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第１章 緒論 

 

1.1  本研究の背景と目的 

 我が国の国土を形成する基盤となる高速道路等の重要な社会基盤施設（以下，インフラ）の整

備や老朽化した構造物の維持管理を行っていく場合，避けて通れない課題として少子高齢化が挙

げられる．言うまでもなく少子高齢化による弊害は，インフラの整備や維持管理を行ううえで，

財政面と，それを担う人的資源（人材，労働人口）の欠乏の二つの側面があると考えられる．ま

た，戦後，高度経済成長期に集中的に建設されたインフラが，経年による老朽化に伴い更新の時

期を迎えている現状がある．そのため，今後，インフラの建設，維持管理・更新を持続可能に行

うためには，我が国の社会・経済的情勢（以下，社会的背景）を出来るだけ正確に把握したうえ，

事業推進を図る必要があると考えられる． 

以上のことから，今後の高速道路事業においては，“丈夫で，美しく，長持ち”する構造物を，

出来るだけ経済的かつ効率的（省力化含む）に建設，維持管理・更新を実施する必要があり，そ

れらの各段階でＰＤＣＡを回していく必要があると考えている．以下に，本研究を行うに至った

社会的背景と高速道路の橋梁の老朽化などの現状と課題を述べ，併せて本研究の目的を述べる． 

 我が国のインフラを取り巻く社会的背景 

我が国において少子高齢化が社会的な課題となって久しく，政財界において種々の対策が講じ

られているものの抜本的な対策がないのが実情であり，人口は 21 世紀初頭をピークに依然とし

て減少化傾向にある．最新の人口推計（2014 年 1 月）によると，平成 22 年（2010 年）の国勢

調査で約１億 2,800万人であった人口が，50年後の平成72年（2060年）には，約 8,700万人と

約 4,100万人（32.3%）の減となり，人口に占める 65歳以上の高齢者の割合は，23%から39.9%

になると予測されている（図－1.1参照）． 

 

図－1.1 日本の人口推移１） 
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図－1.2 日本における歳出・歳入の状況の推移２）  

 

我が国の財政面を見ると，平成26年度の一般会計約９６兆円のうち，歳入は約５０兆円が見

込まれており，残りの実に４割強は将来世代の負担となる借入金（公債金収入）に依存している

状況にある．これは，今年度に特化した問題ではなく，我が国の財政は，近年，歳出が歳入（税

収およびその他収入）を上回る状況が続いており，平成20年度以降は，景気悪化に伴う税収の

減少などにより歳出と歳入の差が拡大し，公債発行額（特例公債発行額＋４条国債発行額）が税

収を上回る年が多くなっている状況にある（図－1.2参照）． 

また，図－1.2に示す公債発行額に対する公債残高は年々増加の一途をたどっており，平成26

年度末の残高は７８０兆円２）に上ると見込まれ，一般会計税収５０兆円（予算額）の約１６年分

に相当する額となる．なお，この公債残高以外にも，利払・償還財源に充てられる長期債務があ

り，これらを含めた「国および地方の長期債務残高」は，平成 26年度末に１，０１０兆円（対Ｇ

ＤＰ比202％）２）に達している．この債務残高は，対ＧＤＰ比による国際比較によると，主要国

（日本，米国，英国，ドイツ，フランス，イタリア，カナダ）のなかで最悪の水準２）となってお

り，将来世代に大きな負担を残すと考えられる． 

政府全体の公共事業関係費の推移を図－1.3に示す．公共事業関係費は平成10年度をピークに

右肩下がりで小さくなり，平成22年度からほぼ横ばいの水準となっている．また，公共事業関

係費のうち道路に関する当初予算の割合は，平成15年度が26％（2.1兆円），平成25年度で20％

（1.1兆円）であり，若干の減少であるが金額的には 10年間で半減している状況にある２）． 

ところが，我が国の道路インフラの現状は，橋梁が約70万橋，トンネルが約1万本存在し，

建設後50年経過する橋梁とトンネルの割合が平成25 年度で約２割，10年後の平成35 年には，

それぞれ約4割，約3割以上になると見込まれている４）．

※公債発行額には，臨時特別公債，減税特別公債，復興債，年金特別公債を含んでいない 
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図－1.3公共事業関係費の推移３）  

 

図－1.4 骨太方針における財政健全化の概要２）  

 

政府は，このような状況のなか，財政健全化に向け骨太方針と中期財政計画を策定し，財政健

全化への道筋（目標と取組方針）を示している．財政健全化の目標は，債務の累積を示す「債務

残高対ＧＰＤ比」と年度毎の収支を示す「プライマリー・バランス（以下，ＰＢ）」が用いられて

おり，ＰＢは，必要とされる政策的経費（歳出から債務償還費と利払費を除いたもの）を税収等

でどれだけ賄えているかを示す指標で，会社経営でも使われている周知の方法である．なお，我

が国の現在のＰＢは，前述したとおり政策的経費が税収等を上回っている『赤字』の状態で，財

政健全化目標であるＰＢ均衡に達していない状況である． 
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財政健全化に向けた骨太方針（経済財政運営と改革の基本方針）の概要を図－1.4 に示す．図

に示すように骨太方針は，所謂「三本の矢（大胆な金融政策，機動的な財政政策，民間投資を喚

起する成長戦略）」により経済再生と財政健全化の両立を目指したものである．我が国の財政健全

化に果たす我々土木分野が担う役割は，図に示すように主な歳出分野における重点化・効率化の

考え方のうち，「社会資本整備」において，「機動的な財政政策」としての公共事業における国土

強靭化や「民間投資を喚起する成長戦略」としてのＰＰＰ（Public Private Initiative）／ＰＦＩ

（Private Finance Initiative）への主導，参画および所掌する部門においてこれらを活用した事

業推進などである．これらの施策に対して，産官連携のみではなく，大学を加えた所謂“産学官”

が一体となって“丈夫で，美しく，長持ち”するインフラを，経済的かつ効率的に建設，維持管

理・更新していく必要がある．このため，インフラの建設，維持管理・更新における計画・設計

時点より構造物のシナリオデザイン３）による「維持管理のシナリオ」を作成のうえ，ライフサイ

クルコスト（以下，ＬＣＣ）がより経済的となる構造物を構築し，維持管理を行いながらＰＤＣ

Ａを回すことで歳出を一層抑制し，将来世代に良好なインフラを残すとともに，財政的な負担を

軽減していく必要があると考えられる． 

 高速道路等の橋梁を取り巻く現状と課題 

前項で述べたインフラを取巻く社会的背景を勘案のうえ，筆者が所属する高速道路会社の事業

者としての立場から，大都市間の物流の拠点を繋ぐ大動脈として我が国の経済活動を支える重要

な位置付けである『高速道路』に焦点を当て，橋梁の老朽化に関する現状と課題について検討を

行う． 

東・中・西日本高速道路株式会社（以下，高速道路３会社）が管理する高速道路は，1963年7

月に我が国の初めての高速道路である名神高速道路（栗東～尼崎）が開通して以来 51 年が経過

し，その間，順次整備され現在の総延長は約9,000km に達している．このうち，開通後30年以

上経過した高速道路の延長は，図－1.5,1.6に示すように約４割（3,700km）となっている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図－1.5 供用年数 30年以上の路線６） 
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高速道路を構成する構造物のうち橋梁は，高速道路延長の約 15％（1,200km），開通後 30 年

以上経過したものは約４割であるが，高速道路の修繕に係る事業費の約３割を占め，コンクリー

ト片の剥落など第三者影響度が問題となることも多く，かつ補修・補強の判断に高度な知識と経

験を必要とするため，事業執行における大きな課題となっている６）． 

図－1.6 高速道路の経過年数の推移６）   

 

高速道路３会社の保全点検要領７）による点検結果に基づく橋梁の健全度は，経年とともに健全

度が低下する傾向となっており，車両の大型化や通行車両の増大に伴う繰返し荷重の増加や塩化

物イオンなどの劣化因子の侵入に伴って，供用後 30 年を経過すると約半数の橋梁に「注意が必

要な変状（健全度Ⅲ～Ⅴ）」が発生６）している状況にある． 

次に，中日本高速道路株式会社（以下，NEXCO中日本）の管理する路線の供用後の経過年数，

橋梁の建設年度，および路線毎の橋梁の主な劣化の状況について，それぞれ図－1.7～1.9に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1.7 NEXCO中日本の管理する路線の供用後の経過年数８） 
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図－1.8 NEXCO中日本の管理する橋梁の建設年度８） 

 

 
 図－1.9 NEXCO中日本の管理する橋梁の主な劣化の状況  
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これらの図に示すように，NEXCO中日本の管理する橋梁の約６割が供用後30年以上となっ

ており，路線毎に橋梁のバックグランドの特徴を有する劣化が顕在化している．また，これらの

劣化した橋梁のなかには，プレストレストコンクリート橋（以下，ＰＣ橋）におけるＰＣグラウ

ト充填不良９）などの初期欠陥に起因してＰＣ鋼材の破断が確認されているものもあり，リダンダ

ンシーの無い橋梁については，放置すると落橋に繋がる恐れのある橋梁も存在すると考えられる．

なお，NEXCO中日本の管理する橋梁は，コンクリート橋が橋梁延長の約７割を占め，残りの鋼

橋の床版構造も大半が鉄筋コンクリート床版（以下，ＲＣ床版）であり，橋梁はコンクリートが

主体となっている．コンクリート橋の劣化機構は，塩害，中性化，アルカリシリカ反応（以下，

ＡＳＲ），凍害，疲労，およびこれらの複合劣化などと多岐に渡り，劣化に伴う外観変状も「ひび

割れ」として顕在化することが多いため，ひび割れのパターン（発生時期，規則性，形態）のみ

でのひび割れの原因の推定が難しく 10)，耐久性照査 11)を行うためには高度な知識と経験を有する

適切な人材（土木技術者）と道具 12)が必要不可欠である． 

ところが，2005年10月1日の日本道路公団分割民営化に伴う組織再編により，土木技術者の

人材が薄くなるとともに，土木技術者の組織ラインおける階層構造や人材育成が不十分であった

ことなどから，中堅層以下の人材が育成されていない．また，社会的な背景から来る事業費の縮

減により必要な維持管理が十分に出来ていない状況にある．このような状況は，1980年代初頭に

米国の道路施設の多くが老朽化し，落橋に至るものも出た「荒廃するアメリカ」13)と呼ばれた時

代を彷彿とさせる． 

NEXCO中日本における今後の課題は，落橋や第三者被害を防ぐため，劣化した橋梁に対する

ＬＣＣを最適化し，①診断技術（点検・調査技術を含む）の高度化，②補修・補強技術の高度化，

③補修・更新の選択と集中による事業費や執行体制（組織，人材等）の確保，等が考えられる． 

 国内外の橋梁の落橋について 

落橋は，橋梁の維持管理者として絶対に避けなければならない事項であるが，地震による突発

的な事象に寄らず，「荒廃するアメリカ」がＳ．ウェルターによって世界に向けて発信された1982

年以降から近年に至るまで，国内外での落橋事例の報告が後を絶たない状況にある． 

以下に，主な落橋事例を古いものから挙げ，落橋の原因について概説する． 

写真－1.1は，1985年に英国で落橋したYnys-y-Gwas Bridge（1952年建造）で，ＰＣグラウ

写真－1.2  新菅橋  ※日経コンストラクション 写真－1.1 Ynys-y-Gwas Bridge   
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ト充填不良によりＰＣ鋼材が破断したことが主たる原因 12)と考えられている．本橋の落橋により

英国では，1992年～1996年の間，グラウトを充填するポストテンション方式のＰＣ橋が禁止 15)

され，我が国のＰＣ橋にも外ケーブル方式の採用など，多大な影響を与えた． 

写真－1.2は，1989年に我が国で落橋した長野県の新菅橋（1965年建造）で，当時としては

画期的な全外ケーブルのプレキャストセグメント橋である．しかし，点検が行われておらずＰＣ

鋼材の腐食が見逃されていたことが主たる原因と考えられている． 

写真－1.3は，1996年にパラオで落橋したKoror-Babelthuap Bridge（1977年建造）で，Ｐ

Ｃ有ヒンジ箱桁（L=240.8m）のセンターヒンジ部の1.2m垂れ下がりに対応するため，外ケー

ブル工法で補強した後に短期間（補強後３か月，橋面舗装後２か月）で落橋に至っている．クリ

ープや乾燥収縮などによる垂れ下がりにより中間支点上の上床版にひび割れが生じると，グラウ

トが充填不足の場合，ＰＣ鋼材に劣化因子が直接作用し鋼材を腐食させ破断に至る．しかし，落

橋そのものについては，外ケーブル補強による過剰なせん断力が上床版やウエブに作用したこと

が主たる原因と考えられている 16)． 

写真－1.4は，2000年に米国で主桁が破断したHoan Bridgeで，溶接部の構造ディテールと

溶着不良が破断の主たる原因と考えられている 17~19)．本橋は，鋼鈑連続桁橋（３主桁）で上部工

が連続型式でありリダンダンシーを有していたため，主桁の破断とＲＣ床版が圧潰する事象とな

り，落橋は免れたが最終的には解体に至った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真－1.4  Hoan Bride 

写真－1.3  Koror-Babelthuap Bridge  

※日経コンストラクション 

 

写真－1.5 De la Concord Overpass Bridge 23)   

写真－1.6  Mississippi-River Bridge 24)   
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写真－1.5は，2006年にカナダで落橋したDe la Concord Overpass Bridge（1971年建造）で，

中間桁を受けるゲルバーヒンジ部がせん断破壊したことが主たる原因と考えられている 20~23)． 

落橋事例の最後として，写真－1.6は，2007年に米国で落橋したMississippi-River Bridge

（1967年建造）で，薄いガセットプレートに部材が集中する破壊危険部材（Fracture Critical 

Member）の破断が主たる原因と考えられている 17,24)．その他の要因として，上部工が単純桁で

あったことも落橋に対するリダンダンシーが無かったものと考えられる． 

落橋に至る橋梁に関するまとめを図－1.10に示す． 

 

［落橋に至る橋梁のまとめ］ 

 ○落橋の主たる原因 ⇒ 橋梁の持つリダンダンシーの有無，初期欠陥，不適当な維持管理 

 ○初期欠陥 ⇒ 構造ディテールの良否，およびＰＣ橋はグラウト充填不良，鋼橋は溶接不良 

 ○落橋までの期間 ⇒ 劣化ポテンシャルの種類（塩害環境や作用荷重）と大きさが影響 

 

 

図に示すように，国内外で落橋に至った橋梁の共通点は，リダンダンシーの無い橋梁で，かつ

初期欠陥が引き金となっており，その後の維持管理も適当でなかったと考えられる．そのため，

落橋を防ぐためには，次の方法が考えられる． 

①橋梁のリダンダンシーを評価し，点検や対策の優先順位を設定のうえ維持管理を行う． 

；橋梁の構造ディテールなどにより，リダンダンシーを評価する．例えば，写真－1.4，1.6に

示すように，上部工が多主桁や連続型式の場合等は２主桁や単純桁に比べリダンダンシーが高

いと考えられる．したがって，橋梁の点検や対策では，リダンダンシーを評価して優先順位を

設定することが重要であると考えられる．また，点検結果に基づく診断および対策工法の選定

では，変状の原因を明確にし，対処療法的な対策とならないよう，材料および構造の両面から

構造物全体を捉えたうえで，原因を取り除く対策を行うことが重要である． 

②計画・設計段階から初期欠陥を起し難い構造ディテールを採用し施工に反映する． 

；落橋を防ぐには如何に初期欠陥を起さないように施工を行うかに掛かっていると考えられる． 

そのため，橋梁の計画・設計段階から３章で述べるように初期欠陥を防止する構造ディテール

や対策を取る必要があると考えられる． 

③また，建設時の検査や維持管理段階の点検で初期欠陥が認められた場合には，初期欠陥の原

因を明確にしたうえで適切な補修を施し，他の類似した条件の橋梁も点検・調査を実施するこ

とは勿論，同様な初期欠陥を発生させないように，橋梁の計画・設計および施工にフィードバ

ックする（ＰＤＣＡを回す）ことが重要であると考えられる． 

高速道路３会社（日本道路公団時代含む）では，橋梁の建設（計画・設計，施工）から維持管

理（診断，対策）の各段階でＰＤＣＡを回し，維持管理と建設の双方へのフィードバックにより，

橋梁の耐久性能の維持・向上による長寿命化や延命化，および経済的かつ効率的に建設，維持管

理・更新を実施できるよう取組んでいる．これらの高速道路橋におけるＰＤＣＡサイクルの概念

図－1.10  落橋に至る橋梁のまとめ   
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を図－1.11に示す．具体的には，初期欠陥，変状の発生しやすい構造ディテール，設計時に想定

していない変状の発生，および新たな要求性能への対応（第三者影響度等）などについて，橋梁

の計画・設計段階で改善し施工に反映のうえ，維持管理段階で更に照査している． 

橋梁は，他のトンネルや土構造物と比較し，建設費に占める割合や修繕に係る事業費も大きく，

かつ台風や地震などの自然災害により被災を受けると“人災”と捉えわれ易い側面があり，国内

外において，降雨などによる土構造物の崩壊を除くと，橋梁の落橋が最も多く報告されている．

また，落橋事例からもわかるように多くの人命に関わる被害となり易く，復旧にも相当な時間と

費用を要することなどから，道路構造物の中でも最もリスクの高い構造物であると考えられる．  

本研究においては，高速道路を形成する構造物の中で，高速道路延長に占める割合は約１５％

と少ないが，安全性を確保するうえでのリスクとＬＣＣが最も高いと考えられる構造物である橋

梁に着目し，構造型式に占める割合が高く，かつ劣化機構が多様な『コンクリート橋』を中心に

主に初期欠陥の防止のための対策，劣化が生じ易い水回り（劣化因子の侵入抑制）および第三者

影響度に関する対策などの検討を行う． 

また，本研究の終局の目的である『荒廃させない日本』とするために必要な持続可能な建設と

維持管理方法の提案，およびこれらを実現するための具体策に関する研究開発，並びに民間活力

の導入と組織・人材開発等に関する提案について述べる．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,24) 

図－1.11 高速道路橋におけるＰＤＣＡサイクルの概念図    

 

建設の PDCA サイクル 維持管理の PDCA サイクル 20） 

 

計画・設計 

施 工 

検査および 

更正措置 

Plan 

Action 

Check 

Do 

見直し 

25,26) 
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1.2  全体構成 

 本研究は，笹子トンネル事故が発端となったインフラの安全神話の崩壊，高速道路における橋

梁の変状の実態，および現在の社会的背景からの厳しい資金制約を踏まえ，終局の目的として安

全を最優先した『荒廃させない日本』とするために必要な橋梁の持続可能な建設と維持管理方法

および個別の具体的な対策についてまとめたものである．本論文は，以下の７つの章から構成さ

れ，これらの７つの章の関連を図－1.12に示す． 

 第１章では，本研究の背景と目的を述べるとともに，次章以降の概要を述べる． 

 第２章では，土木学会コンクリート標準示方書［維持管理編］25,27)に基づいた高速道路橋の維

持管理について，維持管理の現状を基に変状の実態と要因を整理し，現場における橋梁の劣化の

発生が水回りに集中しており，劣化の進行速度は初期欠陥の有無と依存関係にあることをまとめ，

橋梁の劣化を防止するための方策として，初期欠陥の防止と水の回り難い構造ディテールとする

ことが重要であることを示した． 

第３章では，高速道路橋の性能を供用期間中に保持するための対策として，第２章で述べた橋

梁の変状の実態を基に，初期欠陥の防止対策として，ＰＣグラウト充填不良とかぶり不足などに

対する構造ディテールの改善について概説のうえ，暑中コンクリートにおける豆板の発生防止対

策，実物大モデルによる鋼連続合成桁の中間支点部におけるコンクリート床版のひび割れ制御設

計法の妥当性の検証，および新東名高速道路矢作川橋に使用する大容量ＰＣ鋼より線等を対象と

した超低粘性型グラウト材の開発について示した． 

第４章では，第２章で示した橋梁の劣化を防止するための構造ディテールとして，水回り（劣

化因子の侵入防止）の対策を概説のうえ，性能照査型基準に基づく高機能床版防水層の開発につ

いて示した．また，第三者影響度に関する対策として，新設橋におけるコンクリート片の剥落防

止対策について，コンクリート中にポリプロピレン繊維やビニロン繊維などの非金属製の短繊維

を30万本／m3以上混入するとコンクリート片の剥落防止が可能なことを示した． 

第５章では，橋梁の健全度評価と劣化予測手法について，諸外国の橋梁マネジメントシステム

（ＢＭＳ）を俯瞰し，予算獲得のためのツールのみならず橋梁の維持管理の現場で活用可能なシ

ステム構築を目指して，高速道路３会社（旧日本道路公団）で使用する高速道路のＢＭＳの開発

を行った．また，ＢＭＳの劣化予測精度の向上を目指して，コンクリート橋の鋼材腐食のグレー

ドと外観変状の関係を定量化することによる健全性評価と劣化予測手法を検討した．なお，劣化

予測手法については，ニューラルネットワークによりコンクリート橋の外観変状の予測を行い，

併せて外観の点検結果に基づきベイズ確率（条件付き確率）の考え方を用いて劣化予測の修正を

行う手法を示した．  

第６章では，高速道路を持続可能に建設・維持管理していくための対策として，旧日本道路公

団時代より行われている事業者主導のアプローチについて，「波型鋼板ウエブＰＣ橋」に着目し，

その発展形と考えられる世界初の複合混合斜張橋である新東名高速道路矢作川橋を例に検証した．

矢作川橋では，計画・設計段階からシナリオデザインによる維持管理のシナリオを作成のうえ，

３章で述べた暑中コンクリート対策と超低粘性型グラウト材を適用し，４章で述べた高機能防水

層と剥落防止対策を高速道路で初めて採用するとともに，維持管理マニュアルを作成した．また，

民間のノウハウの活用として試行した「設計・施工一括発注方式」の検証，およびこれらを行う
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ために必要な組織・人材育成の方法など，本研究を実務に結び付ける提案を行った． 

 第７章では，本研究をまとめるとともに，今後の課題と展望を示す． 

 

「本研究の全体構成」 

 

 

 

 

第１章 

第２章 

第３章 第４章 第５章 

第６章 

第７章 

第７章へ 

安全性の確保 【初期欠陥】 

【劣化】，第三者影響度 

暑中コンクリート 

超低粘性グラウト 

劣化予測 

高機能防水層，剥落対策，表面含浸材 

 

図－1.12  本研究の全体構成と各章の関連   
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第２章 高速道路橋の現状と課題 

 

2.1  はじめに 

東名・名神高速道路の全線開通から約 40 年が経過しており，高速道路３会社が管理する高速

道路は，現時点で約9,000kmに達し，そのうち供用後30年以上の延長は約４割（約3,200km）

を占めている．これらの高速道路では，経年に伴う交通量の増大や車両の大型化による繰返し荷

重の増大，環境作用などの要因により，約半数の橋梁に劣化が顕在化しており，大規模更新を含

めた適切な補修・補強対策の実施が急務となっている１,２）． 

さらに，笹子トンネル天井板落下事故を踏まえ，国土交通省においては平成 25 年を「メンテ

ナンス元年」と位置付け，同様な構造について第三者被害防止の観点から緊急点検を実施し，安

全性の確認がなされたところである． 

これらの事象を受け，本年４月には，社会資本整備審議会から「道路の老朽化対策の本格実施

に関する提言（以下，提言）」がなされ，平成 17 年 10 月の道路関係四公団民営化に際して高速

道路の維持管理費が約３０％削減されたことなどに対し，『最後の警告－今すぐ本格的なメンテナ

ンスに舵を切れ』とのメッセージとともに，道路の老朽化対策に向けた目指すべき方向性と具体

的な取組みが示された３）． 

NEXCO中日本では，東・西日本を含めた高速道路３会社として，高速道路ネットワークに対

して将来にわたって持続可能で的確な維持管理・更新を行うため，「高速道路資産の長期保全及び

更新のあり方に関する技術検討会（以下，長期保全委員会）を設置し，平成26年1月22日に答

申 2)を得，具体的な行動計画を策定している．また，これらの維持管理・更新と併せ，交通機能

の分担による混雑解消と災害時の緊急輸送路としての安全性や信頼性の確保に向けて新東名・名

神高速道路等の建設を推進中であり，建設から維持管理の各段階でＰＤＣＡを回しながら培った

技術を応用し，長寿命化に向けた取組みを行っている． 

本章では，NEXCO中日本を取巻く情勢を勘案のうえ，高速道路の橋梁の維持管理の現状と課

題，および橋梁の変状とその要因について述べる． 

 

2.2  高速道路橋の維持管理の現状 

 2.2.1  維持管理の流れ 

 高速道路３社における橋梁の維持管理は，図－2.1 に示すように土木学会コンクリート標準示

方書［維持管理編］（以下，［維持管理編］）４）に基づいた流れとなっており，構造物の維持管理

における考え方５～８）を踏襲している．2001 年に制定された［維持管理編］５）は，構造物の要求

性能を供用期間を通じて許容範囲内に維持するために，維持管理計画として必要な「維持管理区

分の設定」，「初期点検」，「維持管理区分の決定」，「劣化予測」，「点検」，「評価および判定」，「対

策」，「記録」などの時期，頻度，方法等を総合的に計画するための考え方がまとめられたもので，

我が国の土木コンクリート技術の面からの「メンテナンス元年」９）と考えられる．これにより，

コンクリート標準示方書が，コンクリート構造物の設計，施工から維持管理に至るまで，一貫し

た考えの下に取扱うことの枠組みを持つ６）こととなった．旧日本道路公団においては，土木学会
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コンクリート標準示方書［設計編］（以下，［設計編］）および同［施工編］（以下，［施工編］）と

ともに［維持管理編］の維持管理計画の考え方を高速道路の実務に取入れ各段階でＰＤＣＡを回

すことにより，構造物の一層の長寿命化が図れるものと考え，既存の点検要領，点検の手引き（案）

および維持修繕要領（橋梁編）等を廃止し，保全点検要領構造物編 10）と設計要領第二集橋梁保全

編 11）として体系的に整備した．なお，点検結果の評価における健全度（現行の「判定区分」によ

る評価）については，既存の点検結果の有効利用の観点等から，［維持管理編］の劣化のグレード

と異なっている．そのため，構造物点検ポケットブック 12）を作成し，点検結果の評価による健全

度と［維持管理編］のグレードとの整合を示すことで，社員や点検員の教育ツールとしている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.2   維持管理の実態と維持管理計画の考え方 

 高速道路橋の維持管理の考え方の変遷に関する資料はほとんど無いことから，筆者の経験や資

料調査等に基づいた維持管理の考え方の変遷を表－2.1 に示した．表に示すように，建設省（当

時）の通達に基づく震災点検結果による縁端拡幅や落橋防止装置等の対策，および耐震補強以外

は，平成５年（1993 年）11 月の車両制限令緩和以降の「車両大型化対策」が実施される前まで

は，変状が顕在化してから対策を行う事後保全を基にした維持管理が執られていたと考えられる． 

 

表－2.1 高速道路橋の維持管理の考え方の変遷 

年代 維持管理区分 イベント等 備 考 

1963～1990年代前半 事後保全に基づく維持管理 防災・震災点検の実施（1968年） ※防災・震災対策，耐

震補強は，予防保全 1990年代後半～2013年   予防保全の考え方導入 

※ＬＣＣを考慮 

車両制限令緩和（1993年） 

［維持管理編］制定 

2014年以降 予防保全を原則 笹子トンネル天井板落下事故 潜在リスク対応 

図－2.1 一般的な維持管理の手順 4）  
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そのため，高速道路橋に明確に予防保全の考え方が導入されたのは，我が国の土木コンクリート

技術のメンテナンス元年と考えられる［維持管理編］５）が制定された 2000 年代初頭以降である

と考えられる． 

 以上のことを勘案すると，高速道路橋については，1990年代までは［維持管理編］で言う維持

管理計画が存在していなかったと考えられる．このため，2.2.1で述べたとおり，規準類を整備し

たが最先端の現場組織まで維持管理の考え方が十分浸透していなかったことから，高速道路の構 

造物を対象に，効率的な維持管理のための点検のあり方を示した「構造物点検の手引き2010（以

下，手引き）」13）を策定した．なお，手引き策定時の予定供用期間は，道路橋示方書・同解説 14)

（以下，道示）の考え方を踏襲し，『百年道路』の位置付けとして整理した． 

ところが，高速道路３会社の大規模更新等の対策費用（３兆２００億円）の捻出が必要となり，

経費を料金収入から賄うために既存の償還期間の４５年を約１０年延長する必要が生じたことに

より，償還期間を最長１５年延期する改正道路法が2014年5月28日に成立し，高速道路の料金

徴収期間は最長2065年9月30日までとなった．これにより，日本の最初の高速道路である名神

高速道路の開通が1963年であることから，実質上の予定供用期間が約100年間となった． 

さらに，2013年12月の笹子トンネル天井板落下事故により，第三者影響度に係る安全性の確

保のため，潜在リスクに対する維持管理が最重要課題となった． 

以上の事項を勘案し，高速道路橋の維持管理の考え方について以下に提案する． 

 高速道路橋の維持管理の考え方 

 高速道路橋の維持管理は，予定供用期間を１００年と設定し，供用期間を通して橋梁の性能（要

求性能）を維持管理者の設定した範囲に保持できるよう維持管理計画を策定のうえ，計画的な保

全により，点検，変状の原因の特定，劣化予測，性能の評価，対策の要否の判定，対策の実施お

よび記録等の一連の行為を，適切に実施する必要がある． 

維持管理計画では，橋梁の内的要因と外的要因などにより供用期間中に想定される劣化機構を

予め選定のうえ，対象となる橋梁あるいは部位・部材ごとに，劣化の程度に見合った適切な対策

の実施時期（対策の順序），対策方法，規模などを想定したシナリオデザイン 6,15)による維持管理

のシナリオを作成しておくことが重要である．また，特に第三者影響度に関する性能の確保のた

め，外観上の変状に表れにくいグラウト充填不良に伴うＰＣ鋼棒の突出 16)，橋梁と土工部や施設

添加物との接点等の工種を跨ぐ部位などに対する潜在リスク２）に関しても，シナリオを作成する

必要がある． 

ここで言う橋梁のシナリオデザインとは，橋梁の内的要因と外的要因から劣化機構を想定し，

供用期間中の劣化による橋梁あるいは部位・部材の性能低下を予測のうえ，橋梁あるいは部位・

部材の劣化機構と劣化の程度（グレード）に見合った適切な対策の実施時期（対策の順序），対策

工法，規模などをデザインすることをいう．このため，橋梁あるいは部位・部材の劣化機構や劣

化の程度毎に，複数のシナリオが作成されることとなるが，それぞれのシナリオに，対策の費用

対効果を取り込むことで，ＬＣＣが最適となるシナリオデザインが可能となる．さらには，作成

したシナリオを橋梁マネジメントシステム（以下，ＢＭＳ）に反映することで，データの蓄積に

よるシナリオの高度化やベストプラクティス事例の共有などにより，一層の効率的な維持管理と

することが可能と考えられる． 
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図－2.2 ＳＬＤ（耐用期間設計寿命設計）の例 ６）  

 

