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要旨：中空床版橋では，建設時の施工誤差や舗装の打替えに伴う床版上面の切削などにより円筒型枠上部の

床版厚が所定の値より不足し，長年月に経過に伴い陥没する事例も生じている。床版厚が不足する場合は，

将来の陥没を防止するために予防保全的に補修を行う必要がある。そのため筆者らはプレキャストコンクリ

ートパネルを円筒型枠上部の床版に貼り付ける補修工法を考案した。本補修工法について，静的載荷試験，

定点疲労試験およびホイールトラッキング試験による実験的手法により検証した結果，耐荷力・耐久性の回

復効果を有することを確認した。本稿では，本補修工法の補修効果について述べる。 
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1. はじめに 

円筒型枠を用いた中空床版橋は，名神高速道路建設以

来現在に至るまで数多く建設されている。中空床版橋で

は，建設時の施工誤差や舗装の打替えに伴う床版上面の

切削などにより円筒型枠上部の床版厚が所定の値より不

足し，長年月に経過に伴い陥没する事例も生じている。

床版厚が不足する場合，将来の陥没を防止するための予

防保全的な補修を行う必要がある。そのため筆者らはプ

レキャストコンクリートパネル 1)を円筒型枠上部の床版

に貼り付ける補修工法（以後，パネル工法と略す）を考

案した。 

本稿では，パネル工法について，静的載荷試験，定点

疲労試験およびホイールトラッキング試験による実験的

手法を用いて，補修効果について検証した結果を述べる。 

 

2. 実験概要 

2.1 補修工法の概要 

本工法の概要図を図－1，パネルの概要図を図－2示す。 

パネル工法とは，中空床版橋の円筒型枠上部の床版厚

が不足する部分を，舗装の撤去，コンクリート床版表面

を研掃，プレキャストコンクリートパネル（以後，パネ

ルと略す）の設置，床版とパネルをセメント系充填材お

よびアンカーによる一体化，舗装の復旧，の手順により

床版上面を部分増厚的に補修する工法である。プレキャ

ストコンクリートパネルは，高強度の鋼繊維補強フライ

アッシュモルタルを用い，充填材によるクサビ効果と空

気溜り防止のため一定間隔で逆テーパーの孔を配置した

薄肉のパネルである。 

本工法は，床版はつりおよび特殊な機械が不要で，プ

レキャストのため安定した品質が確保でき，施工の工数

が少なく急速施工が可能である，などの利点を有する。 

  

 
2.2 静的載荷試験 

試験は，パネル工法による補修が耐荷性に与える効果

を把握する目的で実施した。 
(1) 使用材料 

1) 中空床版供試体 

中空床版供試体の使用材料を表－1に，配合を表－2に
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示す。コンクリートの打込み後は蒸気養生せず，養生マ

ットを用いて 1 週間湿潤養生を行ったあと，気中養生し

た。 

 

表－1 中空床版供試体の使用材料 

種類 記号 密度 
(g/cm3) 備考 

水 W 1.0 地下水 
セメント HPC 3.14 早強ポルトランドセメント 
細骨材① S1 2.61 除塩海砂 FM:2.17 
細骨材② S2 2.69 石灰砕砂 FM:2.96 
粗骨材 G 2.66 砕石 1505（ひん岩）FM:6.31 
混和剤 SP 1.05 ポリカルボン酸系高性能減水剤

 

表－2 中空床版供試体の配合 
W/C 
(%) 

s/a 
(%) 

単位量 (kg/m3) 
HPC W S1 S2 G SP 

52.5 45.7 331 174 501 339 1101 2234 

 

2) パネル 

鋼繊維補強高強度 FA モルタルの使用材料を表－3に，

配合を表－4 に示す。配合にあたっては構造計算上要求

される強度特性が明確でないため，目標強度は特に定め

ず，耐久性確保 2)の観点からフライアッシュを 20％内割

置換し，水結合材比を 28％以下に定めた。また，パネル

の靱性を確保するとともに，破損した時に骨材化させな

いことを目的として鋼繊維を体積比 1.5％混入した。 

 

