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In this study, wheel load running fatigue test was conducted on a slab specimen

produced with concrete replacing crush sand with blast-furnace slag fine aggregate.

By comparing with the results of a similar wheel load running fatigue test on

concrete using crushed sand, the influence due to the difference in fine aggregate

for concrete was evaluated. It was confirmed that concrete using blast-furnace slag

fine aggregate has enough fatigue durability compared to concrete using crushed

sand. It was also confirmed that concrete using blast-furnace slag fine aggregate

can be evaluated with the proposed S-N prediction formula by considering the

effects of the main reinforcement and transverse reinforcement and sorting out the

values from the past experiments.
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1. はじめに

近年，車両の大型化や交通量の増加に伴って既設道路

橋の鉄筋コンクリート床版の損傷が顕在化している1)．損

傷事例の一つとして床版の抜け落ちがあるが，その原因

として，コンクリート床版の上面部に発生しているコン

クリートの土砂化が挙げられる．土砂化のメカニズムに

ついてはいくつかの説があるが，床版上面に水が浸入す

ることで凍害やアルカリ骨材反応，湿潤状態での圧縮強

度の低下などにより劣化したコンクリートが路面の走行

車両の繰り返し荷重により破砕して土砂化が発生，進行

し，床版厚が減少して抜け落ちに至ると考えられている．

一方，高炉スラグ細骨材（以下，BFS）を使用したコン

クリートは，凍結融解，中性化，ASRおよび塩化物イオ

ンの浸透性などに対して高い抵抗性を示すこと2)が明ら

かになっており，BFSを用いたコンクリート（以下，BFS

コンクリート）を床版に適用することで長寿命化につな

がると考えられる．しかしながら，高炉スラグ細骨材を

100%使用したコンクリート部材の疲労耐久性について

検討された事例はほとんどないのが現状である．そこで

本研究では，BFSコンクリートについて輪荷重走行試験

を実施し，過去に砕砂を用いたコンクリート（以下，砕

砂コンクリート）について実施された輪荷重走行試験の

結果3)と比較するとともに，BFSコンクリートのプレスト

レストコンクリート床版（以下，PC床版）への適用性に

ついて検討を行った．

2. 実験概要

2.1 使用材料

BFS は，JIS A 5011-1 コンクリート用スラグ骨材 第 1

部：高炉スラグ細骨材に適合し，倉敷の製鉄所で製造さ

れたBFS1.2を使用した．表－1にBFSの物性値を示す．

粗骨材には，茨城県桜川市大泉産の硬質砂岩砕石（密度：
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表－1 BFS の物性

表乾密度(g/cm3) 吸水率(%) 粗粒率

2.77 0.22 2.11
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2.65g/cm3）を使用し，混和剤には，液体タイプの高機能

特殊増粘剤およびポリカルボン酸系の高性能 AE 減水剤

を使用した．砕砂コンクリートに使用した細骨材は，茨

城県桜川市大泉産の硬質砂岩砕砂（密度：2.63g/cm3）を

使用した．

2.2 コンクリートの配合

表－2 にコンクリートの配合を示す．プレストレスト

コンクリートには，一般的に初期強度を確保するために，

結合材に早強ポルトランドセメントが用いられる．しか

し，既往の研究 4)より，BFS コンクリートでは早強ポル

トランドセメントよりも，普通ポルトランドセメントを

用いた方が，凍結融解抵抗性を得るために必要な湿潤養

生期間を短くできることが明らかであり，本試験では，

結合材に普通ポルトランドセメントを使用した．ただし，

材齢 18 時間でプレストレスを導入するために必要な

35N/mm2の圧縮強度を確保するために，プレテンション

方式のプレキャスト PC 床版で早強ポルトランドセメン

トを用いるときに 36.0%が一般である水セメント比を，

本試験では 30.0%とした．なお，プレキャスト PC床版部

だけでなく，接合部にも，表－2 に示す配合を使用して

いる．

2.3 輪荷重走行試験体

図－1に試験体の形状寸法を示す．試験体は，床版支間

方向がフルプレストレスとなるように設計されたPC床

版を対象とし，接合構造は図－2に示す先端に鋼管を圧着

した鉄筋による継手を採用した．試験体は，床版支間3.0m

図－1 試験体の形状寸法

図－2 接合部の構造詳細図

表－2 コンクリートの配合

細骨材種類 結合材種類
W/C

(%)

