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Jrl[球大学理工学部紀要(工学篇)第14号， 1977年

沖縄県の老朽RC橋の曲げ破壊試験について

大城武* 浜田純夫村上間源蔵*** 上山秋雄村*

Bending Test of Deteriorated R.C. Bridge 

By 

Takeshi 0 SHIRO， Sumio H AMADA， Gengo UEMA and 

Akio UEYAMA 

Summary 

Deterioration of reinforced concrete bridges in use has become 

significant recently， and it is required to have full investigations on 

durability and serviceability of those bridges. Especially， these problems 

are urgent in Okinawa Prefecture， since most bridges are constructed 

along coastal area and reinforced bars are easily rusted under the 

influence of salt water. Therefore， the apparances show the worst 

condition， where cracks and spalls are observed due to expansion of 

reinforcing bars. Durability of those bridges has been estimated by 

external appearance only since there exist not enough materials. 

However， these estimations lack completely rational bases and it has 

been reguired to conduct some experimental analysis based on durability 

and material strength. 

New reserch program on durability of old reinforced concrete 

bridges is planned to investigate the problems mentioned above at Civil 

Engineering Reserch Center， Ministry of Construction，G.O.]. and this 

experimental reserch belongs to a part of the program. 

Yaka bridge was selected for this program， which was constructed 

on Rout 329 by U.S. Army in 1952. The apperance shows the typical 

mode of deterioration of R.C. bridges where rust on reinforcing bars 

results in cracks on covering concrete. Two main beams were cut out 

of the bridge during the reconstruction. Static bending test was performed 

on the test beams. The purpose of this test is to investigate general 

behavior during the bending test up to failure， and deflections and stresses 

are measured to compare with conventional reinforced concrete theory. 
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126 沖縄県の老朽RC橋の曲げ破壊試験について

It is conc1uded that the test beams behave elastically up to the design 

load and that the ultimate strength obtained from the test consist with 

the conventionaI theory， though one expected much reduction in capability 

from the appearance. 

There exist a few of this kind of tests and the results of this test 

wiII be usefuI for further investigation of deteriorated R.C. bridges. 

1. まえカずき 2本の主桁に対して (イ)初期ひびわれおよび外観調査，

(ロ)中性化試験を含めた材料試験， 付曲げ破壊試験を行

近年，供用中の鉄筋コ ンクリート 橋の老朽化が目立 う。

ち，供用度の検討が必要となっている。特に沖縄県下

のRC橋は地形上海岸に隣接 して架設されているもの 2.2 実験供献体

が多<，鉄筋の発錆による老朽化が著しく進行してい 2本の供試体を図ー 1に示すように主桁部分のみを

る。これらの橋梁の多くは米軍により架設されたもの カ y ターと砕岩機で切り 取る。設計時においては， RC

で¥ 日本復帰の際に設計資料の移管がなされていない。 T桁と しての計算が行われているが，試験機の都合で

したがって，これらの橋梁の耐カおよび鉄筋量等につ フランジ部を除いた供試体 とした。各供試体の一般寸

いては外観調査およ び推定でなされてきた。 法を図ー 2に示す。ただし断面寸法はカ学的に最も重

本橋は昭和29年に米軍により架設されたものである 要な位置と考えられる供試体支問中央部の断面から得

が，海岸に近く，塩による鉄筋の発鎖が著しし国道 た。

329号線の道路改良に伴い，架換え工事が行われるこ

とになった。 昭和50年度に沖縄県下で4橋の老朽橋の

耐力試験 1)が行われたが，この屋嘉橋もその一つで震

も惑い性状を示し，早期に架換えの必要な橋梁であっ

た。

この実験は架換え時に. 旧橋から実験供試体 として

2本の主桁を切り出 して行う破壊実験である。このよ

うな破壊試験の例は少な し昭和48年度に近畿地方建

設局で行なった例 2)がある。実橋の桁の破壊試験は既

設RC橋の断面性状，耐力等を把握し，老朽橋の耐力

に関する判断資料を得る貴重な実験と考えられる。 な

おこの実験は建設省土木研究所のコンクリー ト橋の耐

荷カに関する調査研究の一環として行うもので，これ

らのデータの総括は老朽橋の耐荷力に関する問題解明

の資料となる ように思われる。

2 .実験方法

2.1 実験の種類

実橋から図 1に示すように供試体AおよびBを切

り出し，屋嘉僑の所在地 (金武村屋嘉)から実験室

(琉球コンク リ- ~， 所在地西原村) に搬入して，この

2.3 材料試験結果

材料試験から得られた結果を表 1に示す。供試体

として用いた以外の桁を取 り壊 した際，主鉄筋を採取

して材料試験の供試休止した。主鉄筋は1-!-"(28mm) 

