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要旨：北海道，東北地方のコンクリート構造物に多く発生している凍害は，微細なひび割れ，スケーリング

といった特徴的な劣化症状から，構造物の耐久性，コンクリート片の剥落の危険性を増加させている。鉄道

構造物においても橋りょうのスラブ上面，防音壁などで変状が多く，補修の大きな要因となっている。施工

時には耐凍害性の観点を持ち AE コンクリートを使用した構造物の中からも，凍害と思われる変状が発生し

ており，これらの構造物の状態を把握すべく，耐凍害性に対する分析を実施した。結果，劣化が生じている

箇所は空気量が小さく，気泡間隔係数が大きいという傾向を確認した。 
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1. はじめに 

北海道，東北地方のコンクリート構造物には，凍害に

よる変状が多く発生している。その発生メカニズムは，

コンクリート中の水分が凍結と融解を繰返すことによっ

て，ひび割れやスケーリング，ポップアウトなどが生じ

る現象である。水は凍結するときに自由に膨張できるも

のとすると約 9%の体積膨張を生じる。凍害劣化のメカ

ニズムは，細孔中の水が凍結し，その膨張分の水の移動

圧（静水圧）によりコンクリートの組織が劣化するため

に生じる水圧説と，ゲル空隙中の未凍結水が毛細管空隙

に移動することで氷が成長し，結果的に膨張圧が増大す

ることでコンクリートが劣化する浸透圧説が基本メカニ

ズムとされている 1）。この現象が長期間にわたり，凍結

融解を繰り返すことで，徐々にコンクリートが劣化して

いく。凍害によってコンクリートの表面には，微細なひ

び割れが生じ，コンクリート表面が薄層に剥がれる状態

であるスケーリングへと進展して，構造物の耐久性の低

下や，コンクリート片の剥落など第 3 者被害を引き起こ

す懸念が増加している。鉄道では，1950 年には国鉄の信

濃川発電所のダム堤体において日本で初めて AE 剤が使

用されているように，過去から耐凍害性に留意してコン

クリートの配合が決定されており，注意を払った施工を

行っていたものと思われる。しかし，今回調査した供用

34 年を経過した構造物においては，耐凍害性を高めるた

めに AE コンクリートが使用されていたにも関わらず，

ひび割れやスケーリング，剥落といった凍害と思われる

変状が生じていた。また，同様に耐凍害性に対して注意

を払って建造された供用 14 年の構造物についても凍害

と思われる変状が生じている箇所もある。今後，これら

の構造物の補修補強を行うにあたり，どのようなコンク

リートが打設されたのかを明らかにしていくことが重要

であると考えている。 

本稿では，これらの変状が発生している供用 14 年，

34 年を経過した高架橋において現地調査および採取し

たコアによる分析を行ったので，次のようにその概要を

報告する。 
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表-1 各高架橋の諸元 

橋りょう
名

A高架橋 B高架橋 C高架橋 D高架橋

種別 RCT桁 ラーメン
高架橋

PC箱桁
ラーメン
高架橋

支間割
(m)

13.1×3
+19.1

+14.1×2

7.3×2
+9.3×6
+14.1×8

+21.78×7

103.66×2
+19.0

9.3+11.0×3
+29.2

+52.1×3

支間長
合計

(m)
93.9 335.7 226.3 227.8

幅員
（m）

12.2 12.2 12.0 12.0

建設年度 1982 1982 2002 2002

対象部位
防音壁，
スラブ

防音壁，
スラブ

防音壁 防音壁

日最低

気温

（℃）

日最高気温が
0℃未満となる日数

(日/年)

凍結持続日数
(日/年)

凍結融解日数
(日/年)

降水量
(mm/年)

降雪量
(cm/年)