一般的に，コンクリート構造物が設計される場合，対象とする構造物に起こりうる最悪の外乱

であっても，安全性，使用性が保証されることが要求される．従来は耐震設計に見られるような

空間的なシナリオ，つまり荷重作用下における力学的挙動のシナリオが中心であったが，ＳＬＤ

（Service Life Design：図－2.2）に見られるように，時間的なシナリオが必要となっている． 

高速道路橋の場合，償還期間を考慮すると予定供用期間が１００年の長期に及ぶことから，時

間軸に沿って自由自在に挙動させるためには，橋梁の耐久性を把握する必要があり，計画・設計

では耐久性照査 17～19)によるアプローチが不可欠となる．このため，既往の研究成果，類似条件（型

式，環境条件，荷重条件，材料など）の橋梁，および他の橋梁以外の構造物の事例を参考に，シ

ナリオどおりに橋梁が挙動できるかどうかの確認が必要となると考えられる．また，橋梁の完成

後に計画・設計どおり橋梁が建設できたかどうかを初期点検により確認し，必要に応じてシナリ

オの見直しを行い，以後の維持管理においてもＰＤＣＡを回しながら，シナリオを検証すること

が重要であると考えられる． 

高速道路橋の維持管理のシナリオデザイン 

高速道路橋の維持管理におけるシナリオデザインの課題は，橋梁あるいは部位・部材の要求性

能の設定や劣化に伴う性能低下の予測が実橋での事例も少ないことから困難なことが多く，劣化

のグレードに応じた対策方法とその効果等も研究途上であるため，適切なシナリオデザインを行

うことが難しい状況にある．そのため，ここでは高速道路３会社（旧日本道路公団）の高速道路

のＢＭＳ20)における橋梁のシナリオデザインの作成例を示す． 

ＢＭＳにおける橋梁のシナリオデザインでは，次の項目を考慮している． 

ＢＭＳのシナリオデザインでの着目点 

①支配的な劣化機構の設定       ……想定される劣化のうちリスク最大の劣化 

②劣化機構に応じた劣化予測      ……学術的・工学的な劣化予測式を複数入力 

③劣化の程度（グレード）に応じた対策 ……現時点で推奨される工法 

④対策工法の費用対効果        ……工事実績や追跡調査結果を反映 
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橋梁の維持管理のシナリオは，当然のことながら橋梁あるいは部位・部材の要求性能によって

異なるため，橋梁あるいは部位・部材毎に設定する必要がある．橋梁の要求性能は，図－2.3 に

示すように［維持管理編］の構造物（部材）の性能の分類と同様，「安全性」，「使用性」，「第三者

影響度」，「美観」と，それらが予定供用期間中に許容レベルを下回らない「耐久性」に大別され

る．これらの性能のうち，「第三者影響度」や「美観」については，人と橋梁との関わり方によっ

て要求性能が異なり，かつ劣化予測が困難であることなどから，「安全性」と「使用性」ついて作

成している．また，②～④の項目については，最新の研究実績や施工実態等を反映し，随時見直

すこととしている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.3 構造物（部材）の性能の分類４） 

 

ＢＭＳにおける塩害による劣化のグレードに応じた対策と費用対効果の例を表－2.2 に示す．

表に示すように，劣化のグレードは［維持管理編］に準じて５段階とし，対策工法（補修・補強

工法）をそれぞれグレードに応じて設定している．なお，劣化のグレードに応じた対策工法の該

当箇所に示す数字は，追跡調査や研究結果を基に設定した対策工法の効果の期間（年数）を，対

策費用とランニングコストは，実態調査を基に設定したものを記載している．また，「他の劣化機

構への適用」は，例えば塩害が原因で表面被覆を行った場合，主要因以外の中性化も性能が回復

（保持）することを示しており，シナリオを作成してマネージメントシステムを構築する際に，

これらを考慮することが重要であると考えられる． 

橋梁のシナリオデザインでは，例えば，シナリオ１として，予定供用期間中にグレードⅡで表

面被覆を繰返す．シナリオ２は，グレードⅢで脱塩を行いこれを繰返す．シナリオ３は，グレー

ドⅣで大断面の断面修復を繰返す．また，シナリオ４は，これらの工法の組合せを行うなど，パ

ソコンによりシステム化することで最適化をはじめとしたいろいろなシナリオが作成できる５）． 

なお，表中のグレードに応じた対策工法，費用，効果などは，研究・開発の進歩や補修・補強

データの蓄積等により適宜見直すことで，よりよいシナリオが作成され，効率的な維持管理が可

能となると考えられる． 
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表－2.2 塩害の劣化のグレードに応じた対策と費用対効果の例 

表面被覆Ａ 表面被覆Ｂ ひび割れ補修 電気防食 脱塩 大断面修復 打換え

Ⅰ 10 15 15

Ⅱ 10 15 15

Ⅲ 3 15 20 30

Ⅳ 15 15 30 50

単位：年 Ⅴ 10 25 50

対策費用 5,000円／m 2 7 ,500円／m 2 20 ,000円／m 2 120 ,000円／m 2 70 ,000円／m 2 100 ,000円／m 2 新設費用の３倍

ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ － － － 120,000円／年 － － －

対策費用 7,500円／m 2 10 ,000円／m 2 30 ,000円／m 2 180 ,000円／m 2 80 ,000円／m 2 150 ,000円／m 2 新設費用の４倍

ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ － － － 120,000円／年 － － －

中性化の変状
グレードも回復

中性化の変状
グレードも回復

中性化の変状
グレードも回復

中性化の変状
グレードも回復

中性化の変状グ
レードが回復

該当する全ての
劣化機構の変状
グレードが回復

・注入，充填，
表面被覆を含む

・内部挿入陽極
方式の場合
・アルカリシリカ
反応が有る場合
は不可

・表面被覆併用
・内部挿入陽極
方式の場合

・ＲＣ橋の場合は
鋼材添加を含む
・ＰＣ橋の場合は
プレストレス導入
を含む

※補修後、補修前の状態に戻るまでの期間（年） 価格・効果の両面から条件が合致した場合に適用可能な範囲

当該工法の適用が推奨される範囲

単価１
（作業環境：普通）

対
策
効
果
※

単価２
（作業環境：交差）

備考

他の劣化機構への適用

グ
レ
ー

ド

補修・補強工法（案）

 

 

2.3  高速道路橋の変状とその要因の検討 

 2.3.1  変状の種類 

 本項では，橋梁の変状と原因について，具体的な変状を挙げ，その原因と特徴を概説すること

とする．なお，本論文における用語の概念は，［維持管理編］に準じ以下のとおり定義する． 

本論文での用語の概念４） 

初期欠陥：施工時に発生するひび割れや豆板，コールドジョイント，砂すじなどの変状． 

損  傷： 地震や衝突等によるひび割れや剥離など，短時間のうちに発生し， 

その後は時間の経過によっても進行しない変状． 

劣  化：時間の経過に伴って進行する変状． 

変  状：初期欠陥，損傷，劣化等の総称． 

 

一般に，コンクリート構造物に現れる変状には，建設時の初期欠陥など，明らかに原因が特定

できるものもあるが，ひび割れなど同じ種類の変状に対して複数の劣化機構が存在したり，複数

の変状が重複して現れたり，あるいは複数の劣化機構が同時に作用して複合劣化を生じさせるな

ど，変状の種類と原因は非常に複雑である．このため，コンクリート構造物に発生した表面的な

変状だけで原因を特定することは困難で，複数の調査により変状の原因を特定することとなる． 

 コンクリート構造物の変状は，以下の４項目に分類できる． 

①主にコンクリートに作用して劣化を生じさせる原因となる凍害，化学的侵食（腐食），ア

ルカリシリカ反応（以下，ＡＳＲ） 

②主に鋼材に作用して鋼材を腐食させ劣化を生じさせる原因となる中性化，塩害 

③主に構造体に作用して変状を生じさせる原因となる，荷重の繰返し載荷による疲労，設計

時の想定を超える外的荷重 

④不適当な設計や施工によって生じる初期欠陥 
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また，鋼構造物の変状は，コンクリート構造物と比較すると変状の原因が明確であり，次の３

項目に分類できる． 

①塗装や鋼部材に作用して塗膜を劣化させ，腐食（錆）の原因となる塩分，雨水，紫外線 

②主に構造体に作用して変状を生じさせる原因となる，荷重の繰返し載荷による鋼材の疲労，

設計時の想定を超える外的荷重（座屈） 

③不適当な設計や施工によって生じる初期欠陥（溶接不良など） 

 上記に示すように，橋梁の主な劣化機構や劣化の原因は，中性化，塩害，凍害，化学的腐食，

ＡＳＲ，鋼材の発錆・孔食など環境作用が原因のものと，疲労や過大荷重など外力（荷重作用）

が原因のものに区分される．また，これらの劣化の原因となる構造物の劣化要因は，内的要因と

外的要因に分類される．内的要因は，設計と施工によるものに分類され，設計に関するものは，

部位・部材の形状寸法，かぶり，鋼材配置，設計基準強度，配合，材料の品質などがあり，施工

に関するものは，フレッシュコンクリートの状態，打込み，養生，溶接方法などがある．外的要

因は，環境条件，気象条件，外力条件などが挙げられる． 

 

 2.3.2  変状の実態とその要因 

高速道路３会社の点検結果に基づく，高速道路橋の主な変状の要因２）を図－2.4 に示す．図中

の円の大きさが数量の大小を，着色が同一の劣化機構に変状を示している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.4 高速道路橋の主な変状の要因 

 

図から高速道路橋の主な変状の要因は，多い順から，塩害（凍結防止剤，内在塩分，飛来塩分）

床版の疲労（交通量），ＡＳＲが挙げられ，ぞれぞれの要因が重なった複合劣化（例えば，塩害と

ＡＳＲなど）が確認できる．なお，点検結果からは，中性化，凍害，および化学的侵食は，明確

な形で確認されていない．これは，点検が近接目視による外観変状が主体となること，コンクリ

ートのＷ／Ｃが５５％程度以下と密実性が高いこと，ＰＣ橋の割合が高い（約３割）こと，およ



- 22 - 

 

び下部工のかぶりが比較的厚い（大気中：5cm以上，土中：8cm 以上）ことなどの要因から，中

性化等の劣化機構が確認できなかったと考えられる．また，初期欠陥としては，ＰＣグラウト充

填不良（空隙有），豆板，かぶり不足（上部工）などの要因が多いことが確認された． 

高速道路のコンクリート橋の部位別の変状を図－2.5に，鋼橋の部位別の変状を図－2.6に示す． 

図－2.4～2.6から，高速道路の橋梁に生じる主な変状は，図－2.7のように整理される． 

また，部位別の変状の発生箇所は，通行車両の輪荷重が直接載荷するうえに，水の影響を受け

やすい『床版』が一番多くなっていることがわかる．なお，劣化の進行は，ＰＣグラウト充填不

良やかぶり不足などの初期欠陥に起因して進行速度が速まっていると考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図－2.6 高速道路の鋼橋の部位別の変状２） 

 

高速道路の橋梁に生じる主な変状 

【初期欠陥】；ＰＣグラウト充填不良，豆板，かぶり不足など 

【劣 化】  ；塩害，疲労（床版），ＡＳＲ，鋼部材の発錆・孔食（鋼橋），凍害など 

図－2.7 高速道路の橋梁に生じる主な変状 

図－2.5 高速道路のコンクリート橋の部位別の変状２） 
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2.4  まとめ 

高速道路橋の劣化は，前項や現場での変状の実態を考慮してマクロ的視点から見た場合，図－

2.8に示すように “水回り”での発生リスクが高いものと思慮される 21)．これは，当然のことで

はあるが，主な変状のうち塩害，ＡＳＲ，鋼部材の発錆・孔食は，水が関与した化学反応による

ものであり，床版の疲労や凍害（凍結融解）は，“水の振舞い”による輪荷重の作用や細孔径中の

凍結により生じる水圧が主な劣化要因となるためと考えられる． 

図に示す水回り箇所は，雨水や凍結防止剤を含んだ水の関与による白色のエフロレッセンスや

アルカリシリカゲルの滲出物（第１章図－1.9 参照）が認められ，コンクリート構造物に塩害，

疲労（床版），ＡＳＲなどが発生していることが確認できる． 

また，変状の発生が最も多い床版は，通行車両の輪荷重の作用によるコンクリートの疲労によ

り，床版下面にエフロレッセンスを伴った亀甲状のひび割れが発生（第１章図－1.9 参照）する

もので，輪荷重の大きさの12乗倍に比例して劣化が進行するが，水が常時供給される状態では，

床版の疲労寿命は乾燥状態の約1/250に低下することが知られている 22)．このため，高速道路橋

等の重要な橋梁では，橋面に高性能の防水層 23～25)を設置することを原則としている． 

 

 

図－2.8 橋梁の劣化の発生リスク 
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図－2.9 ＰＣ橋の桁端部の塩害による劣化の状況 

 

 

図－2.10 ＰＣ橋での外部からの水の侵入経路 26) 

 

桁端の水回りに起因するＰＣ橋特有の変状として，図－2.9 にＰＣ橋の桁端部の塩害による劣

化の状況，図－2.10に外部からシース内部に水の侵入する経路を示す．従前のＰＣ橋は，グラウ

ト材が現在のようにノンブリージングタイプではないため，初期欠陥としてグラウト充填不良の

問題がある．このため，ＰＣ定着部近傍やシース内に空隙が存在することが想定され，凍結防止

剤を含む水のシース内への浸入に伴うＰＣ鋼材の腐食の発生への対処が維持管理上の大きな課題

となっている 16)． 

 

ＰＣ鋼材定着部は，

ブリージングやエ

アダクト等により

空隙が生じやすい 
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以上から，劣化の発生を予防するために，以下の点が考察される． 

橋梁の劣化を予防するための方策 

（１）建設段階では，適切な計画・設計（シナリオデザインの実施，材料選定や水の回り難い

構造ディテールの採用）と適切な施工による初期欠陥の発生防止 

（２）維持管理段階では，計画・設計に基づき適切な水処理となっているかの確認と更生処置 

（補修）の実施 

（３）上記に関して常にＰＤＣＡを回す 

なお，上記（１）については，［設計編］，［施工編］，道示およびNEXCOの諸基準によるほか，

平成17年に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」27)の基本理念の趣旨を踏まえ

て品質の確保を行う必要があると考えられる．また，上記（３）は，例えば，車両総重量の制限

緩和やスパイクタイヤの禁止等，橋梁を取巻く環境（劣化ポテンシャル）の変化があった場合な

ど，計画・設計時点で想定したシナリオデザインが異なることもあるため，橋梁の維持管理のシ

ナリオを見直すことが重要である． 

なお，本研究では，前項で示した橋梁の主な変状のうち，以下の変状の対策について対応する

章で検討を行う．（図－1.12，2.11参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.11 本研究で対象とする変状や要求性能と対応する章 
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第３章 初期欠陥の防止対策 

 

3.1  はじめに 

高速道路３会社（日本道路公団時代含む）では，第１章の図－1.11に示したように，橋梁の建

設から維持管理の各段階でＰＤＣＡを回し，橋梁の長寿命化や延命化，および経済的かつ効率的

に建設，維持管理ができるよう取組んできた．しかし，日本道路公団の分割民営化に伴う技術者

層の階層の歪みと薄層化，および技術基準の策定機能を高速道路総合技術研究所に一元化したこ

と等に伴い，各高速道路会社において会社をリードし社会に対して貢献出来る「高度な知識と経

験を有する土木技術者」１）が不足したことなどにより，高速道路３会社のＰＤＣＡの機能の低下

は否めない状況である． 

そのため，NEXCO中日本では，本社・支社での技術部等への技術部門の一元化や高速道路の

計画・設計時点と開通の２年程度前にグループ全体で，現地調査を含めた建設部門と保全（維持

管理）部門の合同会議を実施することでＰＤＣＡの機能の補完を行ない，橋梁を含めた高速道路

構造物の耐久性能の向上に努めている． 

ここで言う耐久性能（Performance over time）１,３,８）とは，必要な性能（要求性能）を予定供

用期間を通じて保持することをいい，橋梁の耐久性能を確保するためには第２章でも述べたよう

に，橋梁の計画・設計時点から架橋地点の劣化ポテンシャル（環境作用，作用荷重等）を把握し，

橋梁の維持管理のシナリオを策定する必要がある．このため，橋梁の建設では，コンクリート標

準示方書［基本原則編］（以下，［基本原則編］）４），［施工編］５），NEXCO構造物施工監理要領６）

および同コンクリート施工管理要領７）（以下，施工管理要領等）などの規準類の考え方を適用し

て，維持管理の現場で課題となっているＰＣグラウト充填不良，かぶり不足，豆板などの初期欠

陥を防止するために必要な対策を採ることは勿論，将来的な劣化の発生を抑制するために適切な

水回りの処理（劣化因子の侵入抑制）を行うことが重要である．また，橋梁の交差条件などの架

橋環境に応じて，コンクリート片の剥落防止やＰＣ鋼棒の突出防止対策などの第三者影響度に関

する性能を付加する必要がある． 

土木学会においては，コンクリート構造物の性能確保のため，昭和 6 年 10 月に鉄筋コンクリ

ート標準示方書を制定して以来，時代背景，研究の発展や技術の進歩などを考慮して示方書の改

訂が行われ，新たに2012年12月に［基本原則編］が新設されている．この［基本原則編］では，

「示方書各編の体系とお互いの連携を明確にするとともに，コンクリート構造物の性能確保のた

めに必要な計画，設計，施工ならびに維持管理の各段階で必要となる考え方，技術者の役割」４）

が示されている．一般的に，土木構造物は計画・設計から施工完了まで長期間に渡ることが多く，

各段階でプレイヤーが異なることもあり，俗人的な繋がりや事業者のみの対応では，初期欠陥の

防止や将来的な劣化の発生抑制等の根絶は困難であると考えられる．そのため，［基本原則編］で

は，これらの課題への対応として，コンクリート構造物の計画，設計，施工，維持管理の各段階

において行われる「作業」と「連携」を明確にし，次の段階に引継ぐべき情報を示すことで，各

段階のプレイヤーがコンクリート構造物の性能確保を実現するために適切な技術的判断を行える

ようにしている．また，併せて，各段階の技術者の役割と責任を明確にすることで，課題に対す
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る技術者の連携等による適切な対策の実施により，信頼性の高い構造物の実現を目指している． 

コンクリート橋は，［施工編］や施工管理要領等に基づいて施工を行うことで，初期欠陥は生じ

ないことが前提であるが，第２章でも述べたように建設の現場においては，初期欠陥などの不具

合が生じているのが実態である．これは，コンクリート橋の計画・設計で想定した使用材料や施

工条件（コンクリートの打込み時期，施工法など）等の違い，および計画・設計上の検討不足な

どが主たる要因と考えられる． 

本章では，高速道路橋において，初期欠陥などの不具合に対して，旧日本道路公団から半世紀

以上に渡ってＰＤＣＡを回し培ってきた構造ディテールを含めて紹介し，近年，特に問題となっ

ている暑中コンクリートの豆板の発生防止に関する対策の提案，および橋梁のコストダウンを目

的に新型式を導入する際の性能の検証について述べる． 

 

3.2  構造ディテールによる初期欠陥の対策  

第２章で述べたように，高速道路橋の主な初期欠陥は，「ＰＣグラウト充填不良」，「豆板」，お

よび「かぶり不足」である．ここでは，「ＰＣグラウト充填不良」と「かぶり不足」に対する構造

ディテール等の改善について概説し，次項で暑中コンクリートにおける「豆板」の発生防止につ

いて詳述する． 

 （１）ＰＣグラウト充填不良  

 我が国の高速道路橋において，ＰＣ橋のグラウト充填不良によるトラブルが報告され，グラウ

トの重要性が再認識されたのは，1990年代に入ってからである．グラウト充填不良は，写真－3.1

の矢印に示すようにＰＣ鋼材に沿ってエフロレッセンスを伴ったひび割れの発生によって確認さ

れる場合が多い．このひび割れ部を削孔し，ＣＣＤカメラでグラウトの充填状況を確認したもの

を写真－3.2 に示す９）．写真（ａ）は，グラ

ウトの部分充填の状況，（ｂ）は未充填の状況

が確認できる．ＰＣ鋼材には，グラウト材料

は従来からセメントミルクが用いられ，ＰＣ

鋼材の緊張および定着作業が終了してからポ

ンプ圧送により注入されるが，ＰＣ鋼材とシ

ースの間の狭小な空隙を数ｍ～数十ｍにわた

り片押しする作業となり，ＰＣ鋼棒の場合は

カップラも存在するなど，施工管理が難しい．

さらに，グラウト注入後のセメントミルクが

硬化するまでの間，ブリーディング，グラウ

トミキサによるエントラップドエア，ＰＣ鋼

より線内の空気等が，シース内を上昇しシー

ス上部に空隙が生じることも考えられる（図

－3.1参照）．また，コンクリート中に埋込ま

れているため，充填状況が確認できない問題

もある 9,10）． 

写真－3.1 グラウト充填不良（外観） 

（ａ）部分充填    （ｂ）未充填 

写真－3. 2 グラウト充填不良（シース内） 
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 日本道路公団（当時）では，プレストレスト・コンクリート建設業協会と共同でグラウト充填

不良の対策として，シース径（空隙率）の拡大，シース管の高耐久化，グラウト材料の変更（ノ

ンブリーディング型で非膨張型，高粘性もしくは超低粘性型），グラウト注入方法や後埋め処理等

のディテールの変更（図－3.2）を実施した 10,11）．また，後注入を必要としない工法として，プレ

グラウトＰＣ鋼材の採用や，架設ＰＣ鋼材以外はグラウト注入方式とせず原則として外ケーブル

方式（図－3.3）とすることとして，現在に至っている 12）． 

 

 

 

 （２）設計でかぶりに施工誤差（余裕寸法）12）を考慮 

全国の高速道路の維持管理の現場において，かぶり不足による鋼材腐食に起因するコンクリー

トの浮きや剥離が顕在化したため，コンクリート橋の建設現場を含めた全国調査を 1996 年度に

実施した．現場において，［施工編］や施工管理要領等に基づいた施工を行っても鉄筋のたわみの

影響や重ね継手部などで，かぶり不足となる場合が確認されたため，1998 年 4 月に設計要領第

二集の改訂を行い，設計上，かぶりの余裕寸法を取ることとした．かぶりの余裕寸法は，上部工

図－3.1  ＰＣグラウト充填不良の発生メカニズム 

 

図－3.2  後埋め処理の例 

 

 

図－3.3  外ケーブル工法の概念図 11） 

 



- 30 - 

 

の現場打ちおよび下部工で＋１cm，工場製作のＰＣ構造で＋0.5cmとしている．なお，塩害の影

響を受ける場合は，道示 13）に準じて最小かぶりを規定しており，必要に応じて環境作用を考慮し

て性能照査を行うこととしている． 

（３）壁式高欄の壁厚の増厚と水切りの構造変更 

 橋梁のコンクリート製壁式高欄は，道路法上の幅員を確保するために車道側のプラスの誤差は

認められていないことから，かぶり不足となる傾向にあった．また，張出床版下面の水切り（Ｖ

カット）については，かぶり不足となるため，鉄筋の腐食に伴うコンクリート片の浮き・剥離等

の問題があった．そのため，壁厚を変更（20cm→25cm）するとともに，張出床版下面の水切り

についても形状を変更している（図－3.4参照）．  

 

 

 

3.3  暑中コンクリートにおける豆板の発生防止に関する対策 

3.3.1  はじめに  

高速道路の建設は，都市間を所謂“大動脈”として結ぶ事業の性格から，都心部よりもむしろ

山間部での施工が中心となる．そのため，暑中コンクリートの施工に際しては， “ヒートアイラ

ンド現象”による外気温の上昇こそ小さいものの，レディーミクストコンクリート工場からの運

搬距離が長いことや，特に橋梁工事においては長距離圧送を要するなど，運搬に伴うコンクリー

トの温度上昇が大きくなる傾向にある．また，高速性の確保の観点から一般道と比べ縦断勾配が

小さくなるため，橋梁の規模や部材断面が大きくなり，マスコンクリートに対する配慮が必要不

可欠となる．さらには，打込み箇所の日射を遮るものがない場合が多く，鋼コンクリート合成床

版橋などの合成構造では，コンクリート接触部の鋼部材の温度が日射によって非常に高温になる

など，打ち込まれるコンクリートのフレッシュ性状や硬化性状といった品質面，そして作業者の

労働環境面において非常に厳しい条件で施工がなされるなどの特徴がある．本項では，高速道路

橋の建設において，暑中コンクリート施工時に発生した橋梁での初期欠陥のうち豆板に着目し，

その原因について概説するとともに，豆板などの初期欠陥の撲滅をめざし，コンクリート橋の計

画，設計および施工管理において，事業者として何をすべきかについて検討する 14)． 

 

旧タイプの壁式高欄
（１９７９年４月）

現在の壁式高欄
（１９９０年７月以降）

水切り（Vカット）水切り

図－3.4  壁式高欄の壁厚の増厚と水切りの構造ディテールの変更 
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3.3.2  橋梁工事における暑中コンクリートの特徴  

橋梁工事に用いられるコンクリートは，一般の構造物に用いられるコンクリートに比べて，セ

メント量が多く富配合のものが用いられる場合が多い．また，ＰＣ橋の工事においては，プレス

トレス導入時の圧縮強度を早期に得ることやクリープ・乾燥収縮を低減することを主な目的とし

て，早強ポルトランドセメントが用いられることが多い．加えて，水セメント比が小さい高強度

のコンクリートとなることから，製造時の練混ぜ時間も長くなる．一方，施工面においても，コ

ンクリートポンプを使用し，高所かつ長距離に圧送する場合が多いことや床版などでは打込み量

に比べて施工面積が広いことなどの特徴がある．また，特にコンクリートの部材断面が大きくな

る柱頭部や桁端部，高橋脚の基部などはマスコンクリートに対する注意が必要となる．したがっ

て，橋梁工事に使用されるコンクリートは，①練上がり温度が高い，②運搬による温度の上昇量

が大きい，③日射の影響を受けやすい，④打込み後の発熱が大きいなど，暑中コンクリートとし

て特に入念な配慮が必要である．また，打込み位置においては，一般の部材断面と比較し，鋼材

量が多く，かつ複雑に配置されること，鋼コンクリート合成構造などでは，日射の影響などによ

り，初期欠陥の防止の観点から難しい施工管理が必要となる．このため，ＰＣ橋柱頭部など鋼材

量が多く複雑な配置となるコンクリートの打込みが困難な部位については，施工に先立ち写真－

3.3，3.4に示すようにコンクリートの打込み性能試験を行うことを推奨しており，試験結果に応

じて鋼材配置やコンクリートの配合などの使用材料の見直しを行っている．ところが現実には，

高速道路建設における初期欠陥の報告の多くが暑中における橋梁のコンクリート工事である． 

以下に，橋梁における暑中コンクリートの代表的な初期欠陥として，豆板の発生事例を示しそ

の原因を考察する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－3.3 コンクリートの打込み性能試験 

 

写真－3. 4 性能試験の状況（スランプ８cm） 
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3.3.3  ＰＣ橋柱頭部における豆板（コンクリートの充塡不良）の事例  

 （１）初期欠陥の概要 

本事例は，ＰＣ３径間連続波形鋼板ウエブ箱桁橋の上部工と橋脚の接点である柱頭部（橋脚高

さ 40ｍ，桁高 7m，2 枚壁構造）の１リフト目に生じた初期欠陥である．外観目視，打音，超音

波による調査の結果，横桁ハンチ部，波形鋼板裏打ち部，底版側面下部および外周部に合計 24

箇所の締固め不良等による充填不良や豆板が発生した（図－3.5，写真－3.5，3.6）． 

コンクリートの打込み日は，暑中コンクリートとしての配慮が必要となり始める６月中旬であ

った．コンクリートの仕様は，ＪＩＳの呼び名で 40-12-20N に相当する単位水量 163kg/m3，水

セメント比43％の普通コンクリートである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－3.5 柱頭部の一般図と初期欠陥の発生箇所  

 

                                             

 

 

 

 

 

 

写真－3.5 横桁ハンチ部の豆板    写真－3.6 波型裏打ち部の豆板（充填不良） 

 

不良箇所は，ウォータージェットを用いて除去し，膨張材を混和した高流動コンクリートによ

る打替えにより修復した．調査および修復には約３か月を要し，工程の面からも甚大な初期欠陥

であった． 

 （２）初期欠陥の原因 

初期欠陥が生じた直接的な原因の一つに，コンクリートの配合が挙げられる．コンクリートの

打込み当日は，外気温は 22℃程度で推移していたが，コンクリート温度は，荷卸し地点で 28℃

となっていた．現場の施工状況およびコンクリートの性状に関する聞き取り調査を行ったところ，

 

横桁ハンチ部 

底板側面下部 

外周部 

波形裏打ち部 

［単位：mm］ 
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分岐

管 

受入れ時のスランプは 12.5～15.0cm であり，目標値（13±2.5cm：圧送によるスランプ低下を

１cm と想定）を満たすものであったが，ポンプ圧送後の打込み位置では想定を超えるコンシス

テンシーの低下（スランプ試験は未実施）が見られ，事後の評価としては，所定の締固め性能を

有しないため，暑中コンクリートとして対応する必要があったと考えられる．初期欠陥の発生は，

受入れからの待機時間と圧送によってスランプが大幅に低下し，それに伴って締固め作業に時間

を要し，それが悪循環となって初期欠陥の発生をさらに助長したことが主な原因と考えられる．  

 その他の要因として，柱頭部の構造が２枚壁構造であり，薄肉の断面に鋼材が高密度に配置さ

れていたこと，作業の安全性を考慮して打込みステージを上床版に設けるとともにコールドジョ

ント防止の観点から圧送用配管を２系統に分岐した（写真－3.7）ために通常よりも高い圧送負荷

が生じたこと，柱頭部のコンクリートの打込みが，現場として初回の打込みであり施工技術の習

熟度が低かったこと等が挙げられる． 

当該工事では，暑中コンクリートの施工に備え，高性能AE 減水剤（遅延形）を用いた夏期の

示方配合を決定しており，初期欠陥が生じた打込み日の翌週から配合を切り替える予定であった．

この事例は，打込み位置でのコンクリートの性状に関するプラントとの情報伝達が十分でなかっ

たことから発生したものである．夏期におけるコンクリートの性状変化，特に場内におけるスラ

ンプの低下を事前に把握あるいは予測し，それに応じた配合を選定・使用していくことの重要性

を改めて認識させられた事例であったと考えている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       写真－3.8 フレークアイスと保冷車 17）  

写真－3.7 打設ステージでの作業状況 

 

3.3.4  初期欠陥をなくすための対策 

（１）コンクリートの温度を下げる 

冷水やフレークアイス，液体窒素等を用いたプレクーリングやパイプクーリングを用いてコン

クリート温度を積極的に低下させる技術はすでに確立されており，高速道路においても幾つかの

構造物に適用されてきた． 

日本道路公団（当時）における最初の積極的なマスコンクリート対策を，1986 年 6 月から実

施された九州横断自動車道別府橋工事のアーチアバットで行った．当該橋台は，長さ 40～44m，

幅 35m，高さ 11.5～23m の鉄筋コンクリート橋台で，コンクリート量は 15 千m3を超えるマス

コンクリートであり，経済性の観点からフレークアイスによるプレクーリングを採用した 15～17)． 

フレークアイスによるプレクーリングは，練混ぜ水の1部をフレーク状の氷と重量比で置換え
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る方法とし，アイスプラント設備を生コン工場内に設置のうえ，同年6月6日～10月21日の間，

約 27 千 m3のコンクリートに平均混入率 38.9%（最大 60%）使用した（写真－3.8）．なお，プ

レクーリングは，運搬中の温度上昇が問題となるため，運搬時のコンクリート温度の上昇を抑え

る必要がある．表－3.1 は，無対策車に加えて生コン車のドラムを「保冷車」として断熱材（ポ

リエチレンシート）で被覆した場合，および外部から吸熱し難いように「白ペンキ車」として塗

装した場合について，平均外気温 26℃，運搬時間 40分の条件で運搬中のコンクリート温度上昇

を測定した結果である．表に示すように，無対策車の温度上昇が平均 4.4℃であったのに対し，

保冷車では平均3.2℃であり，1.2℃の温度上昇の低減効果が認められた．これらの結果を基に実

施工でマスコンクリート対策を行い，各材料の温度，コンクリートの温度応力を測定した結果を

表－3.2 に示すが，実測値が計画値以下となっており，コンクリート表面のひび割れ幅は，最大

で 0.25mm であったが，発生したひび割れの 80%は 0.15mm 以下であり，橋梁の要求性能を満

たす結果となったと考えられる． 

これらは，主として温度ひび割れの抑制対策として適用されてきたものであるが，暑中コンク

リート対策としても有用な技術であることは言うまでもない．しかし，生コンクリート工場の設

備や周辺住民への騒音・安全面等の制約，工費・工期の面からは，必ずしも十分な対応が取れな

い場合が多い状況にある．コンクリート温度を簡易かつ安価に下げる手法については，いくつか

の新しい取組みもなされており，今後の技術開発とその実用化に期待している． 

 

