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最近，コンクリート構造物の長寿命化に関する取り組みが盛んに行われています。その代表
的なものが，各自治体で検討が進められている橋梁長寿命化修繕計画の策定と言えます。その
趣旨は，高度経済成長期に建設された橋梁の一斉老朽化時代に備え，橋梁あるいは橋梁群の将
来の変状予測とコスト評価により適切な維持管理を行い，ライフサイクルコストの最小化と予
算の平準化を図るというものです。しかしながら，実際に自治体の橋梁長寿命化修繕計画のア
ドバイザーを務めてみると，数多くの問題に直面します。それは，コスト評価の前提となる橋
梁の劣化予測手法や対策工の選定に根拠が伴わなかったり，自治体の予算をはるかに超えた試
算結果が提示されるなどです。これらの問題の根底にはコンクリート工学や構造工学に立脚せ
ず，単にブラックボックス化したソフトの中で機械的にコスト算出を行い，結果を鵜呑みにし，
提示していることが挙げられます。こうした結果を自治体側が受け入れ，実際それに従い予算
化すると，良かれと思って導入した橋梁長寿命化修繕計画がむしろ自治体の財政を圧迫する要
因となりかねません。
本委員会では，こうした問題に対し，東北地方に所属する研究者，技術者，管理者が一石を
投じる思いで 3 年半の長きにわたり精力的な活動を展開してきました。東北地方は，他地方に
比べコンクリート構造物の劣化に対する作用が厳しく，財政状況も厳しいため，コンクリート
構造物の LCC 評価上，最も過酷な条件にあると言えます。逆にこのような地方だからこそ，
本委員会活動を通し，各劣化作用に対し，予算制約下での LCC 評価手法を提案することがで
きれば，全国にそのお手本を示せるのではと考えました。活動の基本は，コンクリート工学や
構造工学に立脚したコンクリート構造物の劣化予測を行い，適切な対策を選定し，これによる
LCC 評価を行うことです。また，JCI の特長を活かし，建築造に対する LCC 評価にも取り組み
ました。さらに，国土交通省東北地方整備局東北技術事務所と本委員会で協定を締結し，国土
交通省で保有する橋梁点検データや実橋フィールドを借用することにより，データ分析や現場
調査を実施し，これらの成果も最大限に活用しました。東日本高速道路株式会社，福島県，ふ
くしま市町村建設支援機構などからも有用な情報提供をいただきました。検討を進めるうちに
我が国のコンクリート構造物の劣化予測の技術レベルを痛感し，悩む場面も多々ありましたが，
現状の技術を最大限に活かし，工学的根拠に基づく LCC 評価手法をある程度示すことができ
たと思っています。
本テキストをお読みいただければ，我が国のコンクリート構造物の劣化予測やコスト評価に
おける現状がよく理解でき，また，多くの課題が浮き彫りになることでしょう。それを現状の
技術レベルととらえ，今後課題を一つずつ解決することにより，我が国独自の LCC 評価やア
セットマネジメント手法の確立につながるものと期待しています。このことから，本テキスト
をお読みいただき，あるいは講習会に参加し，感じたことについては忌憚のないご意見を本委
員会までお寄せいただければと存じます。本委員会活動が我が国のコンクリート構造物の LCC
評価技術の発展の一助になれば幸いです。
平成 24 年 3 月 21 日
日本大学工学部

岩城一郎
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第１章 はじめに

１． １ 東北地方におけるコンクリート構造物の劣化の現状と委員会設立の経緯
１．１．１ 概説
本節では，東北地方におけるコンクリート構造物の主たる劣化要因を挙げ，その劣化の現状に
ついて概説する。
東北地方は，
南を除く 3 方が海に囲まれ，
豊かな自然に恵まれた急峻な地形の多い地方である。
そのほぼ全域が寒冷地に属し，冬期の交通流確保のため多量の凍結防止剤が散布される。そのた
め，コンクリート構造物にとっては，沿岸部，中でも日本海沿岸を中心とする塩害，内陸部の特
に山間部を中心とする凍害，さらには凍結防止剤散布下における塩害，凍害，アルカリシリカ反
応，疲労による複合劣化等が顕在化している。
このような現状に鑑み，2007 年に東北地

仙台（3.4m/s）
山形（1.6m/s）
酒田（4.4m/s）
青森（3.7m/s）
東京（3.3m/s）

6

方におけるコンクリート構造物の耐久性向
上検討委員会（委員長：三浦尚東北大学名

5

におけるコンクリート構造物設計・施工ガ
イドライン（案）の策定が進められ，2009
年に発刊された[1]。本ガイドラインは，コ
ンクリート構造物に対する東北地方固有の
問題を抽出し，その問題を改善し耐久性を

平均風速（m/s）

誉教授）が設置された。そこで，東北地方
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向上させるための設計・施工・維持管理上
の留意点を示したものである。この委員会
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内には，LCC・AM WG が設けられ，コン
クリート構造物のライフサイクルコスト評
価やアセットマネジメントを実施する際の
留意点についても記述されており，その時
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図－1.1.1 酒田における風速と風向
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風が極めて卓越していることがわかる。その結果，国道 7 号の温海地区に架かる橋梁群は供用後
30 年程度で著しい塩害を受け，多くの橋梁で架け替えを余儀なくされた[2]。このような劣化は秋
田県や青森県の日本海沿岸部でも顕在化し，我が国における最も厳しい塩害環境の一つと位置付
けられている。この種の劣化に対しては，東北地方における研究者を中心にその課題解決に向け
た精力的な研究が進められており，青森県国道 101 号に架かる新赤石大橋に対する一連の研究も
その一つである[3]。
１．１．３ 凍害
東北地方は，図－1.1.2 の凍害ハザード
マップ[4]に示される通り，北海道に次ぐ寒
冷地として，凍害の危険度が総じて高く，
特に岩手県盛岡市の北に位置する高地では
凍害危険度 5 という最も厳しい凍害環境に
分類されている。そのため，東北地方にお
ける研究者を中心に古くから凍害に関する
研究が精力的に進められてきた[5]，このう
ち，新設構造物に対しては，水セメント比

図－1.1.2 凍害危険度マップ[4]

を下げ，適切な空気量を確保することによ
り，十分な耐凍害性が得られることを立証
してきたが，既設構造物のうち，AE 剤を
使用していない Non-AE コンクリートを中
心に，
凍害によるひび割れ，
スケーリング，
ポップアウトといった劣化が顕在化し，今
後これらの構造物の維持管理や架け替えに
膨大な費用がかかることが予想される。
図－1.1.3 東北地方における凍害の劣化事例[5]
１．１．４ 凍結防止剤散布下における
コンクリート構造物の複合劣化
東北地方においては 1990 年代初頭のス
パイクタイヤ禁止の法制化を受けて，道路
構造物に多量の凍結防止剤（融雪剤）が散
布されるようになり，近年，その影響によ
るコンクリート構造物に対する種々の劣化
が顕在化しつつある。東北地方で散布され
る凍結防止剤として塩化ナトリウム
（NaCl）が使用される場合が多いが，NaCl
がコンクリートに作用すると，コンクリー
ト表面の激しいスケーリングとして現れる
凍害，アルカリシリカ反応の促進，コンク
リート中の鋼材の急速な腐食（塩害）を引

図－1.1.4 凍結防止剤による道路構造物の劣化[6]
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き起こす。図－1.1.4 に凍結防止剤による
道路構造物の劣化事例を示す。図より，車
両通行に伴い凍結防止剤が含む水が飛散し，
高欄や地覆に付着し，凍害によるスケーリ
ングや塩害が促進する。また，桁端や桁間
からの漏水が支承の腐食を促進させるとと
もに，図－1.1.5 に示す通り，橋台や橋脚
といった下部構造にも著しい劣化が顕在化
する。さらに，近年では図－1.1.6 に示す

図－1.1.5 凍結防止剤による劣化の実例

通り，RC 床版内に凍結防止剤が侵入する
ことにより，凍害，アルカリシリカ反応，
塩害といった複合劣化を引き起こし，さら
に交通作用の繰り返しによる疲労の影響が
加わり，床版上面の砂利化や水平クラック
が発生し，架け替えに至る事例も出始めて
いる。上述の通り，凍結防止剤の本格散布
はまだ 20 年程度しか経っておらず，
未だそ
の多くが潜伏期にあると考えられること，
また日本海沿岸の塩害は汀線付近に限定さ
れるのに対し，凍結防止剤は東北全域で散
布されていることから今後この種の劣化が
広域で進行する恐れがあり，その維持管理
手法を早期に確立する必要がある。

図－1.1.6 凍結防止剤による RC 床版の劣化の実例

このように，東北地方では他地方に比べコンクリート構造物の劣化を促進させる厳しい環境作
用が卓越している。このような東北地方固有の問題に対し，本委員会ではそれぞれの劣化要因に
対する WG（塩害 WG，凍害 WG，凍結防止剤 WG）を設置し，その劣化予測と LCC 評価手法に
対する検討を行った。
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[担当 岩城一郎]
１.２ コンクリート構造物の LCC 評価に関する現状
１.２.１ ライフサイクルコスト評価の必要性
我が国のコンクリート構造物を取り巻く環境は大きな転換期を迎えている。
昭和 30～40 年代の
高度経済成長期を経て大量整備された社会基盤の一斉老朽化に伴い，補修，補強，更新の検討が
必要となるコンクリート構造物は日々増加している。一方で，国債や地方債の返済額の増加，高
齢化社会に伴う税収の減少および福祉・教育事業への財政支出の拡大，さらには 2011 年 3 月 11
日の東北地方太平洋沖地震に端を発する東日本大震災に関連する復興事業により，社会基盤整備
事業は今まで以上の選択と集中を余儀なくされる状況となった。このような背景から，コンクリ
ート構造物の維持管理を経済性の観点からより合理的に実施する必要性が高まり，また，コスト
縮減と併せて効率的な予算執行および説明責任などの要求から，ライフサイクルコスト（以下，
LCC）が維持管理手法を評価する指標として用いられるようになった。従来の LCC 評価は既設構
造物に対する補修・補強工法を経済的観点から選定するための判断材料として用いられることが
多かった。しかし，今後，構造物の更新数が増加することは確実であり，また，これまでほどで
はないにしても新規構造物の建設も継続される。さらに，耐久性能および維持管理業務に配慮し
た設計・施工による構造物の長寿命化とランニングコストの縮減により，初期建設費は高額であ
っても LCC を縮減することは可能であるとの考えから，近年では，既設構造物だけでなく新設構
造物においても LCC を用いた評価がなされるようになりつつある。
実際に欧州規格 EN1992 では，
構造物の設計は竣工から解体・撤去および再利用までのライフサイクルにおける構造物の性能と
経済性を考慮して合理的に実施することが求められている。
１.２.２ コンクリート構造物の維持管理におけるライフサイクルコストの位置づけ
コンクリート構造物の維持管理は，複数の構造物からなる構造物群の維持管理と個別構造物毎
の維持管理に分類される。
構造物群の維持管理では，複数の構造物における維持管理の最適化を目指し，構造物群（社会
基盤システム）としての維持管理計画が策定される。近年では，構造物を資産（アセット）とし
て扱い，構造物および構造物群の将来にわたる状態予測と LCC 評価により，合理的かつ効率的な
維持管理計画を策定してこれらを戦略的に運用する方法，いわゆるアセットマネジメントシステ
ムの導入が進められている。
小林[1]は，図－1.2.1 に示すように，アセットマネジメントを①戦略レベル，②戦術レベル，
および，③実施レベルの 3 つのフェーズに区分している。
①戦略レベル：長期的な視点から構造物群の補修シナリオや予算水準を決定するもの
②戦術レベル：新たに得られたモニタリング結果等に基づいて，例えば将来 5 ヵ年程度の中期
的な予算計画や戦略的な補修計画を立案するもの
③実施レベル：各年度の予算の下で，補修箇所に優先順位をつけ，補修事業を実施するもの
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図－1.2.1 アセットマネジメントサイクル[1]
また，宮川ら[2]は，アセットマネジメントをマネジメント領域とメンテナンス領域に区分して
おり，その関係を図－1.2.2[3]のように整理している。図－1.2.2 のマネジメント領域は上述の小
林の区分による「戦略レベル」に相当するものであり，この領域における構造物群の将来の状態
予測はマルコフ過程のような統計データに基づく確率論的劣化予測手法で実施されることが多い。
一方，個別の構造物を対象にメンテナンスを行う場合は，構造物を対象とした詳細調査を行い，
その結果に基づいて一般に確定論的劣化予測手法
（具体的な劣化モデルを設定した劣化予測手法）
によって構造物の将来の状態予測が行われる。

図－1.2.2 マネジメントとメンテナンスの関係[3]
このようにアセットマネジメントは複数のフェーズで構成され，構造物群の維持管理と個別構
造物の維持管理とでは，前者はより戦略的に，後者はより戦術的に業務が遂行される。このため，
経済性の判断基準の要諦である LCC 評価はアセットマネジメントのフェーズによって要求精度
や使われ方などが変化することになる。一般的に，構造物群を戦略的に維持管理するフェーズに
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おいて，LCC 評価は簡易手法にて行われる。一方，個別構造物の維持管理における LCC 評価の
方がより高精度のアウトプットを要求される。
構造物群を維持管理するアセットマネジメントは，維持管理計画→点検→劣化予測→性能評
価・照査→LCC 評価→投資計画→予算計画・措置→維持管理計画がその手順である[2]。その運用
にあたっては経済性の判断基準となる LCC の精度を確保することが重要であり，そのためには，
アセットマネジメントの各フェーズにおけるアウトプットの信頼性の確保と構造物の仕様や点検
結果等によるデータベースの構築が必要になる。しかし，LCC の精度を過剰に高度化した管理体
制を全ての構造物に対して適用すると，一構造物あたりにかかる維持管理コストは高くなってし
まう。
一方，一構造物あたりの LCC は構造物の規模などによって変化し，一般的には小規模構造物ほ
ど LCC は低くなる。従って，管理する構造物の総数とそれに占める小規模構造物の割合によって
は，小規模構造物の LCC が構造物群全体のコスト縮減効果に与えるインパクトは小さくなり，高
度なマネジメントシステムを全ての構造物に対して適用することは費用対効果に見合わなくなる
可能性がある。このことを踏まえ，実際に構造物の規模に応じて積極的に観察維持管理（適宜更
新型）ときめ細やかな予防維持管理（予防保全型，危機管理型）とを使い分けて構造物群を維持
管理する自治体[4]も現れてきた。LCC 評価を構造物群の管理に用いる場合は，個々の構造物の
LCC の精度を向上させることよりも，まずは構造物の規模毎に平均的な LCC を推計してそれが
構造物群全体の LCC に及ぼす影響を大局的に検討し，LCC 評価の要求精度を構造物の規模毎に
整理することが必要になる。また，構造物群全体の LCC に影響を及ぼさない範囲で，評価方法を
可能な限り簡易化することも求められる。
一方，個別構造物の LCC は具体的な対策工法の選定や詳細な仕様決定の際の評価指標として用
いられる。この場合，一般的に取り扱うコストの総額が構造物群の維持管理費用と比較して小額
となるため，LCC 評価の要求精度は相対的に高くなる。しかし，対象となる構造物固有の諸条件
を精緻に反映することが可能なため，部材や材料レベルといったきめ細やかな LCC 評価が可能で
ある。
１.２.３ ライフサイクルコストの算出方法[5]
LCC の要求精度は維持管理のフェーズによって変化するが，LCC の算出方法は基本的に一緒で
ある。LCC の算定式は，一般に式(1.2.1)による。
CLCC = CI + CM + CR

(1.2.1)

，
ここに，CLCC ：LCC，CI：初期建設費用（企画，基本設計，実施設計，建設費などの合計）
，CR ：撤去・更新費用，
CM ：維持管理費用（点検費用，補修・補強に関わる費用などの合計）
である。LCC の考慮範囲によっては，CM は機会損失費用など（維持管理を実施することによっ
て失われる期待収入など）を見込む場合もある。
式(1.2.1)による LCC の算出の概念図を図－1.2.3 に示す。まず，構造物の使用条件や諸元およ
び現在の状態を考慮した劣化予測に基づき，構造物の性能低下曲線（健全度評価曲線）を作成す
る。その後，この性能低下曲線に基づき，ライフサイクルデザインを行う。ここでのライフサイ
クルデザインとは，維持管理方針や目標性能水準および供用期間中の維持管理シナリオを考慮し
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て構造物の性能の履歴を策定する行為を指す。具体的な手順は文献[5]に詳しい。なお，構造物の
補修を念頭に置いたライフサイクルデザインを実施する場合は，補修直後の構造物の性能および
劣化予測に基づく補修後の構造物の性能の経時変化を評価しなければならない。ライフサイクル
デザインにより構造物の性能の履歴が決定されれば，新設，補修，および更新の時期が自明とな
り，検討する工法のコストを積算することで LCC の算出が可能になる。
構造物の設計や維持管理計画が内包するリスク
を考慮して LCC を算出する場合，例えば，構造物
の安全性や第三者影響度が関わる維持管理の問題
を扱う場合には，式(1.2.1)を発展させた式(1.2.2)
が用いられる[6][7][8] 。
CLCC = CI + CM + CR + Cf × Pf

(1.2.2)

ここに，Cf ：破壊や損傷によって生じる損失に
相当する費用，Pf ：供用期間中の構造物の破壊（損
傷）確率，である。この Cf ×Pf を用いた LCC の算
出は多くの課題を有しており，絶対的な指標とす
るのは現状では難しい。しかし，安全性を高める
ために CI や CM などが増加したとしても Pf の減少
を考慮できるため，安全性と経済性のバランスの
中で複数のライフサイクルデザインの中から最適
解を見出すことが可能になる。この場合，算出さ
れた LCC は相対比較のための指標となる[9]。
なお，システムの計算負荷を小さくする，ある
いは，Cf や Pf の定量化が困難であるといった理
由で簡易な LCC 評価を行う場合や，LCC の算定
時に想定する構造物の状態（例えば，鋼材周囲が
腐食発生限界塩化物イオン濃度になる等）が生起
することで生じる Cf が無視できると判断される
場合には，LCC は式(1.2.2)中の Cf ×Pf を 0 とした
式(1.2.1)を用いて算出することになる。
１.２.４ ライフサイクルコスト評価の課題
LCC 評価には数多くの課題が存在するが，ここ
では主要な課題を挙げる。
（１）構造物の性能の評価と予測
コンクリート構造物の LCC を算出する際に最

図－1.2.3 LCC の積算概念図

も重要となるのは，構造物の性能の評価とその変化の予測である。新設時の劣化対策や補修・補
強を講じたことによる構造物の性能の向上の評価，および，その性能の経時的な変化の予測が適
切かつ定量的に実施できれば，対策を講じる時期およびその程度を決定でき，信頼性の高い LCC
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を算出できる。しかし，コンクリート構造物の性能の評価・予測方法は耐久性能の評価体系の整
備と相まって向上しているものの，LCC の要求精度を満足するに十分な評価・予測精度が保証さ
れているとは必ずしも言えないのが現状であり，更なる技術革新が望まれる[5]。
この技術革新には，コンクリート構造物の材料劣化と構造性能変化の関係を定量化する技術も
含まれる。現状では，構造物の安全性確保の観点から許容できる構造性能の状態を規定し，その
状態に留めるための材料劣化の許容量を定め，この許容量の限界に至る時期を予測し，その結果
から LCC を算出している。この場合，材料劣化と構造性能の関係が不明瞭であると，材料劣化の
許容量を過度に安全側に設定せざるを得なくなり，初期建設コストや補修・補強に関するコスト
が大きくなる。今後，材料劣化と構造性能の関係を整理し，これらを定量的に関連付けるモデル
の開発が求められる。
なお，劣化予測手法については，本報告書の第 2 章に示されるような高度な数理モデルも有用
であるが，計算に必要な情報の取得にかかるコストを考慮すると，既往の維持管理データベース
を基にした統計的な手法も有用である。このような手法の例としては，マルコフ過程による劣化
予測手法や点検データの統計的処理による回帰曲線に基づく劣化予測手法などがある[10]。しか
し，これまでに取得した維持管理データが少ない場合や，市町村レベルの地方自治体のようにそ
もそも構造物の管理数が少ない場合には，信頼性の高い統計的手法を構築するのは難しい。この
ようなケースを想定し，維持管理データが管理団体の垣根を越えて横断的に利活用できる環境を
整えることが望まれる。
（２）割引率
LCC 評価においては，異なる時間にお
ける貨幣価値の差をなくして比較する必
要がある。このため，将来にかかるコス
トを割引率により現在価値に換算しなけ
ればならない。具体的には，各年で発生
する CM や CR のコストを現在価値に割り
戻すことである。しかし，割引率が変化
すると費用の現在価値が大きく変化する。
例えば，保田らが指摘しているように，
この割引率の変化により LCC 評価の結
果が変化する可能性がある[11]。また，
将来発生する便益を考慮せず費用のみを
扱う場合，LCC の節約額の現在価値が社
会的割引率により割引かれるため，その
値の設定によっては対策が先送りされる
可能性があることも指摘されている[12]。

図－1.2.4 LCC に及ぼす割引率の影響の例

図－1.2.4 は LCC に及ぼす割引率の影響を試算した例である。ここでは簡単のため，初期建設
費用を 100 unit，維持管理費用は 10 年ごとに 1，5，10，20 unit ほど計上されるとして 100 年間の
LCC を算出した。LCC の算出式は式(1.2.3)による。
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(1.2.3)
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ここに，i：年度，r：割引率，である。
図－1.2.4 より，割引率が大きくなるほど LCC は小さくなり，その低減量は LCC が大きいほ
ど顕著であることがわかる。また，公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（国土交通省，
2004 年）で用いられる割引率が 4 %であることを考慮して図－1.2.4 を見ると，割引率によって
維持管理費用が相当に圧縮して評価されてしまうことがわかる。
一般的に，割引率は日銀統計「全国銀行貸出約定平均金利」の実質値をもとに 4 %と設定され
る場合が多い[13]。しかし，阪田らは割引率の推移を示し，経済情勢を反映して年度ごとに値が
変化すること，近年では 2 %程度であることを示している[14]。西川は，道路橋のような社会資本
を考える場合，有限の資本の最適活用の検討が目的でなく，毎年確保される予算を前提とし，そ
の額を最小化にしようとするのが目的であるため，割引率を LCC に考慮する必要はないとしてい
る。また，割引率を考慮しないかわりに，十分長い期間を想定し，一年あたりの経費を最小とす
ることを考えるために，LCC を供用期間で除した値の多寡をもって検討すべきであるとしている
[15]。小林は，半永久的な供用を前提とした社会資本を対象に平均費用の最小化を目指す方法を
示しており，この場合には社会的割引率を考慮しなくてもよいとしている[16]。
このように，割引率は LCC に及ぼす影響が大きいので，LCC の算出結果の利用方法を考慮し
たうえで，割引率を設定する必要がある。
（３）Cf の算定[9]
式(1.2.2)を用いて LCC を算出する場合は，破壊や損傷によって生じる損失に相当する費用 Cf
を定めなければならない。この場合，構造物の破壊や損傷が及ぼす影響度を考慮し，対象とする
社会基盤システムの範囲を適切に定義する必要がある。この社会基盤システムは，例えば，オフ
ィスビルのような個々の構造物である場合もあれば，管理対象である構造物群からなる道路網や
鉄道網の場合もある。
Cf には構造物が使用できないことによる社会的損失などが算入されるため，
式(1.2.2)で LCC 評価を行う場合には考慮する社会基盤システムの定義が重要となる。
（４）確率論をベースにした LCC 評価
これまで述べてきたように，現状の LCC 算出には各種の不確定要因が存在し，それが維持管理
上のリスク要因となっている。このようなリスクを明らかにするためには，信頼性理論などの確
率・統計手法を応用した検討が必要である。このような問題に対応する方法としてはモンテカル
ロ・シミュレーションがある。
この方法では，不確実性を有する要因を確率分布によって定量化し，種々の要因が取り得る値
の組み合わせに対して LCC を算出し，この計算を繰り返すことで LCC の頻度分布を出力する。
つまり，無数にある不確実性の組み合わせを網羅的に検証できるのが特徴である。従って，この
手法の信頼性は不確実性を有する要因を評価する確率分布に対して適切な特性を付与できたかに
よるところが大きい。また，この手法は本質的にリスクアセスメントであって単純にコストの中
間値の多寡のみを比較すればよいというものではない。このため，意思決定に際しては許容する
リスクをあらかじめ定量化しておかなければならない。これらの課題を解決するためには相応の
母集団数を有する維持管理データの蓄積と整理が必要であり，保有する維持管理データを眠らせ
ることなく有効に利活用する体制を整えていくことが望まれる。
また，維持管理データを適切に整理することも重要である。モンテカルロ・シミュレーション
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による統計的手法のアウトプットである健全度の超過確率を劣化面積と拡大解釈して港湾桟橋の
LCC を試算した事例[17]では，塩化物イオンの見かけの拡散係数，表面塩化物イオン濃度に関す
る大量の点検情報を配合条件や環境条件毎に分類し，点検情報の分類が腐食ひび割れ発生時期の
予測精度や，LCC 算出結果に及ぼす影響を検討している。その検討の結果，点検情報を適切に分
類・整理することが LCC 評価の上で重要であるとの知見を示している。
１.２.５ 最近の LCC 評価事例
近年の LCC 評価の重要性の高まり，および，LCC の定量化技術が向上したこともあり，様々
な団体で LCC 評価の体系化および体系化された手法を用いた LCC 評価事例が公表されている。
例えば，主として港湾桟橋を対象とした事例[18]，主として塩害 PC 橋梁を対象とした事例[5] [19]，
表面被覆工法や断面修復工法，電気防食工法や脱塩工法といった補修工法の効果を定量的に予測
して LCC を評価した事例[20][21]，養生などの施工技術によってかぶりの品質の変化が LCC に及
ぼす影響を検討した事例[22]，などがある。これらの報告書は取りまとめられた時期の最新知見
を考慮したうえで，評価の際に着目する事象に応じて評価手法を構築している。このため，これ
らの報告書を単純に横並びで比較するのは必ずしも適切ではないが，これらの報告書に共通して
記述されていることは，LCC は予防保全的な維持管理により低減可能であること，補修コストが
高くても再劣化しにくい工法ほど LCC は低減されること，初期コストが高くてもかぶりコンクリ
ートの品質確保や腐食抵抗性の高い材料を使用することが LCC を低減させることなどである。
１.２.６ まとめ
コンクリート構造物をはじめとする社会基盤の整備と維持に関わる行為は国際競争がますます
激しくなる今日において欠かすことのできない投資であり，国力を維持し発展させるための重要
な要素である。投資である以上，コンクリート構造物の新設，維持管理，および更新は費用対効
果に見合ったものでなければならず，財源が厳しくなる環境にある中で，LCC 評価を踏まえた確
かなものづくりを推進することが今後ますます求められる。本項で示したように，LCC 評価技術
には様々な課題が存在するが，
どの時期にどのような費用が発生し得るかを適切に予測すること，
つまり劣化予測の信頼性の確保が特に重要な課題であると考えられ，今後の発展が強く望まれる
分野である。
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第２章 塩害を受けたコンクリート構造物の劣化予測と LCC 評価

