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On the Beam Fatigue Test of a Deteriorated

Reinforced Concrete Bridge

by
Takeshi OSHIRO, Sumio HAMADA,
Hirotoshi NARISOKO and Yasunori ARIZUMI
Summary

Most of RC bridges in Okinawa Prefecture have been constructed near the
shore and deterioration of concrete due to rust of reinforcing bars becomes
serious. Several investigations such as surface observations, truck loading tests
and bending failure tests of main beams have been performed. These are mainly
for static and fatigue behavior of a beam becomes important for the consideration of durability. Generally, fatigue strength of materials such as concrete
and reinforcing bars is the major factor in determination of strength of a beam
and fatigue behavior of the beam has not been seriously studied. However, it is
considered as important since significant deterioration has been observed
recently.
Two beams tested here were cut of a deteriorated bridge and the appearance showed spalls of concrete on surface. Apparent losses in cross section of
bars and bond stress were observed.
This paper presents the results of fatigue test subjected to repeated loads
where increasing rates of deflection, strain of bars and crack width and
effectiveness of bond stress were carefully investigated.
The immediate conclusions are as follows:
(1) The significant reduction of bending rigidity and increase of crack width
were not observed after repeated load, but residual deflection, strain and
crack width were not negligible.
(2) Sudden failure of test beams occured due to brittle failure of a reinforcing
bar, which could be explained as the overstressing of a particular bar as
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１．まえがき

沖繩県内の鉄筋コンクリート橋は，そのほとんどが
海岸線に位置して，高温多湿の気象条件下で常に海水
の影響（塩害）を受けている。しかも細骨材として海
砂を使用してきた。これらの原因および施工上の問題

もあり，県内の鉄筋コンクリート橋の老朽化は他府県
のに比べ著しい｡')-`)これらの橋梁は主として戦後米
軍により設計施工されたもので，復帰時にその資料等

の十分な移管がなされていないため，沖繩県下におけ
る橋梁調査はかなり行われている。主な調査内容は外

観調査,実橋耐力試験,および主桁破壊試験であるｔ８）

写真－１炭焼橋の全景

壺

我国では他に同様な調査および破壊試験は多く行われ

ている9k'0)しかし，これらの試験は主として静的なも

のであり，既設橋梁の主桁の疲労試験は皆無と思われ
る。一般に鉄筋コンクリートの曲げ疲労強度はコンク
リートおよび鉄筋の疲労強度より定まり、気象条件に
よる劣化が著しくない限り，コンクリートが問題にな
ることはないと考えられている。

この研究では，昭和25年頃沖繩県l国頭郡東村に架設
され，塩害を受けやすい海岸近くに位置し，コンクリ

ートの剥落がかなり見られた（写真１，２）老朽橋の
主桁２本を切り取って来て，琉球大学の構造実験室で
疲労試験を行った。上限荷重として設計荷重（10ton）

写真－２第２スパン（供試体Ａ，Ｂ）

を200万回，さらにその1.4倍を100万回（供試体Ａ)，
または200万回(供試体Ｂ)，その後1.8倍の荷重を破壊

２．２実験供試体

するまで繰返した。この実験で特に注目したのは，た

実験供試体は図－１に示す炭焼橋より切り取った。

わみ，鉄筋応力，およびひびわれ幅の増加過程と，コ

この橋梁は３径間の単純鉄筋コンクリートＴ桁橋で，

ンクリートの剥落増進によるコンクリートと鉄筋の付

架設年代よりＡＡＳＨＯ示方書のH20-44で設計され

着の有効性の問題等である。

たものと考えられる｡実橋のフランジ幅は140cmである

が,試験機の荷重容量を考えて，フランジ幅は55ｃｍに
２．実験方法

２．１実験の種類

実橋より主桁２本を切り取り，琉球大学の構造実験
室に搬入して，この２本の主桁に対して初期ひびわれ
外観調査，曲げ疲労試験を行い，さらに主鉄筋を抜き
取り材料試験を行っている。

した。実橋のスパンは5,30ｃｍと考えられるが，切り
出しの状想から，供試体のスパンは５ｍとした。また

支点附近の破損している箇所をモルタルで形成して支
承にした。供試体の諸元を図－２に示す。
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図－２供試体の諸元

