1.24 倍）に分かれた。E-L については，下面のかぶりがほぼパネル全面で剥落している

にもかかわらず，押抜きせん断耐力は

断面欠損のない E-S（劣化度「小」）

と大差なかった。 

F 橋については，劣化度「小」の F-

S の試験値は理論値よりも小さかっ

たが，他のパネルの試験値はいずれも

理論値より大きく，とくに劣化度「大」

の 2パネルについては理論値を1.2倍

程度上回る値であった。 

両橋梁ともに見かけの劣化度が小

さなパネルの押抜きせん断耐力が小

さい傾向が見られた。 

各パネルの切断面を観察すると（図

4.3.2.29～30参照），劣化度の小さな

パネルの破壊形態は載荷点を頂点に

図 4.3.2.27 載荷荷重-たわみ曲線（Ｆ橋）

表 4.3.2.5 押抜きせん断試験の結果 

図 4.3.2.28 押抜きせん断耐力の算出要領 2) 
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ひび割れが台形状に広がるコーン状の破壊形態にあったが，劣化度が大きなパネルについ

てはひび割れが水平方向に長く進展してコーン状の破壊形態を示さないものがあった。こ

れらは通常の押抜きせん断破壊とはやや異なったメカニズムで破壊に至っている可能性が

考えられ，それが劣化度の大きなパネルの試験値と理論値に大きな差が生じた要因になっ

ているのではないかと考えられる。 

破壊メカニズムの変化などの問題はあるが，交通量の少ない環境下での塩害劣化におい

ては，鉄筋破断など著しい劣化状況に至らないかぎり RC 床版の押抜きせん断耐力は大き

く低下しないと考えられる。このような環境における RC 床版の寿命は，疲労や断面欠損に

よる耐荷性能の低下ではなく，床版上面の劣化にともなう使用性能の低下（舗装の陥没・剥

がれなどいわゆるポットホールの頻発による走行性の悪化や頻繁な補修による交通規制の

増大等）が支配的な要素になるのではないかと考えられる。 

 

 

 

 

なお，Ｓ橋のように，走行車線の床版において上面の土砂化，下面のはく離，主鉄筋およ

び配力筋の部分的な喪失があったにもかかわらず，床版の抜け落ちには至らなかった事例

も報告されている（図 4.3.2.31参照）。 

 

図 4.3.2.29 床版断面の破壊状況(E 橋) 

縦断面 横断面 

E-M3 
ＰＰ 

H

H

E-L 
ＰＰ 

HT HT

E-M1 
ＰＰ 

HT

HT

HT

E-M2 
ＰＰ 

HT H H

H

E-S 
ＰＰ 

HT HT HT

HT

ひび割れ ひび割れ 

図 4.3.2.30 床版断面の破壊状況(F 橋) 

ひび割れ ひび割れ

縦断面 

F-L1 
Ｐ Ｐ

F-L1 
Ｐ Ｐ

F-M 
Ｐ Ｐ

F-S 
ＰＰ

図 4.3.2.31 鉄筋が喪失しても床版が抜け落ちなかった事例（Ｓ橋） 
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 ７）床版上面の調査手法の検討 

 これまでに述べたように，中国自動車道の鋼橋 RC 床版については，床版上面の劣化状

況を舗装路面から（精度よく）非破壊調査できることが求められている。そこで，多配列レ

ーダ法を試行してみた。多配列レーダ法は，地中レーダ用のアンテナを並列に多数配置した

カート式の探査機で舗装上を走査し，それを専用ソフトで画像処理して床版の浮き・剥離を

検出する調査手法である。多配列レーダ法で床版取替工事前の F 橋および C 橋の RC 床版

を調査し，撤去後にその結果を詳細に検証したところ，上面の浮き・剥離を 60～79％まで

捉えており，F 橋では水平ひび割れもある程度検出できていた（図 4.3.2.32～34 および表

4.3.2.6参照）。 

多配列レーダ法は，まだ開発途上の技術であり，適用できる条件も限られているが，舗装

の上から床版上面の状況を把握できる調査手法となる可能性があると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.2.32 カート式多配列レーダ法による床版上面の調査 

凡　　例

As補修判定

舗装界面付近の異常

劣化の可能性大

調査範囲基準線

劣化の可能性あり

図 4.3.2.33 カート式電磁波レーダ法の判定図 
   (30cm メッシュでデジタルデータ化) 

水平ひび割れ
SFRC補修

As補修

剥離
浮き

図 4.3.2.34 実際の劣化状況を示す外観状況図
   (30cm メッシュでデジタルデータ化) 
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4.4 対策の基本計画 

図 4.4.1 は 4.3.2 に示す E 橋の床版取替工事を発注する際の西日本高速道路株式会社の

記者発表資料 3)である。これは，今後老朽化による補修が必要となる橋梁が増加することを

踏まえ，劣化の進行した鋼橋 RC 床版に対して，E 橋を例にしてライフサイクルコストを試

算し，補修対策を選定したものである。 

すなわち，中国自動車道の橋梁については，防水工が施工され始めたのは供用開始後 10

年程度以上経過してからであり，その間，凍結防止剤を含んだ水が床版に浸透していると考

えられること，供用中の走行路面の使用性低下（例えばポットホールなど）に対する部分補

修は完全な施工が出来づらいこと，これまでにも何度も部分補修を繰り返している橋梁も

あること，などから補修後の再劣化が珍しくない状況にある。そこで，これまでの補修事例

をもとに，部分補修の繰り返しと床版取替のライフサイクルコストを比較したものである。

これにより，劣化が進行している鋼橋 RC 床版に対しては，抜本的対策である床版取替を選

定することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4.3.2.6 多配列レーダの判定と床版上面の変状の合致率 

 
F 橋 C 橋 

P2-P3 A1-P1 P1-P2 P2-P3 

判定と実際の変状が 
合致したメッシュ数 

2870 2180 2761 2819 

判定と実際の変状が 
合致しないメッシュ数 

 943 1444 868  737 

合致率    75.3 %    60.2 %   76.1 %    79.3 % 

図 4.4.1 西日本高速道路株式会社の床版取替工事の記者発表資料 3)
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4.5 高耐久化対策に関する検討 

