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はじめに 

 

アルカリ骨材反応（ASR）の学術研究に関わる一研究者として，今何をなさなければならない

のかを考え続けてきました。前「作用機構を考慮したアルカリ骨材反応の対策と診断研究委員会

（平成 18・19年度）」では，ASRをすでに過去の問題とみなす研究者や技術者が多かった中，現

在の規格の限界を再認識することができました。JISA5308での ASR抑制対策はあくまでも抑制

であり完全とは言えないことは認識されていたはずですが，その不完全さを改めて明確にした点

に意義があります。そして，ASR研究において，岩石学的検討の果たす役割を明確にし，その重

要性への認識を広めました。 

次になすべきことは，ASR対策の更新の議論です。更新する必要があるのか？という問いを考

えるために，まずは現実を理解することが重要です。ASRの事例は筆者の経験では多く存在して

いますが，種々の理由で報告されることも，詳細解析されることも限定的です。劣化の現実はヴ

ェールに包まれています。遅延エトリンガイト生成（DEF）に関する不十分な理解も気になりま

す。ASR も DEF も硫酸塩劣化も、自称専門家が勉強不足からか国際標準とはかけ離れた独自の

見解を主張することが気になって仕方ありません。これらは，ASRを前提とした診断技術が確立

していないことも一つの理由と考え，まずは，適切な診断方法を提示することを念頭に置き，新

しい FS研究委員会「ASRに対する診断と抑制対策のあるべき姿」を組織することにしました。 

１年目に開催したシンポジウムにおいて，「ASR は抑制しなければならないのか？」を議論し

ました。そこでリスクという概念への理解について改めて重要性を認識し，単に診断法を示すの

ではなく，より確実な抑制対策の体系を考えることを目指すようになりました。 

委員会は当初，３つの WG から構成し，最新情報（広野真一主査），診断フロー（久保善司主

査），抑制対策（合田寛基主査），の観点から検討を進めてきました。岩石学的手法を基礎とした

診断手法の提案を重要視しつつ，議論を重ねることで，より深く ASR対策の体系の課題を理解し

ていったのです。 

抑制対策を考えるには ASRを的確に定量評価できる試験方法が必要であることを認識し，試験

法 WG（佐川康貴主査）を新設し，コンクリートプリズム試験によるコンクリートそのものの性

能試験を行うことを提案しています。この試験方法は，単なる骨材試験ではなく，コンクリート

の ASR 膨張の定量予測への道を開くものであり，ASR 膨張挙動，すなわち実コンクリートのあ

る材齢における膨張量を推定できるという画期的なものです。ASRをオン／オフで考えるのでは

なく，構造物の機能への影響を定量的に取り扱える可能性が生まれたのです。 

報告書は、FS 委員会で重要性を認識した「ASR のリスクと抑制」について述べるところから始

まります。 

海外においては，北米で詳細なリスク分析に基づく対策が完成されており，RILEM では多く

の試験方法が整備されてきて，今後は、コンクリートの性能試験と構造物への影響を考える二つ

の TCへと引き継がれています。これらの活動と比較すると日本の ASR研究の平均レベルはかな

り遅れていましたが，先端的取り組みは日本でも実施されるようになり，最先端では負けていま

せん。本研究委員会でも ASR 膨張の定量的予測，ASR 劣化の構造性能への影響についても議論

しました。ASRの抑制から制御へと意識を変革する時代がすぐそこに来ています。 
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参加委員の精力的な活動により、本研究委員会でまとめたこの報告書の内容は国際的にも最先

端の部分を多く含んでいると自負しております。筆者の述べたいことが十分に表現された一方，

委員各位のとりまとめから多くのことを学びました。本研究委員会は，今後の ASR関連規格を変

更し，ASR のリスクヘの考え方そのものを変革するに十分な基礎的情報を与えています。今後，

ASR のリスクが再認識され，現場の分析能力も高まり，現実を適切に理解したうえで，新しい

ASR抑制対策が次の 10年で整備されていくことを期待します。 

JCI・TC115FS ASR診断の現状とあるべき姿研究委員会 

委員長 山田一夫            

 

