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環境劣化因子とひずみによる天然ゴム支承のき裂発生に関する基礎的研究
Crack initiation of base-isolated natural rubber bearing subjected to environmental deterioration factors and strain
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In order to investigate the effect of environmental degradation factors (ozone
and temperature) and strain on crack initiation of base-isolated natural rubber
bearing for bridges, a series of accelerated ozone exposure experiment with
different temperature were carried out. It was confirmed that the high
temperature condition was severer than the low temperature one for ozone
crack initiation of natural rubber. The crack was initiated around the region,
in which the tensile strain was generated due to shear deformation of rubber
bearing, under the high ozone density (150pphm) and the high temperature
(40 ℃ ) condition. The mechanical performances of rubber bearing with
cracks were not deteriorated because these cracks initiated in the surface rubber
did not reach the inside rubber layers.
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の増加，
引張強度および伸びの低下が確認された．
また，
支承の水平剛性が設計値に比べ約10%上昇していること
が確認された．また，著者の一人は熱酸化，オゾン，紫
1995 年に発生した兵庫県南部地震では鋼製支承を用
外線等の種々の環境劣化因子を考慮した橋梁用天然ゴム
いた橋梁が大きな損傷を受けた一方，免震ゴム支承を用
支承の長期性能を予測する手法を提案し，100 年間の使
いた橋梁の損傷が軽微であったことから，それ以降，免
1)
用を想定した場合に天然ゴム支承の水平剛性が健全状態
震ゴム支承の普及が拡大してきている ．現在，日本に
に比べ 10～25%程度増加する可能性を示した 5～8)．
おいて数多くの橋梁に免震ゴム支承が使用されている．
橋梁用天然ゴム支承の長期性能が重要視される一方で，
免震ゴム支承は，上部工を支持すると共に地震時に構造
物を長周期化し共振を避け，免震ゴム支承の持つ減衰能
2001 年頃には積雪寒冷地である北海道で，実橋に設置さ
によって震動エネルギーを散逸する働きを持つ．
れた天然ゴム支承において 1 年程度で支承側面被覆ゴム
橋梁用免震支承として数多く使用されている鉛入り天
の表層にき裂が発生した事例が多数報告された 9)．各種
然ゴム支承（LBR）においては，その性能を発揮する上
検討の結果，低温下においてゴム表面の耐候性保護膜が
で水平剛性が重要な意味を持つ．
しかし，
ゴム材料は熱，
氷結等の作用で欠落したことと，低温下での耐候性保護
光，オゾン等の環境因子によって物性が変化するため，
剤のゴム表面への再滲出が遅れたことにより，オゾンの
橋梁用ゴム支承は供用期間と共にその性能が劣化する 2)． 影響によってき裂が発生したものと結論付けられた．そ
天然ゴム支承においては，水平剛性が時間の経過に伴っ
の後，低温下でも素早くゴム表面に再滲出する耐候性保
て増加することが知られている 3)．イギリスで約 40 年間
護剤が開発されると共に，ゴム材料の低温耐候性試験方
供用された Pelham 橋に使用された天然ゴム支承を用い
法が提案された 9)．
てゴム材料の物性値や支承の力学性能の変化を検証した
それ以降，低温耐候性試験により性能を確認した適切
4)
既往の研究 では，支承表面から約 50mm の領域で剛性
な耐候性保護剤を配合することで，低温環境下における
1．緒言
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天然ゴム支承の表面き裂の発生は抑止できるものと考え
られてきた．しかしながら近年では，積雪寒冷地以外の
地域においても供用開始から数年～10 数年経過したゴ
ム支承の表面き裂の発生が報告されている．そのき裂の
特徴としては，温度変化に起因する桁の伸縮に伴うせん
断変形により，支承表面の引張ひずみが作用する領域に
発生するものである 10～12)．支承表面の被覆ゴム（通常
10mm 厚）にき裂が発生したとしても即座にゴム支承の
力学性能が低下する訳ではないが，時間経過に伴い表面
のき裂が支承内部の積層ゴムに到達すれば，ゴム支承の
力学性能は低下するものと考えられる．また，表面にき
裂が存在する状態で地震による過大な荷重や揚力が作用
した場合，表面のき裂が起点となってゴム支承の破断が
生じる可能性もある 13，14)．
上述のゴム支承表面におけるき裂発生の主要因はオゾ
ン劣化であると考えられている 10～12)が，オゾンに限らず
温度およびせん断変形によるひずみもき裂の発生に影響
を及ぼしていると考えられる．環境劣化因子（オゾン，
温度）および引張ひずみがどのような条件で作用した場
合にゴム支承表面のき裂が発生するかについては不明な
点が多い．著者らが実施した橋梁支承用天然ゴムに対す
る一連の環境促進実験 5～7)において，JIS K6259 15)および
道路橋支承便覧 16)に規定される天然ゴムの耐オゾン性評
価試験の条件（高温：40℃，低温：-30℃，オゾン濃度
50pphm，伸長率 20%）でも，長時間（1536 時間）の実
験後もオゾン劣化によるき裂の発生は確認されず，天然
ゴムの物性値にも大きな変化はなかった．しかし，供用
開始から数年～10 数年経過した実際の天然ゴム支承に
おいてオゾン劣化によるものと考えられる表面き裂が多
数発生している．すなわち，現行の道路橋支承便覧 16)に
規定される橋梁支承用天然ゴムの耐オゾン性評価試験の
条件（高温：40℃，低温：-30℃，オゾン濃度 50pphm，
Thickness: 2.0mm