２．３載荷方法

載荷試験機は，写真－３に示すように荷重容量２０
tｏｎの油圧サーボ式疲労試験機(マルイ試験機製)であ

４，６，８，１０tｏｎを順次，上限荷重14tｏｎおよびl8ton

時には４ｔｏｎを省いて，０，６，１０，１２，１４tｏｎおよび
０，６，１０，１２，１４，１８tｏｎを順次載荷した。

る。Ａ,Ｂ両桁ともスパンＬ＝５ｍとし，載荷点はスパ

静的試験の初期荷重をlOtonとしたのは，炭焼橋の

ン中央とし，一点集中載荷とした。載荷点はショーポ

設計荷重が10tｏｎと推定されたからである。本橋の設

ンド101で均し，その上に20×20×３ｃｍの鋼板を置い

計にＡＡＳＨＯ示方書が適用されているならば,活荷重

た。繰返し回数，繰返し速度および繰返し荷重の上，

は－後輪当り８ｔｏｎであり，衝撃を考えると約10tｏｎ

下限の大きさを表－１に示す。

静的試験における荷重は上限荷重lOtonの時，０，

となるが，これは，主桁上に後輪が載った場合である。
当時の設計書等が現存していないが，炭焼橋が昭和2５
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表－１繰返回数，速度および荷重
供試体

繰返し回数，荷重の範囲及び周期

供試体Ａ

繰返し回数 万回

供試体Ｂ

やlpl数 万回
繰返し回数

繰返し荷重

ｔ

繰返し速度

ＨＺ

繰返し荷重

ｔ

繰返し速度

ＨＺ

０２００
0-200

２００３００
200-300

３００３０６
300-306

３０６０：
306-398

5－１０

5－１４

１２－１８
1２－１８

７４－１８
７．４－１８

１５２０
1．５－２０

０８
０．８３

０．５

0.8

２００
0-200

２００４００
200-400

４００－４３６
400-436

4－１０

５．→１４

７．６－１８
7．６－１８

2.8

2.2

0．９６

12,新興通信工業製）を貼り付けた。
（ﾛ）コンクリートひずみの測定

供試体中央部のフランジ上面に５枚，ウェブには図
－３に示す位置に７枚，コンクリート表面をグライン

ダーで均し，コーティング剤（アラルダイト，チバガ
ィギィー社製）を塗り，１日乾燥された後，ひずみゲ
ージ（Ｓ160,新興通信工業社製）を貼り付けた。Ａ桁
はそのままで，Ｂ桁ではその上にさらにコーティング

剤Ｎ１（東京測器研究所製）を塗った。
以上のゲージおよびダミーゲージをスイッチボック

写真－３供試体Ａ
年頃の架設であり，その当時の沖繩県の事情から考え

ス（7502,新興通信工業社製)，静ひずみ計（SM60B，共和電気社製）に接続して測定した。

て，Ｈ20-44荷重で設計されたと考えられるので，初

ｃ）ひびわれ測定

期荷重として10tｏｎ荷重を採用した。

ひびわれは，主として，コンタクトゲージ（精度1／

２．４測定方法

静的載荷試験は，各々の繰返し載荷試験開始時およ

1000ｍｍ)を用いて測定した。Ａ桁では鋼球を桁下面よ

り10ｃｍの位置に，桁中央から左右50cmの範囲に１０cｍ

び繰返し荷重によりそれぞれ異なるが，６～48万回に

－度行った。図－３および写真－３に示す測定位置に
おいて，たわみ，ひずみおよびひびわれ幅の測定を行
った。

ａ）たわみ測定

図－３に示す位置に，マグネットスタンドを用いて

ダイヤルゲージ（精度1/100，三豊製）を設置し，各荷
重段階のたわみを測定した。
ｂ）ひずみ測定

土&ﾀﾞｲｱﾙｹﾞｰﾝ
ひずみゲージ

（ｲ）主鉄筋のひずみ測定

各供試体のスパン中央の下段主鉄筋３本とＡ桁で
は上段の端主鉄筋１本はかぶり部分のコンクリートが
剥落していたので主鉄筋表面をみがき，Ｂ桁において
は上段部でコンクリートが付着していたので中央より

30ｃｍずらせた箇所のコンクリートを'よつり，主鉄筋
を露出させてみがき，ひずみゲージ（Ｂ－ＦＡＥ－４－

図－３測定位置
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間隔で設置した。またＢ桁では１０ｃｍの位置にコンク