-6.0 16.4 17.3 87.8 250.7 196.6

2005～2014年の10年間の気象データ

表-2 気象データ 
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1.1 調査対象構造物 

調査を行った構造物は，東北地方の高架橋で供用 34

年の A，B 高架橋，および，供用 14 年の C，D 高架橋で

ある。各高架橋の諸元を表-1に示す。また，参考として

A 高架橋および D 高架橋の標準断面図を図-1に示す。 

軌道種別は全てスラブ軌道で，防音壁は A,B 高架橋が

現場打ち RC コンクリートであるのに対して，C,D 高架

橋は下部 1.5m が現場打ち RC コンクリート，上部 1.5m

が PC 板の落し込み構造となっている。 

A～D 高架橋は約 70km の範囲に位置しており，範囲内

には 2 箇所の気象庁観測所がある。このうち 1 箇所の気

象データを表-2 に示す。表には，観測期間が 2005 年か

ら 2014 年までの凍結持続日数，凍結融解回数，降水量，

降雪量の 10 年間のデータを合計し，年平均値を示した値

を記載した。 

当箇所の気象データから読み解くと，10 年間の最低気

温の平均値が-6.0℃である。一般に，コンクリートの凍

結温度は 0℃よりもやや低く，-0.1℃～-0.9℃までは凍害

に対する影響が少ないといわれている 2)。これより，最

低気温を-1℃以下で凍結し，0℃以上で融解するとした場

合，10 年間の凍結持続日数の平均値が 17.3 日，10 年間

の凍結融解回数の平均値が87.8回と凍害に対して厳しい

気象条件であることが判る。 

また，長谷川 3)らが温度要因と湿潤要因の影響を数値

化して凍害危険度の分布図を示しているが，それを参考

にすると，当該地域は「軽微からやや大きい」に区分さ

れる。 

1.2 コンクリートの配合 

調査を行ったコンクリートの配合のうち，強度等を抜

粋したものを表-3に示す。なお C，D 高架橋については，

後述する外観調査においてスラブに変状が生じていなか

ったため，コア採取を行った防音壁の配合のみを記載し

ている。A，B 高架橋については，同時期に施工が行わ

れた関東地方の配合に比べて，空気量が 0.5%加えられた

配合となっており，凍害に配慮されたものであった。 
 

2. 調査・分析の項目と方法 

2.1 調査・分析項目 

調査は，構造物の状態確認を行うために，現地におけ

る外観調査と，コンクリートコア試料による分析を行う

こととした。表-4に調査・分析項目を示す。 

（1） 現地調査およびコア試料の採取 

今回の現地調査では，約 0.9km の高架橋に対して外観

調査を実施した。外観調査では，目視を主体とした調査

を行い，コア採取箇所を選定した。 

2.2 調査方法 

（1） 圧縮強度および静弾性係数 

採取されたコアの圧縮強度および静弾性係数を，JIS A 

1108 および JIS A 1149 に準じて行った。コアの直径が小

さく，長さも短かったため，JIS A 1107 によって補正を

行った。 

（2） 空気量，気泡間隔係数 

採取されたコアから試料を切り出し，ASTM C 457 に

準じて，リニアトラバース法によりコンクリートの空気

量および気泡間隔係数を測定した。測定は，コアの端部

を除く範囲（深さ 50mm 程度以深）を輪切りにし，表裏

2 つの面について，ラインスキャンにてライン長の合計

が約 2600mm となるように測定した。 