表－3 パネルの使用材料 

種類 記号 密度 
(g/cm3) 備考 

水 W 1.0 地下水 
セメント HPC 3.14 早強ポルトランドセメント 
混和材 FA 2.28 フライアッシュⅡ種 
細骨材① S1 2.61 除塩海砂 
細骨材② S2 2.73 硬質砂岩 砕砂 
混和剤 SP 1.06 ポリカルボン酸系高性能減水剤 
消泡剤 RE 1.07 空気量調整材 
鋼繊維 SF 7.85 汎用品，束状，アスペクト比 48 

 

表－4 パネルの配合 
W/B 
(%) 

単位量 (kg/m3) 
HPC FA W S1 S2 SP RE SF 

28.0 529 132 185 744 778 13.22 2.644 117.75 

 

3) 充填材 

充填材は，交通解放までの時間短縮を考慮し，プレミ

ックスタイプ超速硬無収縮モルタルを使用した。 

(2) 供試体寸法および試験概要 

供試体仕様を表－5，供試体形状とパネル固定方法を

図－4に示す。供試体は桁高 950mm，円筒径 700mm，円

筒型枠上部床版厚 150mm の RC 中空床版橋の 1/2 縮小モ

デルとした。円筒型枠直上部の床版厚は設計相当の

75mm，不足を想定した 50mm，25mm の 3 種類とした。 

パネルの供試体への据付けは，床版の表面をケレンし

たのちに供試体と補修パネルの接合面を十分吸水させ，

充填材を打ち込み，パネルを据え付ける方法とした。パ

ネルの固定は，充填材の付着，テーパー孔の充填材のク

サビ効果および 4 隅に配置したアンカーボルトにより行

った。アンカーボルトは無機系のアンカーボルト用急硬

性定着材を用いて中空床版供試体に固定した。 

 

表－5 供試体仕様 

供試体 
供試体仕様 

供試体数 
床版厚 t(mm) 仕様 

1 75 補修なし 1 
2 50 補修なし 1 
3 25 補修なし 1 
4 25+25(パネル) パネル補修 1 

静的載荷試験の載荷荷重の上限は試験装置の能力か

ら 1000kN とした。載荷板は，道路橋示方書の輪荷重載

荷面の 1/2(100×250mm)とした。載荷位置は図－5に示す

とおり，供試体中央から 250mm の円筒型枠直上とした。 

2.3 定点疲労試験 

試験は，パネル工法による補修が疲労耐久性に与える

効果を把握する目的で実施した。 

(1) 使用材料 

中空床版供試体の使用材料を表－6に，配合を表－7に

示す。養生は静的載荷試験の供試体と同等の方法とした。 

パネルおよび充填材は，静的載荷試験の供試体と同じ

とした。 

図－4 中空床版供試体概要図（静的載荷試験）
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表－6 中空床版供試体の使用材料 

種類 記

号 
密度 

(g/cm3) 備考 

水 W 1.0 地下水 
セメント HPC 3.14 早強ポルトランドセメント 
細骨材① S1 2.61 除塩海砂 FM:1.91 
細骨材② S2 2.69 石灰砕砂 FM:2.73 
粗骨材 G 2.66 砕石 1505（ひん岩）FM:6.44 

混和剤 SP 1.06 リグニンスルホン酸化合物と 
ポリオールの複合体 

 

表－7 中空床版供試体の配合 
W/C 
(%) 

s/a 
(%) 

単位量 (kg/m3) 
HPC W S1 S2 G SP 

75.0 41.0 267 200 373 385 1091 2670 

 

(2) 供試体寸法および試験概要 

供試体仕様を表－8，供試体形状を図－6に示す。供試

体は桁高 950mm，円筒径 700mm，円筒型枠上部床版厚

150mm の RC 中空床版橋を基本とした 1/2 縮小モデルと

した。円筒型枠直上部の床版厚は静的載荷試験と同じ 3

種類とした。 

パネルの供試体への据付けは，静的載荷試験と同じ方

法を用いた。 

 