表－３より，支点側の鉄筋はコンクリート中にあっ

リートの剥落していた箇所が存在していたので，桁下

たため断面欠損率は小さく，スパン中央部ではコンク

面より15ｃｍの位置に,桁中央から１ｍの範囲に１０ｃｍ

リートの剥落が大きく，鉄筋の一部またはそのほとん

間隔で設置して測定した。Ａ桁では拡大鏡も併用して

どが空気中に露出していたため，その部分では，一応

ひびわれ幅を測定した。

に断面欠損率が大きくなっていることがわかる。また，
データより得られた最大断面欠損率は390％である。

３実験結果および考察

３．２ひずみ

３．１材料試験

ａ）鉄筋ひずみ`性状

疲労試験済みの供試体から主鉄筋を取り出し材料試

曲げモーメントとスパン中央の主鉄筋ひずみの関係

験を行った。

を図－４に示す。鉄筋は下段鉄筋のうち，付着が十分

主鉄筋はめ25mmの異形鉄筋であるが，ＪＩＳ規格２号

有効に働いていると考えられるものを選んで平均した。

試験片に断面加工をして引張試験を行った。その結果，

図中，一点破線は全断面有効な場合，点線は引張り側

降伏応力は3887kg/clif(４本平均)，引張強度は6145kg／

コンクリート無視の場合の理論値を示す。初期段階で

cm2（４本平均)であった。それより鋼種はSD30の異形

は，引張り側コンクリート無視の場合の理論値とほぼ

表－２材料試験結果（鉄筋）
２３４５６７８９１０

＝－－－－丁￣

トー５０－ョ

トー且旦司

供試体番号

ぴⅢ（破壊応力，ｋg／cnf）

ぴｙ（降伏応力，ｋg／cm2）

１

二コ

６２２７

３８９９

Ｍｅａｎ
３８７６

Ｍｅａｎ
６１４５

６１２９

２

３８４８

1１

３９０２

６１４９

10

３８５５

６０７８

表－３鉄筋断面積及び欠損率

２５４５６７Ｂｇｐｌｌｌ２

供試体番号

１

２

３

４

５

６

７

８
■

９

1１
1２
１０１１１２
１０

3．７４
４．２７
4．６１
5．０３
3．０９
４．１１
3．９１
４．６６
3．７２
4．８３
4．２０
4.97.
,１１貝４９７４８３４２(）４６６３７２４１１３９１３０９３７４４２７４６１５０３
実断面積
０７
9.0
2２．８
39.0
2６．４
1５．７
1８．９
８．１
2６．６
17.1
‐１９４７１７１８１２６６１８９２２８３９０２６４１５７９００７
４．７
Ｌ９
欠損率

鉄筋と推定される。

なお各供試体の引張強度及び降伏応力を表－２に示
す。

また，材料試験で抜き取った鉄筋断面の欠損率を，

一致しているが，繰返し荷重回数が増すに従い－部，
鉄筋とコンクリートの付着が有効に働かなくなり，し
だいにひずみが大きくなっていくことがわかる。

主鉄筋の弾性および残留ひずみ，繰返し回数，上限

表－３に示す様に50cmの長さに切断して，表面の錆を

荷重との関係を図－５に示す。供試体Ａ，Ｂともに，

落し，それぞれの断面を方眼紙に写して断面積を測定

繰返し回数の増加に伴い，弾性および残留ひずみとも

した。各供試体の位置及び鉄筋の断面積と欠損率を表

に増加していることがわかる。特に上限荷重がl8ton

－３に示す。

時には弾'性および残留ひずみとも急増している｡400万
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図－７はl()to、載荷における残留ひずみを含むひず

22.5
tｍ

みと繰返し'１１１数の関係を示す。供試体Ａのひずみは初

期の段|精では小さいが，300万回付近で，供試体Ｂを上

17.5

回っている。これは繰返し荷重を供体Ａの場合，供試
12.5

体Ｂ

体Ｂとは異なl〕，l4tollから18t()、に，300万|且Ｉの時｣Z
げたためと恩ｵ)れる゜また供試体Ｂで400万回付近で，

曲げモーメント

ひずみが急に増えたのはl4ton荷重を200万回繰返し

ている問に，かなり疲労が進み，l8ton荷重に耐えられ
なくなったためと思われる。供試体Ｂではひずみと繰

3７１３８５

２２． ５

返し｢'１数との関係はほぼ一定の勾配であるが，供試体

ｔ、

Ａでは，繰返し回数の増加とともに，ひずみは徐々に

1Z ５

供試体Ａ

大きくなってきている。このことは，供試体Ａの_上段

の一本の主鉄筋に，初期の段階からフックの付着が

1２ ５
●

悪くなっている状態が存在するためである。供試体Ｂ

では4()()万''1付近で急にフックがはずｵしたため生じた
ものと思われる（写真－３１，３２，３３，３４)。
0０８００１２００１６００ＺＵＵＵ
４００８００１２００１６００