空気量

(%)

s/a

(%)

単位量（kg/m3）

W C S G

BFS 普通 30.0 4.5 41.0 155 517 723 995

砕砂 早強 36.0 4.5 39.0 154 428 677 1067
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の連続版を対象として設計を行い，等価な正の曲げモー

メントが作用する床版支間2.5mの単純支持として試験を

行った．床版厚は，道路橋示方書5)に準拠し式(1)を用いて

算出した．

t＝（3L＋11）×0.9＝18cm (1)

ここに，t：床版厚（cm），L：床版支間（m），である．

試験体は，実構造物と同様に床版支間方向はプレテン

ション方式でプレストレスを導入し，その直角方向はRC

構造とした．接合部の先端に鋼管を圧着した鉄筋は上下

2 段に 140mm 間隔で，上段には SD345 の D16，下段に

は SD345 の D19 を配置した．接合部の床版支間方向に

は SD345 の D22 を上下 2 段に配置した．PC 鋼材は

SWPR7BL φ15.2を使用し，上縁には 300mm間隔，下縁

には 150mm 間隔で配置した．プレストレスによる発生

応力は，上縁で 6.0N/mm2，下縁で 9.5N/mm2である．接

合部の継手長は 285mm（15D）とした．打継面は，凝結

遅延剤による粗面処理を行った．プレキャスト PC 床版

部には，BFSコンクリート打込み後に最高温度を 40℃と

した蒸気養生を行い，材齢 18時間で圧縮強度を確認した

後にプレストレスを導入した．プレストレス導入後に

BFS コンクリートを用いたプレキャスト PC 床版は 1 週

間の水中養生を行った．接合部のコンクリートについて

は，実際の現場での適用を想定して 1 週間の湿潤養生を

行った．その他の試験体の諸元（寸法，配筋および接合

構造）はBFSコンクリートと砕砂コンクリートは同じで

ある．

3. 試験方法

3.1 試験体の設置

図－3 に試験体の載荷位置および支持条件を示す．試

験体は，橋軸直角方向は回転可能な単純支持，橋軸方向

は端部を横桁で支持し，浮上り防止をほどこした．載荷

装置は，クランク式輪荷重走行試験機を使用した．

3.2 載荷方法および測定項目

輪荷重走行試験は，図－4 に示す載荷ステップで行っ

た．輪荷重の載荷は，一般的な砕砂コンクリートを用い

た既往の方法 6)を参考に，初載荷で 157kN まで載荷し，

その後，4万回走行ごとに順次 19.6kN ずつ走行荷重を増

加させた．輪荷重の走行回数が 0 回，10 回，20 回，50

回，100回，200回，500回，1000回，2 000回，5 000回，

1 万回，2万回，4万回，以降 4万回ごとに，所定の走行

回数時の荷重レベルを静的に載荷し，たわみおよびひび

割れの測定を行った．

既往の方法 6)では，走行回数 520,000回まで，4万回走

行ごとに走行荷重が増加されているが，本試験では，機

械の都合で，294.2kN での載荷は 54,146回で，313.8kN で

の載荷は 25,854回となっており，32万回で行う予定であ

った静的載荷での測定は 334,146 回で行っている．さら

に，当初の予定では最終の載荷荷重は 392kN で，走行回

数は 520,000回であったが，走行回数 520,000回において

も BFS を用いた試験体は載荷荷重の低下が確認されな

かったために 392kN の載荷を 554,450 回まで継続した．

BFS コンクリートを用いた試験体は，走行回数 554,450

回でも載荷荷重の低下は確認されなかったため，その時

点で輪荷重走行試験を終了した．

図－3 試験体の載荷位置および支持条件

図－4 載荷ステップ

図－5 計測位置図
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変位計とπゲージ計測位置を図－5 に示す．変位計を