伸長率 20%）では，実際のゴム支承における表面き裂の
発生を評価するうえで十分ではなく，表面き裂が発生し
たゴム支承のオゾン濃度，温度等の環境因子と力学因子
を調査しても，き裂発生の要因を解明することは現在の
ところ困難である．
そこで本研究では，環境劣化因子（オゾン，温度）お
よびひずみが天然ゴム支承の表面き裂発生に及ぼす影響
を検討することを目的に，比較的大型のゴム支承供試体
にせん断変形を与えた状態で固定する鋼製のジグを取り
付け，そのまま環境試験槽内に設置できる大型のオゾン
発生器付恒温試験装置を新たに開発した．開発した装置
を用いて環境劣化因子（オゾン濃度，温度）およびひず
みの条件を種々変化させた一連の劣化促進実験を実施し，
き裂を発生させる条件を明らかにするための基礎的検討
を実施した．
2．実験供試体
2.1 ダンベル試験片
環境劣化因子（オゾン，温度）とひずみの影響により
橋梁用ゴム支承に使用する天然ゴムにき裂が生じる実験
条件を特定するため，図－1 に示すダンベル試験片（JIS
K6251，ダンベル状 3 号形）17)を使用した．試験片は図
－2 に示す伸長ジグに取り付け，ひずみを与えた状態で
オゾン劣化促進実験に供した．
試験片に用いた材料は表－1 に示す配合で構成した天
然ゴム（株式会社川金コアテック提供）であり，老化防
止剤を含むものと含まないもの，2 種類を作製した．
2.2 支承供試体
本実験で使用する支承供試体の形状および寸法を図－
3 に示す．供試体の幅および奥行は 220mm，高さは
108mm である．厚さ 8mm の天然ゴム 6 枚と厚さ 3.2mm
の鋼板（SS400）5 枚を交互に積層し，支承の上下には厚
さ 22mm の鋼板（SM490A）を使用している．支承の側
表－1 天然ゴム材料の配合（重量比）
老化防止剤
老化防止剤
あり
なし
天然ゴム
100.0
100.0
N330 カーボン
40.0
40.0
ナフテンオイル
10.0
10.0
老化防止剤(TMDQ)
1.5
―
老化防止剤(IPPD)
1.5
―
ワックス
1.5
―
酸化亜鉛
5.0
5.0
ステアリン酸
1.0
―
促進剤 CBS
1.5
1.5
促進剤 TMTD
1.0
1.0
硫黄
0.5
0.5
合計
163.5
158.0

図－1 ダンベル試験片
（JIS K6521 ダンベル状 3 号）

単位：phr (per hundred rubber)

図－2 伸長ジグ
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面は厚さ 10mm の天然ゴムで被覆している．ダンベル試
験片と同様，老化防止剤を含むものと含まないものの 2
種類で内部積層ゴムおよび被覆ゴムを構成し支承供試体
を作製した．
本研究では，支承供試体にせん断変形を与えた状態で
固定し，劣化促進実験を行った．支承供試体のせん断変
形を保持するための鋼製ジグの概要を図－4 に示す．ボ
ルト孔を設けた鋼製のフレームに支承供試体を取り付け，
載荷試験機を用いて支承供試体上側の鋼製ジグに所定の
水平変位を与えた．その後，鉛直方向に所定の面圧に相
当する圧縮荷重を負荷した状態でボルト締めし，供試体
の形状を固定した．付与した水平変位（せん断変形）は
72mm であり，積層ゴムの総厚さ（8mm×6 枚 = 48mm）
の 150%に相当する．これは，道路橋支承便覧によるレ
ベル 1 地震動に対する許容せん断ひずみに対応する 16)．
圧縮荷重については設計死荷重である 6MPa の面圧を負
荷した 18)．
220
75