鉄筋ひずみ

z暇o`）

図－４曲げモーメントと鉄筋ひずみの関係

７００

ロ■

(ｘｌｄ`）

（スパン中央）

iliiWtひ￣

明出来る様に，理論値と実験値とには大差は見られな

い。供試体Ｂでは，残留ひずみも大きく，繰返し回数

／理論値と繰返し回数との関係を示す。ひずみの

０

ひずみ比

８６

００

し，供試体Ｂのひずみ比は大きく，繰返し回数150万回

－－

(、＝ｌ()）

８t。、

lOton載荷重時の鉄筋のひずみと繰返し回数

1．２

図－６に載荷荷重10tonのときのひずみ比（実験値

万回を越える頃から，１．０を上回っている。それに対

〆

flR論１１｢Ｉ

の関係

値のほぼ84％以上である。

近く，供試体Ａのひずみ比は小さく，繰回し回数が300

〆

ZJJZSTL

図－５

を上回るのは300万回前後であり，それまでの値は理論

値は引張り側コンクリート無視の場合の理論値に

〆

（xlO.）

200万回以内で，実験値は理論値に達しているが，一

方，供試体Ａは残留ひずみも小さく，実験値が理論値

ｱﾆﾆﾖﾆ

グ

△０

200

－－－

グ

上限荷重

４

の和は，降伏ひずみを下回っている。図－５における

理論値は、＝１０として求めたものである。同図から判

⑪

および材料試験の結果から，弾性ひずみと残留ひずみ

鉄筋ひずみ

このひびわれが閉じなくなったためであろう。図－５

(供試体13）

__=－－－－－-'-－－－－－

６００

回以後供試体Ｂの残留ひずみにおいて，顕著な増加が

見られるが，それは特にひびわｵし幅が大きくなり始め，

Ｗﾋト

0.4

,､in毒H二二三二輪Hi:Ⅶ
供試体Ｂ，,ニイ

￣

全断面有効の理論値

前後で１０を越し，400万回付近ではひずみ比は，126
にも達してかなり大きい。

載荷繰返し荷重の増加にしたがって，コンクリート

の剥落が進み，コンクリートと鉄筋の付着が小さくな
り，各鉄筋の応力にバラツキが生じ，ひずみ比が大き
くなったものと思われる。

０２

１００２００３００４Ｍo`）
繰返し回数（×104回）

図－６１０ton載荷重時の繰返し回数とひずみ比（実
験値/理論値)の関係
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いひずみ（残留ひずみを含む

⑩ｊ“血四即翅皿
沿が１１１

lｂ

6３

(よ，全く付着が働かなくなっている。供試体Ａ，Ｂと
もにＲｌは，除々に低下しているが，それは繰返し回数

の増加とともにコンクリートの剥落が除々に進み，付

着が低下したものと考えられる。300万回付近から，Ａ

－－－－欝診一一

の方がＢより低下が大きいのは，供試体Ａのコンクリ
ートの剥落がＢより早く進行したためと考えられる。
供試体ＢのＲ２は，200万回付近で急に低下しているが，

それは供試体Ａ同様，付着の低下によるものと考えら

れる。このような現象は静的破壊試験には見られず，

200

100

２００

３００

繰返し回数（回）

４W,｡`）

図－７１０ton載荷重時のひずみ（残留含む）と繰返し

図－８に繰返し回数の増加に伴う，付着の不十分な

鉄筋と十分な付着をもつ鉄筋のひずみ比の変化を示す。

lil二iii謹臺fsf=
供試体Ａの破断した鉄筋

の鉄筋ひずみ

回数の関係

図中Ｒｌは下段鉄筋のコンクリートが剥落して,付着が
かなり低下した鉄筋のひずみ比であり，Ｒ２は上段のフ

1０

ック継手を持つ主鉄筋のひずみ比である。供試体Ａの

１００２００３００４冊）

Ｒ２は数万回で急激に低下し，その後，ゆるやかに上昇

繰返し回数（回）

し，200万回付近で再び急激に低下している。これは，

最初に継手部分のコンクリートが剥落するが，その後、

図－９十分付着している鉄筋のl0ton時のひずみと
繰返し回数の関係

フック継手が，フック内面のコンクリートのみぞに一

時的にひっかかり，いくらか上昇する｡，200万回付近
で急に低下したのは，ウェブ側面のコンクリートが剥
落し，またフック内部のみぞがゆるみ，300万回付近で
1500
⑪ 10`）
０８