あとがき 

 

３年間の活動では，当初考えたようなシンプルな岩石学的 ASR診断の提示という内容から，よ

り本質を考える深い活動となった。構成は目次をご覧いただければ分かるが，従来の ASR関連の

技術図書の内容から，作用機構や岩石学的評価に関する技術を深く紹介しただけではなく，考察

範囲が拡大している。 

この範囲の拡大は FS委員会とした意義を十分に発揮したものであり，初年度に ASR研究の進

展が本当に必要なのかを議論した成果である。１年目の FS を開催するまでに関係者の間では意

識にありながら明確化できないがゆえに，より深い ASR研究の意義と新しい対策を考える必要性

について自信を持って説明できなかった。１年目にシンポジウムを開催することで委員会メンバ

ーの中に ASRのリスクを再考する必要性の認識が生まれ，最終的に第Ⅰ編としてまとめられた。 

ASRのリスクを考えるということは，材料劣化の構造性能への影響を考えるだけではなく，構

造物の機能とそれを保持すべき期間を明確にすることでもあった。そのうえで，近い将来に求め

られる ASR研究の成果とその活用方法について提言を行った。 

第Ⅱ編では，研究委員会での議論の成果として，最も中心的課題として据えた ASR診断と抑制

対策のフローを，構造物の重大性レベルを意識したうえで提示した。診断フローでは，一般的な

ものから重要構造物で求められる高度な診断フローも示した。さらに，具体的な試験方法として，

骨材試験ではなくコンクリートの ASR 膨張に関する性能試験としてのコンクリートプリズム試

験（CPT）を提案した。 

本研究委員会の設立の理由は，ASR 劣化の現状が適切に理解されていないために新しい ASR

抑制対策の必要性が判断できず，適切な理解のためには的確な ASR診断手法を提示することが必

要であると考えたことである。その目的は十分に達成できた。さらに，骨材の試験方法には限界

があることを主張してきたので，その回避方法としての CPT を提案したことにも意義がある。

CPTはコンクリートの性能試験であるため，抑制効果のある混和材や骨材の組み合わせ効果など

が定量評価できる点でも優れている。 

第Ⅲ編は，第Ⅱ編の提案に至るまでの背景の技術情報をまとめた。 

診断WGの成果としては，ASR診断の手法を考慮するため，関係基準類や診断・評価技術に関

する多くの関連情報を集めた。 

診断フローを決定するにあたって考えるべき内容とフローを示し，材料面からの詳細な方法論，

劣化が構造に与える影響として複合劣化の事例や構造性能への影響評価の考え方を示した・その

うえで，実際の劣化橋梁を対象とした診断の共通試験を実施した。これは今後のより確実な診断
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実務実施にも役立つ。 