 床版取替における高耐久化については，凍結防止剤を含んだ水が各部位，各部材に浸入し

ないように，または浸透しにくくするように対策を講じることが必要であると考えられる。

ここでは，外部からの水の浸入を防止する対策と部材に水が浸透しにくくする対策につい

て検討した。 

4.5.1 外部からの水の浸入防止による高耐久化 

 凍結防止剤を含んだ水を，床版をはじめとしたコンクリート上部工に浸入させない対策

として以下を講じる。 

（1）床版地覆部とプレキャスト PC床版の一体製作 

 プレキャスト PC床版の構造図の例を図 4.5.1.1に示す。 

 

 このうち，地覆部とプレキャスト PC床版を一体製作することで，プレキャスト部材と地

覆部の打ち継ぎ目をなくし，橋面水の浸入および漏水を防ぐ構造とする。製作状況を図

4.5.1.2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）延長床版構造の採用 

 橋梁端部の劣化原因となる，伸縮装置からの漏水を防ぐために延長床版構造を採用し，伸

縮装置を橋台背面に移動させる。延長床版の構造概念図を図 4.5.1.3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.1.1 プレキャスト PC床版断面図の例

図 4.5.1.2 地覆部一体製作 

図 4.5.1.3 延長床版構造概念図 
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（3）透水シート・剥落防止メッシュを貼り付けた型枠の使用 

 壁高欄のコンクリート打設時の型枠に，透水シートを貼り付け，コンクリート表面の緻密

化をはかる 4)。設置範囲を図 4.5.1.4に示す。なお，水切り部外側面には，剥落防止用の 3

軸アラミドメッシュと透水シートを重ね貼りしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）場所打ちコンクリートへの表面含浸材の塗布 

 壁高欄など場所打ちコンクリート部は，プレキャスト部材より品質のばらつきが大きい

ので，表面を緻密化させ劣化因子の浸入を防ぐために，シラン系表面含浸材を塗布する 5,6)。

ただし，場所打ち床版上面およびプレキャスト床版間詰め部については，防水層との付着性

の低下が懸念されるため無塗布とする。 

（5）床版防水システム 

 床版防水として，高性能な防水（ウレタン系等）を採用する。また，舗装は水密性の高い

砕石マスチックアスファルト混合物をレベリング層に，ハイブリッド舗装用アスファルト

混合物を表層に施工し，より高い防水性を目指す。 

 

4.5.2 高炉スラグ微粉末による床版等の高耐久化 

 部材に凍結防止剤を含んだ水が浸透しにくくするためには，コンクリート材料について

は，2.3.3より高炉スラグ微粉末を混和したコンクリートを使用するのがよいと考えられる。

ただし，養生条件の影響がある。ここでは，早強セメントに高炉スラグ微粉末 6000 を混和

材として 50％置換したコンクリートを使用し，養生方法および養生日数の効果・影響を確

認する目的で実施した各種試験について述べる。 

（１）試験概要 

 １）供試体概要 

 供試体概要図を図 4.5.2.1 に

示す。供試体の厚さおよび鉄筋

量については，床版取替工事に

て採用した PCaPC 床版と同程度

とした。 

 

図 4.5.1.4 透水シート設置 

図 4.5.2.1 供試体概要図 
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 ２）配合 

 配合条件を表 4.5.2.1 に示す。プレキャストコンクリートの蒸気養生による影響を確認

するため，蒸気養生をしない場所打ちコンクリートを想定した供試体についても同配合と

した。 

表4.5.2.1 配合条件 

設計基

準強度 

(N/mm2) 

粗骨

材の

大

寸法 

スランプ 

(cm) 

空気量 

(%) 

水

結

合

材

比 

(%) 

細

骨

材

率 

(%) 

単位量(kg/m3) 

水 

セ

メ

ン

ト

高

炉

ス

ラ

グ

細

骨

材

粗

骨

材

減

水

剤 

(%)

AE

剤 

(%)

50 20 12±2.5 4.5±1.5 34.5 41.0 160 232 232 683 991 0.40 0.06

 

３）養生条件 

 PCaPC 床版については，蒸気養生後に散水養生または水中養生を，場所打ち PC 床版につ

いては，脱枠後の散水養生を想定し養生条件を設定した。試験条件を表 4.5.2.2に示す。養

生状況を図 4.5.2.2～3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供試体名 供試体数 蒸気養生 養生条件 

CASE1 1体 有 気中養生 

CASE2 1体 有 水中養生(3日)＋気中養生 

CASE3 1体 有 水中養生(5日)＋気中養生 

CASE4 1体 有 水中養生(7日)＋気中養生 

CASE5 1体 有 散水養生(3日)＋気中養生 

CASE6 1体 有 散水養生(7日)＋気中養生 

CASE7 1体 無 気中養生 

CASE8 1体 無 散水養生(7日)＋気中養生 

CASE9 1体 無 散水養生(9日)＋気中養生 

CASE10 1体 無 散水養生(12日)＋気中養生 

表 4.5.2.2 試験条件 

図 4.5.2.2 散水養生状況 図 4.5.2.3 水中養生状況 
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（２）試験項目および試験結果 

 １）簡易透気試験（トレント法） 

 トレント透気試験機を用いて，供試体上面（ならし面）および供試体下面（型枠面）の各

3箇所において透気量を計測した。試験結果の平均値および判定結果7)を図4.5.2.4～5に示

す。 

蒸気養生無の供試体（図4.5.2.5）では，散水養生の効果は確認できるが，養生7日以上で

あれば大きな差異は生じなかった。 

蒸気養生有の供試体（図4.5.2.4）では，散水養生の効果は確認されるが，散水養生の日

数による差異は生じなかった。水中養生については，養生日数が増加するに従い透気係数が

小さくなる傾向が確認された。散水養生と水中養生については，両者とも透気係数改善効果

はあるが，水中養生の方がより効果的であった。なお，散水養生3日の上面の仕上げは他に

比べ非常に丁寧に仕上がっていたため，透気係数が小さくなった可能性がある。 

 

 ２）促進中性化試験 

 促進中性化試験（JIS-A 1153-2003）に準拠し，各条件の 小養生日数であるCASE2，CASE5，

CASE8について促進中性化試験を実施した。中性化深さは 大で1.3mm程度であり，中性化に

対する耐久性は問題ないと考えられる。 

 ３）急速塩分浸透性試験 

電気泳動法（JSCE-G 571-2010）に準拠し実効拡散係数を計測した。計測結果を表4.5.2.3

に示す。JSCE規準では，ばらつきを抑えるため試験体表面の25mmを切断することとしている

が，ここでは，コンクリート面表層部を評価するため，25mmの切断を行わなかった。 
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図 4.5.2.4 簡易透気試験結果(蒸気養生有) 
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図 4.5.2.5 簡易透気試験結果(蒸気養生無) 