単位：mm

75

200

220

M16，深さ 16mm

Φ50，深さ 10mm
Φ15，貫通
a

a

22

被覆ゴム：厚さ 10mm
ゴム：8mm×6 層
鋼板：3.2mm×5 層
鋼板：22mm

22

108

a-a

図－3 支承供試体

支承供試体に水平変位を付与すると，供試体上面端部
のゴムと鋼製フレームの接触面において，ゴムがめくれ
るような変形が生じた．めくれ変形の大きさは約 21mm
であり，被覆ゴム厚よりも大きかった．これは，支承供
試体は上部鋼板の端部で鋼製フレームと固定されている
のではなく，端部から 25mm 内側に入ったボルト位置で
固定されているためである．
2.3 有限要素解析による支承供試体のひずみ分布予測
2.2 に示す方法でせん断変形を付与した支承供試体に
対し，表面の被覆ゴムに生じるひずみ分布を予測するた
め有限要素解析によるシミュレーションを実施した．解
析モデルを図－5 に示す．解析には汎用プログラム
ABAQUS Ver.6.13 を使用した．対称性を考慮し，ハーフ
モデルを用いた．モデルは表層被覆ゴム，積層ゴム，内
部鋼板および鋼製ジグを想定した載荷ブロックで構成し，
全ての部位で 8 節点ソリッド要素を用いている．実際の
支承供試体と同様に，上下部の鋼板と載荷ブロックは図
―3 に示すボルト位置で接続した．
表層ゴム部分における要素寸法は厚さ 10mm を 3 分割
し，縦横は 5mm 以下とした．ゴムの材料特性は既往の
研究 19，20)で提示された構成則を用い，
鋼は線形弾性体
（ヤ
ング率 205GPa，ポアソン比 0.3）とし，載荷ブロックは
剛体とした 21)．
実際の支承供試体と同様，載荷ブロックに水平変位
72mm を付与した後，鉛直方向に面圧 6MPa を与えた状
態での変形性状を図－6(a)に，ひずみ分布を図－6(b)に示
す．ひずみについては，最大主ひずみと，水平方向のき
裂を発生させる要因となることが推測される縦方向の公
称ひずみの分布を示している．支承中心の外表面
（x=220mm，y=110mm）では，最大主ひずみの方向は支
承の縦方向となっていることを確認した．また，水平変
位を与えた方向に直交する面において，上部から約
20mm の位置（z=90mm）で最大の引張ひずみが生じた．
固定用ボルト

鉛直荷重
（6MPa）

鉛直荷重
（6MPa）

鋼製ジグ
鋼製ジグ

水平変位
（72mm）

支承
供試体

水平変位
（72mm）

支承供試体

(b) 変形後

(a) 変形前
図－4 鋼製ジグによるせん断変形の付与
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面圧（6MPa）

載荷ブロック（剛体）

側面：対称条件
220

40
水平変位（72mm）

40

載荷ブロック（剛体）

108

内部鋼板（3.2mm×5 枚）
積層ゴム（8mm×6 枚）

z

108

表層ゴム（10mm）

上部鋼板（22mm）

下部鋼板（22mm）

z

x

x

y

220

単位：mm
110
下面：ボルト位置で変位固定

図－5 有限要素解析モデル

-60

-30

0

30

下部鋼板

内部鋼板および
積層ゴム

上部鋼板

x=220
(mm)
y=110

60

縦方向
ひずみ
最大主
ひずみ

縦方向ひずみ ε (%)

(b) 支承中央断面における表層ゴムのひずみ分布

(a) 変形図および縦方向ひずみのコンター図

図－6 解析結果
水平変位により上部鋼板下端の角が表層ゴムを大きく変
形させるため，この近傍の表層ゴムに大きな引張ひずみ
が生じるものと考えられる．表層ゴムの公称引張ひずみ
の最大値は約 40%であった．内側の積層ゴム端の公称引
張ひずみは約 20%であった．
一方，実構造物においては，支承には桁および床版等
の死荷重が鉛直方向に作用した状態で，地震による水平
変位が作用するのが一般的である．本研究での実験では
支承供試体にせん断変形を付与した状態で固定するため，
実構造物とは逆に水平変位を負荷してから鉛直荷重を負
荷している．このような載荷順序の違いがひずみ分布に
与える影響を検討するため，解析で鉛直荷重を負荷して
から水平変位を与えた場合も実施した結果，水平変位を
与えてから鉛直荷重を負荷した場合とのひずみの差は
0.1%以下であることを確認している．すなわち，載荷順
序の違いが支承表面のひずみ分布に及ぼす影響は小さい．