表－3.1 運搬時のコンクリートの温度上昇測定結果 15） 

施工日時 項 目 
気温等 

（℃） 

運搬時間 

（分） 

運搬中のコンクリートの上昇温度（℃） 

無対策車 保冷車 白ペンキ車 

 

1986.6.30 

～ 

1986.7.30 

データ数 (84個) (84個)   (28個) (28個) (28個) 

平均値 26.1   38.5   4.4   3.2   3.8 

最大値 32.5   51   6.5   5.5   5.0 

最小値 19.5   30   1.5   1.0   1.0 

標準偏差 5.68 6.51 1.54 1.16 1.57 

 

表－3.2 マスコンクリート対策の計画値と実測値の比較 15） 

 単 位 計画値 実測値 

練上がり温度 ℃ 15.0 13.5 

運搬中（約40分）上昇温度 ℃ 5.3 6.0［4.5］ 

ポンプ投入温度 ℃ 20.3 19.5 

筒先温度 ℃ 23.0 22.0 

硬化時最高温度 ℃ 50.4 49.0 

コンクリート応力度 kgf/cm2 17.8 15.7 

発生最大ひび割れ幅 mm 0.15 0.25 

                ※［ ］内は，断熱材のポリエチレンシートで被覆 
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（２）暑中でもスランプを低下させない技術 

［施工編］の暑中コンクリートにおける打込み時のコンクリート温度に関する条文の記述が改

訂された．2007 年制定の示方書では，「35℃以下でなければならない．」とされていた打込み時

のコンクリート温度が，2012年制定の示方書では，「上限値は，35℃以下を標準とする」と見直

され，「コンクリート温度がこの上限を超える場合には，コンクリートが所要の品質を確保できる

ことを確かめなければならない．」とされている５）． 

高速道路橋の建設においては，近年の外気温の異常とも思える上昇に伴って，これに先立つよ

うな検討を行った事例もある．工程管理上の止むを得ない場合について，打込み温度が35℃を超

えることを想定し，その環境条件においても施工性や強度が確保できる配合検討を行った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準強度 60N/mm2，配合強度 72 N/mm2

の配合のコンクリート温度が 38℃程度となるよ

うに試験室内の温度を40℃まで高め，スランプの

経時変化を測定した実験結果を図－3.6 に示す．

高性能AE減水剤のスランプ保持成分を調整する

ことで，コンクリート温度が38℃程度であっても

スランプの大幅な低下は見られず，また，材齢１

日の若材齢から91日までの長期材齢においても，

正常な強度発現を確認した（表－3.3参照）．実際

の工事（6.2.3参照）においても，コンクリート温

度が受入れ時で35℃，圧送後の打込み箇所で最高

38℃となる事態が生じたが，施工性が低下することなく密実なコンクリート構造物を構築できた．

このような検討がなされていくことで混和剤メーカや建設会社にノウハウが蓄積され，暑中コン

クリートにおける品質トラブルが減少していくものと考えている． 
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ｺﾝｸﾘｰﾄ温度：38℃

（W/C＝32％，普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ=500 kg，単位水量=160kg/m3） 

図－3.6 環境温度 40℃におけるスランプの計時変化の例 

 

［単位：Ｎ/mm２］
高性能ＡＥ減水剤種類 SP8SBs SP8SBs（夏期用）
高性能ＡＥ減水剤添加率 C×1.2％ C×1.45％
練混ぜ環境温度 20℃ 40℃

練上がり温度 20℃ 38℃

養生温度 20℃水中
材齢３日まで30℃水中
材齢３日以降20℃水中

15h - 25.9
18h - 30.4
21h - 33.0
1d 30.3 -
7ｄ 58.1 60.3
28d 72.0 72.5
91d 75.8 74.1

表－3.3  環境温度40℃における強度発現の

例 
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なお，NEXCO３社の基準類であるコンクリート施工管理要領７）では，「コンクリートの温度は

打込み時30℃以下が望ましく，最大でも35℃以下とする．」としており，施工実態や示方書との

整合，品質の確認を踏まえて，早期に見直していく必要があると考えている． 

（３）現場での緊急対応 

暑中コンクリートにおいて，現場内で大幅なスランプの低下が生じ，豆板や締固め不良など，

構造物の品質に著しい悪影響を与えることが想定される場合がある．そのような場合には，遅延

剤や流動化剤，高性能AE減水剤を添加し，スランプを保持あるいは回復させる措置をとるのが

一般的であろう．ただし，これらの措置によって，材料分離，過度のブリーディングや凝結遅延，

硬化不良や強度低下，耐久性の低下等が生じることがあってはならない．NEXCO３社では，こ

のような応急的な対処は原則として認めていないが，実施に当たっては，初期欠陥や異常が生じ

ないことを事前に確認し，施工者との協議を行っておくことが必要であると考えている．次世代

へ良好なインフラを残していくためには，事業者と施工者が一体となって，起こりうる事態を想

定し，その対策を事前に準備しておくことが事業者の責務と考える． 

（４）その他 

暑中コンクリートの施工において，計画・設計時に設定した構造物の性能を確保するためには，

上記（１）～（３）に示す対策を行い施工の各段階でＰＤＣＡを回していくことは勿論のこと，

「“現場”での作業である」ということを常に念頭に置くことが重要である． 

近年，外気温の上昇に伴い暑中コンクリートの置かれる環境は厳しいが，現場で作業に携わる

人間の作業環境は更に厳しく，“熱中症対策”が必要不可欠となっている．NEXCO中日本では，

夏期の現場作業において，「環境管理温湿度計（熱中症対策計）」の設置を義務化しているが，7

月～9 月にはほとんど毎日の昼間の時間帯が「厳重注意」～「危険」の領域となっている．この

ため，休憩所や飲料の供給などの通常の熱中症対策に加え，施工人員の増員等による一人当りの

作業時間の短縮や頻繁な休憩時間の取得などの処置を行っている．暑中コンクリートの施工は，

熱中症の発生と隣り合わせとなっており，現場従事者の健康状態（体調や思考能力等）を確保し

なければ，計画・設計時に想定した良好な橋梁の構築は困難であり，現場での作業環境を整える

ことは，当然のことながら事業者と施行者の責務であると考えている． 

 

3.3.5  まとめ 

暑中コンクリートは，本文中にも記載したが，示方書の規定に従って，コンクリート主任技師

等の専門技術者が責任技術者として現場に携われば，計画・設計時に設定した要求性能を満たす

構造物の構築が出来る筈である．ところが，現場においては，計画・設計時に設定した条件と異

なる事象が数多く発生し，その結果，初期欠陥の発生に繋がることがあることも否定できない．

そのため，事業者の責務として，橋梁の計画・設計段階から，橋梁が要求する性能を満足できる

よう基準類の整備や必要な人員の配置を行ったうえで，橋梁の基本（詳細）設計を実施する必要

がある．また，工事発注後は，請負人と一体となってＰＤＣＡを回しながら耐久性の高い橋梁を

構築していく必要があると考えている． 
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3.4  鋼橋連続合成桁の中間支点部におけるコンクリート床版のひび割れ制御 18） 

3.4.1  はじめに  

鋼連続桁橋は，中間支点上の負の曲げモーメントによりコンクリート床版にひび割れ発生する

ことで床版の剛性低下が生じるため，上部構造の安全性の確保の観点等から，合成桁の採用が見

合されている状況にある．床版を健全な状態に保つためには，有害なひび割れの発生を防止する

必要があることから，床版の設計では，ひび割れの発生を許容するかどうかが課題となる．一つ

の考え方は，橋軸方向プレストレスの導入により，床版の応力度をひび割れ発生限界状態に抑え

るもの，もう一つはひび割れの発生を許容し，ひび割れ幅限界状態（以下，ひび割れ制御）とす

るものである． 

欧州では，ひび割れ制御による設計法 19)が整備され，鋼連続合成２主鈑桁橋など多くの床版に

適用されている．我が国における道路橋の設計基準である道示 20)では，「12.2.3 床版の合成作用

の取扱い」として，引張応力を受ける床版においてコンクリートの断面を無視して設計を行う場

合について，「軸方向鉄筋を桁の断面に参入してよい」とされており，軸方向最小鉄筋量をコンク

リート断面の2%，その周長率（鉄筋の周長の総和／コンクリートの断面積）を 0.0045mm/mm2

以上とすることで，有害なひび割れを制御する考え方となっている．また，道示では，コンクリ

ート床版と鋼桁の合成作用を考慮して設計する場合について，床版としての作用（床版作用）お

よび主桁の断面の一部としての作用（主桁作用）に区分して，それぞれ安全であること，および

二つの作用を同時に考慮した場合に対して安全であることを照査することとされている． 

本研究では，鋼連続合成2主鈑桁橋の中間支点部の実物大モデルを用いて，ひび割れ制御で設

計したＰＣ床版に供用時の応力状態を再現する実験を行った．この実験の目的は，ひび割れ制御

に基づく設計法 19～21)の有効性を確認するために，中間支点部近傍の床版の力学性能が予定供用期

間中に許容範囲内に保持できることを性能照査（実験や解析等）することである．なお，本研究

の成果は，現行の設計法として，ＰＣ床版の設計の手引き 22) に反映されている． 

 

3.4.2  ひび割れ制御に関する性能照査の方法 

（１）実験対象と実験項目 

実験対象部位を図－3.7 に示す．ＰＣ床版を有する２主桁橋として我が国で初めて連続合成桁

の設計を行った千鳥の沢川橋 23)を対象に， P2支点付近の床版を実験の対象とした． 

実験項目を以下に示す．  

①供用時の応力状態に相当する負の曲げモーメントを静的載荷し，主桁作用による床版，鉄筋，

鋼桁の応力計測および床版のひび割れの発生状況の確認を行う． 

②桁に導入した負の曲げモーメントを保持した状態で，移動輪荷重の繰返し載荷を行い，主桁

作用と床版作用との組合せを再現する．移動輪荷重載荷の途中で輪荷重を定点載荷し，床版，

鉄筋，鋼桁の応力計測および床版のひび割れの発生状況の確認を行う． 

（２）実験供試体 

実験供試体は，ＰＣ床版と2主桁から構成される中間支点付近を取出した実物大モデルとした．

供試体の諸元を図－3.8 に示す．供試体は，千鳥の沢川橋と同一を基本としたが，試験設備の制
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［単位：mm］ 

図－3.7 実験対象部位（千鳥の沢川橋） 

 

限から主桁高を2.0m（供試体高さ2.5m）に，床版全幅を6.7m（供試体幅7.0m）にそれぞれ変

更した．供試体長さは 12.0m である．床版厚は，千鳥の沢川橋では平成 2 年 2 月制定の道示Ⅱ

6.1.5における補修作業の難易度係数に基づき，床版厚さを最小全厚の5%割増し32cmとしたが，

本供試体では現行の道示に基づき，最小全厚の31cm とした．鋼桁は，上フランジとずれ止め配

置，およびウエブと下フランジの断面は桁全高に対する中立軸位置の比率とも千鳥の沢川橋と同

じになるように決定した（図－3.9）．なお，床版全幅の変更により張出床版長が短くなるが，床

版の力学性能に関して安全側の評価となるため，供試体寸法の変更は問題無いものと考えられる． 

床版は，プレグラウトＰＣ鋼材により橋軸直角方向にポストテンション方式でプレストレスを

導入したＰＣ床版である．ＰＣ鋼材および鉄筋は，使用材料と配置間隔を千鳥の沢川橋と同じと

した．橋軸方向鉄筋比は，道示の考え方に準じて2%とした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［単位：mm］ 

図－3.8 供試体の諸元 
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床版の設計応力度を表－3.4に示す．死荷重断面力は，中間横桁の影響を考慮 24)して主桁位置

で固定支持した梁モデルを用いて算出した．活荷重断面力は道示のＴ荷重の設計曲げモーメント

式で計算した．なお，供試体の床版厚と張出部の形状が千鳥の沢川橋と異なるため，両者の発生

応力度には若千の差がある．供試体のＰＣ鋼材一本当たりの張力は 423kN で，床版支間中央下

面での有効プレストレスは4.5N/mm2である． 

供試体の使用材料は次のとおりとした． 

①鋼材： SM 570， SM400， SS400 

②コンクリート：早強ホ°ルトランドセメント（膨張材30kg/m3使用），表－3.5参照 

③鉄筋：SD345（D22，D13） 

④ＰＣ鋼材：Φ21.8，500mmピッチ（19本よりプレグラウトＰＣ鋼材， 3ヵ月硬化タイプ） 

⑤ずれ止め：D22×200m4，橋軸方向ピッチ100mm，橋軸直角方向ピッチ200mm（1列3本， 

頭付きスタッド） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）載荷方法 

a）負曲げ荷重載荷方法 

載荷方法を図－3.10に示す．設計荷重に相当する引張応力度を供試体の床版上面に発生させる

ため，桁の両端を支点として反力架台により鉛直方向の変位を拘束し，中間支点をジャッキアッ

プすることで負の曲げモーメントを導入した．千鳥の沢川橋では，床版コンクリートを全断面有

効とした合成断面でコンクリートがひび割れないとして計算すると，表－3.5 に示す荷重の組合

せによるコンクリートの引張応力度は4.9N/mm2となる．また，その場合の設計荷重に相当する

負の曲げモーメントの値は M=－6963kN・m となった．この負の曲げモーメントを再現するた

めに必要なジャッキ力P（以下，負曲げ荷重P）は，供試体を図－3.11に示すように両端を支点

表－3.4 床版の設計応力度 

 

図－3.9 合成断面の中立軸位置 

 

［単位：mm］ 

表－3.5 床版コンクリートの仕様 
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とする単純支持と考え，1主桁当り 2台のジャッキ（合計 4台）でジャッキアップして設計荷重

に相当する曲げモーメント（M=－6963kN・m）とし，供試体の死荷重に相当する曲げモーメン

ト（Md）を差引き，P=1550kN とした．なお，図中の b は，供試体の端支点からジャッキ作用

位置までの距離を示している． 

 

 表－3.6  負の曲げモーメントと床版応力度との関係（1主桁当り） 

［単位：mm］ 

図－3.10 載荷方法 
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図－ 3.11  負曲げ荷重の計算（1主桁当り） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b）移動輪荷重載荷方法 

移動輪荷重載荷時の負の曲げモーメントは，設計活荷重の発生頻度を考慮 25)して設計活荷童の

6割相当の負の曲げモーメントM=－4795kN・m（負曲げ荷重P=1108kN）に低減した．移動輪

荷重は一軸荷重Wを床版支間中央に載荷することとした．また，載荷パターンは 図－3.12に示

すとおり，１軸（設計輪荷重 98kN×2）で設計軸重（196kN）から開始し供試体の損傷状況に

応じて，荷重を 314kN，392kN と増加させた 3 段階とし，各々の繰返し回数は，4 万往復，30

万往復，10万往復とした．なお，この載荷荷重ステップは，東名高速道路日本平の本線軸重計の

平成９年のデータに基づき等価繰返し回数に換算すると，100年間に相当する耐用期間となる． 

  c）静的載荷方法 

床版の損傷度は，図－3.12に示すように移動載荷の途中に行う静的載荷により調べた．静的載

荷は，主桁系の負曲げ荷重載荷（図中の◇，G‐0～6）と床版系の輪荷重定点載荷（図中の●，S

‐0～11）である．なお，静的載荷の着目断面は，移動輪荷重の載荷範囲の中央位置（断面④，

以下，中央載荷）と端位置（断面②，以下，端載荷）である（図－3.10参照）． 

図－3.12 移動輪荷重の載荷パターン 
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主桁系の静的載荷は，載荷ケース G‐0（ひび割れ導入）から G‐6 までの 7 ケース，床版系

の静的載荷は，載荷ケース，S‐0からS‐11までの12ケースについて，中央載荷と端載荷のそ

れぞれ，計24ケース実施した． 

（４）FEM 解析 

床版コンクリートにひび割れが発生する前までの弾性挙動を想定した全体変位と応力挙動の把

握を目的に，静的載荷に対応する3次元FEM解析（線形弾性モデル：横河技術情報 cosmos/m）

を実施した．なお，解析では，鋼部材はシェル要素，床版コンクリートはソリッド要素，コンク

リートのヤング係数は30kN /mm2とし，コンクリートのひび割れの発生はモデル化していない．

鋼桁の上フランジと床版とは剛結とした．計算結果を表－3.7に，変形形状を図－3.13にそれ

ぞれ示す. 

（５）計測項目 

載荷試験における主な計測項目を以下に示す． 

①床版のたわみ，ひずみ，ひび割れ密度，ひび割れ幅 

②主桁のたわみ，ひずみ，中間支点反力 

③鉄筋のひずみ 

 

3.4.3  実験結果 

（１）材料試験結果 

標準供試体によるコンクリートの材料試験結果を表－3.8

に示す．材齢7日で呼び強度を超える43.5N/mm2が発現し，

載荷試験前には，72.7N/mm2の高強度となったことから，載

荷試験終了後に実験供試体からコアを採取し再度コンクリー

トの強度を確認した．その結果，圧縮強度は 52.7N/mm2 で

あり，設計基準強度40N/mm2の34%増となった． 

表－3.8 コンクリートの材料試験結果 

表－3.7 ＦＥＭ解析結果 

図－3.13 静的載荷時の変形形状 
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なお，コア採取の強度は補正なしの値で，実際の圧縮強度はこの値より高いと考えられる． 

本研究の対象となる床版は，引張応力を受ける部材であることからコンクリートの許容引張強

度の増加が問題となるが，許容引張強度の増加は圧縮強度の増加に比べて小さいこと（表－3.8

参照），および実構造物においては，長期材齢のコンクリートの圧縮強度は配合強度より高くなる

こと等から，今回の圧縮強度の増加が実験結果に与える影響は少ないものと考えた． 

（２）負曲げ荷重載荷試験結果 

載荷試験は，初めに床版系の輪荷重静的載荷（載荷ケースS‐0，最大荷重W=196kN）を行い

床版に損傷の無い状態での計測を行った．次に，ひび割れ導入を目的とした負曲げ荷重載荷（載

荷ケース G‐0，最大荷重 P=1550kN）を実施した．載荷順序と逆になるが，ここではまず負曲

げ荷重載荷試験について述べる． 

床版の引張ひずみが最大となる断面④の主桁上での計測値を図－3.14 に示す．G-1 主桁，G-2

主桁とも負曲げ荷重 P=784kN で，床版上面のひずみに非線形性が現れ，この時点でひび割れが

発生していることがわかる．G-1主桁とG-2主桁は断面構成が同一であるが，ひび割れの発生位

置の違いによりひずみ分布には相違が現れた．G-2主桁では荷重の増加に伴い，配力鉄筋の上段，

下段，床版下面の順に荷重とひずみの関係が非線形となる．ひずみが引張側に大きく増加したこ

とから，計測位置にひび割れが発生していると判断できる．これに対してG-1主桁では，床版上

面のひずみが開放されていることと，これ以外の計側点ではひずみの急激な変化がないことから，

ひび割れは計側点の近傍であることがわかる． 

 

図－3.14 床版のひずみ（載荷 G‐0，断面④）  図－3.15 床版のひずみ（載荷 G‐0，断面②）  
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断面②の主桁上でのひずみを図－3.15に示す．ここでは，G-2主桁の床版上面でひずみに非線

形性が現れているが，鉄筋ひずみの増加はない．日視による確認では，断面②から断面④方向に

30cm 離れた位置にひび割れがあり，このひび割れにひずみゲージが反応したと考えられる．断

面②は，支間中央から橋軸方向に 1500mm 離れており，負の曲げモーメントが小さくなるため

断面④とひび割れ状態に違いが現れた． 

断面④の主桁下フランジ位置で計測した鋼桁鉛直変位を図－3.16に示す．図中には床版を有効

とした合成断面（床版＋鋼桁と表示）と鉄筋のみ有効とした合成断面（鉄筋＋鋼桁と表示）の計

算値を示した．計算値はいずれも桁のせん断変形の影響を考慮したものである．荷重と変位の関

係は，ひび割れ発生以前には「床版＋鋼桁」の計算値に近く，ひび割れ発生後には「鉄筋＋鋼桁」

の計算値に近づく．負曲げ荷重が小さい範囲では，荷重－変位曲線の勾配が「床版＋鋼桁」の計

算値よりも若干大きいが， これは鋼桁の端支点で水平方向の変位が拘束されていた影響と考えら

れる．負曲げ荷重 P=588kN で端支点の水平方向の滑りを確認しており，これ以後は支点拘束の

影響は解消されている．この試験結果から，設計曲げモーメントに相当する負曲げ荷重

P=1550kNでは，桁の曲げ剛性は「床版＋鋼桁」と「鉄筋＋鋼桁」との中間になる．桁の曲げ剛

性の比率は，計算値の「床版＋鋼桁」を 1.0 とすると「鉄筋＋鋼桁」が 0.6，ひび割れ発生後の

供試体では 0.8 である．移動輪荷重載荷終了後の結果（載荷G‐6）を図－3.16に示したが，荷

重－変位曲線に変化は見られない．ここで実施した移動輪荷重載荷 44 万往復と設計曲げモーメ

ントに相当する負曲げ荷重載荷6回の範囲では，ひび割れ発生後の桁剛性はほとんど変化しない

ことがわかった． 

図－3.16 鋼桁変位曲線（断面④） 図－3.17 主桁のひずみ分布（断面④） 

［単位：mm］ 
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図－3.19 パイ型変位計の計測値 

主桁系のひずみ分布を図－3.17に示す．G-2主

桁では，床版内のひずみが乱れているが鋼桁のひ

ずみ分布はG-1主桁と同様にほぼ線形であり，床

版を有効とした合成断面の計算値に近い．載荷

G-0 での鋼桁下フランジのひずみは約－500×

10-6（応力度－103N/mm2）が発生しており，日

標とした設計曲げモーメントに対する応力度－

95N/mm2 に近いことから，この試験の負曲げ荷

重載荷方法は，連続合成桁中間支点部の設計断面

力が再現できる妥当なものと確認できた． 

上段配力鉄筋ひずみを図－3.18に示す．G-1主

桁では，載荷 G‐0 で計測位置にひび割れは発生

せず，ひずみ値は 100×10-6程度の小さい値とな

った．最終の G－6 載荷でひずみが 739×10-6ま

で増加しており，この際にひび割れの進展があつ

たと考えられる．G-2 主桁では，載荷 G－0 で計

測位置にひび割れが発生し，ひずみは1075×10-6

まで増加した．その後は，荷重とひずみは線形関

係にありひずみの増加は見られない．ひずみの最

大値は，「鉄筋＋鋼桁」の合成断面の計算値より大

きい．いずれの配力鉄筋も負曲げ荷重除荷後のひ

ずみは小さいものであった．配力鉄筋が載荷終了

まで弾性範囲内にあることから，床版の損傷度は

低いと判断できる． 

パイ型変位計によりひび割れ幅を計測した結果

を図－3.19に示す．パイ型変位計は，負曲げ荷重

載荷前に各主桁上の床版上面にそれぞれ 17 箇所

配置した．このうち，パイ型変位計で有効な計測

ができたものはG-1主桁側6個所，G-2主桁側 6

個所であつた．ひび割れ幅は，G-1 主桁，G-2 主

桁とも断面④位置で最大となり，最大値はそれぞ

れ0.17mm，0.16mmであつた．ひび割れ幅は除

荷とともに減少し，残留ひび割れ幅は 0.02～

0.04mm程度の小さいものであることがわかった．

ひび割れ幅を有効に計測できたパイ型変位計 12

個所の計測値と Hanswille の計算値 26）とを比較

して，図－3.20に示した．なお，計算で用いる乾

燥収縮度およびコンクリートの圧縮強度は，実測

図－3.18 上段配力鉄筋ひずみ（断面④） 

図－3.20 初期ひび割れ幅の計算値との比較 
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値 18）とした．Hanswilleの理論は，コンクリートにひび割れが発生した後も，ひび割れ発生断面

以外のコンクリートが引張応力を負担するため，ＲＣ断面の引張側を無視した設計と比べて曲げ

剛性が大きな値となる “テンションスティフニング効果”を考慮した設計思想の一つで，平面保

持の仮定を前提に，コンクリートのひび割れに伴う剛性の変化に応じて，鋼桁とコンクリートの

分担する断面力を変化させる方法であり，連続合成桁の中間支点部の設計で広く用いられている．

初期ひび割れ荷重の計算値はPr =1069kN で，実験値の784kNに比べやや大きいが，初期ひび

割れ幅の計算値はwr =0.10mmで，計測したひび割れ幅の平均値と良く一致している．Hanswille

の理論により，ひび割れ幅を精度良く推定できることが実物大の供試体で確認できた．図中には

土木学会の曲げひび割れ幅算定式の値 27）も示した．土木学会の式は計測したひび割れ幅の最大値

とほぼ一致し，Hanswilleの式よりやや安全側の評価となることがわかった． 

３）移動輪荷重載荷試験結果 

静的載荷時のたわみ分布を図－3.21 に示

す．支間中央のたわみは，載荷S-0で0.63mm，

載荷S-1では0.73mmであった．負曲げ荷重

載荷G-0で発生したひび割れの影響でたわみ

が増加した．FEM 解析の値（0.73mm）は，

計測値に近い．移動輪荷重載荷による床版た

わみの増加はわずかで，最終のたわみは

0.78mmであつた．負曲げ荷重載荷によるひ

び割れ発生の影響に比べて，輪荷重載荷によ

るたわみの変化は小さい． 

断面④と断面②の床版たわみを比較して

図－3.22に示す．載荷回数1回の値は，負曲

げ荷重載荷前（載荷 S-0）のたわみで，載荷

回数2回の値は，負曲げ荷重載荷後（載荷S-1）

の値である．図中には，各荷重に対応した

FEM 解析の結果も示した．断面④では，負

曲げ荷重載荷によるひび割れ発生以後のたわ

みの変化が小さい．断面②では，試験開始時

のたわみが断面④より小さく，輪荷重

W=314kNの繰返し載荷N=10万往復の間に

床版たわみが増加し，最終的には断面④とほ

ぼ等しいたわみになった．たわみの計測値は，

FEM 解析の結果とよく一致した．負の曲げ

モーメントの影響が異なる2つの断面を比較

して床版剛性に差がない結果が得られた．こ

れより，ひび割れ制御された床版では，負の

曲げモーメントによる引張力作用下にあって 図－3.22 床版たわみ分布 

図－3.21 床版たわみ分布（中央載荷，断面④） 
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も橋軸方向鉄筋量が適切に確保されていれば，床

版耐力の低下はほとんどないことが確認できた．  

ひび割れ密度を図－3.23に示す．床版上面では，

負曲げ荷重載荷G-0以後は，ひび割れの進展や新

たなひび割れ発生はほとんど無かった．このため，

ひび割れ密度の変化は小さい．床版下面では，移

動輪荷重の繰り返し載荷N=14万往復までは載荷

回数に比例してひび割れが増加するが，それ以降

の変化は小さい．この供試体では，載荷終了まで

橋軸直角方向のプレストレスが有効であり，橋軸

方向には全くひび割れが発生しなかった． 

 ひび割れ幅の変化を図－3.24に示す．床版上面

および床版下面からそれぞれ代表的なひび割れを

選んだ．ひび割れ幅の値は，主桁系載荷（載荷

G-0～G-6）および床版系載荷（載荷S-1～S-11）

の全ての計測値をプロットしたものである． 

ここで，主桁系載荷は載荷番号を枠で囲って床

版系載荷と区別している．床版上面のひび割れは

主桁系の載荷（負曲げ荷重 P）に反応し，床版下

面のひび割れは床版系の載荷（輪荷重定点載荷

W）に反応することがわかる．床版上面のひび割

れ幅は，負曲げ荷重載荷 G-0（載荷番号 2）では

最大0.17mmとなったが，負曲げ荷重を低減する

とひび割れ幅も減少し0.13mm程度となる．その

後の負曲げ荷重載荷でも，負曲げ荷重P=1550kN

に対してひび割れ幅は0.16～0.18mm程度，負曲

げ荷重保持の状態（P=1108kN）では0.13mm程

度で載荷ケースごとの変化は少ない．床版下面の

ひび割れ幅は，載荷 G-0 後の目視による計測で

0.06mm であった．載荷 S-0（載荷番号 3）から

の計測値は，少しの変動はあるものの 0.04～

0.12mm程度であり問題はないと考えられる．移

動輪荷重の繰返し載荷回数に比例するひび割れ幅

の増大は無く，主桁系および床版系のいずれの静

的載荷でもひび割れ幅は許容値 0.2mm を超えな

かった. 