表 4.5.2.3 実効拡散係数 

(240日)

(140日)
(240日)
(350日)
(210日)
(350日)
(390日)
(240日)
(140日)
(360日)
(360日)

75日 － 0.100

最終

実施
期間

CASE 2

有

水中3日 上面

上面

上面

上面

上面

0.004 0.012 0.017
CASE 10 散水12日 138日 0.004 0.003 0.016 0.021
CASE 9 散水9日 138日 0.005上面

0.052
CASE 8 散水7日 82日 － 0.139

上面

上面

0.033 0.062 0.060
CASE 7

無

気中 519日 0.006 0.018 0.052
CASE 6 散水7日 356日 0.025上面

0.027 0.024 0.024
131日 0.003 0.007 0.007 0.008

CASE 5 散水3日
131日 0.024

下面

0.009 0.013 0.019 0.014
0.004 0.007 0.043 0.043

0.032 0.034 0.030 0.030CASE 1 気中 512日

512日
CASE 4 水中7日 131日

De：実効拡散係数(cm2/年)
90日 120日 180日

供試体名
蒸気
養生

養生条件
試験開始
材齢

測定面
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 移動流束が一定となるまで電気泳動試験を実施するが，1年以上試験を実施しても，定常

状態に至らない場合があった。また，図－４に示すように，実効拡散係数算出の基となる塩

化物イオン濃度の増加量についてもある日数を境に急激に値が変化する場合があった。こ

れは，電気泳動試験が長期間にわたったため，シーリング材の劣化等，他の外的要因が作用

したことが考えられた。その他，CASE2では，異なる材齢で試験を開始したが，長期強度が

増加するコンクリートにおいては，試験開始材齢が結果に影響を与えることも確認された。 

以上より，本試験では明確な値を確認することができなかった。ここで，表4.5.2.3に示

す実効拡散係数( 終)については，定常状態に達していないケースも含め，信頼性の高い

初の変化点前の5点を採用し算出した値とした。 

 ４）塩水浸せき試験 

 塩水浸せき試験（JSCE-G 572-2010）に準拠し，塩水(濃度 10%)浸漬期間 182 日間の供試

体(試験開始材齢 60 日)を用いて EPMA 分析を実施し，その測定結果を用いて塩化物イオン

の見掛けの拡散係数を算出した結果を表 4.5.2.4に示す。コンクリート標準示方書 8)によれ

ば，一般的に見掛けの拡散係数は，実効拡散係数より小さな値となるはずであるが，同等ま

たは大きな値を示す結果となった。これは，高炉スラグ微粉末を混入したコンクリートにつ

いては，コンクリートが緻密であり塩化物イオンが浸透しにくい点と，高炉スラグにより塩

化物イオンが固定化され表面部の塩化物イオン濃度が増加することから（図 4.5.2.8参照），

182 日間の浸せき期間では内部まで塩化物イオンが浸透せず，表面部の塩化物イオン濃度を

用いて回帰式より見かけの拡散係数を算出することとしたため（図 4.5.2.9参照），見かけ

の拡散係数が大きな値を示したと考えられる。見掛けの拡散係数をより精度良く算出する

ためには，より内部まで塩化物イオンを浸透させるほうがよいと考えられる。 

 

 

供試体名 養生条件 単位容積質量 
(kg/m3) 

実効拡散係数 
De(cm2/年) 

見掛けの拡散係数
Dap(cm2/年) 

CASE2 水中 3 日 2298 
0.100 

0.097 
0.043 

CASE5 散水 3 日 2298 0.024 0.133 

CASE8 散水 7 日 2298 0.139 0.131 
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図 4.5.2.6 経時変化(塩化物イオン濃度増加量) 図 4.5.2.7 経時変化(移動流束) 

表 4.5.2.4 見掛けの拡散係数 
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（３）塩化物イオン濃度予測および考察 

 中国自動車道の鋼橋 RC床版の耐久性については，塩害に対する耐久性が も重要である

ことから，電気泳動試験より求めた実効拡散係数（De）および塩分浸せき試験より求めた

見掛けの拡散係数（Dap）を用いて，かぶり深さにおける塩化物イオン濃度を算出した 8)。

なお，実効拡散係数から見掛けの拡散係数を算出する際は示方書式 8)における係数 k1k2（以

下，「k1k2」と言う）については，高炉スラグ微粉末混和コンクリートの場合，高炉セメン

ト B 種相当の式を用いた。また，腐食発生限界濃度算定式についても高炉セメント B 種相

当の式を用いた。結果を表 4.5.2.5に示す。ここで，算出時に使用した表面塩化物イオン濃

度については，年間の路線あたりで散布する凍結防止剤散布量より予測 9)した（=5.62kg/m3）。

実効拡散係数より求めた鉄筋位置塩化物イオン濃度は，かぶり 30mm の CASE8 以外は鋼材

腐食発生限界より小さな値を示すが，見掛けの拡散係数より求めた塩化物イオン濃度では

鋼材腐食発生限界より大きな値を示した。これは，前述した見かけの拡散係数が大きな値を

示したためである。なお，参考として早強ポルトランドセメント単味にて，設計基準強度

50N/mm2，水セメント比 36.0％の供試体にて同様の試験を実施したところ，蒸気養生＋散水

7 日の養生条件において，実効拡散係数 De=1.013cm2/年であった。表 4.5.2.4 に示す高炉

スラグ微粉末 6000 を混和したコンクリートの実効拡散係数は，早強ポルトランドセメント

単味のコンクリートに比べて，十分の一程度となることが確認された。この実効拡散係数を

用いて算出した早強ポルトランドセメント単味の場合の 100 年後の鉄筋位置塩化物イオン

濃度は，鋼材腐食発生限界 1.81 kg/m3に対してかぶり 40mm で 5.39 kg/m3となり，腐食発生

限界を越えることとなった。ここで，k1k2については，早強ポルトランドセメントに対する

算定式がないため，普通ポルトランドセメントに対する算定式を用いた。PC 床版上面に対

しては，床版防水などの対策を講じることで対処できるが，場所打ち床版下面など橋面水や

漏水に直接さらされる可能性のある部位に対しては，表面被覆材や表面含浸材などの対策

を併用することが必要となることがわかった。 

 塩化物イオンの浸透による鋼材の腐食を検証するためには，急速塩分浸透性試験による

実効拡散係数の計測が重要となるが，促進試験を行っても，緻密なコンクリートにおいては，

結果を得るために長期間の計測を要することが確認された。また，試験装置の耐久性が長期

間を想定されていないことも考えられ，試験結果にばらつきが生じ，正確な値を判断するこ

とが困難であった。急速塩分浸透性試験では，試験期間を短くすることが必要であり，試験

Case2 

17mm 

図 4.5.2.8 面分析結果（Cl-濃度）
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体の厚さを薄くする手法 10)や，印加電圧を大きくする手法 11)，または非定常状態における