3．低温環境下におけるオゾン劣化促進実験
3.1 実験装置
ゴム支承供試体のオゾン劣化促進実験を実施するため
に開発したオゾン発生器付恒温試験装置の概要を図－7
に示す．環境試験槽の内寸は幅 1500mm，高さ 1000mm，
奥行 1000mm であり，上述の鋼製ジグを取り付けた支承
供試体を 2 体同時に環境試験槽内に設置できる．また，
環境試験槽内の天井には伸長ジグを取り付けたダンベル
試験片が 150 体以上吊り下げられる構造とした．
環境試験槽内には加熱冷却のための循環送風機が設置
されており，使用温度範囲は-30℃～+50℃，精度は±
2.0℃である．併設されているオゾン発生器の濃度可変範
囲は 0pphm～150pphm である．
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3.2 実験条件
既往の研究では，低温環境下においてゴム表面の耐候
性保護膜が氷結等の作用で欠落することと，低温下での
耐候性保護剤のゴム表面への再滲出が遅れることによ
り，オゾン劣化による天然ゴム支承表面のき裂が発生し
やすくなることが報告されている 9)．そこで，低温環境
においてどの程度の時間で支承供試体の表面にき裂が
発生するかを確認するため，最初に温度-30℃，オゾン
濃度 150pphm の最も厳しいと考えられる環境条件を与
えて劣化促進実験を実施した．
実験に使用したダンベル試験片の数量の内訳を表－2
に示す．老化防止剤を含まないものと含むものをそれぞ
れ 75 体ずつ使用した．75 体の試験片のうち，25 体ずつ
にそれぞれ異なる大きさの引張予ひずみを与えた状態
でオゾン劣化促進実験に供した．予ひずみの大きさは，
予ひずみなし（0%）に加え，2.3 で実施した解析で得ら
れた公称引張ひずみの最大値に相当する 40%と，オゾン
劣化をより促進させるために 75%とした．
支承供試体については，老化防止剤を含まないものと
含むものそれぞれ 1 体ずつを，せん断変形量 150%，面
圧 6MPa の状態で実験に供した．

オゾン発生器
および濃度計
環境試験槽(-30℃～+50℃)
(最高オゾン濃度：150pphm)
(a) 外観（閉扉時）

支承供試体

表－2 オゾン劣化促進実験時のダンベル試験片の数
老化防止剤 予ひずみ（%） 数量
0
25
なし
40
25
75
25
0
25
あり
40
25
75
25

環境試験槽内寸
1500W × 1000D × 1000H (mm)
(b) 外観（開扉時）
図－7 オゾン発生器付恒温試験装置

表－3 低温オゾン劣化促進実験におけるダンベル試験片の観察結果

老化防止剤

初期状態

0

予ひずみ (%)
40

75

部分的に
き裂発生

全体的に
き裂発生

全体的に
き裂発生

き裂なし

き裂なし

き裂なし

なし

あり
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老化防止剤なし 老化防止剤あり

実験期間は 96 時間を 1 サイクルとして 5 サイクル
（480 時間）実施した．1 サイクルごとに環境試験槽を
開扉し，ダンベル試験片を 5 体ずつ取り出して，き裂
の発生状況を確認した．また，支承供試体についても
1 サイクルごとに表面のき裂発生状況を確認し，き裂
が発生したサイクルで環境試験槽から支承供試体を取
り出し実験を終了した．
3.3 実験結果
(1) ダンベル試験片のき裂発生状況
低温条件でのオゾン劣化促進実験の結果を表－3 に
示す．ダンベル試験片を 1 サイクルごとに環境試験槽
から取り出し表面性状を観察した結果，老化防止剤を
含むものと含まないもの共に，5 サイクル終了までの
各サイクルにおいて目視ではき裂は確認できなかった．
マイクロスコープ（倍率 100 倍）を用いて観察した結
果，
老化防止剤を含まないダンベル試験片については，
予ひずみ量に関係なく 1 サイクル目から微細なき裂が
発生していた．予ひずみを与えていないダンベル試験
片では部分的に数本のき裂が発生していたのに対し，
予ひずみ量が大きい試験片では，ダンベル試験片全体
に多数のき裂が発生していた．しかし，実験サイクル
の進行と共にき裂が進展する傾向は確認できず，1～5
サイクルのダンベル試験片においてき裂の発生状況は
ほぼ同じであった．一方，老化防止剤を含むダンベル
試験片では，予ひずみ量，実験サイクルに関係なく全
てのダンベル試験片でき裂の発生は確認できなかった．