表－8 供試体仕様 

供試体 
供試体仕様 

供試体数 
床版厚 t(mm) 仕様 

1 75 補修なし 1 
2 50 補修なし 1 
3 25 補修なし 1 
4 25+25(パネル) パネル補修 1 

載荷方法は繰り返し定点載荷とした。載荷位置は，図

－7 に示すとおり供試体中央とし，載荷板の大きさは静

的載荷試験と同様に 100×250mm とした。 

荷重載荷パターンの概念図を図－8 に示す。中空床版

橋の床版の疲労耐久性に関する既往の知見は存在せず，

破壊荷重の推定が困難であったことから，荷重は階段状

載荷とした。荷重載荷は，25kN から開始し 25kN 載荷で

は 3 回の繰返し載荷を静的に行ったのち，50kN 載荷に

移った。50kN 載荷では，各 1，2，3，10，100，1000，

10000 回目のサイクルを静的に載荷し，他のサイクルは

1Hz の周期で 0～50kN の載荷を行った。75kN は 25kN 載

荷と同様，100kN 載荷は 50kN と同様な載荷パターンと

し，以後同様に 25kN 刻みで荷重を増加させ，供試体が

破壊するまで載荷を行った。ひずみ等の計測は，各荷重

の静的載荷時に実施し目視によるひび割れ発生状況の確

認も同時に行った。 

2.4 ホイールトラッキング試験 

試験は，基層舗装内に設置したパネルが，表層舗装に

与える影響を確認することを目的に実施した。 

(1) 使用材料 

ホイールトラッキング試験に使用した供試体の使用

材料を表－9に示す。 

 

表－9 供試体の使用材料 
部材名 材質 

ベース 

ベースモルタル 超速硬無収縮モルタル 

パネル 鋼繊維補強高強度 
フライアッシュモルタル 

充填材 超速硬無収縮モルタル 

舗装 

アスファルト乳剤 道路用アスファルト乳剤 
アスファルト舗装 

（基層） 
橋梁レベリング層用混合物 

(改質アスファルト) 
アスファルト舗装 

（表層） 
密粒度アスコン 13mm 

(改質アスファルト) 

 

(2) 供試体寸法および試験概要 

供試体は，1 種類 3 体製作した。供試体寸法は，ホイ

ー ル ト ラ ッ キ ン グ 試 験 機 の 仕 様 に 基 づ き ，

図－7 載荷位置図 
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300×300×100mm とした。供試体は，中間の半分にパネル

部を設けることにより，アスファルト舗装内のパネルに

より生じる段差を再現した。供試体の概要図を図－9 に

示す。試験は，ホイールトラッキング試験機を用い，試

験温度 60℃，走行方法はトラバース走行で行った。走行

方向の概要を図－10に示す。試験時間は，供試体１およ

び供試体 2 を 1 時間(1260 回)，供試体 3 を 2 時間(2520

回)行った。 

 

3. パネル工法の耐荷特性 

3.1 静的載荷に対する耐荷性 

(1) 破壊形態と耐荷力 

試験結果の一覧を表－10に，供試体に用いたコンクリ

ートの圧縮強度試験の結果を表－11に示す。 

破壊形態は，いずれの供試体も押抜きせん断破壊とな

った。耐荷性は，床版厚 75mm の供試体 1 が 大荷重

890kN と も大きく，床版厚 50mm の供試体 2 が 大荷

重 650kN，床版厚 25mm の供試体 3 が 大荷重 535kN と

床版厚が薄くなるほど 大荷重が低くなる傾向を示した。

床版厚 25mm の供試体をパネル工法で補修した供試体 4

は， 大荷重が 752kN であった。上記より，パネル工法

で補修された床版厚 25mm の供試体は， 大荷重で床版

厚 50mm の供試体を上回り，本工法が補修効果を有して

いることが確認された。 

 

