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塩害に著しく劣化した RCT 桁の劣化度調査
（中間報告）
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本研究は、土木学会西部支部沖縄会橋梁長寿
命化小委員会（委員長：琉球大学工学部准教授
下里哲弘）の活動の一環として行ったものであ
る。本研究対象橋梁は、沖縄県那覇市内にあ
る潮渡川に架けていた RCT 桁橋とする。本橋
は、昭和31年１月に建設され、西海岸線から
約300m 離れた厳しい塩害環境で約56年間供用
されたものである。本研究の手法として、RCT
桁橋の架替工事に伴い、その RCT 桁を計画的
に切断・撤去し、自然環境にて保管し、その劣
化状況及びその耐荷力等について詳細に調査・
試験を行う。
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本論文では、中間報告として、撤去された
RCT 桁の劣化度に関する詳細調査結果及び今
後の研究計画について述べる。

2．橋梁概要およびその劣化状況
図 － １ に 示 す よ う に、 本 橋 は ２ 径 間 の 単
純 RCT 桁 橋 で あ り、 橋 長15.20m、 支 間 長
7.245m、有効幅員8.18m である。本橋は旧国
道1号線の橋梁として建設されたため、１等橋
(TL －20) であると推測され、計５本の RCT 桁
から構成されている。写真－１は供用中の本橋
の外観を示し、防護柵がコンクリート壁式であ
る（平成22年度撮影）。

若松橋一般図
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道路台帳等の記録によると、本橋の定期点検
が供用後38年経過した平成６年３月に実施さ
れたものである。その時点で主桁・床板・横桁
において、コンクリートのうき・剥離及び鉄筋
露出が見受けられ、代表的な劣化状況を写真－
２に示す。
更 に、 平 成17年 度 に「橋 梁 定 期 点 検 要 領
（案）平成16年３月 国土交通省」に準じて作成
された点検調書では、写真－３に示すようなう
き、剥離・鉄筋露出が広範囲に見受けられた。
平成６年度の調査結果と比べ、写真－４に示す

a）上流側
写真－１

a）主桁
写真－２

b）下流側
RCT 桁橋撤去前の外観写真

b）床版

平成6年度 ( 竣工後38年 ) の損傷状況

ように劣化が更に進行し、一部の露出している
鉄筋は、断面欠損または破断に至っている。そ
の結果、対策区分として E １（橋梁構造の安全
性の観点から、緊急対応の必要がある）に判断
され、耐荷力低下が懸念事項とされていた。
図－２に、平成17年度時点での２径間目の
損傷図を示す。２径間目は、１径間目と比べて
損傷が顕著であり、上部工下面のコンクリート
が約半分以上の面積でうき、剥離及び鉄筋露出
が確認されている。

a）主桁
写真－３

b）床版

平成17年度（竣工後49年）の損傷状況

写真－４

平成17年度（竣工後49年）の
鉄筋断面欠損・破断状況

図－２ 平成17年度損傷図（２径間目）
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平成 17 年度の橋梁点検結果を踏まえて、
「平
成 20 年度橋梁耐荷力調査業務では、写真－５
に示す鉄筋の腐食状況（鉄筋径減少、破断鉄
筋の数量）を考慮した耐荷力照査が実施され
ている。特に、２径間目の G １主桁（下流側）
支点部において、主鉄筋及び帯鉄筋（スター
ラップ鉄筋）が腐食・破断していることを勘
案し、道路管理者が幅員制限および重量制限
（20ton → 10ton）の応急対策を写真－６のよ
うに実施した。
断面欠損部計測値24mm

写真－７ 上部工のワイヤーソーによる切断状況

破断状況

W －１

写真－８

W －６

試験体のセットアップ状況と命名

写真－５ 平成20年度の鉄筋断面欠損・破断状況
重量制限

写真－９ Ｗ－１ RCT 桁－うき状況（ハッチング箇所がうき）
幅員制限

写真－６

重量制限及び幅員制限状況

以上の経緯を踏まえ、本橋の架替計画が進め
られ、供用 56 年後の平成 23 年度に架替が実
施された。本橋梁は、厳しい塩害環境において、
適切な維持管理が実施せずに半世紀以上供用さ
れたことから、今後の橋梁長寿命化を考える上
で研究価値が高いと判断し、本研究を行った。