２.１ 概説
本章では，日本海沿岸における海洋からの飛来塩分によるコンクリート構造物の塩害劣化予測
とそれに基づく LCC 評価を実施した。劣化予測は既往の知見で得られている可能な限り客観的か
つ定量的な手法を用いている。なお，劣化予測結果は LCC 評価結果に大きく影響を及ぼす。この
ため，劣化予測手法を吟味する目的で，まず複数の手法に基づいて得られた予測結果を既存構造
物の実際の劣化の推移と比較し，最も整合性が高いと判断された手法を LCC 評価用の劣化予測手
法として選定した。次に，選定した劣化予測手法を用いてライフサイクルデザイン（維持管理シ
ナリオの策定）を実施して LCC を試算し，初期建設時における塩害対策工法の優位性について評
価を試みた。
２.２ 劣化予測手法の選定
２.２.１ 比較検討する予測手法について
本委員会で対象とした劣化予測手法は 3 種類である。いずれの劣化予測手法も確定論的手法で
あり，これらは鋼材の腐食速度の評価式に大きな違いがある。手法 A は土木学会コンクリート中
の鋼材の腐食性評価と防食技術研究小委員会（338 委員会）[1]にて検討された劣化予測手法をベ
ースにしている。また，手法 B は港湾空港研究所技術報告書[2]にて検討された劣化予測手法をベ
ースにしている。さらに，手法 C は，手法 A を参考にして手法 B の加速期以降の腐食速度予測
式を修正したものである。
なお，全ての手法は土木学会コンクリート標準示方書に示される劣化過程（潜伏期，進展期，
加速期，劣化期）の期間を算定するものであるが，具体的な劣化過程の定義および本章で定義す
る健全度との対応は表－2.2.1 に示すとおりである。
以下に，各手法に用いられた予測式について概説する。また，各手法の詳細は表－2.2.2 に示
すとおりである。
表－2.2.1 劣化過程の定義と本章の健全度との対応
劣化過程
潜伏期

劣化過程の期間の定義
かぶり位置の全塩化物イオン濃度が腐食発生限界塩化物イ
オン濃度に達するまでの期間

健全度
6

進展期

鋼材腐食が発生し，腐食ひび割れが発生するまでの期間

5

加速期（前期）

腐食ひび割れ発生からはく離・はく落発生までの期間

4

加速期（後期）

最外縁の鋼材の断面減少率が 10 %に達するまでの期間

3

劣化期

最外縁の鋼材の断面減少率が 20 %に達するまでの期間

2

供用限界

最外縁の鋼材の断面減少率が 20 %以上

1
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（１）潜伏期の劣化予測
潜伏期は鋼材腐食が発生するまでの期間とし，かぶり位置の全塩化物イオン濃度が腐食発生限
界塩化物イオン濃度に達することを確認することで算定する。潜伏期の算定は，いずれの劣化予
測手法においても同様の方法を用いている。
かぶり位置の全塩化物イオン濃度は半無限体を仮定して得られる Fick の拡散方程式の解を用
いる。ここでは，表面被覆材やエポキシ樹脂塗装鋼材の使用による遮塩性の向上を評価できるよ
うに，既往の文献[3][4]に記載される評価式を用いている。また，鋼材の腐食発生限界塩化物イオ
ン濃度については使用環境などによって様々な値を取り得るが，ここでは土木学会コンクリート
標準示方書に示される 1.2 kg/m3 を用いた。
（２）進展期の劣化予測
進展期は鋼材腐食が発生してから腐食ひび割れが発生するまでの期間とし，既往の腐食による
鋼材の質量減少率や腐食電流密度の予測式を基に鋼材の断面減少率を算出し，その鋼材断面減少
率が閾値に達した時に腐食ひび割れが発生するとして進展期の期間を算出した。
手法 A で用いた腐食による鋼材の質量減少率の予測式（表－2.2.2 の式(3)）は主に水セメント
比 50 %程度のコンクリート供試体の実験結果[5]から得られたものである。一方，手法 B および
手法 C の腐食電流密度および鋼材腐食量の予測式は，海洋構造物の調査結果[6]から得られたもの
である。また，式(7)の腐食ひび割れ発生条件はコンクリート工学協会が 1992 年に発刊した報告
書[7]にて検討された評価式である。
（３）加速期（前期）の劣化予測
加速期（前期）は腐食ひび割れ発生からはく離・はく落が発生するまでの期間とした。
鋼材の断面減少率の算出方法は各手法によって異なる。手法 A では，ひび割れ発生後の腐食速
度の増加を考慮して，進展期と同様の手法で評価される質量減少率を 7 倍にして加速期以降の鋼
材の断面減少量を評価している。手法 B では，種々のパラメータはあるものの，時間の指数関数
で腐食による断面減少率が定まるものとしている。手法 C では，進展期と同じ予測式で評価した
腐食電流密度を加速期以降では 7 倍になるとして断面減少率を算出している。
一方，かぶりコンクリートのはく離・はく落の発生条件は，全ての手法で同じものを使用して
いる。すなわち，鳥取らが提案した評価式[8]にて得られるはく離・はく落を発生させる鋼材の腐
食深さに相当する断面減少率に達した時点までを加速期（前期）とした。
（４）加速期（後期）および劣化期の劣化予測
加速期（後期）および劣化期は断面減少率がそれぞれ 10，20 %に達した時点までとした。これ
は，コンクリート工学協会の報告書[9]を参考にして設定した。なお，全ての手法において，鋼材
の断面減少率の算出方法は各手法の加速期（前期）と同じものを使用して評価している。
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表－2.2.2(a) 劣化予測手法に用いた数理モデル（手法 A）
【潜伏期】かぶり位置の全塩化物イオン濃度が腐食発生限界塩化物イオン濃度に達するまでの期間
◆かぶり位置の塩化物イオン濃度の算出方法 塩化物イオンの浸透対象が半無限体であると仮定して得られ
る Fick の拡散方程式の解[3][4]より算定する。


 0.1  c
Cep


C d  C0 1  erf 

2 t  D

Depd
d




  

  


(1)

log10 Dd  3.9W C   7.2W C   2.5
2

(2)

，C0：コンクリート表面における塩化物イオン濃度（kg/m3）
，
Cd：鋼材位置における塩化物イオン濃度（kg/m3）
erf：誤差関数，c：かぶり（mm）
，t：供用開始からの年数（年）
，Dd：塩化物イオンの見掛けの拡散係数（cm2/
年）
（本検討では土木学会コンクリート標準示方書[10]に示される式(2)で評価した。
）
，W/C：水セメント比，cep：
表面被覆材またはエポキシ樹脂塗膜の厚さ（mm）
，Depd：表面被覆材またはエポキシ樹脂塗膜内への塩化物イ
オンの侵入を拡散現象とみなした場合の塩化物イオンの見掛けの拡散係数（cm2/年）
。
◆腐食発生条件 Cd が腐食発生限界塩化物イオン濃度 Clim＝1.2 kg/m3 [11] に達した時とした。
【進展期】鋼材腐食が発生し，腐食ひび割れが発生するまでの期間
◆鋼材の断面減少率の算出方法 鋼材の断面減少率は式(3)により算出される質量減少率の累積値から評価。

1
q  0.092  e0.0423W C 1.5091Cl  
c

(3) [5]

，
q：腐食による鋼材の質量減少率（%/年）
，e：ネイピア数，W/C：水セメント比，Cl-：鋼材表面の全 Cl-濃度（kg/m3）
c：かぶり（mm）
◆腐食ひび割れの発生条件 鋼材の断面減少率が鋼材表面積あたりの腐食深さで 10 mg/cm2 に相当する値に達
したときに，腐食ひび割れが発生する[12]とした。
【加速期（前期）
】ひび割れ発生からはく離・はく落発生までの期間
◆鋼材の断面減少率の算出方法 鋼材の断面減少率は式(3)により算出される質量減少率の累積値から評価し
た。
ただし，
加速期以降の質量減少率はひび割れが発生していることを考慮し，
式(3)の算出値の 7 倍とした[13]。
◆はく離・はく落の発生条件 鋼材の腐食量が式(4)のはく離・はく落を発生させる鋼材の腐食深さ（mm）の
評価値から算出される腐食量に達したときにはく離・はく落が発生する[8]とした。
rsp  56 c   10 3
 

(4)

⊿rsp：はく離・はく落を発生させる鋼材の腐食深さ(mm)，c：かぶり（cm)，：鉄筋径(cm)
【加速期（後期）
】最外縁の鋼材の断面減少率が 10 %に達するまでの期間
◆鋼材の断面減少率の算出方法 加速期（前期）と同じ方法で算出した。
【劣化期】最外縁の鋼材の断面減少率が 20 %に達するまでの期間
◆鋼材の断面減少率の算出方法 加速期（前期）と同じ方法で算出した。

‐14‐

表－2.2.2(b) 劣化予測手法に用いた数理モデル（手法 B）
【潜伏期】かぶり位置の全塩化物イオン濃度が腐食発生限界塩化物イオン濃度に達するまでの期間
◆かぶり位置の塩化物イオン濃度の算出方法 塩化物イオンの浸透対象が半無限体であると仮定して得られ
る Fick の拡散方程式の解[3][4]より算定する。

 0.1  c
Cep


Cd  C0 1  erf 




2 t  Dd
Depd



  

  


(1)

log10 Dd  3.9W C   7.2W C   2.5
2

(2)

3

3

Cd：鋼材位置における塩化物イオン濃度（kg/m ）
，C0：コンクリート表面における塩化物イオン濃度（kg/m ）
，
erf：誤差関数，c：かぶり（mm）
，t：供用開始からの年数（年）
，Dd：塩化物イオンの見掛けの拡散係数（cm2/
年）
（本検討では土木学会コンクリート標準示方書[10]に示される式(2)で評価した。
）
，W/C：水セメント比，cep：
表面被覆材またはエポキシ樹脂塗膜の厚さ（mm）
，Depd：表面被覆材またはエポキシ樹脂塗膜内への塩化物イ
。
オンの侵入を拡散現象とみなした場合の塩化物イオンの見掛けの拡散係数（cm2/年）
◆腐食発生条件 Cd が腐食発生限界塩化物イオン濃度 Clim＝1.2 kg/m3 [11] に達した時とした。
【進展期】鋼材腐食が発生し，腐食ひび割れが発生するまでの期間
◆鋼材の断面減少率の算出方法 式(6)の腐食電流密度[6]と式(5)で評価した腐食量の累積値[6]から算出。

Wspe  k 





i
 Fe(OH ) 3  t corr
2F

i  0.025  C d , t 1.5

k  1.0 3  D  d
3 D  d
k  3 D
d

(5)
(6)

2

2

Wspe：腐食量（g/cm ）
，D：鋼材径（mm）
，d：かぶり（cm）
，i：腐食電流密度（A/cm )，C(d,t)：かぶり d お
よび時刻 t における Cl-濃度（kg/m3)で式(1)によって評価する，F：ファラデー定数，[Fe(OH)3-]：水酸化鉄(III)
の分子量，tcorr：腐食発生限界塩化物イオン濃度を上回った時点からの経過時間（秒）
◆腐食ひび割れの発生条件 鋼材の断面減少率が式(7)の腐食量に相当する値に達したとき[7]とした。

Wcr 

0.02d
3D

(7)

，d：かぶり（cm）
，D：鉄筋径（cm）
Wcr：腐食ひび割れを発生させる鋼材の腐食量（g/cm2）
【加速期（前期）
】ひび割れ発生からはく離・はく落発生までの期間
◆鋼材の断面減少率の算出方法 式(8)の断面減少率算定式[2]から算出した。

Vreduction 

4ac

 Fe



ea

t

(8)

Vreduction：断面減少率（%）
，Fe：鉄筋の単位体積質量（＝7.85 mg/mm3）
，a：腐食量とひび割れ幅を関連付ける
係数→1.5 mg/mm3 と仮定，c：腐食による初期のひび割れ幅→0.05 mm と仮定，：鉄筋径（mm）
，：腐食速
度とひび割れ幅を関連付ける係数→今回は 0.22 mg mm-3 year-1 と仮定，t：腐食ひび割れ発生からの年数
◆はく離・はく落の発生条件 鋼材の腐食量が式(4)のはく離・はく落を発生させる鋼材の腐食深さ（mm）の
評価値から算出される腐食量に達したときにはく離・はく落が発生する[8]とした。
rsp  56 c   10 3
 

(4)

⊿rsp：はく離・はく落を発生させる鋼材の腐食深さ（mm）
，c：かぶり（cm）
，：鉄筋径（cm）
【加速期（後期）
】最外縁の鋼材の断面減少率が 10 %に達するまでの期間
◆鋼材の断面減少率の算出方法 加速期（前期）と同じ方法で算出した。
【劣化期】最外縁の鋼材の断面減少率が 20 %に達するまでの期間
◆鋼材の断面減少率の算出方法 加速期（前期）と同じ方法で算出した。
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表－2.2.2(c) 劣化予測手法に用いた数理モデル（手法 C）
【潜伏期】かぶり位置の全塩化物イオン濃度が腐食発生限界塩化物イオン濃度に達するまでの期間
◆かぶり位置の塩化物イオン濃度の算出方法 塩化物イオンの浸透対象が半無限体であると仮定して得られ
る Fick の拡散方程式の解[3][4]より算定する。

 0.1  c
Cep


Cd  C0 1  erf 




2 t  Dd
Depd



  

  


(1)

log10 Dd  3.9W C   7.2W C   2.5
2

(2)

3

3

Cd：鋼材位置における塩化物イオン濃度（kg/m ）
，C0：コンクリート表面における塩化物イオン濃度（kg/m ）
，
erf：誤差関数，c：かぶり（mm）
，t：供用開始からの年数（年）
，Dd：塩化物イオンの見掛けの拡散係数（cm2/
年）
（本検討では土木学会コンクリート標準示方書[10]に示される式(2)で評価した。
）
，W/C：水セメント比，cep：
表面被覆材またはエポキシ樹脂塗膜の厚さ（mm）
，Depd：表面被覆材またはエポキシ樹脂塗膜内への塩化物イ
。
オンの侵入を拡散現象とみなした場合の塩化物イオンの見掛けの拡散係数（cm2/年）
◆腐食発生条件 Cd が腐食発生限界塩化物イオン濃度 Clim＝1.2 kg/m3 [11] に達した時とした。
【進展期】鋼材腐食が発生し，腐食ひび割れが発生するまでの期間
◆鋼材の断面減少率の算出方法 式(6)の腐食電流密度[6]と式(5)で評価した腐食量の累積値[6]から算出。

Wspe  k 





i
 Fe(OH ) 3  t corr
2F

k  1.0 3  D  d
3 D  d
k  3 D
d

i  0.025 C d , t 

1.5

(5)

(6)

，D：鋼材径（mm）
，d：かぶり（cm）
，i：腐食電流密度（A/cm2)，C(d,t)：かぶり d お
Wspe：腐食量（g/cm2）
よび時刻 t における Cl-濃度（kg/m3)で式(1)によって評価する，F：ファラデー定数，[Fe(OH)3-]：水酸化鉄(III)
の分子量，tcorr：腐食発生限界塩化物イオン濃度を上回った時点からの経過時間（秒）
◆腐食ひび割れの発生条件 鋼材の断面減少率が式(7)の腐食量に相当する値に達したとき[7]とした。

Wcr 

0.02d
3D

(7)

，d：かぶり（cm）
，D：鉄筋径（cm）
Wcr：腐食ひび割れを発生させる鋼材の腐食量（g/cm2）
【加速期（前期）
】ひび割れ発生からはく離・はく落発生までの期間
◆鋼材の断面減少率の算出方法 鋼材の断面減少率は，
式(6)で計算される腐食電流密度をもとに式(5)で評価し
た腐食量の累積値から算出した。ただし，加速期以降の腐食量はひび割れが発生していることを考慮して式(6)
で計算される腐食電流密度を 7 倍[13]にして式(5)により評価した。また，加速期以降に増加する断面減少率は
腐食電流密度 100 A/cm2＝腐食深さ 1.16 mm/年[14]として算出した。
◆はく離・はく落の発生条件 鋼材の腐食量が式(4)のはく離・はく落を発生させる鋼材の腐食深さ（mm）の
評価値から算出される腐食量に達したときにはく離・はく落が発生する[8]とした。
rsp  56 c   10 3
 

(4)

⊿rsp：はく離・はく落を発生させる鋼材の腐食深さ(mm)，c：かぶり（cm)，：鉄筋径(cm)
【加速期（後期）
】最外縁の鋼材の断面減少率が 10 %に達するまでの期間
◆鋼材の断面減少率の算出方法 加速期（前期）と同じ方法で算出した。
【劣化期】最外縁の鋼材の断面減少率が 20 %に達するまでの期間
◆鋼材の断面減少率の算出方法 加速期（前期）と同じ方法で算出した。
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２.２.２ 予測結果と既存構造物の劣化程度の推移との比較
ここでは，2.2.1 項で示した 3 種類の劣化予測結果と供用期間 32 年で塩害により解体・撤去と
なった既存の PC 橋梁の補修履歴とを比較することで，
劣化予測の妥当性を検証することとした。
（１）既存 PC 橋梁の概要[15]
比較対象とした既存の PC 橋梁は青森県西津軽郡の沿岸部の非常に厳しい塩害環境下に供用さ
れていたものであり，スパン 31.8 m の 5 径間ポストテンション単純 T 桁橋である。橋梁諸元を表
－2.2.3 に示す。本橋は，1976 年に供用を開始したが，塩害による損傷が見つかったため，表－
2.2.4 の補修履歴に示す通り，損傷の程度に応じ，表面被覆，断面修復，電気防食といった補修
工事を行うとともに，損傷の著しい第 2 径間に対しては外ケーブルによる桁の補強が行われた。
しかしながら，その後も劣化の進行を止めることができず，2008 年に架替えを余儀なくされた橋
梁である。なお，近隣の橋梁も同様の状況であり，例えば，日本海沿岸の鰺ヶ沢町に位置する宇
名原橋（うなばらばし，国道 101 号，ポストテンション T 桁形式）では，1976 年に供用後，1992
年に塩害による損傷が見つかったため，補修工事を行ったものの，2003 年の点検においてさらな
る劣化の進行が認められたため，2006 年に解体撤去を余儀なくされている。
表－2.2.3 比較対象とした PC 橋梁の諸元[15]
橋名

新赤石大橋（しんあかいしおおはし）

橋梁形式

5 径間 ポストテンション単純 PC T 桁橋

路線名

国道 101 号

位置

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字赤石町

橋長

163.000 m

支間長

5@31.840 m

幅員

11.100 m（車道有効幅員 7.500 m）

橋格

1 等橋（TL-20）

竣工年月

1976 年 1 月

適用示方書

昭和 47 年道路橋示方書

表－2.2.4 比較対象としたPC橋梁の補修・補強履歴（文献[15]に加筆）
対策実施年

供用期間 補修・補強内容

昭和51年

0年

新赤石大橋の竣工

平成10～11年度

22年

第2径間

断面補修工，外ケーブル補強

平成12年度

24年

第3径間

断面修復工

平成13～14年度

25年

第4径間

平成14～16年度

26年

第5径間

平成16～17年度

28年

第1径間

平成19年度

31年

第2径間

断面補修工，犠牲陽極材設置，点錆補修
コンクリート保護塗装
断面補修工，犠牲陽極材設置，点錆補修
コンクリート保護塗装，電気防食
断面補修工，犠牲陽極材設置，点錆補修
コンクリート保護塗装，電気防食
ベント架設
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（２）劣化予測の方法
2.2.1項で示す方法にて劣化予測を行った。ただし，表－2.2.5に示す入力パラメータに関して
は，既存PC橋梁の設計値および調査結果[15]から得られた測定値を用いた。なお，塩化物イオン
の見掛けの拡散係数とコンクリート表面における塩化物イオン濃度については，コア試料による
分析の結果，部位ごとに値が大きく異なることが判明している。このため，本章では，既往の文
献において目視調査の結果から判定された劣化の程度の分類（劣化の程度が最も激しい部位を最
劣化部，最も健全である部位を最健全部，全体的な劣化度から中位の劣化程度である部位を標準
部とした）を考慮し，劣化の程度が異なる部位から採取したコア試料の分析結果を劣化予測のた
めの入力パラメータとして用いた。
表－2.2.5 入力パラメータ
パラメータ

数値

単位

備考

かぶり

30 mm

mm

設計値

鉄筋径

13mm

mm

スターラップの公称直径

塩化物イオンの
見掛けの拡散係数
コンクリート表面にお
ける塩化物イオン濃度

標準※

最劣化部※ 0.87

cm2/年

最健全部※ 0.63
標準※

23.1

最劣化部※ 15.4

kg/m3

最健全部※ 11.0
標準※

水セメント比

0.21

コア試料の分析結果
土木学会規準JSCE-G 573による
コア試料の分析結果
コア試料の分析により得られた

30.0

最劣化部※ 45.0

土木学会規準JSCE-G 573による

%

最健全部※ 41.0

塩化物イオンの見掛けの拡散係
数から表－2.2.2中の式(2)を用い
て逆算

※：既往の調査[15]で実施された目視調査によって判定された劣化の程度
（３）劣化予測の結果とその比較
図－2.2.1 に劣化予測結果の比較を示す。
供用限界となる健全度 1 になるまでの期間について比較すると，手法 C は劣化の程度が大きい
ほど健全度が 1 になるまでの期間が短くなるのに対し，手法 A では劣化度が標準のケースにおい
て 100 年以上になった。また，手法 B では劣化程度に関わらず，ほぼ同程度の期間となった。
手法 A で健全度が 1 になるまでの期間と劣化程度との間に相関性が認められなかったのは，劣
化程度が標準の部位の推定水セメント比は 30 %となっており，腐食による鋼材の質量減少率を評
価式（表－2.2.2 中の式(3)）の適用範囲を超えて過小評価したことが一因と考えられ，手法 A は
PC 橋梁のような低水セメント比のコンクリートに適用するには解の安定性に課題があると考え
られる。一方，手法 B で健全度が 1 になるまでの期間に差が生じなかったのは，加速期以降の腐
食量の評価式に鋼材表面における塩化物イオン濃度の上昇などの鋼材周辺のコンクリートの物性
変化の影響を考慮していないことが原因と考えられる。
手法 C では，前述のように，劣化程度に応じて健全度が 1 になるまでの期間が変化しているこ
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とに加え，2.2.2 項(1)で述べた比較対象 PC 橋梁の補修履歴，および，近隣の類似の PC 橋梁の
劣化の進行程度と予測された健全度がほぼ同等であることがわかる。

図－2.2.1 劣化予測結果の比較
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（４）劣化予測手法の選定と前提条件の整理
上記の結果を踏まえ，本章では手法 C を用いてモデル PC 橋梁の LCC を評価することとした。
なお，コンクリート構造物の劣化のばらつきを考慮すると，耐力に直結する構造性能はごくわ
ずかな領域に発生する材料劣化に支配される可能性がある。しかし，これを適切に評価すること
は現段階の技術では極めて困難であるため，本章では構造性能を平均的な鋼材腐食の程度で評価
できると仮定して劣化予測を実施し，LCC を評価することとする。また，本章で予測対象とする
鋼材はスターラップである。実際の構造性能をより適切に評価するためにはスターラップだけで
はなく主筋や PC 鋼材の腐食量を考慮する必要がある。一方で，腐食ひび割れは最外縁部にある
スターラップの腐食生成物により生じる可能性が高い。腐食ひび割れが発生すると，スターラッ
プだけでなく主筋についても腐食速度が急激に増加し，それに伴い構造性能は低下するものと考
えられる。
このような塩害劣化メカニズムを鑑み，
本章ではより安全側の評価を実施する目的で，
劣化予測の対象鋼材をスターラップに限定する。
２.２.３ 補修工法適用後の劣化予測について
補修技術および補修材料の開発・改良速度が速いこと，実環境下での性能確認試験は時間がか
かることもあり，補修工法適用後の追跡データの蓄積は十分であるとは言い難い。また，補修後
に生じる再劣化メカニズムの複雑さや施工のばらつきなどの不確定要因も多い。このため，補修
工法適用後の劣化予測手法には未だ多くの課題が残されている。本項では，主として土木学会 338
委員会の報告書[1]に基づいて，補修工法適用後の劣化予測の最新知見および留意点について簡潔
に紹介する。記述する工法は表面被覆工法，断面修復工法，電気防食工法，脱塩工法の 4 種類で
ある。
（１）表面被覆工法
表面被覆材の一般的な耐用年数は 10～20 年と設定されることが多い。その間，遮塩性能は低下
しないとして劣化予測が行われることが多いが，実際には遮塩性能は低下する。このことを考慮
するために，表面被覆材の拡散係数を継時的に漸増させて劣化予測する手法が提案されている。
なお，遮塩性能が低下しない，すなわち，拡散係数が継時的に一定値をとるとみなせる場合，表
－2.2.2 中の式(1)により，エポキシ樹脂塗装鋼材の使用と同様の方法でかぶり位置の塩化物イオ
ン濃度を評価することができる。
また，図－2.2.2 に示すように，表面被覆材による塩化物イオンの侵入遮蔽効果をコンクリー
トのかぶり厚さの増加（等価かぶり）と見なして塩化物イオンの浸透を予測することもできる。
このとき，等価かぶりは次式によって算出される。

ci  c s 

Dc

(9)

Ds

ここで，ci：等価かぶり，cs：被覆材の厚さ，Dc：コンクリートの塩化物イオンの見掛けの拡散係
数，Ds：表面被覆材の塩化物イオンの見掛けの拡散係数，である。
本章において，表面被覆材の塩化物イオン浸透予測は等価かぶりの概念を用いた実施した。ま
た，表面被覆材の基本寿命は 15 年とし，この期間は一定の遮塩性能が発揮されるものとした。表
面被覆材の厚さは 1 mm とした。
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コンクリートの拡散係数 Dc

図－2.2.2 等価かぶりに基づく塩化物イオン浸透モデルの概念図[3]
（２）断面修復工法
劣化部位の全断面を断面修復工法により補修する場合，はつり深さが塩化物イオン濃度の浸透
深さまで到達していれば，塩化物イオンの見掛けの拡散係数をコンクリートから断面修復材の数
値に置き換えることで，補修後の劣化予測が実施可能になる。ただし，鋼材の腐食速度は塩化物
イオン濃度の他に水および酸素の透過性にも依存するので，断面修復材を使用したときの鋼材の
腐食量の予測式はコンクリート供試体・構造物から得られたものとは異なる可能性があることに
留意する必要がある。
一方，部分的に断面修復工法により補修する場合，断面修復材と既存コンクリートの界面で発
生するマクロセル腐食を劣化予測に考慮する必要がある。マクロセル腐食を考慮するモデルにつ
いては種々の提案がなされているが，厳密解を得ようとすると鋼材の分極抵抗やコンクリートお
よび断面修復材の比抵抗，さらには断面修復部の幾何学的な配置を考慮しなければならず，現状
において簡易に定量的な劣化予測を実施することは困難な状況にある。なお，鉄筋位置までコン
クリートをはつり出したとしても，より深部に高濃度の塩化物イオンが存在する場合，その塩化
物イオンが補修後に再拡散して鋼材を腐食させる可能性がある。再拡散問題の取り扱いについて
は，
（社）土木学会：表面保護工法設計施工指針（案）[3]を参考にするとよい。
本章においては，同指針（案）の試算結果，ならびに，鉄筋裏側までコンクリートをはつり取
って断面修復すると仮定して LCC 評価を実施することなどを考慮し，塩化物イオンの再拡散問題
については考慮しないこととした。
（３）電気防食工法
近年，外部電源方式の電気防食に用いられているチタン金属を基材とする陽極の耐久性能は 40
～50 年以上あるとされている。このためチタン系陽極材を使用した電気防食工法の LCC を算定
する場合には，電気防食システムの寿命は 40 年程度に設定されることが多い。しかし，電源装置
や配線・配管およびモニタリング装置などの寿命は 20 年程度であると言われている。このため，
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より適切に LCC を算出するためには，電気防食システムを構成するこれら陽極材以外の寿命につ
いての配慮も必要である。
なお，本章においては，陽極の寿命は 40 年，配線配管および電源装置の寿命は 20 年として LCC
評価を実施した。
（４）脱塩工法
脱塩工法はコンクリート表面に設置した陽極材から直流電流をコンクリート内部の鋼材に流す
ことで，電気泳動により塩化物イオンをコンクリート中から取り出す工法である。本工法の補修
効果は，
コンクリート中に残存した塩化物イオン濃度の再拡散現象を評価することで可能になる。
塩化物イオン濃度の再拡散を評価するためには，コンクリート中に残存する塩化物イオン濃度の
分布を初期条件として Fick の拡散則を解く必要がある。このため，コンクリート中に残存した塩
化物イオン濃度を適切に評価することが適切な予測をするために重要になる。この残存量を簡易
に評価する方法としては，脱塩工法施工前の塩化物イオン濃度分布を 0.4 倍にするといった方法
が提案されている[1]。
本章における脱塩工法実施後の劣化予測もこれらの方法を用いて実施した。
２.３ ライフサイクルコスト算定にあたっての前提条件
２.３.１ 対象とした劣化について
本章では海洋由来の飛来塩分による塩害劣化を対象とし，健全度を評価するための劣化予測に
おいて凍結防止剤による塩害や疲労などの要因は考慮しない。つまり，エポキシ樹脂やかぶりな
どの鉄筋保護性能に着目した LCC 評価を実施する。なお，劣化予測に用いる諸パラメータは全て
期待値であり，施工誤差などに起因するばらつきは考慮していない。このため，算出される LCC
も期待値となる。
表－2.3.1 に本章の LCC 試算対象について示す。各条件の詳細については 2.3.2 以降で説明す
る。
表－2.3.1 LCC 試算対象の一覧
※1