の異形矩形断面であるが，それを J1 S規格に義づい

て断面加工をして引張り試験を行った。

この試験結果lム 降伏応力 γ，yニ 2800kg/cm'，引張強

度σ，.= 4640 kg/ cm'，伸び率30%および弾性係数Es=

2.1XI0'kg/ωを示し た。材質は不明であるが，一応

S S 41相当の鋼材とみなすこ とができょう 。

コンク リー トの強度および弾性係数は前固め耐カ試

験l)のときに行った試験の結果をそのまま用いること

にする。供試体は直径10cmのもので床版から採取した。

表 1に示すょっに強度はおよ そ300kg/cm'，弾性係数

は3.13XI0'であった。
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128 沖縄県の老朽RC橋の曲げ破壊試験について

表-1 材料諸元

諸 7c 記 号 試験結果

コ 圧縮強度 (kg/cm') σCb 302 
ン

引張 11 ( 11 29.6 
クリ ト| 

σCl 

弾性係数( H Ec 3.13X10' 

鉄 降伏点応力度(11 ) σ5Y 2800 

破断応力度 ( 11 ) σ5U 4640 

筋 4単位係数( 11 ) E5 2.08XI0' 

2.4 中性化試験の結果

硬化したコ ンク リートは強いアルカリ性であるが，

長期間空気中にさらされるとコンクリートの水酸化石

灰は炭酸石灰となり除々に中性化されてゆく 。この中

性化は表面から除々に中に進んでゆく 。中性化が進む

と鉄筋の腐食が進むことになり ，部材の耐久性は損わ

れる。3) すでに報告したように 1)この橋梁は数多くの

ひびわれ，最1)離， 事，IjH見の著しいものであった。これは

鉄筋の腐食で鉄筋が膨張した結果と考えられる。

中性化試験には種々の方法があるが，フ ェノールフ

タレインを指示薬とするのが最も簡単である。この指

示薬の変色範囲はpH値が10以上であれば紫，それ以下

では白色となる。一方，鉄の発銘l.ipHi直が10を境にし

て始まると云われている。

この試験では中性化がどの程度進んでいるかを知る

ために，数箇所から供試体を採取して中性化の進行し

た深さを調べた。その結果を表ー 2に示す。この結果

によれば，桁上面ではアスフアルト舗装がされていな

いがほとんど中性化は進んでいない。一方，桁側面で

は最も深い所では 4.8cmも中性化が進行していた。ま

た側面ではおよそ 3cmでbあり ，スターラ ップには充分

到達している。ほとんど全部のスターラ ップが発錆し

ていたのはこの結果からもわかる。

表-2 中性化の深さ
単位:cm 

位置 L占 L占 中央(L!2) .1占 L占

6 3 3 6 
A 側面倒 2.2-3.0 0.4-2.9 0.6-3.0 1.6-2.6 0.9-1.8 

上面 0.2 。-0.15 。 0.1-0.7 。-0.2

桁 側面(晴 。ι-1.9 2.5 。-3.0 1.6-2.3 2.8-3.0 

B 側面倒 。-0.7 o. -0 0.9-2.0 1.5-2.8 1. 7-4.8 

上面 。-0.2 。 0.1-0.05 0.2 。-0.1

桁 側面(湖 。-1.5 0.4-2.3 0.6-1.5 0.1-0.7 0.6-2.4 

2.5 破壊試験の載荷装置および載荷方法

4在荷装II'!:としてIJii.E;j(コンクリートの50t 1:111げ試験機

(i炎口試験機)を使用した。支点距離は両供試体とも

にし=8.00mで，~主荷位置は中央苦[145cmHiJ隔の 2 点峨