写真－10

Ｗ－３ RCT 桁－剥離鉄筋露出状況

３. ２外観目視調査
今回の外観目視調査は、主桁・床板・横桁を
対象に近接目視及び打音検査を基本として実施
した。鉄筋コンクリート部材であるため、ひび
３．RCT 桁の劣化度調査
われ、うき、剥離・鉄筋露出に着目し、浮いて
３. １ 試験体概要
本橋の架替工事が、写真－７に示すように、 いる箇所については躯体面にチョーキングした
上部工はワイヤーソー工法にてスパン毎に５ （写真－９,10 参照）。その後、損傷図を作成して、
代表的な損傷を写真撮影し、点検調書としてと
基、計 10 基の RCT 桁に切断し、上部工の撤去
を行った。撤去された RCT 桁を金秀鉄工（株） りまとめた。
の工場ヤードに運搬し、写真－８に示すように
自然の状態で保管し、調査研究の試験体とした。 ３. ３詳細調査
今回の詳細調査は、(1) コア採取、(2) 赤外線
今回は、今後予定している RCT 桁の耐荷力試
法による浮き・空洞調査、(3) シュミットハン
験を視野に、耳桁１基を含め、計６基について
セットアップし、詳細な外観損傷調査を行った。 マーによる反発硬度試験、(4) 鉄筋の配筋調査
試験体名称は写真－８左側からの順に W －１ （鉄筋間隔、鉄筋径、かぶり、腐食度）につい
て行った。
～ W －６とした。
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(1)

RCT 桁からのコア採取は、以下の試験を
実施することを目的に行った。
１）硬化コンクリート中に含まれる塩化物イ
オン含有量試験→試験方法「JISA1154」
２）コンクリートの圧縮強度及び弾性係数試験
→試験方法「JIS A 1107」
３）コンクリートの中性化深さの測定→測定
方法「JIS A 1152」
１）は、コンクリートの劣化である塩害の有
無を判断する目的で、コンクリート中の塩化物
イオン濃度を測定するものである。試験結果よ
り、鉄筋位置における塩化物イオン濃度に着目
し、鉄筋が腐食する条件にあるかを判定する。
また、鉄筋以深における塩化物イオン濃度に着
目することにより、建設当初に使用された細骨
材が未洗浄の海砂かを判断する。
２）は、経年劣化によりコンクリート強度が
低下していないかを判断する目的で行う。
３）は、塩害と中性化が複合して劣化する
と、変状の進行が塩害のみの変状と比べ早いた
め、塩害と中性化の複合劣化を判断する目的で
行う。
(2) 赤外線による調査は、打音検査において
確認されたうきの部分を赤外線で確認し、
コンクリートのうきの状態の整合性を非破
壊法により確認するものである。
(3) シュミットハンマーによる反発硬度試験
は、「コンクリートのテストハンマー強度の
試 験 方 法（JSCE-G 04-2007）
」 に 準 じ、 コ
ンクリートの材料強度を推定するものであ
る。
(4) 鉄筋の配筋調査は、載荷試験に先立ち、
配筋状況、鉄筋径、鉄筋間隔、かぶり等を
調査するものである。鉄筋径については、
以下の２ケースに分類して計測する。
ケース１: 腐食前の鉄筋径
ケース２: 腐食後の鉄筋径
ケース１は、鉄筋の腐食量が小さい箇所を選
定し、建設当初に配筋された鉄筋径を推定する。
ケース２は、鉄筋の腐食が著しい箇所を選定し
て、ワイヤーブラシで腐食錆を落とし、残存の
鉄筋径を計測し、RCT 桁の耐荷力評価に用いる。

打音検査より、コンクリートのうき、剥離・剥
落及び鉄筋露出が全表面積の約 70% に達して
いる。また、写真－ 11 及び図－４に示す通り、
上フランジのコンクリートが上表面から 60mm
の鉄筋位置において、水平方向にひびわれが発
生しており、圧縮側のコンクリートが全面的に
浮いている状態である。その原因として、①圧
縮側の鉄筋の腐食膨張によるもの、②ワイヤー
ソーで切断する際の振動等によるものの２点が
挙げられるが、健全なコンクリートの場合、こ
のような破壊モードが考えられないため、撤去
する前に劣化していたものと推測される。
一方、主桁下面の露出している主鉄筋は全体
的に腐食が著しく、断面欠損が発生し、部分的
に破断に至っている。また、下段鉄筋がコンク
リートとの付着が確保されていない場合には、
平面保持の法則が成り立たず、RC 断面の引張
材として機能しないことが懸念される（写真－
12、図－５参照）。帯鉄筋（スターラップ鉄筋）
について全体的に断面欠損しており、破断して
いる箇所が多い（写真－ 13 参照）。特にせん
断力が卓越する支点部においては帯鉄筋（ス
ターラップ鉄筋）が機能していない状態である。