環境条件

飛沫帯
汀線
海岸から 0.1 km

鋼材

維持管理水準※2

エポキシ樹脂塗装鋼材

鋼材腐食を
許容しない
腐食ひび割れを
許容しない

かぶり

対策
全断面修復＋表面被覆
全断面修復＋表面被覆
全断面修復＋表面被覆

70 mm

鋼材腐食を
許容しない

35 mm

電気防食
脱塩工法＋表面被覆

普通鋼材
全断面修復＋表面被覆
腐食ひび割れを
許容しない

電気防食
脱塩工法＋表面被覆

※1：飛沫帯は C0=13.0 kg/m3，汀線は C0=9.0 kg/m3，海岸から 0.1 km は C0=4.5 kg/m3 に相当するものとする。
※2：鋼材腐食を許容しない維持管理水準では，かぶり位置の塩化物イオン濃度が 1.2 kg/m3 に達した時点で
対策を実施する。一方，腐食ひび割れを許容しない維持管理水準では，腐食ひび割れが発生すると予測され
た時点で対策を実施するものとする。
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２.３.２ 環境条件の設定
東北地方日本海沿岸の飛沫帯，汀線，海岸からの距離 0.1 km を想定した。なお，劣化予測にお
いて環境条件はコンクリート表面における塩化物イオン濃度によって考慮される。ここでは，土
木学会コンクリート標準示方書に基づき，表面塩化物イオン濃度はそれぞれ 13.0，9.0，4.5 kg/m3
と設定した。
２.３.３ 予定供用年数の設定
予定供用年数については様々な考え方が存在するが，本章では西川が提案する工学的永久橋の
考え方[16]に基づき，200 年を設定することとした。
２.３.４ 評価対象構造物の概要
本章では桁長 45 m，
幅員 14 m，
6 主桁の 3 径間 PC ポステン T 桁橋を評価対象とした。
表－2.3.2
にモデル橋梁の側面図，平面図，断面図を示す。かぶりは 2 水準（70 mm，35 mm）
，鋼材の種類
は 2 種類（エポキシ樹脂塗装鋼材，普通鋼材）設定して初期建設コストを算出した。また，モデ
ル PC 橋梁の製造に用いたコンクリートの W/C は 35.9 %，エポキシ樹脂塗装鉄筋のエポキシ樹脂
皮膜の厚さは 0.22 mm とした。
２.３.５ 維持管理方針と管理性能水準および目標性能水準の選定
今回の試算では下記の組み合わせにより LCC 試算を行う。
【水準 I】
維持管理方針：スターラップの鋼材腐食を許容しない。
管理性能水準：鋼材表面の塩化物イオン濃度が 1.2 kg/m3 になった時点（進展期）で補修
を実施する。
目標性能水準：新設時の初期性能と同等のレベル
【水準 II】
維持管理方針：鋼材腐食によるコンクリートのひび割れ発生を許容しない。
管理性能水準：鋼材の腐食量がひび割れ発生腐食量に達した時点（加速期前期）で補修
を実施する。
目標性能水準：現状維持または対策実施以降の性能の低下速度を低減させるレベル。
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表－2.3.2(a) モデル橋梁の断面図（かぶり 70 mm）
かぶり 70 mm

断
面
図

主
桁
断
面
図

PC
鋼
材
配
置
図
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表－2.3.2(b) モデル橋梁の断面図（かぶり 35 mm）
かぶり 35 mm

断
面
図

主
桁
断
面
図

PC
鋼
材
配
置
図

‐25‐

２.３.６ 補修工法の適用範囲と補修効果の持続期間について
（１）断面修復工法＋表面被覆工法
断面修復はかぶり部分を完全にはつり取る。はつり面積は桁の下端から上 250 mm とする。昭
和 55 年発刊の建設省標準設計のポステン T 桁は，桁下から鉛直部 200 mm の位置に D16 の鉄筋
が橋軸方向にある。また，東北地方整備局設計施工マニュアルのバルブ T 桁のフランジ部桁下か
ら鉛直部 200 mm と 250 mm である。さらに，下フランジには飛来塩分が付着しやすいため劣化
が顕在化しやすく，優先的に補修対象となることが多い。これらの実情を考慮して断面修復の施
工部を決定した。
表面被覆は 15～20 年毎に塗り替えるため，効果に変化はないとして計算する。なお，国土交通
省土木研究所 H13 年 3 月発刊の「ミニマムメンテナンス PC 橋の開発に関する共同研究報告書
(Ⅰ)-LCC 算出手法に関する検討-」でも表面被覆は 20 年毎に塗替えとして試算している。
また，エポキシ樹脂塗装鋼材が管理性能水準に達して断面修復工法により補修を実施しなけれ
ばならない状況になった場合，補修実施以降はエポキシ樹脂による遮塩性能の効果は消失するも
のとして劣化予測を行った。
（２）電気防食工法
防食対象面積は断面修復のはつり面積と同一とし，陽極システムの寿命は 40 年と設定する。陽
極システムの寿命は種々の要因で変化するが，現状ではその予測が極めて困難であるため，計算
の簡便化のために，既往の LCC 評価で一般的に用いられている寿命を用いた。また，配線配管お
よび電源装置の寿命は 20 年とした。
（３）脱塩工法＋表面被覆工法
脱塩対象面積は断面修復のはつり面積と同一にする。また，脱塩後の塩化物イオン濃度は脱塩
前の濃度の 0.4 倍とした。正確な予測には塩化物イオン濃度や配合，鉄筋の配置を考慮した補修
効果の予測が必要であるが，計算の簡便化のために，既往の文献[1]の成果をもとに塩化物イオン
濃度の低減率を決定した。なお，脱塩工法終了後は表面被覆を実施することで躯体の遮塩性能を
向上させることとした。このため，脱塩終了後の塩化物イオン再拡散問題は，2.2.3 項(1)に示す
等価かぶりの考え方を用い，Fick の拡散方程式を陽的な差分法で数値的に解くこととした。
２.３.７ 割引率
1.2.4 項(2)にて説明されているように，割引率の設定には種々の考え方がある。ここでは，
1.2.4 項(2)にも記述されている西川や小林の提案を考慮し，割引率は 0 と設定することとした。
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２.４ ライフサイクルデザイン
２.４.１ 劣化予測に基づく構造物の
健全度低下曲線の作成
設定条件に従って実施した劣化予測の
結果を図－2.4.1 に示す。なお，劣化予
測手法は 2.2.1 項の検討結果に基づき，
手法 C を用いた。
図－2.4.1 より，供用限界に至る期間
はエポキシ樹脂塗装鋼材を使用した場合，
および，かぶりを大きくした場合に長く
なることがわかる。また，普通鋼材を使
用してかぶりを 70 mm とするよりも，エ
ポキシ樹脂塗装鋼材を使用すればかぶり
を 35 mm としても供用限界に至る期間
を十分に長くすることが可能であること
がわかる。
２.４.２ 維持管理シナリオの決定
今回の LCC 評価の対象期間は 200 年を
想定している。この対象期間末期に劣化
予測結果より機械的に補修対策費用を積
算するのは維持管理シナリオを検討する
上で得策であるとは言い難い。本章で検
討する LCC 評価の維持管理水準は，鋼材
腐食を許容しない，あるいは，腐食ひび
割れを許容しないといったかなり安全側
であることを考慮し，195 年以降には補
修対策を実施しなくてもよいという維持
管理シナリオを選択することとした。
また，断面修復工法および脱塩工法と
併用して施工される表面被覆材は，施工
後 15 年経過した時点で塗替えが実施さ
れる。この塗替えが断面修復工法および
脱塩工法の再補修の直近 5 年以内に実施
される場合は，表面被覆材の塗替えは実
施しなくてもよいこととした。

図－2.4.1 劣化予測結果
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２.５ コストの算出
２.５.１ 評価対象構造物の初期コストの評価
初期建設コストの評価結果を表－2.5.1 にまとめる。
表－2.5.1 初期建設コスト
ケース名

Case-1

Case-2

Case-3

Case-4

EP-70

NS-70

EP-35

NS-35

主桁コンクリート強度

50 N/mm2

50 N/mm2

50 N/mm2

50 N/mm2

横組工コンクリート強度

30 N/mm2

30 N/mm2

30 N/mm2

30 N/mm2

鉄筋

エポキシ塗装

普通

エポキシ塗装

普通

かぶり

70 mm

70 mm

35 mm

35 mm

本体工
要素技術項目

シース管
PC 鋼材
コンクリート塗装
舗装工

ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン
シース

シース

シース

シース

樹脂被覆

普通

樹脂被覆

普通

PC 鋼材

PC 鋼より線

PC 鋼材

PC 鋼より線

無し

無し

無し

無し

普通

普通

普通

普通

アスファルト アスファルト アスファルト アスファルト

橋面防水工

無し

無し

無し

無し

初期コスト

364,345 千円

325,313 千円

316,583 千円

292,926 千円

２.５.２ 維持管理コスト
（１）点検コスト
点検コストについては定期的に同じコストが積算されると想定し，評価から除外する。
（２）補修コスト
補修コストについては港湾技術研究所技術報告書[17]をベースに，日経コンストラクションの
出版物，および，ヒアリング調査結果などを基に表－2.5.2 のように決定した。コストは直接工
事費のみを計上している。
なお，補修コストはスケールメリットの影響が大きい。例えば，外部電源方式の電気防食では，
過度に狭い面積を対象にして補修単価の積算を実施すると，直流電流装置の購入費用が補修費全
体に占める割合が大きくなり，補修単価が大きくなる傾向がある。このため，各種文献で公表さ
れている補修単価を使用する場合，その補修単価の積算の際に検討した補修面積が LCC 評価対象
の補修面積と同等であることを確認する必要がある。
（３）更新コスト
今回の試算の管理性能水準は 200 年間ひび割れ発生を許容しないとしているため，
考慮しない。
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表－2.5.2 各補修工法のコストと耐用年数の設定値
補修工法

耐用年数
(年)

補修工法(単位)
断面修復工法(t= 100mm)，(/m2)

劣化予測

150,000

劣化予測

97,000

15

17,500

仮設費，(/m )

―

11,000

陽極・配線・電源設置，(/m2)

40

100,000

2

断面修復工法

断面修復工法(t=50 mm)，(/m )
表面被覆(併用)，(/m2)
2

2

電気防食工法
（外部電源方式）

20

配線，(/m )
電源装置，(/m2)

再補修
前処理
費用(円)

5,000

―

600

仮設費，(/m2)

―

11,000

2

劣化予測

80,000

表面被覆（併用），（/m2）

15

17,500

―

22,000

仮設費，(/m )

14,500

5,000

80,000

1,000

12,000
6,000

維持管理費，(/m ・年)

2

再補修
概算
費用(円)

11,000

20
2

脱塩工，（/m ）
脱塩工法

初期
概算
費用(円)

11,000

5,000

14,500
11,000

２.５.３ ライフサイクルコスト評価の指標
本章では，2.5.1 項および 2.5.2 項の前提に基づいてライフサイクルコスト CLCC，を算出する。
なお，LCC 評価の際，1.4.4 項(2)で述べたように，西川は，道路橋のような社会資本を考える場
合，割引率を考慮しないかわりに，十分長い期間を想定し，一年あたりの経費を最小とすること
を考えるために，LCC を供用期間 T で除した値の多寡をもって検討すべきであるとしている[16]。
従って，本章では CLCC/T，も評価指標とした。さらに，この考え方を拡張し，初期建設コストを
劣化予測によって算出された供用可能年数で除することで得られる指標 CI/T も建設時の塩害対策
工法の有効性を検証できる指標であると考え，評価指標として採用した。
２.６ 結果の分析
２.６.１ CI/T による評価
（１）初期建設時における塩害対策工法の有効性の評価
ここでは，初期建設コストを劣化予測によって算出された供用可能年数で除することで得られ
る指標 CI/T により，初期建設時における塩害対策の有効性について評価した。
図－2.6.1 は CI/T を求めるために用いる T を劣化予測により得られる供用限界に達する年数と
した場合の比較結果である。これを見ると，エポキシ樹脂塗装鋼材を使用すると CI/T は大きく低
減されており，エポキシ樹脂塗装鉄筋使用の優位性が見られる。
しかし，
エポキシ樹脂塗装鋼材を使用したケースにおいて，
CI/T を算出するために用いた T は，
場合によっては 300～500 年と長期になってしまう。実際の構造物の使用状況を考慮すると，疲労
などの影響で供用限界に達する年数は塩害以外の要因で短くなる可能性がある。そこで，上限耐
用年数を 200 年および 100 年としたうえで，CI/T を再度算出した。ここで用いた T は，劣化予測
によって得られた供用限界に達する年数＞上限耐用年数の場合は T=上限耐用年数とし，それ以外
は劣化予測によって得られた供用限界に達する年数を T として用いた。
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図－2.6.1 および図－2.6.2 を見ると，T が劣化予測で決定されるとき（上限耐用年数の設定が
無いケース）では，エポキシ樹脂塗装鋼材の使用の優位性が際立っている。しかし，耐用年数の
上限値を設定すると，
必ずしもエポキシ樹脂塗装鉄筋の使用が優位になるとは限らない。
例えば，
上限耐用年数＝100 年としたケースにおいては，エポキシ樹脂塗装鋼材を使用してかぶりを 70
mm とすると，普通鋼材を使用してかぶりを 70 mm にした方が有利になるというケースが発生し
た。
このように，他の劣化機構が供用限界に達する年数を決めてしまう場合においては，エポキシ
樹脂塗装鋼材の使用が CI/T による評価に有利に働かない可能性がある。ただし，今回の試算では
施工に起因するばらつきが劣化に及ぼす影響は考慮しておらず，LCC の評価値は期待値であるこ
とに留意する必要がある。実際の構造物では種々の施工に起因するばらつきが存在するため，よ
り施工に起因する不確定要素が少ない信頼性の高い工法ほど，評価値は確からしくなる。この事
実と劣化予測から算出された供用限界に達する年数より判断される工法の信頼性を考慮すると，
エポキシ樹脂塗装鋼材の使用は上限耐用年数が 100 年未満でも十分な優位性を持つ可能性がある
と考えられる。

図－2.6.1 CI/T による初期建設時の塩害対策の有効性についての検討結果
（上限耐用年数を設定しない場合）
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図－2.6.2 CI/T による初期建設時の塩害対策の有効性についての検討結果
（上限耐用年数を設定した場合）
２.６.２ ライフサイクルコスト CLCC の試算結果
図－2.6.3 から図－2.6.8 に LCC 時系列の試算結果を示す。また，図－2.6.9 から図－2.6.11
には 200 年後の LCC 試算結果を示す。また，図－2.6.15 には補修対策有りの時の CLCC/T と捕集
対策無しの時の CI/T の比較結果を，図－2.6.16 には管理水準の違いが CLCC に及ぼす影響につい
て示す。なお，図－2.6.15 の，CLCC/T は 200 年間の LCC を 200 年で除した値である。また，CI/T
は初期コストを管理水準に至る期間で除した値である。ただし，この管理水準に至る期間が 200
年を超えるケースについては，T=200 年として計算を実施した。
図－2.6.15 より，全体的な傾向として CLCC/T＜CI/T であることから，今回の試算対象において
は，補修対策を実施することにより，年間あたりの LCC を縮減できることがわかる。よって，以
降は補修対策有りのケースについて考察を進めることとする。なお，図－2.6.15 中で，CLCC/T＞
CI/T となる群があるが，これらはほとんどがエポキシ樹脂塗装鋼材を使用したケースであった。
また，図－2.6.16 には管理水準の違いが CLCC に及ぼす影響を示している。今回の試算におい
ては，鋼材腐食を許容しつつも腐食ひび割れを許容しない管理性能水準にした方が CLCC は小さく
なる結果となった。これは，過度に予防維持管理を実施すると，LCC が増加することを意味する
ものと考えられる。ただし，実際には腐食を許容することは不確定要素が大きく，また，点検頻
度も増加するため，不確定要素や点検頻度の増加を考慮した LCC を計算すると逆の結果が生じう
ることに留意されたい。さらに，今回用いた確定論的な劣化予測手法による健全度の予測結果は
あくまで期待値であり，実際の劣化現象は空間的・時間的分布を持って発生する。維持管理水準
はその構造物の重要度や要求性能などを考慮して決定されるべきものであるため，図－2.6.16 の
結果を根拠に維持管理水準を決定することは短絡的であることに十分留意されたい。
図－2.6.3 から図－2.6.8 より，LCC の多寡は経年と共に変化することがわかる。今回の試算
では最長 200 年の LCC を評価したが，予定供用期間を変化させるとケースによっては LCC 評価
結果が変化する可能性があることがわかる。ここで，100 年を供用期間と考えたときの LCC 試算
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結果を図－2.6.12 から図－2.6.14 に示す。これらの図と 200 年を供用期間と考えたときの LCC
試算結果（図－2.6.9 から図－2.6.11）を比較すると，供用期間によって LCC の順位が変化する
ことがわかる。例えば，飛沫帯の試算結果である図－2.6.9 と図－2.6.13 をかぶり 70 mm・普通
鋼材のケースで比較すると，200 年後の LCC は（断面修復工法＋表面被覆工法）≒（脱塩工法＋
表面被覆工法）＞（電気防食工法）であるのに対し，100 年後の LCC は（断面修復工法＋表面被
覆工法）＞（電気防食工法）＞（脱塩工法＋表面被覆工法）であることがわかる。この事例から，
LCC 評価を実施して維持管理シナリオを策定する場合，予定供用期間が評価結果に及ぼす影響も
考慮する必要があることが理解できる。
また，図－2.6.3～図－2.6.8 より，概してエポキシ樹脂塗装鉄筋の使用やかぶりを厚くするこ
とが LCC の観点からも塩害対策として有効であることが改めて確認される。普通鋼材を使用した
ケースを概観すると，今回の試算では（脱塩工法＋表面被覆工法）＞（断面修復工法＋表面被覆
工法）＞（電気防食工法）の順で LCC が低減できる結果となった。ただし，これら補修工法によ
る LCC 評価結果は，環境条件やかぶり，予定供用期間によって変化することに注意されたい。ま
た，今回の試算では考慮していない不確定要因（例えば，表面被覆材の寿命の変化，電気防食の
陽極材や配線配管・電源装置の寿命の変化など）や表面被覆や断面修復材の遮塩性能によっても
LCC 評価は変化する。実務において本試算結果を参考にする場合は，結果のみを鵜呑みにするの
ではなく，これらの要因により LCC 評価が変化することを考慮しなければならない。
２.７ まとめ
本章では Fick の拡散則や既往の腐食速度式，腐食ひび割れ発生時の腐食量評価式を用い，さら
に各種補修工法の劣化予測に基づいた LCC 評価の試算を実施した。その結果，新設時の塩害対策
が有効であることを示すとともに，ケースによっては補修工法の適用を前提とした維持管理シナ
リオが LCC 低減に効果的であることがわかった。
なお，環境条件やかぶり，予定供用期間，考慮が困難な不確定要因や補修材料の仕様によって
LCC 評価は変化する。実務において本試算結果を参考にする場合は，結果のみを鵜呑みにするの
ではなく，これらの要因により LCC 評価が変化することに注意されたい。
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(a) 管理水準：鋼材腐食を許容しない

(b) 管理水準：鋼材腐食を許容しない

かぶり 70 mm

かぶり 35 mm

(c) 管理水準：腐食ひび割れを許容しない

(d) 管理水準：腐食ひび割れを許容しない

かぶり 70 mm

かぶり 35 mm

図－2.6.3 LCC の試算結果（飛沫帯）
，縦軸の最大値：3000 百万円
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(a) 管理水準：鋼材腐食を許容しない

(b) 管理水準：鋼材腐食を許容しない

かぶり 70 mm

かぶり 35 mm

(c) 管理水準：腐食ひび割れを許容しない

(d) 管理水準：腐食ひび割れを許容しない

かぶり 70 mm

かぶり 35 mm

図－2.6.4 LCC の試算結果（飛沫帯）
，縦軸の最大値：1000 百万円
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(a) 管理水準：鋼材腐食を許容しない

(b) 管理水準：鋼材腐食を許容しない

かぶり 70 mm

かぶり 35 mm

(c) 管理水準：腐食ひび割れを許容しない

(d) 管理水準：腐食ひび割れを許容しない

かぶり 70 mm

かぶり 35 mm

図－2.6.5 LCC の試算結果（汀線）
，縦軸の最大値：3000 百万円
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(a) 管理水準：鋼材腐食を許容しない

(b) 管理水準：鋼材腐食を許容しない

かぶり 70 mm

かぶり 35 mm

(c) 管理水準：腐食ひび割れを許容しない

(d) 管理水準：腐食ひび割れを許容しない

かぶり 70 mm

かぶり 35 mm

図－2.6.6 LCC の試算結果（汀線）
，縦軸の最大値：1000 百万円
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(a) 管理水準：鋼材腐食を許容しない

(b) 管理水準：鋼材腐食を許容しない

かぶり 70 mm

かぶり 35 mm

(c) 管理水準：腐食ひび割れを許容しない

(d) 管理水準：腐食ひび割れを許容しない

かぶり 70 mm

かぶり 35 mm

図－2.6.7 LCC の試算結果（海岸線からの距離 0.1 km）
，縦軸の最大値：3000 百万円
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(a) 管理水準：鋼材腐食を許容しない

(b) 管理水準：鋼材腐食を許容しない

かぶり 70 mm

かぶり 35 mm

(c) 管理水準：腐食ひび割れを許容しない

(d) 管理水準：腐食ひび割れを許容しない

かぶり 70 mm

かぶり 35 mm

図－2.6.8 LCC の試算結果（海岸線からの距離 0.1 km）
，縦軸の最大値：1000 百万円
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図－2.6.9 200 年後の LCC の試算結果（飛沫帯）

図－2.6.10 200 年後の LCC の試算結果（汀線）
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図－2.6.11 200 年後の LCC の試算結果（海岸線からの距離 0.1 km）

図－2.6.12 100 年後の LCC の試算結果（飛沫帯）
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図－2.6.13 100 年後の LCC の試算結果（汀線）

図－2.6.14 100 年後の LCC の試算結果（海岸線からの距離 0.1 km）
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図－2.6.15 補修対策有りの時の CLCC/T と補修対策無しの時の CI/T の比較

※注：本図の結果は鋼材の腐食を許容する維持管理を推奨するものではない。腐食を許容することは不確定要因
が大きく，不確定要因を考慮した LCC を計算すると逆の結果が生じうることに留意されたい。

図－2.6.16 管理水準の違いが CLCC に及ぼす影響
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[担当 皆川 浩，池田正行，石橋 努，阿部裕彰，日下郁夫]
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第３章 凍害を受けたコンクリート構造物の劣化予測と LCC 評価