(2) 物性試験
5 サイクル（480 時間）の低温オゾン劣化促進実験に
供したダンベル試験片に対し，引張試験を実施した結
果を図－8 に示す．図には，引張試験より得られた老
化防止剤なしおよびありの各 5 体のダンベル試験片の
伸び，引張強度および M100（ひずみ 100%時の応力）
の平均値（M）および S（標準偏差）を示している．
老化防止剤なしのダンベル試験片については，オゾ
ン劣化促進実験により生じたき裂に起因する物性値の
変化が生じた．予ひずみ 0%の場合の伸び，引張強度
および M100 の変化はわずかであるが，
予ひずみ 40%，
75%の場合の伸びおよび引張強度は初期状態に比べ約
13～20%低下した．M100 については，初期状態に比
べほとんど変化がなかった．一方，老化防止剤ありの
ダンベル試験片はオゾン劣化促進実験でき裂が発生し
なかったため，物性値の低下はほとんど生じていなかっ
た．
(3) 支承供試体のオゾン劣化促進実験結果
5 サイクル（480 時間）の低温オゾン劣化促進実験に
供した支承供試体の外観を図－9 に示す．支承供試体に
対しせん断変形を付与した方向に直交する面の観察結
果を示している．老化防止剤なしの支承供試体は，オゾ
ン劣化促進実験開始後 2 時間程度で表面に多数のき裂

予ひずみ（%）

M+S
M
M-S

予ひずみ（%）

(a) 伸び
老化防止剤なし 老化防止剤あり
M+S
M
M-S

予ひずみ（%）

予ひずみ（%）

(b) 引張強度
老化防止剤なし 老化防止剤あり
M+S
M
M-S

予ひずみ（%）

予ひずみ（%）

(c) M100（負荷ひずみ 100%時の応力）
図－8 低温オゾン劣化促進実験後の物性試験結果
が発生した．その後，実験時間の経過と共にき裂の数が
増加し，観察面およびその裏面だけでなく，側面も含め
全ての面に多数のき裂が発生した．すなわち，供試体に
作用しているひずみ分布に無関係に全面に多数のき裂
が発生した．一方，老化防止剤ありの支承供試体は，1
サイクル（96 時間）ごとに表面を目視で観察したが，5
サイクル（480 時間）終了後までき裂の発生は確認でき
なかった．既往の研究 9)の結果に基づき改良された老化
防止剤（耐候性保護剤）を使用している天然ゴム支承に
ついては，低温環境下で高オゾン濃度に晒されても十分
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な保護性能を発揮することが確認できた．すなわち，近
年報告されている積雪寒冷地以外の地域における天然
ゴム支承表面のき裂発生の原因は，低温環境下における
老化防止剤の滲出性不足とは異なると言える．よって次
章では，異なる温度条件においてオゾン劣化促進実験を
実施し，天然ゴム支承表面にき裂を発生させる実験条件
について検討する．
鉛直荷重（6MPa）