図－３ Ｗ－３ RC 桁の損傷図

写真－11

上床板のうき状況

上面から60mm（鉄筋位置）の位置においてコンク
リートが全体的に浮いている状態

４. 調査結果
４. １外観調査の結果
図－３は、W －１～ W －６の RCT 桁の詳細
調査結果から代表例として、W －３の RCT 桁
の損傷図を示す。この桁の下面が近接目視及び
32

図－４

Ｗ－３ RCT 桁上床板のうき概要図
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写真－12

主鉄筋とコンクリートの付着状況

図－５ RCT 桁下面コンクリートの剥離・剥落

４. ２非破壊調査の結果
(1) シュミットハンマーによる反発硬度試験
研究対象の RCT 桁のコンクリート強度分布
を把握するために、現場にてシュミットハン
マーによる反発硬度試験を実施した。ここでは
W －１ RCT 桁と W －２ RCT 桁の測定結果を
表－２に示す。同表から分かるように、測定値
が推定されている設計基準強度σck=24N/mm2 を
上回っており、コアを用いた評価方法にあては
めると「健全である」と判断される。この結論
は後述するコアの圧縮試験結果も同様である。
W －２－② RCT 桁（下面）については、コン
クリートが浮いた箇所を試験位置に選定した可
能性があるため、試験値が著しく低い結果と
なっている。
表－２ 反発硬度試験結果及び評価

写真－13
表－１

帯鉄筋の破断状況

Ｗ－３ RCT 桁の対策区分

(2) 赤外線法（サーモグラフィー）による調査結果
非破壊試験の検証として、赤外線法によるコ
ンクリートの浮き調査を計画し、その結果とコ
ンクリート叩き調査結果を比較した。本調査は、
平成 24 年７月 14 日の昼間に実施した。那覇
気象台のデータによると、当日 am ８:00 ～ pm
５:00 の 10 時間の平均気温が 30.6℃、平気湿
度が 70.3%、平均風速が 6.1m/s、１時間毎の
平均日照時間が 0.62 時間であった。調査結果
の一例を図－７に示す。同図の左側写真が RCT
桁ウェブの剥離に関する叩き調査結果（ハッチ
ング部分）
、右の写真が赤外線法による浮きの
有無の調査結果を示し、浮きの範囲がほぼ等し
いことがわかる。
図－６

Ｗ－３ RCT 桁の対策区分フローチャート

前述した調査結果より、耐荷力の低下が懸念
され、対策区分は E １（橋梁構造の観点から、
緊急対応の必要がある）と判断される（表－１、
図－６参照）。
2013. ６

図－７

Ｗ－１ RCT 桁の赤外線調査結果
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(3) 鉄筋の配筋調査
主桁・床板・横桁を対象に配筋調査を行った。
ここでは、代表して主桁の配筋調査結果を示す。
主鉄筋は D29 －２段配筋となっているものと
推定され、断面欠損している箇所は鉄筋径が
24. ４mm まで減少していることが確認された
（図－８、写真－ 14 参照）。また、鉄筋は下面
及び側面において 50mm のかぶりが確認され
ており、主鉄筋間隔は 60mm、１段目と２段目
の鉄筋間隔は 45mm であった。帯鉄筋（スター
ラップ鉄筋）は D13 の鉄筋が使用されており、
桁 中 央 か ら 左 右 1.4m の 範 囲 で 300mm 間 隔、
それから桁端部まで 150mm 間隔で配筋されて
いる（図－８、写真 14 参照）。また、断面欠
損している箇所では、帯筋径が D13 →計測値
（最小径）4.5mm まで減少しており、部分的に
破断している箇所も見受けられた。