３．１ 概要
寒冷地におけるコンクリート構造物の効率的な設計や維持管理を実現するためには，凍害を受
ける構造物の劣化予測手法とそれに基づく LCC 評価手法の確立が極めて重要である。さらに，構
造物としての劣化予測を行うためには，材料劣化に加えて構造性能の経時変化も考慮する必要が
ある。
一方で，凍害によるコンクリートの劣化は，外的要因の影響を大きく受けることが指摘されて
おり，同一配合のコンクリートであっても水分の供給や外気温，凍結融解回数等の程度により劣
化の進行速度は著しく異なる。つまり，凍害を受けるコンクリート構造物の性能低下を予測する
ためには，外的要因の影響を適切に取り入れることが不可欠である。
混和剤としての AE 剤の普及以降，巨視的なひび割れや組織の緩みとして特徴づけられる内部
劣化としての凍害は減少傾向にあるといわれている。しかし，1990 年代初頭に実施されたスパイ
クタイヤの規制以降，冬期間の路面凍結を防止する目的で凍結防止剤が大量に散布されている。
そのような供用環境のもと，コンクリート表層部がフレーク状にはく離するスケーリングと呼ば
れる劣化現象が顕在化してきている[1][2]。このスケーリング劣化は塩化物の存在により促進され，
劣化が進行した段階では粗骨材が露出し，著しい場合にはかぶりコンクリートの機能低下やはく
落を招き，有効な部材断面の減少や鋼材腐食を誘発する原因となると考えられている。
ここでは，凍結防止剤散布下におけるコンクリートのスケーリング劣化に着目し，構造物の劣
化予測と LCC 評価について検討した。まず，３．２節では凍害メカニズムに基づく劣化予測と
LCC 評価の現状について述べている。さらに，室内試験の結果よりデータベースを構築し，スケ
ーリング抵抗性に及ぼす内的要因の影響を整理するとともに，気象データを活用した環境要因の
評価，実構造物点検のための健全度評価指標についての既往の知見を集約した。しかしながら，
凍害メカニズムに立脚したアプローチにより劣化予測を行うためには，十分な技術レベルを有す
るまでには至らない。そこで，３．３節において東北地方における実構造物の点検データを拠り
所とし，かつ環境要因を取り入れた凍害に関する健全度低下曲線の構築を試みた。
＜３．１節の参考文献＞
[1] コンクリート工学協会：融雪剤によるコンクリート構造物の劣化研究委員会報告書，1999
[2] 庄谷征美・月永洋一：東北地方のコンクリート構造物の凍害について，コンクリート工学，
Vol.42，No.12，pp.3-8，2004
[担当 阿波 稔]
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３．２ 凍害を受けるコンクリート構造物の劣化予測の現状，諸要因・健全度評価指標の整理
３．２．１ 凍害メカニズムに基づく劣化予測と LCC 評価の現状と課題
コンクリート構造物の凍害劣化とは，構造物を構成する各種材料が凍結融解作用を受けること
により，時間の経過とともに所要の性能や機能が低下していく現象である。また，コンクリート
の劣化現象は，コンクリート中での水分の凍結とそれに伴う未凍結水の移動により生起されるも
のである。
したがって，
凍害メカニズムに立脚してコンクリートの劣化程度を評価するためには，
細孔中での氷晶の生成と水分移動により生じる劣化外力を算出する必要がある。凍害メカニズム
の代表的な理論を以下に示す。
・Powers の水圧説と浸透圧説
・鎌田の融点効果理論
・Fagerlund の限界飽水度説
・桂の過冷却水の凍結を考慮した凍害機構
・Setzer の micro-ice-lens pump モデル
Powers の水圧説[1]は，水が氷に相変化する時の体積増加により，氷晶が生成された細孔内から
未凍結水が排出され，この際に発生する静水圧により，コンクリート組織が破壊され，凍害が生
じると考えるものである。さらに，Powers は細孔中の溶液は弱アルカリ性であることを指摘し，
熱力学的な見地から理論を修正し浸透圧説[2]を発表した。凍結防止剤などの塩化物が作用する環
境下でのスケーリングの発生メカニズムは，この浸透圧説の拡大解釈により説明されている。鎌
田[3]は，細孔中の水分は 0 ℃では凍結せず細孔径に応じた融点効果が生じることを示している。
桂ら[4]は，これらの理論を踏まえ過冷却下にある未凍結水が凍結する際の急激な結晶成長により
大きな水圧が発生するとした凍害機構を提案している。また，Fagerlund[5]は凍害による被害が生
じるためには，ある限界以上の飽水状態が維持される必要があることを示し，Setzer[6]はコンク
リートが飽水状態に到達するための現象を熱力学的な考察に基づき micro-ice-lens pump モデルと
して提案した。このように，これらの理論は互いに補完関係にあるといえるが，これらを統合し
た劣化外力の算出モデルを構築するまでには至っていない。
一方，凍害を受けたコンクリート構造物の劣化予測では，時間とともに変化するコンクリート
の劣化を評価する必要があり，ある時点での劣化程度を定量化するだけでは十分ではない。つま
り，コンクリートの劣化予測を行うためには，コンクリートの凍害による劣化程度に加えて，劣
化進行の速度を正確に知る必要がある。一般に，凍害劣化の過程は，凍結融解作用により凍害が
発生するまでの潜伏期，コンクリート表面の劣化は進行するが鋼材腐食まで至らない進展期，表
層部の劣化が大きくなり鋼材腐食が増大する加速期，凍害深さが鋼材位置より大きくなり安全性
に影響を及ぼす劣化期に区分される（図－3.2.1）
。しかし，凍害によるコンクリート構造物の劣
化速度は材料の品質のみならず，構造体の設計，施工およびコンクリートが受ける環境作用や物
理的条件（荷重，温度履歴など）の影響を受けるため，その挙動は非常に複雑であり，現在まで
に凍害，特にスケーリングを受ける実構造物の劣化を時間軸上で予測するシステムは確立されて
いない。
この一因としてコンクリートの劣化程度に及ぼす材料要因や環境要因の影響が定量的に明らか
にされていないことが上げられる。このため，３．２．２項では室内試験データよりスケーリン
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グに関するデータベースを作成し，
材料要因も含めた各種要因が劣化程度に及ぼす影響を整理し，
今後の調査・研究のための基礎資料を作成した。さらに，３．２．３項では気象データと凍結防
止剤散布量に基づいた簡易的な環境要因の評価方法について述べている。しかしながら，室内試
験で得られた材料の劣化程度と実環境中での構造物の劣化速度との対応については，さらなる研
究の進展に期待するところが大きい。
また，コンクリート構造物の凍害による劣化進行は，表層部コンクリートの物質侵入抵抗性を
低下させ，鋼材の腐食リスクを増大させると考えられている。つまり，加速期から劣化期に移行
する場合，塩害等との複合劣化の形態を取ることが指摘されており，凍結融解環境下のコンクリ
ート，あるいは凍害を受けたコンクリートの物質移動や複合劣化の現象を明らかにする必要があ
る。しかし，これら複合劣化については一部で研究が開始されているものの劣化予測に取り入れ
る段階までは至っていない。

図－3.2.1 凍害を受けるコンクリート構造物の劣化過程の概念図[7]
コンクリート構造物の凍害劣化，
特にスケーリングの発生は構造物表面において顕在化し，
徐々
に内部へ進行することになる。このような劣化現象に対して，劣化程度の評価指標の議論が不十
分であることも，劣化予測を困難にしている要因といえる。そこで，健全度評価の拠り所となる
目視評価について３．２．４項で取りまとめている。さらに，将来的な活用が期待されるスケー
リング深さなどの直接的な指標に加えて，表層透気試験や表層強度試験などに代表される表層部
コンクリートの品質評価手法について紹介するとともに，既設構造物に対してそれら評価手法の
適用を試みた。それら内容については，巻末に付録１として掲載しているので参照されたい。
凍害を受けたコンクリート構造物の補修は，劣化が軽度な段階では表面塗装，粗骨材の露出や
かぶり厚さの減少を伴う段階まで進行したケースでは，劣化部位を取り除いた後，その劣化深さ
に応じた断面修復工法が多く採用されている。しかし，コンクリート構造物の供用期間における
LCC 評価を行う場合，コンクリートの劣化程度や劣化速度を評価することに加えて，補修後の補
修材の劣化予測を行う必要がある。しかしながら，室内試験により補修材の凍結融解抵抗性は確
認されているものの，実環境中での耐用年数，あるいは再補修についてはデータの蓄積が極めて
不足しているのが現状である。
以上，凍害メカニズムに基づく劣化予測と LCC 評価の現状と課題について述べたが，凍害メカ
ニズムに立脚した精緻な劣化予測と LCC 評価を実現するためには，実構造物における劣化現象に
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基づいた経験的な知見を十分に蓄積し，研究室レベルの解析や実験的な評価手法にフィードバッ
クすることが喫緊の課題と考えられる。そのことから，凍害を受ける構造物の当面の維持管理を
推進するためには，実構造物の点検データに基づいた精度の良い健全度低下曲線を構築し，LCC
評価に活用することが望まれる。
＜３．２．１項の参考文献＞
[1] Powers，T.C. A working hypothesis for further studies of frost resistance of concrete， Journal
American Concrete Institute， Vol.16， No.4， pp. 245-272， 1945
[2] Powers，
T.C and Helmuth,，
R.A. Theory of volume changes in hardened portland cement pastes during
freezing. Proceedings of the Highway Research Board，32， pp.285-297， 1953
[3] 鎌田英治：コンクリートの凍害と細孔構造，コンクリート工学年次論文報告集，Vol.10，No.1，
pp.51-60，1976
[4] 桂 修･吉野利幸･鎌田英治：過冷却水の凍結を考慮したセメント硬化体の凍害機構，コンク
リート工学論文集，第 10 巻，第 2 号，pp.51-63，1999
[5] Fagerlund, G., The critical degree of saturation method of assessing the freeze / thaw resistance of
concrete, Materials and Structures, 10, pp.217-230, 1978
[6] Max J. Setzer, Micro-Ice-Lens Formation in Porous Solid, Journal of Colloid and Interface Science
243, 193-201, 2001
[7] 2007 年制定 コンクリート標準示方書[維持管理編]，土木学会，2007
[担当 阿波 稔]
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３．２．２ 室内試験データによる内的要因の整理
八戸工業大学工学部土木建築工学科および日本大学工学部土木工学科で行った実験データより，
スケーリングデータベースを作成した。そのデータベース項目を表－3.2.1 に示す。なお，総デ
ータ数は 44 である。
表－3.2.1 データベース項目
情報

データ範囲

セメント種類

普通ポルトランドセメント，高炉セメント B 種

粗骨材種別

石灰岩，安山岩（4 種類）
，流紋岩，硬質砂岩

水セメント比

45 %，50 %，55 %，60 %

空気量

3.0 %～6.0 %

締固め方法

バイブレータ，突棒

養生方法

水中養生，蒸気養生

試験面

打設面，側面，底面

試験溶液

NaCl 1.5 %，3.0 %，水道水

スケーリング量

スケーリング量とサイクル数の関係

試験方法

ASTM C 672，RILEM CDF

供試体寸法

210×210×80 mm，150×100 mm

室内試験データベースより関連するデータ範囲を抽出し，配合・材料パラメータや養生方法な
どの内的要因がコンクリートのスケーリング抵抗性に及ぼす影響について検討した。既往の研究
よりスケーリング試験結果の傾向を分類した一例を図－3.2.2[1]に示す。一般に，コンクリート
のスケーリングは，凍結融解サイクルの進行に伴い増大する傾向にある。また，長期的には試験
期間中における塩化物イオンの浸透・蓄積による融点降下により，スケーリングの増加速度は緩
やかになる傾向を示すと考えられる（a1，a2，a3）
。一方，空気量が少ない場合は組織の緩みも生
じ，b のようにスケーリング速度が増大するケースや，養生不足の場合は，c のようにスケーリン
グ速度が変化するケースがある。そこで，本報では内的要因の検討にあたり，ケース a の傾向に
よりスケーリングが進行すると仮定し，
室内試験データベースより凍結融解 50 サイクル時のスケ
ーリング量を求め比較した。

ー

ス
ケ

リ
ン
グ
量

a3

実線：塩化物あり
破線：塩化物なし

a2

a1
凍結融解サイクル

凍結融解サイクル

凍結融解サイクル

a. 凍結融解サイクルの増大に従ってスケーリングが増大するもの

凍結融解サイクル

凍結融解サイクル

b. スケーリング速度が c. スケーリング速度が
途中で増大するもの
増大傾向を示すもの

図－3.2.2 既往のスケーリング試験結果の傾向による分類[1]
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図－3.2.3 スケーリング量と W/C の関係
（水中養生，ASTM C 672）
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図－3.2.4 スケーリング量と W/C の関係
（蒸気養生，RILEM CDF）

材料パラメータ（W/C，Air）等と凍結融解 50 サイクルにおけるスケーリング量との関係を整
理した。図－3.2.3 および図－3.2.4 は，50 サイクルのスケーリング量と W/C の関係を示したも
のである。これより，水セメント比の低下によりスケーリング抵抗性が向上する傾向にあること
が認められる。また，粗骨材種別によりスケーリング量は大きく異なることが確認され，最大で
6 倍程度のスケーリング量の差が生じている。しかし，粗骨材の密度，吸水性，骨材自体の凍結
融解抵抗性，熱膨張係数，細孔構造等の骨材品質がスケーリングに影響する傾向が認められもの
の，一義的な関係性は得られていない[2]。一方，高炉セメントを使用したコンクリートは，普通
セメントを使用したコンクリートと比較して，スケーリング抵抗性が低下する傾向にある。これ
は，高炉セメントを用いたコンクリートはスラグ混入の影響で溶出性の高い不安定な炭酸塩相が
表層部に生成されることに起因する現象と考えられており[3]，スケーリングを抑制するためには
W/C を低減する等の表層部コンクリートを緻密化する対策が必要となる。
さらに，高 W/C でスケーリング量が大きな条件ほど，W/C の低減によるスケーリング抵抗性
の改善効果が大きい。普通ポルトランドセメントの場合，W/C＝45 %とすることによりスケーリ
ング抵抗性を著しく向上させることが可能であると考えられる。なお，水中養生を実施した高炉
セメントコンクリートの場合，W/C の低減によってスケーリング抵抗性を向上させるためには，
W/C＝35～40 %とする報告がある[4]。
図－3.2.5 は，50 サイクルのスケーリング量と空気量の関係を示したものである。フレッシュ
コンクリート中での空気量の増加によりスケーリング量は減少傾向が認められる。また，W/C の
影響と同様に，空気量が低い配合においてスケーリング抵抗性が低い条件ほど，AE 剤による空
気混入に伴うスケーリング速度の低減が大きい。これより，スケーリング抵抗性が低い粗骨材を
用いた場合であっても空気量を適切にコントロールすることにより，コンクリートとしての抵抗
性が改善されることを示唆するものである。
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図－3.2.5 スケーリング量と空気量の関係
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図－3.2.6 スケーリング量と養生方法の関係

（水中養生，ASTM C 672）

（蒸気養生，RILEM CDF）

図－3.2.6 は，50 サイクルのスケーリング量に及ぼす養生方法の影響を示したものである。蒸
気養生を行ったケースは，特に高炉セメントを使用したケースにおいて，水中養生と比較して発
生したスケーリング量が大きい。これは，コンクリートの蒸気養生中あるいはその後の養生期間
中に微細なひび割れが発生し，それがスケーリング抵抗性に影響を及ぼしている可能性が指摘さ
れている[5]。
＜３．２．２項の参考文献＞
[1] コンクリートの凍結融解抵抗性の評価方法に関する研究委員会報告書，日本コンクリート工
学協会，2008
[2] 月永洋一・庄谷征美・阿波 稔・植田孝行：コンクリートのスケーリング抵抗性に及ぼす粗
骨材品質の影響に関する研究，セメント・コンクリート論文集，No.53，pp.785-790，1999
[3] J. Stark, B. Wicht（訳 太田利隆，下林清一，佐伯 昇）
：コンクリートの耐久性（第 2 版）
，
セメント協会，2003
[4] 遠藤裕丈・田口史雄・嶋田久俊：塩化物水溶液による長期凍結融解作用を受けたコンクリー
トのスケーリング特性，土木学会論文集，No.725/V-58，pp.227-244，2003
[5] 岩城一郎・子田康弘・上原子晶久・諸岡 等：塩分環境下における高炉セメントを用いた蒸
気養生コンクリートのスケーリング抵抗性に関する研究，コンクリート工学論文集，第 21
巻 3 号，Vol.54，pp.23-30，2010
[担当 阿波 稔]
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３．２．３ 気象データによる環境要因の整理
（１）既往の凍害危険度マップ
凍害は，コンクリート中の細孔水が凍結融解作用を受けることにより発生するものであり，外
的要因として，凍結融解日数，日射量，融雪・降雨量等に依存する複雑な現象である。凍害の主
因である凍結融解作用は，冬期に限定される。これより，コンクリート中への水分供給源が主に
は降雪と考えることができる。しかし，積雪量が多くともこの雪が融けなければ水分がコンクリ
ートに供給されず凍害の影響は小さくなるため，積雪寒冷地の日射量は融雪作用として大きく影
響すると言われている[1]。一方，コンクリート中の水分の凍結と融解は，気温変化によるもので
ある。凍結作用は，最低気温が低い地域ほど，コンクリート中のより小さな細孔空隙の水が凍結
する。これに対して，融解作用は，日中の気温上昇と日射量が多い地域ほど，コンクリート内部
の凍結水を融かす作用が大きい。すなわち，冬期の気温変化に着目した場合，凍害に対して厳し
い環境は，最低気温が低く日中の気温上昇や日射量が多い，日較差の大きな地域である。
図－3.2.7 は，長谷川[1]により提案された日本全体の凍害の危険性を表示した凍害危険度マッ
プである。このマップは，気象データ（全国 140 地点）に基づき日最低・日最高温度，日射によ
る融解率，凍結温度，さらには降水量・融雪量を考慮し算出された凍害危険度が示されている。
凍害危険度が大きいほど凍害の危険性が高いことを表しており，日本における大枠の凍害を受け
やすい地域が容易に調べられるマップである。しかし，詳細な位置の凍害危険度をこのマップよ
り読み取ることが難しいため，成田ら[2]は，図－3.2.8 に示す局地的な凍害危険度を求めること
が可能なように，観測所のデータに基づいたメッシュ気候値と地形などの影響を考慮した凍害危
険度マップを作成した。このマップは，数値 1 km 四方を 1 単位として，上述の気温や融雪・降
雨量などに加え，実構造物の点検データなどの多くの情報を分析した上で凍害危険度を推定し作
成されている。図より，山形県以南の日本沿岸部，宮城県以南の太平洋沿岸部といった地域は，
凍害危険度の低い地域である。これに対して，岩手県中央部は，最も凍害危険度が高く，山形県
西部，山形県と福島県の県境および山形県南西部も比較的危険度が高く，凍害を受けやすい凍害
危険度の高い地域といえる。
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気温
(℃)

図－3.2.7 長谷川の凍害危険度マップ[1]

気温(℃)

図－3.2.8 成田らの凍害危険度マップ[2]

図－3.2.9 GIS を利用した凍害
ハザードマップ[3]

（２）GIS を活用した凍害ハザードマップ
図－3.2.9 は，近年提案された GIS を利用した標高と冬期気温データに基づく凍害ハザードマ
ップ[3]である。このマップは，凍害の主要因として冬期の平均気温に着目し，東北地方の 157 地
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点の冬期 3 ヶ月（12 月，1 月，2 月）の気温を気象統計情報[4]より収集し，その 3 ヶ月の平均気
温を求め，この情報を GIS を用いて整理したものである。図中の黒色系から白色系に移るほど平
均気温が低く，凍害の危険性が高い地域を表している。
図より，岩手県中央部（北上高地）や岩手県と秋田県の県境にかかる奥羽山脈に沿う地域，お
よび山形県と福島県の県境と福島県南西部などは，標高が高い厳冬地域のため危険度が高い結果
を得た。特に，岩手県中央部などの北東北地域は，冬期の平均気温が－5 ℃～－7 ℃と東北地方の
中でも凍害の危険度が高い地域であり，実際に北東北の山間部は凍害で劣化した構造物が多くこ
れとも概ね一致している。一方で，太平洋沿岸などの海沿いは，凍害の危険性は山間部に比べ低
く，
宮城県以南の沿岸は東北地方でも比較的温暖なため凍害の危険性が極めて低い地域であった。
図－3.2.9 の凍害ハザードマップは，危険度の高い地域（例えば岩手県中央部，山形県西部，青
森や岩手，秋田の県境に跨る奥羽山脈に沿った地域）などが図－3.2.7 あるいは図－3.2.8 の従来
のマップとほぼ一致していると判断される。図－3.2.9 のマップは，気温データのみに基づくも
ので，従来のマップに比べ簡易的ではあるが，GIS を利用しているため地図情報として簡便に活
用することができ，さらに，他地方の凍害ハザードマップの作成も可能という特徴がある。
（３）冬期平均気温と凍結防止剤の散布量の関係
図－3.2.10 は，GIS による凍害ハザードマップに基づき東北地方の冬期平均気温を 3 つの区分
（区分 1：0 ℃以上，区分 2：0 ℃未満～－3 ℃以上，区分 3：－3 ℃以下）に分け，その区分した
地域にある橋梁と凍結防止剤散布量の関係を示している（３．３節で詳述）
。図より，冬期平均気
温が区分 1，区分 2，区分 3 と冬期の温度環境が厳しくなるほど凍結防止剤散布量が多くなるよう
な傾向がある。つまり，冬期の温度環境がより厳しい寒冷地域の構造物ほど，凍結防止剤の散布

冬期平均気温(℃)

の影響も受けていると解釈できる。
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図－3.2.10 冬期平均気温と凍結防止剤散布量の関係
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[1] 長谷川寿夫・藤原忠司：コンクリートの耐久性シリーズ 凍害，技報堂出版，1988
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[担当 子田康弘]

３．２．４ 構造物点検のための健全度評価指標
ASTM C672/C672M-98[1]は，塩類がコンクリート表面のスケーリングに及ぼす影響を検討する
促進試験方法である。本報告書では試験方法については省略するが，詳細は参考文献を参照され
たい。
この促進方法による評価の等級（日本語標記）を表－3.2.2 に示す。50 サイクルの凍結融解繰
返しを強制的に与えた供試体のスケーリングの程度は，試験後の表面の目視観察に基づいて，6
段階に区別されて評価される。この試験は，種々の材料および配合を用いたコンクリートのスケ
ーリング劣化への抵抗性を相対的に予測するのに適した方法である。
表－3.2.2 は ASTM C672/C672M-98 の促進試験により得られた結果を評価するために用いられ
るが，直感的に劣化の程度を把握できる利点を利用して，この等級を既設構造物のスケーリング
の程度や補修の要否の判定等に使用される場合もある。
表－3.2.2 目視によるスケーリング程度の等級
レィティング

表面の状態

0

スケーリングなし

1

非常に軽度なスケーリング（最大 3 mm，粗骨材の露出なし）

2

軽度から中度のスケーリング

3

中度のスケーリング（骨材がいくつか露出）

4

中度から重度のスケーリング

5

重度のスケーリング（粗骨材が全面に露出）

目視レィティングによる評価は，前述のように構造物の変状を定性的に評価する方法であり，
劣化の程度をグレーディングするのに適する。その反面，定量的なスケーリングの評価には不適
であると言わざるを得ない。そこで，この目視レィティングとスケーリング量との関係を明確化
する試みがなされている。一例を図－3.2.11[2]に示す。結果によれば，目視レィティングとスケ
ーリング量との関係は，指数関数的な関係を示している。さらに，コンクリート表面の外観と目
視レィティング，スケーリング量の目安を図－3.2.12[3]のように関連付けている。
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図－3.2.11 スケーリング量と目視レィティングの関係[2]

＜３．２．４項の参考文献＞
[1] ASTM C 672：Standard Test Method for Scaling Resistance of Concrete Surfaces Exposed to Deicing
Chemicals
[2] 月永洋一・庄谷征美・笠井芳夫：凍結防止剤によるコンクリートのスケーリング性状とその
評価に関する基礎的研究，コンクリート工学論文集，Vol.8，No.1，pp121-133，1997
[3] 月永洋一：寒冷地コンクリートの劣化性状とその診断への非破壊試験の適用に関する実験的
研究，日本大学学位論文，1998
［担当 小山田哲也］
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図－3.2.12 コンクリート表面の外観とスケーリング量，目視レィティングの目安[3]
（V：目視レィティング，M：スケーリング量）
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３．３ 構造物点検データによる健全度低下曲線と LCC 評価
３．３．１ 健全度低下曲線の設定プロセス
ここでは，実構造物の凍害劣化状況とその供用年数および冬期気温環境をデータベース化し，
劣化の実態に基づき健全度低下曲線を設定した。
その健全度低下曲線の設定の流れを以下に示す。
Step1：橋梁の点検データ（東北 6 県）より，凍害と判断された構造物（主に道路橋梁下部工）と
橋梁所在地の冬期 3 ヶ月の平均気温をデータベース化する。
Step2：スケーリングの進行過程を，点検写真により健全度として 5 段階に区分する。
・健全度 5 健全（劣化なし）

・健全度 2 かぶりがはく落し，鉄筋位置ま

・健全度 4 軽度なスケーリングの発生（進

で劣化が進行（劣化期の始まり）

展期の始まり）
→目視レィティング 2
（スケーリング量 0.5 kg/m2）

・健全度 1 鋼材腐食による耐荷力の低下
・健全度 3 水分の供給がある構造物表面全
体にスケーリングが生じ，粗骨
材が露出（加速期の始まり）
→目視レィティング 5
（スケーリング量 5 kg/m2）

Step3：冬期の平均気温を 3 段階に区分し，凍害橋梁をグルーピングする。
区分 1：0 ℃以上（凍害危険度が低い地域，凍結防止剤の平均散布量 15 ton/km）
区分 2：0 ℃未満～－3 ℃以上
（凍害危険度が中程度の地域，
凍結防止剤の平均散布量 18 ton/km）
区分 3：－3 ℃未満（凍害危険度が高い地域，凍結防止剤の平均散布量 30 ton/km）
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この温度区分の設定は，データベースによる凍害構造物の所在地と３．２．３項に示した GIS
を用いた凍害ハザードマップより凍害劣化の危険度を 1)高い地域，2)中程度の地域，3)低い地域
と 3 段階に区分し，構造物の平均気温を整理することで定めた気温範囲である。図－3.3.1 は，
冬期平均気温を 3 段階に区分した凍害マップである。また，各区分の凍結防止剤散布量も合わせ
て示しているが，この凍結防止剤散布量は，平成 18 年度から平成 20 年度の 3 年間に国土交通省
の道路管理ステーション管轄路線で散布された実績でこれの平均値である。図－3.3.2 は，散布
量を示す図であり，区分 3 は区分 1 のおよそ 2 倍の散布量ということがわかる。

区分1：0℃以上
区分2：0℃未満 〜 -3℃以上
区分3：-3℃未満

図－3.3.1 3 段階に区分した凍害ハザードマップ

凍結防止剤散布量（ton/km）

35
30
25
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0
区分1

区分2

区分3

図－3.3.2 冬期平均気温区分別の凍結防止剤の平均散布量
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Step4：冬期平均気温による区分でグルーピングした構造物別の健全度低下曲線を表す。
Step5：グループ毎の凍害健全度が 1 段階低下する年数を求め，健全度低下曲線を設定する。
３．３．２ 凍害に関する健全度低下曲線の提案
（１）凍害構造物データベースによる県別の凍害劣化の状況
凍害構造物のデータベースは，東北地方における国直轄管理国道の道路橋点検データより，補
修対策区分が C 判定以下の劣化の主因が凍害とされた橋梁であり，130 ケースをデータベース化
した。そして，構造物毎の凍害健全度は，凍害を受け最も劣化した部位により判定を行った。
ここで，凍害劣化構造物のデータベースは，東北地方における国直轄管理国道 14 路線（路線数
字:4，6，7，13，45，46，47，48，49，101，104，108，112，113）に架設されている 2,614 橋の
うち橋梁の定期点検より凍害と判定された橋梁（主に下部工）を対象としており，高速道路や市
町村道では凍害の劣化速度に影響を及ぼす凍結防止剤の散布量が大きく異なることが予想される。
つまり，以下に示す凍害に関する健全度低下曲線は，冬期の気温環境が同じ地域であっても，そ
の他の環境要因により早く劣化が進行する場合やその反対に極端に劣化の進行が遅い場合も考え
られるため，凍害に関する健全度低下曲線の利用に当たっては注意する必要がある。加えて，こ
の凍害に関する健全度低下曲線は，あくまでも道路橋の点検データに基づいたものであり，コン
クリートの品質や施工の影響は含まれておらず，データのほとんどが橋梁下部工であるという点
にも留意する必要がある。
図－3.3.3 に，凍害構造物のデータベースに基づいた東北 6 県別の凍害健全度と供用年数の関
係を示す。図より，データベースにおける構造物の供用年数は 6 年から最大 81 年と幅があるが
20 年から 50 年の範囲の構造物が多い。また，凍害健全度と供用年数の関係にはばらつきがある
ものの，大略供用年数が長い程，凍害健全度が低下する傾向を示している。一方では，供用後 25
年で凍害健全度 2 まで低下するものや供用後 50 年以上経過しても凍害健全度が 4 や 3 という構造
物も存在する。
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図－3.3.3 県別の凍害健全度と供用年数の関係
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図－3.3.4 に，各県における全道路橋数に対する凍害を受けた道路橋の割合を示す。図より，
収集した点検データの範囲内では，
山形県に凍害を受ける橋梁が多いという結果を得た。
しかし，
凍害の危険性が高い地域では，現在までに既に補修が行われている場合も多いと考えられ，一概
に山形県だけが凍害を受け易い環境にあるとは言い難い。つまり，例えば岩手県中央部も凍害の
危険度が高い地域にあるがこの地域の構造物は，今回の凍害データベースの中ではその数が必ず
しも多くはなく，凍害データの収集の偏りも少なからず橋梁数の割合算出に影響していると考え
られる。

