
（寄稿文）34

自然環境下のコンクリート劣化
― JCI 研究委員会 TC-164 の活動から凍害を主題に ―

日本大学生産工学部教授 湯　浅　　　昇

１.はじめに

　日本コンクリート工学会に 2016
年４月から 2018 年９月まで設置された
自然環境下のコンクリート劣化研究委員
会では、コンクリートの劣化について、
実態の把握を行うとともに、劣化メカニ
ズムに関係した最新環境評価手法の整理
と検証、最新試験方法の整理を行った。
対象とした劣化は、中性化による鉄筋腐
食、塩害、凍害、土壌劣化であったが、
1991 ～ 1992 年度、2003 ～ 2004 年度
に続く３期目の委員会として、特に、“九
州および中国地域における凍害”を重点
課題とし、精力的に実態を調査し、その
劣化外力を考察するとともに、新規暴露
を開始した。

ここでは、委員会活動のうち、凍害に
関する活動について概要を報告する。

２.凍害環境評価

(１)北海道・東北地方における凍害
劣化

北海道や東北などの寒冷地域における
凍害は、コンクリート構造物に致命的な
損傷を与える劣化として認識され、継続
的、組織的な研究が行われてきた。

凍害を対象とした暴露試験は、北海道
大学、北見工業大学、　土木研究所寒
地土木研究所を中心に、古くから積極的
に実施されてきた。例えば、札幌市の北
海道大学構内や紋別市での暴露試験、寒
地土木研究所が管理している留萌海岸コ
ンクリート暴露試験場、美々コンクリー
ト凍害実験場、北見工業大学ではオホー
ツク海沿岸の干満帯での長期暴露等の実
施が有名であり、多くの文献で紹介され
ている。

また、　日本コンクリート工学会北
海道支部の積雪寒冷地コンクリート複合
劣化要因研究委員会（委員長：杉山隆文
北大教授）では、北海道内のコンクリー
ト橋梁の劣化実態調査を行い、凍害単独

の劣化だけでなく、凍害と塩害、凍害と
ASR、凍害と中性化の複合劣化が多くみ
られると報告している１）。このことから、
劣化原因の推定、評価、判定を行うにあ
たり、単一の劣化だけでなく、凍害を中
心とした複合劣化に関する知見を深める
必要があるとしている。また、調査橋梁
の架設年代のピークは 1970 年代である
ものの、凍害劣化（複合劣化も含む）の
発症ピークが 1960 年代であることが示
されており、実務における凍害対策の普
及効果が認められ、架設年代が新しい構
造物での凍害が激減していることが示さ
れている。さらに、凍害単独劣化は凍害
危険度の高い地域で多くみられるものの、
凍害との複合劣化を含めた被害の状況は
必ずしも凍害危険度（図－１）との対応
が明確ではないとしている。

(２)中国地方の環境と凍害事例調査
①中国山地における積雪・融雪の特徴
中国地方は、山陰と山陽の境に中国山

地が連なって脊梁山地を形成している。
山陽の南部は瀬戸内海に面し、主に島
しょ部と平野部で構成され、北部は主に
山地や盆地で構成されている。一方、山
陰は、日本海に面しており、日本海側気
候の特性が現れ、冬は内陸部や山間部を
中心に寒さが厳しく、大雪に見舞われる
ことがある。

中国地方の雪は、水分を多く含んでお
り重い傾向にある。表－ 1は、日本海沿
岸地域 22 都市の雨雪量計法により求め
られた新積雪（６時間あるいは 12 時問
以内の比較的短時問に積もった雪）の密
度である３）。鳥取の雪密度は 0.073g/㎤
であり、福井、松江、新潟に次いで重い
ことがわかる。また、中国山地のほぼ中
央に位置する岡山県真庭市にある鳥取大
学農学部附属フィールドサイエンスセン