〆

〆

〆

〆

〆

〆

ググヘ

{Ｉ［1剪託、丞ＩＰＩ
］PＷ

４

０

ひずみ比

鉄筋ひずみ

６

０

1000

500

0.2

100２０o

繰返し回数（回）

300

４００

(xlO`）

図－８付着十分な鉄筋と不十分な鉄筋のひずみ比と
繰返し回数の関係

｢筋が---665戸－７６５－－５６０－－５t丁司565-

1100

（xlO6m）
たわみ

図－１０鉄筋ひずみとたわみの関係

老朽ＲＣ橋（炭焼橋）の桁疲労試験について

6４

疲労試験特有のものと考えられよう。

図－９は,l0ton載荷における付着の良い鉄筋で,破
、上限荷重

った方より低い値が得られた。このことは鉄筋個有の

(xｌ

ひずみ

が破断しなかった鉄筋の．ひずみを上回っているが，一
方供試体Ａは逆に破断した鉄筋のひずみが破断しなか

３４０

断した鉄筋および破断しなかった鉄筋のひずみと繰返
し回数との関係を示す。供試体Ｂは破断した鉄筋の方

ｏｎﾛ守のひずみ(田

ODIlOton時のひず。
2Ｊ、すみ化

組織敏感性，発錆の状況，き裂等によるものと考えら
れる。

図－１０は鉄筋ひずみとたわみの関係を示しているが，

ＪＵ３０Ｃ

ほぼ比例的な関係にある。
ｂ）コンクリートのひずみ

（xf0`〉

繰返し回数（回）

図－１１コンクリートのひずみと繰返し回数の関係

載荷重10tｏｎの時のひずみ(残留ひずみを含まず)及

び残留ひずみと繰返し回数との関係を図-11に示す。

し回数の増加に伴い，l0ton載荷重によるひずみは増

加の傾向を示している。供試体Ｂの方が,供試体Ａよ
りその変化が大きい。このような現象は，l0ton載荷時

の鉄筋ひずみと繰返し回数（図－５）にも見られる。
一方，供試体Ｂにおける残留ひずみは，繰返し回数と

ともに増加し，400万回頃から急に大きくなっている。
これは,上限荷重をl8tonにしたため,引張り鉄筋の付

着が悪く，供試体のたわみが大きくなり，フランジ上
面のコンクリートを圧縮したものと考えられる。
図-12はコンクリート上面のひずみ比(実験値/理論

０８６４２

見られないが,上限荷重を18tｏｎに上げてからは,繰返

｜ひずみ比．

の増加しても，l0ton載荷時のひずみにそれ程変化は

１００００

Ａ,Ｂ供試体とも上限荷重14tｏｎの時まで,繰返し回数

旺ﾈ曰‘
引張りコンクリート無視の理論値

■'￣●￣e

Ｐ

･－－－－－－－■－－－．－←

供試体Ｂ

ノ

リ

ノ

ー』

、■■

１００ＺＯＯ３００

繰返し回数（回）

400

（xlO`）

図－１２コンクリートのひずみ比（実験値/理論値）と

繰返し回数の関係
３－３たわみ

値)と繰返し回数との関係を示す。理論値は，、＝10と

荷重とスパン中央のたわみの関係を図－１３に示す。

して求めたもので，全断面有効および引張り側コンク

ほとんど直線で，弾'性域にあり，各回ともに匂配はほ

リート無視の場合である。Ａ,Ｂ供試体とも引張り側コ

とんど変化していない。しかし，繰返し回数とともに

ンクリート無視の理論値より，全断面有効な場合の理
論値に近い。供試体Ａは全断面有効の理論値より小さ

残留たわみがかなり増加していることがわかる。図中
に全断面有効および引張り側コンクリート無視の場合

く８２％，引張り側コンクリート無視の場合の理論値の

の理論値を示した。供試体Ａ，Ｂとも引張り側コンク

62％で，繰返し回数の増加による変化はほとんど見ら

リート無視の場合の理論値に近い。つまり，引張り側

れない。300万回を越えてから徐々に増加し，約360万

コンクリートはほとんど働いていない様に考えられる。

回で全断面有効の理論値を上回る。一方供試体Ｂでは

図-14はl0ton載荷時のたわみおよび残留たわみと繰

100万回頃まで,全断面有効の理論値の74％前後でほと

んど変化は見られないが，その後約400万回まで，わず

返し回数の関係を示している。一般に桁のたわみは桁
の剛性に左右されるので，この図のl0ton載荷時のた

かに増加の傾向を示し，約400万回から急増して１００％

わみから供試体の剛性の変化を見ることができる。供

を越える。これは床版内の計算にいれなかった鉄筋が

試体Ａ，Ｂともに200万回までは，たわみはほぼ一定し

有効に働いたためと思われる。

て，剛性の低下は見られない。繰返し荷重を増加させ
た200万回から徐々に増加して，300万回までは両供試
体ともほとんど同じ性状を示している。供試体Ａは
300万回でたわみが急に増加しているが、これは300万

琉球大学工学部紀要第22号，1981年
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回で繰返し荷重を増加させたため，ひびわれの増大に