鋼製ジグ
水平変位
（72mm）

観察面

支承供試体
(a) 観察面の位置

(b) 老化防止剤なしの支承供試体

4. 常温環境下におけるオゾン劣化促進実験
4.1 ダンベル試験片を用いたオゾン劣化促進実験
支承供試体の表面き裂発生条件を探索するため，老化
防止剤ありのダンベル試験片を用い，3.で実施したもの
と同様のオゾン劣化促進実験を異なる温度およびオゾン
濃度条件で行った．オゾン劣化促進実験の条件を表－4
に示す．各実験条件で使用したダンベル試験片の数は 25
体である．実験温度は，実環境において一般に発生する
ことが想定される常温（JIS 規定では 23℃）の範囲を基
本に，-15℃，0℃，23℃とした．24 時間ごとに環境試験
槽の扉の窓から槽内を観察し，き裂発生の有無を確認し
た．また，き裂の発生したサイクル（試験時間）で 5 体
のダンベル試験片を環境試験槽内から取り出し，目視お
よびマイクロスコープを用いてダンベル試験片の表面観
察を行った．
実験結果を表－4 および図－10 に示す．図－10 に示す
ように，各試験条件，試験時間で取り出した 5 体のダン
ベル試験片の全てに明らかなき裂の発生や破断が確認さ
れた条件では，表－4 のき裂発生あるいは破断の行に
「○」を記載している．一方，目視およびマイクロスコ
ープを使用してもダンベル試験片にき裂の発生が確認で
きなかった場合は「－」を記載している．
3.で実施した条件よりもやや温度が高い条件(1)（温度
-15℃，オゾン濃度 150pphm）では，96 時間経過後もき
裂の発生は確認できなかった．さらに，やや温度が高い
条件(2) （温度 0℃，オゾン濃度 150pphm）では，予ひず
み 75%の場合に 24 時間経過後にき裂および破断が発生
した．すなわち，温度-30℃のような低温条件よりも 0℃
程度の方が，高オゾン濃度の引張ひずみ作用下でき裂が

(c) 老化防止剤ありの支承供試体
図－9 低温オゾン劣化促進実験後の支承供試体の外観

図－10 ダンベル試験片の劣化状況（温度 23℃，
オゾン濃度 100pphm，予ひずみ 80%）

表－4 常温環境におけるダンベル試験片のオゾン劣化促進実験条件および結果
条件
温度（℃）
オゾン濃度（pphm）
予ひずみ（%）
時間（hr）
き裂発生あるいは破断

0

(1)
-15
150
40

―

96
―

(2)
0
150
75
0
40
実験結果
96
―
―
―
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75
24
O

0

(3)
23
50
40

―

192
―

80

0

(4)
23
100
40

―

192
―

144
O

80
24
O

発生しやすいと言える．しかし，条件(3)のように，0℃
よりもさらに温度を上昇させ 23℃としても，オゾン濃度
が 50pphm では予ひずみ量に関係なく 192 時間経過後も
き裂および破断は発生しなかった．
以上の結果を踏まえ，
条件(4) （温度 23℃，オゾン濃度 100pphm）で実験を実
施したところ，予ひずみ量が大きいほど，早期にき裂お
よび破断が発生する結果となった．

なお，本実験で発生した最大のき裂の長さは約 30mm，
深さは約 6mm であり，き裂は供試体表面のゴム層に留
まっており，内部の積層ゴムには到達していなかった．

4.3 考察
ゴム材料は，ガラス転移温度（Tg）よりも 50～100℃
高い温度域（Tg +50～100℃）では低温になるほどオゾン
劣化によるき裂の発生が抑制されることが知られている．
4.2 常温条件での支承供試体のオゾン劣化促進実験
一方，Tg +50～100℃よりも高温の領域になるとオゾン劣
4.1 で実施したダンベル試験片を用いたオゾン劣化促
化の温度依存性の度合いは小さくなるものの，温度が高
進実験の結果を踏まえ，温度 23℃，オゾン濃度 100pphm
くなるほどき裂が発生しやすい傾向があると言われてい
の条件で老化防止剤ありの支承供試体のオゾン劣化促進
る 22)．
天然ゴムのガラス転移温度 Tg は約-80℃23)であり，
実験を実施した．しかし，96 時間経過後も供試体表面に
Tg +50～100℃（-30～+20℃）は，積雪寒冷地に限らず一
き裂の発生は確認できなかった．厚さが 2mm と薄く，
般地域において橋梁用天然ゴム支承が設置される環境の
表裏両面からオゾンの作用を受けるダンベル試験片に比
温度帯に対応している．一方，ゴム支承が日射を受ける
べ，支承供試体の表層ゴムはオゾン作用の影響が小さく
場合や夏季においては支承表面の温度が Tg +50～100℃
なる可能性を考え，やや温度を上げ，温度 40℃の条件で
（-30～+20℃）を越えることは実測結果 24)からも明らか
実験を再開したところ，384 時間経過後に供試体表面に
にされ，低温状態よりも頻繁に起こりうる常温状態の方
図－11 に示すようなき裂の発生を確認した．き裂の発生
が，オゾン劣化が進行しやすいと言える．
位置は，2.3 で実施した有限要素解析の結果から，最も
このように考えると，オゾン濃度が高いほど，また，
大きな引張ひずみが発生していると推定される領域（支
作用する引張ひずみが大きいほどオゾン劣化によるき裂
承供試体に対しせん断変形を付与した方向に直交する面， は発生しやすくなる．既往の研究では，オゾン濃度とき
上下鋼板の角部近傍）であった．本実験で確認されたき
裂の成長速度はほぼ直線的な関係にあることが報告され
裂の特徴は，実際に報告されている積雪寒冷地以外の地
ている 25, 26)．本実験におけるオゾン濃度 100pphm は，実
域において供用開始から数年～10 数年経過したゴム支
環境において測定されたオゾン濃度（1～10pphm）24)の
～
承の表面に発生したき裂 10 12)と類似していた．
10～100 倍であることから，オゾン劣化促進実験におけ
る高オゾン濃度の影響によるき劣発生時間の促進倍率も
10～100 倍程度になると考えられる．今後，高濃度オゾ
ンによる劣化促進実験と実際の環境におけるオゾン濃度
との関係を検討していく必要がある．
また，
天然ゴムのオゾン劣化が進行しやすい伸長率
（引
張ひずみ）の領域は 10～20%程度であることが示されて
いる 26)．実橋に設置されたゴム支承においても同程度の
引張ひずみが生じていることが報告されており 9)，オゾ
ン劣化促進実験において20%以上の大きな引張ひずみを
付与することはき裂の発生を促進させる効果がある．し
かし，高オゾン濃度で大きい引張ひずみを付与する促進
(a) 観察面（表側）のき裂発生状況
実験においても，オゾン劣化が抑制される低温条件では
き裂が発生しない場合があることを一連の実験結果は示
唆している．すなわち，天然ゴム材料のオゾン劣化に関
連する種々の因子の中で，引張ひずみと温度の組み合わ
き裂
せが与える影響の度合いが大きいと考えられる．
（長さ 30mm，最大深さ 6mm）
5. 支承供試体に対する載荷実験