（４）ひび割れ発生状況 

ひび割れ観察範囲を図－3.25に，ひび割れ分布

図－3.24 ひび割れ幅 

図－3.25 ひび割れ観察範囲 

［単位：mm］ 

図－3.23 ひび割れ密度 
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を図－3.26 に示す．観察範囲の桝目寸法は 500mm×500mm である．負曲げ荷重載荷では床版

上面の主桁付近でひび割れが多く発生し，ひび割れ間隔は両主桁上の平均で33cm である．移動

輪荷重載荷では床版下面に橋軸直角方向のひび割れが一様に分布し，輪荷重の載荷回数に比例し

て橋軸直角方向のひび割れが増加した．主鉄筋断面の床版下面応力度は，載荷試験終了まで許容

引張応力度以下であり，橋軸方向のひび割れは発生しなかった． 

 

 

 

3.4.4  載荷試験結果のまとめ 

今回の載荷試験で得られた結果をまとめる． 

負曲げ荷重載荷からは，以下の事項が確認できた． 

①設計曲げモーメントに相当する負曲げ荷重載荷で，床版には橋軸直角方向のひび割れが発生

する．パイ型変位計の計測結果より，ひび割れ幅の平均値は0.1mmであった． 

②桁の曲げ剛性は，ひび割れ発生前には，床版を有効とする合成断面の曲げ剛性に一致し，初

期ひび割れ発生後は，床版を有効とする合成断面と鉄筋のみを有効とする合成断面との中間の

曲げ剛性となる．ひび割れ発生による曲げ剛性の低下は約2割である． 

③供用100年間に相当する移動輪荷重の繰返し載荷と設計曲げモーメントの6割に相当する負

の曲げモーメントを載荷しても，合成桁の曲げ剛性はほとんど変化しない． 

図－3.26 ひび割れ分布 
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④主桁断面のひずみ分布は，床版を有効とする合成断面と鉄筋のみを有効とする合成断面との

中間のひずみ分布となる． 

⑤Hanswille の計算式は，ひび割れ幅を精度良く推定できる．また，土木学会の曲げひび割れ

幅算定式はHanswilleの式よりやや安全側の評価となる． 

⑥床版上面のひび割れは負曲げ荷重に比例して幅が増減する．ひび割れ幅の最大値は0.17mm

で詐容ひび割れ幅0.2mm以下であり，除荷後に残留するひび割れ幅は0.04mm程度と小さい． 

 

移動輪荷重載荷からは，以下の事項が確認できた． 

①負の曲げモーメントにより発生した床版上面のひび割れは，移動輪荷重の繰返し載荷ではほ

とんど進展しない． 

②床版下面では，移動輪荷重の繰返し載荷によりひび割れが発生し進展するが，この試験で行

った荷重レベルでは床版剛性の低下は生じない． 

③床版上面ならびに床版下面にひび割れは発生したが，ひび割れ幅の急激な増加は見られず，

詐容値ひび割れ幅0.2mmを超えるものは無かった． 

④発生したひび割れの方向は，橋軸直角方向のみで橋軸方向のひび割れは全く発生しない． 

 

3.4.5  まとめ 

本研究で得られた結論は，以下のとおりである． 

①連続合成桁の中間支点部のコンクリート床版において，負の曲げモーメントによる初期ひび

割れの発生ならびにその伝播を橋軸方向鉄筋で制御できる． 

②ひび割れ制御により設計された床版では，初期ひび割れを有し橋軸方向の引張応力作用下に

あっても有害なひび割れは発生せず，合成桁としての機能は低下しない． 

③上記の2項目は，日本道路公団試験研究所において実施された既往の模型実験から得られた

知見 28)と同じ結果であり，一連の実験により，鋼２主鈑桁形式の連続合成桁について，現行の

ひび割れ制御による設計法は妥当であり，設計耐用期間中において床版耐力に問題は生じない

と考えられる． 

また，今後の課題として，以下が挙げられる． 

①ひび割れ発生を許容するひび割れ制御による設計では，路面から劣化因子を伴う雨水等が，

ひび割れに侵入し鉄筋を腐食させるため，床版上面の防水層の設置が不可欠であり，十分な耐

久性と経済性を有した防水層の開発が必要である． 

②また，ひび割れ制御の設計では，コンクリートのクリープおよび乾燥収縮の影響を大きく受

けるため，これらの評価手法の精度向上と高品質のコンクリート施工が常に安定して行えるよ

うに品質管理を慎重に行うことが重要である． 
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3.5  超低粘性型ＰＣグラウト材の開発 29) 

3.5.1 はじめに 

新東名高速道路矢作川橋（6.2.2参照）は,主塔高109.6m,橋長820m,最大支間235m,主桁

総幅員43.8mの規模を有する4径関連続波形鋼板ウエブＰＣ・鋼複合混合斜張橋である．本

橋の主塔形状は, 図－3.27に示すように都市計画道路の制約から基部を絞った形状となるため，

鋼殻と設計基準強度60N/mm2の高強度コンクリートを用いた鋼コンクリート合成構造とな

り,ひび割れ幅の制御と終局時の破壊性状を考慮して橋軸直角方向にＰＣ鋼材を配置する

ＰＲＣ構造となっている30,31).ＰＣ鋼材は構造上の制約から高速道路初の大容量ＰＣ鋼よ

り線で内ケーブル方式として配置され,高密度ポリエチレン製シースとＰＣグラウトの注

入によって鋼材の耐久性を確保することになる.そのため，ＰＣ構造物のグラウト不良の

問題も踏まえ,グラウトを確実に充填することが最大の課題となった． 

本研究では,ＰＣ鋼より線間の空隙へグラウトを確実に注入することに着目して超低

粘性型グラウトを開発し,室内実験および屋外での注入実験を行った.また,併せて実施

工を想定した実規模注入実験を行い,ファイバースコープによる充填状況のモニタリング

や最終加圧等を取入れた施工とグラウトの充填性の照査を実施した． 

 

 

 

図－3.27 矢作川橋の主塔基部（P2橋脚）の横締めＰＣ鋼材配置 

 

拡大 

［単位：mm］ 
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3.5.2 対象構造物と実験の概要 

（１）概要 

矢作川橋の主塔基部（P2橋脚）の位置とＰＣ鋼材配置を図－3.27に示す． 

ＰＣ鋼材（SWPR7B 27S15.2）は，12段×10列の合計120本あり，曲げ下げて設置した内径

150mmのシース内に配置される（空隙率78.8%）． 

本橋の橋脚部横締めＰＣグラウトに関しては，以下の特徴がある. 

・100年を超える長期耐用期間を期待した橋梁であり，ＰＣ鋼材の耐久性を確保するためには，

より確実なグラウト注入を行う必要がある． 

・ＰＣ鋼材の配置が上に凸の形状であり，一方向からのグラウト注入では充填不良が生じ易い

下り勾配を含む． 

・27S15.2は，ＰＣ鋼より線の本数が多くより線間の充填性にも配慮が必要となる． 

・1本当たりの施工量が大量(0.67～0.75m3/本)であり，注入作業に時間を要する． 

これらを考慮して，施工条件に最も適したグラウトの種類，施工手順，管理方法を確立する必

要がある．そのため，図－3.28に示すフローおよびに表－3.9に示す実験ケースと使用材料によ

り，各段階でグラウトの充填性を評価し，材料および注入方法を選定することとした．さらに，

実大規模の注入実験によって，その施工方法と充填性を照査することとした． 

 

図－3.28 実験のフロー 
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・充填性能 
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（２）室内実験 

従来型のグラウト用混和剤（低粘性型お

よび高粘性型）に加え，新たに開発した超

低粘性型混和剤について，表－3.9 に示す

実験ケースで基本性能を比較・評価した．

なお，この超低粘性型混和剤は，分散剤と

増粘剤で構成されるが，既存の混和剤の分

子構造を改良し，調合比率を変化させたも

のである． 

評価項目は，コンシステンシーおよびブ

リーディング特性であり，コンシステンシ

ーについては，日本道路公団（当時）の規

格に準じてJ14漏斗を用いて評価した．ブ

リーディング特性については，JSCE‐

F532-1999（ＰＣグラウトのブリーディン

グ率および膨張率試験方法）のポリエチレ

ン袋による方法に加えて，メスシリンダー

試験  （Post－Tensioning Institute：

φ15.2mm 鋼より線をセットした 1,000ml

メスシリンダーに 800mml のグラウトを

入れ，ブリーディングを観察）によって評

価した．メスシリンダー試験は，写真－3.9

に示すように，ＰＣ鋼より線による「ランプの芯効果」によってブリーディングを誘発させよう

とするものである． 

（３）屋外実験 

施工に適した材料を選定し，注入方法を明確にするために，工事で使用する高速グラウトミキ

サ（回転数1,000rpm）によりグラウト材を練混ぜ，1.2ｍｍふるいを介してポッパに排出した後，

グラウトポンプにより圧送のうえグラウト注入を行って作業性や充填性を評価・確認した． 

a）グラウト材の充填性評価 

4 種類のグラウト（高粘性，低粘性，超低粘性 2 種類）を供試体に注入して，施工性および充

填性を比較・評価した． 

b）注入方法の検討 

以下の項目に着目して注入実験を行い，施工時の注入方法を決定した． 

・注入速度 ：3水準（10，15，20ℓ/分） 

・真空ポンプ：2水準（真空ポンプの有無） 

・最終加圧力：2水準（0.5，1.4N/mm2） 

・充填検知・施工管理：ファイバースコープによるモニタリング，両押し注入，交互からの加

圧排出 

写真－3.9 メスシリンダー試験の状況 

ＰＣ鋼より線 

表－3.9 実験ケースと使用材料 
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c）実規模注入実験 

実験結果を反映した施工手順で実規模施

工実験を行い，充填性および施工方法を照

査する． 

 

3.5.3 実験結果 

（１）室内実験 

超低粘性型グラウト混和剤は，分離抵抗

性を確保しながら，流動性，充填性を高め

ようとするものである．その混和剤はメラ

ミンスルホン酸系分散剤とセルロース系増

粘剤とで構成され，既存混和剤の分子構造

と配合比率を変化させたものである．  

J14 漏斗の試験結果を図－3.29 に示す．

経時変化の測定は，試料を練置き静置した

状態で試験に供した．いずれのグラウトも

90分までは流動性を保持したが，従来型の

グラウトは 30 分後に一時的に流下時間が

増大する傾向を示した．これに対して，超

低粘性型グラウトは，練上り後 90 分まで

流動性がほとんど変化しなかった．なお，

グラウト温度は，試験を通じて20～22℃の

範囲であった．  

ブリーディング特性については，ポリエ

チレン袋を用いた試験方法では，いずれの

ケースもブリーディングが生じなかった．

しかし，メスシリンダー試験では，従来型

のグラウトは，より線周りからブリーディ

ング水の浮上が確認された（写真－3.10）.

これに対して，超低粘性型グラウトは，水

セメント比を意図的に増加させた場合でも，

ブリーディングが生じず，優れた材料分離

抵抗性を示した．これらのことから，開発

した超低粘性グラウトは，高い流動性を長

時間保持しつつ，従来型と同等以上の分離抵抗性を有するものと判断された． 

（２）屋外実験 

a）グラウト材の充填性評価 

φ150mm シースにＰＣ鋼より線（27S15.2B）を配置した 12m 直線配置の供試体に，粘性の

図－3.30 コンシステンシー試験の結果 

図－3.29 J14漏斗流下試験の結果 

写真－3.10 ブリーディング発生状況(６時間後) 
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異なるグラウトを注入し，充填性能や注入時のポンプ負荷を比較のうえ評価した．実験に供した

グラウトは，前述の3種類に加え，近年，実用化された超低粘性型プレミックスグラウト 32)（以

下，プレミックス型）の 4 種類である．注入時のコンシステンシー試験（JP 漏斗および J14 漏

斗試験）の結果を図－3.30に示す．各材料とも各々の粘性に応じた流下時間を示し，超低粘性型

についても，混和剤型とプレミックス型はほぼ同等の流下時間を示した．なお，本実験では，JP

漏斗は J14 漏斗に比べて流下時間が長く，

グラウトの品質変化をより敏感に測定でき

ると考えられ，品質管理に適した試験であ

ると判断された． 

注入実験における注入速度とポンプ吐出

圧の関係を図－3.31に示す．目標注入速度

は15ℓ/分としたが，高粘性型はポンプ負荷

が増大したため，注入速度を低下させた．

また，超低粘性型については一時的に20 ℓ

/分まで注入速度を上げて吐出圧力を測定

した．同一注入速度で比較すると，高粘性

型→低粘性型→超低粘性型≒プレミック

ス型の順に吐出圧力が低く，粘性が低い

ものほどポンプ負荷が軽減された．また，

高粘性型は注入速度を上げると吐出圧力

が比例的に増加したのに対して，超低粘

性型は注入速度を増加させても吐出圧力

がほとんど変化しなかった．1 回当たり

のグラウト数量が大量となる実際の施工

では，施工性の観点から，粘性の低いグ

ラウトが適していると判断された． 

グラウト硬化後，供試体を切断してシ

ース内およびより線間の充填状況を確認

した．グラウトの充填状況を写真－3.11

に示す．充填状況は，いずれのグラウト

も良好であったが，シース上縁やより線

間に着目すると，2 種類の超低粘性型の

充填状況が良好であった（写真中の青色

の○部分の充填が不十分）．ただし，プレ

ミックス型については，練混ぜ時に「ダ

マ」が多く発生し，練混ぜ方法の改善な

どの対策が必要であると考えられた． 

以上より，室内実験および屋外実験に

図－3.31 注入速度とポンプ吐出圧の関係 

写真－3.11 グラウトの充填状況 
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おける直線配置の注入実験において材料分離抵

抗性，充填性，施工性に優れていた超低粘性型

グラウトを以降の実験に使用することとした． 

b）注入方法の検討 

ⅰ）注入速度 

従来型のグラウトの充填性は注入速度の影響

を受けることが知られている．そこで，超低粘

性型グラウトについて，注入速度と充填性の関

係を把握した．実験には 12m 供試体を用い，

試験水準は以下のとおりとした． 

・超低粘性型グラウト:10，15 ℓ/分 

・高粘性型グラウト:10，15，20 ℓ/分（比較） 

実験によって得られた注入速度と充填率の関

係を図－3.32に示す．ここに，充填率とは図－

3.33 に示す定義にしたがって算出したもので

ある．超低粘性型グラウトの充填率は，注入速

度の増加に伴って向上し，また 10～15 ℓ／分

の注入速度の範囲では，高粘性型より高い充填

率が得られた． 

ⅱ）充填率の確保，向上 

ここまでの実験ではシース上縁リブ内に残留

空気が滞留し，100%の充填率は得られなかっ

た．そこで，充填率をさらに向上させる手法と

して，最終加圧による残留空気の圧縮化，真空

ポンプの適用性について検討した． 

検討ケースは以下のとおりであり，超低粘性

型グラウトを注入速度 10 ℓ/分で供試体に注入

した． 

最終加圧力0.5N/mm2 

最終加圧力1.4N/mm2  

真空ポンプ使用(最終加圧0.5N/mm2) 

なお，真空ポンプを使用したケースでは，シ

ース内を0.08 N/mm2まで減圧した状態でグラ

ウトを注入し，その後0.5N/mm2の最終加圧を

行った． 

シース上縁リブ内の充填状況の比較を写真

－3.12に示す．写真に示すように最終加圧力を

増加させることは，残留空気の体積減少に効果

図－3.32 注入速度と充填率の関係 

 

充
填

率
（

%
）

 

図－3.33 充填率の定義 
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写真－3.12 充填状況の比較 
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的であり，より線の微細な隙間への充填性も向上するものと判断された．特に超低粘性型グラウ

トを使用する場合には，スムーズな圧力伝達が期待でき，その効果が高くなると考えられた．真

空ポンプの使用については，充填率の向上が認められたが効果は小さく，特殊な装置や作業が必

要となることを考慮し，実施工には不向きであると判断した． 

ⅲ）施工管理・充填検知手法 

主塔基部のグラウト注入に際しては，片側からの注入では下り勾配を含むことになり，先垂れ

によって未充填部が生じやすくなる．そこで，図－3.34に示すように，橋脚の両側に注入口を設

け，各々の注入口から最頂部に向かってグラウトを注入する方法を検討した．その際重要となる

のは，グラウトが最頂部に達した後，下り勾配で先垂れするのを防止することである．そのため

には，最頂部にグラウトが到達したことを確実・迅速に検知する必要がある．そこで，クラウト

の充填状況を目視によって直接確認できるファイバースコープを用いた管理手法について，その

適用性を検討した． 

実験では，実際のＰＣ鋼材の一部を模擬した

20m 凸形供試体の両側からグラウトを注入し

（図－3.35）．最頂部には，排気・排出口を設

け，それを利用してファイバースコープを挿入

し充填状況をモニタリングした（写真－3.13）．

注入作業の手順は，以下のとおりとした． 

① 注入口A，Bからグラウトを注入（10ℓ/  

分） 

② 注入口Aからのグラウト到達を確認（頂部） 

③ 注入口Aからの注入を中断 

④ 注入口Bからのグラウト到達を確認（頂部） 

⑤ 注入口Bからの注入を中断 

⑥ ファイバースコープ撤去 

⑦ 注入口A， Bからほぼ同時に注入を再開 

⑧ グラウト排出後，排出口を閉鎖 

⑨ 注入口Aから加圧（0.8N/mm2，Bは中断） 

⑩ 排出口を開放（加圧されたグラウト・空気   

を排出） 

⑪ 排出口を閉鎖 

⑫ 注入口Bから加圧（0.8N/mm2，Aは中断） 

⑬ 排出口を開放（加圧されたグラウト・空気   

を排出） 

⑭ 排出口を閉鎖 

⑮ ⑨～④を繰り返す（空気が排出されなくな   

るまで） 

⑯ A，B両側から最終加圧（1.0N/m2） 

図－3.34グラウト注入のイメージ（両押し注入） 

写真－3.13ファイバースコープによる管理 

図－3.35 実験供試体 

［単位：mm］ 
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注入実験の結果，ファイバースコープから

の映像によって頂部へのグラウトの到達状況

をリアルタイムで確認することができた．ま

た，手順①～⑯に示す「両押し注入」と「交

互からの加圧排出」，「最終加圧」を行った結

果，排気・排出口付近でも写真－3.14に示す

ような良好な充填率が得られた． 

ⅳ）実物規模の注入実験 

これまでの実験結果を反映させた施工手順

で実物規模の注入実験を行い，施工方法と充

填性を照査した．実験では，ファイバースコ

ープによる施工管理，両押し注入，交互から

の加圧排出，最終加圧といった施工方法が実

際に行えるか否か，実物規模での充填性に問

題がないかを確認項目とした． 

供試体は，橋脚部最下段（12段目）のＰＣ

鋼材を模したものとし（図－3.36），注入手

順は前項①～⑯をそのまま再現した． 

その結果， ファイバースコープによるモニ

タリングによって，グラウト到達の確認，的

確な作業指示（①～⑯)を行うことができ，施

工管理手法として有効に機能することが分か

った．また，最頂部の排気・排出口付近の充

填状況を写真－3.15に示すが，リブ以外の箇

所は未充填が見られないことから，ＰＣ鋼材

の防食は確保できるものと考えられる（充填

率 98.5%）．このことから，提案した手法が

実施工においても有効に機能するものと判断された． 

 

3.5.4 まとめ 

本章では，新東名高速道路矢作川橋の主塔基部における横締め大容量ＰＣ鋼より線に用いるグ

ラウトを対象に，超低粘性型グラウトの開発とその充填性を確認するために性能照査を行った結

果を述べた． 

性能照査では，主に大容量ＰＣ鋼より線を対象として，室内試験と屋外試験により従来型と開

発したグラウト材の比較を行い，開発した超低粘性型グラウト材の有効性を確認のうえ，実物規

模の供試体を用いて，グラウトの実施工を考慮した注入方法を含めてその有効性を検証すること

ができた．なお，開発した超低粘性型グラウトを用いた実施工については，本研究の 6.2.2 で述

べることとする． 

図－3.36 実物規模の実験供試体 

［単位：mm］ 

写真－3.14 排気・排出口付近の充填状況 

写真－3.15 最頂部の充填状況 
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3.6  まとめ 

 本章では，２章で整理した高速道路の橋梁に生じる主な変状とその要因を基に，橋梁の耐久性

能の維持・向上のための対策について，日本道路公団時代から橋梁の建設（計画・設計，施工）

から維持管理（診断，対策）の各段階でＰＤＣＡを回し培ってきた主な技術の中から，初期欠陥

の防止対策について述べた．  

3.2では，構造ディテールによる初期欠陥の防止対策について概説した． 

3.3 では，特に暑中コンクリートで発生しやすい豆板の防止対策について検討を行い，緊急時

の対応を含む対策を提案した． 

3.4 では，耐久性能の確保の課題を有する鋼連続合成桁の中間支点部のコンクリート床版のひ

び割れ制御設計に対する性能照査として，実物大の供試体による載荷試験，ＦＥＭ解析による検

証，疲労試験等の検討を実施し，設計手法の妥当性を検証した． 

3.5 では，大容量のＰＣ鋼より線に適用する超低粘性型グラウトの開発を行い，その充填性を

確認するための性能照査として，室内試験と屋外試験により充填性を確認のうえ，実物規模の供

試体を用いて，グラウトの実施工を考慮した注入方法を含めてその有効性を検証した．  

 

本章で得られた主な結論を以下に示す． 

（１）適切な構造ディテールにより，ＰＣグラウト充填不良やかぶり不足などの初期欠陥の予防

が可能である． 

（２）豆板などの初期欠陥を防止するには，コンクリートのスランプは，生コン車の現場到着時

のみではなく，コンクリートポンプの筒先で管理する必要がある．また，橋梁の柱頭部など

の複雑な配筋の部位は，コンクリートの打込みに先立ち，性能確認試験によりコンクリート

の打込み状況を事前に確認し，必要に応じて配筋や使用材料の変更を行う． 

（３）暑中コンクリートは，生コン車の運搬中や待機中を含めて，保冷車の使用や直射日光を遮

るなど温度上昇を防ぐ必要がある．運搬中の生コンの温度上昇を防ぐ効果は保冷車が一番優れ

ているが，白ペンキ車でも効果が期待できる． 

（４）暑中コンクリートでは，現場での緊急対応として，事前に高性能ＡＥ減水剤のスランプ保

持成分を調整し，試験により強度発現に影響がないことを確認するなどのリスク対策を取るこ

とが重要である． 

（５）鋼連続合成桁の中間支点部のコンクリート床版のひび割れ制御設計に対する性能照査では，

実物大モデルを用いた試験により，現況の交通荷重が設計耐用期間中に作用する状態で，コン

クリート床版にひび割れが生じても床版の耐荷力が低下しないことを明らかにし，現況の合成

桁に対するひび割れ制御の設計法（ひび割れ幅限界状態）の妥当性を検証した． 

（６）また，今後の課題として，ひび割れを許容する設計では高機能な橋面防水層が不可欠であ

るため，経済性と耐久性を併せ持つ防水層の開発が望まれる． 

（７）大容量のＰＣ鋼より線では，グラウトがより線間の空隙に充填可能か否かが課題となるが，

開発した超低粘性型グラウトの使用と提案した注入方法により，充填が可能なことを検証した． 
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(a)新天竜川橋（ＰＣ連続箱桁）    (b)木曽川・揖斐川橋（複合エキストラ・ドーズド橋） 

写真－4.1 上部工の連続径間長の延長化の事例 

第４章 水回り（劣化因子の侵入抑制）および第三者影響度に関する対策 

 

4.1  はじめに 

 本章では，第２章で述べた橋梁に生じる主な変状のうち，塩害，疲労（床版），ＡＳＲなど，

水に関与した劣化の抑制のための適切な水回りの処理（劣化因子の侵入抑制），および第三者影響

度に関する性能の確保に関する具体策について検討した．なお，ここでは旧日本道路公団時代か

ら今日まで行ってきた主な対策についても概説することとする． 

 

4.2  水回り（劣化因子の侵入抑制）のための対策 

4.2.1 建設段階での対策 

 （１）コンクリートの密実性の向上 （Ｗ/Ｃを50％以下に制限） 

 高速道路橋のコンクリートの設計基準強度は，名神建設時から平成10年度末（1999年3月）

までσck = 24Ｎ/㎜２（240kgf/cm２）であったが，良質な骨材不足等により砕石に移行して以来，

水セメント比（Ｗ/Ｃ）が大きくなる傾向にあり，生コンクリートの全国調査の結果，名神建設時

に47％であったＷ/Ｃが55％以上となる場合もあった．そのため，コンクリートの密実性確保の

観点から，全国的に生コンクリートのＷ/Ｃが50％以下となるよう生コンクリートのグレードを

変更（設計基準強度の最低値24Ｎ/㎜２→30Ｎ/㎜２，単位水量の上限値175kg）し，密実性を確保

することとした１）．  

（２）水が回り難い構造の採用 

 NEXCO中日本では，橋梁の計画・設計時から，上部工の連続径間長の増加，鋼・コンクリー

ト複合構造など異種間構造の採用による橋梁伸縮装置の省略，および上下部工の剛結（ポータル

ラーメン橋等）や橋梁伸縮装置を土工部に設置する延長床版の採用等により，上部工の桁端部，

下部工，および支承に対する劣化の発生リスク対策を行うことを原則としている．（写真－4.1，

図－4.1 参照）なお，これらの対策は，使用性能の観点からも有効な対策であり，橋梁伸縮装置

の省略による乗り心地の向上や維持管理における橋梁伸縮装置の補修・更新の減になることから，

ＬＣＣの最適化にも繋がると考えられる． 
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図－4.2 橋台や掛違い橋脚での水回りの処理 

［単位：mm］ 

 

（３）橋台や掛違い橋脚での水回りの処理 

 上記（２）の対策を施しても橋台や掛違い橋脚が残る場合について，上部工の桁端部，下部工，

および沓座面に対して，図－4.2に示すように表面被覆材や表面含浸材の採用を試行している 2)．

一般に，劣化因子の浸入抑制の効果は，表面被覆材の方が高いと考えられるが，将来的な表面被

覆材の除去や塗替え作業のスペース確保が困難な箇所は，建設時から表面含浸材の使用を推奨し

ている．また，新設橋では，桁端，橋梁伸縮装置および支承回りの点検や表面被覆材の除去，塗

替え作業のスペース確保等の観点から，欧州における検査路の設置例 3)を参考に，橋台桁端の遊

間部に検査通路 4)を設けることとした．（図－4.3参照） 

 

 

図－4.1 上下部工の剛結（ポータルラーメン橋）と延長床版の例 
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（４）排水装置の改善 

排水装置は，箱桁など桁の内面が外観から目視出来ない場合，箱桁上面や箱内の変状の発見が

遅れること，箱内の通信管路等の添加物の点検が必要なこと，および排水管の取替えに足場が必

要になること，等を考慮すると桁内に排水管を設けることが有利と考え，桁内への排水管の設置

を推奨している． 

 また，景観や排水管の取替え易さを考慮し桁内に排水管を設ける場合について，排水管を伝わ

り凍結防止剤などを含んだ雨水等の劣化因子が桁内に浸入し，桁内のコンクリートの塩害や鋼部

材の発錆や孔食が生じるため，図－4.4 に示すような水切り板を設置し，桁内の劣化を防ぐこと

を試行している 2) ．なお，桁内に用いる排水管は，鈑桁型式など橋梁下面から排水管が確認でき

る場合は，一般的なＶＰ管（塩化ビニール管）とし，箱桁型式など外観が確認出来ない場合や冬

期に凍結の恐れのある箇所に設置する場合は，ＦＲＰ管や防錆処理を施した鋼管構造としている． 

 

 

 

図－4.3 橋台桁端の遊間部の検査通路の例 4) 

図－4.4 排水装置の改善 
［単位：mm］ 
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（５）高性能床版防水層の開発と採用 

  ａ）概要 

橋梁の床版は，前述したように，輪荷重の繰返し作用下での水の振舞いにより疲労耐久性が著

しく低下するため 5)，橋梁を構成する部材の中でも最も劣化が多い実態を考慮して，床版防水層

の設置を原則としている 4,7)． 

ところが，平成 11 年（1999 年）当時の基準 6)に基づいた床版防水では，施工後早期に防水性

能が低下し，床版下面からの漏水やコンクリート中の塩化物イオンの増加，あるいはアスファル

ト舗装の損傷が発生する事例が報告されていた．本項では，これらの床版防水の現状を鑑み，Ｉ

ＳＯ等の国際基準の動向を踏まえ策定した性能照査型基準による「床版防水システム」について

述べる 7,8)． 

  b）現状の床版防水層の課題 

床版防水に用いられる材料は，日本道路公団（当時）

の基準に合致するものとして，シート状に成型された防

水材料を床版に貼り付けるシート系防水と，加熱または

浴剤により溶融した液状材料を床版に塗布する塗膜系防

水が用いられていた．これらの床版防水が施工された実

橋床版を抽出し，その効果を追跡調査したところ，現行

の品質基準を満足する材料では，塗膜系防水では施工時 

点，シート系防水は約5年程度で防水効果が喪失してい 

る場合があることが判明した 9)． 

このように短期間で防水効果を喪失する原因は，塗膜

系材料においては，材料の塗布時点で溶剤あるいは加熱

に伴う揮発物質による貫通気泡の発生（写真－4.2），シ

ート系材料においては，舗装のアスファルト舗設時の高

温下での転圧や交通荷重によるシートの破れの発生と考

えられた．また，防水効果の持続がある程度認められた

材料でも，床版防水層のブリスタリングによる膨れに伴

う舗装の損傷（写真－4.3）や，剥がれによるひび割れの

発生が数多く確認された。 

c）床版防水システムの目的と考え方 

床版防水層は，舗装と一体となって床版防水システム

（図－4.5）として機能するよう表－4.1に示す要求性能

を定め，その照査方法を防水先進国の欧州の基準を参考

に策定した．床版防水層の設置目的は，床版を劣化させ

る劣化因子の侵入を防止し，床版の耐久性能を向上させることにある．一方，水の浸入を防ぐ床

版防水層は，防水層上に水を滞留させ舗装を劣化させる原因にもなることから，雨水等を速やか

に排水するための「排水設備」を含めた床版防水システムとして機能させることが重要であると

考えられる．図－4.6に床版防水層の一般的な断面構成を示す． 

写真－4.2 貫通気泡の発生 

写真－4.3 舗装の膨れ 

図－4.5 床版防水システムの概念 
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床版防水システムの床版防水層の要求性能は，

表－4.1 に示すように，床版の劣化を抑制する

ための「防水性能」および「遮塩性能」，床版と

舗装の接着に悪影響を及ぼさないための「引張

接着性能」および「せん断接着性能」とし，こ

れらの要求性能を設計耐用期間中，保持するよ

う規定した．ここで，床版防水の設計耐用期間

は，図－4.7 に示すように舗装の表面補修と合

せ，概ね 10 年程度で更新するもの（グレード

Ⅰ：初期性能を担保），舗装のレベリング層を含

めた全層打換えと合せて更新する高機能防水

（グレードⅡ：30年）に区分した． 

d）床版防水の性能照査 

床版防水層は，防水層設置時やアスファルト

舗装の舗設時などの初期段階と，関通後の設計

耐用期間中に，以下に示す様々な要因により，

性能が低下すると考えられる． 

［初期段階の性能低下の要因］ 

・床版表面の形状（凹凸） 

・雨水および清掃水 

・コンクリート中の水分の蒸発 

・工事用車両の通行 

・アスファルト舗設時の熱や転圧による骨材 

の押込み 

［設計耐用期間中の性能低下の要因］ 

・温度変化およびコンクリート中の化学物質 

・交通荷重など                           

床版防水システムの床版防水層の性能照査は，

床版～防水層～舗装の全体構造を再現した試験

体を用いて，床版防水層が初期段階および設計

耐用期間中に受ける様々な性能低下の要因を負

荷として再現し，各々の段階において要求性能

を保持しているかどうかについて，照査するこ

ととした． 

床版防水層の性能照査における負荷および試

験方法を表－4.2 に，床版防水層の性能照査の

流れを図－4.8に示す． 

図－4.6 床版防水層の断面構成 

図－4.7 舗装の維持管理計画 

図－4.8 床版防水層の性能照査の流れ 

表－4.1 床版防水層の要求性能 
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e）性能照査の検証およびまとめ 

性能照査の検証として，ドイツ（ウレタン系，エポキシ系）とイギリス（アクリル系）の性能

試験と新たに作成した照査方法により，各国で合格する防水層を３国間で自国の基準で試験を実

施した 10)．その結果，ドイツやイギリスの各国で基準に合格している床版防水層が新たに作成し

た性能照査による試験基準を満たさない場合があることが判明した．そのため，試験結果とそれ

に対する考察を持ち寄り，日本道路公団試験研究所（当時）で３国間のワークショップを開催の

うえ新しい照査方法について議論したが，照査方法の問題は無いものと結論に至り，各国の基準

の背景となった環境条件や荷重作用が違うことが合否の判定に影響を及ぼしたもの考えられた． 

以上のことを勘案すると，海外の材料や規準をそのまま日本に持ち込んで使用することによる

リスクは高く，日本特有の環境条件や荷重作用等を考慮する必要があると考えられる． 

 