実効拡散係数の測定 12)などの工夫が必要であると考えられる。 

 

 

 

 

橋梁構造物の大規模更新時代を迎え，要求性能に基づく合理的な更新を行う必要がある。

そのため，性能設計を行うには，要求性能の照査方法について更なる進展が必要であると考

えられる。 

 

4.6 本章のまとめ 

事例対象とした中国自動車の鋼橋 RC 床版について，劣化メカニズム，部材取替を用いた

対策や部材の高耐久化対策等について検討した。その結果，得られた知見を以下に示す。 

1) 凍結防止剤による塩害が主な劣化機構になっていると考えられる。基本的な劣化メカ

ニズムは，床版上面から塩化物イオンを含んだ水が床版に浸透し，あるいはひび割れを

介して浸入することによると考えられる。 

2) 舗装の打継ぎや融雪溝切り（切欠き）は，劣化を促進させる原因となりうる。 

3) 床版の打継ぎ目や貫通ひび割れが水みちとなって劣化が進行していく可能性が高い。 

4) 適切に施工できなかった床版上面補修は，補修部の界面が水みちとなって，再劣化や下

面の劣化を促進させる可能性がある。 

5) 深さ50mm以上にあり，開口幅の小さな水平ひび割れは，床版上面からの打音法でも検出

できない場合がある。 

6) 外観変状から判定した劣化度と押抜きせん断耐力に明確な相関関係は見られなかった。 

交通量の少ない環境下で塩害劣化したRC床版については，鉄筋破断などの劣化状況に

ならないかぎり押抜きせん断耐力は大きく低下しないと考えられる。このような環境

下では，RC床版の寿命は，疲労や断面欠損などによる耐荷力の低下ではなく，床版上面

の劣化による使用性の低下が支配的になると考えられる。 

7) 多配列レーダ法は，RC床版上面の有効な調査手法になる可能性があると考えられる。 

8) 劣化の進行したE橋を例にして，部分補修の繰り返しと床版取替のライフサイクルコス

トを試算して，抜本的対策である床版取替を基本とする維持管理計画を提案した。 

9) 床版取替における高耐久化対策として，外部からの水の浸入防止による方法を提案し

た。 

10) PCaPC床版や場所打ちコンクリート部材の高耐久化対策としては，高炉スラグ微粉末混

供試体名 
養生 
条件 

鋼材腐食発
生限界 8) 
(kg/m3) 

De より算出 8) (kg/m3) Dap より算出 8)(kg/m3) 

 
かぶり 30mm

 
かぶり 40mm かぶり 30mm かぶり 40mm

CASE2 水中 3 日 2.20 
2.00 1.11 3.92 2.96 

0.80 0.41 － － 

CASE5 散水 3 日 2.20 0.41 0.31 4.39 3.50 

CASE8 散水 7 日 2.20 2.57 1.59 4.37 3.47 

表 4.5.2.5 鉄筋位置塩化物イオン濃度(100 年経過後) 
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和コンクリートを使用することにより，早強ポルトランドセメント単味のコンクリー

トに比べて，塩化物イオンの実効拡散係数が十分の一程度になるなど，効果的であると

考えられる。 

11) 早強ポルトランドセメント単味のコンクリートを使用する場合は，塩害対策を行わな

いと，100年間で鋼材腐食が進行する可能性があることがわかった。 

 

本章における今後の課題を以下に示す。 

1) 床版の劣化の程度を精度よく把握することが床版補修の方法・優先順位を決めるため

に必要であるので，床版上面からの非破壊調査手法の確立が重要である。 

2) 高炉スラグ微粉末を混和したPCaPC床版の養生条件設定にあたって，急速塩分浸透性試

験が有効なはずであると考えていたが，現在の試験方法では，緻密なコンクリートの場

合は時間がかかりすぎてしまうので，試験方法の改善が必要である。要求性能に基づく

合理的な補修を行うためには，要求性能の照査方法の進展が必要である。 

3) 床版の高耐久化対策として，外部からの水の浸入防止に関する対策について，本研究に

示したもの以外にも考えられ得るので，検討を継続する必要がある。 

   また，壁高欄には通信管路が埋設されることがあり，管路と鋼製のハンドホール（通

信ケーブルの設置や点検のための箱抜き構造）がコンクリート内に埋設されることと

なる（図4.6.1参照）。ハンドホールから入った水（塩水）が管路を通じて壁高欄内部に

浸透する可能性がある場合は対策を検討する必要がある。なお，可能であれば，通信管

路を埋設せず，外部に添架することにより抜本的対策となる。 

 

 

 

 

 

4） 中国自動車道における鋼橋 RC床版の補修対策は床版取替を基本とすべきと考えている 

が，橋梁数が多大であるため，実際に取替工事を実施するまでに相当の年数がかかる場 

合もありえるので，その間の使用性を満足させる延命化対策としての床版部分小補修 

の開発が必要と考えられる。 

 

 

 

図 4.6.1 壁高欄の通信管路・ハンドホール設置状況例 
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第５章 結論 

 

5.1 本研究で得られた結論 

 本論文では，中国自動車道の塩害劣化したコンクリート構造物のうち，RC 中空床版およ

び鋼橋 RC 床版について，劣化メカニズム推定～対策工法の選定にいたる計画的維持管理

の検討を行った。本章では，各章で得られた結論，シナリオデザイン，今後の課題を総括す

る。 

 