(b) 観察面（裏側）のき裂発生状況
図－11 老化防止剤を含む支承供試体のき裂発生状況

5.1 実験方法
一連のオゾン劣化促進実験に供した支承供試体を用い，
き裂の発生がゴム支承の力学性能に与える影響を確認し
た．オゾン劣化促進実験時に使用したせん断変形固定用
の鋼製ジグを取り外した後，鉛直および水平方向載荷が
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可能な試験機を用いて実験を実施した．
まず，
圧縮変形量に及ぼすき裂の影響を確認するため，
鉛直方向に20秒間に0～12MPaの範囲で三角波形による
繰返し荷重を 3 回負荷した．また，初期水平剛性に及ぼ
すき裂の影響を確認するため，鉛直方向に 6MPa の一定
荷重を負荷したまま，±175%のせん断変形に対応する水
平変位（±84mm）を 0.5Hz の正弦波形で 3 回繰返して
負荷した．
5.2 実験結果
載荷実験の結果を図－12 に示す．老化防止剤なしの供
試体は低温のオゾン劣化促進実験において供試体全面に
多数の微小なき裂が発生した．オゾン劣化促進実験前の
健全な状態と比較すると，オゾン劣化促進実験後におけ
る圧縮変形量は約 6%低下し，水平方向の初期剛性は約
8%増加した．一方，40℃でのオゾン劣化促進実験におい
て，老化防止剤ありの供試体は大きい引張ひずみが作用
する領域にのみき裂が発生した．オゾン劣化促進実験後
における老化防止剤ありの供試体の圧縮変形量は健全状
態と比べ約 4%増加したが，水平方向の初期剛性はほぼ

同じであった．老化防止剤なし，ありのいずれの供試体
もオゾン劣化促進実験前後の圧縮変形量は設計値±30%，
水平方向の初期剛性は設計値±10%を満足していた 18)．
また，載荷実験によるき裂の進展は確認されなかった．
著者の一人が行った既往の実験 5, 6)や本研究における
ダンベル試験片による実験結果からも分かるように，オ
ゾンによる天然ゴム材料の劣化はき裂の発生が主であり，
物性値の変化はほとんどない．図―12 に示す載荷試験に
おいて，オゾン劣化後の支承供試体の方が健全状態に比
べ剛性が上昇しているように見られる部分があるが，こ
れは健全状態での載荷試験の履歴と，その後のオゾン劣
化促進実験が終了するまでの時間経過によるゴム材料の
硬化が影響しているものと推察される．オゾン劣化促進
実験で支承供試体の表層ゴムに発生したき裂が内部の積
層ゴムにまで到達すれば，支承の剛性等の力学性能が低
下すると考えられるが，本実験で生じたき裂は表層ゴム
に留まっており，
内部の積層ゴムに到達していなかった．
このため，本実験の範囲ではき裂が支承供試体の力学性
能に及ぼす影響は小さかったものと考えられる．