最新情報WGは主に岩石学的診断の最前線に関する最新情報を説明した。岩石学的検討で何に

注意し，何が分かるのか，評価結果の解釈は以下に行うことができるのかを記述した。そして，

岩石学的診断の共通試験を複数劣化事例に対し複数表評価機関に依頼して実施し，さらにその結

果を構造物管理者と岩石学的評価の専門家の全く異なる立場から評価するというユニークな取り

まとめを試みた。これは，管理者と専門家の視点がいかに異なるかを如実に示す結果となり，両

者の間の適正なコミュニケーションの成立に重要な情報となった。 

抑制対策WGでは，現在の抑制対策の課題を改めてまとめ，海外の最先端規格の動向を総括し

た。その腕，CPT をベースにした ASR の制御（できるかできないか，ON！OFF 的対策の抑制

とは異なる）の手法について提案した。現実に適用できるようにする抑制基準も具体的に提案し

た。 

試験方法WGでは，国内で用いられている既存の方法を網羅的に整理し，より精度が高いと考

えられる方法についても提示した。より精度が高いと考えられる方法は，「小型コンクリートプリ

ズムを用いた ASR 促進試験方法（案）」である。RILEM での検討を参考にし，その限界を克服

し再現性が高い方法に仕上げた。そのうえで，６機関による共通試験を実施し，その有効性を実

証した。 

最後に，研究委員会の成果を直近に具体的に応用することを考え，JCIAAR・3「コンクリート

のアルカリシリカ反応性判定試験方法（コンクリート法）」と JCI-DD2「アルカリ骨材反応を生

じたコンクリート構造物のコア資料による膨張率の測定方法（案）」の二つの規格について改善策

を提案した。 

（中略） 

 

特にリスクについて丸山一平名古屋大学准教授との議論を踏まえて，もう一度最新情報を含め 

て考えてみる。以下は丸山准教授からのコメントである。 

 

『本報告の冒頭にはリスクについて述べられている。そこでは構造物の重要性，環境，コンク

リートの ASRのポテンシャル（骨材の反応性など）を考慮し，ASRを抑制する手法を前提に「設

計時」の対応を中心に記述している。しかし，予見の難しい事象，極まれな事象，設計対象とし

ていな事象，設計として取り扱ったものの材料の内在的問題や境界条件の観点から設計を超えた

事象が生じるものについては，シナリオを構築した上でリスクを評価し，「維持管理」においてそ

のリスクを制御することが重要である。当初設計で考えられていなかったものも，あらためてシ

ナリオを評価し，対象物の補強，補修を実施したり，外的事象を制御するような試みもなされる。

こういった考え方は機械分野における重要物について一般的に行われている。 

コンクリート構造物の維持管理における難しい点は，設計時に考慮している基礎となる性能（デ

ザインベースパフォーマンス）と実際に構造物ができた後に構造物が有する性能（アクチュアル

パフォーマンス）に大きな差が生じている点にある。これらの差を前提に構造物の将来に渡る健

全性を評価し，そこから生み出される経済効果を勘案して維持管理を行っていくことが構造物に

求められる姿であるが，アクチュアルパフォーマンスを完全に定量化できない中で健全性を評価

する取り組みは難しい。たとえば，重要構造物の一例である原子力発電所施設では，現状の健全

性と将来に渡る健全性の評価の両者を実施することで，将来に渡る Aging managementを実施す
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ることになっている。 

現在の健全性評価の基本的な枠組みは，設計当初から部材に要求される機能に関わる材料の変

質が生じていない，ということを確認することにある。これは，設計時性能に基づく健全性評価

と考えられる。また，将来に渡る健全性評価では，たとえば，中性化速度係数を測定したり，強

度の変化カーブを異なる材齢のコア供試体強度により測定することによって評価する。一方，耐

震性能を考えた場合，日本では要求耐震性能が設計時当初より高くなる傾向にある。この場合，

設計時強度を用いて評価すると耐震性能が満足しない場合があるため，コア抜きしたコンクリー

トの強度から，すなわち，現有性能に基づく性能評価を実施することもある。現在，これらの設

計時性能と現有性能をどのようにマッチングさせて、妥当性のある維持管理を進めていくかとい

う方針については議論の途上にある。 

ASRに係る問題も同じような枠組みが存在する。建設時の骨材選別手法が妥当でない場合には，

設計思想としてリスクを許容しない，すなわちアルカリ骨材反応性を有しない骨材を用いるとい

う方針を立てて設計したとしても，選定手法が完全で無かったために，ASRの問題が生じた場合

も存在する。しかし，だからといってすぐにその部材の供用を停止する必要があるわけではない。 

四国電力の伊方原発では，タービンペデスタルが ASRで膨張したものの，部材への水分供給を

抑制する対策をするとともに，将来に渡る膨張挙動の予測を実施した上で，部材中のコンクリー

トの強度・剛性を評価するとともに，耐震性能やタービンとの共振可能性を厳しく審査し，共用

を継続した。以後，この部材については定期的な膨張挙動の評価や物性評価を実施し，定期的に

健全性を評価しながら利用が継続されている。対策とモニタリング，将来予測を組み，経済性に

見合う範囲であれば供用は継続されるという事例である。 

この事例では，設計時で考えるリスクと維持管理をしていく上でのリスクは異なっている。前

者は骨材の ASR反応性であり，後者は実際のコンクリートの膨張挙動とそこで生じる強度・剛性

の低下である。 

報告書の中で，RILEMの活動 ”Technical committee on prognosis of deterioration and loss 

of serviceability in structure  affected by alkali silica reaction ”について紹介があった。この