図－１　凍害危険度の分布図２）
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ター教育研究林（蒜山の森）（35 °
17'15.5"N，133°35'13.1"E）で測定
した積雪の密度を図－２に示す。積雪表
面から 50㎝までは 0.19g/㎤であり、そ
れより深くなると圧縮されることで0.32
～ 0.39g/㎤と大きくなる。

このように、中国山地の雪は重く水分
を多く含むのが特徴であるが、積雪の高
さによって密度も増すことから、融解時
に多くの水分がコンクリートに供給され
る環境にあることがわかる。このことか
らも、中国地方におけるコンクリート構
造物の凍害は、この重い雪質による影響
を加味すべきであるといえる。

写真－１は、蒜山の森の中に設営され
ている暴露場で撮影した 2018 年２月 11
日から２月 14日における 11時の定点カ
メラの画像である。地面から供試体を設
置している架台までの高さは約 1.2 ｍで
ある。

定点カメラの画像からは、積雪と融雪
の繰返しが短期間で生じていることがわ
かる。このことからは、太陽光が差し込
む地において、積雪が残りやすい地面近
くを除き、最高積雪高さに至る高さのコ
ンクリートは連続して雪に埋もれること
はなく、融雪水による湿潤、大気に曝さ

れることによる乾燥を繰返し受けること
がわかる。この乾湿繰返しを非凍結期だ
けでなく、冬期間においても受けるのが
中国山地の特徴であり、中国地方におけ
るコンクリート構造物の凍害は、この点
も加味すべきであるといえる。
②中国地方における凍害事例調査
中国地方における凍害事例調査は、公

共構造物を主な対象として、それらの管

理を行っている機関を中心に協力を依頼
した。したがって、今回の調査では、民
間団体または個人で管理している建築物
は調査の対象となっていない。調査は、
依頼先に調査票を送付し、そこに記入さ
れた事項を集計する方法で行った。調査
票の記入項目は、「所在地（緯度・経度）」、
「構造種別」、「変状発生部位」、「変状発
生部位の方位」、「竣工年あるいは供用年

図－２　蒜山における積雪の密度

写真－１　蒜山暴露場の定点カメラ画像

図－３　凍害危険度と凍害構造物の所在地点

表－１　日本海沿岸22都市における新積雪密度３）
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数」、「凍害と判定した変状」、「画像ある
いは変状展開図」、「変状発生部位への水
の供給源・経路」、「推定される劣化のメ
カニズム・進行等」、「周辺環境の特徴」、
「凍結防止剤の影響の有無」および「詳
細調査（非破壊試験やコア採取）の実施
の有無」である。調査期間は 2016 年８
月～ 2017 年２月であり、期間内に 77件、
91 部位についての回答が得られた。回
答のあった構造物の種類と件数は、橋梁
62件、道路 11件、擁壁２件、駐車場１件、
ダム１件である。今回の調査は公共構造
物が主な調査対象であったこともあり、
橋梁に関係する回答が多く、その中でも
橋台の竪壁、橋脚の梁部等の橋梁下部工
に関する回答が全体の６割もあった。図
－３に中国地方における凍害危険度と調
査により得られた凍害構造物の所在地点
を示す。凍害危険度が０となる地域にお
いても凍害構造物の事例があることがわ
かる。

以下、今回の事例調査で得られた結果
の一部を示す。

図－４に確認された変状の種類別の集
計結果を示す。確認される変状としては、
スケーリングが最も多く、ひび割れ、鉄
筋露出の順になった。

図－５に変状発生のメカニズムごとに
集計した結果を示す。雨水などの供給と
積雪による飽水によって変状が発生して
いるという場合が大半であった。回答が
得られた中で変状発生部位は橋梁竪壁に
多く、橋梁翼壁や擁壁側壁では少なかっ
たこともあり、背面からの斜面水などの
影響を受けるものは少数であった。