荷とした。荷iTI.段階は35tまで 5tずつ.tl'lhnさせ，そ

の後は応力およびたわみを見て紋荷荷illを決めた。主総

荷状態を写点ー 1に示す。

写真一 1 裁荷状態

2.6 測定内容および測定位置

曲げ試験の各荷重ごとにひずみ，たわみ.およひぴ"ひ

びわれ司巾jのi礼測11山川i引同lリ定を行つた。たわみおよびひずみの測定

位置を図ー2に示す。

主鉄筋ひずみの測定一一一一供試体の中央部およびし/4

点で引娠主鉄筋を露出させ，下段4本および上段 2本

の各鉄筋にひずみゲージ (新興通信. S 108-L 5)を

貼付した。

圧縮苦[1コンクリートひずみの測定一一一鉄筋ひずみ測

定位置に対応して，ひずみゲージ (新興通信 S160)を

コンクリート上面に 3枚，下面から50cmの所lこ2枚目占

付した。

たわみil1l)定一一一一測定位置は図ー2に示すようにスパ

ン中央およびL/4点でダイアルゲージ(1/100村度)を

用いてilil)定した。

ひびわれ巾のililJ定一一一一供試体に発生するひびわれを

各荷重段階で視察し，主に進行するひぴわれについて

その巾を供試体lf11J而で顕微鏡を用いて測定した。
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鉄筋ひずみ，および桁たわみ測定位置

{共試体Bの引張り鉄筋および圧縮1則コンクリートの

ひずみと 曲げモーメン 卜の関係を図 4に示すように

供試体Aとほとんど同 じ性状を示している。ひずみは

曲げモーメントが66t.01まではほとんと直線的に増加 し，

その後急激に増加をもち， 80.2t.01で破壊に到っている。

桁中央部の圧縮 コンクリートのひずみは計算値 (1 ) 

よりもわずかに大きい。これは桁のひびわれ状態など

によるも のと考・えられる。

曲げモーメントと引張り 側鉄筋ひずみ比 (測定ひず

み/計算(1 )に よるひずみ)を供試体 A， Bについて

図← 5に示す。測定ひずみは，曲げモー メン トが66

t.01より 小さい場合，ひずみ.80-.85となっている。 出

げモーメン ト70.8t.01て、この比は急に上昇し鉄筋の降

伏を j]~ している 。

曲げモーメントと圧縮側コンク リー トひずみ比を図

6に示す。供試体Aでは引張鉄筋の場合 と同様に，

ひずみ比lム.80程度であ り，曲げモーメント 66t.01か

ら急激な上昇を示している。 供試体 Bのひずみ比はお

よそ1.1であり，曲げモーメントが47t.01でわずかに上

昇しているが，供試体Aと同様に66t.01から急激な上昇

を示している。

図 2

3.1 幽げモーメントとひずみの関係

各試験桁の曲げモーメン トと鉄筋およ びコンク リー

トのひずみ (ε)の関係を図-3および図-4に示す。

f共試体A (図 3 )の桁中央官11の引張側鉄筋ひずみは，

引張り 側コ ンク リー トを無効と した計算値(1 )と全

断的i有効とした計算値(II )の問に入るが，計算値

( 1 )にj![し、。曲げモーメン トが66t.01より小さい範囲

では，ひずみは直線的に増加しているが，曲げモーメ

ントが70.8t.01てd計算依 (1 )を超えて，急激な増加を

示している。そして，80.6t.01て鍋コンク リートが圧壊し

た。 B断面 (L/4点)における鉄筋ひずみも計算値

( 1 )とほぼ同じ値になっている 。この位置における

初期ひぴわれを巧!援すると 当然の結果と考えられる。

圧縮11Wコンク リー トひずみの僚は計算値(1)と(II ) 