用いて橋軸方向のたわみの変化，πゲージを用いてプレ

キャスト PC 床版部と接合部の目地の開きについて検討

を行った．

4. 試験結果

4.1 硬化コンクリートの試験結果

表－3にプレキャストPC床版部と接合部に用いたBFS

コンクリートおよび砕砂コンクリートの硬化後の試験結

果を示す．BFS コンクリートの試験開始時と試験終了時

の圧縮強度の平均値は 98.0N/mm2 で，接合部は，

75.7N/mm2を示した．プレストレス導入時の圧縮強度は，

BFS コンクリートは 45.5 N/mm2，砕砂コンクリートは

47.5 N/mm2 であった．図－6 に，圧縮強度と割裂引張強

度およびヤング係数の関係を示す．なお，この図には，

土木学会の圧縮強度と割裂引張強度およびヤング係数の

関係式を示す．砕砂コンクリートおよびBFSコンクリー

トの圧縮強度と割裂引張強度およびヤング係数の関係に

ついて細骨材の種類による大きな違いはなく，土木学会

の計算式とおおよそ一致することが確認された．

4.2 支間中央のたわみ変化

図－7 に載荷時と除荷時の変位計 D5 のたわみ変化を

示す．BFS コンクリートを用いた試験体のたわみは走行

回数とともに増加したが，荷重が 392kN，走行回数 55.4

万回においてもたわみは 6mm程度である．

これに対して，既往の砕砂コンクリートを用いた試験

結果 3)は，荷重段階 353kN（走行回数 40 万回から 42 万

回）でたわみが急激に増加し，20mm を超えたために，

試験体は破壊していないが，試験機の許容範囲を超えた

ために走行試験が終了している．砕砂コンクリートの水

セメント比が 36.0%であり，試験時の圧縮強度も

63.6N/mm2 程度であるために，単純に砕砂コンクリート

とBFSコンクリートとを比較することはできないが，本

試験に用いられた，BFS コンクリートを用いた接合部を

有するプレキャスト PC 床版は，十分な疲労耐久性を有

しているといえる．なお，砕砂コンクリートを用いた試

験体の形状および寸法は，本試験に用いたBFS コンクリ

ートの試験体と同一であり，載荷方法も，図－4 に示さ

れる砕砂載荷ステップと同じである．試験条件の違いは，

コンクリートの配合と養生方法のみである．BFS コンク

リートには，蒸気養生後に湿潤養生を行っているが，砕

砂コンクリートは，蒸気養生後は気中養生としている．

4.3 打継目地開きの変化

図－8 に走行回数による載荷時の打継目における目地

開きの変化を示す．接合部の許容目地開き量として，コ

ンクリート標準示方書に示される異形鉄筋使用時の許容

ひび割れ幅 7)を適用すると，wa＝0.005c＝0.005×35mm＝

0.175mm（c：かぶり 35mm）となる．BFSコンクリート

を用いた試験体では，載荷開始直後から，初載荷時の約

2.5 倍を載荷した時点（55 万回輪荷重走行時）まで，目

表－3 硬化コンクリートの試験結果

細骨材

種類

試験

時期

プレキャストPC床版部 接合部

材齢

(日)

圧縮強度

(N/mm2)

割裂引張強度

(N/mm2)

ヤング係数

(kN/mm2)

材齢

(日)

圧縮強度

(N/mm2)

割裂引張強度

(N/mm2)

ヤング係数

(kN/mm2)

BFS
開始時 76 98.3 6.1 43.8 42 74.4 4.4 36.2

終了時 93 97.7 5.2 45.0 59 76.9 4.2 37.6

砕砂
開始時 23 61.7 4.4 34.1 20 64.5 4.6 35.6

終了時 42 63.2 4.8 35.0 39 64.8 4.6 35.9

図－6 圧縮強度と割裂引張強度およびヤング係数の関係

図－7 走行回数と支間中央のたわみの関係
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地開きは，許容されるひび割れ幅以下となっている．こ