 4.2.2 維持管理段階での対策 

（１）水が回り難い構造の採用 

 維持管理段階での対策は，建設段階の対策と異

なり構造体の改良などの大規模な対策の実施は困

難であることが多く，上部工の連結として単純桁

のＲＣ連結やゲルバー部の連続化などを試行的に

実施している状況である．そのため，一般的な対

策としては，遊間の止水処理（写真－4.4 参照）

や既存の橋梁伸縮装置の延長床版への改良などが

挙げられる． 

以下に主な対策を概説する． 写真－4.4 遊間止水の例 

表－4.2 床版防水層の性能照査における負荷および試験

方法 
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 延長床版は，既存の橋梁伸縮装置の防水機能の低

下に対し，従前は止水材の取替え等による非排水化

を行ってきたが，十分な非排水効果が得られないこ

とから，既存の橋梁伸縮装置を撤去，スラブ（床版）

を土工部まで延長して土工部に伸縮装置を設置し，

沓座面等に劣化因子等を含んだ水が回らない構造に

変更するものである（図－4.1参照）．延長床版への

改良は，長時間の交通規制が必要となるが，設置後

の維持管理では土工部に設置された簡易な伸縮装置

の取替えが従来型（取替え前）のものと比較して容

易であり，交通規制の時間も短くなる利点を有する． 

現在，延長床版より簡易な構造として，図－4.9

に示すコンクリート単純桁のＲＣ連結を，交通量の

少ない金沢地区で試行中である 11)．ＲＣ連結は，ク

リープ，乾燥収縮がほぼ収束したコンクリート橋に

おいて，伸縮量20㎜以下（桁長 50ｍ以下）を対象

に橋台と上部工をＲＣ構造で連結するもので，図－

4.10 に示すような構造をＲＣ橋とＰＣ合成桁で試

行している． 

 大規模な対策として，ＰＣ箱桁橋のセンターヒン

ジ部に使用されるゲルバーヒンジを鉄筋コンクリー

トで連続化し，劣化因子等を含んだ水の侵入を防ぐ

ゲルバー部の連続化が挙げられる 12,13)．ＰＣ有ヒン

ジラーメン箱桁は，計算機が未発達であった時期に

多用された型式で支間中央にセンターヒンジを有す

るため，クリープ・乾燥収縮の進行によりセンター

ヒンジ部の沈下が生じ路面に段差が生じることから，

維持管理上の問題となっていた．ゲルバー部の連続

化は，使用性能や安全性能の向上にも繋がることから，橋梁の耐久性能の保持に繋がるものと考

えられる． 

（２）橋台や掛違い橋脚での水回りの処理 

 基本的に4.2.1（３）と同様であるが，コンクリート中に劣化因子が存在する場合，劣化の進行

を助長することもあるので，凍結融解作用の有無や劣化因子の含有量等を考慮して適用する必要

がある（写真－4.5参照）．  

（３）床版防水層の採用 

 防水層未設置の橋梁や防水効果が消失したものに対し，防水層を設置する．なお，既設橋の場

合は，交通規制の時間制約により前述したグレードⅡに相当する製品が存在しないため，現在は，

グレードⅠにより対策を行っており，今後の開発が待たれるところである． 

写真－4.5 掛違い橋脚の水回り処理の例 

図－4.10 ＲＣ連結の構造 11） 

［単位：mm］ 

図－4.9 ＲＣ連結 11） 
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4.3  第三者影響度に関する対策 

  4.3.1  はじめに 

  第三者影響度とは，［維持管理編］では「構造物から剥落したコンクリートなどが器物および人

に与える傷害などへの影響度合い」と定義され，第三者影響度に関する要求性能は，「かぶりコン

クリートの剥落，供用に伴う騒音等の構造物に起因した構造物の利用者への被害や第三者への公

衆災害等に対する抵抗性を対象とする」とされている 14）．第三者影響度は，1999 年 9 月に公表

された［維持管理編（案）］においては，「安全性能」の一部として組込まれていたが，維持管理

編作成部会（宮川豊章主査，1999～2000 年）において社会情勢をも考慮したうえでの審議を経

て，新たに「第三者影響度に関する性能」として定義されている 15)． 

 「第三者影響度に関する性能」は，人々の安全に影響を与えることから，一種の「安全性能」

とも考えられるが，構造物本体の耐荷力に関わるものではなく，性能照査プロセスも異なるなど，

［維持管理編］が2001年１月に制定されてから15年を経過した現在においても，要求性能とし

て「安全性能」と独立して区分されることについて，全く違和感を覚えないものと思慮される． 

 高速道路橋の第三者影響度に関する主な対策は，かぶりコンクリートの剥落を防止するための

「コンクリート片の剥落防止対策」およびグラウト充填不良に関わるＰＣ鋼棒の破断による突出

を防止するための「繊維シート接着」が挙げられる．ここで述べるコンクリート片の剥落防止対

策は，新設橋と既設橋を対象とした２件の研究開発であり，前者はコンクリート中に短繊維を混

練するもの 16)で，後者は繊維シートをコンクリート表面に接着 17)するものである．ＰＣ鋼棒の突

出防止対策の繊維シート接着工法の開発は，日本道路公団（当時）とプレストレスト・コンクリ

ート建設業協会と共同 18)で行ったものであり，筆者は，これらの開発に主体的に携わっている． 

 本項では，第三者影響度に関する対策のうち，新設橋のコンクリート片の剥落防止対策工法を

対象に，コンクリート中に短繊維を混練することで，鋼材の腐食膨張に伴うコンクリート片の剥

落を防止する工法の検討について詳述する． 

 

  4.3.2  コンクリート片の剥落防止対策 

（１）はじめに 

橋梁上部構造に発生するコンクリート片の剥落は鋼材の腐食が原因であることが多く，鋼材の

劣化要因の侵入を妨げる密実なコンクリートの施工や劣化因子の除去が重要である．しかし，コ

ンクリート片の剥落につながる鋼材の腐食を正確に予測することは困難であり，物理的に剥落を

防止する方法として大きく2種に別けて検討されている．一方は，主に既設の構造物に対して適

用することを目的としたもので，既設コンクリート構造物の外縁にメッシュ状またはシート状の

連続繊維シート，もしくは鋼板を接着し，躯体コンクリートから脱落するコンクリート片の落下

を防止するものである．今一方の方策は，コンクリート中に短繊維を混入して，コンクリートに

ひび割れが生じた場合でも，コンクリート片としての落下を防止しようとするものである．当然

のことながら，この方法は新設のコンクリート構造物もしくは部材を対象とした対策である．前

者に関しては，数年にわたる検討を経て，コンクリートの下地処理や連続繊維シートの要求性能

等が既に明らかとなっている 17)．一方，後者に関しては，各方面で精力的な検討が開始されてい

るものの，いまだ明確な結論は得られていない． 
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本項では，繊維系材料を用いたコンクリート構造物の耐久性向上策のうち第三者影響度に関す

る性能の一例として，補強鉄筋の発錆･膨張に起因するかぶりコンクリート片の剥落防止を目的に

実施した繊維補強コンクリートに関する一連の検討結果について述べる． 

（２）要求性能 

コンクリート片の剥落防止を目的として使用される繊維補強コンクリートには，従来の繊維補

強コンクリートとはやや異なり，以下のような性能が要求される． 

①「確実性」；コンクリート片の剥落を確実に防止可能であること 

②「簡便さ」；コンクリートの配合や施工法等に与える影響が小さく，コンクリートの製造も簡  

便に行えること 

③「経済性」；安価であること 

現在，繊維補強コンクリートとして最も一般的に利用されている鋼繊維補強コンクリート（Vf

＝1.0vol.％）を剥落防止用途に使用すれば，剥落現象は未然に防止出来ると考えられるもののコ

ンクリートの配合や施工に与える影響が大きい上に，コストも高く，要求性能とコンクリートの

性能とは必ずしも一致していない．これは, Vf＝1.0vol.％の鋼繊維補強コンクリートは，鋼繊維

の混入によリコンクリートの引張性能を改善し，例えば補強鉄筋量を低減する等，剥落防止用途

よりも積極的な補強を目的とした材料であるためである．したがって，剥落防止用途に好適な繊

維補強コンクリートを得るためには，使用繊維の種類や繊維混入量について，さらに検討の余地

があると言える． 

以上の要求性能のうち，確実にコンクリート片の剥落を防止する性能は，ひび割れ部に存在す

る繊維本数が多いほど，繊維の強度が高いほど確実と言える．ここで，ひび割れの発生により剥

落するコンクリート片は主にかぶり部分で比較的小片であることを考慮すれば，剥落防止性能の

「確実性」とは，主にコンクリートマトリックス中に存在する短繊維の本数に依拠するものと考

えることが出来る．そこで本項では，コンクリート片の剥落を防止するために必要な繊維本数に

着目して，検討することとした． 

（３）試験概要 

ａ）使用材料 

ⅰ）短繊維 

評価した短繊維は，市販の鋼繊維,ポリプロピレン繊維2種，ビニロン繊維および試作したポリ

プロピレン繊維の計5種であって，形状等は，表－4.3に示すとおりである。ここで，PP繊維B

を除く 4 種の繊維は，いずれもモノフィラメントタイプの繊維であるが，PP 繊維B はマルチフ

ィラメント繊維であり，コンクリートの練混ぜに伴い徐々に繊維が解繊する特徴を有している． 

  

 

 

 

 

 

 

表－4.3 試験に用いた短繊維 
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表－4.6 繊維混入量 

表－4.5 コンクリートの配合 

 

 

ⅱ）その他の材料 

短繊維以外の主な使用材料を表－4.4に示す． 

b）試験方法 

ⅰ）フレッシュコンクリートの評価 

フレッシュコンクリートに関する試験では，表－

4.5 に配合を示すような，スランプ 15cm 程度のプ

レーンコンクリートに繊維混入率を変化させ各々の

繊維を混入し，繊維補強コンクリートを練り混ぜ，

繊維の混入に伴うコンクリートのスランプおよび空

気量の変化量に着目した．これは,繊維の混入に伴う

これらの変化量が小さいほど，繊維の混入に伴うフ 

レッシュコンクリートの性状変化が小さいと判断さ 

れるためである．繊維補強コンクリートの繊維混入 

率は，市場で各々の繊維が一般に用いられている繊

維混入量を参考に，試練りによりコンシステンシー

が大きく低下しないと考えられる範囲を上限に表－

4.6に示すように設定した． 

繊維補強コンクリートの練混ぜには，公称容量55 

ℓの水平2軸型強制練リミキサを用い，１バッチ当 

たりの練混ぜ量は40ℓとした．繊維補強コンクリー 

トの練混ぜは，繊維以外の材料を90秒間練混ぜ， 

その後繊維を混入，30秒間練り混ぜた後，ミキサ 

から排出した．スランプおよび空気量の測定は， 

JIS A 1101（コンクリートのスランプ試験方法）お 

よびJIS A1108（コンクリートの圧縮強度試験方法） 

に準じた． 

ⅱ）剥落防止性能の評価 

剥落防止性能は，静的破砕剤を用いて，擬似的な 

評価を実施した．この評価では，図－4.11に示すよ 

うなφ20mmの小孔を有する450×450×150mm の 

供試体を作製し，所定の養生を経た後，この孔に水 

粉体比25%の静的破砕剤を注入した．静的破砕剤の 

膨張に伴い，繊維補強コンクリートにひび割れが生 

じるが，このひび割れの発生状況および繊維補強コ 

ンクリートが破砕・分割された数に着目し，繊維補強コンクリートの剥落防止性能を評価した．

なお，1 回の静的破砕剤の注入では，最大のひび割れ幅が 2mm 程度で供試体を分割するまでに

は至らなかったため，1回目の静的破砕剤の反応終了後，再度静的破砕剤を注入した．  

材料 種別 仕様等 

セメント 早強ポルトランド

セメント 

ρ＝3.14 

水 水道水  

細骨材 掛川産山砂 ρ＝2.60，FM=2.88 

粗骨材 青梅産砕石2005 ρ＝2.70，FM=6.60 

混和剤 高性能AE減水剤 ポリカルボン酸系 

AE 助剤 アルキルエーテル系 

破砕剤 静的破砕剤 セメント系 

水ｾﾒﾝﾄ

比（％） 

細骨材率

（％） 

単位量（kg/m3） 

C W S G SP 

55.0 48.6 173 315 844 924 3.465 

繊維 混入量

（kg/m3） 

混入率

(vol.%) 

混入本数* 

（万本/m3） 

鋼繊維 23.6 0.3 38.6 

39.3 0.5 64.4 

ビニロン繊

維 

3.25 0.25 24.4 

6.50 0.5 48.9 

PP 繊維Ａ 2.28 0.25 10.6 

4.55 0.5 21.1 

9.10 1.0 42.1 

PP 繊維Ｂ 0.9 0.1 28.1 

1.8 0.2 56.3 

PP 繊維Ｃ 1.37 0.15 19.9 

2.73 0.3 39.6 

4.10 0.45 59.4 

表－4.4 主な使用材料 
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参考のため，写真－4.6 に供試体の最終的な

ひび割れ状況の例を示す．なお，この場合はPP

繊維 C が 0.45vol%混入されていたため，各小

片は PP 繊維を介して互いに連結しており，分

割数は0（分割されていない）と評価した． 次

いで，油圧チューブおよび静的破砕剤を用いて，

より現実の剥落現象に近い状況を再現し，繊維

補強コンクリートの剥落防止性能を評価する試

験を試みた．この試験では，図－4.12に示すよ

うなφ30mmの小孔を有する500mm立方の供

試体を作製し，この小孔の深さ方向中心部に長

さ200mm の油圧チューブを挿入し，内圧をか

け，コンクリート表面にひび割れを生じさせた．

なお，この段階で，たたき点検により，コンク 

リートの浮きが生じている範囲を特定した．そ

の後，この小孔に（静的破砕剤）／（石灰石粉）

=70/30で石灰石粉を混入した静的破砕剤（水粉

体比=25%）を充填し，コンクリートの鉄筋腐

食に伴うコンクリート片の剥落を再現した．こ

こで，石灰石粉を混入したのは，静的破砕剤の

膨張量を調節するためであって，より現実の剥

落に近い状況を再現するために実施した措置で

ある．φ30mmの小孔は，コンクリート表面か

ら 10mm および 30mm の位置に配置したが，

これは橋梁上部工のかぶりの変動に配慮して決

定したものである．この試験に供した繊維は，

鋼繊維，ビニロン繊維，PP 繊維 A および PP

繊維Cの4種であり，PP繊維Bはこの試験か

ら除外した．これは，後述するフレッシュコン

クリートに関する試験結果で，PP 繊維 B の混

入に伴いスランプが大きく低下することが確認

されたためである． 

（４）試験結果と考察 

ａ）フレッシュ性状に関する試験結果および考察 

図－4.13 には，繊維の混入に伴うスランプの低下量を，繊維混入率との関係で示す．図より，

スランプの低下量は，各繊維で異なっているが，特にPP繊維Bを用いた場合に，繊維混入率が

低いにも拘らず，スランプが大きく低下していることがわかる．また，コンクリートの練上り状

写真－4.6 最終的なひび割れ状況 

図－4.11 静的破砕剤を用いた試験体 

図－4.12 油圧チューブを用いた試験

体 
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態を観察しても，PP 繊維 B は繊維の解繊が進行し，ほぼモノフィラメントに近い状態の細い繊

維がコンクリート中に分散している状況が観察され，その結果としてスランプが大きく低下して

いるものと判断された． 

繊維混入前後の空気量の測定結果を図－4.14に示す．図より，繊維の混入に伴う空気量の変動

は繊維の種類，混入率毎に異なっているが，最終的な繊維補強コンクリートの空気量としては，

4.5±1.0%の範囲にあることがわかる．このことから，今回検討した種類の繊維および混入量であ

れば，適切なAE剤量を選定することにより，空気量4.5%程度の繊維補強コンクリートを得るこ

とは十分に可能と言える． 

以上のようなフレッシュコンクリートに関する試験の結果，マルチフィラメントタイプの PP

繊維Bでは，繊維の混入に伴うスランプの低下量が大きいことが確認されたが，その他の繊維で

は，繊維の混入に伴って発生するフレッシュコンクリートの性状変化は，大きなものではなく，

十分に実用的な範囲内にとどまっているものと判断された． 

b）剥落防止性能に関する試験結果および考察 

静的破砕剤（2 回目の注入）による最大ひび割れ幅と繊維混入率との関係を図－4.15 に示す．

図より，繊維の種類，混入率に拘らず，繊維補強コンクリートのひび割れ幅は，プレーンコンク

リートよりも減少していることおよび繊維混入率の増加に伴い，ひび割れ幅は減少しており，繊

維混入率が増加するにつれて，コンクリートのひび割れ拘束能が改善されていることがわかる．

ただし，ひび割れ幅の減少量は，繊維の種類と混入率により異なっており，繊維混入率による統

一的な傾向を見出すことは出来ない． 

 

 

  

 

図－4.13 繊維混入率とスランプロスの関係 

図－4.15 最大ひび割れ幅と繊維混入率の関係 

図－4.14 繊維混入前後の空気量の変化 

図－4.16 最大ひび割れ幅と繊維本数の関係 
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図－4.16は， 図－4.15の結果を最大ひび割れ幅と繊維混入本数との関係で示したものである．

繊維混入率との関係で表現した場合と比較して，繊維混入本数との関係では大まかな傾向を把握

することが可能で，鋼繊維を用いた場合にひび割れの拘束能力が高いことがわかるが，これは鋼

繊維の弾性係数が他の繊維に比べて高いためと考えられる．また，図－4.16 から判断する限り，

繊維混入本数が，20～50万本の間で，繊維の混入本数の増加に伴い，ひび割れ幅の抑制効果が高

くなっていることがわかる．したがって，ひび割れ幅の抑制という観点から考えた場合には，20

万本を下回る混入本数では，繊維長（30mm）に対して 20mm を超えるひび割れ幅となるため，

繊維の混入によるひび割れ幅の抑制効果は比較的小さく，一方 50 万本を超える混入本数では，

繊維の混入本数の増加に伴うひび割れ幅の抑制効果の改善は頭打ちとなっていると言える． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験後の供試体の分割数に着目し，その分割数と繊維混入本数との関係を図－4.17に示す．な

お，静的破砕剤を2回注入した後の供試体の分割数は，最大5個で繊維未混入の供試体であった．

図より，供試体の分割数と繊維混入本数との間には，明瞭な関係を見出すことが可能で，繊維の

混入本数が 30 万本以上になると，静的破砕剤の膨張に伴いひび割れが生じた場合でも，繊維の

混入によって供試体は一体性を保っていること，この傾向は繊維種類や繊維混入率の影響を受け

 図－4.17 供試体の分割数と繊維本数の関係 写真－4.7 油圧チューブによる剥落状況 

（ＰＰ繊維Ｃ，0.3％添加，かぶり 10ｍｍ） 

 

写真－4.8 油圧チューブによる剥落状況 

（プレーンコンクリート，かぶり 10ｍｍ） 

写真－4.9 油圧チューブによる剥落状況 

（プレーンコンクリート，かぶり 30ｍｍ） 
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図－4.18 剥落面積比と繊維本数の関係 

ていないことがわかる．したがって繊維補強コンクリートの剥落防止性能は，ポリプロピレン繊

維やビニロン繊維等の非金属繊維については，弾性係数や繊維強度等の繊維自体の性能や繊維混

入率に支配的な影響を受けるじん性係数等に拘らず，繊維の混入本数に支配的な影響を受けるも

のと判断される．なお，鋼繊維については，市場の繊維混入率を参考に0.3Vol.％を最低値とした

ため，これ以下の繊維混入率でも剥落を防止できる可能性も考えられる． 

さらに，油圧チューブおよび静的破砕剤を使用してより現実に近い剥落現象を再現し，繊維補

強コンクリートの剥落防止性能を評価しようと試みた．写真－4.7～写真－4.9 は,試験結果の一

例として，供試体の最終的な破壊状況を示したものである．写真－4.7 はかぶり 10mm，PP 繊

維 C を 0 3vol.%使用した繊維補強コンクリートの状況で，写真－4.8はかぶり 10mm のプレー

ンコンクリート，写真－4.9にはかぶり30mmのプレーンコンクリートの状況を示した．写真－

4.8，写真－4.9に示したプレーンコンクリートの状況から，今回採用した手法で，現実の橋梁に

おいて発生する剥落現象に近い現象が再現可能であることがわかる．また，写真－4.7 に例示し

たPP繊維Cの結果のように，繊椎補強コンクリートとした場合には，プレーンコンクリートの

場合とは異なり，大面積のかぶりコンクリートが剥落することはなかった．さらにかぶり10mm

と30mmとでは，剥落現象の発生傾向に顕著な相違は認められなかったものの，比較的小規模の

剥落現象は，実構造物の場合と同様にかぶりの薄い場合，すなわち10mmの場合に多発する傾向

を示した 19)．したがって，ここでは，かぶり10mmの試験結果を用いて，考察することとする． 

かぶり10mmの場合の試験結果を，剥落面積比と繊維の混入本数との関係で図－4.18に示す．

ここで，剥落面積比とは，油圧チューブにより，初期ひび割れを導入した段階で，コンクリート

の浮きが確認された面積（A1）と静的破砕剤の膨張によりによりコンクリートが剥落した面積

（A2）との比（A2/A1）である．なお，剥落面積比が1.0以上となっているのは，油圧チューブ

を用いて，初期ひび割れを導入した時点で確認された浮き部分よりも，最終的に剥落を生じた面

積の方が大きかったことを示している．図より，短繊維の種類に拘らず，繊維混入本数が増加す

るに従い，剥落面積比は減少していることがわかる．同時に，繊維混入本数が 30 万本以下の領

域では，繊維混入本数が増加するに従い，剥落面積比は大きく減少しているが，30万本以上の領 

域では，それ以上に繊維混入本数が増加した場合でも，剥落面積比の減少量は 30 万本以下の領

域に比べて小さくなっていることもわかる．

したがって，図－4.18の試験結果から判断す

る限り，剥落防止性能を期待して使用される

繊維補強コンクリートでは，30万本/m3程度

の繊維本数を確保することが適当と言える． 

繊維補強コンクリートの剥落防止性能に関

する一連の検討により，コンクリート片の剥

落を未然に防止するためには，コンクリート

中にポリプロピレン繊維やビニロン繊維など

の短繊維を 1m3当り 30 万本以上混入する必

要があることが明らかとなった． 

一方で，剥落防止性能を期待し，繊維補強
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コンクリートを採用する場合の材料費のコ

ストアップは，主に繊維混入量（kg/m3）

に支配される．したがって，剥落防止の観

点から，コストパフォーマンスに優れた繊

維補強コンクリートとは，上記の繊維混入

本数を確保した上で，所定の施工性を確保

しつつ，繊維混入量（kg/m3）の低減が可

能な繊維を使用したコンクリートであると

言える． 

表－4.7 には，今回検討した各繊維につ

いて，繊維の混入本数として 30 万本/m3

を確保した場合の繊維の単位量（kg/m3）

と繊維の混入に伴うスランプの低下量とを

比較して示した．表より，剥落防止を目的とした繊維補強コンクリートには，今回の検討の範囲

内では，ビニロン繊維や試作したPP繊維Cが有効と考えられる．なお，鋼繊維については，ポ

ンプ圧送性に課題があるため，ポンプによる圧送距離が長くなる高速道路橋の施工には向いてい

ないと考えられる． 

（５）おわりに 

主に新設のコンクリート構造物もしくは部材を対象に，橋梁上部工からのコンクリート片の剥

落防止を目的として使用される繊維補強コンクリートについて検討を加えた．今回の検討結果を

取りまとめると，以下のようになる． 

①新設橋を対象としたコンクリート片の剥落防止対策は，コンクリート中にポリプロピレン繊

維やビニロン繊維等の短繊維を30万本/m3程度以上混入することで，コンクリート片の剥落防

止が可能と考えられる．また，この程度の繊維本数が確保されていれば，今回試験に使用した

短繊維に関しては，繊維の弾性係数や繊維混入率に拘らず，コンクリート片の剥落は防止可能

と考えられる． 

②剥落防止性能に優れた繊維補強コンクリートには，上記の混入本数を確保した上で，コンク

リートの配合，施工性等に与える影響の少ない繊維が向いている． 

③既存のポリプロピレン繊維，ビニロン繊維および新たに試作した繊維について，剥落防止性

能を評価した結果，繊維の形状等をインデントなどの付着を確保するなどの処置により，所定

の繊維混入本教（本/m3）を確保しつつ，繊維混入量（kg/m3）を低減することが可能であるこ

とが確認された．繊維混入量（kg/m3）の低減は，コストの低減に直結し，繊維の混入に伴う

コストの上昇を抑制することが可能となる． 

以上のような検討の結果，鋼材の発錆に伴う膨張圧の作用によって生じるコンクリート片の剥

落を未然に防止するうえで，適当な繊維補強コンクリートを見出すことが出来た． 

今回の検討は，コンクリート中に引張力分担材としての短繊維を混入し，コンクリート片が剥

落することを物理的に防止することを目的として実施したものである．一方で，鋼繊維補強コン

クリート中に配置された鋼材は，鋼繊維の効果により，発錆を抑制されることが明らかとなって

表－4.7 繊維混入量とスランプの関係 

 繊維 

種類 

繊維混入

量 

（kg/m
3） 

1 本当たり

の繊維重量* 

（ｇ） 

スランプの

変化量 

（cm） 

鋼繊維 18.34 0.061 3.0 

ビニロン

繊維 

4.00 0.0133 3.5 

PP繊維A 6.45 0.0213 7.5 

PP繊維B 0.96 0.0032 7.0 

PP繊維C 2.06 0.0069 4.0 

*実測値 
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いる 20,21)．また，今回の実験では，鋼繊維の混入率は市場で用いられているものを参考に0.3vol.%

を最低値としたが，これ以下の混入率でもコンクリート片の剥落を防止できる可能性があると考

えられる．ところが，剥落防止の対象が新設構造物（主に橋梁上部工）となり，現場においては

ポンプ施工が主流となるため，鋼繊維に比べてポンプ圧送性に優れる非金属繊維を主体に実験を

行った．最後に，鋼繊維の混入による内部鉄筋の保護効果は，コンクリート構造物の劣化メカニ

ズムとも密接に関係するもので，今後は，この種の耐久性向上効果を適切に把握しつつ，より合

理的な維持・管理手法の確立に努めてゆくことが肝要と考えている． 

 

4.4  まとめ 

 本章では，２章で整理した高速道路の橋梁に生じる主な変状とその要因を基に，橋梁の耐久性

能の維持・向上のための対策について，日本道路公団時代から橋梁の建設（計画・設計，施工）

から維持管理（診断，対策）の各段階でＰＤＣＡを回し培ってきた主な技術の中から，水回り（劣

化因子の侵入抑制）および第三者影響度に関する対策について検討を行った． 

4.2 では，水回り（劣化因子の侵入抑制）のための対策として，建設段階と維持管理段階での

主な対策を概説し，橋台や掛違い橋脚や排水装置の改善について提案した．また，高機能床版防

水層の性能照査型の基準を作成した． 

4.3 では，性能照査が困難な第三者影響度の対策として，主な対策を概説し，新設橋を対象に

短繊維を使ったコンクリート片の剥落防止対策の開発について示した． 

 

本章で得られた主な結論を以下に示す． 

（１）床版防水層の性能照査試験の検証結果から，海外の材料や規準をそのまま日本に持ち込ん

で使用することは，環境条件や荷重作用が異なることからリスクが高いと考えられる． 

（２）新設橋を対象としたコンクリート片の剥落防止対策は，コンクリート中にポリプロピレン

繊維やビニロン繊維等の短繊維を30万本/m3程度以上混入することで，コンクリート片の剥落防

止が可能と考えられる．また，この程度の繊維本数が確保されていれば，今回試験に使用した短

繊維に関しては，繊維の弾性係数や繊維混入率に拘らず，コンクリート片の剥落は防止可能と考

えられる． 

 

また，今後の課題として，以下が挙げられる． 

（１）施工時間が限定され，アスファルト舗装の切削によるコンクリート床版の凹凸に対応可能

な高機能床版防水層（グレードⅡ）の開発． 

（２）短繊維を用いたコンクリート片の剥落防止対策に関して，剥落防止性能に関する繊維の種

類や混入量の違いによる定量評価，および剥落防止性能以外の性能の付与とその評価方法の

構築． 

（３）短繊維を用いたコンクリート片の剥落防止対策に関する供用期間中における剥落防止性能

の性能照査方法の構築． 

 なお，上記（２）については，例えば，中村ら 22)の赤外線サーモグラフィを用いた手法を応用

することで，性能照査ができるものと考えられる． 
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第５章 橋梁の健全度評価と劣化予測手法の検討 

   （高速道路の橋梁マネジメントシステムの開発） 

 

5.1  はじめに 

海外で実用化されている代表的なBMSであるアメリカのPONTISは，本来の道路機能を維持

するために必要な保全工事（MR&R：Maintenance，Repair and Rehabilitation）と拡幅など道

路機能を改善するための改良工事（Improvement）を区別して評価している．また，対象とする

橋梁に MR&R ニーズと機能的欠陥の両方がある場合に，架替え（Replacement）が考慮され，

予算の最適化により適切な機能改良方策が決定される仕組みとなっている．なお，PONTISでは

橋梁を構成する各部材について，図－5.1 に示すように専門家の判断を基にした遷移確率論によ

る劣化モデルを採用している１,２）． 

アメリカでは，連邦道路庁（FHWA）の管理の下で，各州はNBIS（National Bridge lnspection 

Standard）３）に従って２年に１度の橋梁点検を義務付けられており，約60 万橋の橋梁点検デー

タがNBI（National Bridge lnventory）のデータベースに保管されている．点検結果については，

０（悪）～９（良）の健全度評価が行われ，健全度が４以下の場合は，「構造的欠陥（SD：Structurally 

Deficiency）」と判定されるほか，幅員不足などは「機能的陳腐化（FO：Functionally Obsolete）」

の判定となる．また，点検結果から算出される「満足度格付け（SR：Sufficiency Rating）」によ

り架替えや補修・補強の必要性や優先順位が決定され，それに基づき FHWA では，橋梁の維持

管理予算を各州に配分している４）． 

また，ヨーロッパで実用化されている代表的な BMS にはデンマークで開発された DANBRO

等があり，劣化モデルの基本的な考え方はPONTISと同様となっている２）． 

一方， 日本におけるBMS の代表的な研究事例としては宮本らの研究５）などがあり，図－5.1

に示すように点検データを統計処理した回帰分析結果やニューラルネットワークモデルを用いて，

コンクリート桁と床版の健全度をエキスパートシステムの出力である耐荷力と耐久性の平均健全

度で評価している．また，遺伝的アルゴリズムを用いて補修・補強計画の最適化を行い，コンク

リート橋を対象に試行運用されているが，本格的な実用化までには至っていないと考えられる． 
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図－5.1 代表的な劣化モデルの概念図６ 

（ａ）遷移確率に基づく劣化モデル 
（ｂ）統計処理に基づく回帰分析 
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諸外国において既に実用化されているBMSには，下記の特徴が挙げられる． 

①点検技術者の資格が制度化されており，点検データを重要視したシステムである． 

②遷移確率を主体とした劣化モデルを用いて橋梁を構成する部材の健全度を評価している． 

③個々の橋梁の健全度評価や劣化予測を把握するよりも，橋梁群としての維持管理を主たる目 

的としている． 

④主として州（県や市）が国から橋梁の維持管理予算を獲得するためのツールとして活用され

ている． 

本章では，以上のような諸外国での実例を考慮して，予算獲得のためのツールのみならず，現

場における橋梁の維持管理・更新のための維持管理計画の作成などに有効に活用されることを目

指して「高速道路の橋梁マネジメントシステム（以下，NEXCO-BMS）」の検討を行った．また，

NEXCO-BMS の高度化を目指して，コンクリート橋の外観変状の実態に基づいた健全性評価と

劣化予測手法について，ニューラルネットワークによりコンクリート橋の外観変状の予測を行い，

併せて外観の点検結果に基づきベイズ確率（条件付き確率）の考え方を用いて劣化予測の修正を

行う手法を提案した７）． 

 

5.2  橋梁マネジメントシステム（NEXCO-BMS）の開発 

5.2.1  橋梁マネジメントシステムの概要５） 

NEXCO-BMS の評価の単位は，欧米での実例や既往の研究事例を参考１,２）に，橋梁を構成す

る各部材毎とした．NEXCO-BMS は， 図－5.2に示すように橋梁諸元データと点検データを統

合した保全情報活用データベースを用いて，橋梁を構成する各部材の健全度を評価，劣化予測を

行い最適な補修・補強の時期および工法を選定し，補修・補強費用を算出することにより，橋梁

の維持管理計画を支援するシステムで，以下の特徴を有している． 

（１）橋梁マネジメントシステムの機能 

①健全度評価 

点検結果や部材諸元，環境データ等を基に点検時点の各部材の健全度を判定する． 

②劣化予測 

各部材の点検時点の健全度，推定される劣化機構，環境や部材諸元等を基に，将来の任意の

時点における劣化予測を行う． 

③補修補強工法の選定 

各劣化機構に対する補修補強工法の効果と

工事費用を設定し，維持管理費が最適となる

補修補強時期および対策工法を選定する． 

④補修補強費用の算出 

設計耐用期間中に必要な維持管理費を橋梁

単位で算出する．また，路線，管轄範囲など

様々な区分で集計処理を可能とし，将来必要

となる維持管理費を予測する． 
図－5.2 NEXCO-BMSの構成 
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（２）橋梁マネジメントシステムの対象とする橋種および部材 