の間に入っている。 桁中央部を考えてみると ，ひずみ

の他は曲げモーメン トが66.1t・mまでは計算値(II)に

j!i:しはぽ直線的に増加しているが，その曲げモーメ

ントを越えるとひずみはさらに大きくなり曲げモーメ

ント70.8t・mで計算値(1 )を超えている。

3 破壊実験結果
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3.2 ひずみ分布

供試体A，Bの桁中央断面におけるひずみ分布を図

-7に示す。この図では，分布はほぼ直線を示し，平

面保持の法則に従っている。

主ニ主魁亜ー
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3.3 たわみ

供試体A，Bの桁中央部における荷重ーたわみ曲線

を図-8に示す。供試体A，Bともに実測たわみは，

引張側コ ンクリ ー ト無効の計算値(1 )と全断面有効の

計算値(II)の問に入っているが，供試体Aのたわみの

方が大きい。いづれの場合も，荷重 P=35 tまでは直

線的に増加しているが，荷重の増加に伴い，たわみ量

も急激に上昇している。これは曲げモーメントとひず

みの関係にみられたものと同様な傾向である。

桁中央部における荷重ーたわみ曲線から載荷重Pに

対するたわみ比(測定たわみ/計算値(1 ))を図-9

に示す。供試体Aでは，荷重35tまではたわみ比0.7

-0.75を示しているが，その後急激に増加している。

《

couv
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図-8 荷重ーたわみ曲締I(A-A断面)
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図ー 7 ひずみ分布図 (供試体A)
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132 沖縄県の老朽RC橋の曲げ破壊試験について

供試体Bではたわみ比0.5から除々に増加し，荷重40t 

で 0.7程度に達し，その後急激な増加を示している。

3.4 ひぴわれ

供試体A一一一下流側の面には{共試体切り取り以前に

かなりのひひ'われがあり .特に鉄筋の発錆による コン

クリートの剥離剥脱がみられた。華社j離部分が桁の旬]取

.1)中および運搬中に剥脱し，その面についてはひびわ

れ発生状態を観察することは不可能で‘，ここでは片面

のみを図 9に示す。

初期ひぴわれは図 9 ( a )に示すように，桁全面に

あらわれている。桁中央部に主鉄筋の発錆によ るコン

クリ ー トの剥脱がある。桁下面から垂直に発生してい

る曲げひびわれ， 乾燥収縮によるひびわれ.鉄筋の発

8765432  

t. 

錆によるひぴわれ等がある。

ひずみおよびたわみの急激な増加前の荷重として，

載荷荷重 P=30 tを採り，その荷重までに発生したひ

びわれを図-9 ( b)に示す。 初期ひぴわれ以外に荷重

10 t時に新たなひびわれの発生が目視できた。桁中央

部を中心として曲げひびわれが発生しているが，荷重

25 tでいせん断系のひびわれが発生している。荷重の増

加に伴い30tまでに発生したひびわれが伸びて主liiノ、

ンチまで進行し，街中央部の 2本のひびわれはさ らに

片版内まで進行した。一部にはせん断系のひびわれも

進行したが，鉄筋の降伏による桁中央部のひびわれの

進行が大きし典型的な曲げ破壊を示した。破壊時の

ひびわれそ図-9 (c)に示し，破壊状況を写真一2に

示す。

o l' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 

(c)P=42.7Ion 
(石皮工事 E寺〕

図-9 ひびわれ進行状況(供試体A，上流側)

(a)ひぴわれ状態 (b)コンク リートの圧壊

写真一 2 供試体Aの破壊状態
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れが発生している。

破壊時でのひびわれ状態を図ー1O(c )， ]] ( c )に示

す。 30tのとき見られなかった多くのひびわれが発生

し，これらは荷重の増加に伴い主桁のハンチに達して

いる。鉄筋の降伏に伴ぃ，ひびわれ巾は大きくなり，

桁中央官I1における 2本のひびわれは床版中に進行した。

この様に供試体Aと同様に典型的な曲げ破壊を示 した。

破壊状況を写真一 3に示す。

Jn(球大学理工学部紀要(工学篇)第14号， 1977年

供試体一一一一初期ひぴわれ状態は図 10， ]]に示き

れるように主鉄筋に沿ったひびわれが見られ， 一部は剥

脱している。曲げひびわれおよび乾燥収縮による Uび

われも多〈見られる。

桁Aと同様の理由で荷重30tでのひびわれ状態を図

ー10(b)， ]]( b)に示す。荷重15tで新たなひびわれ

の発生があり， 更に荷重の増加じ伴い，桁中央部にひ

びわれの進行が認められた。30tのときせん断ひぴわ

l司trt7t叫 hエ:E 
け
打

μ

日A

p=o (0) 