れに対して，砕砂コンクリートを用いた試験結果 3)では，

初載荷時では，目地開きは許容ひび割れ幅以下となって

いるが，初載荷時の約 1.7 倍を載荷した時点（24 万回輪

荷重走行時）で目地開きは，許容されるひび割れ幅を超

えている．

4.4 橋軸方向のたわみ分布

2005年に東名高速道路の日本平において，走行車両の

軸重が実測されている．この実測結果に基づいて計算さ

れた 1 年あたりの軸重の繰返し回数は，基本軸重を

156.9kN とした場合，3,450回相当であることが報告され

ている 8)．さらに，RC 床版の輪荷重走行試験において，

乾燥状態と水浸状態では破壊回数が 1/100 となるとの報

告 9)がある．現場では常に水浸状態と仮定して，要求す

る試験回数を 100 倍することとし，水の影響を考慮して

100 年相当の軸重の走行回数を計算すると 3.45×107とな

る．今回行った輪荷重走行試験の荷重と走行回数につい

て，RC床版の S-N曲線 8)を適用してマイナー則に従うと

仮定した場合，100 年相当の載荷ステップは，274kN の

ステップに移ってから約 4,000 回走した時点となる．図

－9に，図－7および図－8に示した砕砂コンクリートの

橋軸方向のたわみ分布 3)を示す．また，図－10にBFS コ

ンクリートの橋軸方向のたわみ分布を示す．274kN 載荷

時の橋軸方向のたわみ分布は，砕砂コンクリートおよび

BFS コンクリートを用いた試験体はともに中心部から

±170mm 位置の目地位置についてもたわみ分布は緩やか

に変化していることからプレキャスト PC 床版部と接合

部の連続性が十分に確保されていることが確認される．

BFSコンクリートを用いた試験体についても砕砂コンク

リートを用いた試験体と同様にプレキャスト PC 床版部

と接合部の連続性について良好な結果が得られた．

図－11 試験体下面のひび割れ発生状況

図－8 打継目地開きの変化

図－9 砕砂コンクリートの橋軸方向のたわみ分布

図－10 BFSコンクリートの橋軸方向のたわみ分布
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4.5 底面のひび割れ発生状況

図－11に，砕砂コンクリート 3)およびBFSコンクリー

トの試験体下面のひび割れ発生状況を示す．同図に示す

破線は輪荷重の走行範囲を示す．①砕砂 Aおよび③BFS

は最終の載荷荷重時のひび割れ発生状況を示し，②砕砂

B は③BFSの最終の載荷荷重時の中央たわみ（5mm）と

同程度の状況のひび割れ発生状況を示す．プレキャスト

PC床版部はPC鋼材配置方向のひび割れと床版中央部に

PC 鋼材の直角方向に集中したひび割れが確認された．接

合部については RC であるため橋軸方向および橋軸直角

方向の両方向に分散されたひび割れが確認された．上記

のようにプレキャスト PC 床版部と接合部でひび割れの

発生状況の違いが確認されており，版中央部のたわみが

5mm程度時点（②砕砂B と③BFS）ではプレキャスト PC

床版部と接合部でひび割れの連続性が確認されなかった．

しかしながら，③BFSについても載荷回数または載荷荷

重を増加することで中央たわみが増加し最終的には①砕

砂 A のようにプレキャスト PC 床版部と接合部について

連続的なひび割れ発生状況を示すものと考えられる．

4.6 切断面のひび割れ発生状況

図－12 に試験終了後の試験体切断面のひび割れ状況

を示す．試験終了後の試験体について，同図の試験体切

断平面図に示すように橋軸方向（A-A断面）および橋軸

直角方向（B-B 断面）で切断しA-A断面は中心から 3.0m

の範囲について，B-B 断面は中心から 1.5mの範囲につい

てひび割れ発生状況の観察を行った．

砕砂コンクリートを用いた試験体 3)は，試験終了時に

ほぼ押抜きせん断破壊の状態に至ったため，橋軸直角方

向（B-B 断面）に中央から斜めにせん断破壊面が確認で

きる．橋軸方向（A-A断面）では，上縁側の鉄筋位置に

おける水平ひび割れと，鉛直方向の曲げひび割れが卓越

していることが確認できる．一方，BFS コンクリートを

用いた試験体は，橋軸方向（A-A断面）では，上縁側の

鉄筋位置における水平ひび割れと，鉛直方向の曲げひび

割れが砕砂を用いた試験体と同様に確認されたが，試験

終了時のたわみが小さかったために橋軸直角方向（B-B

断面）についてはひび割れ本数が少なく，明確なせん断

破壊面は確認されなかった．BFSコンクリートを用いた

試験体についても，輪荷重による疲労が進むにつれてた

わみが増加し，最終的には砕砂を用いた試験体の切断面

と同程度のひび割れ発生状況を示すものと考えられる．

4.7 走行回数と輪荷重の関係

図－13 に過去に試験を行った，昭和 39 年道路橋示方

図－12 試験終了後の試験体切断面のひび割れ発生状況

図－13 走行回数と輪荷重の関係
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書に準拠した床版厚 190mmのRC床版試験体 10)，平成 8