 NEXCO-BMS で対象とする橋種および部材の分類を図－5.3 に示す．これらの橋種は高速道

路３会社が管理する橋梁の9割以上を占めているが，その他の橋種についても，今後，個別に検

討する必要がある．また，各部材を維持管理区分で分類し，劣化予測に基づく維持管理を行う都

材を「区分A」，定期的な更新を前提とした維持管理を行う部材を「区分B」，点検や劣化予測が

難しく個別に対応する部材を「区分C」とした ． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－5.3 対象とする橋種と部材 

 

5.2.2  健全度評価および劣化予測手法 

  NEXCO-BMS における部材の健全度評価については，表－5.1 に示すように変状グレードに

よる評価指標を設定している．現在の橋梁の保全対策は，変状が著しくなった段階（グレードⅣ）

で，深刻な変状が発生する（グレードV）直前に補修補強対策を実施しているが，NEXCO-BMS 

を運用することによって，劣化予測を定量的に行い，グレード I～Ⅲの段階で予防保全を含む計

画的な保全対策を実施することを目指している． 具体的には，ある時点における各部材の健全度

評価は，点検データを用いて判定することとし，図－5.4 に示すように，必要に応じて計算によ

る劣化予測を整合させて行うこととしている．例えば，対象とする劣化機構が塩害であれば，鉄

筋位置の塩化物量と鉄筋の腐食量，ひび割れの状態等のデータを点検によって求め，これらの結

果から健全度を評価する．これらのデータが少ない場合には，環境条件等から予測する計算値も

参考にして塩害に対する健全度を評価する．将来の劣化予測は，劣化機構に応じた計算値や点検

データの蓄積による劣化進行の実績等により判定することとした．現在の点検方法では，健全度

を評価するのに必要なデータは必ずしも十分ではないが，今後は健全度評価と劣化予測に必要な

データを提供するという位置付けで，点検項目や点検手法を発展させる必要がある． 



- 82 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁の各部材において対象とする劣化機構および劣化予測式は表－5.2に示すとおりとした． 

コンクリートの中性化と塩害については，土木学会式１）を用いて算出した中性化深さおよび塩化

物イオン濃度と詳細点検結果の値とを比較し，土木学会式を補正することとした．ＲＣ床版の疲

労は，松井式８）を用いて算出した健全度と点検結果を反映した遊離石灰法による判定との整合を

試みた．鋼橋の主部材については，(社)日本道路協会の疲労評価式９）を適用した．また，凍害，

化学的侵食およびアルカリシリカ反応については，将来的に劣化予測式の確立を目指すこととし，

当面は劣化が顕在化した場合に詳細調査を行ない判断することとした． 

なお，劣化評価式は，将来の研究の発展に対応できるよう複数の式を入力可能としている． 

 

表－5.2 劣化機構と劣化予測式 

劣化機構 劣化予測式 備考 

中性化 中性化深さ［土木学会式］，鉄筋腐食量  

塩害 塩化物イオン濃度［土木学会式］，鉄筋腐食量  

疲労（ＲＣ床版） 累積被害則［松井式］ 遊離石灰法の判定とリンク 

凍害 劣化が顕在化した場合，定期的な詳細調査  

化学的侵食 〃  

アルカリシリカ反応 〃  

疲労（鋼橋の主部材） 累積被害則［日本道路協会］  

 

表－5.1 変状グレードと対策の方向性 

 

図－5.4 点検と計算による健全度評価と劣化予測の流れ 
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（１）点検による劣化予測の補正 

NEXCO-BMS の最も大きな特徴は，高度な知識と経験を有する土木技術者 10)により，劣化

予測の補正を行える機能を有しているところにある．これは，実務に活用可能な劣化曲線とする

ために，理論式に基づく劣化曲線（中性化，塩害，ＲＣ床版の疲労等）と日視による定期点検結

果（スケッチ図，変状写真等）を比較して，図－5.5に示すように前述の技術者が点検時の変状

のグレードを評価し，評価した劣化のグレードに合わせて劣化曲線を補正のうえ，その後の劣化

の進行は理論式に基づく劣化曲線（計算により得られた劣化曲線を平行移動）によるものとして

いる．なお，塩害における変状のグレードは，既往の研究の成果 11)を基に表－5.3に示す鉄筋位

置の塩化物イオン濃度を閾値として設定している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3  橋梁マネジメントシステムの検証 

構築したNEXCO-BMS を用いて，東名高速道路および北陸道路の2路線の変状グレードを判

定し，劣化度評価手法の実用性について検証を行った．以下にその検証結果を示す． 

図－5.5 塩害における劣化予測の補正のイメージ 

 

表－5.3 塩害における変状のグレード 
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（１）東名高速道路での検証結果 

平成10年度の外観目視による点検結果に基づく変状グレードを用いて，理論式による劣化予

測結果（以下，計算）を比較した結果を図－5.6に示す．図から，劣化予測結果ではグレード 1

と判定される場合においても，点検結果に基づく変状グレードは1～3.5の範囲の変状の発生が確

認できる． 

一方，計算ではグレード5と判定される場合でも，点検結果に基づく変状はグレード1～3の

範囲に留まっている結果が得られた．ここで，計算でグレード5と判定されている主な部材は

RC床版の疲労であり，交通量，輪荷重および床版厚等を反映した劣化予測式による計算結果と

点検結果による変状グレードが相違する結果となっており，建設時の施工の良否や供用後の使用

環境の差などの要因により，計算結果と点検が一致しなかったと考えられる． 

この結果から，部材毎に正確な劣化予測を行うためには，理論式による劣化予測のみでは不十

分であると判断されることから，目視点検結果により補正を行う必要があると考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）北陸自動車道での検証結果 

北陸自動車道のコンクリート部材（主桁，床版）について，点検結果による変状グレードと計

算による変状グレードの比較した結果を図－5.7に示す．図から，計算ではグレード1と判定さ

れる場合でも，点検結果による変状グレードの判定では，グレード1～3.5の範囲の変状の発生が

確認できる． 

一方，計算ではグレード5と判定される場合でも，実際はグレード1～3.5の範囲の変状に留

まっている結果が得られた．計算でグレード5と判定されている主な部材は，RC中空床版の塩

害であり，主として海岸からの距離に基づく表面の塩化物からの塩化物イオンの拡散や鉄筋の腐

食速度等を反映した劣化予測式による計算結果と点検結果による変状グレードが相違する結果と

図－5.6 東名高速道路における変状グレードの比較 12) 

※図中の数値はデータ数を，円の大きさはデータの大きさを模

式的に示している． 
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なっており，建設時の施工の良否や供用後の使用環境の差による塩化物イオンの拡散や鉄筋の腐

食速度等などの要因により，計算結果と点検が一致しなかったと考えられる． 

以上のことを総合的に勘案すると，東名高速道路と同様に，部材毎に正確な劣化予測を行うた

めには，理論式による劣化予測だけではなく，目視点検結果により補正を行う必要があると考え

られる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4  まとめ 

本研究は，高速道路３会社でのBMSの実用化に伴い，橋梁を構成する部材の劣化曲線の補正

や精度の向上を図る目的で，点検結果を用いた劣化度評価手法について検討したものである． 

本研究で提案した劣化度評価手法を用いて，供用から40年近く経過し変状の大きいと考えられ

る東名高速道路と，劣化ポテンシャルの異なる塩害による劣化が大きい北陸自動車道の2つの路

線について点検に基づく変状グレードの判定を実施し，計算による変状グレードとの比較を行い，

点検結果を用いた劣化度評価手法の実用性を検証した．その結果，点検と計算によるグレードが

概ね一致する傾向にあることから，他の路線についても適用可能であると考えられる． 

予め想定したとおり，計算による劣化予測に基づく変状グレードの結果と，点検結果を用いた

劣化度評価に基づく変状グレードの結果が異なる場合もあり，点検結果の判定手法を含めて何ら

かの問題があることも懸念される．また，計算による結果は，建設時の施工の良否や供用後の使

用環境の差が正確には反映できていないこともあり，目視点検結果により補正を行う必要がある

と考えられる． 

今後，点検結果のデータについて現地の変状と比較を行い，必要に応じて詳細調査の実施によ

り，点検の判定手法の見直しを含めた検討を行い精度の向上を図ることを考えている．また，劣

化予測精度の向上のため，コンクリート中の鋼材腐食と外観変状の関係の明確化と外観調査結果

による予測の修正に関する検討を行い，NEXCO-BMS に反映する必要があると考えられる． 

図－5.7 北陸自動車道における変状グレードの比較12)． 

※図中の数値はデータ数を，円の大きさはデータの大きさ

を模式的に示している． 
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5.3  コンクリート中の鋼材腐食と点検結果による劣化予測手法の高度化７） 

  5.3.1  はじめに 

 ［維持管理編］では，コンクリート構造物を適切に維持管理するために劣化予測に基づく計画

的維持管理が重要であるとされており，外観点検結果や詳細調査結果を有効に利用して劣化予測

の精度を向上させることが求められている 13)．ここで用いられる劣化予測の主たる対象は，塩化

物イオンの移動や中性化深さの進行であり，コンクリート中の鋼材の腐食を間接的に評価するも

のである．また，示方書設計編では予測すべき鋼材の腐食に関する限界状態を腐食発生状態とし

ており，ひび割れの発生を限界状態とする予測は明確には規定されていない．したがって，鋼材

の腐食因子のみならず鋼材の腐食進行を直接的に予測できる手法の開発が必要となる．ここで，

腐食進行とは，鋼材の腐食による断面の欠損量から残存断面積の経時変化，あるいは，鋼材の腐

食グレードの進行で表現することができる．構造物の耐荷性能を精度よく算定するためには，鋼

材の残存断面積などをもとめることが必要であるが，現状ではその手法が確立されていないこと，

仮に手法があったとしても実構造物では計算の入力条件の一つである環境条件の評価方法や配合

条件のばらつき，施工条件の影響など予測を行うための情報としては不明確なことが多く，実構

造物において予測することは現実的ではないのが現状である．そこで，本論文では鋼材の腐食に

関しては，腐食グレードの経時変化を予測することとした 13)． 

実構造物の点検では，構造物の外観変状を観察記録することが基本であり，劣化の評価，対策の

要否の判定，さらには対策工の数量の算出に用いられる．ここで，鋼材の腐食が激しければ外観

上の変状も浮きやはく離に至り，そうでなければ外観変状は観察されない場合が多いなど，構造

物中の鋼材の腐食グレードとコンクリート表面の変状には相関関係があると考えられることから，

これらの関係を定式化することにより腐食グレードから外観変状を推測すること，あるいは，外

観変状から鋼材の腐食グレードを推定することが可能になる．ただし，劣化予測は点検調査デー

タを用いて修正することが重要であるが，詳細調査結果から塩化物イオンの拡散係数などを算出

し，その値を用いて予測を行う方法はあるものの，外観変状を予測の修正に用いる方法は確立さ

れていない． 

本論文は以上のような背景のもとに，鋼材の腐食グレードと外観変状の関係を定量化すること，

かぶり，中性化深さ，鋼材位置における塩化物イオン濃度などの点検・調査結果に基づいて鉄筋

腐食グレードと外観変状の予測を行うこと，および外観変状の状態から予測を修正する方法を確

立することを目的として，外観点検結果や詳細調査の結果の評価に確率・統計の方法論を取り入

れた手法を検討した内容の概要をまとめたものである．予測結果は，点検調査対象として一般的

である鋼材の腐食グレードの確率分布および外観変状の面積率であることが本手法の大きな特徴

であり，対策の対象面積やその費用算出の指標となるものである．  

 

  5.3.2  予測に関する基本的な考え方 

（１） 鋼材の腐食グレードおよび外観変状の予測 

点検調査結果を有効活用するための劣化予測の考え方を図－5.8 に示す．中性化の進行や塩化

物イオンによる鋼材の腐食を予測する場合，コンクリート標準示方書では中性化の進行や塩化物

イオンの拡散浸透を予測し，中性化深さ（残り）あるいは鋼材位置（かぶり）における塩化物イ
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図－5.8 予測と修正に関する考え方  

オン濃度で鋼材の腐食発生時期を予測する方法が述べられている 14)．一方，構造物を点検する場

合，常に詳細調査等を行って，中性化の進行や塩化物イオンの拡散浸透を計算する際の中性化速

度係数，あるいは塩化物イオンの拡散係数や表面塩化物イオン濃度など予測に必要なパラメータ

を算出できるとは限らない．したがって，鋼材の腐食グレードやコンクリートの浮きやはく離，

ひび割れなどの外観の変状を位置や範囲の大きさなどとして記録することが現実的である． 

コンクリート構造物中の鋼材の腐食速度は，酸素や塩化物イオンの供給およびｐＨなどによっ

て影響を受け，それらは環境条件やコンクリートの品質によって異なる．既往の研究によれば，

鋼材の腐食グレードとかぶりの厚さ，鋼材に対する酸素の供給量の指標と見なすことができる中

性化深さ，鋼材位置における塩化物イオン濃度には相関関係がある 15)ことから，橋梁の詳細調査

データを用いてこの関係をニューラルネットワークにより定式化することが可能である．さらに，

詳細調査を行った付近の詳細点検による外観調査データと鋼材の腐食グレードとの相関関係を統

計的手法により定式化できる．したがって，中性化深さの予測値と鋼材位置における塩化物イオ

ン濃度の予測値，かぶりと構造物のおかれている環境条件から将来の鋼材の腐食グレードおよび

外観変状を予測することができる．本研究の予測の対象は鋼材の腐食であり，鋼材の腐食要因と

して塩化物イオンと中性化を考慮している．ただし，中性化深さは酸素の透過性の指標としても

見なすことができるため，酸素の透過性も評価する手法としてニューラルネットワークによる方

法を用いた． 
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表－5.5 外観変状と鋼材の腐食グレード 

表－5.4 鋼材の腐食グレード 13) 

図－5.9 外観変状と鋼材の腐食グレード 

（２）予測の修正 

構造物の維持管理において，現時点で得られた詳細点検および調査結果から将来の鋼材の腐食

グレードや外観変状を予測する場合，予測結果を予測対象時期の点検調査結果により修正し，さ

らに先の将来予測を行わなければならない．一般には，中性化深さや塩化物イオン濃度の分布か

ら中性化速度係数や塩化物イオンの見掛けの拡散係数などを算出し，その値を用いて中性化深さ

や鋼材位置の塩化物イオン濃度を予測する 13)． 

しかし，中性化深さや塩化物イオンの濃度分布を測定せずに，外観変状の面積率により予測を

修正することも可能である．これは，点検によって得られた外観変状の面積率と，鋼材の腐食グ

レードの確率分布との相関関係を予め定式化しておき，点検から得られる外観変状の面積率を鋼

材腐食グレードの確率分布になるように換算し，この確率分布に整合するように中性化速度係数

や塩化物イオンの拡散係数を修正することによる． 
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  5.3.3  鋼材腐食グレードと外観変状との相関モデル 

（１） 相関モデル作成のための点検・調査データ 

高速道路３会社（旧日本道路公団）における日本国内各地の8路線，179 橋の道路橋に関する

調査データを用いて，外観変状と鋼材の腐食グレードとの相関モデルを作成した．ただし，外観

変状や鋼材の腐食グレードは，調査毎に異なった評価基準が設けられている場合が多かった．鋼

材の腐食グレードに関しては，表－5.4 に示す［維持管理編］の腐食グレードの区分に基づいて

各調査結果の腐食グレードを標準化した．構造物の外観変状に関しては，ひび割れ，錆汁，浮き，

はく離，はく落，鉄筋露出などの有無をデータ化した．外観変状と鋼材の腐食グレードがいずれ

も揃っているデータは全部で104件であった．なお，外観調査は目視観察によるものである． 

これらのデータから求めた外観変状と鋼材の腐食グレードとの関係を表－5.5 および図－5.9

にそれぞれ示す．図表より，①外観が健全であれば内部の鉄筋の腐食グレードもⅠまたはⅡ程度

である可能性が大きいこと，②目視観察による外観調査などで浮きと判断された場合には，内部

の鉄筋は腐食グレードⅢまたはⅣである可能性が大きく，鉄筋に断面欠損が生じている可能性が

大きいこと，③実構造物において外観の観察性状と内部の鉄筋の腐食グレードとは相関関係があ

ることがわかる． 

（２） 相関モデルの作成 

a）相関のモデル化に関する考え方 

鋼材の腐食グレードと外観変状の双方向への変換ができる確率手法に関する検討を行った．鋼

材の腐食グレードと変状の状態との関係は，2 次元の確率変数と確率分布の概念を用いて表現す

ることができる．ここで，確率変数 の値は鋼材の腐食グレードを表し，また確率変数 の値は

変状の状態を表すものとし，鋼材の腐食グレードは（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ）の4分類，外観変状は（変

状なし，変状あり）の2分類とした． 

鋼材の腐食グレードの分布を表す周辺確率関数は式(1)で与えられる． 

 

  (1) 

 

ここに， ：外観変状（変状あり，変状なし）である． 

また，外観変状の分布を表す周辺確率関数は式(2)で与えられる． 

       

(2) 

                                                          

ここに， ：腐食グレード（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ）である．これらをまとめると図－5.10のように

表すことができる． 

次に， =  となる確率が の値に依存して決まる場合，すなわち他の事象への従属性がある

場合には，条件付確率を用いて式(3)のように， = x となる確率が の値に依存する場合には式

(4)のように表すことができる． 
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b）腐食グレードから外観変状への変換 

表－5.5 に示す鋼材の腐食グレードと外観変状について，はく離，浮きおよび鉄筋露出を「変

状あり」に，健全とひび割れを「変状なし」として再整理した結果を表－5.6 に示す．ここで，

ひび割れは「変状なし」に分類した．これは，ひび割れには腐食によるひび割れではない曲げひ
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表－5.6 外観変状の２分類整理(度数表) 

 

表－5.7 外観変状の２分類整理(相対度数表) 

表－5.8 鋼材の腐食グレードに対する 

外観変状の条件付確率 
確率値 条件付き確率 変状状態確率

変状なし 1.000 a
変状あり 0.000 0.000
変状なし 0.958 0.958b
変状あり 0.042 0.042b
変状なし 0.538 0.538c
変状あり 0.462 0.462c
変状なし 0.167 0.167d
変状あり 0.833 0.833d

Ⅱ b

c

Ⅳ d

Ⅲ

グレード 状態

Ⅰ a

鋼材の腐食 外観変状

XY
PP P

XY
P×

表－5.9 外観変状の２分類整理(相対度数表) 

表－5.10 鋼材の腐食グレードと外観変状の換算表 

変状なし 変状あり
I a a 0.000 a
II b 0.958b 0.042b b
III c 0.538c 0.462c c
IV d 0.167d 0.833d d

a+0.958b+0.538c+
0.167d

0.042b+0.462c
+0.833d

1.000

外観変状
合計

合　計

鋼材の腐食グレード
の確率分布
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図－5.10 外観変状と鋼材の腐食グレード 

の同時確率分布 
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び割れがカウントされている可能性があること，浮きの周辺にあるひび割れは浮きでカウントし

ていることによる．  

鋼材の腐食グレードの分布を表す周辺確率は，式(1)より以下の式(5)から式(8)のように求めら

れる．これらから，表－5.6を相対度数表として整理した結果を表－5.7に示す．104件のデータ

数に関しては，本モデルを一般的なものにするのには少ないとも考えられるが，今後のデータの

蓄積と将来のモデルの精度向上を前提に敢えて定式化することとした． 

 

Ⅰ：                                  (5) 

Ⅱ：                                  (6) 

Ⅲ：                                  (7) 

Ⅳ：                               (8) 

 

ここで，式(3)より，例えば鋼材の腐食グレードがⅠであるときに，外観変状が「変状なし」，「変

状あり」になる条件付き確率は式(9)および式(10)のようにして求めることができる． 

 

                               (9) 

 

                                   (10) 

 

同様に，鋼材の腐食グレードがⅡ，Ⅲ，Ⅳのときの条件付き確率をまとめた結果を，表－5.8

に示す． 

鋼材の腐食グレードが確率分布で与えられた場合，すなわち，腐食グレードⅠの確率が a，Ⅱ

の確率がb，Ⅲの確率が c，Ⅳの確率がdで，a + b + c + d=1であるとき，表－5.8の値を用いる

ことによって，外観変状の「変状なし」，「変状あり」は表－5.9 に示すようにして求めることが

できる．表－5.10 は，これを鋼材の腐食グレードと外観変状の換算表として表したものであり，

鋼材の腐食グレードの確率分布が与えられれば外観変状の「変状なし」，「変状あり」の確率分布

を求めることができる． 

c）外観変状から腐食グレードへの変換 

表－5.7および式(4)より，外観変状が「変状なし」，「変状あり」それぞれで，鋼材の腐食グレ

ードがⅠ，Ⅱ，ⅢおよびⅣになる条件付き確率を求めると表－5.11のようになる． 

外観変状が確率分布で与えられた場合，すなわち，「変状なし」の確率がm，「変状あり」の確

率がnで，m + n =1であるとき，表－5.11の値を用いることによって，鋼材の腐食グレードⅠ，

Ⅱ，ⅢおよびⅣは表－5.12に示すようにして求めることができる．これを鋼材の腐食グレードと

外観変状の換算表として表すと表－5.13のようになり，鋼材の腐食グレードの確率分布が与えら

れれば外観変状の「変状なし」，「変状あり」の確率分布を求めることができる． 
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  5.3.4  鋼材腐食グレードの予測 

（１）腐食グレードの閾値 

鋼材腐食グレード（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ）のそれぞれの状態にある可能性を腐食状態確率として定

量的に表現する．腐食状態確率は，図－5.11に示すように鉄筋腐食グレードを確率変数とした確

率分布（対数正規分布）を仮定し，その面積比率すなわち4つの排反事象の確率として得られる

と考える．時間の推移とともに確率分布は図の右方向へ移動し，同時に腐食状態もⅠからⅡ，Ⅱ

からⅢ，ⅢからⅣへと推移し，その可能性は確率によって示すことができる．ここで，図中α1

～α3は劣化状態の閾値であり，分布のばらつきを含めて点検調査データから求めることができる．  

鋼材の腐食グレードの予測は，ニューラルネットワークを用いて構成した鋼材の腐食因子と腐

食グレードの関係のネットワークを用い，腐食因子の予測値から腐食グレードの予測値を算出し

た 13).これらは，式(11)のように表すことができる．なお，ここで用いたニューラルネットワーク

は，8 個の入力層，中間層および腐食グレードの出力層からなる 3 階層のネットワークを用いて

いる． 

                 (11) 

 

 

表－5.12 外観変状の２分類整理(相対度数表) 
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表－5.11 外観変状に対する鋼材の 

腐食グレードの条件付確率 

表－5.13 外観変状と鋼材の腐食グレードの換算表 

合計

I II III IV
変状なし m 0.160m 0.613m 0.187m 0.040m m
変状あり n 0.000 0.069n 0.414n 0.517n n

0.160m 0.613m+0.069n 0.187m+0.414n 0.04m+0.517n 1.000

鋼材の腐食グレード
外観変状

合　計

確率値 条件付き確率 変状状態確率

I 0.160 0.160m
II 0.613 0.613m
III 0.187 0.187m
IV 0.040 0.040m
I 0.000 0.000
II 0.069 0.069n
III 0.414 0.414n
IV 0.517 0.517n

n

鋼材の腐食

変状状態 グレード

外観変状

変状なし m

変状あり

P P
XY

P×XY
P

図－5.11 鋼材腐食グレードの確率分布 

*1 腐食グレード(1～4)は，ニューラルネットワークにより計
算されるもの．Ⓐの範囲の値となる．Ⓑの範囲については，
ニューラルネットワークの計算範囲外となるが，対数正規
分布を仮定したことから計算上得られてしまう範囲． 

*2 腐食グレード(Ⅰ～Ⅳ)は，表-1の分類によるもの． 
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ここに， 

Sc(t) ：鋼材の腐食グレード 

t   ：供用期間(年) 

NN ：ニューラルネットワーク 

d   ：鋼材かぶり(mm) 

Ct(t) ：鋼材位置の塩化物イオン濃度(kg/m3) 

Cd(t) ：中性化深さ(mm) 

Tave   ：年平均気温(℃) 

Tmax  ：年最高気温(℃) 

Tmin  ：年最低気温(℃) 

Rain ：年間降水量(mm) 

Leak ：漏水 

である．式(11)中の鋼材位置塩化物イオン濃度と中性化深さは既往の予測式により算出するこ

とができ 13)，その他も設計値や点検調査結果より設定することができる． 

ここで，ニューラルネットワークの構築に用いた，劣化要因の全ての値が記載されている 90

個のデータの，それぞれの腐食グレードⅠ～Ⅳに関する統計量を表－5.14 に，密度関数を図－

5.12に示す． 

ここに，μ：平均値，σ：標準偏差，n：サンプル数，λ：ln Xの平均値，ζ：ln Xの標準偏

差，である． 

鋼材腐食グレードの閾値の設定は，表－5.14の統計量の値を用いて，1変量による判別でばら

つきの異なる場合の式を用いて式(12)に示すように算定した． 

 

閾値Ⅰ－Ⅱ：           = 1.89 

閾値Ⅱ－Ⅲ：           = 2.56                   (12)    

閾値Ⅲ－Ⅳ：           = 3.05 

       

（２）鋼材の腐食状態確率の算定 

鉄筋腐食状態Ⅰ～Ⅳの確率P(E１)～P(E4)は，それぞれの腐食状態の閾値α1，α2，α3および確

率変数である鋼材の腐食グレードの平均値μならびに対数標準偏差ζを用いて式(13)で表すこと

ができる． 

 

 

 

                                                                (13) 

 

 

 

ここに，Φは標準正規確率分布関数を表す． 
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表－5.14 鋼材の腐食グレードに関する統計量 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.3.5  予測の修正方法 

鋼材の腐食状態の予測値と点検結果の腐食状態が整合するようにベイズ確率の方法を用いて，

パラメトリックスタディを実施した．ベイズ確率 16,17)とは，ある前提条件の下で結果が生まれる

場合，逆に結果から前提条件がどのような確率で起こっていたかを推測する方法であり，事後確

率を求めるのに使われる．この事後確率とは，事前確率をある結果が得られる確率から更新した

結果の確率である．ベイズ確率では，前提条件や事前確率の尤度を仮定し，ある結果が得られる

確率とその事前確率の尤度から事後確率を導き出している．ここで事前確率とは，過去の解析デ

ータや他の個体のデータなどの事前の情報から得られた確率である．また，尤度とは，あるデー

タが特定の母集団から観測される確率であり「尤もらしさ」を表している．ベイズ確率における

更新は，古いデータに基づく事後分布を次の事前分布として用い，新しいデータが入る都度に更

新が可能である．また，事前情報の利用による推定精度の向上が可能であり，これが大きな利点

となっている．このため，ベイズ確率の方法は，利用できる情報量が限られており主観的判断を

要する工学問題において有意義な方法である．それぞれの劣化要因に関する母数の推定は，設計

図書や公的機関などで提供される情報を活用するか，または専門技術者が直感または経験的に持

っている知識に基づいて，その母数が取り得る値について設定する．更に，点検や実験結果など

から得られる付加的な情報が加わることにより，式(14)のベイズの定理を用いて母数を更新する

ことができる． 

 

                             (14) 

 

ここに，     ：事後分布，     ：事前分布，κ：正規化係数，    ：尤度関数，である． 

事前分布は，腐食グレードが負にならないことから対数正規分布であると仮定すると式(15)の

ように表せる． 

 

                 (15) 

 

ここに，        ，              である． 
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図－5.12 鋼材の腐食グレードの確率分布 
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図-5.13 事前確率分布，尤度関数および事後確率分布の例 

尤度関数は予測の修正パラメータとして定義され，中性化速度係数や表面塩化物イオン濃度な

どを修正パラメータとすることができる．ここでは，かぶりがθになる時に点検データの劣化状

態（Ⅰ～Ⅳ）がEi（i=1～4）となる条件付き確率で，式(16)に示すような関数で表した例を示す． 

 

                                   (16) 

 

ここに，ｑiはEi（i=1～4）の生起確率を表す． 

例えば，かぶりは設計かぶり35mmを平均値とする対数正規分布とした場合の，事前分布，尤度

関数および事後分布の例を図－5.13に示す．尤度関数を用いることにより，修正前のかぶりの確

率分布（事前分布）は修正後の確率分布（事後分布）となる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.3.6  実橋における外観変状の予測と修正 

（１）橋梁の概要と使用したデータ 18) 

 予測の対象とした橋梁および部位は，ＲＣ連続中空床版橋の上部工で支間長17.0m，版全幅11.4

～13.7m，主版厚 900mm，円筒型枠の径 650mm である．上下線分離形式で，縦断方向に 5%，

横断方向に 5.344%の勾配を持つ．1972 年に建設に着工され，その 2 年後の 1974 年に供用が開

始された．本橋は凍結防止剤として塩化ナトリウムが散布される橋梁であり，縦横断勾配が大き

く橋台や橋脚の端支点部においてジョイントからの漏水が流れる箇所のコンクリート表面では，

鋼材腐食による外観変状が顕著である． 

この橋梁を対象に，まず設計値を用いて劣化予測を行い，次に，外観調査結果だけを用いた場

合と詳細調査を行った場合について予測の修正を行った．なお，浮き・剝離などの変状が顕著な

スパンを変状径間，それ以外を非変状径間とし，変状の激しい箇所を変状部，そうでない箇所を

非変状部とした． 

（２）設計値を用いた予測（橋梁全体が予測の対象） 

設計値を用いる予測は，橋梁の計画・設計段階，あるいは，既設の橋梁で点検・調査を行って

いない場合に行う予測に相当する．この場合には，既存の資料または各機関で作成された規準書

などから劣化要因のパラメータ値を設定する必要がある．塩害・中性化の劣化要因のパラメータ
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値は書類等により設定を行った． 

a) 塩化物イオンの浸透および鋼材の腐食の予測 

塩化物イオンの浸透および鋼材腐食の予測のために設定した表面塩化物イオン濃度，初期含有

塩化物イオン濃度，かぶり，中性化速度係数，環境条件を表－5.15に示す． 

表面塩化物イオン濃度の算定は，IC 区間ごとの凍結防止剤総使用量(ton)から km 当りの凍結

防止剤使用量(ton/km)を求めて，IC区間ごとの表面塩化物イオン濃度を凍結防止剤使用量（総量）

との関数として行った．IC 区間における凍結防止剤使用量（総量）の最大値は 456ton/km，最

小値は80ton/kmであり，これが表面塩化物イオン濃度の実測値13.0～1.5kg/m3の範囲内に入る

ように仮定し，（塩化物イオン濃度）=0.0306×（凍結防止剤使用量）-0.9468 で定式化した．初

期含有塩化物イオン濃度は，施工時の記録から海砂のみの使用と判断される場合は 100%，海砂

とその他の細骨材との混合使用の場合は海砂の使用を50%とみなし，海砂を使用していない場合

は0%として，海砂使用が100%のとき1.2 kg/m3，0％が0 kg/m3となるような線形関数で表すこ

ととした．これは実測値を参考に仮定した値であり，本来は構造物ごとに設定する必要がある．

対象構造物は海砂のみの使用であるため，初期含有塩化物イオン濃度は 1.2 kg/m3となる．塩化

物イオンの見掛けの拡散係数は，セメントの種類を普通ポルトランドセメントに，コンクリート

の水セメント比を 59%と仮定し，［設計編］14)の式から算出した．中性化速度係数も，塩化物イ

オンと同様に設定した水セメント比から示方書の式を用いて算定した． 

漏水については，変状径間の端支点部では漏水あり（=1），変状径間の一般部および非変状径

間については漏水なし（=0）と仮定した．なお，「漏水あり（=1）」は，凍結防止剤の影響が及ぶ

範囲として位置付けている． 

表－5.15に示す条件と式(11)を用い，

漏水のある変状径間の端支点部および漏

水のない変状径間の一般部・非変状径間

に分けて，建設年から 70 年間の劣化予

測を行った鋼材の腐食グレードをそれぞ

れ図－5.14および図－5.15に示す．変状

径間の端支点部は変状径間の一般部・非

変状径間に比べて鋼材の腐食の進行が速

いことがわかる． 
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表－5.15 予測のための設定条件(設計値を用いた予測) 