凍害橋梁割合（％）

10
8
6
4
2
0
青森

岩手

秋田

山形

宮城

福島

図－3.3.4 県別の凍害橋梁割合
（２）凍結防止剤の散布の影響
図－3.3.3 に示した健全度の低下と供用年数の関係には，凍結防止剤の散布の影響も含まれて
いる。そこで，凍害に関する健全度低下曲線の提案に当たり，凍結防止剤の影響を整理した。
図－3.3.5 は，凍害健全度と凍結防止剤散布量の関係である。図に示す凍結防止剤散布量は，
平成 18 年度から 3 年間の国土交通省の管理路線における散布実績を平均した値である。また，凍
害が生じた橋梁は，管轄路線内の凍結防止剤が散布されたと仮定している。図より，大凡凍害健
全度が低くなるに従い凍結防止剤散布量が多くなる傾向にあり，区分が大きくなるほどその傾向
は顕著である。つまり，区分 3 は，凍害に対して厳しい環境であることに加え，凍結防止剤散布
量も他の区分よりも多い。すなわち，区分 3 の地域は，凍結防止剤の散布の影響も多分に受けて
いると考えられる。
凍結防止剤の散布量は，冬期平均気温区分が 1，2，3 と変わることで増加している。特に，区
分 3 の凍結防止剤散布量は多く，冬期の平均気温が低い程，凍結防止剤散布量は多くなる傾向に
ある。よって，凍害健全度の低下は，平均気温と供用年数が主因であるが，副因として凍結防止
剤の散布も影響していると考えられる。
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図－3.3.5 凍害健全度と凍結防止剤散布量の関係
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図－3.3.6 冬期平均気温区分による凍害健全度と供用年数の関係
（３）凍害に関する健全度低下曲線の提案
図－3.3.6 に，冬期平均気温の区分によりグルーピングした結果を示す。図より，区分 1 の数
は 28 橋あり，凍害健全度 4 が 32 %，凍害健全度 3 が 32 %，凍害健全度 2 が 36 %であった。区
分 2 では，86 橋中，凍害健全度 4 が 28 %，凍害健全度 3 が 26 %，凍害健全度 2 が 46 %であり，
最後に区分 3 では，16 橋中，凍害健全度 4 が 6 %，凍害健全度 3 が 19 %，凍害健全度 2 が 75 %
であった。
以上のように，区分 2 の構造物が最も多く，区分が 1 から 3 へと移るにつれ凍害健全度の低い
構造物の割合が多くなる傾向にある。なお，供用年数 80 年以上で凍害健全度 3 の構造物は 1 ケー
スであり（図－3.3.3 参照）
，これは特異ケースとして削除した。
‐61‐

図－3.3.7 は，図－3.3.6 の供用年数を 10 年毎に区切り，その区間の凍害健全度と供用年数の
平均値を求め，環境区分毎に凍害に関する健全度低下曲線を設定したものである。なお，図中に
は，凍害の経年劣化状況の記録が残されている道路橋下部工の凍害健全度の低下傾向を併せて示
した。図より，区分 1 の環境は，供用後 20 年までは凍害健全度 4 の一定値で推移するものの，30
年を経過したころから凍害健全度 3 程度に低下し，再び一定に推移する傾向を示した。また，区
分 2 の環境は，供用開始から供用後 30 年にかけて凍害健全度が低下する傾向で，30 年を過ぎる
と凍害健全度 3 程度の一定値で推移している。これに対して区分 3 の環境では，供用開始から供
用後 30 年で凍害健全度 2 まで低下した。
ここで，図－3.3.7 と高速道路における道路橋の凍害劣化による凍害健全度の低下傾向を比較
すると，高速道路における区分 2 の橋梁（所在地：青森県南津軽郡大鰐町）と区分 3 の橋梁（所
在地：秋田県鹿角郡小坂町）は，ともに凍害健全度の低下傾向が凍害データベースに基づく傾向
よりも早く進行していることがわかる。これは，高速道路の方が凍結防止剤の散布量が多いこと
が要因の一つになっていると考えられる。つまり，ここで示した凍害健全度の低下傾向は，国直
轄管理の道路橋の傾向であり，東北地方の道路橋全てに対して一律には当てはまらないことがわ
かる。
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図－3.3.7 橋梁点検データによる凍害健全度低下傾向
図－3.3.8 に，提案する凍害に関する健全度低下曲線を示す。この凍害に関する健全度低下曲
線は，図－3.3.7 の傾向を踏まえ凍害健全度 5 より順に下位ランクの凍害健全度に低下する最短
の供用年数を定め表しており，換言すれば安全側の評価である。よって，図中には，健全度が低
下する年数の範囲（最短と最長）を横棒で示している。なお，図－3.3.8 (c)の区分 3 に関しては，
供用年数 0～30 年の区間のデータベースの中に，健全度 3 に低下した橋梁が含まれておらず，こ
こでは，健全度 3 に低下する供用年数を区分 2 と同じ 17 年であると仮定している。図－3.3.8 よ
り，この凍害に関する健全度低下曲線は，上位ランクの凍害健全度では，冬期平均気温区分によ
らず低下年数が同じであり，下位ランクの凍害健全度ほど，到達年数が冬期平均気温区分で異な
るという特徴がある。
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(a)区分 1：0℃以上 (凍結防止剤の平均散布量：15 ton/km)
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(b)区分 2：0℃未満～－3℃以上(凍結防止剤の平均散布量：18 ton/km)
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(c)区分 3：－3℃未満(凍結防止剤の平均散布量：30 ton/km)
図－3.3.8 凍害に関する健全度低下曲線
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図－3.3.8 を表－3.3.1 により整理すると，凍害健全度 4 に低下する年数は 7 年，凍害健全度 3
に低下する年数は区分 1 が 30 年，区分 2 と区分 3 が 17 年，凍害健全度 2 に低下する年数は，区
分 2 が 68 年，区分 3 が 34 年である。ただし，区分 2 の凍害健全度 2 に低下する年数とした 68
年は，1 橋のデータにより設定しており，今後のデータの蓄積が必要である。
表－3.3.1 各凍害健全度に到達する年数（最短の年数）
凍害健全度 4

凍害健全度 3

凍害健全度 2

区分 1： 0 ℃以上

7年

30 年

－

区分 2：0 ℃未満～－3 ℃以上

7年

17 年

68 年※

区分 3：－3 ℃未満

7年

17 年

34 年

環境区分

※1 橋のデータにより設定した年数
[担当 子田康弘]

３．３．３ LCC 算出例
LCC は当初の建設コスト，点検・補修の管理コスト，および撤去に要するコストの合計で議論
されることが一般的である。そして，どこにコストをかけることが全体的に合理的であるか，全
体コストが低減されるかをいくつかのパターンで比較・検討し算出されている。
また，長寿命化といわれるように，建設された構造物を合理的に維持管理するため，長期的な
視野に基づいた管理計画を立案する判断基準の 1 つとしても LCC が活用されている。
ここでは建設されたコンクリート構造物が凍害を受け，その構造物の補修コストを把握するた
め，
異なる補修シナリオによる管理計画策定の資料の 1 つとなる 100 年間の LCC 算出例を示した。
したがって補修に要する費用のみを算定しており，建設コスト，点検コスト，撤去コストは含ま
れていない。補修後の点検の考え方や劣化予測など今後の研究成果が待たれる事項も多い。
LCC 算出の条件を以下に示す。
・

健全度低下曲線（環境区分）は，区分 1：0 ℃以上，区分 2：0 ℃未満～－3 ℃以上，区分 3：
厳しい凍害環境である－3 ℃未満の 3 ケースを対象とする。

・

ある健全度に達した時点で補修を行うシナリオとし，東日本高速道路（株）東北支社におけ
る実施例を参考に，健全度に対応した補修工法は次の通りとする（表－3.3.2）
。
表－3.3.2 劣化状況と補修（案）
シナリオ

1
2
3

健全度 4 で補
修を実施

劣化状況

補修（案）

軽度なスケーリングの発生

表面をブラストし，下地処理を行い，コンク
リート塗装を実施する

健全度 3 で補

表面全体にスケーリングが

表面から 3 cm 程度ハツリ，断面修復を行っ

修を実施

生じ，粗骨材が露出

た上，コンクリート塗装を実施する。

健全度 2 で補

かぶりがはく落し，鉄筋位置

鉄筋裏までハツリ（12 cm 程度）断面修復を

修を実施

まで劣化が進行

行った上，コンクリート塗装を実施する。
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 ハツリ深さの決定は，弾性係数の低下範囲や中性化範囲など現地の状況を調査して決定
するのがよい。
 水分の供給元が特定される場合（漏水など）はその対策も実施する。
（LCC の算定には
考慮していない）
・

補修後の健全度低下曲線は不明なため，塗装工は 15 年，断面修復工は 30 年で再施工が必要
とした。

・

単価は東日本高速道路（株）東北支社の最近の実績を使用しており，品質基準や施工基準も
東日本高速道路（株）東北支社のものである（表－3.3.3）
。なお，ハツリは WJ 工法を採用
している。また，足場が必要な場合は別途計上する必要がある。
表－3.3.3 補修工法（案）と積算工事費
シナリオ

補修工法（案）

概算工事費（千円/m2）

コンクリート塗装工

23

1

断面修復工（3 cm）＋コンクリート塗装工

2

63＋23

断面修復工（12 cm）＋コンクリート塗装工

280＋23

3
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図－3.3.9 供用年数と LCC（凍害環境である 0℃以上）
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図－3.3.10 供用年数と LCC（凍害環境である 0℃未満～－3℃以上）
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図－3.3.11 供用年数と LCC（凍害環境である－3℃未満）
LCC の試算結果を図－3.3.9，図－3.3.10 および図－3.3.11 に示す。冬期の平均気温が 0 ℃以
上の地域，0 ℃未満～3 ℃以上の地域および－3 ℃未満となる地域とも，健全度の早い段階で補修
するシナリオ 1 が，LCC でかなり有利となるものとなった。特に，凍害環境が厳しい地域ほどシ
ナリオ 1 とシナリオ 3 の差が大きくなる傾向にある。また，冬期の平均気温が 0 ℃～－3 ℃以上
の地域では，シナリオ 2 と 3 では LCC 上ほぼ同程度の結果であった。
シナリオ 1 とシナリオ 2 の場合，いずれの環境区分においても 100 年後の LCC にほとんど差が
認められなかった。これは，軽度のスケーリング（健全度 4）であれば，環境区分による劣化速
度に大きな差が生じにくいためと考えられる。しかし，今回の LCC 算出においては，環境区分に
よらず補修後の再施工の期間を同一としており，そのこともシナリオ 1 とシナリオ 2 の LCC が環
境区分によって差が認められなかった一因と考えられる。よって，補修後の健全度低下曲線の設
定については，今後の課題となる。
写真－3.3.1 および写真－3.3.2 は，東日本高速道路（株）東北支社管内において確認された橋
台の凍害とその補修事例を示したものである。橋台は供用後 23 年経過しており，凍害が厳しい環
境である区分 3（冬期間の平均気温が－3 ℃未満）に位置し，凍結防止剤の散布実績もある。写真
より，伸縮装置からの漏水による水掛かりのある部位で劣化が顕在化し，健全度 2（鉄筋位置）
までは達していないが，部分的にかぶりコンクリートが大きくはく落している。この橋台の初期
建設費と補修費を表－3.3.4 および表－3.3.5 に示す。補修は平均厚さ 75 mm の断面修復工法と
コンクリート塗装工が採用され，シナリオ 2 とシナリオ 3 の中間的な施工が実施された。補修面
積は 19.1 m2，補修費（直接工事費）は 4.35 百万円であり，施工単価は 224 千円/m2 となっている。
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写真－3.3.1 補修前

写真－3.3.2 補修後

表－3.3.4 初期建設費の例（開通年度 昭和 61 年度（1986 年）
）
上り線

下り線

橋台型式

ラーメン式橋台

ラーメン式橋台

基礎型式

直接基礎

直接基礎

橋台高さ

10.5 m

14.0 m

橋台幅

11.15 m

11.15 m

12 百万円

21 百万円

概算建設費用[直接工事費]

合計 33 百万円
表－3.3.5 補修費の例（補修年度 平成 21 年度（2009 年）
）
上り線

下り線

補修工法

断面修復工＋コンクリート塗装工

補修面積

19.1 m2

平均補修厚さ

75 mm

補修金額[直接工事費]

4.35 百万円（約 224 千円/m2）

この橋台をモデルケースとして，供用 23 年後，表－3.3.4 の補修工法を実施した場合と劣化が
軽微な健全度 4 でコンクリート塗装工を実施した場合の LCC を算出した。その試算例を図－
3.3.12 に示す。なお，塗装工は 15 年，断面修復工は 30 年で再施工が必要としている。この図よ
り，断面修復（平均厚さ 75 mm）を伴う維持管理シナリオの場合，100 年後の LCC は約 47 百万
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円となり，初期建設費の 1.5 倍程度であった。一方，劣化が軽微な段階で表面に塗装工を行う場
合，100 年間の LCC は約 36 百万円であり，初期建設費の 1.1 倍程度であった。つまり，凍害を受
ける構造物の予防維持管理においては，構造物表面の塗装工や伸縮装置からの漏水防止などの構
造的な配慮によってコンクリート内部への水分侵入を極力抑制し，かぶりコンクリートの劣化を
防止することが LCC 低減のために極めて重要であるとこが示唆される。
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図－3.3.12 供用期間と LCC（表－3.3.3，表－3.3.4 を前提条件とした試算）
［担当 曽田信雄，阿波 稔］
３．４ まとめ
本章では，凍結融解環境下におけるコンクリート構造物の劣化予測と LCC 評価について述べた。
凍害，特にスケーリングの劣化進行に影響する内的要因や環境要因を整理し，実構造物点検デー
タに基づいた健全度低下曲線の設定方法を提案し，その一例を示した。凍害メカニズムに立脚し
た精緻な劣化予測手法を構築するには，将来的な研究の進展を待つ必要がある。しかしながら，
構造物の維持管理は現実的な課題であり，現在，供用されている構造物に対処していく必要があ
る。そこで，実構造物点検データによる健全度低下曲線の設定は，凍害メカニズムに立脚した劣
化予測手法が構築されるまでの間の工学的なアプローチとして，実務的でかつ簡便な手法として
有効であると思われる。その場合には，冬期間の気象条件や凍結防止剤の散布量等，凍害に関連
する環境要因を適切に取り入れることが不可欠となる。また，コンクリートの凍害の進行速度に
は AE 剤の使用の有無が大きく関連しており，環境要因に加えて内的要因として AE 剤の使用に
ついても考慮することによって，健全度低下曲線を高度化することも可能である。今後，さらに
構造物点検データを蓄積することにより，信頼性の高い健全度低下曲線が構築されるものと考え
ている。
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提案した環境区分毎の凍害に関する健全度低下曲線を利用し，LCC の算出例を示した。その結
果，凍害における環境区分が厳しい構造物ほど，劣化が軽度な段階で予防維持管理的な対策を行
うことにより LCC が低減される傾向にあることが分かった。しかし，塗装工や断面修復工などの
補修後の劣化進行や再補修の考え方については，資料が乏しいのが現状である。将来的に，LCC
の算出精度を向上させるためには，環境区分や部位・部材，補修工法毎に点検データを収集し，
健全度低下曲線にフィードバックすることが肝要となる。
凍害による構造物の劣化は表層部（かぶり）コンクリートの品質低下として影響することにな
る。そのことから，実構造物点検における目視評価に加えて，有効なかぶり厚さや透気性などの
表層部コンクリートの品質に着目した指標を拠り所として評価することにより，構造物の耐久性
と関連付けた議論が可能になると思われる。そして，そのような知見を蓄積することにより，維
持管理シナリオ毎の対策の時期や選定の根拠がより明確になるものと判断される。
[担当 阿波 稔]
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第４章 凍結防止剤の影響を受ける RC 部材の劣化予測と LCC 評価

４.１ 凍結防止剤散布状況に関する調査
1990 年初頭に公布・施行された「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」により，
スパイクタイヤの使用が禁止されて以降，冬期の交通事故防止のために凍結防止剤が本格的に散
布されるようになった。日本では，凍結防止剤に主に塩化ナトリウムが使用されており，この影
響による鉄筋コンクリート構造物の塩害が顕在化している[1][2]。
近年，特に道路橋の RC 床版などにおいて著しい損傷が発生している。このようなコンクリー
ト部材の劣化は，凍結防止剤の散布状況，気温，降雨量，降雪量，活荷重の作用状況，当該構造
物の諸元や材料特性，あるいは他の劣化要因などによって個別の損傷を呈する。しかし，これら
の劣化要因と相互の影響を明らかにした RC 部材の劣化予測は極めて困難である。本研究委員会
では，以上の相互作用を包括的に取り扱うのではなく，個々の劣化要因や対象構造物ごとに作業
部会（WG）を立ち上げて，それらに関する LCC 算定の基礎資料の策定を目的としている。以上
に基づき，
4 章を主担当とした凍結防止剤 WG では凍結防止剤散布に大きく劣化作用を受ける RC
床版の LCC 算定を試みる。はじめに，そのような RC 床版の劣化において最も大きな劣化要因の
ひとつと考えられる凍結防止剤の散布量について分析する。東日本高速道路（株） 東北支社管内
凍結防止剤
散布量 (ton/km)

凍結防止剤
散布量 (ton/km)
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図-4.1.1 高速自動車道における
凍結防止剤の散布状況[3]
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図-4.1.2 直轄国道における
凍結防止剤の散布状況[4]
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図－4.1.3 年平均日断面交通量と凍結防止剤剤散布量との関係
の高速自動車道における凍結防止剤の散布状況[3]を図－4.1.1 に示す。同様に，直轄国道におけ
る凍結防止剤の散布状況[4]を図－4.1.2 に示す。この散布量データは，以下のようになっている。
図－4.1.1 における東北地方の高速道路の散布量データについては，平成 20 年度 （1 年間） に
おいて道路 1 km 当たりに散布された凍結防止剤の総量を重量（ton）で示したものである。一方，
図－4.1.2 の直轄国道のデータについては，平成 18 年度～平成 20 年度の 3 年間の散布量データ
を平均したものである。
凍結防止剤の散布量は，主として気温や標高，道路線形，道路の幅員，交通量，並びに場所ご
との冬期事故発生頻度などによって決定されると考えられる。図－4.1.1 に示した高速道路の凍
結防止剤の散布量より，青森，秋田，岩手では多くの凍結防止剤が散布されている傾向が伺える。
その 3 県にまたがる高速道路は山間部を通るものであり，冬季の降雪や路面の凍結などが頻繁に
生じる地域である。また，宮城，山形，福島を通過する高速道路においても凍結防止剤が散布さ
れている。特に，宮城と福島の県境付近において凍結防止剤の散布量が比較的多い。この区間の
東北自動車道はカーブや起伏が多く，地域の降雪量も多い。また，その区間では東北地方の中で
も交通量が比較的多く，首都圏を往来する車両が含まれる。そのため，冬期寒冷地の運転に不慣
れな運転者の事故防止のために凍結防止剤を散布しているものと推察される。以上の考察の一環
として，図－4.1.3 にその区間に相当する年平均日断面交通量と凍結防止剤散布量との関係を示
す。この図より，全車種と大型車ともに交通量と散布量との関係に明確な相関がない。従って，
交通量の多寡の他に，凍結防止剤散布量には道路利用者や道路線形などの要因が複雑に関係して
いると考えられる。
図－4.1.2 に示した直轄国道における凍結防止剤の散布データでは，太平洋側では比較的散布
量が少なく，日本海側ではやや多い。また，図－4.1.1 に示した高速道路と同様に，内陸部にお
ける凍結防止剤の散布量が多い傾向となっている。高速道路においても太平洋沿岸部の散布量が
少ないが，その他の地域では，高速道路での散布量は直轄国道よりも多い。車両の走行速度の違
いに対する安全性の配慮，道路線形，道路の幅員の違いなどによって，高速道路と直轄国道の散
布量が大きく異なるものと考えられる。
＜４．１節の参考文献＞
[1] 山田 瞬・子田康弘・岩城一郎：凍結防止剤の影響を受けて劣化した実 PC 橋の劣化度診断，
平成 21 年度 土木学会東北支部技術研究発表会 講演概要集，V-8，2010.3
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[2] 上原子晶久・子田康弘・岩城一郎：融雪剤散布により劣化した PC 上部工の有限要素解析，
コンクリート構造物の補修，補強，アップグレードシンポジウム論文報告集，第 11 巻，
pp.537-544，2011.10
[3] 東日本高速道路（株） 東北支社：凍結防止剤散布量に関する統計データ（2008 年）
[4] 国土交通省 東北技術事務所：凍結防止剤散布量に関する統計データ（2006～2008 年）
[担当 上原子 晶久・内藤 英樹・金子 健]
４.２ 凍結防止剤散布による RC 床版の劣化機構
RC 床版の上面に凍結防止剤を散布すると，当然ながら塩害による劣化が進行する。しかしな
がら，RC 床版のように，比較的部材が薄く，なおかつ使用時において高サイクルの疲労荷重を
受ける構造体では，海洋からの飛来塩分が RC のはり・柱などに付着・浸透することによる塩害
と劣化機構が異なることに留意が必要となる。
本荘ら[1]は，高速道路の鋼橋において
RC 床版を詳細に調査することにより，
その劣化機構を詳細に調査している。そ
の文献では，図－4.2.1 に示したように
凍結防止剤散布による RC 床版の劣化進
行の過程を以下のように考えている。
・ 潜伏期：橋面に散布した凍結防止剤
の塩分が水分に溶けて舗装に浸透し
たり，橋面上に滞水する。
・ 進展期：乾燥収縮や桁の温度伸縮の
影響で発生した貫通ひび割れや打ち
継ぐ目，疲労ひび割れなどを介して，
上面の滞水が床版内部に移流する。
・ 加速期：浸透した塩分によって鉄筋

図－4.2.1 RC床版における劣化進行過程

腐食が生じる。
・ 劣化期：鉄筋の腐食
膨張によりひび割れ
や浮き・はく離が発
生する。それを起点
にさらに劣化範囲が
拡大する。
以上の他，RC 床版の劣
化は上面・下面の区別な
く双方に生じることも劣
化の特徴の一つといえる。
文献[1]では，橋面水が浸
透しやすい補修部の直下

図－4.2.2 上面補修で下面劣化が顕在化するイメージ
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では下面の劣化が表れやすいことを報告している。すなわち，図－4.2.2 に示したように，ポッ
トホール対策として床版を継ぎ接ぎ的に補修した場合には，補修部と母材との付着が不十分であ
ると，そこから橋面上の滞水が床版内部に移流する。これにより上部のみならず，下部の鉄筋も
腐食することにより，上面と下面の劣化が同じ箇所で顕在化しやすくなる可能性がある。RC 床
版の維持管理では，以上に留意して適切に実施する必要がある。特に，部分的な補修時には，母
材と確実に固着していることを確認する必要がある。一方で，非破壊検査技術を利活用して，床
版の下面のみならず上面の劣化も適切に把握する必要がある。
＜４．２節の参考文献＞
[1] 本荘 清司・中野 将宏・藤原 規雄・葛目 和宏・牧 博則：凍結防止剤によって塩害劣化し
た鋼橋 RC 床版の詳細調査，コンクリート構造物の補修，補強，アップグレード論文報告集，
第 10 巻，pp. 51-56，2010.10
[担当 上原子 晶久]
４.３ 凍結防止剤散布による RC 床版の健全度低下曲線の試算
４.３.１ 点検データの概要
本節では，道路橋における RC 床版の点検データに基づいて健全度低下曲線を試算する。ここ
では，3 つの事例について
横桁位置で区分

健全度低下曲線を提示して，
次節の LCC 算定例に同曲
線を適用する。いずれの事
例も表－4.3.1 に示すよう

主桁

な，損傷程度の評価区分[1]
に基づいて目視のグレイデ
ィングを行っている。損傷

走行方向

程度の評価区分を健全度に
換算するため，区分 a から

図－4.3.1 RC床版におけるパネル分割

区分 e は，それぞれ健全度
5 から健全度 1 に対応するものとした。なお，区分 a は，点検要領[1]に従って，供用直後の RC
床版を含むものとした。
本報告書で点検データを参照した RC 床版は，構造物管理者の意向で詳細は差し控えるが，凍
結防止剤が多量に散布される環境下にある。まず，事例 1 については，ある 1 つの橋梁における
点検データを利用するものである。この RC 床版では，図－4.3.1 に示したように主桁と横桁の
交差部ごとにパネル分割を行い，そのパネルごとに損傷程度の評価区分，すなわち健全度を与え
ている。以上の点検データは供用開始から約 35 年に渡って実施されている。
事例2 については，
ある構造物管理者が管理している東北地方内の橋梁を20 橋抽出して，
次に，
それらの RC 床版の点検データを利用したものである。事例 2 では，道路区間ごとに凍結防止剤
の散布量を管理している。このデータを利用することにより，凍結防止剤散布量の多寡が健全度
低下曲線に及ぼす影響を明らかにすることが可能となる。具体的には，年間の凍結防止剤散布量
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表－4.3.1 損傷程度の評価区分[1]

が 20 ton/km を境として，散布量の大小を区別した。点検方法は，事例 1 と同様でパネルごとに
健全度を与える方式である。
一方，事例 3 については，東北地方のある県で管理されている 21 橋の点検データを利用するも
のである。この事例では，事例 2 と異なり凍結防止剤散布量の管理データがない。点検方法は，
事例 1 とほぼ同様である。
４.３.２ 健全度低下曲線の算定方法
本試算では，パネル全体の平均健全度，並びにパネル全体の健全度の最小値(最小健全度)を利
用した 2 通りの健全度低下曲線を提示する。
パネル全体の平均健全度は以下の式により算定する。

S av 

 S

ea

 n

/ N

(4.3.1)

ここに，Sav は平均健全度，Sea はパネル枚数 n に対応した健全度，N はパネルの総数である。点検
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図－4.3.2 健全度低下曲線の試算例
を実施した経年ごとに式(4.3.1)から得られる健全度，もしくは最小健全度と経年数との関係をプ
ロットする。その後，以下に示した 2 次曲線に対してプロットデータを回帰分析すれば，それら
に対応した健全度低下曲線が得られる。

S  aT 2  5.0

(4.3.2)

ここに，a は回帰分析により決定される係数，S は平均，あるいは最小健全度，T は供用期間であ
る。なお，式(4.3.2)では，供用開始時（T = 0）に健全度 S が 5.0 であると仮定している。
以上の方法で健全度低下曲線を算定する計算例を図－4.3.2 に示す。この図に示した方法に従
えば，平均，および最小健全度に応じた健全度低下曲線を得ることができる。
４.３.３ 事例 1 における健全度低下曲線
図－4.3.3 と図－4.3.4 に平均，並びに最小健全度に対応した健全度低下曲線を示す。まず，図
－4.3.3 に示した平均健全度に対応した健全度低下曲線をみると，実際のデータと近似曲線との
相関が良好であることがわかる。これは，パネルごとに区分して健全度を評価することにより，
評点のバラつきが平準化されたことによるものと考えられる。このように，RC 床版の点検では
一般的となっているパネルごとに健全度を評価して，
さらには経年ごとのデータの蓄積を行えば，
より確度の高い健全度低下曲線を得ることが可能であることが示唆される。一方，最小健全度に
対応した図－4.3.4 を見ると，経年数が 20 年以降で急激に劣化が生じていることが分かる。これ
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健全度低下曲線（事例１）
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図－4.3.5 平均健全度に対応した
健全度低下曲線（事例２）
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図－4.3.6 最小健全度に対応した
健全度低下曲線（事例２）