 第２章「既往の研究」では，本研究に関連する研究について整理した。RC 中空床版の補

修に関しては，劣化メカニズム・はつり・断面修復についてまとめた。鋼橋 RC 床版の補修

に関しては，劣化メカニズム・床版取替・高炉スラグ微粉末による床版の高耐久化について

まとめた。その結果，以下に示すような課題が残されていることがわかった。 

 まず，RC 中空床版の補修については， 

1) 劣化メカニズムについては，取りあげた例では海砂を使用していることは共通してい

るが，凍結防止剤散布の影響や飛来塩分の影響の程度が不明であること，またそれらの

影響による，鉄筋腐食からひび割れ，かぶりコンクリートの剥離・剥落，鉄筋の断面欠

損による耐荷力低下にいたる定量的影響など不明なこともあり，個別の橋梁ごとに劣

化メカニズムを把握すべきであること。そのうえで対策を検討すること。 

2) WJ 工法の現場適用にあたっては，JH 試験研究所の検討がなされたばかりであったの

で，施工機械・操作技術者の性能確認，および対象構造物の配筋状態を模擬した供試 

体を用いたはつり性能確認試験が必要であること。 

3) 塩害劣化橋梁の大断面修復の実施例がなかったので，各種断面修復工法の適用性につ

いての確認のため，補修に先立ち，模擬供試体を用いた性能確認試験が必要であること。 

次に，鋼橋 RC 床版の補修については， 

1) 劣化メカニズムについては，既設床版の増厚の有無や飛来塩分の有無，凍害環境の有無，   

交通特性，建設年代，などの要因もかかわると考えられること，またそれらの影響によ  

る，鉄筋腐食からひび割れ，かぶりコンクリートの剥離・剥落，鉄筋の断面欠損による 

耐荷力低下にいたる定量的影響など不明なこともあり，個別路線ごとに劣化メカニズ 

ムを把握すべきであること。そのうえで対策を選定すること。 

2) 床版取替工法については，高速道路においては，一体プレキャスト PC 床版，橋軸方向 

RC 接合が主流であるが，プレキャスト PC 床版・場所打ちコンクリート部材の高耐久 

化対策については定まったものがなく，検討が必要であること。 

3)  高炉スラグ微粉末を混和したコンクリートの使用は，床版の高耐久化に有効であるが，

養生条件の影響があること。 

 

 第３章「RC 中空床版の維持管理計画に関する検討」では，断面修復の事例対象とした中

国自動車の RC 中空床版橋について，劣化メカニズム，劣化予測，断面修復を用いた対策，

モニタリング等について検討した。主な結論は以下のとおりである。 

1) 内部塩分と凍結防止剤により劣化したRC中空床版のコンクリート構造物の維持管理に

ついて，目標残存耐用期間を設定し，劣化予測に基づき維持管理計画を立案した。 
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2) 劣化予測に当たっては，詳細調査を行い，コンクリートの劣化程度を定量的に把握して

パラメータを選定した。補修後の劣化予測に関しては，既往の知見に基づき劣化予測の

パラメータを選定した。 

3) 鉄筋の背面のあきを考慮したはつり深さや補修後のかぶりの大きさは，補修後の劣化

予測に基づき定めた。 

4) 劣化予測の信頼度も考慮して，鉄筋防錆などの予備の対策も行い，モニタリングを含め

た補修後の維持管理を行うこととした。なお，鉄筋防錆材の効果やセンサの性能につい

ては，本橋の環境条件においての検証はなされていないため，供試体を現地に暴露し検

証を行っている。 

5) WJはつり機械を用いた劣化コンクリートの除去では，鉄筋の径や間隔の影響によって

ノズルの角度やスタンドオフ等が制約され，鉄筋背後のコンクリートを除去できない

場合がある。しかし，WJ性能評価試験によりはつり性能を確認したWJ機械を用い，か

つ適切な補助はつりを行うことにより，計画はつり深さに対し，±20mm程度のはつり

が可能である。また，WJから噴出される高圧水は，床版上面への影響はないことも確

認され，RC中空床版橋の床版下面に対する断面修復に適用可能であることがわかった。 

6) RC中空床版橋の床版下面の断面修復では，WJはつり面における断面修復材の充てん

性が重要となるが，吹付け工法が型枠充てん工法に比べ，高い充てん性を確保できるこ

とを示した。吹付け工法の中では,乾式吹付け工法が優れていた。 

7) 超速硬セメントモルタルは，施工時の環境温度の影響を受け，高温下での圧縮強度が

20N/mm2程度低下した。この影響により，中性化速度係数や塩化物イオンの見かけの

拡散係数がやや大きくなる傾向を示し，凍結融解抵抗性にも劣る結果になった一方，ポ

リマーセメントモルタルによる湿式吹付け工法においても，吹付け方法によって中性

化深さが2倍程度異なる結果が確認された。従来，室内試験の結果を元に断面修復材の

評価が行われてきたことに対し，補修補強設計時の設定，施工時の品質管理および大規

模補修対策後の初期点検において施工環境要因を加味する必要があることを示した。 

 

第４章「鋼橋 RC 床版の維持管理計画に関する検討」では，事例対象とした中国自動車の

鋼橋 RC 床版について，劣化メカニズム，部材取替を用いた対策や部材の高耐久化対策等に

ついて検討した。主な結論は以下のとおりである。 

1) 凍結防止剤による塩害が主な劣化機構になっていると考えられる。基本的な劣化メカ

ニズムは，床版上面から塩化物イオンを含んだ水が床版に浸透し，あるいはひび割れを

介して浸入することによると考えられる。 

2) 舗装の打継ぎや融雪溝切り（切欠き）は，劣化を促進させる原因となりうる。 

3) 床版の打継ぎ目や貫通ひび割れが水みちとなって劣化が進行していく可能性が高い。 

4) 適切に施工できなかった床版上面補修は，補修部の界面が水みちとなって，再劣化や下

面の劣化を促進させる可能性がある。 

5) 深さ50mm以上にあり，開口幅の小さな水平ひび割れは，床版上面からの打音法でも検出

できない場合がある。 

6) 外観変状から判定した劣化度と押抜きせん断耐力に明確な相関関係は見られなかった。 

交通量の少ない環境下で塩害劣化したRC床版については，鉄筋破断などの劣化状況に
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ならないかぎり押抜きせん断耐力は大きく低下しないと考えられる。このような環境