このように、中国地方においても、雨
水が供給されやすい箇所において凍害が
発生しており、特に橋梁においては排水
装置が重要になることがわかる。

(３)九州における凍害の事例とその
特徴

①調査の概要
北海道や東北などの寒冷地域における

凍害は、コンクリート構造物に致命的な
損傷を与える劣化として認識され、長年

にわたり研究がなされてきた。得られた
成果は設計面および材料 ･調合面で対策
として適切に取り入れられ実施されてき
た結果、近年では凍害を生じたコンク
リート構造物は見られなくなりつつある。
一方、九州を中心とする温暖地域では凍
害は生じにくいと考えられてきた。　
日本建築学会建築工事標準仕様書 JASS5
鉄筋コンクリート工事４）26 節「凍結融
解作用を受けるコンクリート」に示され
る凍害危険度の分布図においても、阿蘇・
雲仙周辺の、標高が高い山岳上部の限ら
れた範囲において凍害危険度が危険度１
「ごく軽微」とされるほか、内陸部にお
いて、「品質の悪い骨材を用いプレーン
コンクリートとした場合の凍害発生危険
地域」とされている。しかし、「ごく軽微」
以下の危険度であるにもかかわらず、凍
害を生じた事例は現在でも多く確認され、
また、上記危険地域以外の場所において
も凍害事例は散見される。九州のような
温暖地域においては凍害に対する知識は
十分ではなく、適切な対策が施されてい

図－４　変状の種類別による集計結果 図－５　変状発生のメカニズムによる集計結果

写真－３　桁に生じたスケーリングと鉄筋露出写真－２　橋梁の地覆に生じたスケーリング
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ないことも一因と考えられる。同様に、
凍害に対する関心のレベルも高くないた
め、劣化の状況や特性も十分には把握さ
れていない。こうした背景を踏まえ、九
州凍害環境 SWG では、九州におけるコン
クリート構造物の凍害の全体像を把握す
ること、また、九州で生じる凍害が寒冷
地で見られる一般的な凍害と比較して、
どのような特徴を有するかなどを中心に
検討した。本調査では、九州内において
凍害が疑われる変状を生じたコンクリー
ト構造物を対象として、委員らが把握し
ていたもの、ならびに新たに情報提供頂
いたものを中心に、外観調査を行った。

②調査結果
凍害が疑われる変状を生じた構造物に

ついて、以下に代表的な事例を示し、九
州における凍害について、一般的な凍害
との相似点および相違点を述べる。なお
現時点で凍害かどうかの最終判断ができ
ていない事例もあるが、表記が長くなる
ので以後、「凍害が疑われる変状を生じ
た構造物」を、単に「対象構造物」ある
いは「事例」と表記する。

対象構造物の例を写真－２～９に示す。
多くの事例が、先の凍害危険度マップに
おいて、「コンクリートの品質が良くな
い場合には発生する可能性がある」地域
または凍害の危険度が１の地域に含まれ

ていたが、福岡市郊外の山間部や屋久島
中腹など、これら以外の地域においても
事例が確認された。

凍害による代表的な変状であるスケー
リング（写真－２）やひび割れは多くの
事例で見られた。これらの劣化が進行し、
鉄筋露出（写真－３）に至っている事例
も見られた。そのほか多く見られた事例
として、ひび割れからのエフロレッセン
スがある。ひび割れの内部から染み出し
ているものや、ひび割れの直下につらら
状に析出しているもの（写真－４）があっ
た。これらは、ひび割れ部位に水分の供
給が継続し、ひび割れが水の通過経路と
なっていることを示しており、劣化の更

写真－４　階段側面に生じたエフロレッセンス 写真－５　橋梁の桁に生じたポップアウト

写真－６　軒先の剥落と鉄筋露出 写真－７　独立柱の頂部に生じたひび割れ

写真－８　橋台に生じたスケーリング 写真－９　建物に生じたひび割れと防水層の膨れ
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なる進行が懸念される。なお、今回の事
例中、ポップアウトは比較的少なかった
（写真－５）。