は，凍結防止剤を散布し始めた時期と概ね対応していることから，凍結防止剤散布による影響が
原因となっていると推測される。以上については，交通量との関連もあるため定量的な議論がで
きない。しかしながら，凍結防止剤を多量に散布することによる影響が含まれていることは偶然
ではないと考えられる。このように，凍結防止剤を散布する環境下では，凍結防止剤の散布を開
始した時期と対応付けることにより，今後の劣化予測が比較的容易になるものと思われる。
４.３.４ 事例２における健全度低下曲線
図－4.3.5 と図－4.3.6 に平均，並びに最小健全度に対応した健全度低下曲線を示す。ぞれぞれ
の図では，散布量の大小（閾値を 20 ton/km）に応じて健全度低下曲線を区別した。まず，両者の
全体的な傾向は，凍結防止剤散布量が多いものにおいて，経年に対する健全度低下の度合いが大
きくなっている。これは，前節で示した考察と調和している。従って，RC 床版については，凍
結防止剤の散布量を管理・把握することにより，合理的な維持管理が実現する可能性が高い。一
方，図－4.3.5 に示した平均健全度による健全度低下曲線では，経年数が 40 年となっても健全度
が 4.0 を下回らない結果が得られた。一方で，最小健全度で健全度低下曲線を試算した図－4.3.6
では，平均健全度の健全度低下曲線と比較して経年数に対する健全度低下の度合いが著しい。い
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図－4.3.7 平均健全度に対応した
健全度低下曲線（事例３）
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図－4.3.8 最小健全度に対応した
健全度低下曲線（事例３）

ずれの健全度低下曲線も，実際の点検データを用いているため，実際の RC 床版における劣化の
実体を反映しているものと考えられる。従って，どちらの健全度低下曲線を LCC の算定や性能予
測に使用するかという判断が求められる。その場合には，構造物の安全性を考慮することが求め
られるので，最小健全度で得られた健全度低下曲線を適用することが望ましい。
４.３.５ 事例３における健全度低下曲線
図－4.3.7 と図－4.3.8 に平均，並びに最小健全度に対応した健全度低下曲線を示す。事例 3
の場合には，事例 2 とは異なり，平均健全度，並びに最小健全度から描かれる健全度低下曲線に
大きな差が見られなかった。この事例については，経年数が 20 年未満の RC 床版においても，早
期に劣化しているパネルが存在している。以上により，平均健全度と最小健全度より得られる健
全度低下曲線に差異が生じなかったものと考えられる。関連して，そのような事実より，事例 3
では床版全体で平均的に劣化が進行していると予想される。しかしながら，前節までの検討結果
に倣い，最小健全度より得られる健全度低下曲線を LCC の算定に利用することが望ましい。
＜４．３節の参考文献＞
[1] 国土交通省：橋梁定期点検要領（案）
，pp.18，2006 年
４.４ 凍結防止剤散布で劣化作用を受ける道路橋 RC 床版の LCC
４．
３節で試算した健全度低下曲線を用いて道路橋 RC 床版の LCC について試算を行う。
なお，
本試算は，あくまでも事例の一つに過ぎない。従って，コスト計算やシナリオデザインなどは，
合理的な根拠のない不確定な要素を含んだ試算であることに留意されたい。この計算では１章で
示した LCC の算定方法に従う。次節で各手順を解説する。なお，本試算では４．３節の事例 2
と事例 3 で得られた健全度低下曲線に基づいて LCC を試算する。
４.４.１ 健全度と対策工法との関係
表－4.4.1 に健全度とそれに応じた対策工法との関係を示した。本試算では対策工法ごとに，
表－4.4.1 に示したような工事単価を設定した。なお，事例 2 と事例 3 では構造物管理者が異な
るため，それぞれの実態に応じて工事単価を設定した。その単価の具体的な計算方法は表に示し
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ており，
積算根拠に使用した金額は，
それぞれの事例において過去の工事

表－4.4.1 健全度とそれに応じた対策工法との関係
単価(円/m^2)
事例２ 事例３
60000 73500

実績を参考に決定した。まず，健全
度が 5 の時は，健全時と性能が同等

初期コスト
健全度 対策工法
5
なし
0
0
4
床版防水 4200
4500
3
断面補修 35700 70350
2
取替
260000 340000
1
取替
260000 340000

であると考えて補修を行わない。一
方で，RC 床版に劣化が顕在化して
健全度が 4，あるいは 3 と判定され
た場合には，それぞれ床版防水工法
や断面補修工法により補修を実施す
る。
なお，
床版防水工法の単価には，
路面切削工，舗装工，並びに橋面防
水工の単価がすべて含まれるものと
した。劣化が著しくなり，健全度が
2 以下となった場合に，床版をすべ

単価積算の根拠(直接工事費のみ)：
床版防水工費＝防水工費＋舗装工費
+その他
断面補修工費=はつり工費+コンクリート充填工費
+その他
取替工費=既設床版撤去費+PCa床版制作費
+ PCa床版架設費+その他

て健全なものと取替ることを仮定し
た。各工法の工事単価には，撤去費用を含むものとした。
４.４.２ LCC の計算方法とシナリオデザイン
LCC の算定は，1 章にて示された方法に従う[1]。すなわち，LCC は初期の建設費用(CI)，維持
管理費用(CM)，並びに撤去・更新費用(CR)の総和として計算している。塩害の試算例と異なるの
は，本試算の LCC は，便宜的に供用中の点検費用を含まないものとした。１．３．４節（２）で
説明されているように，割引率の設定には種々の考え方がある。ここでは，１．３．４節（２）
で記述されていることを引用して割引率をゼロと設定した。
一方で，LCC の計算の根拠となるシナリオデザインは供用期間を 100 年間と想定して以下の 2
つのシナリオを設定した。
・ シナリオ 1：健全度が 2 以上では対策工法を全く行わず，健全度が 2 以下となったときに RC
床版を取替る。
・ シナリオ 2：健全度の低下に応じて，床版防水→断面補修→取替のサイクルを繰り返す。
各シナリオともに，対策工法を施すごとに健全度は 5 に回復するものと仮定する。さらに，対策
後の健全度低下曲線の傾きは初期の曲線と同様と仮定する。以上については必ずしも実体を反映
していないと予想される。しかしながら，補修などの対策後にどの程度性能が回復するのか，あ
るいは劣化速度の大小が不明のため，以上の仮定を行った。今後，維持管理事例に関する知見の
集約が進み，そのことが明らかになることが期待される。
４.４.３ 適用する健全度低下曲線
４．３節で試算した事例 2 と事例 3 の健全度低下曲線を利用する。なお，平均健全度を用いた
健全度低下曲線で LCC を算定すると，算定される LCC が実際よりも過小に評価されることが懸
念される。従って，最小健全度を利用して試算した健全度低下曲線を LCC の試算に適用するもの
とする。
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図－4.4.1 健全度と経年数との関係
（事例２・シナリオ１）
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図ー4.4.2 LCCと経年数との関係
（事例２・シナリオ１）
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図－4.4.3 健全度と経年数との関係
（事例２・シナリオ２）
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図－4.4.4 LCCと経年数との関係
（事例２・シナリオ２）

４.４.４ 事例 2 における健全度低下曲線を適用した場合の LCC 試算結果
図－4.4.1 にシナリオ 1 における健全度と経年数との関係を示す。この図に基づいて表－4.4.1
を利用して LCC の積算を行った結果を床版 1 m2 当りの LCC と経年数との関係として図－4.4.2
に示す。４．３節で示したように，事例 2 では凍結防止剤散布量の比較的多い RC 床版において
健全度低下曲線の傾きが大きくなり，散布量が少ない路線よりも早期に劣化することが示唆され
ている。本試算結果でも同様の傾向が現れている。具体的には，供用期間終了の 100 年経過時に
おいて，
凍結防止剤の散布量が比較的多い RC 床版では LCC が 1040 千円/m2 であるのに対して，
同散布量が少ない場合の LCC は 502 千円/m2 となり，両者の差は 2 倍となっている。シナリオ 1
では，床版の取替えを前提に維持管理を行うことにしており，そのような劣化対策は現実的では
ないと思われる。本試算の結果からも明らかなように，シナリオ 1 のような維持管理は非効率で
あることが示されている。
一方，
シナリオ2 において，
同様の検討を行った結果を図－4.4.3 と図－4.4.4 にそれぞれ示す。
シナリオ 2 の場合には，健全度の低下に応じて逐次に対策を施すことにより，シナリオ 1 の試算
結果よりも LCC が抑制される傾向にある。具体的には，供用期間終了の 100 年経過時において，
凍結防止剤の散布量が比較的多い RC 床版では LCC が 400 千円/m2 であるのに対して，同散布量
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図－4.4.5 健全度と経年数との関係
（事例３・シナリオ１）
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図－4.4.6 LCCと経年数との関係
（事例３・シナリオ１）
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図-4.4.7 健全度と経年数との関係
（事例３・シナリオ２）

20

40

60

80
100
経年数(年)

図-4.4.8 LCCと経年数との関係
（事例３・シナリオ２）

が少ない場合の LCC は 360 千円/m2 となる。
そのことと関連して供用期間終了の 100 年経過時で，
凍結防止剤散布量の多寡で LCC に大きな差が生じない結果となった。さらには，シナリオ 1 とシ
ナリオ 2 の LCC をそれぞれ比較すると，シナリオ 1 の LCC がシナリオ 2 のそれよりも 1.4～2.6
倍程度大きくなる結果が得られた。従って，RC 床版の維持管理において凍結防止剤を散布する
環境下にある複数の路線を管理する場合には劣化の顕在化にあわせて逐次的な対策が望ましいと
いえる。
４.４.５ 事例 3 における健全度低下曲線を適用した場合の LCC 試算結果
図－4.4.5 から図－4.4.8 に前節と同様の検討結果を示す。この検討結果についても，４．４．
３節と同様にシナリオ 1 よりもシナリオ 2 の方において，LCC が大幅に縮小できる結果が得られ
た。具体的には，供用期間終了の 100 年経過時において，シナリオ 1 の LCC が 1094 千円/m2 で
あるのに対して，シナリオ 2 の場合には LCC は 488 千円/m2 となった。両者の差は，約 2.3 倍で
ある。よって，事例 3 においても劣化の顕在化にあわせて逐次的な対策を行うことの優位性が示
された。
[担当 上原子 晶久・金子 健・新銀 武]
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４.５ まとめ
以上，４．３節で得られた健全度低下曲線と仮定したシナリオデザインに基づいて４．４節で
LCC の試算例を示した。まず，健全度低下曲線の試算を目視レイティングに基づく健全度と経年
数との関係を回帰分析することにより推定した。事例 1 は単独の橋梁，事例 2 は東北地方内の 20
橋，事例 3 はある県内の 21 橋の健全度評価結果にそれぞれが基づいており，いずれも交通量や環
境条件などは大きく異なっている。しかしながら，それぞれの健全度と経年数をプロットすると
健全度低下曲線を推定できることを示した。このように，部材をグリッド分けして細やかに目視
のレイティングを行い，その点検データを記録として保管して，さらにそれらを利活用すること
により，合理的な根拠を持った維持管理方策を実現するための手段を得ることが可能となると言
える。さらには，路線で凍結防止剤の散布量が管理できる場合には散布量の閾値を設定して，そ
れに応じて健全度低下曲線を設定することにより，より詳細な LCC を算定できる可能性を明らか
にした。ここで述べるまでもないが，目視レイティングなどに代表される維持管理に関するデー
タは極めて重要な情報を含んでおり，その蓄積と記録の保管，さらにはデータの利活用を行うこ
とにより合理的かつ根拠が明確な維持管理が実現すると思われる。特に，税金が投入されている
社会基盤構造物の維持管理については，納税者への説明責任を果たすためにも，維持管理に対す
る根拠の明確化は必須と考えられる。
次に，シナリオを 2 例設定して LCC を試算した。その結果，従来から知られているように事後
保全的なシナリオ 1 よりも予防維持管理的なシナリオ 2 の方が維持管理性に優れる結果が得られ
た。しかしながら，本試算における LCC には，対策工法の工事単価に足場や支保工などの仮設費
が含まれていない。関連して，補修・補強の工事を実施する際の交通制限を行う費用や，それに
伴い発生する渋滞や迂回が原因となる社会的損失の換算費用も考慮されていない。実際の構造物
で LCC を試算する場合には，補修などの対策を施すその都度に仮設費が発生することや社会的損
失をどのように LCC に反映させるかなどについて留意が必要である。
[担当 上原子 晶久]
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第５章 RC 造建築物を対象とした LCC 評価における留意点

５．１ はじめに
ここでは，特に建築物を対象とする場合の，LCC の一つの考え方について述べる。本報告書は，
本章以外の大部分は土木構造物を対象とすることを前提としている。LCC の用語については，構
造物の企画・設計から，竣工，運用，そして寿命を全うして解体処分されるまでを構造物の生涯
と定義し，その全期間に要する費用を示す共通のものであるが，建築物と土木構造物とでは LCC
の推移や構成は大きく異なることが予想される。骨組みとしての鉄筋コンクリート部分に関して
は，土木と建築という用途による区別が本質的な違いにはならないため，中性化や塩害，凍害な
どの構造物に起こりうる劣化とこれに伴う性能低下を事前に予測し，劣化因子の侵入をコンクリ
ート表面で抑制あるいは遮断する予防維持管理を実施することで，LCC の大幅な低減に寄与する
手法が有効である。コンクリート躯体に生じる劣化は，建築物においても重要な管理項目である
ことに変わりはないが，ランニングコストとして必要となる費用の大半を，コンクリート躯体に
生じる劣化への対応により支出するような建築物は現実的に考えにくい。すなわち，設備機器の
更新や防水材，外装仕上げ材などの改修工事，日常的に使用する光熱水費や，警備や設備機器類
の定期点検など，多岐に亘る支出項目が存在する。また，土木構造物は一度建造されれば基本的
に機能の変更はなく，将来に亘って同じ位置で同じ用途に供されることとなる。そのため，時代
に合わせて要求性能の数値が変更される場合でも，要求性能の項目自体が変化することは考えに
くく，維持管理の最も基本的な要求は性能の維持（もしくは数値の向上）となるが，建築物の場
合は性能の維持だけでは満足せず，要求性能の項目自体が追加・変更される場合も考えられる。
例えば，倉庫から商業施設，オフィスビルから集合住宅などへ用途変更されるようなケースも考
建築物の性能
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（第一回目）
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図－5.1 建築物の保有性能の経時変化の概念図[2]
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えられ，このような場合には荷重条件だけでなく断熱性や遮音性などの居住性に関わる性能項目
も含めて全く異なる水準の性能が要求される。また，近年は環境意識の高まりから，省エネルギ
ーと快適性を両立するための技術開発が盛んであり，開口部回りなどは断熱性能に優れたサッシ
の開発など，日進月歩で新たな製品が投入される。設備機器についても，エアコンのエネルギー
効率はここ 10 年間に 40 %もの消費エネルギーの削減を達成しており[1]，機器自体の性能低下が
なくとも，必ずしもエネルギー効率の低い，古い機器を使用し続けることが最適解とはならない
場合もある。また，流行なども含めて旧来の技術は時間とともに陳腐化してしまう。すなわち，
図－5.1[2]に示すような性能の低下に伴う維持保全だけではなく，例え性能は初期状態のまま維
持されたとしても要求性能が高まることで相対的に性能は劣化していく。このような劣化は，物
理的劣化の対となる言葉として「社会的劣化」と呼ぶことができよう。これは，図－5.2[3]のよ
うに要求性能の水準が上昇することを踏まえた改良保全が必要となることを意味している。
本章では，RC 造建築物における LCC の考え方と，土木構造物の LCC の考え方を明確にする
ことを目的に，自治体庁舎を対象にした LCC 調査のケーススタディを通して比較を行った。自治
体庁舎は恒久的な供用が前提になっていると考えられるため，私有財産である一般の建築物より
も，トンネルや橋梁などの社会基盤構造物と比較しやすいものと考えられる。一般的な建築物の
LCC は図－5.3[4]に示すようにイニシャルコスト（建設費など）と比較してランニングコスト（保
全・運用・修繕費）が大きい。このことを前提として，調査事例を通して RC 造建築物における
LCC の解析を行い，土木構造物との比較を行うことで，建築物を対象にする際の LCC 評価の留
意点について述べる。
（要求性能の向上）

経年

（機能履歴）

（例）耐震

改修
（初期性能）

劣化

（性能・機能）

向上

（例）防災

修繕
点検・保守
点検・保守

点検・保守
（例）既存不適格

（許容できる性能）

図－5.2 保全の概念図[3]
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図－5.3 中規模事務所建築物 LCC モデル[4]
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（単位：億円）

５．２ 庁舎建築物を対象としたケーススタディ
複数の自治体から庁舎 A～庁舎 F を選定し，これら合計 6 つの自治体庁舎を対象として調査を
行った。その概要を表－5.1 に示す。それぞれの自治体から，庁舎建築物における運用費データ
および建設費データの提供を得て分析に用いた。運用費は表－5.2 に示すように，
「修繕費」
，
「光
熱費」
，
「保全費」の 3 つに分類している。この分類は，提供をいただいた資料の記載によって行
っている。これらの各費目には，更に表－5.3 に示すような細目[5]が含まれている。また，表－
5.4 に入手することのできた運用費データの年数を庁舎別に示す。
それぞれの庁舎について，得られたデータは修繕費，光熱費，保全費に分類を行い，これらの
各費目データを年度ごとに整理して経年推移を求めた。また，これらの費用を単位面積あたりの
費用に換算して推移を求めた。これらのランニングコストに加えて，建設費を把握し，建設後の
修繕費データがそろっている庁舎の現在までの LCC モデルを作成し，併せて考察を行う。
修繕費については建築外部，建築内部，電力設備，通信設備，防災設備，空調設備，衛生設備，
搬送設備，その他（上記の分類に入らない，もしくは詳細が不明な修繕）の 9 項目に分類し，推
移とその構成を求め考察を行う。なお，これらのデータを作る際は建設デフレータ（平成 17 年度
基準）[6]を各費用に掛けることで物価変動の影響を除いた。
このようにして得られた自治体庁舎建築物の運用費の特徴について考察し，土木構造物事例と
の比較も行った。
表－5.1 各庁舎の概要
竣工年

延床面積 [m2]

建設費 [億円]

建設費** [億円]

単位面積当たりの
建設費** [千円/m2]

A

S35

62,652

21

86

137

B

S40

37,639

19

68

181

C

S34

51,521

34

133

259

D

S61

118,800

391

433

365

E

S50

53,598

91

165

308

F

S29

48,494

***

(121)

(250)

庁 舎

*

* ここでは，増築などがある場合には現在供用されている庁舎のうち最も古いものが竣工した年を示す
** デフレータにより，実績値を 2010 年度の価値に換算
*** 庁舎 F は建設費が不明なため，庁舎 A～E の単位面積当たりの建設費の平均をそれぞれの延床面積に乗じて
仮の費用を算出

表－5.2 コストの分類
修繕費：外装補修，設備改修といった自治体庁舎の主な臨時的修繕にかかる費用
光熱費：電気代，ガス代，水道代等の光熱水費などの費用
保全費：法定点検，保守点検，清掃，保安，経常的修繕，植栽管理などの費用
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表－5.3 費用分類一覧[5]

修
繕
費

外壁改修

空調設備改修

警備

除雪作業

屋上防水補修

冷・暖房設備改修

日常清掃

電話設備保全

窓サッシ改修

発電機改修

水槽類点検・清掃

樹木養生

玄関扉改修

受変電設備改修

駐車場設備保全

火災報知機設備保全

駐車場整備

照明器具改修

保

廃棄物処理

消防用設備保全

構造調査・耐震診断

通信設備改修

全

放送設備保全

空気環境測定

天井改修

厨房設備改修

費

エレベーター設備保全

衛生害虫及び鼠駆除

内壁改修

配水管改修

自動ドア保全

昇降機設備保全

床改修

衛生器具改修

機械設備保全

飲料水水質検査

階段改修

貯水槽改修

空調設備保全

中央監視装置保全

インテリア改装

防災設備改修

電気設備保全

エレベーター改装

その他特別事業
光熱費

電気

ガス

水道

重油

表－5.4 各庁舎の入手データ一覧
庁舎

修繕費

光熱費

保全費

A

H1~

H19~

H19~

B

S63~

H19~

H19~

C

S53~

H19~

H19~

D

H2~

H1~

H19~

E

H10~

H15~

H15~

F

S47~

H17~

H18~

５．３ 各自治体庁舎の運用費の推移
各庁舎の運用費推移を図－5.5 に，各庁舎の単位面積あたりの運用費推移を図－5.6 に示す。修
繕費に注目すると，年ごとに費用は大きく変動している。この一方で光熱費，保全費は概ね一定
の金額で推移していることが確認できる。修繕費は庁舎ごとに急激に増える時期があり，特に庁
舎 B，庁舎 C，庁舎 F の事例の平成元年～平成 10 年ごろに顕著に表れている。上述の庁舎の竣工
年は昭和 30～40 年ごろであり，これらの傾向は築後 30～40 年経過した頃に集中している。その
ため，修繕費の増加の原因は建設後の大規模改修の時期であった可能性がある。また，1990 年初
頭のバブル経済の影響も考えられる。
光熱費，保全費については，庁舎 E 以外では保全費が光熱費よりも高い傾向がある。また，図
－5.6 の単位面積費用で比較すると光熱費，保全費に関しては庁舎ごとの差異は少ない。
次に，庁舎 B，D，F における建設費と運用費の累積コストを用いて作成した現時点での累積コ
ストの構成割合を図－5.7(a)～(c)に示す。その際，庁舎 D の光熱費ついては供用開始時からの
データが入手可能であったが，保全費および，庁舎 B・庁舎 F の光熱費・保全費に関しては，短
期間のデータのみ入手可能であったため，これらのデータ分の平均値を取り，これを代表値とし
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て毎年同様の金額が発生しているものとして，得られた平均値に使用年数を掛けて合計費用を算
出した。ただし，庁舎 F においては昭和 47 年に増築が行われているため，昭和 47 年以前につい
ては，全延床面積に対する増築前の延べ床面積の割合から，光熱費，保全費の平均値を換算して
いる。また，庁舎 B の昭和 63 年以前の修繕費データも得られていない。そのため，図－5.7(a)
における LCC に対する修繕費の割合は，図が示す値よりも若干大きくなるものと考えられる。
図－5.7(b)の，庁舎 D の事例の場合は，築年数が 21 年と比較的浅く，現時点では建設コスト
が 7 割に達している。これは，今後予想される大規模改修をまだ経験していないためであり，今
後修繕費が大きく増加する時期が現れると考えられる。
この一方で，
図－5.7(a)および図－5.7(c)
からは，運用コストが建設コストを大きく上回っていることが分かる。
図－5.8 は，土木構造物の例としての，ある橋梁事例の累積コスト構成割合である。この図か
らは，保全コストは非常に小さく，LCC のほとんどが建設コストと補修・修繕コストに費やされ
ているのがわかる。この事例にみられるように，橋梁の場合，建設コストと修繕コストがほとん
どの割合を占めており，保全費が大きな割合を占める庁舎 B，F の事例とは大きく異なる。庁舎
D の場合も，現時点での供用年数が短く，比較的建設コストを大きくしていることで修繕費は抑
えることができるが，保全費は大規模改修を経験していないにも関わらず，既に 2 割以上を占め
ている。劣化対策が主に重視される土木構造物に対し，建築物の場合はそれに加え，建物を運営
していく上での業務委託（警備・清掃・様々な設備の保守など）や，社会の要請に合わせた内装・
設備の改修等が必要になるため，これだけの大きな差が表れていると考えられる。
1,200

庁舎A

運⽤費 [千円]
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800
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図－5.5 各自治体庁舎の運用費推移
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図－5.6 各自治体庁舎の単位面積当たりの運用費推移
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図－5.7(a) 庁舎 B の累積コストモデル
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図－5.7(b) 庁舎 D の累積コストモデル
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図－5.8 土木構造物（橋梁）の累積コストモデル
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５．４ 各庁舎の修繕費の構成と推移
図－5.9 に修繕費の全年度合計の構成割合のグラフを示す。これらの図からは，躯体そのもの
の改修が独立した費目にはなっていない一方で，建築工事としては内外装の改修工事が，その他
に電力・空調・衛生・搬送などの設備工事が大きな割合を占めていることが確認できる。建築部
分の修繕で頻繁に行われているのは屋上防水，外壁，窓サッシ部分の改修である。平成 12 年に制
定された「住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確法）
」において 10 年間の瑕疵担保責任を
義務付けられているが，この期間を超えて庁舎の耐用年数の全体に亘ってメンテナンスフリーと
することは現実的ではなく，適切な維持管理・更新が前提となっている。この他にも，外装タイ
ルや塗装，
各所のコーキングなどは必ずある一定のスパンで改修を行わなければならない。
また，
例えば庁舎 A の例では内外装修繕に全体の修繕費の半分以上が，庁舎 C でも半分近くの費用が掛
けられている。庁舎 C では，図－5.5 でも確認できるように平成 8 年度に突出して大きい修繕費
が計上されているが，この年は「窓及び外壁改修工事」と記載されている項目が全修繕費用の約
6 割を占めている。具体的には従来使用されてきたスチールサッシから，アルミサッシへと全面
的な改修を行ったものと推測される。これはすなわち，建設当時（S34 年）には一般的ではなか
った技術・製品が，将来的に普及して改修を余儀なくされた例であると考えられる。このように，
今後新たに建築される物件においても，建設当時の最新技術を取り入れた場合であっても，将来
の技術革新によって陳腐化し，大規模改修を余儀なくされるリスクとも捉えることが出来る。上
述の例のように，空調機器は 10 年前と比較して約 40 %の大幅なエネルギー効率の改善が環境意
識の高まりを背景として行われており，これと歩調を合わせるように各自治体とも共通して光熱
費が微減で推移している。このこと自体は歓迎されるべきことだが，更新の費用，もしくは排出
CO2 量，そして将来の技術革新のスピードなどを勘案して更新計画を立てる必要がある。本章以
外で示される，
理論や数多くのデータで裏付けられた予測式によって記述される物理的劣化では，
耐用年数はある程度予測することが前提となり，これに従って修繕計画が立てられるのと比較し
て，社会的劣化は社会環境の変化に左右され，不定期に発生する。したがって診断の業務フロー
や修繕が必要とされる時期も不定期であり，計画を立てることが難しい。上述のアルミサッシだ
けではなく，例えば 60 年代に携帯電話の普及を予測して，建屋内部に基地局の準備をしておくこ
とは不可能であるし，
現在のインターネット環境は 90 年代と比較してさえ隔世の感がある。
また，
ごく最近の例としては平成 21 年度に庁舎 C 以外で地上デジタル放送対応の改修が行われている。
特に，長期間使用する建築物では，設計時点での将来予測を超える機能要求や社会的な変化が発
生する可能性は，地震などの自然災害によるリスクと同様に，ある確率を以て確実に生じる事象
であると捉えることができる。
そのため，
不測の事態ともいえるような修繕に対応できるように，
設計の時点で，用途変更に対応できるような平面計画，高い階高，柔軟な部材・設備の構成，メ
ンテナンススペースの確保，といった対策をあらかじめ取っておくことが，改修費用低減におい
て重要であると言える。
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(a) 庁舎 A

搬送設備
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電⼒設備

建築内部
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(c) 庁舎 C
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(d) 庁舎 D
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(f) 庁舎 F
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防災設備
0%
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17%
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衛⽣設備

建築内部

防災設備
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搬送設備

3%

空調設備

電⼒設備
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その他
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空調設備