図－5.14 鋼材の腐食グレードの進展(一般部) 図-5.15 鋼材の腐食グレードの進展(変状部) 
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表－5.16 予測のための各種パラメータ 

b) 外観変状の予測 

表－5.10に示した鋼材の腐食グレードと外観変状の相関モデルより，鋼材の腐食グレードの確

率分布である図－5.14 および図－5.15 を，外観変状の確率分布に変換した結果を図－5.16 およ

び図－5.17に示す．これらにより，外観の変状の進行は鋼材の腐食の進行と同様な傾向を示すこ

と，変状径間の端支点部（変状部）は変状径間の一般部・非変状径間（一般部）に比べて，鋼材

の腐食の進行と同様に外観変状の進行が速いことがわかる． 

 

（３）外観調査結果による予測の修正 

a) 塩化物イオンの浸透および鋼材の腐食の予測 

前節5.3.6（２）では，表－5.15に示す設計値を用いて予測を行ったが，ここでは表－5.16に

示す設計値にブロック（変状区分，径間名，縦断方向の単位）ごとに得られた表－5.17の詳細調

査結果（変状面積率）を加え，外観調査結果に予測結果が整合するようにベイズ確率の方法を用

いて予測の修正を行った． 
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表－5.17 変状面積率（供用 28年の点検結果） 

 

 

上下線区分 変状区分 径間名 縦断方向
面積

[m2]

調査面積

[m2]

変状面積

[m2]

変状面積率
[%]

端支点部 6.75

一般部 120.75

P1-P2 一般部 127.50 1.88 1.47

P2-P3 一般部 127.50 0.90 0.71

P3-P4 一般部 127.50 0.72 0.57

一般部 120.75 0.46 0.38

掛違い部 6.75 5.44 80.56

掛違い部 6.75

一般部 120.75

P6-P7 一般部 127.50 1.79 1.40

P7-P8 一般部 127.50 3.81 2.98

P8-P9 一般部 127.50 0.85 0.67

一般部 120.75

端支点部 6.75

端支点部 9.18

一般部 164.22

P1-P2 一般部 173.40 3.19 1.84

P2-P3 一般部 173.40 0.97 0.56

一般部 164.22 0.31 0.19

掛違い部 9.18 0 0

掛違い部 9.18

一般部 164.22

P5-P6 一般部 173.40 3.61 2.08

P6-P7 一般部 173.40 5.19 2.99

一般部 164.22 0.55 0.34

端支点部 9.18 0 0

32.22 22.75 70.61

非変状

P7-A2

下り線

変状 A1-P1 184.28 43.58 23.65

非変状

P3-P4

変状 P4-P5

20.35 5.17 25.41

非変状

変状 P9-A2 12.25 0.36 2.94

上り線

変状 A1-P1 12.25 5.24 42.78

非変状

P4-P5

変状 P5-P6

 

 

上下線のブロックにおける予測のための共通な設定条件を表－5.15に示す．また，上下線のブ

ロックごとに得られた詳細調査結果を予測のための各種パラメータとして表－5.16に示す．表－

5.16に示すかぶりおよび中性化速度係数の値は，詳細調査結果から得られた結果を用い上り線で

7 データの平均値，下り線で 6 データの平均値とした．また，詳細調査結果によれば，表面塩化

物イオン濃度も変状径間と非変状径間ではブロックごとに大きく異なることから詳細調査結果を

用いた． 

外観調査結果に対する予測の整合性の評価方法を以下に示す．まず，外観調査結果から，変状

面積をブロック単位に集計して変状面積率を計算した．次に，劣化予測で用いた劣化要因のパラ

メータ値および外観点検データから集計した表－5.17 の変状面積率の値を式(16)のｑi に代入し

て，ベイズ確率の方法を適用して変状面積率が予測結果と調査結果が整合するように劣化予測パ

ラメータの選定とその値の修正を行った．ここで，修正する確率変数として，かぶり，表面塩化

物イオン濃度，中性化速度係数の3つのパラメータを選定し，縦断方向を径間ごとに端部および

一般部に分類してそれぞれを最適に修正した場合の劣化予測を実施した．なお，塩化物イオンの

見掛けの拡散係数は，水セメント比を59%と仮定してコンクリート標準示方書の式より算定した

2.457cm2/年を用いた．  

b) 予測の修正結果 

更新する劣化要因を中性化速度係数として，ベイズ確率の方法を適用した後の更新結果を表－

5.18 にまとめた．また，図-5.18 および図-5.19 には，中性化速度係数の更新後の鋼材腐食グレ

ードの確率分布と外観変状の状態確率の例を示す．変状の激しい部分の予測は精度が必ずしもよ

いとは言えないものの点検結果と整合する．例えば，表－5.17 で A1-P1 径間の端支点部の点検
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結果（供用 28 年）における変状面積率は 42.8%であるのに対して，中性化速度係数を表－5.18

のように更新した後の計算結果である図－5.18 では変状面積率の修正後の予測値は 75%程度で

あった．なお，下り線に関しては，点検データと劣化予測の結果がほぼ一致していることから，

ベイズ確率の手法を適用しても予測した変状面積率に大きな変化は見られなかった．  

このように，本研究では，かぶり，中性化速度係数および表面塩化物イオン濃度の3つの要因

を個別に修正の対象として検討したが，これらすべてを同時に更新しなければならない場合には

ベイズ確率の考え方の適用が困難であり，修正が適切になされないことが予想される．また，ベ

イズ確率の方法は，事前に設定したパラメータ値による予測結果と点検結果とが大きく異なる場

合にも適用は難しいこともわかった．これはベイズ確率の考え方の適用限界として考慮しなけれ

ばならない． 

今後，外観の変状状態を客観的な判断のもとに予測の修正に用いるために，このような適用限

界を明らかにすること，変状面積率の測定精度の向上や点検結果の蓄積により，ベイズ確率の方

法の修正に対する適用の精度向上を検討することが必要であると考えられる． 
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表－5.18 中性化速度係数の更新結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.7  まとめ 

本研究は，実橋の点検結果を有効に活用することによる劣化予測手法とその修正方法を検討し

たものであり，検討に用いたデータはすべて実橋の詳細点検・調査から得たことが研究の手法上

の特長である． 

①コンクリート中の鋼材の腐食グレードと外観変状の状態との間には相関関係があり，この

関係は確率を用いて定量的に表すことができることを明らかにした． 

②鋼材の腐食グレードを予測し，腐食グレードと外観変状の状態との相関モデルを用いるこ

とにより，外観変状の予測を行うことができることを明らかにした． 

③外観変状の点検結果を，「変状あり」，「変状なし」の面積率に定量化することにより，鋼

材の腐食グレードと外観変状の状態との相関モデルを用いて，鋼材の腐食グレードの確率分

布に変換することができることを明らかにした． 

④ベイズ確率の方法を用いて，中性化速度係数，かぶり，表面塩化物イオン濃度および塩化

物イオンの見掛けの拡散係数など予測におけるパラメータを修正することで，外観変状の点

検結果から推定した鋼材の腐食グレードの確率分布に計算から求めた鋼材の腐食グレード

の確率分布を整合させることができ，鋼材腐食に関する予測の修正を外観変状の確率分布を

用いて行うことができることを明らかにした． 

  

5.4  まとめ 

 本章では，橋梁の健全度評価と劣化予測手法の検討として，高速道路３会社（旧日本道路公団）

で使用する高速道路の橋梁マネジメントシステム（NEXCO-BMS）の開発，およびコンクリー

ト橋を対象に「コンクリート中の鋼材腐食と外観変状の予測および外観変状による予測の修正」

の研究について述べたものである．双方の研究とも，持続可能な橋梁の維持管理を行う観点から，

外観目視を主体とした点検結果を基本に，橋梁の健全度評価と劣化予測を行うことを念頭に検討

を行ったものである． 

 5.2 では，高速道路３会社（旧日本道路公団）で使用する高速道路の橋梁マネジメントシステ

ム（NEXCO-BMS）として，点検結果を用いた劣化度評価方法を開発し，東名高速道路と北陸

自動車道の外観目視による点検データを用いて劣化度評価手法の実用性を検証した． 
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5.3では，NEXCO-BMSの劣化予測精度の向上を目指し，コンクリート橋の鋼材腐食のグレー

ドと外観変状の関係を定量化することによる健全性評価と劣化予測手法を検討した．なお，劣化

予測手法については，ニューラルネットワークによりコンクリート橋の外観変状の予測を行い，

併せて外観の点検結果に基づきベイズ確率（条件付き確率）の考え方を用いて劣化予測の修正を

行う手法を示した． 

 

 本章で得られた主な結論を以下に示す． 

（１）目視を主体とした外観変状による点検により，開発した NEXCO-BMS を用いることで，

橋梁の健全度評価と劣化予測が可能である． 

（２）また，開発した NEXCO-BMS に基づく劣化曲線を，6.3.3 組織・人材育成のあり方で述

べる高度な知識を有する土木技術者 10)（「専門職（照査者）」）により，補正を行うことで，

橋梁の維持管理の現場において実務に生かすことが可能である． 

（３）ベイズ確率の考え方を用いて劣化予測の修正を行う劣化予測手法により，コンクリート中

の鋼材腐食と外観変状の予測は可能であり，外観変状による予測の修正を行うことで，予測

の精度が向上する． 

（４）また，NEXCO-BMS に提案した予測手法を導入することで，予測精度の向上が期待でき

ることから，維持管理の現場におけるNEXCO-BMSの利用の活性化が期待できる． 

 

 また，今後の課題として，以下が挙げられる． 

（１）NEXCO-BMS は，土木学会等の劣化予測式を用いているため，外観変状が顕在化してい

ない場合は，橋梁の劣化ポテンシャル，建設時期，材料等が同一であれば，同一の劣化予測

結果となる．そのため，NEXCO-BMS を現場で活用しながら，点検と詳細調査の結果を用

いて個々の橋梁の劣化予測を見直し予測精度を向上させることで，実務において一層の活用

を図る必要がある．  

（２）現場で実施した新技術・新工法などの対策の追跡調査結果を定量的に評価し，対策工法の

費用対効果を見直す必要がある． 

（３）ＬＣＣの算出に，ＣＳＲの観点から説明可能な社会損失を考慮する必要がある． 

（４）NEXCO-BMS にベイズの確率の考え方を導入し，データ更新を積み重ねることで，コン

クリート中の鋼材腐食の予測精度を向上させ，LCCの最適化を行う必要がある． 
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第６章 橋梁の要求性能を保持するための対策 

 

6.1  はじめに 

第１章で述べたように，今後のインフラの整備や維持管理を行う際には，我が国のインフラを

取巻く社会的背景として，厳しい資金制約と少子高齢化による人的資源（人材，労働力）の欠乏

を念頭に実施する必要がある．そのため，『荒廃させない日本』とするためには，将来に渡って持

続可能に事業を推進し，“丈夫で，美しく，長持ち”する構造物を，出来るだけ経済的かつ効率的

に建設と維持管理する必要があり，それらの各段階でＰＤＣＡを回していく必要がある． 

本章では，第２章，第３章，第４章，第５章を踏まえ，高速道路の建設・維持管理を持続可能

に推進していくため，①旧日本道路公団時代から実施されている伝統的な事業者主導のアプロー

チとして，フランスで開発され我が国で発展した波型鋼板ウエブ橋を取上げ，その集大成とも言

える新東名高速道路矢作川橋の設計と施工を例に検証，②民間（建設業界）のノウハウの活用と

しての設計・施工一括発注方式の試行と検証，およびこれらを行うために必要な③組織・人材育

成の方法など，本研究を実務に結び付ける検討を実施し，橋梁の要求性能を保持するための対策

について述べる． 

 

6.2  伝統的な手法（事業者主導）によるアプローチ 

  6.2.1  はじめに 

旧日本道路公団（現高速道路３会社）は，

我が国の高速道路を全国規模で建設・管理

する唯一の高速道路の事業者であり，1963

年7月に我が国の初めての高速道路である

名神高速道路（栗東～尼崎，71km）が開

通して以来 51 年の間，高速道路の建設を

推進しながら維持管理を行っており，現在

の管理延長は，約9,000kmとなっている．   

日本道路公団は，1956 年（昭和31年）

4月16日に，世界銀行から資金を借りて高

速道路を有料道路として建設するという，

現代のＰＦＩの先駆け的な位置付けとして

特殊法人として設立されている．また，同

年の５月から８月にワトキンス調査団が来

日し，８月８日に「日本国政府建設省に対

する名古屋・神戸高速道路調査報告書（以

下，ワトキンスレポート）」１）が提出され，

高速道路建設の強力な推進役となった．   

 

 写真－6.1 1956年当時の国道１） 

写真－6.2 1956年当時の国道 1） 
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図－6.1 波型鋼板ウエブへの流れ 

図－6.2 波型鋼板ウエブの設計上の取扱い 

ワトキンスレポートの最初のメッセージである“The roads of Japan are incredibly bad. No 

other industrial nation has so completely neglected its highway system．”は，あまりにも有名

である．当然のことではあるが，日本道路公団が設立した当時は我が国の高速道路は１ｍもなく，

文字通り技術的にもまさにゼロからの出発であった．そのため，欧米の進んだ技術を取り入れる

べく，海外の技術者の招聘や技術交流などの海外技術導入が2000年位まで積極的に行われおり，

欧米から取り入れた技術を事業者主導の形で民間や大学と共同で更に検討を重ね，試行導入し発

展させてきた所謂“遺伝子レベル”とも言うべき伝統的な経緯がある． 

本項では，橋梁の建設分野では最後の海外技術導入と考えられる「波型鋼板ウエブＰＣ橋」に

着目して，伝統的手法ともいえる事業者主導によるアプローチの方法について，その技術導入か

らその発展形とも考えられる世界初の複合混合ＰＣ斜張橋である新東名高速道路矢作川橋（豊田

アローズブリッジ）を例に検討を行い，その効果と事業者主導の将来展望について検証した． 

 

 6.2.2  波型鋼板ウエブＰＣ橋の導入と発展 

（１） 概説  

波型鋼板ウエブＰＣ橋は，ＰＣ箱桁のウエブの軽量化を追求した構造であり，図－6.1 に示す

ように，従来のＰＣ箱桁のウエブ厚はＰＣ鋼材の配置から決定されていたが，外ケーブル方式の

採用によりコンクリートウエブとして施工可能な最低厚を可能とし，次いで波型鋼板を用いるこ

とで更なる軽量化を追求した発展系となっている．波型鋼板ウエブＰＣ橋の設計では，図－6.2

に示すように， 橋軸方向の主ケーブルの緊張に対して波型鋼板がアコーディオンのように抵抗せ

ず挙動すると考え，軸方向剛性に寄与せず，せん断力にのみ抵抗すると取り扱っている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内ケーブル方式

ＰＣ鋼材

波型鋼板

波型鋼板ウエブ

ウエブの縮小

外ケーブル方式

アコーディオン効果 座屈に対する抵抗性

曲げモーメント

局部座屈

全体座屈

軸 力
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表－6.1 矢作橋の諸元 

世界で初めての波型鋼板ウエブＰＣ橋は，

1986 年に建設されたフランスのコニャック橋

（Le Pont de Cognac）であり，ＰＣ３径間連

続波型箱桁型式で，橋長106.75m，最大スパン

43.0m の橋梁である（図－6.3参照）．本橋は，

フランスのゼネコンであるキャンプノン・ベル

ナール社（CAMPENON BERNARD SGE）に

より開発され，建設されたものである．その後，

1987 年に写真－6.3 に示すモープレ高架橋

（Viaduc du Vallon de Maupré；７径間連続桁

橋，L=324.45m，最大スパン53.4m）が押出架

設で，1994年に写真－6.4に示すドール橋（Le 

Pont de Dole；７径間連続箱桁橋，L=497.56m，

最大スパン80.0m）が世界で初めて張出架設で

施工されている２～４）．フランスでは，これらの

橋梁の建設以降，波型鋼板ウエブＰＣ橋の建設

が報告されていないため，建設されない理由を

調査した．調査の結果，フランスのSETRA（設

備省道路局道路技術研究機関）の責任者である

Emmanuel BOUCHON 氏によると，「1 社の

みが施工できる構造（特許）であり，SETRA

として企業間の競争をなくすような発注はでき

ないため，採用が困難」とのことで，技術的な

課題や維持管理上の問題等は起こっていないこ

とを確認した３）． 

我が国では，フランスで開発された波型鋼板

ウエブＰＣ橋を試行する形で 1993 年に建設さ

れた，新潟県の新海橋（単純箱桁橋，L=31.0m，

最大スパン30.0m）が最初である．その後，1995

年に秋田県の銀山御幸橋（５径間連続箱桁橋，

L=210.0m，最大スパン 45.5m）でピロン柱併

用押出し架設により建設されている． 

ところが，写真－6.5 に示すように波型鋼板

そのものを構造部材として使用した事例として

は我が国が最初であり，1970年代には工場のク

レーン設備の支持桁として使用されている． 

高速道路においては，1998年東海北陸道本谷

橋（３径間連続箱桁橋，L=198.0m，最大スパ

図－6.3 コニャック橋の一般図 

写真－6.3 モープレ高架橋 

写真－6.5 クレーン設備の波型鋼板桁 

写真－6.4 ドール橋 

［単位：mm］ 
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図－6.4 東海北陸道 本谷橋 

ン97.0m）での試行導入が最初であり，我が国で初めて張出架設工法で建設されている（図－6.4）． 

型鋼板ウエブＰＣ橋の最大の利点は，ＰＣ箱桁と比較すると上部工の重量（死荷重）が軽量化

できるため，下部工を小さくできる点にある．一般に，ＰＣ箱桁の場合，ウエブが主桁自重の約

３割を占めており，ＰＣ箱桁を波型鋼板ウエブＰＣ橋に変更することで，コンクリート重量が２

～３割低減されることとなる．さらに，我が国は欧州と比べると地震による設計地震動が大きい

ため，下部工の設計では，断面寸法や構造のほとんどが地震時や地震時＋温度変化で決定される．

そのため，上部工重量の低減により工費縮減が可能となることから，波型鋼板ウエブＰＣ橋が発

展していく素地は，我が国が諸外国のなかでも優位にあったと考えられる． 

本谷橋は，波型鋼板ウエブＰＣ橋の試行導入であり，下部工が完成してから上部工型式を変更

したため，上下部工の総工費の低減は図られていないが，鋼・コンクリートの接合部や柱頭部構

造などの設計・施工上の課題が明らかとなり，その後の適用拡大や疲労耐久性向上のための技術

開発，および計画・設計，施工に生かされていった 5～9)．なお，波型鋼板ウエブＰＣ橋では，冬

季において箱桁内の波型鋼板の結露に伴う鋼コンクリートの接合部の腐食が懸念され，波型鋼板

ウエブＰＣ橋の全国展開や適用拡大に向けた課題の一つとなっていた．そのため，積雪寒冷地に

位置する本谷橋において，波型鋼板ウエブＰＣ橋の腐食環境をＡＣＭ（Atmospheric Corrosion 

Monitor）センサ等により，桁内外の温度，湿度，鋼材の腐食電流のモニタリングを実施した．  

 

 

（２）腐食環境の評価結果  

波型鋼板ウエブＰＣ橋の腐食環境を評価するために，環境作用が最も厳しいと考えられる東海

北陸道の本谷橋を対象に，図－6.5 に示す位置で桁内外の温度，湿度，鋼材の腐食電流のモニタ

リングを実施した 10)．１年間の気温の測定結果を図－6.6に示す．図に示すように最高気温は，

桁内外とも 60℃（8,9 月）程度に達し，最低気温は，桁外で－20℃程度（1,2 月）であった．最

高気温と平均気温については，桁の内外において明確な差が認められないが，最低気温について

は，桁内(スパン中央部)と桁外の気温に10℃程度の差が認められた． 

［単位：mm］ 
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上部工断面（A‐A断面） 

   

湿度の測定結果を図－6.7 に示す．天候の影響を直

接受ける桁外では，いずれの時期においても最高湿度

が 100%と計測位置が水で覆われた状態となった．ま

た，計測期間中，最低湿度は桁外が桁内より若干小さ

く，外気の影響により乾燥しやすい環境にあることが

わかる．一方，直接外気や降雨の影響を受けることが

ない桁内でも最高湿度は 100%となり，計測位置は結

露等による影響で高湿度の状態になることがわかった．

また，桁内外ともに気温が最も低下した 2002 年 1 月

と，逆に気温が最も上昇する 2002 年 7 月では，最低

湿度が桁内外ともに約 50 %と他の月に比べ大きくな

っている． 

図－6.5に示したA一A断面での2002年9月中旬

における桁内外の気温，湿度，腐食電流の測定結果を

図－6.8に示す．なお，この期間中，16日～18日は降

雨があつたことがわかっている．この図より，気温と

湿度共に桁内外の値は比較的追随傾向にあるが，気温

では最大で約8℃，湿度では最大で約33%の差が生じ

ている． 図－6.8 気温，湿度と腐食電流の関係 

図－6.5 計測機器の配置 

図－6.6 気温の測定結果（2001/9～2002/10） 図－6.7 湿度の測定結果（2001/9～2002/10） 
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桁外の腐食電流値は，桁外の湿度に影響を受け変動

している様子が確認できる．特に降雨が続いた期間は，

他の期間に比べて 102～103倍程度腐食電流が大きく，

腐食が進み易い環境であることがわかる．また，桁内

では，ほとんど腐食電流は観測されていないが，17日

前後に若千腐食電流が増大している．この程度の電流

では，ACM センサ自体の腐食の進行は僅かではある

が，桁内においても，湿度の上昇が鋼材の腐食に影響

を与える可能性が確認された． 

一般に鋼箱桁においては，箱桁内外との温度差により箱桁内面に結露が生じ非常に厳しい環境

である．しかし，本谷橋の調査の結果，箱桁内は腐食環境としては鋼橋の箱桁に比べ厳しくない

環境であると評価される．この理由として考えられることの一つとして，管理用に設けられてい

る開口部の通気性が挙げられる．この構造により桁内外との換気が行われ易く，この結果，桁の

内外で著しい温度差，湿度差を生じることが無く，結露を生じにくい環境に寄与していると推察

された． 

 

 6.2.3  矢作川橋（豊田アローズブリッジ）の設計と施工 11～21) 

 （１）はじめに  

矢作川橋は，新東名高速道路と東海環状

道路の共有区間で，１級河川矢作川を横過

する世界最大支間長を有する世界初の波形

鋼板ウエブＰＣ・鋼複合混合斜張橋である

（図－6.9）．  

本橋は，コンクリートと鋼のメリットを

最大限活かした複合構造を採用するととも

に，大規模橋梁としての技術的課題に対し

ても産学官が一体となった委員会を組織し，

最新の解析技術や様々な構造実験を行うこ

とで，構造安全性の確保と性能設計を行い

経済性との両立を可能とした．また，施工

においては，波形鋼板ウエブを有するＰＣ桁の張出しブロック長を8m とする超大型移動作業車

や主桁部材のプレハブユニット化の開発，鋼桁部のトラベラークレーンによるバランシング架設，

主塔部におけるクライミング足場の採用などの取組みにより，ほとんど全ての工程がクリティカ

ルパスとなる厳しい工期制約のなか，所期の目的どおり2005年3月開催の愛・地球博のアクセ

ス道路の橋梁として機能した．本項では，日本道路公団（当時）から現在まで，高速道路橋の建

設から維持管理の各段階でＰＤＣＡを回して培ってきた技術の集大成として矢作川橋工事（表－

6.1参照）を例に，設計と施工の技術的特徴と世界最大のスパンを有する波型鋼板ウエブ橋の発

展系としての到達点を述べ，事業者主導の伝統的アプローチを検証する． 

表－6.1 矢作橋工事の概要 

 

西工事

東工事

コンクリート  ： 26,000m3 型枠  ： 47,000m2

鉄筋  ： 4,800t 鋼材  ： 8,300t

PC鋼材  ： 1,600t

コンクリート  ： 28,000m3 型枠  ： 42,000m2

鉄筋  ： 4,000t 鋼材  ： 4,700t

PC鋼材  ： 1,600t

工 事 名 第二東名高速道路　矢作川橋工事

事 業 者 日本道路公団　中部支社

工　　期 2001年8月～2005年3月

構造形式 4径間連続波形鋼板ウェブPC・鋼複合斜張橋（混合橋）

橋　　長

820m

　波形鋼板ウェブPC箱桁（5室） ： 340m×2

　鋼床版箱桁橋（5室） ： 140m

総幅員43.8m～47.167m　（有効幅員 ： 40m～43.367m）

施工者
鹿島建設(株)・三井住友建設(株)・(株)横河ブリッジ共同企業体

オリエンタル建設(株)・大成建設(株)・川田建設(株)共同企業体

工事
数量

西工事

東工事

幅　　員

写真－6.6  下床版の管理用開口部 
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（２）本橋の特徴 

①世界初の波形鋼板ウエブＰＣ・鋼複合混合斜張橋 

斜張橋部を波形鋼板ウエブＰＣ箱桁，中間支点部を鋼床版箱桁とした複合混合橋梁で，波形鋼

板ウエブＰＣ橋の適用範囲（40～150m）を拡大するとともに，鋼桁との接合方式（図－6.10）

を開発し，更なるスパンの長大化（235m）を実現した． 

②世界最大規模の広幅員一面吊りの斜材定着構造 

上下線一体（総幅員43.8m）構造を中央一面吊りとし，斜材定着部にユニット化された鋼製定

着梁構造（図－6.11）を適用し，上部構造のスリム化と施工の効率化を図った． 

③主塔基部の鋼殻構造 

逆Y形のコンクリート製主塔基部に，厚板鋼板とＰＣ鋼材を組合せた鋼殻構造（図－6.12）を

適用し，従来構造では施工性の確保が困難な高断面力作用部材の合理的な補強設計を実現した． 

④耐震，耐風検討等による構造安全性の確保 

供用期間中に想定される劣化外力に対し，劣化予測によるシナリオデザインを行い，供用期間

中に更新が必要な部材や付属物と想定外（条件変更時）のシナリオによる維持管理計画を作成

するとともに，各種構造実験により構造安全性に関する検証を行った．本橋は，上記の取組み

などにより， 3年3ヶ月で上下部工を完成し，併せて経済性と耐久性を両立させた． 

 

 

 

 

図－6.9 矢作川橋一般図 

［単位：mm］ 

主塔頂部 

(Dリフト) 

主塔分岐部 

(Cリフト) 

主塔分岐基部 

(Bリフト) 

主塔基部(Aリフト) 

［単位：mm］ 



- 110 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）設計 11,13,17) 

  a）主塔基部の構造設計 

主塔は，交差条件から基部を絞り込む必要があり，周辺環境（水のイメージ）と調和するよう

デザインに活かし，大きく湾曲した形状（ティア・ドロップス）とした（写真－6.7，図－6.11

参照）．このため，主塔基部は，ＲＣ構造では構造性の成立が困難なため，構造および施工性とも

に合理的となる鋼殻構造とした．また，片持ちで主塔を支える受梁部は，図－6.11に示すように，

大容量の横締めＰＣ鋼材によりひび割れ幅を制御することで，耐久性能の確保を図っている． 

図－6.11 鋼殻構造 

図－6.10 接合部の構造 

図－6.11 鋼殻構造

 ［単位：

mm］ 
 

［単位：mm］ 

図－6.12 鋼桁との接合方式 
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本構造は，終局時の耐荷機構がディープビーム

の性状を示し，過去に実績のない構造となるため，

ぜい性的な破壊形態を避け，曲げ破壊先行型の破

壊モードとする必要があった．そのため，写真－

6.8 に示すように縮小模型（1/10）による耐荷力

確認実験を行い，終局時に曲げ破壊モードとなる

ことを確認し，設計の妥当性を検証した 13)． 

 b）主桁斜材定着部の構造設計 13,18) 

 本橋は，以下の理由から，図－6.12に示す鋼定

着梁方式である鋼製定着部とした． 

①鋼部材の使用による全体構造の軽量化 

②大容量斜材の定着部の耐荷力確保 

③工場での一体製作により斜材定着角の精度を確

保，波形鋼板ウエブと横桁鋼板とで格子を形成し，

安定した据付精度を確保 

④上記③のウエブと横桁に鋼部材を用いることで，

上下床版のコンクリートを分離（図－6.12参照）

できるため，上下床版の分割施工が容易となり，

工程短縮が可能 

主桁斜材定着部は，斜材からの力を主桁断面に

伝達させるため，主桁（波形ウエブ）と横桁（鋼

平板ウエブ）により形成される格子を中央セルの

交点部で支える構造とした．また，上下コンクリ

ート床版と鋼製定着部の接合方法は，耐荷性能，

経済性および施工性等から，孔あき鋼板ジベル

（Perfobond Leisten）とした． 

 上下線一体（８車線，総幅員 43.8ｍ）構造を，

中央１面で吊る主桁斜材定着部は，定着部，横桁

とも複合構造で世界初の試みであり，主桁の斜材

定着部と横桁構造の設計の検証を目的に，縮尺１／２モデルの供試体を用いた載荷実験を行い，

主桁斜材定着部が斜材耐力に対し，十分な耐荷力を有することを確認した（写真－6.9参照）．  

 c）耐震設計 13) 

架橋地点近傍では，数回の歴史的地震の経験と活断層の存在が確認されている．そのため，レ

ベル２地震の入力地震動に，①道路橋示方書に示される地震動，②架橋地点における過去・将来

を通じて想定される地震動（屏風山－猿投山北断層帯から想定）の２種類を考慮した． 

解析は，非線形特性を考慮した３次元立体骨組モデルとし，主塔はファイバーモデルにより軸

力変動の影響を評価した．この結果，応答値は許容応答曲げモーメント以下であることから，耐

写真－6.7 新東名高速道路 矢作川橋 

写真－6.8 受梁部耐荷力実験の状況 

写真－6.9 主桁の斜材定着部の耐荷力実験 
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震性能が確保されていることが確認された． 

 d）耐風安定性の検討 13,21) 

本橋は，支間長が200mを超えるため道路橋耐

風設計便覧（以下，便覧）22)の適用範囲外である

こと，および幅員 43.8m の高扁平断面の中央 1

面吊り構造のため，風洞実験により主桁の耐風安

定性を確認した．風洞実験の結果，風の乱れのな

い一様流（上流側から＋３度の気流仰角）では写

真－6.10 に示す渦励振が発生するが，図－6.13

に示すように架橋地点の気流の乱れを考慮した乱

流②（Iu =0.133～ 0.135）では渦励振が抑制され，

構造許容値を下回る応答となった．なお，図中

の便覧の許容値は，参考に算出したものである．

ここで，乱れ強さは風速変動の大きさを表す量

であり，地表祖度および高度により変化するも

ので，Iuは主流方向の乱れ強さを表している． 

また，現地における工事期間中の風応答観測

の結果，空力振動が懸念される風速域で Iu＞

0.135 を満足していることを確認し，耐風安定

性が確保されると判断した（図－6.14，6.15参

照）．  

なお，2005年３月の本橋の供用から，現在に

至るまで空力振動による問題は発生していない．  

（４）施工 13,14,16,17,21) 