老化防止剤なし

老化防止剤なし

(a) 老化防止剤なし―鉛直方向載荷

(b) 老化防止剤なし―水平方向載荷

老化防止剤あり

老化防止剤あり

(c) 老化防止剤あり―鉛直方向載荷

(d) 老化防止剤あり―水平方向載荷

図－12 支承供試体の載荷実験結果
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6. 結言
橋梁用天然ゴム支承の表層ゴムにおいて，オゾン劣化
によるき裂を発生させる実験条件を明らかにするため，
一連の基礎的検討を実施した．
得られた主な知見を以下に示す．
(1) 老化防止剤を含まないものと含むものの 2 種類の橋
梁支承用の天然ゴムを用い，ダンベル試験片（3 号）
および幅 220mm，奥行き 220mm，高さ 108mm の支
承供試体を作製した．支承供試体についてはせん断
変形を保持するジグを用いると共に有限要素解析に
よるシミュレーションを行い，被覆ゴム表面に発生
するひずみ分布を定量的に明らかにした．支承供試
体に積層ゴムの総厚の 150%のせん断変形を与えた
場合，上部鋼板近傍の表層ゴムには最大約 40%の引
張ひずみが生じることを推定した．
(2) ダンベル試験片には伸長ジグにより引張予ひずみを
与え，支承供試体はジグによりせん断変形を与えた
ままオゾン劣化促進実験を行った．オゾン濃度
150pphm，温度-30℃の条件では，予ひずみの大きさ
に関係なく老化防止剤なしのダンベル試験片に 96
時間以内にき裂が発生した．支承供試体の表面には
実験開始から約 2 時間で微細なき裂が発生し，時間
の経過と共にき裂の数が増加した．き裂は支承供試
体表面のひずみ分布に関係なく全面に多数発生した．
(3) (2)と同様のオゾン濃度 150pphm，温度-30℃の条件で
は，予ひずみの大きさに関係なく 480 時間経過後も
老化防止剤ありのダンベル試験片および支承供試体
にはき裂が発生しなかった．また，オゾン劣化促進
実験後の物性値の変化も確認できなかった．
(4) 老化防止剤ありのダンベル試験片に対し種々の条件
でオゾン劣化促進実験を実施した結果，オゾン濃度
100pphm，温度 23℃の条件では，予ひずみ量が大き
いほど早期にき裂および破断が発生することを確認
した．同じ条件では支承供試体にはき裂が発生しな
かったが，温度を 40℃にした場合，せん断変形によ
り支承供試体表面において最も大きな引張ひずみが
発生していると推定される領域にき裂が発生した．
(5) 高オゾン濃度で大きい引張ひずみを付与する促進実
験においても，オゾン劣化が抑制される低温条件で
はき裂が発生しない場合があることを一連の実験結
果は示唆していた．すなわち，天然ゴム材料のオゾ
ン劣化に関連する種々の因子の中で，引張ひずみと
温度の組み合わせが与える影響の度合いが大きいと
考えられる．
(6) 一連のオゾン劣化促進実験によりき裂が発生した支
承供試体に対し，鉛直方向および水平方向載荷実験
を行った．オゾン劣化促進実験によるき裂は表層ゴ
ムに留まっており，内部の積層ゴムに到達していな
かったため，き裂が支承供試体の力学性能（圧縮変

形量および水平剛性）に及ぼす影響は小さかった．
また，載荷実験後においてもき裂の進展は確認され
なかった．
本研究におけるオゾン劣化促進実験により，支承供試
体にき裂を促進発生させる条件を明らかにした．
しかし，
生じたき裂は支承供試体の力学性能を低下させる程大き
いものではなかった．今後は，オゾン劣化促進実験を継
続することで，表層ゴムのき裂が進展し内部の積層ゴム
に到達した場合に，き裂が支承の力学性能に及ぼす影響
を明らかにする．また，表層ゴムに生じたき裂を補修し
て，さらにオゾン劣化促進実験を行い，最適な補修方法
を提案する予定である．一方，JIS 規格による耐オゾン
性能評価試験では不十分であると考えられる点もあるた
め，新しい耐オゾン性能評価試験についても検討してい
く予定である．
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