32%

防災設備

1%
防災設備

電⼒設備

25%

衛⽣設備

(e) 庁舎 E

2%

31%

空調設備
防災設備

その他

(b) 庁舎 B

建築内部

空調設備

7%

40%

空調設備
48%

電⼒設備
防災設備

通信設備

1%

1%

11%

図－5.9 各自治体庁舎の累計修繕費の構成割合
この他にも，大規模改修に踏み切らざるを得ないリスク要因として，耐震改修工事が挙げられ
る。今回調査した庁舎のなかで，既に耐震改修を行ったものはなかったが，平成 22 年度に改修を
行っている庁舎や，耐震性能の不足を指摘され，近年中に工事の実施を余儀なくされている庁舎
があることが確認されている。図－5.1 も示されていたように，これも改良保全が要求される要
因の一つである。
土木構造物と同様に，建築物であっても RC 躯体をより耐久的なものとし，また，内装や防水
を含めた外装仕上げを劣化しにくいものにしておくことで，LCC 削減を行うことには大きな意味
があるが，それにもまして改修工事の際に簡易な施工で対応可能にしておくことにより得られる
コスト削減効果が大きいものと考えられる。この例として，スケルトン・インフィル（SI）方式
[7]によって構造躯体とその他の部材を完全に切り分けるなど，将来対応を見据えた躯体の納まり
を検討することも有効な選択肢になり得るものと考えられる。ここで，SI 方式とは，スケルトン
（建物の構造躯体）とインフィル（間取り，内装，設備）を分離し，前者は耐震性・耐久性を重
視し，後者は変化に応じた可変性を重視して計画される建築方式のことを指す。
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５．５ 省エネ対策としての CASBEE
前述の通り，建築物における LCC は清掃や設備の保守点検などで構成される保全費や，暖冷房，
照明などに使われる光熱費などが大きなウェイトを占める。したがって，建築物の LCC 低減には
高効率の設備機器の導入や空調の計画的な利用など，いわゆる省エネ化が重要になる。
建築物の省エネ化に関する動きは，1979 年「エネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ法）
」
が行政として最初のものとなるが，前章まで取り上げた庁舎建築物についてはこれよりも少し早
く，1977 年に国土交通省（当時の建設省）が既存庁舎建築物のエネルギー消費の実態調査を行っ
たのが最初である。その後，地球環境問題への意識の高まりから環境負荷と省エネは密接な関係
を持つようになり，1997 年の京都議定書採択を受けた形で制定された地球温暖化対策の推進に関
する法律によって建築物への環境負荷と省エネに関する対応が求められるようになった。翌年に
は日本建築学会からこれらの評価指針として「建物の LCA 指針」[8]が発行された。庁舎建築物
においては同年に「環境配慮型官庁施設計画指針（グリーン庁舎）
」[9]が制定され，全国的に庁
舎の整備，改修が行われた。この時の評価は LCCO2 および LCC が対象となっていたが，この頃
から提唱され始めたサステナブル建築の考えをもとに，環境負荷や省エネなどの LCA だけでは
なく，建築を取り巻く生活環境や社会環境なども含めた総合的な環境性能評価を行うためのツー
ルが求められるようになった。これを受けて，2001 年から国土交通省主導の下で開発されたのが
CASBEE（Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency：建築物総合環境
性能評価システム）である。ここでは，CASBEE による評価事例をもとに，建築物の省エネに対
する考え方について述べる。
５．５．１ CASBEE
（１）CASBEE の概要
CASBEE は，建築物の環境品質・性能を評価する Q 値と環境負荷を評価する L 値により求めら
れる BEE 値（＝Q／L）によって建築物を 5 段階に格付けし（表－5.5）
，環境性能を評価するこ
とを主な目的としている。このような格付けという観点から，単なる環境性能評価ツールとして
ではなく，建築物の資産価値評価に用いようとする動きもある。現在，自治体における CASBEE
を用いた環境計画書提出の義務づけや，2011 年に改訂されたグリーン庁舎指針での BEE 値の設
定など，施策への適用が急速に進んでいる。
表－5.5 BEE による格付けランク
BEE 値

ランク

評価

S

Excellent

3.0 以上

A

Very Good

1.5 以上 3.0 未満

B+

Good

1.0 以上 1.5 未満

B-

Fairly Poor

0.5 以上 1.0 未満

C

Poor

0.5 未満

（２）評価項目
CASBEE には 4 つの基本ツールが有り，評価に応じて最適なツールが用いられるが，基本的な
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評価項目はほぼ同じである。評価項目の一覧を表－5.6 に示す。Q 値，L 値ともに 3 つの項目か
ら構成されており，これに各ツールに応じた重み係数を乗じることでそれぞれの値を求めること
ができる。ここで，省エネに関する項目は LR1 に設定されており，保全など維持管理については
Q2 に設定されている。これらをすべて評価することで総合的な環境性能評価が可能となるが，た
とえば，CASBEE-改修において Q1 と LR1 のみを用いることにより，省エネ改修に特化した評価
を行うことも可能である。
表－5.6 評価項目一覧
項 目

Q値

内

Q1：室内環境

音，温熱，光，空気質などの状態から評価

Q2：サービス性能

快適性や維持管理などの機能性，耐震や部材の耐用年数などの耐用
性・信頼性，空間のゆとりや設備の更新性などの対応性から評価

Q3：室外環境

生物環境の保全，まちなみ，地域性への配慮などから評価

LR1：エネルギー
LR 値

容

LR2：資源・マテリアル
LR3：敷地外環境

熱負荷，自然エネルギーの利用，設備の高効率化，効率的運用な
どから評価
雨水利用や節水などの水資源保全，リサイクル材利用などの再生
資源活用，汚染物質使用の有無などから評価
地球温暖化，地域環境，周辺環境への配慮から評価

※LR 値は環境負荷低減性を示す。これをもとに L 値（環境負荷）を求める。

CASBEE－ファミリー
建築系
基本ツール

CASBEE－企画（Tool-0）
TC: Temporary Construction

CASBEE－新築（Tool-1）

CASBEE－短期使用（Tool-1TC）
2004 年展示施設版出版

2002 年事務所版完成・2006 年改訂

CASBEE－既存（Tool-2）

B: Brief version

2004 年 7 月出版・2006 年改訂

CASBEE－新築（簡易版）
（Tool-1B）
2004 年 7 月出版・2006 年改訂

CASBEE－改修（Tool-3）
2005 年 7 月出版・2006 年改訂

*1

自治体版 CASBEE

HI: Heat Island

CASBEE－HI（Tool-4）
2005 年 7 月出版・2006 年改訂

住宅系
CASBEE－すまい（戸建）
（Tool-11）
2006 年 7 月試行版公表

まちづくり系
CASBEE－まちづくり（Tool-21）

CASBEE－地域（万博）2005.03 版*2

2006 年 7 月出版
*1
*2

CASBEE-名古屋（2004.04 施行）
，CASBEE-大阪（2004.10 施行）
，CASBEE-横浜（2005.07 施行）など，全国の自治体で開発が進んでいる。
万博敷地評価は CASBEE-まちづくりの先行試行として実施された。

図－5.10 CASBEE の種類
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５．５．２ CASBEE を用いた省エネ改修の評価事例
Q1，LR1 を用いた省エネ改修評価には専用の BEE 値となる BEEES が定義されており，省エネ
改修のみにも格付けをすることができる。図－5.11～図－5.13 は SRC 造事務所ビルの省エネ改
修事例であるが，設備システムの高効率化と効率的運用について集中的に改善することにより，
BEEES が向上していることがわかる。これらの評価は，設備の更新内容だけではなく，図－5.11
に示すような一次エネルギー消費量の推定や改修前後の実績値も含めて行われている。図－5.14
～図－5.16 は RC 造の建物における省エネ改修事例であるが，SRC 造事務所ビルのように設備更
新を中心に考えるのではなく，運用の効率化と室内環境の改善を主とした方法で改善した例であ
る。このように，CASBEE による評価の向上には Q 値の上昇も重要となり，効率化と室内環境の
改善の両立が省エネにとって重要となるように設定されている。

CASBEE の評価結果

CASBEE- 改修 2005 年版を 使用

レ ーダーチャ ート

Q 建築物の環境品質・ 性能（ 建築物の居住環境のア メ ニテ ィ を 向上さ せる 性能評価）S

Q

= 2.5 → 3.2

Q-2 （ 重み係数 = 0.3）

Q-1： 室内環境 SQ1= 2.5→3.6

5
Q-1

Q-3

（ 重み係数 = 0.3）

4

（ 重み係数 = 0.4）

Q-2： サービ ス性能 SQ2= 2.3→3.2

4.1

4.0

3.0

3.0

2

LR-3

LR-1

（ 重み係数 = 0.3）

（ 重み係数 = 0.4）

3.0

2.8

Q3= 2.8→2.8

4.0

3.8

3.3
3

Q-3： 室外環境（ 敷地内）S

1.0

1
音環境

温熱環境

光・ 視
環境

LR-2

空気質
環境

機能性

耐用性
信頼性

生物環境の
保全と 創出

対応性
更新性

まちなみ・ 地域性・ アメ
景観への配慮 ニティ への配慮

（ 重み係数 = 0.3）

LR 建築物の環境負荷低減性（ 建築物の環境負荷を 低減さ せる 性能評価）S

5

LR-1： エネルギー SLR1= 2.4→4.0
5.0

LR

= 2.6 → 3.3

LR-2： 資源・ マテリ アル SLR2= 2.4→4.0

LR-3： 敷地外環境 SLR3= 3.0→3.0

5.0
4.0

4
3

3.0

3.0

3.0

2.6

3.0

3.0

2.7

3.0

3.0

2
1

建築物の
熱負荷抑制

自然エネ 設備システム
ルギー利用 の高効率化

効率的
運用

水資源
保護

低環境
負荷材

大気汚染
防止

騒音・ 振動・
悪臭の防止

風害・ 日照
阻害の抑制

温熱環境 地域インフ ラ
悪化の改善 への負荷抑制

光害の
抑制

図－5.11 CASBEE－改修の評価結果（細い棒グラフは改修前の評価）[10]
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図－5.12 一次エネルギー消費量の推定[10]
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図－5.13 省エネルギー改修の格付け[10]

CASBEE の評価結果

CASBEE- 改修 2005 年版を 使用

レ ーダーチャ ート
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図－5.14 CASBEE－改修の評価結果[10]
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図－5.15 エネルギー消費量の削減効果[10]
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図－5.16 省エネルギー改修の格付け[10]

５．６ まとめ
ここでは，建築物を対象とした場合の LCC の考え方を示した。土木構造物と建築物において，
ライフサイクルコストという点で比較した際に大きく異なるのは運用時の保全に対する取り組み
である。土木構造物は設計・施工段階の劣化対策，その後，性能低下を防ぐための定期的な維持
管理に力を入れているが，建築物の場合，土木構造物と比較して非常に大きなコストを運用時の
保全に対して費やしている。また，建築物は躯体と内外装，設備類が細かく組み合わされて構成
されており，より性能の高い仕上げ，設備等の改修が頻繁に行われる傾向にある。これは，劣化
対策として実施される場合ばかりではなく，技術革新や環境保護対策といった社会の変化に対応
するために行われる場合も多くあり，建築物と土木構造物の，そのような対策を求められる速度
の違いが運用時のコストに大きな差が出る要因となっている。ただし，このことは劣化対策を軽
視してもよい理由にはならない。イニシャルコストが大きくなる場合でも，内外装材料や防水な
どの機能材料に劣化しにくいものを採用することで，定期的に実施される大規模改修に要するコ
ストの削減も考えられる。更には，このような改修の際に撤去工事や仮設工事を極力削減する方
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法として，設備類や窓，ドアなどの建具類の納まりに乾式工法等を採用することによって，変更
が容易にできる工夫を施すことなども将来の修繕費を抑える効果が期待できる。
また，省エネルギー評価の観点から，CASBEE の取り組みについて紹介した。CASBEE は基本
的に建物の内外環境とエネルギー効率，資源効率を評価対象とした LCA ツールであり，ランニ
ングコストなどの費用対効果の評価は対象外とされている。しかしながら，省エネ評価について
は専用の BEE 値を定義するなど重要視しており，このことは省エネ環境の構築が建築物の資産価
値に影響することを示すものである。この評価の基本方針として，省エネの向上と室内環境改善
を同時評価することが重要とされており，建物を利用するユーザーの視点を常に考慮しなければ
ならない点が建築における省エネのあり方として重要であることを示している。
＜５章の参考文献＞
[1] 日本エネルギー経済研究所計量分析ユニット編：EDMC/エネルギー・経済統計要覧〈2010 年
版〉
，省エネルギーセンター，2010
[2] 日本建築学会：鉄筋コンクリート造建築物の耐久設計施工指針（案）
・同解説，2004
[3] 日本建築学会：建築物の調査・診断指針（案）
・同解説，2008
[4] 石塚義高：建築経済学のすすめ，経済調査会，p.203，1994
[5] 建築保全センター 建設大臣官房官庁営繕部：建築物のライフサイクルコスト，経済調査会，
1993.10
[6] 国土交通省：建設工事費デフレータ，http://www.mlit.go.jp/toukeijouhou/chojou/def.htm，2012.5.25
アクセス
[7] 建築思潮研究所・編 ：建築設計資料 101 SI 住宅，2005.6
[8] 日本建築学会：建物の LCA 指針 第 2 版，1999.11
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第６章 おわりに

本委員会では，東北地方のコンクリート構造物に顕在化する劣化を対象とし，LCC 評価を行う
上での東北地方特有の現状と課題の整理，課題を克服するための文献調査や既存点検データの分
析および実構造物の実態調査の実施，設定した維持管理シナリオに基づく LCC 評価の実施，検討
結果に基づく今後のコンクリート構造物の LCC 評価の技術的・運用上の展望を示すことを目的と
して，3 年半にわたり活動を実施した。東日本大震災により活動が停滞した時期もあったが，そ
の影響は最小限に留めることができ，委員各位の協力により，継続的な活動を実施できた。
本報告書では，海洋から飛来する塩化物イオンによる塩害，凍害，そして，凍結防止剤に起因
する塩害について，最新の数理モデルや既存の点検データによる劣化予測に基づく LCC 評価方法
を提示することができた。また，土木構造物と建築物の LCC 評価の考え方の相違について実デー
タを基に整理するとともに，省エネ改修の評価事例を紹介した。なお，本報告書に記載される LCC
評価はあくまで試算である。ぜひ，本テキストを援用し，LCC 評価の根底をなす劣化予測に管理
構造物や地域の実情を反映させ，独自の前提条件で LCC 評価を実施し，LCC 評価の要点を読者
自身で確認して頂きたい。
ところで，コンクリート構造物をはじめとする土木構造物群の維持管理において，LCC 評価は
非常に重要な位置を占めつつある。しかし，LCC 評価の結果には常にその信頼性に疑問が持たれ
ることも事実である。信頼性に関する疑問が想起する最大の要因としては，コンクリート構造物
が有する品質や劣化のばらつき，あるいは，点検データの精度と比較して，LCC 評価に要求され
る精度が相対的に高い点が挙げられる。従って，LCC 評価に基づくコンクリート構造物のマネジ
メントの精度を向上させるためには，品質や劣化のばらつき，および，点検データの精度を陽に
考慮した手法の開発も必要になる。さらに，劣化予測だけでなく，算出されたコストがどの程度
のばらつきを内包するものであるのか，LCC の算出結果の差異に有意差があるのかを定量化する
技術も必要である。
最後に，構造物の日常的なメインテナンスによっても LCC 評価に基づくコンクリート構造物の
マネジメントの精度を向上できることにも触れておきたい。東北地方の劣化構造物の多くは，排
水処理装置や施工目地などの不備が凍結防止剤による塩害や凍害を加速させている傾向がある。
これらの劣化は局所的に生じることが多く，構造物全体の健全度の評価を困難にし，確定論的な
LCC 評価を困難にする要因になっている。このような現象を極力回避するためには，コンクリー
ト躯体だけでなく，排水処理装置などの付帯設備の日常的なメインテナンスが重要になる。
さらに，今後は補修・補強工事だけでなく，構造物の更新需要も少しずつではあるが増加する
のは確実である。更新の際に考えるべきことは，LCC を最小にするための種々の工夫を設計時に
織り込むことであるが，それだけでなく，丁寧な施工も重要である。丁寧な施工によりコンクリ
ートの品質が確保できれば，コンクリート構造物の耐久性が改善されるだけでなく，その品質の
ばらつきは小さいものになり，劣化の偏在を防ぐことができ，ひいては LCC 評価に必要な点検情
報の精度や LCC 評価の信頼性の確保にもつながる。
信頼性の高い LCC 評価が実施可能になれば，
新設・補修・補強・更新に関する戦略的な予算の立案や住民説明がしやすくなる。コンクリート
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構造物の LCC 評価の信頼性を高めるためには，手法の高度化だけでなく，設計・施工・維持管理
の各ステージにおいて，当たり前のことを当たり前にこなす，日々の業務の積み重ねであること
を，是非もう一度考えて頂きたい。
コンクリート構造物をはじめとする社会基盤の整備と維持に関わる行為は国際競争がますます
激しくなる今日において欠かすことのできない投資であり，国力を維持し発展させるための重要
な要素である。投資である以上，コンクリート構造物の新設，維持管理，および更新は費用対効
果に見合ったものでなければならず，財源が厳しくなる環境にある中で，LCC 評価を踏まえた確
かなものづくりを推進することが今後ますます求められる。本テキストが地域の独自性を考慮し
たコンクリート構造物の維持管理の一助になれば，参加した委員の大きな喜びである。

[担当 皆川 浩]
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付録１

凍害を受けた実構造物の劣化調査

凍害によるコンクリート構造物の劣化調査を行う場合，目視による健全度評価が一般的に
実施されている。目視評価は，簡便に構造物の劣化度を把握できる一方，定量的な劣化度評
価やかぶりコンクリートの品質評価には適さない。そこで，構造物の劣化状態や耐久性につ
いてより詳細な知見を得る目的で，様々な検査手法が提案されている。ここでは，凍害を受
けたコンクリート構造物の健全度や表層部コンクリートの品質を評価することを目的として，
将来的にその適用が期待される検査手法について紹介している。特に，実構造物におけるス
ケーリングの定量化，表層部コンクリートの透気性や強度などの品質評価について述べた。
そして，これら検査手法を実構造物へ適用しその結果を示した。さらに，実構造物の調査結
果をもとに本編３．３．２で提案された凍害劣化曲線の妥当性についても検証を加えている。
１．
１．１

将来的に期待される構造物の検査手法
スケーリング深さの評価

RELEM コンクリート耐久性委員会では，コンクリートの被害状態に関する用語が整理さ
れており，スケーリングの程度は，図－1.1 に示すような，4 つの段階に区別されている[1]。
スケーリングの程度の区分は，表面部のモルタル剥離および粗骨材の露出・剥離の程度によ
り行われており，スケーリング深さが評価の目安となっている。図－1.1 は，定性的な評価
となり，測定者の主観等による結果の相違が健念される。このスケーリング深さを，レーザ
ー変位計を使用して測定する試みがなされている。

図－1.1 スケーリングによる劣化とその程度区分[1]
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図－1.2 および図－1.3 は，子田ら[2]の研究で考案された実 RC 部材にも適用可能なスケーリ
ングにより発生したコンクリート表面の凹凸を測定するスケーリング深さ測定装置である。
図に示すように，スケーリング深さは，変位計をスケーリングが生じたコンクリート面に設
置し，X 方向と Z 方向の変位を測定することで求めることが可能になる。

図－1.2

図－1.3

スケーリング深さ測定装置

スケーリング深さ測定装置の概要
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図－1.4に，スケーリング劣化したコンクリート供試体とこの供試体のスケーリング深さの
測定結果を示す。図のスケーリング深さは，0サイクルの測定値を一律0 mmとし，これを基
準にした同一点の変位量で表している。図より，凍結融解サイクルが増加するに従い，スケ
ーリングが進行しコンクリート表面の凹凸（スケーリング深さ）が深さ方向に進展していく
様子がわかる。これより，スケーリング深さの測定データを分析することで図－1.1に示すよ
うなスケーリング劣化の程度区分を定量的に評価することできる。また，子田ら[2]は，図－
1.5に示すように，スケーリング深さの平均値とスケーリング量の関係が，多少のばらつきは
あるものの実験条件に関わらず，ほぼ直線関係にあることを示しており，従来のスケーリン
グ量による評価と同様にスケーリング劣化を評価する指標になり得ると述べている。

スケーリング深さ(mm)

0
-3
-6
-9

0cycle
40cycles
80cycles
120cycles

-12
-15
0

50

100

150

200

250

300

350

400

距離(mm)

(a) スケーリング劣化した
(b) スケーリング深さ測定結果
コンクリート供試体
図－1.4 スケーリング深さ測定の一例
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図－1.5 スケーリング深さとスケーリング量
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１．２

構造物の品質評価

コンクリートは多孔質材料であり，その凍害は細孔中での水分の凍結に起因するものであ
ることから，凍害に対する抵抗性は表層部コンクリートの緻密度が大きく関連するといわれ
ている。また，凍害による表層部コンクートの劣化は，表層部の強度や密実性を低下させる
ことが指摘されており，コンクリート表層部の品質の測定結果から耐凍害性やその劣化度を
評価する試みがなされている。以下にそれらの代表的な評価方法を述べる。
（１）表層部の透気性
コンクリートの透気性からコンクリートの緻密度を評価する方法は，削孔法，表面法に大
別でき，さらに表面法はシングルチャンバー法とダブルチャンバー法に分けられる[3]。以下
にそれぞれ代表的な例を示す。なお，透気性の評価は，いずれの方法の場合もコンクリート
の含水状態の程度が大きく関与することが知られており，試験結果の相互評価には注意を要
する。
１）ドリル削孔法
ドリル削孔法の一例を図－1.6[4]に示す。この方法では，シリコン栓で密封した 10 mm，
深さ 50 mm の穴に真空ポンプと圧力計を配した注射針を差し込み，孔内の圧力を下げ，設定
された圧力変化に要する時間を求め，透気性を判定する。
透気性を判断する方法として，窒素ガスや空気，二酸化炭素等を圧入する方法も提案され
ているが，小径のドリル孔を開ける点で共通しており，ドリル削孔法として区分されている。
阿波ら[4]はこの試験から測定される簡易透気速度は，凍結融解サイクルの増加に伴い大き
くなることを指摘し，表層部コンクリートの透気性の観点から凍害による劣化程度を評価で
きる可能性を示している。

図－1.6 ドリル削孔法の概要[4]
２）シングルチャンバー法
シングルチャンバー法の概要を図－1.7[5]に示す。この方法では，図のようにシリコンな
どの気密性の高い材料を介してコンクリート表面にチャンバーを設置し，チャンバー内を減
圧し，あらかじめ設定した気圧の変化に要する時間を測定して，コンクリートの透気性を評
価する方法である。コンクリート組織が緻密である程要する時間はかかる。省力的な方法で，
所要時間も短く，簡便な方法として知られる。ただし，床に対してブリーディングやこて仕
上げの影響が表れる点，壁に対しては，乾燥に伴う微細ひび割れの影響を受ける点等の短所
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も指摘されており，結果の評価にあたって注意を要する。
シングルチャンバー法により得られた，劣化抵抗性試験前の簡易透気係数とスケーリング
量の関係を図－1.8[6]に示す。この図より，多少ばらつきは見られるものの簡易透気係数の
増大に伴いスケーリング量も増加する傾向にある。このことから，表層部コンクリートの密
実性が低いコンクリートほど，スケーリング劣化を生じやすいことが確認される。

図－1.7 シングルチャンバー法の概要[5]

図－1.8 簡易透気係数とスケーリング量の関係[6]
３）ダブルチャンバー法
ダブルチャンバー法の中でも代表的なトレント法についての概要を図－1.9 に示す。ダブ
ルチャンバー法では，内部チャンバーと外部チャンバーの 2 つの構造を有する装置を，シン
グルチャンバー法と同様な方法で設置する。透気性を評価するのは，内部チャンバーである
が，内部チャンバーと外部チャンバーの圧力を等しくコントロールすることにより，外部か
ら内部チャンバーへの空気の流入が遮断でき，結果として内部チャンバーには，図のように
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栓流が流れる。この原理により，シングルチャンバー法の欠点が克服され，結果の信頼性は
高いものと考えられている。しかしながら，スケーリングやひび割れ等により表面が大きく
劣化したコンクリート構造物への適用については，さらなる検討が必要である。
図－1.10[6]はダブルチャンバー法により得られた表層（トレント）透気係数とシングルチ
ャンバー法により得られた簡易透気係数との関係を示したものであり，両者は良い対応関係
にあることが確認されている。

図－1.9 ダブルチャンバー法（トレント法）の概要

図－1.10 表層透気係数と簡易透気速度の関係[6]
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（２）表層部の強度
コンクリート表層部の局部破壊抵抗力を測定する方法としてプルオフ法がある。試験の概
要を図－1.11[7]に示す。コンクリート表面に鋼製ディスクを接着し，ディスク外のコンクリ
ート表面に反力をとってディスクを引っ張り，ディスク下方のコンクリートを引張破断させ
た時の最大荷重を試験断面の断面積で除して求めた強度をプルオフ強度と呼ぶ。表層からス
リットを設ける方法や鋼製ディスクをコアと同じ深さまで接着することで，破断面を任意の
位置で生じさせるよう工夫がなされており，表面の強度推定に有効であるとの報告がある。
コンクリートのスケーリング劣化は，表面がうろこ状に剥離する特徴を有しており，ダメ
ージを受けた表面は，相当量の強度低下が予想される。このプルオフ強度の低下から凍害深
さを評価する研究が行われている。この方法により得られた結果とスケーリング量との関係
は，図－1.12[8]のような相関が見られ，劣化程度を把握できるとの報告もなされている。

図－1.11 プルオフ法および改良プルオフ法の概要[7]

図－1.12 プルオフ強度とスケーリング量の関係[8]
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（３）その他の評価方法
１）細孔径分布の測定
コンクリートの耐凍害性は細孔構造に依存しており，半径 750～7500Å 程度の空隙が多い
場合に耐凍害性に劣るとの報告[9]がある。また，凍結融解作用を受けるとコンクリート内部
に微細ひび割れが発生し，コンクリート中の細孔が連結され，粗大空隙の割合が多くなるこ
とが報告されている[10]。このような凍結融解後の細孔構造の変化に着目し凍害深さを判定
する手法が提案されており[11]，実構造物においても凍害深さの判定に採用されている[12]。
コンクリートの細孔量とスケーリング量の関係を図－1.13[13]に示す。細孔量が多いほど
スケーリング量は多くなる傾向にあり，特に打設面では，他の面と比較し，スケーリングが
大きくなると述べられている。

図－1.13

細孔径分布とスケーリング量の関係[13]

２）超音波法
図－1.14[14]に，超音波を使用した弾性波法の概要を示す。図のようにコアや実構造物に
対して，発振子と受振子を深さ方向に対になるように取り付け，発振子から超音波を発信す
る。受振子で受信した超音波の伝搬速度は，健全なコンクリートと比較し，劣化したコンク
リートで遅くなる。この原理を利用し，深さ方向の劣化の進行の程度を，超音波伝搬速度を
用いて評価しようとするものである。図－1.15[14]に測定結果を示す。表面に比べ，内部に
向かうに従い超音波速度が増加することが判る。健全部と劣化部との境界の判定方法は，技
術者の判断に委ねられているのが現状であり，伝搬速度が一定の部分を健全とみなす方法，
一般に健全なコンクリートの伝搬速度とされる 4000 m/s を上回る範囲を健全部と考える方法
などがある。

‐付 1‐8‐

図－1.14 超音波法の概要[14]

図－1.15

超音波法による実験結果[14]