年道路橋示方書に準拠した床版厚 250mm の RC 床版試

験体 10)の試験結果を，砕砂コンクリート 3)およびBFSコ

ンクリートを用いた PC 床版試験体の輪荷重走行試験結

果と比較して示す．この結果より，過去の試験結果と比

較してもBFS コンクリートを用いた PC 床版は遜色ない

性能を有していることが確認される．さらに，PC床版に

ついては床版厚さが 180mm であるが，床版厚さが

250mmのRC床版より疲労に対する耐久性が優れている

ことが確認される．

4.8 疲労寿命の評価

過去の試験データをもとに，移動輪荷重を受ける RC

床版の疲労寿命予測式が既往の文献 11)で提案されている．

この疲労寿命予測式を用いて，本輪荷重走行試験で得ら

れたBFS コンクリートを用いた PC 床版の疲労寿命予測

を行った結果を示す．

参考文献 11)に示されている疲労寿命予測式は，参考文

献 12)に示される 93 体の輪荷重走行試験結果を用いて検

討されている．これらのデータは，床版厚さは 70～

220mm，主鉄筋比は 0.74～1.74%，配力鉄筋比は 0.26～

1.4%，コンクリートの圧縮強度は 14.2～56.2N/mm2 の範

囲にある．本試験で使用した床版のデータは，床版厚さ

180mm，接合部の主鉄筋比は 2.16%，プレキャスト PC床

版部の主鉄筋比は 0.91%，配力鉄筋比は 0.44%，コンク

リートの圧縮強度は表－3 に示す試験開始時と試験終了

時の平均値を用いた．

既往の研究 13)において輪荷重走行試験における RC 床

版は，主鉄筋方向に一種の梁のように破壊に至ることが

報告されている．そこで，参考文献 11)に示される疲労寿

命予測式では棒部材から面部材までのせん断耐力を統一

的に整理することを念頭に，コンクリート標準示方書［設

計編］14)における棒部材のせん断耐力式が用いられてい

る．

輪荷重により梁状化された部材間には，配力鉄筋によ

って部材軸直角方向に，引張域では引張力が圧縮域では

圧縮力が側面に作用するといった，いわゆる二軸応力状

態にある．これが棒部材との大きな差である（図－14参

照）．この場合，梁状化された部材の幅をどのようにモデ

ル化するかが問題となる．ここでは，松井による梁幅の

予測式 15)により求められている．

bw_e＝b＋2dd (2)

ここに，bw_e：輪荷重によりはり状化された部材の幅(mm)，

b：載荷版の橋軸方向の辺長(mm)，dd：配力筋方向の有効

高さ(mm)，である．

本試験の図－12からもA-A 断面について梁状化をう

かがわせるひび割れが発生しており，B-B 断面にせん断

破壊状のひび割れが発生していることから梁状化のモデ

ルに対する妥当性が伺える．式(2)から算出された梁状

化幅は 470mmであり，図－12 の断面図から算出した梁

状化幅は 430～500mm程度であり，おおよそ近似され

ていることが確認された.

疲労寿命予測式として，基本とする棒部材のせん断耐

力式に，以下に示す形で引張主鉄筋と引張配力鉄筋の影

響度合いを考慮し，環境条件を考慮した新しいたせん断

耐力Vbcを適用し検討を行った．式(3)は，RC床版用の式

であるために，本論文では，プレキャスト PC 床版部の

プレストレスの効果はデコンプレッションモーメント

（プレストレスによるコンクリートの応力度が部材引張

縁で 0となる曲げモーメント）を評価して加えている．

Vbc＝αe･βd･βp1･βp2･fvmcd･bw_e･d (3)

