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要旨：鋼床版の疲労耐久性向上を目的として高靭性セメント複合材料（ECC）を用いた上面

増厚鋼床版において，ECC が完全水没下において水の影響により疲労耐久性が低下すること

が，輪荷重走行疲労試験による研究で知られている。実橋においても水没下の環境で ECC

が損傷し，ブロック化する現象が起こった。この現象に関する実験データの蓄積のため，ECC

の水中曲げ疲労載荷試験および輪荷重走行疲労試験を行うとともに，実橋における水圧の測

定を行った。本論では，ECC の水中疲労耐久性が損傷の主原因ではなく，移動する輪荷重に

よって瞬間的に発生する水圧により損傷に至ったメカニズムの推定を行った。 
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1. はじめに 

 近年，既設鋼床版の疲労損傷事例が増加して

おり 1)，対策の 1 つとして，鋼床版の上面にコン

クリート等を増厚して一体化させて合成鋼床版

構造とすることが考えられる。著者らは，その

増厚材料として，優れた引張性能を有する高靭

性繊維補強セメント複合材料（ Engineered 

Cementitious Composite；以下，ECC と略記）を

適用する上面増厚工法を考案した 2)。 

ECC は，繊維の架橋効果により引張力を負担

でき，一軸引張応力下においても擬似ひずみ硬

化特性を示す 3)。輪荷重により鋼床版に発生する

局所的な引張力や，ECC の乾燥収縮および鋼床

版と ECC との温度差により発生する温度応力

に対して，ひび割れ発生後も繊維の架橋効果に

より引張応力を伝達してひび割れを拘束すると

ともに応力を分担するため 4)，ひび割れ幅抑制効

果と合成鋼床版としての補強効果が期待できる。

そのため，鋼床版のひずみや鋼床版の応力を低

減し，疲労耐久性の向上が期待できる。 

しかし，実橋にこの工法を用いて鋼床版上の

排水が十分に機能しない状態で，ECC が完全に

水没下の環境になった場合，ECC が損傷しブロ

ック化する現象が起こった。そこで，この損傷

を模擬するため，ECC の曲げ疲労載荷試験およ

び輪荷重走行疲労試験を行うとともに，実橋に

おける水圧の測定を実施した。そして，ECC と

防水層の間の水と輪荷重の作用により，水圧が

発生して損傷をもたらすメカニズムの推定を行

った。 

 

2. ECC 上面増厚工法の概要 

図－1 に ECC 上面増厚工法の概要を示す。既

設鋼床版では，本工法の舗装部分の厚さは，計

画高さが鋼床版より高さ 80mm となっていたた

め，自動車の走行性に配慮した必要舗装厚さを
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図－1 工法の概要 
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40mm 程度と考え，ECC に置換する厚さを残り

の 40mm とした。舗装は加熱塗膜剤を接着層に

した機能性 SMA（砕石マチック混合物）である。 

ECC と鋼床版のずれ止めには，薄層でも設置

が可能なプレート型ジベル（以下，PL ジベルと

略記）を適用した。PL ジベルの材質は，耐久性

を考慮して高強度繊維強化プラスチックとした。

鋼床版と PL ジベルはアクリル系樹脂を用いて

接着した。ECC のひび割れ幅抑制機能により，

デッキプレート界面で ECC にひび割れが発生し

た場合でも，PL ジベルを介して ECC と鋼床版の

間でせん断伝達および剥離抵抗が可能であり，U

リブや主桁直上などの輪荷重による面外変形の

影響が大きい箇所においても合成効果が期待で

きる。鋼床版表面は，防錆の目的で PL ジベルを

設置しない部分に対して，ポリウレア樹脂によ

る防水層を設けた。 

 

3. 損傷の状況 

ECC 上面増厚工法を用いた本橋梁は，片側 2

車線に路肩がある直線橋で，縦断勾配が 0.6％，

横断勾配が 2.0％である。ECC 上面増厚工法を採

用して施工を行ったが，供用半年後，舗装の表

面に写真－1 に示されるような，ECC のモルタ

ル分と思われる湧出跡が確認された。損傷箇所

は，走行車線の左側車輪位置で橋軸方向に点々

と発生していた。また損傷内部の状況は，天候

が良好で舗装表面が乾いているにも関わらず，

内部に滞水が確認され ECC はブロック状にひび

割れていた。橋軸直角方向の滞水範囲および損

傷範囲を図－2 に示す。 

4. 損傷のメカニズム 

4.1 現象を模擬した実験 

著者らは，これまでに様々な検討を実施し，

一般的な環境下における本工法の疲労耐久性を

確認している 2)。一方，RC 床版の疲労耐久性は，

水の影響により大きく低下することが知られて

いる 5)。また，本構造は既往の実験 6)により，設

計荷重レベルにおいては，上面および下面に流

水がある状態でも大きな疲労耐久性の低下は生

じないことが確認されているが，完全に水没さ

せ荷重作用範囲近傍を密閉させた状態では比較

的早期に損傷が生じることが確認されている。 

そこで， ECC の要素試験として水中における

材料曲げ疲労特性の把握を目的とした試験を実

施した。また，ECC 上面増厚した鋼床版におい

て，輪荷重走行疲労試験機を用いた実物大の実

験を行い，水没下での ECC と鋼床版の間に発生

する水圧を測定した。 

4.2 水中曲げ疲労試験 

(1) 試験計画 

 水中曲げ疲労試験は，ひび割れが生じた ECC

 