３）気泡分布の測定
コンクリートが凍結融解抵抗性を有するためには，良質な AE 剤によってコンクリート中
に適切な気泡組織が形成される必要がある。AE 剤の使用の有無が不明な構造物の場合には，
硬化コンクリート中の気泡組織を測定し確認することとなる。硬化コンクリートの気泡組織
を測定する一般的な方法としては，ASTM C 475[15]に基づくリニアトラバース法等がある。
実構造物においては，コンクリートコアを採取し測定することになる。
＜参考文献＞
[1] 洪

悦郎：コンクリートの凍害，コンクリート工学，Vol.13,No.3,pp.33-44，1975

[2] 子田康弘・岩城一郎・中村

晋：大型環境試験装置を用いた RC 部材の凍害促進方法の

考案に関する実験的検討，日本大学工学部紀要，Vol.1，pp.1-4，2009
[3] 今本啓一他：実構造物の表層透気性の非・微破壊試験方法に関する研究の現状，コンク
リート工学，Vol.44,No.2,pp.31-38，2006
[4] M. Aba, M. Shoya, Y. Tsukinaga，Non-Destructive Testing for Assessing the Tightness of Cover
Concrete，SEVENTH CANMET/ACI INTERNATIONAL CONFERENCE ON DURABILITY
OF CONCRETE, Supplementary Papers, pp.35-52，2006
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用性の検討，日本建築学会構造系論文集，(607)，pp.31-38，2006
[6] 権代由範：塩化物環境下におけるコンクリートのスケーリング抵抗性とその評価手法に
関する実験的研究，八戸工業大学学位論文，2009
[7] 社団法人コンクリート工学協会：コンクリート診断技術’07，pp.102-107，2007
[8] 遠藤裕丈・田口史雄・嶋田久俊：スケーリング劣化の予測に関する基礎的研究，コンク
リート工学年次論文集，Vol.27，No.1，pp.733-738，2005
[9] 鎌田英治：コンクリートの凍害と細孔構造，コンクリート工学年次論文報告集，Vol.10，
No.1，pp.51-60，1988
[10] 堀宗

朗・多田浩治・斎藤裕・三浦

尚：細孔構造の変化に着目したコンクリートの低

温劣化の診断法の基礎的研究，コンクリート工学年次論文集，Vol.13，No.1，pp.723-728，
1991
[11] 土木学会：2002 年制定コンクリート標準示方書[維持管理編]，p120，2001
[12] 高橋丞二・堺

孝司・山下英俊：北海道におけるコンクリート構造物の凍害，開発土木

研究所月報，No.502，pp29-35，1995
[13] 遠藤裕丈・田口史雄・嶋田久俊：塩化物水溶液による長期凍結融解作用を受けたコンク
リートのスケーリング特性，土木学会論文集，No.725，V-58，pp.227-244，2003
[14] 社団法人日本非破壊検査協会編：新コンクリートの非破壊試験，pp.255-256，2010
[15] ASTM C457：Standard Test Method for Microscopical Determination of Parameters of the
Air-Void System in Hardened Concrete
[担当 小山田哲也，子田康弘，阿波 稔]
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２．

実構造物の劣化調査

２．１

調査目的と概要

（１）調査目的
凍害の影響を受けて劣化した橋梁下部工の調査を実施した。主な調査概要は，
① 凍害を受けた構造物の健全度評価および品質評価
② 提案した凍害劣化曲線との比較（本編３．３．２項参照）
である。評価指標の中で特に，スケーリング劣化度の評価は，スケーリング量や目視による
評価が主な項目であるが，実構造物のスケーリング量の測定は困難であり，目視評価も定性
的なためスケーリングを定量的に評価することが難しい現状にある。そこで１．１で紹介し
たスケーリング深さを測定する方法を現場にて実施し，その劣化度を定量的に評価する手法
の検証を行った。
（２）対象橋梁
調査対象となった橋梁の概要を図－2.1
および図－2.2 に示す。
・所在地

：福島県大沼郡金山町
（図－2.3）

・調査年月日：平成 22 年 10 月 18 日
・構造物諸元：橋長

L=36.0 m

RC T 桁橋
総径間数

A2橋台

A1橋台

3 径間

・供用開始年：1935 年（昭和 10 年）
・凍結防止剤の有無：近年の散布無し

P2橋脚

P1橋脚

（管理者確認）

図－2.1 側面図

図－2.2 対象橋梁

図－2.3

GIS を利用した凍害
ハザードマップより

（３）調査内容
スケーリングの評価として，目視レィティングおよびスケーリング深さを橋台（図－2.4）
にて測定した。なお，スケーリング深さは，１．１によるスケーリング測定装置[1]を用いて
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測定した。
品質評価として，表層部コンクリートの透気試験（トレント法）を橋台（図－2.4）にて実
施した。また，コンクリートの推定強度として，反発度計測（シュミットハンマー）を橋台
と橋脚（上部および下部）（図－2.5）で測定した。

図－2.4 橋台
２．２

図－2.5 橋脚

調査結果

（１）スケーリングの評価
目視レィティングは，ASTM C 672 の評価
（本編表－3.2.2）に従い，レィティング 5（激
しいスケーリング）とした（図－2.6）。
スケーリング深さ測定は，橋台を計 5 箇所
測定した（図－2.7，図－2.8）。図－2.9 は，
今回，測定した中で最大のスケーリング深さ
を計測した L-2 の測定結果を示す。この図で
は，スケーリングが発生していない箇所をス
ケーリング深さ 0 mm としている。図より，

図－2.6 スケーリング状況

スケーリング深さは，最大で約 25 mm に達する箇所もあり，20 mm 以上のスケーリング深さ
が測定距離で 150 mm 生じるような激しい凍害劣化であった。この結果から，図－1.1 より，

図－2.8 測定状況

図－2.7 測定箇所

‐付 1‐12‐

激しいスケールと評価した。目視レィティングおよびスケーリング深さの評価とも激しいス
ケーリングとなった。

スケーリング深さ(mm)

0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
0

100

200
300
距 離 (mm)

400

500

図－2.9 スケーリング深さ測定結果 (L-2)

（２）コンクリートの品質評価
透気試験の測定は，橋台で 13 箇所測定した（図－2.10）。
その結果，8 箇所は測定不能（破線丸部分）になり，測定
可能な 5 箇所（実線丸部分）は，透気係数が 2.39～55.4
（×10-16m2）となり，測定値にばらつきがあるが，透気係
数は，表－2.1 より，透気性グレード 5（非常に悪い）[2]
と判断され，表層付近の物質透過抵抗性が劣るという結果
が得られた。この透気係数は，供用開始時点からの値かは
判断できないが，現時点のコンクリートは水分を吸収しや
すく凍害がより進行する状態と考えられる。
推定圧縮強度の結果は，橋脚の上部は 23 N/mm2，橋脚の
下部は 19 N/mm2，橋台は 35 N/mm2 となり，極端にコンク
リート強度が低いために凍害が顕在化していたとは言い難
図－2.10 透気計測箇所

い結果となった。

表－2.1 判定区分
判定区分

測定値 KT
（10-16m2）

判定内容

1

0.001～0.01

非常に良い

2

0.01～0.1

良い

3

0.1～1

普通

4

1～10

悪い

5

10～100

非常に悪い
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（３）提案した凍害劣化曲線との比較
直接評価の結果を本編３．３．２項で提案した凍害劣化曲線と比較した。目視レィティン
グにより「激しいスケーリング」と評価されたが，スケーリングによる鉄筋の露出が認めら
れておらず，凍害健全度 3 と評価した。ただし，調査橋梁の橋台の鉄筋位置が確認されず，
仮にかぶりを 30 mm とした場合は凍害健全度 2 と判定される可能性がある。また，冬季の平
均気温の区分は，区分 2（0 ℃未満～－3 ℃以上）となった（本編３．３．１項参照）
。
図－2.11 は，区分 2 の劣化曲線（本編図－3.3.8(b)）に評価値をプロットした図である．
図より，区分 2 の場合，68 年で健全度 2 に低下するとされるが，この橋梁の場合は健全度 3
と 76 年を経過の評価値は区分 2 の凍害劣化曲線より上にある。しかし，区分 2 の凍害環境の
健全度低下と大きく乖離するような傾向にはなっておらず，概ね本橋梁の凍害劣化の進行は，
区分 2 の凍害健全度の低下のようであったと推察された。
また，上述のようにかぶりを 30 mm
程度と想定するとスケーリング深さ測定結果より鉄筋が露出する状態であり，凍害劣化曲線
とほぼ一致する。

5
区分2：0℃未満〜-3℃以上
対象橋(計測結果)

4
凍害健全度

対象橋(かぶり30mmを仮定)
3
2
1
0
0

10

20

30 40 50 60
供用年数（年）

70

80

図－2.11 凍害健全度低下曲線と本調査の比較
スケーリング深さ測定による調査時の劣化状態の評価

図－2.12 に，スケーリング深さ測定データを基
に求めた各側線の平均スケーリング深さと最大ス
ケーリング深さの関係を示した[3]。図より，平均
スケーリング深さと最大スケーリング深さの関係
は，ほぼ比例関係にあり，平均スケーリング深さ
が 10 mm 程度で深さ 25 mm にスケーリングが進
行している箇所もあることがわかる。つまり，平

最大スケーリング深さ(mm)

２．３

均スケーリング深さが増加するとこれとともに局
所的にもスケーリングが深く進行すると言え，か
ぶりコンクリートからの塩化物といった劣化因子の
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30
25
20
15

L-1
L-2
L-3
L-4
L-5
回帰直線

10
5
0
0

5
10
平均スケーリング深さ(mm)

図－2.12 平均スケーリング深さ
と最大スケーリング深さの関係

15

侵入を考えるとスケーリング劣化の評価は両者の進行の程度を評価することが重要であると
考えられる。
＜参考文献＞
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付録２ 凍結防止剤の散布で劣化した構造物の維持管理事例

１． はじめに
東北自動車道 矢吹～郡山間は，
開通後 35 年が経過し，当該区間に
おけるコンクリート構造物は，長年
の使用による経年劣化に加え，冬季
の凍害や凍結防止剤の影響など，複
合要因による損傷・劣化現象が進行

Ａ橋

している。当該区間における跨道橋
（OV）の多くは，その架橋条件の

Ｂ橋

特殊性から，跨道橋管理者側の行き
届いた管理が難しく，高速道路区域
に隣接した部分の実質的な管理を高
速道路管理者が行う点検や緊急対応

図－1.1 対象とした橋梁の位置

に依存してきたのが実状である。
このうち，福島県が管理する跨道橋４橋
においても，床版下面にひび割れや遊離石
灰の溶出などの劣化が進行し，高速道路利
用者への第三者被害の発生が懸念される状
況にあった。そのような状況を受け，福島
県では，自律的な維持管理への転換を目指
しひび割れが進行している RC 中空床版形

至 東京

式 OV を優先に，長寿命化計画を策定し，
平成 19 年度より補修事業に着手した。

写真－1.1 A橋

以上のうち，平成 19 年度に実施し
た以下に示す２橋の詳細調査結果及び，
ロッキング式橋脚の補修・補強方針の概
要について次に述べる。対象とした橋梁
の位置を図－1.1 に示した。
【Ａ橋：写真－1.1】
橋長： L=36.93m （斜角 76°） 上
部工形式： ２径間連続ＲＣ中空床版
橋脚形式： ロッキングピア 架橋年次：
1972 年（S47）
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写真－1.2 B橋

図－2.1 A橋側面図と橋脚構造

図－2.2 ロッキングピアの許容変位(Ｂ橋)

写真－2.1 床版下面既補修部の再劣化(B橋)

適用道示： 鋼道路橋設計示方書（S39）
【Ｂ橋：写真－1.2】
橋長： L=41.9m

（斜角 72°） 上部工形式： ２径間連続ＲＣ中空床版

橋脚形式： ロッキングピア 架橋年次： 1972 年（S47）
適用道示： 鋼道路橋設計示方書（S39）
補修履歴： 床版ボイド部下面抜落ちによる断面修復(H11)
２． 対象橋梁の構造的特徴と損傷状況
２．１ 対象橋梁の構造的特徴
図－2.1 に示したように対象橋梁は，高度経済成長期に架橋されたロッキングピアを有する２
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写真－2.3 床版下面の状況(B橋)

写真－2.2 床版端部の遊離石灰(A橋)
径間連続 RC 中空床版橋であ

表－2.1 詳細点検結果

り，現行基準と比べて経済性

Ａ橋

部 位

が優先された設計となってい

Ｂ橋

H15

H19

H15

H19

るため，断面力が不足する懸

床版

A

E･AA

A

E･AA

念があった。加えてロッキン

支承

－

B

－

A1

グピアは，鋼管柱の上下端に

防護柵（高欄）

B

A1

B

A1

あるピボット支承によって回

舗装

－

B

－

B

転を許容し，上部工の鉛直力

伸縮装置

－

A1

－

A1

のみを負担する合理的な構造

橋台

－

B

B

B

であるが，ピボット支承の腐

橋脚

－

B

B

B

食による機能低下は，地震時
に水平力を発生させることと

※「－」は調査対象外とした項目
※

支承には橋脚支承を含む

なり，極端な場合には，支承
の破壊によって鉛直荷重を支持できずに落橋に至ることが懸念された。
なお，阪神大震災において，ロッキングピアのピボット支承に許容回転角以上の変位が生じ，
上沓と下沓が接触して曲げモーメントにより破断した事例が発生している。図－2.2 に示したＢ
橋の例では，
ピボット支承の許容回転角は 1.97 度であり，
水平変位に換算すると 110mm となる。
２．２ 詳細調査結果
当該橋梁では，平成 15 年度に旧日本道路公団（JH）による詳細点検が実施されていたが，平
成 19 年度当初時点での事前調査において，床版下面の既補修部から錆汁を伴った遊離石灰や床
版端部からの遊離石灰の溶出といった劣化の進行が確認されていた。それらの様子を写真－2.1，
写真－2.2，並びに写真－2.3 に示す。これらの状況を踏まえ，JH が実施した詳細点検結果を基
に，損傷・劣化の進行状況を把握すべく，保全点検要領[1]に基づく詳細点検と併せて，塩化物量，
中性化試験等の詳細調査を実施した。以上，平成 15 年と平成 19 年に実施した点検結果を表－2.1
に示す。JH が平成 15 年度に実施した詳細点検結果と比較して，床版下面のひび割れが進行し，
第三者被害に直結することが懸念されるまで損傷が進行している状況にあり，打音検査時にコン
クリート表面のはく離部を叩き落とすなど応急的な対応を併せて実施した。
A 橋の鉄筋被り確認のため，床版下面にあるひび割れ付近のはつり調査を実施したところ，ボ
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写真－2.4 主版からの異常出水状況（Ａ橋）

写真－2.6 カバー撤去直後の状況（B橋）

写真－2.5 占用物からの漏水状況

写真－2.7 リブの減厚状況（B橋）

写真－2.9 E橋の支承の状況

写真－2.8 A橋の支承の状況

イド下面付近の被りが薄く，はつり部から約５時間に渡り異常出水が発生した。その様子を写真
－2.4 に示す。そのため，事前調査においても，床版端部が常時湿潤状態であったことに着目し，
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写真－2.10 A橋の支承上部の状況

写真－2.11 B橋の支承台座の状況

表－2.2 詳細調査結果

※１ コンクリート標準示方書2001「維持管理編」による
※２ 非破壊試験を用いた土木コンクリート構造物の健全度診断マニュアルによる
※３ 計測値のうち危険側となる値

写真－2.5 に示したようなボアホールカメラによるボイド内の調査を実施した。その結果，床版
外縁にあるボイド内で占用物（通信管路）とそこからの漏水及びボイド内の滞水を確認した。な
お，占用物の無いボイドでは，滞水は確認されなかった。
ロッキングピアには，支承カバーが設置されており，支承の腐食状況を確認ができていなかっ
たことから，カバーを撤去し，固結した錆汁・腐食部をケレン作業で撤去したうえで，腐食の影
響確認を行った。その結果，A 橋での腐食はさほどではなかった。一方で，写真－2.6 と写真－
2.7 に示したように，B 橋では完成図に対し 2～5mm 程度の著しい腐食（減厚）を確認した。
B 橋（設置高 H=1.325m）の支承腐食状況を踏まえ，東北道 矢吹～郡山間以外の OV につい
てもロッキングピアの支承を調査したが，B 橋ほどの著しい腐食は確認されなかった。
（写真－
2.8～写真－2.11）そのため，他区間にある OV と A 橋の橋脚支承腐食状況から，設置高さや凍
結防止剤の散布量等により，凍結防止剤の影響度合いが異なったためと考えられる。
A 橋及び B 橋の詳細調査結果を表－2.2 にまとめた。両橋とも，防水層が設置されていないこ
とに加え，橋面及び高速道路上での凍結防止剤の使用によって，他の橋梁と比して過酷な環境に
曝されている。そのことから，劣化の進行度合いを把握するため，中性化試験や塩化物量試験等
を床版下面の遊離石灰溶出部及び壁高欄内側で実施した。このうち，中性化及び塩化物量に着目
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し，平成 20 年度に実施した矢吹～郡山間に架かる他の OV の詳細調査結果を踏まえて検討を行
った。その結果，占用物からの漏水が及ぼす影響について以下のような傾向が見受けられた。
２．３ 中性化速度係数
測定結果を図－2.3 に示す。RC 中空床版では，占用物を有する方が中性化の進行が速い。この
中性化速度係数の違いについては，次のことが影響しているものと考えられる。
・

床版内部が滞水していることで，常に水が供給され，有効水結合材比に影響を与えている可
能性がある。

・

PC については，コンクリートの配合（単位セメント量の差）等の影響が考えられる。

２．４ 塩化物イオン量
測定結果を図－2.4 に示す。配力筋等の構造鉄筋の位置を境に，床版内占用物の有無で塩化物
量の傾向が変化する結果が得られた。このような鉄筋位置を境とする塩化物イオン量の違いにつ
いては，次のことが影響しているものと考えられる。
・ 占用物近傍の方が 40mm 超の位置で塩化物量が低い理由は，円筒空洞の滞水がひび割れを通
じて下方へ供給されて希釈された可能性がある。
・ 占用物近傍の方が 40mm 以下の位置で塩化物量が高い理由は，床版下面に付着した凍結防止
剤が毛管現象によりひび割れを通じて床版内部へ供給され濃縮された可能性がある。

図－2.3 最大ひび割れ幅と中性化速度係数の関係

図－2.4 コンクリート表面からの深さと塩化物イオン量の関係

２．５ 静的載荷試験
静的載荷試験は，B 橋の設計荷重を確認すること，加えて，設計荷重（TL-20）載荷による応
力度の増分から耐荷性能の確認を実施した。試験結果を表－2.3 に示す。その結果より，設計荷
重の影響は理論（計算）値の 50%未満であり，床版下面に発生しているひび割れは，主に死荷重
によるものと推定される。また，B 活荷重に対応した耐荷力補強については照査要領[2]に基づき，
死荷重比の再計算を行い活荷重断面力による照査の結果から対策不要と判断した。
表－2.3 静的載荷試験結果
測定位置
支間中央（下面側主鉄筋応力度）
中間支点上（上面主鉄筋応力度）

理論値

実測値
2

14.61N/mm

2

5.87N/mm

判 定

備 考

6.80N/mm

2

理論値の 47%

TL-20

1.72N/mm

2

理論値の 29%

TL-20
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３. 長寿命化対策にあたっての構造的課題
３．１ 中間支点上における鉄筋許容応力度の超過
対象橋梁は，S39 鋼道路橋設計示方書を適用した橋梁であるため，現行の道路橋示方書と異な
り，活荷重載荷時の照査のみで断面が決定されている。そのため，現行基準に従い構造計算書の
照査を行ったところ，表－3.1 のとおり許容応力度を超過しており，このことが床版下面のひび
割れ発生状況に大きく影響しているものと推察される。
表－3.1 鉄筋応力度と許容応力度の比較
ケース

応力度

位置
A橋

許容応力度(SI 単位換算)
B橋

S39 鋼道示

H14 道示

常時

支間中央

159N/mm2

167N/mm2

180N/mm2

180N/mm2

（死荷重＋活荷

中間支点

163N/mm2

170N/mm2

180N/mm2

180N/mm2

支間中央

91N/mm2

106N/mm2

－

100N/mm2

中間支点

2

2

－

100N/mm2

重）

死荷重時

備 考

上

119N/mm

134N/mm

上

３．２ 床版ボイド内の滞水の影響
調査対象の両橋梁とも床版ボイド内に占用物を有し，ボイド内の滞水していることが確認され
た。加えて，図－3.1 のように床版下面のひび割れも支間中央部及び占用物があるボイド下に，
幅の広いひび割れが集中する傾向がみられた。そこで，床版ボイド内の占用物と滞水状態を死荷
重として取り扱い，現行基準での照査を実施した。その結果を表－3.2 に示す。その結果，A 橋
の場合，死荷重時に中間支点上で鉄筋の許容応力度を 27％超過しており，ボイド内滞水が無い状
態と比べ，床版に鉄筋の応力度で約 8％の付加がかかっていることになる。また，両端のボイド
が滞水したことで，図－3.2 のように橋軸直角方向に曲げ応力が発生し，被りの薄いボイド下面
を中心に，ひび割れ幅を増大させる要因になったものと推察される。

図－3.1 ボイド内占用物の位置と床版下面のひび割れ発生状況（A橋）
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表－3.2 ボイド内が滞水状態で発生する鉄筋の応力度
ケース

応力度

位置
A橋

常時
（死荷重＋活荷
重）

死荷重時

許容応力度(SI 単位換算)
B橋

備 考

S39 鋼道示

H14 道示

支間中央

165N/mm2

170N/mm2

180N/mm2

180N/mm2

滞水有り

中間支点

2

2

2

2

滞水有り

170N/mm

174N/mm

180N/mm

180N/mm

－

100N/mm2

滞水有り

－

2

滞水有り

上
支間中央

97N/mm2

109N/mm2

中間支点

2

2

127N/mm

138N/mm

100N/mm

上

図－3.2 ボイド内滞水と発生する曲げ応力のイメージ（A橋）

４. 補修・補強対策
４．１ ひび割れ対策
当該橋梁は，死荷重時に鉄筋応力が超過する状況にあり，現行基準では既存不適格となる。し
かし，当該橋梁においては，以下の理由から建設当初（S39 鋼道示）の性能まで回復させること
を目的としたひび割れ補修及び剥落対策に留めることとした。
・ 当該橋梁は，緊急輸送路及び物流指定路線に指定されており，また，近傍に迂回機能を有す
る路線がないことから，長期間に渡る交通規制を伴う鋼板接着などの耐荷力補強は社会的影
響が大きく現実的ではない。
・ 当該橋梁の間に並行して，市町村合併支援道路事業が概ね 10 年後の完成を目指して整備を進
めており，並行路線の整備完了後に耐荷力補強を実施する方が現実的である。
・ 桁下の東北道についても，緊急輸送路に指定されている事に加え，各種料金割引を導入し物
流の効率化を支援しており，地域の競争力を確保する観点からも，必要最小限の交通規制で
対策を実施する必要がある。
なお，表－4.1 のようにコンクリート標準示方書[3]に基づくひび割れ照査を実施し，ひび割れ
が限界状態に達しないよう，床版防水層を設置した。それとともに，予防的対策として，表面の
遮水処理を兼ねた剥落対策工によって腐食環境の改善を行った。
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表－4.1 対策前後でのひび割れ幅の照査結果

※中間支点上では橋面防水層無しの場合「特に厳しい腐食環境」として許容ひび割れ幅を設定した
※対策前の死荷重時のみボイド内滞水を考慮した
※ひび割れ幅は実測した被りに基づき算出した

４．２ ボイド内滞水対策
ボイド内の滞水については，当該橋梁区間のみが地下埋設となっており，マンホール内を確認
したところ，写真－4.1 のように満水状態となっていた。このため，当該橋梁の起・終点にある
マンホールが満水となり行き場を失ったため，床版内にある管路の接続部から漏水したものと考
えられた。
これらを踏まえ，ボイド内の水抜き対策とともに，各占用物管理者にマンホール内の排水及び
管路への止水栓等を設置させるともに，管理体制の強化を図るよう求めた(写真－4.2，写真－4.3)。
加えて，床版内占用物の撤去も含め，占用のあり方及び再発防止について検討を重ねている。

写真－4.1 マンホールの
滞水状況

写真－4.2 止水栓

写真－4.3 止水栓等設置状況

４．３ ピボット支承の腐食対策
ロッキングピア支承の腐食対策は，腐食による減耗の少ない A 橋については，亜鉛溶射を採用
することとし，腐食により，下沓のアンカーボルトの付着力に懸念がある B 橋については，写真
－4.4 のように支承交換を行うこととした。なお，支承交換にあたっては，東北道の建築限界に
より作業が制約されることから，施工計画の検討に加え，NEXCO への委託工事のための手続き
等により，通常の補修工事よりも着手までに時間を要することから，万が一，地震が発生した場
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合に備えて，写真－4.5 のように橋脚に傾斜計を設置し，モニタリングを実施した。
また，支承交換工事については，OV 近傍で大型車に対応できる迂回路が設定困難であったこ
とから，補修工事に伴う社会的な影響を最小限するため，OV 上を交通開放しながら支承交換を
行うこととした。施工は，東北道本線上から上下線の追越し車線規制内で，ベントを設置した後，
橋脚の台座コンクリートをはつり，上部支承と一体なった鋼製柱をクレーンにより交換し，下部
支承の下沓の高さを調整後に台座コンクリートとの隙間に無収縮モルタルを施工した。当該支承
の腐食対策工法について，図－4.1 のように支承 6 基の 50 年間の LCC 比較を行ったところ，金
属溶射工が塗装仕様よりも割安であった。

写真－4.4 支承交換状況

写真－4.5 傾斜計設置状況

図－4.1 高速道路中央分離帯上の支承のLCC（6基分）
５． 求められる道路管理者間の連携強化
これら OV の長寿命化対策の検討過程において，床版からの異常出水や橋脚下部支承の腐食に
よって，NEXCO 東日本と福島県が支社や県庁も交えた合同現地検討会や OV の対応について会
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議を開催した(写真－5.1)。
このような OV の維持管理における道路管理者間の緊密な連携・情報共有は，社会資本の高齢
化時代を迎え，ますますその意義が深まっている。特に，市区町村に着目すれば，長寿命化修繕
計画策定への国の財政的支援によって，橋梁点検実施率は，10％程度（H19）から 62%（H22）
へ大幅に上昇したが，
設置条件が厳しい OV にあっては，
今後の継続的な取り組みが重要となる。
加えて，年数の経過とともに OV からの剥落事故が増加することが懸念され，高速道路保全の観
点からも OV の予防保全対策は逼迫した課題となりうる状況にあるため，長寿命化対策を取り組
むうえで NEXCO と地方自治体が緊密に連携することは，両者にとって，財源の効率的運用とと
もに，各管理者の立場からも非常にメリットが大きいと考える。
これらのことも踏まえ，今回の補修事例が，同形式の OV を管理する地方自治体で長寿命化対
策の一助となれば幸いであると考える。

写真－5.1 NEXCOと福島県の合同現地検討会

６． おわりに
当該橋梁の調査・補修にあたり，NEXCO 東日本郡山管理事務所の全面的な支援のもと，円滑
に事業が運び，A 橋においては委託工事も含め，平成１９年度中に長寿命化対策を完了すること
ができた。なお，残る OV の詳細点検・長寿命化対策についても，当該区間のみならず栃木県境
～宮城県境間にある県管理 OV についても，NEXCO 東日本東北支社及び関東支社の協力・支援
の下，福島県として順次展開している。
最後に，NEXCO 東日本東北支社，郡山管理事務所及び関連企業の皆様に，この場を借りて感
謝の意を表したい。
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