表-3 コンクリートの設計基準強度，空気量，W/C 

表-4 調査・分析項目 

図-1 標準断面図 

12.2m 

12.0m 

PC 板 

現場打ち 
t=0.20m 

A 高架橋 

D高架橋 

設計基準
強度

空気量の
範囲

W/C

（N/mm2
） （%） （%）

A高架橋 T桁 24 4.5±1 53

B高架橋
ラーメン
高架橋

27 4.5±1 51

A,B高架橋 防音壁 24 4.5±1 53

C,D高架橋 防音壁 24 4.5±1.5 53

種別
橋りょう

名

1.5m 

1.5m 
3.0m 

3.0m 

現地調査

外観調査 外観の状況，鋼材の腐食状況

採取したコアによる分析

強度特性 圧縮強度，静弾性係数

気泡の連行状況 空気量，気泡間隔係数

現場打ち 
t=0.20m 0.28m 

0.25m 
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3. 現地調査 

3.1  外観調査とコア採取位置の選定 

コア採取の概要を表-5に示す。 

現地調査により，A，B 高架橋においてはスラブ上面

（図-2），防音壁（図-3）にスケーリング，ひび割れおよ

び剥落の変状が確認された。これらのひび割れの分布は

鉄筋位置と合致しておらず，錆汁および腐食した鉄筋も

認められなかったことから，これらの損傷は，鉄筋腐食

に起因するものではないと推察される。今回，スラブ上

面の変状箇所としてコア採取を行った B 高架橋では，上

下線の中央に位置する排水孔に近接した箇所にあり，ス

ラブ下面は黒色に変色し白色の析出物（図-4）もみられ

た。 

A，B 高架橋の防音壁の変状は天端のみに生じており，

スケーリングが大きい箇所では鉄筋の露出もみられた。

さらに，防音壁の天端は，凍害に対する補修と思われる

図-2 スラブ上面のスケーリング（供用34年） 図-3 防音壁天端のスケーリング（供用 34年）

図-4 スラブ下面の変色と白色析出物（供用34年） 図-5 防音壁天端のスケーリングと白色析出物（供用14年）

表-5 コア採取の概要 

高架橋
供用
年数

コア試料の寸法
（mm） 外観の状態

健全部 φ60×95，125 粗骨材の露出やひび割れなどは無い。

劣化部 φ60×110，110 上面にスケーリングが生じて，下面に変色がみられる。

健全部 φ60×105，125 粗骨材の露出やひび割れなどは無い。

劣化部 φ60×115，115 天端の表面が剥落し，粗骨材の露出がみられる

健全部 φ60×115，120 粗骨材の露出やひび割れなどは無い。

劣化部 φ60×100，120 上面にスケーリングが生じて，下面に変色と白色析出物がみられる。

健全部
φ60×110，130
φ60×105，115 粗骨材の露出やひび割れなどは無い。

劣化部
φ60×110，110
φ60×125，125 天端の表面が剥落し，粗骨材の露出がみられる

C高架橋 14年 防音壁 劣化部 φ60×110，115 天端に水平方向に複数のひび割れが生じて白色析出物がみれれる，表面が剥
落し，粗骨材，鉄筋の露出がみられる

D高架橋 14年 防音壁 健全部 φ60×120，120 粗骨材の露出やひび割れなどは無い。

B高架橋 34年

スラブ

防音壁

部位

A高架橋 34年

スラブ

防音壁
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コンクリート打ち替えが行われた箇所が複数箇所見られ