下では，RC床版の寿命は，疲労や断面欠損などによる耐荷力の低下ではなく，床版上面

の劣化による使用性の低下が支配的になると考えられる。 

7) 多配列レーダ法は，RC床版上面の有効な調査手法になる可能性があると考えられる。 

8) 劣化の進行した E 橋を例にして，部分補修の繰り返しと床版取替のライフサイクルコ

ストを試算して，抜本的対策である床版取替を基本とする維持管理計画を提案した。 

9) 床版取替における高耐久化対策として，外部からの水の浸入防止による方法を提案し

た。 

10) PCaPC床版の高耐久化対策としては，高炉スラグ微粉末混和コンクリートを使用するこ

とが効果的と考えられる。 

11) 早強ポルトランドセメント単味のコンクリートを使用する場合は，塩害対策を行わな

いと，100年間で鋼材腐食が進行する可能性があることがわかった。 

 

5.2 高速道路橋コンクリート構造物の維持管理計画のシナリオデザイン 

 20 世紀は社会資本を形成する土木構造物の整備拡充の時代であり，コンクリート構造物

を建設する時代であった。これに対して 21世紀は，前世紀に大量に建設され蓄えられたコ

ンクリート構造物を維持管理することが 大の課題となる。～“造る時代から，使いこなす

時代”になったのである。～これを適切に実行するためには適切なシナリオを基にした戦略

的マネジメントが必要とされるのである。1) 

 本研究においては，高速道路橋コンクリート構造物のうち，特に橋梁数の多い RC中空床

版と鋼橋 RC 床版について，劣化メカニズム推定～対策工法の選定にいたる計画的維持管理

の検討を行った。 

 そこで，この検討に基づいたシナリオデザインについて以下に示す。さらに，今後の大規

模補修補強におけるシナリオデザインにおいて考慮すべき事項について述べる。 

 ここでは，中国自動車道の劣化したコンクリート構造物のように，供用開始から 30 年程

度以上経過し，ある程度以上劣化しているコンクリート構造物で，交通荷重による疲労は問

題とならないが，冬期の凍結防止剤散布による塩害劣化が主体的であるものを対象とする。

ただし，劣化メカニズムが類似している場合は，このシナリオは適用できる場合があると考

えられる。 

なお，JH日本道路公団にて床版防水を本格的に対策実施し始めたのは平成 10 年頃からで

あり（中国地方の供用区間への試行は平成 3年頃から），中国自動車道（供用開始は昭和 49

年～58 年）においては，相当程度の期間において床版防水は施工されていないことになる。 

 

5.2.1 RC 中空床版の維持管理計画のシナリオデザイン 

 RC 中空床版橋においては，1 章で述べたように桁端部が，伸縮装置からの凍結防止剤を含

んだ漏水により塩害劣化する事例が多い（図 5.2.1.1参照）。また，縦断勾配によって床版

下面を径間中央に向かって伝い水がある場合は，劣化が広範囲におよぶことになる。しかし，

長期にわたって漏水が継続したために劣化が進行したのであるから，漏水対策をできる限

り早期にとることができれば，劣化因子の浸入を防ぐことができるはずである。 

 



119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 標準として，5 年に 1度実施する橋梁詳細点検により，桁端部に漏水やコンクリートに浮

きなどの変状が確認された場合には，劣化の進行を止めるため，①まずは漏水を止めるため

に伸縮装置の補修（止水構造の補修や漏水防止構造の追加装置など）を実施する。あわせて，

桁端部にコンクリートの浮きがある場合は断面修復を行う。伸縮装置本体が損傷している

場合は伸縮装置を取り替える。その際には，伸縮装置の撤去時に周囲のコンクリートをはつ

り取ることになるので，慎重な施工を行い，コンクリートに過大なひび割れなどを発生させ

新たな水みちとならないようにしなければならない。なお，床版上面に防水が施工されてい

ない場合は，床版上面からの水の浸透を防止するために，高性能な床版防水の施工を実施す

る。①の対策をとったにもかかわらず，漏水が止まらず，検討対象橋梁のように，桁端部か

ら径間中央方向に広範囲におよぶ劣化が確認された場合には，②本研究の事例のように，詳

細調査を行い，劣化予測を含む補修設計を行い，断面修復を実施し，補修後のモニタリング

を実施するのがよい。②の対策後に，モニタリングにより測定項目が判断基準を超える場合

は，③電気防食を実施することになる。これらの対策は，既設の RC中空床版を使い続ける

ための対策である。 

 しかし，除塩不足の海砂使用による内部塩分に起因する未補修部の劣化の進行や，マクロ

セル腐食や補修施工の不確実さがあった場合の補修部の再劣化のリスクがあるのでモニタ

リングセンサを埋設しているのであるが，判断基準の不確かさやセンサの劣化による測定

精度の問題もある。したがって，詳細点検のほか，必要に応じて追加点検を実施し，再び相

当な変状の発生が確認された場合には，④ライフサイクルを考えて，架け替えを比較検討す

べきである。この対策は，既設 RC中空床版の継続使用を断念して，新たな主桁に取り替え

る対策である。その際は，プレキャスト PC中空床版に取り替えることになると考えられる。 

 なお，中空床版橋においては，床版は主桁作用も担っているため，床版の架け替えは，桁

の架け替えを意味し，費用もかさむこととなる。したがって，どのような時点で架け替えを

検討するのか，どのような状態まで既設 RC中空床版を使い続けるのかという想定が，ライ

フサイクルコストの検討に影響する。中空床版においては，本研究対象のような，桁端部お

よび床版下面の劣化のほかに，建設時の円筒型枠の設置不良による，床版上面側のかぶり不

足による劣化などの事例もあり，個々の中空床版で劣化メカニズムは同じではない。今後は，

それぞれの劣化メカニズムを踏まえた，ライフサイクルコストの適切な検討を行うことが

求められる。 

 

5.2.2 鋼橋 RC床版の維持管理計画のシナリオデザイン 

 鋼橋 RC 床版においては，1 章で述べたように，床版上面からの，凍結防止剤を含んだ水

の浸透により塩害劣化する事例が多い（図 5.2.2.1参照）。 

図 5.2.1.1 RC 中空床版桁端部漏水劣化 
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 したがって，床版上面からの水の浸透を防ぐために，①まずは高性能な床版防水の施工を