（左：主鉄筋 右：せん断補強筋）

オン含有量試験及び中性化深さ測定用のコンク
リートコアを２本ずつ抽出して試験し、その結
果を示す。
表－３ 調査項目及びコアの採取場所
調査項目

桁番号

コア本数

圧縮強度試験
塩化物イオン
含有量試験
中性化深さ測定

Ｗ－１、Ｗ－５

２本

Ｗ－４、Ｗ－６

２本

Ｗ－５、Ｗ－６

２本

(2) 圧縮強度試験
コンクリートの圧縮強度は、「コンクリート
からのコア採取及び圧縮強度試験方法（JIS A
1107）」に準じて行った。また、圧縮試験と同
時に「コンクリートの静弾性係数試験方法（JIS
A 1149）」に準じて、コンクリートの静弾性係
数試験を行った。
コア採取位置は、全て表面損傷がなく鉄筋に
当たらない位置を選定した。採取したコアの代
表例を写真－15（左）に示す。前述したよう
に、RCT桁のコンクリート表面の劣化進展が確
認されたものの、採取されたコンクリートコア
が特に問題はないことが確認されている。
コア観察より、コンクリートが密に打設さ
れ、山から切崩した琉球石灰岩と見られる白色
の粗骨材（最大粒径40mm程度）が採用されて
いる。細骨材の色や貝殻などの不純物有無から
判断して海砂が使用されていないようである。

図－８ No.３RCT 桁の配筋状況

写真－15 コア（左）及び試験体断面拡大写真（右）

a）主鉄筋
写真－14

b）せん断補強筋
No.３RCT 桁の鉄筋径計測

４. ３室内試験結果
(1) 室内試験の内容
室内試験のために、各 RCT 桁のウェブ及び
上フランジからコンクリートコア（φ 76mm）
を採取した。なお、今後の RCT 桁の載荷試験
に影響を生じさせないように、コア採取は全
て RCT 桁の端部付近から行った。本論文では、
表－３に示すように、圧縮強度試験、塩化物イ
34

表－４に採取したコアの圧縮強度試験結果及
び静弾性係数試験結果を示す。試験本数は２本
と少ないが、両者にばらつきはほとんどなく、
推測されている設計基準強度である 24N/mm2
を上回っている。ばらつきがないという点では、
表－２に示されたシュミットハンマーの結果と
同じような傾向を示している。
静弾性係数については、コンクリート標準示
方書【構造性能編】
（2002 年）に示されている
静弾性係数の標準値よりもやや低いものの、図
－９、表－５コアの静弾性係数の標準値内には
収まっている。
No.28

表－４ 圧縮強度・静弾性係数の試験結果
コア番号
Ｗ－１
Ｗ－５

圧縮強度
（N/mm2）
35.9
34.7

静弾性係数
（kN/mm2）
23.2
22.1

表－５ 静弾性係数の標準値の範囲１）
コアの圧縮強度
（N/mm2）
15 以上 21 未満
21 以上 27 未満
27 以上 35 未満
35 以上 45 未満
45 以上 55 未満

コアの静弾性の標準値
（kN/mm2）
8.4 ～ 17.8
13.1 ～ 21.3
16.2 ～ 25.8
19.7 ～ 29.8
19.1 ～ 34.2

化物イオン濃度が 0.5kg/m3 であり、ほぼ同じ
ような濃度分布を示していることから、内在塩
分は、表面からの塩化物イオンの浸透によるも
のと考えられる。
また、W －６と比べて W －４の表面付近の
塩化物イオン濃度が低くなっているのは、主桁
の位置や中性化の影響が起因しているものと思
われる。いずれのケースにおいても、コンクリー
ト表面から 80mm の範囲までは鋼材腐食発生
限界値 1.2kg/m3 を超えており、前述した RCT
桁の主鉄筋が著しく腐食された理由が伺える。
図－12は生コン用細骨材の塩分含有量
（NaCL）の試験結果を示す２）。図－５より分
かるように、昭和51年以前では生コン用細骨
材の塩分含有量は0.20～0.25%程度であり、単
位細骨材量を800kg/m 3とすると、現行基準の
塩化物イオン含有量（CL-1 ）に換算すると0.97
～1.21kg/m3である。図－11と図－12の結果を
対比すると、本橋梁の細骨材には未洗浄の海砂
が使用されていない可能性が大きい。即ち、
50年前から洗浄した海砂を使用したものと考
えられる。