た。 

対象高架橋を全体的に調査したところ，気象環境につ

いては同条件と思われる同一高架橋内において，変状が

認められるブロックと認められないブロックがあった。

それぞれのブロックのコンクリートの強度性状等の違い

を確認するために，変状が認められないブロックと認め

られるブロックをそれぞれ健全部および劣化部としてス

ラブと防音壁からコア試料を採取した。また，同一の防

音壁で高さによるコンクリート強度性状等の違いを確認

するために，B 高架橋において防音壁の上部と下部から

コア試料を採取した。 

C 高架橋においては，スラブに変状は確認されなかっ

たが，防音壁にスケーリング及びひび割れ，剥落が確認

された（図-5）。また，剥落が大きいために鉄筋露出がみ

られたが，ひび割れ分布の状況からも鉄筋腐食に起因す

るものではないと推察された。A，B 高架橋と同様に同

一の高架橋内で劣化部の他に健全部からもコアを採取す

ることを考え全体を調査したが，C 高架橋においては，

防音壁のひび割れが高架橋全体に散見していたため，健

全部としてのコア採取が難しいと考えた。このため，C

高架橋の近傍にあり同時期に施工し，変状が生じていな

い D 高架橋を健全部としてコアを採取した。 

3.2 コア採取 

コンクリートの強度特性および気泡の連行状況を確

認するためにスラブ上面と防音壁から 2 本のコア（φ

60mm）を採取した。 

コアの採取位置は，スラブの劣化部については，中央

付近とし，図-6 に示すように変状部から 0.3m 程度離れ

た位置から採取した。健全部についても中央付近から採

取した。防音壁および B 高架橋の防音壁上部の劣化部に

ついては，スケーリングの影響を直接受けていない箇所

として，現場打ちコンクリートの天端から 0.3m の位置

から採取した。防音壁の健全部についても，同様に現場

打ちコンクリートの天端から 0.3m の位置から採取した。 

また， B 高架橋の防音壁（下部）については天端から

1.6m の位置からコア採取を行った。 

採取したコアの外観調査を行ったところ，全てのコア

にひび割れ等の変状は確認されなかった。 

コア採取には湿式のコアドリルマシンを使用し，コア

は 24 本を採取した。採取後は直ちにラップフィルムで封

函し，試験室に運搬した。 
 

4. コアの分析 

（1） 圧縮強度および静弾性係数 

圧縮強度，静弾性係数の測定結果を表-6に示す。圧縮

強度はスラブが 30.7N/mm2 ～ 44.3N/mm2 ，防音壁

28.7N/mm2～40.7 N/mm2，でともに，設計基準強度は満

たしていた。健全部と劣化部の値を比較すると，顕著な

差は確認できなかった。静弾性係数はスラブが

22.2kN/mm2 ～ 26.3kN/mm2 ，防音壁 7.4kN/mm2 ～ 24.7 

kN/mm2であった。概ね顕著な差はみられなかったが，B

高架橋の防音壁上部から採取した劣化部については，静

弾性係数が 7.4 kN/mm2と非常に低く，凍結融解作用によ

図-8 圧縮強度・静弾性係数 

表-6 圧縮強度・静弾性係数 

図-6 コア採取状況（スラブ） 

図-7 コア採取状況（防音壁） 

変状箇所 

コア採取位置 

スラブ 劣化 44.3 26.3
スラブ 健全 30.7 22.2
防音壁 劣化 39.5 23.4
防音壁 健全 38.2 23.5
スラブ 劣化 33.2 25.2
スラブ 健全 37.5 24.2

防音壁（上部） 劣化 28.7 7.4
防音壁（上部） 健全 33.3 20.0
防音壁（下部） 劣化 29.2 20.6
防音壁（下部） 健全 40.7 24.7

C高架橋 防音壁 劣化 34.0 20.1
D高架橋 防音壁 健全 34.3 21.3

圧縮強度

(N/mm²)
静弾性係数

(kN/mm²)

A高架橋

B高架橋

高架橋名 部位 区分

土木学会標準値 
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るコンクリートの劣化は，圧縮強度より曲げ強度及び静