写真－1 橋面損傷状況 

損傷箇所 

表－1 曲げ疲労試験ケース 

No. ひび割れ導入 疲労試験 正負反転

1 気中 気中 無 

2 気中 気中 有 

3 水中 水中 無 

4 水中 水中 無 

5 水中 水中 有 

 

図－2 床版断面図 
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の水中における材料曲げ疲労性能を気中状態と

比較して把握することを目的として実施した。 

試験ケースを表－1 に示す。試験体は，10×10

×40cm で各 3 体とし，ひび割れ導入後，繰返し

3 等分点曲げ疲労試験を実施した。 

ECC の配合 2)は，長さ 12mm，直径 0.04mm の

ポリビニルアルコール（PVA）繊維を体積率で

2%混入した。ECC 硬化後の強度試験結果を表－

2 に示す。ECC の引張降伏強度および引張終局

ひずみは，既往の方法 2)にもとづき，ダンベル型

供試体を用い，一軸直接引張試験により求めた。 

初期曲げひび割れ導入は，曲げ試験において

ECC 下縁ひずみが 1000μとなるまで載荷してひ

び割れを導入した。除荷後の残留ひび割れは0.01

～0.04mm程度であった。ひび割れの導入は，ECC

のひび割れが微細であり，ひび割れ導入時の環

境が気中の場合はひび割れ内部に水が浸透しな

い可能性があるため，実橋においては水中でひ

び割れが発生する状況を考慮して，気中および

水中それぞれで初期ひび割れを導入するケース

を設けた。試験イメージを図－3 に示す。  

 曲げ疲労試験は水中で初期ひび割れを導入し，

内部の水に荷重によって圧縮力が作用した場合

の疲労特性の傾向も確認するため，ひび割れ導

入後に，正負を反転（初期ひび割れ導入面を圧

縮側）して疲労試験を行い，反転なしの試験と

比較するケースを設けた。載荷疲労荷重は全断

面有効と仮定した曲げ応力で最大値を 4N/mm2，

最小値を 1N/mm2 として 4Hz で繰返し載荷して

破壊するまでの回数をカウントし評価した。 

(2) 実験結果 

実験状況を写真－2 に，実験結果を図－4 に示

す。疲労試験の環境が水中の場合，気中よりも

疲労破壊までの回数が少なくなる影響は認めら

れるが，極端に材料疲労性能が低下する可能性

は少ないと考えられる。また，水中でひび割れ

を導入した場合では，気中でひび割れを導入し

た場合と比較して，試験結果に差がないことが

確認された。ひび割れを導入した後に正負を反

転して，曲げ疲労載荷した場合は，今回の荷重

レベルでは大きな影響がない結果となった。 

 よって，水中環境での ECC 材料曲げ疲労性能

表－2 ECC の強度試験結果 

項  目 試験値 

圧縮強度（N/mm2） 34.5 

弾性係数（kN/mm2） 16.9 

引張降伏強度（N/mm2） 3.0 

引張終局ひずみ（％） 5.1 

※20℃水中養生 材齢 28 日 
 

ひび割れ導入 疲労試験

ひび割れ内部に水が浸透しない可能性

気中

水中

ひび割れ内部に水が浸透

図－3 試験イメージ 
 

 
写真－2 水中曲げ疲労試験状況 
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は，気中と比較して 1/10 程度に小さくなるもの