ここに，αeは環境条件を表す係数（乾燥条件では 1.0，湿

潤条件では 0.69），βp1は主鉄筋の影響，βp2は配力筋の影

響を表す項であり，次式により表されている．

β
p1

= ൫100p
1
൯
൛1/3+0.5(100p2)ൟ

(4)

β
p2

= 1 + 0.125
p2

p1

(5)

ここに，f
vmcd

= 0.32ඥ f'
cd

3 (N mm2⁄ )， p1：主鉄筋比，

p2：配力鉄筋比である．

式(3)により求められたせん断耐力を2倍した値により

作用荷重Pを除した値 Sと疲労寿命との関係を示す．な

お，2 倍にしているのは，実験では荷重がスパン中央に

作用しているためである．この関係は，式(6)により評価

される．

S =
P

2Vbc
= 1－KlogN (6)

図－14 ひび割れた床版と梁状化した棒部材 13)
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ここに，乾燥条件の場合K＝0.057，湿潤状態の場合K＝

0.061であり，Nは繰返し回数である．

本試験で検討を行った床版の S-N関係について，図－

15 に砕砂コンクリートの S-N 値を示し，図－16 に BFS

コンクリートの S-N 値を示す．図－15 および図－16 に

示す S-N 値について，プレキャスト PC 床版部が梁状化

すると仮定したせん断耐力と接合部が梁状化すると仮定

したせん断耐力の 2 種類について計算した．砕砂コンク

リートは式(6)に示す乾燥条件を想定したS-N提案式と同

程度の値を示すことが確認された．プレキャスト PC 床

版部より接合部の S値が小さくなった理由は，接合部の

鋼材量がプレキャスト PC 床版部の鋼材量より大きいこ

とが影響していると考えられる．図－16 に示す BFS を

用いた試験体については，最終的な走行回数は 55.4万回

であるが破壊には至っておらず，最終的に破壊に至る走

行回数はさらに大きい値を示すことより繰返し回数Nは

現状プロットされた値より大きな値を示すことになる．

提案された S-N予測式は，過去の試験結果と適合性が

ある．本試験で検討を行った砕砂コンクリートとBFSコ

ンクリートでは，細骨材の種類の影響とともにコンクリ

ート強度についても違いがあるが，PC床版としての実験

結果として，S-N 予測式より安全側に評価された．よっ

てBFSコンクリートは，砕砂コンクリートと比較して疲

労耐久性は同等以上であり，その他の耐久性についても

優位性が確認されているために，総合的に考えてBFS を

用いることで耐久性の高い構造物が提供できると考えら

れる．本試験で使用したBFS コンクリートは，初期強度

を確保するために試験時のコンクリート強度が高く設定

されている．今後，BFS コンクリートの疲労耐久性を評

価するためには，載荷試験時の圧縮強度として実際の PC

床版に使用される 50～60N/mm2 の BFS コンクリートに

ついて砕砂コンクリートと疲労耐久性を比較評価すると

ともに，本試験で検討を行った S値を評価するためのせ

ん断耐力式についても強度特性の影響も含めた検討が必

要であると考えられる．

5. まとめ

細骨材にBFS を用いて製作した PC 床版の輪荷重走行

耐久性について評価を行った．その結果，細骨材として

一般的な砕砂を用いて製作した PC 床版と比較しても十

分な疲労耐久性を保持していることが確認された．

今回の試験により得られた結果は，以下のようにまと

められる．

（1） 砕砂コンクリートを用いた試験体のたわみは走行

回数とともに増加し，荷重 353kN，走行回数 42万

回で 20mm程度であったが，BFSコンクリートを

用いた試験体のたわみは，荷重 392kN，走行回数

55.4 万回においても 6mm 程度であり，BFS を用

いた試験体は砕砂を用いた試験体と比較しても十

分な疲労耐久性を有していることが確認された．

（2） BFSコンクリートを用いた試験体は，輪荷重走行

試験の最終段階までプレキャスト PC 床版部と接

合部が一体構造として機能していることが確認さ

れた．

（3） BFS コンクリートを用いた PC 床版の疲労寿命に

関して，主鉄筋比および配力筋の影響を考慮して

過去の実験値を整理することで提案されたS-N予

測式よりも安全側に評価された．
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