弾性係数に大きく影響するという，既往の知見 4）からも，

凍害により低下した可能性が考えられる。 

試験で得られた圧縮強度と静弾性係数の関係を図-8

に示す。参考として，現在のコンクリート標準示方書に

ある圧縮強度と静弾性係数の関係 5)を示した。コンクリ

ート標準示方書の式と比較すると，今回採取したすべて

の試料がコンクリート標準示方書の式より静弾性係数が

低い領域に分布することがわかった。しかし，施工時に

おける圧縮強度と静弾性係数が不明なことから，静弾性

係数が低い傾向が施工時に起因するものなのか，劣化に

より低下したものなのかは不明である。 

（2） 空気量 

空気量の測定結果を図-9 に示す。図中の S はスラブ，

W は防音壁を示す。 

硬化コンクリートの空気量はスラブが 1.7～3.0%，防

音壁が 0.8～1.7%であった。本試験により測定された硬

化コンクリートの空気量と練り混ぜ時の空気量との関係

については，練り混ぜ時の空気量が不明なため比較は難

しいが，測定された空気量には，設計配合にある 4.5±

1.5%と比較し 12 試料すべてが低い値となった。生コン

におけるフレッシュコンクリートの空気量と硬化コンク

リートの空気量とを比較した論文では，練り混ぜ時の空

気量と硬化コンクリートの空気量とは一致せず，硬化後

では 3%程度空気量が低下したものも確認されている 6)。

このことから，本試験における硬化コンクリートの空気

量の低下は，練り混ぜ時の空気量が設計配合の範囲内に

収まっていたとしても起こり得ることも考えられる。 

高架橋毎に健全部と劣化部を比較すると A 高架橋は，

劣化部の方が健全部より空気量が大きい値であったが，

その他の高架橋では，健全部の方が劣化部よりも大きい

値であった。そこで，A 高架橋の空気量の気泡径につい

て分析することとした。気泡径が 0.25mm 以上と 0.25mm

未満に分けたグラフを図-10 に示す。コンクリート中に

連行される気泡は，直径が 0.25mm 未満のものがエント

レインドエアと 0.25mm 以上のエントラップドエアに分

類される。A 高架橋のスラブにおける空気量は劣化部の

値が健全部よりも 0.6%多いが，0.25mm 以上の気泡径も

0.4%多いという結果であった。 

B 高架橋の防音壁の上部と下部を比較すると健全部，

劣化部共に上部の空気量が下部に比べ小さい傾向にあっ

た。この理由としては，ブリーディング水の上昇に伴う

コンクリート中の破泡が考えられる 7)。 

（3） 気泡間隔係数 

気泡間隔係数の測定結果を図-11 に示す。気泡間隔係

数は耐凍害性を図る１つの指標であり，気泡間隔係数が

小さいほど，耐凍害性は向上するとされている。一般に，

図-10 A 高架橋の空気量 

図-9 空気量 

図-11 気泡間隔係数 
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気泡間隔係数が 250μm 以下であれば，優れた耐凍害性

が期待できるとされている 8）。 

気泡間隔係数は，スラブが 386μm～596μm，防音壁

が 391μm～890μm であった。高架橋毎に健全部と劣化

部の気泡間隔係数を比較するとA高架橋のスラブの値と

防音壁の値，および B 高架橋のスラブの値は，健全部，

劣化部共に同等であったが，B，C，D 高架橋の防音壁の

値は，健全部より劣化部の方が大きく，劣化部は 600μ

m 以上を示す試料であった。これらのことから，本試験

からは，気泡間隔係数の値は，全ての箇所で大きく，劣

化部では 890μm と非常に大きなものもあった。さらに，

本試料の気泡間隔係数はいずれも 250μm 以上であり，

優れた耐凍害性を示してはいないことも考えられる。 

B 高架橋の防音壁の上部と下部を比較すると健全部，

劣化部共に上部の気泡間隔係数が大きい傾向にあった。

坂田 7)らによると，コンクリート内部を上昇するブリー

ディング水が AE 剤の気泡の表面を移動することで，AE

剤の分子が拡散し，泡膜を維持する能力が低下して気泡

間隔係数が大きくなるといわれているが，同様の原因が

影響している可能性が考えられる。 

（4） 空気量と気泡間隔係数の関係 

空気量と気泡間隔係数との関係を図-12 に示す。この

図によると空気量が多いほど気泡間隔係数が小さい傾向

にある。これは，既往の知見 9)においても硬化コンクリ

ートの空気量が多いほど気泡間隔係数が小さくなるとい

う傾向と合致する。 
 

5. まとめ 

今回，供用 14 年，34 年の高架橋の調査を行い，コン

クリートの耐凍害性について検討した結果，以下のこと

を確認した。 

(1) 圧縮強度はスラブ，防音壁ともに，設計基準強度

は満たしていたが，健全部と劣化部の値からは，

顕著な差は確認できなかった。静弾性係数は，12

高架橋中 1 高架橋で 7.4 kN/mm2と低く凍害によ

り低下した可能性が考えられる。 

(2) 硬化コンクリートの空気量はスラブが 1.7～3.0%，

防音壁が 0.8～1.7%であった。硬化コンクリート

の空気量と練り混ぜ時の空気量との関係につい

ては，練り混ぜ時の空気量が不明なため比較は難

しいが，測定された空気量には，設計配合にある

4.5±1.5%と比較し 12試料すべてが低い値となっ

た。 

(3) 気泡間隔係数は，スラブが 386μm～596μm，防

音壁が 391μm～890μm となり，耐凍害性に優れ

るとされる 250μm 以下のものは無かった。 

(4) 硬化コンクリートの空気量と気泡間隔係数は負

の相関にあり，硬化コンクリートの空気量が多い

ほど気泡間隔係数が小さくなるという傾向があ

る。 

今回の調査・分析からは，目視の結果健全と思われた

箇所についても耐凍害性に対して優れているとは言い難

い結果を得たが，これらの構造物が劣化傾向にあるのか，

これらの構造物の補修補強をどの様に行うことが効果的

なのかを念頭に置き，引続き調査・分析して行く。 
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