実施する。その際は，床版上面には少なくとも，ある程度の上面側の部分劣化が存在すると

考えられるが，その劣化部の確実な部分補修が必要となる。ここで，部分補修の材料や施工

が不適切であると，床版の劣化を促進させてしまう場合があることは，第 2 章，第 4章で述

べたとおりである。また，伸縮装置からの漏水が確認される場合は，床版下面への伝い水と

なり，床版下面側の劣化につながることがあるので，伸縮装置の補修あるいは取替を実施す

る。これらは，既設の RC床版を使い続けるための対策である。なお，従来は，塩害劣化し

た RC床版をパネル（鋼桁と対傾構で囲まれる範囲）単位で打ち換える部分補修を実施して

きたが，施工の不確実さやマクロセル腐食等による再劣化が生じることが多い。第 4 章に示

したライフサイクルコストの試算からも，大規模・広範囲に部分補修（打ち換え）を実施す

ることは得策ではないと判断した。 

 詳細点検により，床版下面にコンクリートの浮き・剥離が確認されたり，舗装路面のポッ

トホールの頻発などによる応急補修が繰り返されたり，あるいは非破壊調査により，床版の

劣化進行が確認された場合は，前述のとおり既にある程度の塩分が浸透していることが推

測されること，そのため非破壊調査で把握できない水平ひび割れが内在されている可能性

が高いこと，第 4章に示したライフサイクルコストの試算などを踏まえて，②床版取替を実

施する。その際は，100 年間の設計耐用期間を考えて，可能な限りの高耐久化対策を実施す

ることが，取替を実施するコンクリート構造物の長寿命化に寄与することになる。第 4章で

述べたように，床版には高炉スラグ微粉末を混和したコンクリートを使用し，各部位に対す

る，水の浸入防止対策を実施する。この対策は，既設の RC床版の継続使用を断念して，新

たなプレキャスト PC 床版に取り替える対策である。床版にプレストレスを導入することに

より，ひび割れ抵抗性も向上し，より耐久的となる。 

 なお，今後は相当数の床版取替の実施が予想されることから，実際の床版取替までに時間

を要する場合も想定されるので，その間の床版の使用性を満足させる延命化対策としての

床版部分小補修の開発は必要であり有効であると考えられる。 

 

5.2.3 高速道路橋の大規模補修補強におけるシナリオデザイン 

 ①第 1 章の図 1.1.3によれば，現時点で 30 年以上経過している橋梁は約 4 割である。こ

れが 10 年後には約 7 割に，20年後には約 9割になる。50 年以上経過した橋梁数の割合は，

10 年後には約 2 割に，20年後には約 4 割になる。これらの橋梁に対する大規模更新・修繕

の方針については，第 1章に紹介したとおりであるが，今後早期に対策をとる必要があるも

のの，その対象橋梁数は多大である。 

 ②今後 30 年間に起きる可能性が高いと言われている東海・東南海・南海トラフ大規模地

図 5.2.2.1 鋼橋 RC 床版浸透水劣化 
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震や内陸直下型地震に対しては，昭和 55年版より前の道路橋示方書に基づく橋梁に対する

耐震補強対策を実施中であるが，昭和 55年版以降で平成 8 年版より前の道路橋示方書に基

づく橋梁に対する耐震補強対策や，その他の特殊構造橋梁に対する耐震補強対策などはこ

れからの対応となる。したがって，今後これらの耐震補強対策が必要となるが，対象橋梁数

は多大である。 

 ①は老朽化（経年劣化）対策であり，②は耐震補強対策である。同じ橋梁に対して，①②

の両方の対策が必要となる場合があると考えられるが，①②のいずれも大規模な工事とな

ることが予想される。供用中の高速道路を補修・補強する場合，現状では上下線ともに完全

通行止めとすることは例外的であり，上り線か下り線のどちらかを対面通行させて，他方の

（上りまたは下り）線の床版取替を行う場合や，通行止めを行わずに，走行車線または追越

車線の片方を車線規制して片側車線の補修を行う場合が多い。そのため，補修・補強の施工

実施が交通繁忙期には行うことができず，春や秋の各 3か月程度で行わざるを得ない。この

場合は，施工に制約を受けるため，通年で施工する場合と比べて，工事費用の増大や，供用

交通に対する配慮対策が必要となる。また，施工時期があまり適していない時期でのコンク

リート打設や舗装舗設などによる品質への影響などが懸念される場合もある。また，交通を

供用させながらの工事となるため，お客様（高速道路利用者）も交通規制下での運転をする

ことでストレスをうけることになり，交通事故の遠因にもなりかねないと推察する。 

 対策をとる対象橋梁数は多大であるので，従来の工事交通規制のかけ方を踏襲すれば，頻

繁に多くの箇所で交通規制を実施することになりかねないが，その際は，規制費用が増大し，

施工時期の制約を受けることによる工事費用も増大し，また品質への懸念も生じることに

なる。 

 今後は，多数の橋梁の補修・補強を，限られた原資を使い，高耐久化対策を限られた期間

内に実施する必要がある。まさに，ライフサイクルコスト検討を活用して対策を進める時期

に至ったと考えられる。このような状況に鑑みるとき，今後の少子高齢化社会を前提にする

と，①②の対策を「より良く，より安く，より早く」実施する必要があるということである。

そのためには，IC 間の完全通行止めを行って，複数橋梁の同時施工を行うなど，抜本的対

策を「より良く，より安く，より早く」実施することを，国民の皆様にお願いすべき時期が

来ていると考える。交通規制による制約が緩和されれば，規制費用が減少し、施工時期も現

在より制限が少なくなれば，工事費用の減少とあわせて，全体工事期間も短くなることが考

えられ，品質低下のリスクも減少することになる。「より良く，より安く，より早く」対策

を完了させることができるのである。まさに，国民の皆様に説明し，理解される補修・補強

のシナリオデザインとそのアカウンタビリティーが求められている。 

 

 ところで，①②の対象橋梁の形式は，本研究の対象とした RC中空床版，鋼橋 RC 床版をは

じめ，PC 合成桁，PC 箱桁，鋼トラス，鋼アーチなど多岐にわたるが，高速道路においては，

老朽化対策対象橋梁のほとんどの形式は，現在では，そのままの形では建設されていない。

例えば，RC 中空床版と鋼橋の RC 床版は現在採用しないこととされている。RC 中空床版は

PC２主版桁を，鋼橋の RC床版は鋼少数桁 PC床版を採用することが多い。 

 現在建設することのない橋梁は，設計および施工もされていないわけであり，若手技術者

は，造ったことのない橋梁を守っていかなければならないということになる。既設橋梁の管
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理用図面には、細部の構造や，施工時の図面は掲載されていないので，適切な橋梁の維持管