諭値を上回っているのは，両供試体とも引張り側コン

より剛性の低下をもたらしたためと考えられる。供試

クリートの剥落が激しく，下段主鉄筋のコンクリート

体Ｂにおいては，繰返し荷重を増加した400万回を越

の付着の低下したことによるものと考えられる。

えても剛性の低下は見られない。一方残留たわみは繰
返し回数とともに徐々に増加していて，繰返し荷重を

６００

６(１０，）

l8tonにしたとき，すなわち，供試体Ａにおいては300

５００

万回，供試体Ｂでは400万回で残留たわみは急上昇し

ている。特に供試体Ｂの場合の増加は著しい。
残留たわみと残留ひびわれ幅の増加の傾|可は同じ性
状を示している。図-14の供試体Ａの残闇たわみは

た４００

わ

み３OO

InlII

200

200万回および300万回において急増の傾向を示し，ま
た,図-16の供試体の残留ひびわれ1幅も2()0万回および

100

300万回で同様な傾向を示している。供試体Ｂにおい

ても，残留たわみおよび残留ひびわれ幅ともに，２()0万
回から徐々に増加し,400万回においては急激に上昇し

（xlO．）

繰i区し回数（回）

図－１４１０ton載荷時のたわみおよび残留たわみと繰

ている。このことから，上限荷重を増加しと際にひび

返し回数の関係

われ幅が大きくなり，たわみが大きくなったものと考
えられる。図-15に14tｏｎ荷重を載荷したときのたわ

みと繰返し回数との関係を示す｡Ａ,Ｂ両供試体におい

わみも急に大きくなっている。また，理論値と比較す
ると，両供試体とも100％を越えていて，破壊直前では

巾たわみ、

ても，上限荷重が一定な場合には，たわみも一定の割

合で徐々に増加し，＿上限荷重を大きくした場合は，た

ｌＸ

エ四

机

実験値が理論値の140％以上となっている｡実験値が理
１８

０

(1)

２００３００499,0`）
繰返し回数（回）

1４

図－１５１４ton載荷時のたわみと繰返し回数の関係
１０

３－４ひびわれ幅

１０tｏｎ載荷時のひびわれ幅および残留ひびわれ幅と

荷

繰返し回数との関係を図-16に示す。図中に示されて
いるひびわれ幅は，発生したひびわれの中で最も大き

重

いひびわれ幅を表わしている。上限荷重lOton時では，

Ｉ

１ｔ１

８Ｊ４

3０６３８５

Ａ，Ｂ両供試体ともひびわれ幅および残留ひびわれ幅

は繰返し回数が増加してもほとんど変らず，一定値と
なっている。このことから弾`性域内にあるものと考え

1０
’