「II l レムL平!}主い日 lE 打
け

μa p=oへ30lon( b) 

p・ 42.5ton (司盟主奥田寺〕

。
( c) 

ひひわれ進行状況 (供試体B，上流面)

6 7 色

図 10

tu 
主

「一寸 I I I I I 

l1111~ (.~ :ぇLI
E
 

正
p ・0"'-30ton 

控訴/.:蹴抑現段跳勝iょ叫斗』
(b) 

戸…
p. 0"-42.5 ton(filU良時〉(C) 

ひびわれ進行状況(供試体B，下流面)図-]]
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{a}ひぴわれ状態

写真一 3 供試体Bの破壊状態

{b}コンク リートの圧駿

3.5 ひぴわれ巾

供試体A，Bの荷重 tひぴわれ巾の関係を図 12， 

図ー13に示す。図中に示されているひぴわれ巾は目視

により支配的と忍われるも のについてのみ，各荷重的

にiJllJ定された。これらのひひ拘われは，桁中央部に集中

している。代表的なひびわれ巾が一般に云われている

許容ひびわれ巾 0.2mmに達した時の荷重は両供試体と

もP=25tて二破壊荷重のほぼ60%で与ある。

550 
a 

w・削
~ 

;r-
lグ

ピ

@
@
@
@
 

0.5 1.0 
V{FI[lIl1NI mm 

P/2 P/2 

一ー -"".，.，_ '"I.-=-Uι.... ，、

。 0.5 1.0 
VVOO'渇 mm

+ 金

M砂場以

ょ う在色

図-13 荷量一ひぴわれ幅の関係 (供試休B)
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3，6 破壊術量