理を行うためには，我 （々老朽化対象橋梁の建設経験者）から若手橋梁技術者への技術の伝

承を前提とした，若手橋梁技術者の人材育成が必須と考えられる。 

 第 1 章に紹介したように，30 年経過した橋梁は変状発生割合が高くなっており，本来想

定していたことに比べて，「長持ち」させられず、完全には「使いこなせなかった」わけで

ある。その理由を踏まえて橋梁を守って行かなければ，同じ轍を踏むことになりかねない。

資料を用いた座学だけでなく，現場にある現物を活用した技術の伝承を行いつつ人材育成

する必要がある。このことは，道路事業者（インハウスエンジニア）だけでなく，設計者，

施工者にもあてはまることであると考えられるので，産官学連携して人材育成・技術の伝承

が肝要である。以上のことがうまく回ってこそ，本来のコンクリート構造物として「長持ち」

させることができ，「使いこなす時代になった」と言えるであろう。  

 

5.3 今後の課題 

本研究から得られた今後の課題を以下に示す。 

(１) RC 中空床版の維持管理計画に関する検討においては， 

1) 劣化予測手法については，確立されていないのが現状である。複合劣化も対象とした劣

化予測手法の研究開発が必要である。 

2) 鉄筋防錆材の効果やセンサの性能については，本橋の環境条件においての検証はなさ

れていないため，供試体を現地に暴露しているので，今後検証を行っていく。それに基

づいて，再劣化した場合の電気防食の実施の判断基準を検討する必要がある。 

(２) 鋼橋 RC 床版の維持管理計画に関する検討においては， 

1)  床版の劣化の程度を精度よく把握することが床版補修の方法・優先順位を決めるため 

に必要であるので，床版上面からの非破壊調査手法の確立が重要である。 

2)  高炉スラグ微粉末を混和したPCaPC床版の養生条件設定にあたって，急速塩分浸透性

試験が有効なはずであると考えていたが，現在の試験方法では，緻密なコンクリートの

場合は時間がかかりすぎてしまうので，試験方法の改善が必要である。要求性能に基づ

く合理的な補修を行うためには，要求性能の照査方法の進展が必要である。 

3) 床版の高耐久化対策として，外部からの水の浸入防止に関する対策について，本研究に

示したもの以外にも考えられ得るので，検討を継続する必要がある。 

   また，壁高欄には通信管路が埋設されることがあり，管路と鋼製のハンドホール（通

信ケーブルの設置や点検のための箱抜き構造）がコンクリート内に埋設されることと

なる。ハンドホールから入った水（塩水）が管路を通じて壁高欄内部に浸透する可能性

がある場合は対策を検討する必要がある。なお，可能であれば，通信管路を埋設せず，

外部に添架することにより抜本的対策となる。 

4) 中国自動車道における鋼橋RC床版の補修対策は床版取替を基本とすべきと考えている 

が，橋梁数が多大であるため，実際に取替工事を実施するまでに相当の年数がかかる場 

合もありえるので，その間の使用性を満足させる延命化対策としての床版部分小補修 

の開発が必要と考えられる。 
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 そのほかに，1 章にて示した PC 橋については，今後，抜本的な補修が必要になると考え

られる。 

 PC 構造物にあっては，通常の RCあるいは無筋コンクリート構造物とは異なった観点から

のメンテナンス手法が要求される。～PC 橋は一般には全断面有効として設計されているの

で，コンクリート断面を大きくはつり取る場合には部材応力に影響が及ぶこともあるので

注意する必要がある。2) 

 このことを念頭においた実験および検討 3,4,5)が行われているが，いずれも PCT 桁（撤去

桁）や試験用に製作した PC 桁を用いて，一部を断面修復したものであり，PC箱桁床版や PC

中空床版を用いたものではない。また，対象となる PC構造物の劣化状況や求められる性能

の設定など千差万別であり，一般論としての記述には限界があり，個別対応を要する事項も

少なくない。5) 

 本研究を踏まえて，推測される課題を以下に示す。 

1) 劣化予測手法の検討において，RC構造と異なり，PC 鋼材が存在し，引張力への主たる

抵抗材料であるため，PC鋼材の劣化に配慮しなければならないと考えられる。 

2) 床版上面からの非破壊検査手法が必要であることは RC床版と同様であるが，PC鋼材が

存在するため，その腐食劣化状況およびグラウトの充填状況を精度よく測定できる非

破壊調査手法の開発が必要であると考えられる。 

3) RC 部材に比べて，水セメント比が小さく，かつ多様な配合が考えられるため，遮塩性

を定量的に検討するためには，急速塩分浸透性試験が有効であるので，多様な配合に適

用可能な試験方法の確立が必要であると考えられる。 

4) PC 橋の床版は，床版構造のほかに，主桁構造の一部としても設計されている場合が多

いため，大規模な断面修復を行う場合には，はつり部においては，プレストレスが抜け

てしまうことに対する配慮が必要となるが，大規模補修の実施例は少ない。抜本的補修

方法および延命化対策としての部分補修方法の確立が必要である。 

 

 

[第５章 参考文献] 

１）宮川豊章：コンクリート構造物の戦略的マネジメントに向けて，コンクリート工学，

Vol.42,No.5,pp.4-8，2004.5 

２）宮川豊章：PC 構造物のメンテナンス，プレストレストコンクリート，Vol.45，No.1，

pp.26-29，2003.1 

３）長田光司，野島昭二，佐藤正明，濱田譲：PC橋の補修・補強技術に関する取り組み， 

プレストレストコンクリート，Vol.47，No.3，pp.87-92，2005.3 

４）本間淳史，横山和昭，玉置一清，三加崇：PC橋の断面修復に関する実験的研究， 

プレストレストコンクリート，Vol.49，No.1，pp.51-58，2007.1 

５）北野勇一，藤田学，手塚正道，渡辺博志：プレストレストコンクリート構造物の補修 

技術―断面修復工法を適用する際のポイント―，コンクリート工学，Vol.48，No.5， 

pp.106-109，2010.5 

 

 



124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