活動の最初のキックオフミーティングが 2014 年 6月 30 日に実施された。このミーティングは，

OECD・NEAの中の ACSETプロジェクトの合同ミーティングとして位置付けられ，特に原子力

発電所関連施設やダム構造物の維持管理についての情報共有と今後のState of the artの作成スケ

ジュール，ガイドライン作成の可能性について議論が持たれた。この中で，事例紹介としては，

Hydro-Quebec 社の戦前からのダムの寸法モニタリングとそれを考慮した FEM による将来性能

予測手法などが紹介された。また，Grntilly-2原子力発電所施設は，ASRにより，経済的効果が

見合わなくなったために廃炉になったことが報告された。併せて，米国では，EPRI により，使

用骨材による全原発の危険度スクリーニングプログラムを実施済みであることや多くの原子力発

電所施設でASRが生じていることなどが報告されており，原子力分野でいうAging management

としての枠組みとしての ASRを生じた構造物の維持管理のあり方の重要性が指摘された。 

この中では，フランスの IFSTTARを中心とした活動や，米国の Seabrook 発電所施設の ASR

の評価をきっかけとして多くの研究が統合されてきている，モニタリング，コアサンプリング評

価および膨張予測，In situ 物性評価（非破壊を含む），材料モデリング，有限要素法による部材

性能評価の枠組みのあり方，標準化の可能性についても議論が行われた。 

こうした重要性を睨みつつ，今後は日本でも「設計時性能」と現有性能との関係とリスクと経 



6 

済合理性のバランスに配慮した「維持管理手法」の提案が期待される。』 

 

前「作用機構を考慮したアルカリ骨材反応の対策と診断研究委員会（平成 18・19年度）」が世

界に追い付くための勉強であったのに対し，本研究委員会は日本の研究レベルを世界最先端まで

引き上げたと自負する。問題はこの活動を継続し，過剰ではなく適切なレベルで ASR対策を講じ

ることである。次の段階の完成により，新しい基準類を整備し，国内外への実適用を行いたい。 

ASRの本質から考え，地域ごとの骨材の岩石学的特徴を考慮すべきであるので，その成果は単

に国内対応だけではなく，世界最先端の技術を持って海外の社会資本形成と維持管理に貢献して

いくことができる。 

1986年に日本で ASR抑制対策（その多くは 1940年ごろ，ASRを初めて認識した Stantonが

考えたことでもある）が確立されてから 30 年が経過しようとしている現在，ASR 研究はようや

く次の段階に達し，現実へのより高いレベルでの応用も目の前に迫っている。 

単なる材料の専門家の発言ではなく，関連する研究者・技術者全員が考え，発注者・管理者・

利用者が納得できる体系を構築する仕事はこれから本番といえる。ASR研究はかつての世代から

次世代へと引き継がれつつあり，近くその成果を見ることができると楽しみにしている。未だや

るべきことは多くあるが道筋は見えてきた。 

（以下 略） 

 

JCI-TC115FS  ASRに対する診断と抑制対策のあるべき姿 

委員長 

 

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development（経済協力開発機構） 

NEA: Nuclear Energy Agency（原子力機関） 

ACSET: Assessment of Structures subject to Concrete Pathologies 

EPRI: Electric Power Research Institute（米国電力研究所） 

IFSTTAR: Institute Francais des Sciences et Technologies des Transports, de I’Amenagement 

et des Reseaux 

 

アンダーライン 加筆 

以上 