試体Ａ

られる。すなわち，載荷重を除去することにより元の

状態に房り，残留ひびわれ幅が小さい。なおひびわれ
幅は約０１ｍｍ程度で，破壊直前においても０．１５ｍｍ
であまり大きくない。また供試体Ａ，Ｂとも上限荷重

▲■

２００

６００１０００１４CR1CPCm）

たわみ

図一,３荷重とたわみ（スパン中央)の関係

を14tｏｎに上げた時ひびわれ幅が除々に大きくなって

いて，各供試体上限荷重における増加の傾向はほぼ同
じである。一方，残留ひびわれ幅は繰返し回数の増加

老朽ＲＣ橋（炭焼橋）の桁疲労試験について

6６

とともに増加し，供試体Ａ，Ｂともに上限荷重を増加
させると残留ひびわれ幅の増加の割合も大きくなって

３．５ひびわれ

供試体Ａは398万回，Ｂは436万回で，それぞれ破壊

いる。なお上限荷重をl8tonに上げた時,残留ひびわれ

しているが，破壊に至るまでのひびわれの進展の様子

幅は急激に増加し，１０fbn載荷時のひびわれ幅を上回

を図－１８，１９および写真－４～35に示す。

り，特に，供試体Ｂの残留ひびわれ幅の増加は著しく

(1)供試体Ａ

0.7111mを越えている。これは，上限荷重を18tｏｎに上げ

供試体Ａにおいては10tｏｎの繰返し荷重を200万回，

たとき，一部の主鉄筋の付着が低下し，主鉄筋に引張

その1.4倍の荷重を１００万回，1.8倍の荷重を100万回載

り応力がほとんど作用しなくなったためであろう。図

荷させた。載荷前の供試体のスパン中央およびスパン

-17に鉄筋ひずみと最大ひびわれ幅の関係を示す。こ

全体における両側面の状態を写真－４～７に示す。フ

のときの最大ひびわれ幅は残留ひびわれ幅も含めてい

ック継手の見られるのは側面Ａ－２である。最初のひ

る。この図から供試体Ａ，Ｂともにほぼ直線的な関係

びわれは，繰返し回数０回において行った静的試験で

となっている。

lOton荷重を載荷させ際に発生した。発生した位置は

スパン中央附近である。写真－８，９に44万回後の状
態を示す。最初に発生したひびわれは，４４万回におい

０．７

■

４０

上限載荷重

舜
０

ひびわれ幅鰄

０

=’二とL二二竺竺二二≧:ﾆﾆﾆ

8tｏｎ

ひびわれ幅供試体ＢＰ－－－－．

残留ひびわれ幅供i試体Ｂ，〆’
＞－－－－－－－－－－－－．．－－－－---グ

てはハンチ内まで達している｡写真一10に334万回にお
けるフックの付着の状況を示す。フックのコンクリー
ト面からのな』'しはこのときすでに見られた。ひび

われは200万回までは変化していないが,繰返し荷重を
l8tonに哨加すると同時にひびわれが新しく発生して

おり，３()6ﾉﾌﾞ回では床版の下面部まで伸びている。この
供試体は約398刀lu1で破壊した。このときの状態を写真

/砿馴…i'し蝿快談'f>／
１００２００３００４００

（xiO､）

繰返し回数（lLI1）

図－１６１０ton載荷時のひびわれ幅および残留ひびわ

－１１，１２に示す。スパン中央のひびわれが大きく開い
ており床版まで達している。写真-13に示してあるの

は，破断した下段鉄筋の様子である。写真からもわか
るように今くくびれがなく疲労による脆'性破壊と考え

れ幅と繰返し回数の関係

られる。ｲﾉﾉ:真一14に示してあるのは破壊時のフックの

状態でコンクリート面から離れて，継手の効果がない。
●

おOO

●●

b10F6）

●

(2)供試体Ｂ

供試体Ｂにおいても供試体Ａと同様に両側面（Ｂ－

●

･

ｌおよびＢ－２）およびフックの設けられている部分

●

●

｡

、

２

の付着の状態を主に観察した。まず，ひびわれ幅測定

●

状態を写真-15に示す｡200万回のときの写真-16をみ

●

●

ると，ひびわｵし1幅測定用のコンタクトゲージN０，１２，

●

●

ｏｌＤｏｃ●●

麺

鉄筋ひずみ

用のコンタクトゲージを設置したｉｍにおける載荷前の

●

１３の間にひびわjLが発生している。こオしは20万回にお

いて発４１北，１８()ﾉﾌﾞ回では，ハンチのかなり11まで伸び

●

ている。このひびわれが最も大きいひびわれで，図－
●

ＣＯ

400

１９に示してあるのはこのひびわれである。300万LIld)(ﾉﾌﾞ：

真一17では，コンタクトゲージN012,13の間にあるひ

●

●

びわれは伸びていないが，他の部分にひびわれが多く

●
●

発生している｡2()0万回後にひびわれが多く発生してい
100２００

最大ひびわｵし幅

珊而 、）

図－１７鉄筋ひずみと最大ひびわれ幅の関係

るのは,2()0万回において繰返し荷重を増加させたため

と考えられる。400万回の写真-18を見てみると，
300～4()0万回の間に発生したひびわれは少なく，ひび
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［

図－１８ひびわれの進行状態（供試体Ａ）

写真－４供試体Ａ側面（Ａ

l）

写真一・６供試体Ａスパン中央側面（Ａ

写真－５供試体Ａ側面（Ａ－２）

l）

写真－７供試体Ａスパン中央側面（Ａ－２）

6７

老朽ＲＣ橋（炭焼橋）の桁疲労試験について

6８

写真－８供試体Ａ44万回のひびわれ状態（Ａ－２）

写真－９供試体Ａ44万回のひびわれ状態（Ａ－１）

蕊｝濁斑駕篭麓

i鍵i灘蕊蕊霧蕊

写真－１０フックの付着状況（334万回）

写真－１１供試体Ａひびわれ状態（306万回）

鵬ｒ卜倭Ｉ」
写真－１２供試体Ａひびわれ状態（306万回）

￣

写真－１４破壊時のフック状況（供試体Ａ）

写真－１３破断した鉄筋（供試体Ａ）
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われも余り伸びていない。しかし，420万回の写真－３３

ので，この面ではひびわれ幅の測定は行わなかった。

をみると，繰返し荷重をl8tonに増加した400万回後に

載荷前のスパン中央の状態を写真-22に示し,200万回

はひびわれが急に伸びていることがわかる。特にN０１２，

のときの写真-23と比較すると，ひびわれがわずかに

１３の間にあるひびわれは急激に伸びているし，ひびわ

発生していて，８８万回においてハンチ内に達している。

れ幅も増加していることがわかる。このときのひびわ

その後，このひびわれ幅は300万回(写真-24)，400万

れ幅は0.7ｍｍを越えている。下段鉄筋３本のうち中

回（写真-25）においてもわずかに伸びているだけで

央の鉄筋が切れて破壊したときの側面の状態を写真-

ある。400万回で繰返し荷重を18tｏｎに増加した後，こ

20,21に示す。さらに，コンタクトゲージを設置してい

のひびわれは急激に伸びて床版まで達している。写真

ない側面(Ｂ－２）の状態を観察した。写真-22からも

-26～27に破壊したときのひびわれと破断した鉄筋の

わかるように，この側面はコンクリートの剥落が激し

状態を示す。

く，コンタクトゲージが設置できる状態ではなかった

［
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図－１９ひびわれの進行状態（供試体Ｂ）

写真－１５側面Ｂ－１ひびわれ状態（載荷前）

写真－１６側面Ｂ－１ひびわれ状態（200万回）
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写真－１７側面Ｂ－１ひびわれ状態（300万回）