凍害による変状は、一般に、融雪水の
供給量が多い屋上周辺や庇などで生じや
すく、とくに温度変化が大きくなる突出
部や隅角部で顕著になるとされる。今回
の調査においても同様な傾向が見られ、
屋根スラブの軒先（写真－６）や庇、パ
ラペットなどにおいて劣化が多く見られ
たほか、外柱頂部の突出部（写真－７）
においても変状が生じていた。

また、水の滞留する場所や水の供給を
受けやすい場所で劣化が顕著に生じる事
例も多く見られた。福岡市内の山間部の
橋梁（写真－８）では、背面からの水の
供給が多い北側の橋台で変状が生じてい
た。写真中、橋台上部の張出し部分から
滴下した水滴がちょうど当たる部分で顕
著な変状が見られた。

建築物においては、躯体コンクリート
の劣化に先立って仕上げの劣化が進行し、
そこから水分が侵入して凍害が生じてい
る事例が多く見られた。仕上げの塗膜の
内側に水が滞留している事例もあった
（写真－９）。降水等が劣化した防水層か
ら浸入し、コンクリートのひび割れや剥
離した塗膜とコンクリートの界面などを
伝って剥離していない箇所でせき止めら
れて塗膜の内側に留まっているものと考
えられる。このように多少の差異はある
ものの個々の変状を見ると、九州におい
ても寒冷地と大差ないように思われる。
次に全体の傾向について気候条件と関連
させながら一般的な凍害と比較する。

厳冬期の寒冷地では、日最低気温が氷

点下となる日には日最高気温も氷点下と
なることが多く、コンクリートは一度凍
結すると日射が当たらない限り融解しに
くい。このため、凍害は建物南面を中心
に日射の当たる面で生じやすいとされる。
一方、九州では、日最低気温が氷点下と
なる日においても日最高気温が氷点下と
なることは稀である。したがって、夜間
にコンクリートが凍結した場合、日射が
当たらない箇所でも、その日のうちに容
易に融解することが多いと予想される。
このような気候特性を反映し、今回の事
例ではあらゆる方位で劣化が生じていた。

また、寒冷地における厳冬期の気温と
異なり、九州で気温が氷点下 10℃を下
回ることは極めてまれである。従って低
所の平地では凍害が生じにくく、標高
500 ｍを超える高所に位置するものが多
い。ただし、内陸部の盆地である日田周
辺では標高 150 ～ 300 ｍ程度の比較的
標高の低い場所でも事例が多く見られた。
これは内陸であるため冬期に気温が低下
しやすいこと、冬期も比較的湿度が高く
コンクリートが湿潤な状態に保たれやす
いことなどが要因として考えられる。

対象構造物の竣工年は 1950 年から
1960 年代のものが多く、最も築後年数
の短いものでも 30 年程度であった。九
州における年間の凍結融解の回数は寒冷
地と比較して２分の１～４分の１程度で
ある。寒冷地においては早ければ 10 年
程度で劣化を生じるのと比較し、九州で
は、凍害が生じる場合でも、より長い年
月を経過して変状が顕在化するものと考
えられる。これらのことが上記年代の構
造物に劣化事例が多いことと関連してい

る可能性がある。ただし、近年は温暖地
域においても主としてワーカビリティ向
上の目的から AE 剤の使用と確実な空気
連行がなされていることなどから、比較
的新しい構造物で事例が少ないことも考
えられる。なお、九州における凍害によ
る変状の程度が寒冷地における場合と比
較して軽微であることは、現存事例が多
い理由とも考えられる。

これらに加え、北海道ではあまり見ら
れないコンクリート製の庇（写真－ 10）
は室蘭における対策の例や水の溜まりや
すい納まりなど、設計上の配慮がなされ
ていないことなども九州における凍害の
特徴であるといえる。

九州の別の特徴として、雲仙、阿蘇、
霧島、えびのなどの火山・温泉地の近隣
に位置する地域では酸性ガスの影響を受
けやすく、凍害と化学劣化との複合劣化
が疑われる事例が多いことも挙げられる。
同様に、土木構造物の一部では周辺での
凍結防止剤の使用の影響を受けている可
能性があり、塩害との複合劣化が想定さ
れる。