のその回数は 10 万回以上であり，ごく初期には

破壊に至らないことが確認された。 

4.3  輪荷重走行疲労試験 

(1) 試験計画 

輪荷重走行疲労試験では，実橋で発生してい

る現象を模擬するとともに，水没下の状態で輪

荷重によって ECC と防水層の間に発生する間隙

水圧を測定することを目的とした。実験は，水

の環境条件を実橋で損傷が見られた走行車線の

左側車輪位置と同様に，ECC 上面 1cm の高さに

設定した。完全水没下で ECC と防水層の間で水

に圧力が生じる状態を想定して ECC の輪荷重に

よる疲労耐久性について検討した。 

輪荷重走行疲労試験状況を写真－4 に，試験体

概要を図－5 に示す。試験体は主桁支間 3m，橋

軸直角方向 2.7m，鋼床版厚さ 12mm，ECC 厚さ

40mm，防水層の塗膜 2mm である。試験体の周

囲は，水を溜めるための鋼枠を設置した。載荷

の支持条件は，四隅に長さ 150mm 丸鋼を用いた

4 点単純支持とした。走行ラインは橋軸直角方向

中央とし，輪荷重は直径 500mm，幅 300mm の鉄

輪が試験体の中央から前後 1m を毎分 24 往復す

る。 

載荷荷重は，法定軸重の片側車輪荷重 50kN に

衝撃を考慮して 1.4 を掛けた 70kN を基本として，

著者らの既往の実験 2)と比較するため，基本荷重

の 1.2 倍および 1.4 倍の 84kN および 98kN，それ

ぞれ 70 万回と 30 万回の載荷と設定した。 
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図－5 試験体概要図 
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(2) 試験結果 

輪荷重走行疲労試験結果を

図－6 および図－7 に示す。活

荷重による直角方向のひずみ

は，載荷回数が増えるごとに

徐々に増大した。70 万回以降

は載荷荷重の増大によって比

例的にひずみが増大したのち，

鋼床版のひずみ（応力）が急速

に増加した。水圧は 84kN での

載荷状態では安定していたものの，98kN の荷重

で急激に増大した。また，荷重載荷位置近傍か

らのひび割れから，水の噴出しも確認された。 

輪荷重走行疲労試験概要を図－8 に，動的水圧

測定結果および載荷位置を図－9 に，水圧測定状

況を写真－5 に示す。載荷装置の移動速度は，図

－8 に示す半径 1m の円盤が回転し，載荷装置を

毎分 24 回往復させていることを考慮すると，中

央部付近で最大約 9km/h となる。図－9 の測定結

果は，載荷ローラー位置と，測定された水圧の

経時変化図である。載荷装置が速度最大となる

中央（P2）では，瞬間ではあるが最大 1.2MPa を

超える圧力が計測された。これは，繰返し荷重

を受けることにより ECC と防水層の間にすき間

が生じ，その間隙水が輪荷重により水圧を発生

させているものと思われる。 

4.4 実橋における水圧測定 

 不具合が起こっている走行車線の左側車輪位

置において試験と同様に動的水圧測定を実施し

た。測定の結果を図－10 に示す。水圧測定時の

データは，橋面にダンプトラック（前 1 軸，後 2

軸）が通過した時のデータである。波形の山の

間隔（約 0.27sec）と，車軸間隔（1－2 軸間，約

3.5m）よりダンプトラックの速度は約 50km/h 程

度である。なお，荷重は一般車であるため詳細

は不明である。 

測定された水圧は，最大で 0.8MPa であった。

実験で測定された水圧よりは小さいものの，実

験と同じように実橋においても瞬間的に大きな

水圧が発生していることが確認された。実橋で

は車輪の通過する位置が一定でなく，かつタイ

ヤの種類や幅も異なるため，試験よりもさらに
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複雑な水圧の発生状況になることが考えられる。 

4.5 破壊メカニズムの推定 

 水中曲げ疲労試験結果では，ECC そのものが

水中環境にあることで疲労に対し早期に劣化す

るものではないことが確認された。 

輪荷重走行疲労試験では，ECC と防水層の間

の間隙水圧を計測した結果，図－9 に示すように

最大で約 1.2MPa，実橋においても 0.8MPa の水

圧が計測された。ECC は微小ひび割れ内での水

圧作用と，ECC と防水層の間の水圧作用により

破壊されることが考えられる。写真－6 は輪荷重

走行疲労試験後に載荷位置付近の ECC をコア抜

きしたものである。ひび割れ内での水圧作用は，

ひび割れを進展させ，ひび割れが水平方向にも

進展している。このことより，荷重が繰返し作

用すると，疲労強度に関係なく水圧により低サ

イクルで破壊する可能性があるためと考えられ

る。また，ECC と防水層の間では，移動する輪

荷重と水の存在により水圧が発生し，これまで

想定されなかった挙動が起こっており，PL ジベ

ルによる複雑な境界条件によって，図－11 のよ

うな間隙水圧の上昇による損傷も考えられる。

ECC のひび割れが進展した後は，輪荷重の繰り

返し作用により水没下の ECC が摺磨きを受け，

実橋に見られるような ECC のモルタル分と思わ

れる湧出が確認されたと考える。 

 

5. まとめ 

 鋼床版上面から ECC 上面までを完全に水没さ

せ，荷重の作用範囲近傍を密閉させた状態では，

高い間隙水圧が発生し，比較的早期に損傷を生

じることが実験において確認された。また，損

傷を回避するには，発生する間隙水圧を小さく

するため，排水処理を十分に行うかまたは ECC

と鋼床版の間に水が入らない構造とすることが

特に重要と考えられる。 
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写真－6 輪荷重走行試験後のコア側面 

 

 

図－11 ECC と鋼床版の間隙水圧イメージ 
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