表－10 試験結果の一覧 
供試体 床版厚(mm) 最大荷重(kN) 破壊形態 

1 75 890 押抜きせん断破壊 
2 50 650 押抜きせん断破壊 
3 25 535 押抜きせん断破壊 
4 25+25(パネル) 752 押抜きせん断破壊 

表－11 強度試験結果 
供試体種類または部材名 圧縮強度 

(N/mm2) 
静弾性係数 

(N/mm2) 供試体 床版厚(mm) 
1 75 55.2 31900 
2 50 51.3 29500 
3 25 54.5 29300 
4 25+25(パネル) 51.6 27700 

パネル 86.9 38000 
充填材 63.9 24000 

 

(2) 破壊過程 

供試体 2 と供試体 3 および供試体 4 のひび割れ展開図

を図－11と図－12および図－13に示す。 

ひび割れの発生順序から確認された破壊過程の概念

図を図－14 に示す。破壊過程を概念的に各 Stage 段階と

して表現すると以下のようになる。 

Stage 1：ひび割れの発生が無い状態 

Stage 2：円筒型枠の頂部付近の床版下縁に曲げひび割

れが発生した状態 

Stage 3：床版下縁と共に円筒型枠側面の上部付近の床

版上縁に曲げひび割れが発生した状態 

Stage 4：床版が押抜き破壊した状態 

※Stage2 と Stage3はほぼ同時に発生する場合がある。 

断面図 

平面図 

単位(mm)

図－9 ホイールトラッキング供試体概要図
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ひび割れ展開図より，円筒型枠頂部のひび割れ荷重は，

供試体 2 が 300kN，供試体 3 が 300kN，供試体 4 が 400kN

であった。床版上面のひび割れ荷重は，供試体 2 が 400kN，

供試体 3 が 400kN，供試体 4 が 300kN であった。ひび割

れ発生荷重について，各供試体間の差は少ないが，供試

体 3 はその後 535kN で破壊に至っている。また，供試体

2，供試体 4 は，同じようなひび割れパターンを有し，お

のおの 650kN，752kN で破壊している。上記よりパネル

工法により床版厚 25mm の供試体を補修した供試体 4 は，

床版厚 50mm の供試体 2 と同等のひび割れ発生過程を有

することが確認された。 

3.2 定点疲労に対する破壊形態と疲労耐久性 

載荷位置とひずみ計測位置を図－15に，試験結果の一

覧を表－13に，各供試体の破壊荷重と載荷回数を図－16

に，供試体に用いたコンクリートの圧縮強度試験の結果

を表－14に示す。 

破壊形態は全ての供試体において，静的載荷試験と同

様な押し抜きせん断破壊であった。 

床版厚が厚いほど，Stage 1 から各ステージの形態に移

行するタイミングが遅れており，床版厚が厚いほど，ひ

び割れ発生の面，疲労耐久性の面の双方で優れることが

確認できる。 

パネル工法による補修効果の確認として，パネル工法

による補修前の床版厚と同じである床版厚が 25mm の供

試体 3 の円筒頂部ひび割れ荷重，床版上面ひび割れ荷重，

破壊荷重・載荷サイクルは，15kN，30kN，200kN・1 回

であり，供試体 4 では床版厚 50mm の供試体 2 とほぼ同

じ値（おのおの 40kN，60kN，250kN・6 回）まで改善し

ている。このことからパネル工法は円筒型枠上の床版厚

が不足した場合の予防保全工法として，ひび割れ発生荷

重の改善と疲労耐久性の向上の双方に効果があると判断

できる。 

試験は，縮小サイズの供試体であるため，実際の輪荷

重と今回の載荷荷重の相関は必ずしも明確でないが，道

路橋示方書の輪荷重 100kN，載荷寸法 200×500mm を本

試験の載荷板寸法 100×250mm に換算すると，載荷荷重

の 25kN が設計輪荷重の 100kN に相当し一つの目安にな

る。ひずみゲージの動きから推定した供試体 3 の円筒頂

部ひび割れ発生荷重は 15kN であり，実橋においてもこ

の床版厚で抜け落ちを生じていることから，明らかに耐

荷性が不足していると考えられる。 

 