(４)地域の凍害環境指標の検討
凍害に対する地域の外的要因（気象環

境条件）の危険度を示した資料としては、
長谷川の凍害危険度の分布図が広く知ら
れており、　日本建築学会 JASS5４）や、
コンクリート診断技術５）などの刊行物に
も記載されており、貴重な資料として現
在でも用いられている。

図－１に示した長谷川の凍害危険度の
分布図２）は、気温を中心とする気象デー
タを用いた上で、融雪水による水分の供
給に対して重み付けを行って凍害危険値
を算出していることが特徴である。凍害
危険値を６段階の凍害危険度にグレード
分けしたものを等値線で示している。当
時使用された気象データは、1965 年か
ら 1970 年にかけてのものであり、凍害
危険度の算出地点は全国 140地点の気象
観測所であるが、詳細な地点の凍害危険
度の判定まで行うことは難しい。

一方で、近年はアメダスデータ等多く
の気象統計データが容易に入手可能と
なっており、成田らは、長谷川の考え方
を踏襲した上で、地点ごとの詳細な危険
度を算出するためにメッシュ気候値に着
目した 176地点の現地調査データも踏ま
えて凍害損傷リスクマップを作成してい
る６）。メッシュ気候値は過去 30 年間の
観測地から１㎞四方ごとの平年値を計算

写真－10　庇の対策の例（室蘭）
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図－６　FD-CIによる耐用年数の試算

により推定した気象データであり、他の
気象統計データと比較して、より詳細な
地点における指標の算出が可能である。
成田らが使用したメッシュ気候値 2000
は、気温や最深積雪などの気象データに
ついて 1971 年から 2000 年までを統計
期間とした平年値を用いて作成されたも
のであるが、最新のデータは 2010 年ま
でのものに更新されている。

さらに、最近の研究として、濱らは夏
期の乾燥がコンクリートの細孔構造を粗
大化させポテンシャルとしての耐凍害性
を低下させる影響を７，８）、気象環境条件
の評価に反映させ、凍結融解の環境条件
を表す ASTM 相当サイクル数９）と組み合
わせた指標として、FD-CI（凍害環境指標：
Frost Damage-Climate Index）を提案し、
最新のメッシュ気候値 2010 を用いて
マップ化した（図－６）10）。この図によ
ると、本 WG で着目した中国地方および
九州地方の内陸、山間部は北海道と同等
の凍害環境にあることがわかる。

３.おわりに

本研究委員会では、全体委員会の下に、
凍害環境 WG、塩害環境 WG、一般環境 WG、
土壌劣化環境 WGの４つの WG を置き、更
に凍害環境 WG の中に中国凍害環境 SWG、
九州凍害環境 SWG、北海道・東北凍害環
境 SWG の３つの SWG を置いて活動してき
た。また、本研究委員会を進めていく中
で行った暴露試験のあり方の議論、暴露
試験の標準化、ノウハウ・データの扱い

方等の共有化・情報整理のあり方の議論
等に基づき、「コンクリートの長期暴露
試験マニュアル」を提案した。これらを
まとめた委員会報告書が、報告会と一緒
に行ったシンポジウムの論文集と合本さ
れ刊行 11）されているので、ご覧いただ
きたい。

本「自然環境下のコンクリート劣化研
究委員会」は、1991 年および 2003 年
に発足した委員会の後継委員会として、
先の２つの委員会で培われた想い、ネッ
トワーク、知見を後生に伝える一里塚と
すべく、満を持して立ち上げた委員会で
ある。

ヒトの一生ははかないが、我々が残す
英知、文化は永遠である。構造物の寿命
にヒトはつきあいきれないが、皆で繋い
でいけば構造物を最期まで見守ることは
可能である。暴露試験の意義も難しさ 12）

も同じところにありそうだ。次世代、後
生に期待する。
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