ニの実験では両試体とも典型的な曲げ破壊を示し

た。曲げモーメ ント ひずみからも示される よう

に引張り鉄筋の降伏はf共試体Aのわーが70.8t'mを， 供

試体Bの方が66.lt'mを示している。。 終局破綾曲げモ

ーメントは供試体Aが80.6t'm，供試体Bが80.2t・mを

示している。

4 .考察

4.1 断面性状について

笑験から曲げモーメントと引張鉄筋ひずみの関係

(図-3， 4)は得ムれているが， f共用されていない新

設の鉄筋コンク リート桁の曲げモーメ ントとひずみの

関係は実験的にはほぼ図-141ニ示すような状態 1 (全

断面有効)→状態II(引張側コ ンク リート無効)→状

態m (破壊)の断面性状のパターンを示す。しかし，

この桁実験では.状態 Iが見られず，状態Ilから破壊

に到っている。これは本橋が過去に米軍々用道路とし

て，設計荷重( (AASHO・H-20-44) よりも大き

い荷量を受け，曲げひびわれをす でに生じていたこと

によると考えられる。また実際に相当初期ひぴわれカ

発生していた。

支問中央における荷重とたわみ (図-8)，曲げモー

メントと鉄筋ひずみ(図 3， 4)の関係において，

実験値は鉄筋が降伏するま では計算値(1)(引張恨IJコン

クリ ート無効)と計算値(II)(全断面有効)との間に

あることを示した。 荷重ーだわみの関係は 2本の桁と

も計算値(1 )と (II)のほぼ中央にあるが，鉄筋のひ ず

M 

ヨlヨ&1則コ〉ヲリート無安司

..-----l-ーも

てis

図-14 理論上のMー σ曲線

みは計算値(1 )に近し、。これは応カが桁のー断面での

測定であり.測定では曲げひぴわれの影響が直接あら

われてくる ためと考えられる。一方たわみは， 曲げモ

ーメント の小さい部分て"は全断面有効に作用 し，全体

的には岡IJ性が大きくなるためと 考えられる。

鉄筋のひずみ比 (ε 実/ε計)は弾性の範囲では，両

方の桁ともほぼ75-85%を示している。この橋梁は

AASHO-20-44で設計されたと考えられ. フランジ

を含めた断面に対する AASHOの示方書による活荷量

モーメ ントは21.7t'mて-あ り，現行示方書TL-20によ

る活荷重モーメントは34.lt'mて、ある。これらの設計荷

重モーメ ントに対応する鉄筋のひずみ比は約80%を示

してい る。

コンクリ ートのひずみ比については， 2本の桁にか

なりの差がある。供試体Aではひずみ比は鉄筋の降伏

までは80%であるが.供試体Bでは 100%を超えてい

る。平均すればはぽ90%となる。鉄筋およ びコンク リ

ー トのひずみ比からもわかるように，桁中央の断面で

は引張コ ンク リートはほとんど作用していないこ とが

わかる 。これは23年間の供用仁 より，すでにかなりの

曲げひびわれが生じていたためと 考えられる。しかし.

供試体Bのコンクリ ート のひずみを除けは、ひずみ比は

いづれも1.0以下となり，引張り側コンクリートもい

くらか抵抗し ていると考えられる。

現場載荷試験の際，応力あるいはたわみのいつitlか

一方のみ測定可能な場合がある。このような時，応力

とたわみの関係が知られていればその一方のみの測定

により他方が推定できること になる。このため応力と

たわみの関係を図ー15に示す。図からもわかるように

応力 たわみの関係はほぼ直線関係にある。鉄筋の応

力ーたわみの関係は2本の桁でかなり差があるが，そ

れぞれ一本の直線上にあると考え られる。鉄筋の降伏

後は応力ーたわみには意味がなくなる。圧縮側コ ンク

リート の応力ーだわみ関係は二本ともほぼ同 じ直線上

にある。
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20 
た明み(rnm)

図-15(a)号|張側応力度と たわみの関係 (A断面)
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図 15(b)圧縮側応力皮とたわみの関係 (A断面)

4.2 破壊耐力と状況について

すでに述べたようにこれらの供試体は曲:fにより破

壊した。鉄筋ひずみ比カ、急に上昇する荷重を笑験によ

る降伏荷重と し，降伏荷重，降伏時のひずみおよびた

わみ，およ び破壊荷E重を表-"に示す。

2牛;の桁の破壊モーメ ン トはほとんど一致しておりL

A 1 Cの計算式とほとん ど一致している。 AC 1の計

算式はい

Mu二 C(J す)

こニで， C =O . 85f~ba ， a=生主主_t__  
O. '35 f~b 

であり ， dは上縁と鉄筋の重心間距離である。この式

はコンクリー 卜の応力 をo851' ( f'はコンクリ ート強

度)として矩形の応力ブロ ックを仮定 Lてお り比較的

安全側の破壊モーメント と考えられよう。し たがって，

実験値が計算値とほと んど一致していると云う ことは，

計算式が笑験値に会うと云うことでなしこの桁の耐

力I.L~何化に よ りし、〈分低下し て いるとみせよう 。 一

方，鉄筋の材質およびコンクリ ート の設計強度から破

壊モーメン トをAC 1の式を用いて計算すれば.つま

り，鉄筋の降伏応力を2400kg/cm'，コ ンク リート 強度

を210kg/cm'と して計算すれば，実験に よる破犠モーメ

ントは計算値より 21%大き い値と なる。したがって，

規定の材料の諸値を用いれば，この橋梁の耐1)はまだ

余裕のあるものと考えられる。

降伏モー メン ト，降伏時の鉄筋ひずみおよびコンク

リート のひずみ，および降伏時のたわみについて実験

値と理論値にほとんど差がない。実験値のこれらの値

は荷重増分がかな り影響してくる ので，正確な実験値

とはいえない。しか し，充分参Aちになると考えられる。

破壕時にはクラッ クは床版のかなり 上にまで及んで

いる。曲げuびわれの間隔は平均 して約15cmである。

また最大ひぴわれ巾は 1mmであった。

表-3 理論他及1}，実験値の比較

供試体A 供試体B

実 験 値 80.6 80.2 

破壊モーメント
理論(直血y三 28∞kg/α2

80.6 80.6 
Mu(t.m) 円lF300

② σcニ 210kg/α2
67.2 67.2 

降伏モーメン i 実 験 {直 70.R 66.1 
Mp(t.m) 