表－13 試験結果の一覧 
供

試

体

円筒頂部ひび割れ

荷重(kN) 
床版上面ひび割れ

荷重(kN) 破壊荷重(kN) 
/載荷サイクル 

ゲージ 目視 ゲージ 目視 
1 40 100 80 100 300kN / 82 回 
2 30 100 60 100 250kN / 834 回 
3 15 100 30 50 200kN / 1 回 
4 40 100 60 100 250kN / 6 回 

表－14 強度試験結果 

部材名 圧縮強度 
(N/mm2) 

静弾性係数 
(N/mm2) 

中空床版供試体 30.4 23200 
パネル 85.4 未測定※1 
充填材 46.3 未測定※2 

※1：過去の試験における静弾性係数 23600N/mm2  
※2：過去の試験における静弾性係数 39400N/mm2  
 

ひび割れを生じた載荷段階における荷重と円筒頂部

のひずみの関係を図－17に示す。円筒頂部にひび割れが

発生する以前のひずみに着目すると，供試体 1 と供試体

図－14 破壊過程の概念図 
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図－15 載荷位置とひずみ計測位置

図－16 各供試体の破壊荷重と載荷回数
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2 および供試体 4 のグラフの勾配に比べて供試体 3 の傾

きは大きく，初期からの床版剛性が小さいことが伺える。

一方，供試体 1 と供試体 2 のグラフの傾きはほぼ同じで

あり，床版厚 50mm，75mm の供試体は，床版厚がひび割

れ発生以前の床版の剛性に与える影響は小さいことが伺

える。床版厚 25mm をパネル工法で補修した供試体 4 は， 

床版厚 50mm，75mm の供試体とグラフの傾きがほぼ同

じであり，補修により初期の床版剛性を回復したことを

示している。 

 

 4. パネル工法が舗装に与える影響 

ホイールトラッキング試験により，舗装内に設置さ

れたパネルが舗装表面に与える影響を確認した。試験

後の供試体 3 の写真を図－18に示す。2 時間のホイー

ルトラッキングを行った後の供試体 3 について，アス

ファルト舗装表面にひび割れ等の変状は生じなかっ

た。また，ホイールトラッキング後の供試体において，

図－19に示す位置にコア削孔で切込みを行い，供試体

の上下を反転させた上で建研式付着力試験器を用い

て各界面が付着力を有していることを確認した。各供

試体において，表－15に示すとおり， も弱い界面で

も付着力を有しており，試験後も供試体が一体となっ

ていることを確認した。 

 

表－15 付着強度試験結果 
供

試

体

試験位置 A 試験位置 B 
付着強度 
(N/mm2) 剥離位置 付着強度 

(N/mm2) 剥離位置 

1 0.29 ベース・

基層間 0.80 パネル・

表層間 

2 0.35 ベース・

基層間 0.72 パネル・

表層間 

3 0.23 ベース・

基層間 0.67 充填材・

パネル間 

 

5. まとめ 

今回実施した実験の範囲内で，静的載荷試験と定点

疲労試験およびホイールトラッキング試験の結果をまと

めると以下のとおりである。 

1) 補修前の床版厚 25mm にパネル工法を適用した場合

の耐荷性は，床版厚 50mm(実橋 100mm 相当)の円筒

型枠上部床版と同等程度まで回復した。 

2) パネル工法は円筒型枠上部の床版厚を増厚したと同

様の効果を有すると考えられる。 

3) 今回検討した範囲では，舗装内にパネルを配置した

影響はないと考えられる。 

本試験では 1/2 スケールの供試体を用いたため，試験

結果は供試体間の相対比較に留まり，実橋における荷重

条件での直接的な評価はできていない。実橋における耐

荷性能を評価するためには，実寸大の供試体を用いた載

荷試験や輪荷重走行試験などにより耐荷性や舗装への影

響を評価することが必要である。 
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図－17 荷重と円筒頂部のひずみの関係図
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図－19 供試体の削孔位置 

図－18 試験後の供試体 3 の表面状況 
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