写真－１８側面Ｂ－１ひびわれ状態（400万回）

写真－１９側面Ｂ－１ひびわれ状態（420万回）

蓼／蔚曇iiiiiiii：

写真－２０側面Ｂ－１ひびわれ状態（破壊時）

写真－２１側面Ｂ－１ひびわれ状態（破壊時）

琉球大学工学部紀要第22号，1981年

写真－２２側面Ｂ－２ひびわれ状態（載荷前）

写真－２３側面Ｂ－２ひびわれ状態（200万回）

一難

写真－２４側面Ｂ－２ひびわれ状態（300万回）

写真－２５側面Ｂ－２ひびわれ状態（400万回）

写真－２６側面Ｂ－２ひびわれ状態（420万回）
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34に示してあるのは，破壊時の状態で，この供試体の

破壊した回数は436万回である。

蝋４．

ll1llilllim篝議llHjiliiiiili
写真－２７側面Ｂ－２ひびわれ状態（破壊時）

写真－２９供試体Ｂフックの付着状況（載荷前）

鰹f1iiii零m;iilii1

写真－２８破断した鉄筋（供試体Ｂ）
３．６フック継手部分の付着状況

いづれの供試体においても，フック継手部の付着効

写真－３０供試体Ｂフックの付着状況（300万回）

果が，供試体の剛性に大きく寄与している。従って，
繰返し回数ごとに付着の状態に注目した。写真-29に
載荷前の状態を示す。写真に示すように，この部分の
コンクリートの剥落は特に激しかった｡繰返し回数300

４〆((】

万回および400万回における状態を写真－３０，３１に示
す。200万回から400万回まではl4tonの繰返し荷重を

載荷しているが，このときまでは鉄筋の付着にほとん
ど変化は見られない。しかし411万回（写真-32）では

鉄筋の付着が低下していることがはっきりわかる。同
様のことは図－８からもわかる。残留たわみ，ひずみ
および残留ひびわれ幅の実験値は,いづれも411万回に

おいて急激に上昇している。なお，繰返し荷重は400万
回より18tｏｎに増加している。写真-33に420万回にお

ける状態を示す。この写真より，フッア継手部分の付
着効果がほとんど失われていることがわかる。写真一

写真－３１供試体Ｂフックの付着状況（400万回）

琉球大学｣二学部紀要第22号，’981112
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の剥脱が激しかった。また，鉄筋の発錆がコンクリー

Hiiiiiiiiiii

の剥離をはやめるljj〔|大|になっている。破壊に至るコン

クリートの剥落(ﾉ)状態を写:真一35に示す。鉄筋(/)破断
の状態を(ﾉﾌﾞ:頁－２８にノバしてあるが，この写真からもわ
かるように全くひびわれがなく疲労破壊によるものと

考えられる。

４．結論

これまで多くのＲＣ老朽橋の外観調査，実橋載荷試

験および静的破壊試験が行われたが，老朽橋の耐荷力

写真－３２供試体Ｂフックの付着状況（411万回）

については，イ<|ﾘ]なﾉﾊ(が多く，疲労試験を必要として

いた。この実験は数少ない供試体ではあるが，次のよ
うな結論が得られる。

(1)弾性たわみおよび鉄筋に対する剛性は，繰返しlIlI
数が噌加しても急に低卜することばない。

(2)残留たわみは繰返し''１１数とともに増加していて無
視できないほど大きく，特に上限荷重をl8tonにした
ときの増加は苫しい・
(3)残留たわみと残留ひびわれ幅の繰返し回数による

増加の傾ltUはほぼltilじ性状を示し，繰返し|回1数ととも

に残留ひびわｵしが琳加し，それに伴い残留たわみが大

写真－３３供試件Ｂフックの付着状況（420万回）

きくなっていることがわかる。

(4)ひずみおよびたわみの実験値は，いづれも；|張り
側コンクリート無視の理論値（、＝10）に近い。

(5)向供試体と6繰返し|回|数の増加とともに，ひびわ
れおよびたわみが墹加し，コンクリートの剥離によっ
て，鉄筋コンクリートの付着が低下し，一部の鉄筋が
作用しなくなり，他の鉄筋に負担がかかり，疲労して
破壊したものと考えられる。

謝辞：供試体は１１'１細県道路課の協力で，とりこわ
しの|際に搬出して頂いた。担当の吉末哲，大舛久嗣両
氏に深謝致します。また，この実験は橋梁研究室の卒

写真－３４供試体Ｂフックの付着状況（破壊時）

業研究の－机として行われ，安谷屋政弘，大石聴両君

を始め，研究室の学生猪君が実験の中心となった。各
３．７破壊状態

位の御協力に感謝致します。

これらの試験結果から，破壊に至るまでの過程は次
のように考えられる。いづれの供試体もひびわれが進
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