図－９ 圧縮強度－静弾性係数（標準値）の関係

(3) 塩化物イオン含有量試験
採取したコアを 10mm ピッチでスライスし
（図－ 10）、各スライスを細粉砕した試料を用
いて、
「硬化コンクリート中に含まれる塩化物
イオンの試験方法（JIS A 1154）」に準じてコ
ンクリート中の全塩分量を測定した。全塩分
量より、コンクリート中の塩化物イオン含有量
（CL- 1 ）を換算した。

図－11 塩化物イオン測定結果

図－10 塩分試験用コア切断概要

図－ 11 に測定した塩化物イオン濃度の分布
結果を示す。主桁の幅が 400mm であることか
ら、コンクリート表面から 200mm の位置が主
桁の中心位置となる。両者ともに概ね鉄筋位置
をピークに内部にいくにつれて濃度が低くなる
傾向を示す。表面から 120mm 以深で両者の塩
2013. ６

図－12 海砂の塩分含有量（NaCL）

(4) コンクリートの引張強度及び中性化深さ
中 性 化 試 験 が RCT 桁 の 上 フ ラ ン ジ か ら 採
取 し た コ ン ク リ ー ト コ ア W － ５S（ 直 径：
69mm、平均長さ：164.5mm）と W － 6S（直径：
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69mm、 平 均 長 さ：200.3mm） を 用 い、 写 真
－ 16 に示す割裂試験後に実施した。W －５S
と W －６S の割裂破壊荷重がそれぞれ 47.45、
38.90kN であり、換算したコンクリートの引張
強度がそれぞれ 2.66、1.79N/mm ２である。
図－ 13 に示すように、W － 5S と W － 6S
の 中 性 化 深 さ が そ れ ぞ れ ０ ～ ７mm と 15 ～
18mm である。試験体数が少なく、結論が付け
にくいが、最大中性化深さが 20mm 以内であ
ることから、コンクリートの劣化要因が中性化
ではなく、塩害であると判断できる。

写真－16

コンクリートコアの割裂試験

図－13

中性化の試験結果

５．今後の研究予定
本論文が厳しい塩害環境で約 56 年間供用さ
れた RCT 桁橋の RCT 桁の損傷調査結果及び室
内試験結果について紹介した。今後、これらの
RCT 桁に対し、静的及び動的載荷試験を行い、
劣化した RCT 桁の耐荷力を明らかにする予定
である。また、その結果から劣化度合いと耐荷
力の相関関係を追求する予定である。

６．終わりに
本調査研究で得られた知見を以下に示す。
(1) 著しい劣化状況に対し主桁には大きなたわ
み等の異変が発生していない。
(2) 主桁上面におけるコンクリートの圧壊は
見受けられないが、上フランジには鉄筋の
腐食膨張に起因したものと思われるコンク
リートの浮きがある（上筋より上の 60mm
の厚さ）。
(3) 主桁下面・側面、床板、横桁において、うき、
剥離・鉄筋露出が確認され、その範囲は全
面積の約 70% に及ぶ。
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(4) 露出している鉄筋は、断面欠損・破断に至っ
ている。また、主鉄筋の下段鉄筋は、コン
クリートとの付着が確保されていない場合、
平面保持の法則が成り立たず、RC 断面の引
張材として機能していない可能性があるた
め、対策区分は E １（橋梁構造の安全性の
観点から、緊急対応の必要がある）に該当
するものと判断される。
(5) シュミットハンマーによる反発硬度試験結
果より、材料強度の低下は見受けられない。
(6) 赤外線（サーモグラフィー）調査により、
コンクリートの浮きの範囲が精度良く確認
できている。
(7) 鉄筋の腐食度調査より、曲げ耐力に寄与す
る支間中央の主桁主鉄筋は D29 →計測値（最
小）24.4mm まで断面欠損している。また、
せん断耐力に寄与する桁端部の帯鉄筋（ス
ターラップ鉄筋）は部分的に破断に至って
いる。
(8) 健全部から採取したコンクリートコアの圧
縮強度及び静弾性係数に問題となるような
低下は見られない。
(9) 塩化物イオン含有量の試験結果及び海砂が
使用していないことから、飛来塩分の浸透
が鋼材腐食の主要因であると判断できる。
（10）中性化深さが最大で 20mm 以下であり、
中性化が RCT 桁劣化の主因ではなく、塩害を
主因とする複合劣化の可能性が考えられる。
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