理 論 !直① 70.0 70.0 

降 伏 時 実 .験 f直 1400 1200 

鉄 筋 ひ ず み 理 肩ミ関ム 1直 1350 1350 

降 伏 時 実 験 値 20 17 

たわみ (mm) 理 論 (直 22 22 

降伏時コ ンク 実 験 1直 900 960 

コト ひずみ E聖 ~廊d. 値① 800 800 

4.3 架換え基準に対する検討

RC-T桁橋 (主 として桁について )の取り扱い方

針(案) が近畿地 }j建設局で作られているので，この

一部である推定鉄筋量と応力度に関する係数について

論ずることにする ，

別のf異色'書で下!日1づl張リ鉄筋量は1%か (28mm)矧形

断面 8本と事長特されたが.これは供用中の僑梁調査で

あったため充分にはつることな しに推定したものであ

った。今回の調脊では 6本であり ，鉄筋置は47.0(附と
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なる。 1:記の取り扱い }j針案で耳jし、られる推定式は

A=ー t..ι一一 (t<d/3) 
σs.(d -t/2) 

ここで tは床版厚. dは床版上面から鉄筋重心まで

の縦iI1， Mは設計当時の曲げモーメ ント， σ日は設計

当時の許脊応力度(l200kg/crrf)である。この式を用

いて鉄筋最を推定すると. 43.6errfが得られる。実際に

は47cm'て'あり.推定式の鉄筋量は実際の93%を示し，

よく一致している。

橋梁の安全度は応7Jの両からと終局耐力の商からの

両方からの検討がなされている。前述の近畿地建で行

われた数本の桁の実験結果から，応力比(計算応カ/

実測応力)は1.2以下にはならないことを示している

が，この実験から，応力が1700kg/岬(与 1.2X1400

kg/川)のときに 2本とも応力比1.18を示している。

これは近織地建で行われた値よりもわずかに低い値を

示し，非常に老朽化の進んだ橋梁と考えられる。

一方，終局耐力については各国の示}J番による終局

耐力に対する安全率の下限が 2.0であることから，終

局耐力の泌の荷重のと き鉄筋の応力度は1700k耳/cm'以

下であることを近畿地建では確めている。ニの値は前

述の応力から1.2 x 1400kg/ cm'に相当している。この

実験桁は終局耐力の~の荷重における計算応力はほぼ

1730kg/cn~ を示し， これもまた相当惑い桁の中に入る

と考えられる。

5 .むすび

実験結果から得られた RC橋の主桁の力学的挙動，

破壊耐力より.次のような結論が考えられる。

(1) これらの供試体の発生応力度d現行方書(設計

示方書AASHO H -20-44と排定)の活荷章曲げモ

ーメントの約80%であ り，フランジの断面を考慮に入

れ，実交通荷煮の実態， 荷重分配等を考えると一応、余

裕のあるもの とJ5えられる 。

(2) 終局破唆モーメントが80t.m科度であリ，設計活

重モーメン卜の債を34.1t.mとすると. 安全ヰ'は 2.3

とな 1)，出f力 i~îからも 1前 !iて怜きると与えら h る。

(3) しかし. A C 1の設計耐力の計算式とこの桁の

実験備がほぼ-_.~致して .B I) ，計算バは安全側のものヵ、

用いられているので，この桁は-t朽化により耐力の低

下をもた らしていると巧えら hる。

(4) たわみに関して，桁中央のたわみが降伏的に 16

mm (A桁)， 12.6mm (B桁)を示している。これらの

値と支問と の比 (~/L )は.1/500 -1/635となる。実

橋の RC桁の破壊試験を多く行えば，降伏荷重と 8/L

の関係が得られ，桁の耐力を推定する簡単な目安を与

えるー資料となる可能性がある。

(5) 本供試体は 2本とも引張主鉄筋およびスターラ

yプに発錆がみられ.かぶりの剥離.華社j脱が多くみら

れた。このように外観上の判断からは老朽化が著しい

が，耐力の低下は，外観から判断する程には， もたら

きれていないu

(6) 近畿地方建設局が提案して L、る RC-T桁の取

り扱い方針案における鉄筋の推定式と応力に関する安

全度1.2はほぼ妥当と考えられる。
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