ａ）主塔の工事概要 

ⅰ）工事概要 

逆 Y 字型の主塔は，沓座面からの高さが

109.6ｍで，コンクリート製主塔として我が国最

大の規模となる．主塔は，図－6.9 に示すよう

に部材断面や施工の特徴から４つの部位に分類

される． 

橋脚部（Ａリフト）および主塔分岐基部（Ｂ

リフト）は，主塔の自重，斜材を介した主桁の

自重および地震時荷重等，非常に大きな断面力

が作用するため，図－6.11に示すように引張部

材として鋼殻と，ＰＣ鋼材によってプレストレ

スを導入する構造とした 13)．当部位は，設置式

支保工によって施工し，リフト割は，橋脚部，

写真－6.10 一様流による渦励振の状況 

図－6.13 乱流中でのたわみの応答特性 

図－6.15 最大張出し時の主桁応答 

図－6.14 架橋地点の主流乱れ強さ（高度15m） 
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主塔分岐基部とも４リフトとした． 

主塔分岐部（Ｃリフト）は，塔の閉合部までの

部位であり，三次元的に曲線変化する45ｍの区間

で，断面寸法は塔高に応じて小さくなり，中空形

状（管理用昇降設備を組込んだ鋼製埋設型枠）を

有する．外周には主鉄筋（D51＠150×2 段），帯

鉄筋，中間帯鉄筋，および表面鉄筋等が配置され，

コンクリートの打設が厳しい断面構成となる． 

全体工事工程でのクリティカルパスとなる主塔

分岐部分の施工は，工程短縮と高所作業の簡略化

を目的に，クライミング足場（写真－6.11），鉄筋

のプレハブ化，型枠の大パネル化を採用した．ま

た，工期的な制約により型枠を十分な期間保持す

ることが困難であり，早期脱型によるコンクリー

トの耐久性低下を改善するために，4.2.1（３）で

述べたシラン・シロキサン系の浸透′性吸水防止剤

を含浸剤として塗布することとした（写真－6.12

参照）．これにより，施工サイクルを実働14日と

することが可能となった． 

主塔頂部（Ｄリフト）は，塔の閉合区間であり，

斜材定着部となる．当部位は，高強度コンクリー

トの圧縮強度を有効に生かす観点から，図－6.16

に示すように斜材ケーブル（4 本×16 段＝計 64

本）を交差定着する構造としたため，比較的小さ

な断面内に斜材定着部材，補強鋼材が密に配置さ

れる．当部位は，主塔分岐部に設けたブラケット

から総足場を組み立て，斜材定着部と水平打継目

の位置を考慮して，1 リフト（高さ 3.0～4.5ｍ）

を約14日サイクルで施工した．橋脚切欠き部は，

横締めＰＣ鋼材定着部をあと施工で巻き立てる部

位であり，ＰＣ鋼材の緊張，超低粘性型ＰＣグラ

ウト材を充填後に鉄筋，型枠を建て込み，コンク 

リートを打ち込んだ． 

次項に，超低粘性型ＰＣグラウト材の施工について述べる． 

ⅱ）超低粘性型ＰＣグラウト材の施工 15,21) 

3.5章で開発した超低粘性型ＰＣグラウト材を用いて，橋脚部横締めＰＣグラウトを施工した．

ＰＣグラウトの施工状況等を写真－6.13～6.15に示す．  

 

    

 

図－6.16 主塔頂部の構造 

写真－6.12 浸透性吸水材の施工状況 

P P 

P：斜材張力 P P 

写真－6.11 クライミング足場による施工 
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施工に際しては， 

①シースの接続は，バット溶着を用いシームレス化 

②躯体内のグラウトホースは，折れや潰れが生じ憎  

い可とう電線管（P F管 φ 28mm）を使用 

③橋脚両側にミキサ2台，ポンプ1台を各々設置し  

て注入速度15ℓ/分を確保 

④練混ぜ水温度調整用チラーを配置 

⑤練混ぜ水を自動計量装置で計量 

⑥有線通話を用いた情報伝達・作業指示等を実施し   

て，施工の合理化・品質の確保に努めた． 

ここでは，施工の一例として， 5段目のＰＣグラウ

ト（シース長52.611m）の施工について述べる．施工

結果の一覧を表－6.2に示す． 

ポンプ1台につき2台のミキサを設置し，超低粘性

型グラウトを使用したことにより，注入速度を最大20 

ℓ/分とすることが可能であった．また，ポンプの吐出

圧力も0.25N/mm2程度（実験時と同等）に抑制され，

円滑な注入作業が可能であった．また，シース1本当

たりの平均施工時間は 54 分であり，スピーディーな

施工を行うことができたものと考えられる．最頂部に

設置したファイバースコープの映像の例を写真－6.16

に示す．グラウト到達時には，写真右に示すとおり，

実験でも確認されたように，ファイバースコープによ

りＰＣ鋼より線をグラウトが覆うように充填されてい

く状況が確認され，信頼性の高い施工を行うことがで

きたと考えられる． 

 

写真－6.16 ファイバースコープの映像 

表－6.2 施工結果（５段目） 

写真－6.13 排気・排出ホースの設置状況 

写真－6.14 グラウトの排出状況 

写真－6.15 グラウトの充填確認の状況 
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b）主桁の工事概要 

総幅員43.8ｍの主桁は，施工性および経済性から，ＰＣ箱桁のウエブに波形鋼板を用いた複合

構造，およびＰＣ箱桁と鋼床版箱桁を一体化して連続する混合構造を採用した．ＰＣ箱桁の桁高

は柱頭部6.0ｍ，一般部4.0ｍであるが，波形鋼板ウエブ，高強度コンクリート，外ケーブル方式

の採用によって，コンクリートウエブ形式の箱桁に比べて上部工重量を約15％軽減している． 

西工事（表－6.1参照，図－6.9に示すP1~P3間，鋼床版箱桁含む）では，総幅員43.8mを有

する主桁は，容量約450tm のフレーム6基で構成された移動作業車を用いて，ブロック長8mで

張出し架設を行った（写真－6.17）．本橋の特徴として，床組部材が全て鋼部材で構成されるため，

下スラブと上スラブが完全に分離した構造となっていることが挙げられる．このため，下スラブ

の型枠と鉄筋組立て後に波形鋼板ウエブ，鋼製横桁および斜材定着部をセットしてコンクリート

を打設し，その後，上スラブの型枠，鉄筋，PC 鋼材を組み立てコンクリート打設した．張出し

架設の施エサイクルは，実働平均で14日であった．  

東工事（表－6.1参照，図－6.9に示すP3~P5間）では，工事の全体工程のクリティカルで更

なる急速施工が必要であったため，主桁張出し施工においてプレハブユニット工法を開発し実施

工に用いた．本工法は，図－6.17に示すように5室の箱桁を両外側のセルと中央セルの3分割と

し，主桁の鋼部材（波形鋼板ウエブ，鋼製横桁，斜材定着部），鉄筋，型枠を現場内の別ヤードで

先行製作し，それを運搬，架設した後，移動作業車内でユニット間の鉄筋，型枠を組み立て，コ

ンクリートを打設するものである（写真－6.18）． 本工法により，張出し架設サイクルを実働11

日とすることを可能とした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－6.17 大型移動作業車 写真－6.18 プレハブユニットによる架設 

図－6.17 プレハブユニット化を行った部位 
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（５）コンクリートの配合 16,21) 

本橋の各部位に使用したコンクリートの配合を表－6.3 に示す．本項では，主塔ならびに主桁

の本体コンクリート（設計基準強度60N/mm2）について述べる．  

コンクリートの配合は，生コン工場からの運搬時間（混雑時60分），高所・長距離へのポンプ

圧送，大量施工，高密度配筋部への打込み，振動締固め，広範囲の打設に対する打重ね時間間隔，

コテ仕上げ等の施工性を考慮し，温度ひび割れ，収縮ひび割れの抑制を考慮して単位水量，単位

セメント量が極力少なくなるように設定した． 

細骨材のＡＳＲに対する判定（化学法）は，川砂が「無害」であるに対し，山砂は「無害でな

い」となったため，山砂は，セメントの全アルカリが少なく，アルカリ総量規制が可能な低熱ポ

ルトランドセメントを使用する場合のみ使用することとした．なお，普通ポルトランドセメント

と山砂を組み合わせた場合でも，JCI AAR-3（コンクリートのアルカリシリカ反応性試験(コンク

リートバー法)）による照査では，ＡＳＲによる膨張は見られなかった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ）初期欠陥防止のための温度応力解析による検証とシナリオデザイン 

本橋は，設計基準強度 60N/mm2の高強度コンクリートで大断面部材に単位セメント量の多い

コンクリートを使用することから，計画・設計段階からセメントの水和熱に起因する温度ひび割

れの発生が懸念された．そのため，温度ひび割れの程度を推定するとともに，温度ひび割れを軽

減するための対策（セメントの種類，分割位置，養生方法等）により初期欠陥を防止し，橋梁の

耐久性を確保することを目的に，温度解析と温度応力解析を３次元のFEMを用いて実施のうえ，

必要な対策を講ずることとした．解析は，対象断面モデルを用い，［施工編］23)と試験によって得

られた強度特性，発熱特性等の特性値を用いた．また，ひび割れの発生は，ひび割れ発生確率の

限界値から求められるひび割れ指数によって照査することとした．ここで，ひび割れ指数は，コ

ンクリート供試体の引張強度の特性値と構造物に発生する引張主応力の応答率の比で表し，「ひび

割れの発生を許容するが，ひび割れ幅が過大とならないように制限」24)することを念頭に，ひび

割れ指数の目標値を1.0以上に設定した．以下に部位別の照査結果と対策を示す． 

水 ｾﾒﾝﾄ 混和材 細骨材 粗骨材
高性能

AE減水剤

配合A

橋脚部
主塔分岐基部
主塔分岐部

柱頭部
桁端部横桁

低熱
ﾎﾟﾙﾄ

91 20±2.5cm 4.5 36.0 43.5 153
425
低熱

-
742
山砂

1013
砕石

3.83

配合B
主塔頂部

中央径間鋼桁中詰
普通
ﾎﾟﾙﾄ

28
ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ
650±50mm

4.5 32.0 48.0 172
538
普通

89
石灰石
微粉末

川砂
1014
砕石

11.29

0.17kg
ｳｪﾗﾝｶﾞﾑ
0.24kg

β-ｸﾞﾙｶﾝ

配合C 橋脚切り欠き部
低熱
ﾎﾟﾙﾄ

91 20±2.5cm 4.5 36.0 43.5 153
425
低熱

-
742
川砂

1013
砕石

5.31
2.275kg

0.25vol.%

配合D 主桁張出架設部
普通
ﾎﾟﾙﾄ

28 20±2.5cm 4.5 32.0 42.1 160
500
普通

-
川砂

1015
砕石

6.00

配合E 側径間閉合部
普通
ﾎﾟﾙﾄ

28 20±2.5cm 4.5 32.0 42.1 160
480
普通

20
膨張材 川砂

1016
砕石

配合F 中央径間閉合部
低熱
ﾎﾟﾙﾄ

91 20±2.5cm 4.5 36.0 43.5 153
405
普通

20
膨張材

742
山砂

1013
砕石

3.83

普通ポルトランドセメント：密度3.16g/cm3、比表面積3,270g/cm2 石灰石微粉末：密度2.70g/cm3、比表面積5,780g/cm2

低熱ポルトランドセメント：密度3.22g/cm3、比表面積3,420g/cm2、C2S=52％ 山砂：密度2.55g/cm3、吸水率1.75％、粗粒率2.88、ASR「無害でない」

川砂：密度2.59g/cm3、吸水率2.11％、粗粒率2.86、ASR「無害」 高性能AE減水剤：ポリカルボン酸系

砕石：密度2.70g/cm3、吸水率0.56％、粒形判定実積率59.3％

短繊維：ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維、密度0.91g/cm3、換算直径0.56mm、長さ30mm

分離
低減剤

短繊維
配合
名

保証
材齢

（日）

単位量（kg/m3）空気
量

（％）

水結合
材比

（％）

細骨
材率

（％）

60

適用部位
ｾﾒﾝﾄ
種類

ｽﾗﾝﾌﾟ
（ﾌﾛｰ）

f'ck

（N/mm2）

表－6.3 コンクリートの示方配合 
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ⅰ）橋脚部および主塔分岐基部 

コンクリートの仕様および配合は，試し練りによって選定した数種類の配合について実験値（強

度発現特性，発熱特性等）を反映させた 1/4 対象断面モデルによる３次元 FEM 温度応力解析を

行い，その結果に基づいて決定した．解析結果の一例を表－6.4に示す．表に示す出力点（1，2）

は，Ｐ２橋脚のそれぞれの対象部位（図－6.18,6.19）の着目点（1，2）に対応している． 

 

橋脚部・主塔分岐部の最小温度ひび割れ指数の

経験値を図－6.18に示す．図に示すように低熱ポ

ルトランドセメントを用いることでひび割れ指数

を低減し，加えて保証材齢を 91 日として，単位

セメント量を減じた配合Ａを適用することとした．

なお，打設後１～２日後に内部拘束応力によって

温度ひび割れ指数が小さくなる表面部は，表面鉄

筋の追加，湿潤・保温養生，型枠存置期間の延長

（最大 75 日）によって対処することとし，幅

0.1mm 以上のひび割れが生じた場合には，シラ

ン・シロキサン系の浸透性無機系注入材を注入し，

初期欠陥に対する耐久性を確保することとした． 

ⅱ）主塔分岐部 

主塔分岐部は，施工サイクル上から打設後５～

７日程度で脱型する必要があり，脱枠時期の条件

を反映させ，図－6.19 (a)に示す温度応力解析を

行った．当部位についても，低熱ポルトランドセ

メントの使用（配合Ａ）が有効で，コンクリート

の圧送高さが70ｍに達する施工条件からも，粘性

の低い低熱ポルトランドセメントを用いた配合Ａ

が適していると判断した．なお，内部拘束による

表面ひび割れの対策として，ⅰ）に加え，浸透性

表－6.4 温度応力解析結果の一例（Ｐ２橋脚） 

図－6.18 最小ひび割れ指数分布 

（橋脚部・主塔分岐基部） 

(a)主塔分岐部    (b)主塔頂部 

図－6.19 最小ひび割れ指数分布（主塔部） 
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吸水防止材を塗布することとした． 

ⅲ）主塔頂部 

主塔頂部は，これまでの高強度コンクリートの施工実績 25)をはるかに上回る高所へのポンプ圧

送（高さ 120ｍ）を行う必要があった．さらに，斜材定着部の補強鉄筋が非常に密に配置されて

いること，限られた工期で斜材の架設および緊張を行うため早期強度（材齢 14 日で 50N/mm2

程度）が必要となることを考慮して，普通ポルトランドセメントを用いた高流動コンクリート（配

合Ｂ）を採用した．主塔頂部の温度応力解析の結果を図－6.19 (b)に示す．当部位は冬～初夏に

かけての施工となったが，普通ポルトランドセメントを使用した場合でも部材中心部の温度ひび

割れ指数は 1.0 以上であった．なお，内部拘束による表面ひび割れ対策として，型枠存置期間の

10日程度の延長とともに，ⅱ）主塔分岐部と同様，浸透性吸水防止材を塗布することとした． 

ⅳ）柱頭部 

柱頭部は，ＰＣ箱桁型式の橋梁では，最も

マッシブなマスコンクリートとなるため，温

度ひび割れが問題になり易い部位である．こ

のため，低熱ポルトランドセメントを用いた

配合Ａを適用して図－6.20 に示すように温

度ひび割れの軽減を図っている．なお，ひび

割れ指数が小さい部位については，補強筋を

配置することで更なるひび割れ幅の抑制を図

っている． 

ⅴ）張出架設部 

張出架設部のコンクリートには，限られた

工期における施工サイクルを確保するために，

プレストレス導入に必要な圧縮強度

（30N/mm2）が早期に求められた．強度発現

の観点からは，早強ポルトランドセメントの

使用が一般的であるが，過去の経験から，斜

材定着部（部材厚 900mm）や張出床版部の

温度ひび割れ，収縮ひび割れが懸念された．

そのため，養生温度が適切であれば普通ポル

トランドセメントを用いた場合でも，打設翌

朝にプレストレス導入に必要な圧縮強度が得

られることを確認し，夏冬を通して普通ポル

トランドセメントを用いた配合Ｄを使用する

こととした．   

ⅵ）ＰＣ箱桁・鋼床版箱桁閉合部 

ＰＣ箱桁と鋼床版箱桁との閉合部は，橋軸

長さ 1,950mm，部材厚 900mm のマスコン

図－6.20 最小ひび割れ指数分布（柱頭部横桁） 

(低熱ポルト) 

(早強ポルト) 

図－6.21 最小ひび割れ指数分布（中央閉合部） 
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クリートであること，閉合部コンクリートが既設コンクリートと鋼桁との両者に拘束されること，

日射や日温度変化による鋼桁の温度変形が大きいことから，温度ひび割れ，収縮ひび割れおよび

変形によるひび割れの発生が懸念された．また，鋼床版箱桁のセル内に施工する中詰コンクリー

トを先行打設することよって生じる鋼床版箱桁のたわみ変形や施工上の制約なども考慮して，コ

ンクリートの打設順序についても検討した． 

温度応力解析は，セメントの種類，膨張材の有無，コンクリートの打設順序，打設間隔等をパ

ラメータとして実施した．解析の結果，①鋼桁下床版中詰コンクリート打設（高流動コンクリー

ト：配合Ｂ）→②閉合部コンクリート打設（配合Ｆ）→（３日）→③鋼桁ウエブ・上床版中詰コ

ンクリート打設（配合Ｂ）という施工方法が，施工の制約内で最善の方法であった．最小ひび割

れ指数の経験値は図－6.21に示すとおりであり，ひび割れが発生しやすい結果となったが，低熱

ポルトランドセメントの使用と膨張材を併用することで，材齢初期の表面ひび割れ程度に抑制で

きることを確認した．なお，発生するひび割れに対しては，浸透性樹脂注入および床版防水によ

って対処することとした． 

b）第三者影響度の確保のためのコンクリートのはく落防止対策の適用 

ⅰ）橋脚切欠き部 

橋脚切欠き部は，あと施工となること，オーバーハングした橋脚下が一般道路となることから，

第三者影響度の確保を目的に，4.3.2で述べたポリプロピレン短繊維補強による剥落防止対策を講

じた．コンクリートは，表－6.4に示す配合Ｃであり，配合Ａにポリプロピレン繊維を0.25vol.％

混入した配合である．繊維混入量については，筆者らの既往の研究 26)から30万本/m3の繊維が混

入するよう定めた． 

繊維は生コンクリー工場内でベースコンクリートを積載したアジテータ車に投入して撹拌した．

事前の検討と同様にファイバーボールの発生は少なく，分散状況は良好であった．切欠き部につ

いても，補強鉄筋が密に配置され，繊維混入によるコンクリートの間隙通過性の低下も懸念され

たため，打込み地点に作業員を配置して振動締固めを入念に行った．なお，36ｍブームを介した

ポンプ施工についても問題なく施工することができ，4.3.2で開発した対策の実用性が確認された． 

c）水回り（劣化因子の侵入抑制）のための高性能防水の適用 

前述したように，初期欠陥防止のために温度応力解析による検証を行い，万が一，ひび割れが

発生した場合の対策のシナリオを作成し対処することとしたが，幅員43.8mと世界最大規模を有

する新旧の張出ブロックの打継ぎ目において，解析と現場の差などによる拘束条件の違いによる

ひび割れの顕在化が危惧された．そのため，将来に渡って耐久性を確保することを目的に，我が

国で初めて4.2.1（５）で開発した

高性能床版防水（グレードⅡ）を

適用することとした．高機能床版

防水の施工状況，および赤外線カ

メラによる防水層の上面に舗設す

るアスファルト舗装の施工管理

（温度管理）の状況を写真－6.19

に示す． 写真－6.19 高機能床版防水の施工と施工管理 
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（６）コンクリートの性状 

代表的な配合（Ａ，Ｂ，Ｄ）のフレッシュコンクリートの性状を写真－6.20に示す．いずれの

コンクリートも，流動性の保持時間は2時間以上であり，圧送を含めた運搬時間やコールドジョ

イントに対して，十分な施工性能を有することを確認した．また，夏期においては，3.3 で述べ

たように，経時保持性能を付加した高性能ＡＥ減水剤を用いることで，同等の性能が得られるよ

う対処した． 

圧縮強度の発現特性は図－6.22 に示すとおりであり，普通ポルトランドセメントでは材齢 28

日，低熱ポルトランドセメントでは，材齢 91 日で目標強度に達するよう水セメント比を調整し

た．なお，膨張材やポリプロピレン短繊維の混和は，コンクリートの性状に与える影響は小さい

ものであった．特に，ポリプロピレン短繊維については，4.3.2で述べたコンクリート片の剥落防

止対策による試験結果と同様な結果が得られた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

配合A 

低熱ﾎﾟﾙﾄ 

W/C＝36％ 

W=153kg/m3 

 

配合D 

普通ﾎﾟﾙﾄ 

W/C＝32％ 

W=160kg/m3 

 

 

配合B 

普通ﾎﾟﾙﾄ 

W/C＝32％ 

W=172kg/m3 

併用系高流動 

（ランク２） 

図－6.22 各配合の強度発現特性（標準養生） 

写真－6.20 フレッシュコンクリートの性状 
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（７）まとめ 

新東名高速道路矢作川橋は，2005 年 3 月開催の「愛・地球博」や中部国際空港のアクセス道

路となること，および名古屋圏の交通渋滞緩和などの観点から，３年３箇月（39箇月間）で橋体

を完成させ，併せて，構造安全性 18)はもちろんのこと，トレードオフの関係にある耐久性と経済

性の確保を図る必要があった．そのため，事業者主導による産官学の委員からなる「第二東名高

速道路矢作川橋の設計・施工に関する技術検討委員会」（委員長：池田尚治・横浜国立大学名誉教

授）を組織し，要所・要所で貴重な意見や指導を頂いた 19,20)．また，地域からの工事に対する施

工時間帯の制約（9時～17時）の下，工事期間の制約

や精神的にも厳しい状況のなか，土・日曜日の時間帯

と場所限定で積極的に地域の皆様に現場を解放（写真

－6.21参照）したことにより，正月の 1，2 日以外の

早朝から深夜に及ぶ施工に関して賛同を得ることがで

きた． 

以上により，愛・地球博の開催前に高速道路や他の

アクセス道路も開通を迎えることができた． 

本橋は，世界初の波型鋼板ウエブ複合・混合斜張橋

であり世界最大支間235m を有しているが，頭書の目

標どおり，上部工を約1年間，基礎工を含む橋体を計３年３箇月で完成した．また，初期欠陥の

防止のための性能照査と予期せぬ変状の発生に対するシナリオデザイン，および各種実験による

設計の検証等により，構造安全性と耐久性を確保できたものと考えている．なお，これらの性能

照査により世界最大規模の幅員43.8mの中央一面吊り構造の採用，工場制作ケーブルの使用およ

び工程短縮などにより，経済性も両立できたものと考えている．図－6.23にＰＣ斜張橋の橋面１

ｍ２当りの工事費を示すが，スパン 235ｍの工費を見ると約 25％のコスト縮減となる．なお，工

事請負人からのヒヤリングでは「適正な利益が得られた」とのことであり，工事終了後，工事関

係者が社内で主要な立場に移動できたことからもコスト的にも適正であったものと考えている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図－6.23 ＰＣ斜張橋の橋面１ｍ２当りの工事費 21) 

写真－6.21工事現場の地元解放の例 21) 
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6.3  革新的（持続可能）な手法によるアプローチ 

 6.3.1  はじめに 

 前項で述べた事業者主導により高速道路の建設・維持管理を行うためには，インハウスエンジ

ニアにおいても高度な知識と経験を有する適切な人材（土木技術者）27）が組織の階層毎に存在す

ることが前提であり，併せて，第５章で述べたＢＭＳなどの道具が必要なことは言うまでもない． 

ところが，NEXCO中日本においては，2005年10月1日の日本道路公団分割民営化に伴う組織

再編により，土木技術者の階層の歪と薄層化が進み，かつ土木技術者のラインや組織的な人材育

成が不十分であったことなどから，中堅層以下の人材の育成がなされておらず，組織全体として

技術的判断に関する責任の所在が不明確な状況にあると考えられ，危機的な状況にある．また，

社会的な背景から来る事業費の縮減（民営化に際して維持管理費が30％削減）により，必要な維

持管理が十分に出来ていない現状があると考えられる． 

 一方，民間や大学においても，少子高齢化や建設産業の低迷等による他産業への人材流出の影

響を受け，土木分野における人材や労働人口が不足している状況にある． 

 本項ではこのような状況を鑑み，限られた人材を如何に効率的・実効的に教育・活用するか，

また，どのような手法で持続可能に橋梁の要求性能を保持できるかについて，民間（建設業界）

のノウハウの活用として試行した設計・施工一括発注方式（以下，ＤＢ方式）の検証，およびこ

れらを行うために必要な組織・人材育成の方法など，本研究を実務に結びつける検討を行った． 

 

 6.3.2  民間のノウハウの活用としての設計・施工一括発注方式の試行と検証 

 （１）はじめに 

第1章でも述べたように，政府の骨太方針における財政健全化の概要 28)における「主な歳出分

野における重点化・効率化の考え方」の一つに「民間資金・ノウハウを活用するＰＰＰ／ＰＦＩ

への抜本的転換等」が挙げられている．NEXCO中日本では，事業者主導による高速道路の建設・

維持管理が困難となった場合の選択肢の一つとして，民間（建設業界）のノウハウの活用（民間

活力の導入）を考えている．ここでは，民間のノウハウの活用として，新東名高速道路において

高速道路会社で初めて実施した橋梁工事におけるＤＢ方式について，試行結果を考察のうえ民間

活力の導入の検証を行うこととした． 

（２）ＤＢ方式の試行と考察 

ＤＢ方式の試行とその検証については，新東名高速道路において実施した3件の橋梁工事につ

いて，工事請負人や技術提案者出来なかったゼネコン関係者を含めたヒャリングや工事成果を基

に検証することとした． 

 ａ）NEXCO中日本におけるＤＢ方式 

NEXCO中日本においては，「設計・施工一括発注方式導入検討委員会報告書」29)を参考に，平

成19年度からＤＢ方式の橋梁上下部工一体工事を試行発注し，平成24～26年で工事を完了して

いる．一般的な高速道路会社の橋梁上下部工一体による工事発注は，下部工高さが概ね 40m 以

上，かつ上下部工がラーメン構造の場合を対象としており，工期短縮およびクレーンや工事用桟

橋等の有効利用の観点から実施される場合が多く，下部工（基礎工含む）が詳細設計，上部工が

基本設計で発注されている． 
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NEXCO中日本のＤＢ方式は，上記の条件に加えて，用地買収や許認可等の制約が少なく発注

後の条件変更が想定されない場合を対象とし，下部工を基本設計，上部工を計画設計レベルの設

計により工事費算出し，道路規格，線形条件，現地条件，地形図等の基本的な設計・施工条件の

みを示し，民間（建設業界）のノウハウが十分に活用できるよう最小限の条件で発注している 30)． 

表－6.5に最初のＤＢ方式による新東 

名高速道路青木川橋において求めた技術 

提案項目を示す．表に示すように技術提 

案は，設計から施工計画，工程，維持管 

理までの広範囲とし，ＤＢ方式の本来の 

目的とする「技術力のある会社を選定する」 

技術提案としている．また，その後の技 

術提案もこの考えを継承し，対象となる 

工事の特色により，技術提案として求める

項目を選定している． 

青木川橋における技術提案に係る評価 

は，事業者内で開催する学識経験者を交 

えた技術審査会において，提案の優劣に 

より相対的に評価のうえ，下式に示すよ 

うに評価に応じた加算点として最大30 

点を加算することとした． 

 

 

 

ここで，評価値は，価格当りの工事品 

質と捉え，最も評価値の高い技術提案者 

を落札者とすることとしている． 

また，本工事については，入札手続き 

にかかる期間として，技術提案を含む申 

請書（入札価格含む）の提出期間を，各 

社の持つ技術力を判断するため，敢えて 

短期間の45日間に設定した．なお，本 

工事の入札後に技術提案を提出した各社 

と提出の無かった会社からのヒャリング 

の結果，提示した期間ではスーパーゼネ 

コン以外の参加が困難との指摘もあり， 

入札参加機会の公平性等も考慮のうえ， 

次回以降のＤＢ方式適用工事から，検討期間を９０日間とした 31,32)． 

 

提案項目 要 求 資 料 

1) 技術提案の概要 

 

・提案橋梁形式名 

・各構造の提案形式 

（上部工，下部工，基礎工） 

・設計手法 

2) 維持管理に関す

る技術的所見（ライ

フサイクルコスト，

維持管理の手法等） 

【供用中に生じる経年劣化箇所】 

【点検時の着目点】 

【着目箇所の点検方法】 

【経年劣化箇所の補修作業方法】 

3) 構造の成立性に

関する技術的所見

（構造安定性，耐久

性） 

 

【具体的な設計手法の記述】 

【理論または実験等による検証内容】 

【設計計算上の主な制限事項】 

【ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀに基づく基礎地盤の評価】 

【耐久性の考えについて記述】 

【耐久性確保のための方策】 

4) 品質，出来形，現

場条件，安全確保等

に関する技術的所見 

 

【品質の管理基準と管理方法について記述】,

【主要材料の品質規格・品質基準】, 

【新材料を使用する場合の性能の確認方法】,

【出来形管理手法】,【出来形精度の考え方,適

用基準について記述】,【現場条件において遵守

しなければならない留意事項等を記述】,【安全

管理計画について記述】 

5) 施工実績(従来工法の場合は提案者が施工した主な実績，新工法提案

の場合は施工実績や試験施工実績，研究，開発，特許等) 

6) 施工計画・工程計画（高橋脚施工法，架設工法，工期等） 

7) 周辺環境・景観に関する技術的所見（交通振動対策， 

騒音対策，排水対策，自然保護対策，景観性等） 

表－6.5 青木川橋の技術提案項目 31,32) 

評価値＝（標準点 100 点＋加算点（最大

30点））/入札価格（少数点以下 4桁） 
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 b）ＤＢ方式の試行工事の技術提案と考察 

 新東名高速道路で試行したＤＢ方式31)の各工事における技術提案と評価値の比較を事業者の標

準案とともに表－6. 6に示す．ここで，表に示す標準案は，高速道路で一般的に用いられている

橋梁形式で，技術提案された橋梁形式の技術評価点の評価および契約制限価格の算出に用いてい

る．なお，表中の着色箇所が採用された技術提案である．  

 

 

以下に，工事毎のＤＢ方式の技術提案と考察を述べる． 

 ⅰ）青木川橋工事 31,32) 

本工事は，橋長約620mおよびその施工に必要な工事

用道路を含む工事で，技術提案の範囲は，橋梁上下部工

および仮桟橋などの仮設工とし，橋梁形式，径間割りは

提案者の任意とした．その結果，上部工は，標準案（事

業者案）の二室箱桁からリブ付き一室箱桁（図－6.24），

下部工は，標準案の鋼管・コンクリート複合橋脚から，

ＲＣ中空断面橋脚の等断面とすることで，技術提案者の

得意とする工法が選定された．32)  

一方，この工事は高速道路会社初のＤＢ方式適用工事

であり，他のＤＢ方式適用工事と比べて入札参加希望者

表－6.6 ＤＢ方式の各工事における技術提案と評価値 

 

図－6.24 事業者案と技術提案の比較 

［単位：mm］ 
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が多かつたことから，入札価格が事業者の積算額に比べて 80.3～90.5%となった．また，技術評

価点は最大 30 点としているため，価格評価点のウェイトが高くなっており，技術評価点により

受注者が決定されず結果として「価格競争」となった．そのため，この価格評価点のウェイトで

は，受注者決定に技術力による優位性を持たせられなくなる危険性があると判断し，次回以降は，

価格評価点のウェイトを変更することとした． 

ⅱ）郡界川橋工事 33) 

本工事は，約800mの橋梁工事である．標準案（事業者案）および技術提案（ＤＢ案）の一般

図を図－6.25に示す．提案は，ＬＣＣ低減の観点から，掘込み式橋脚により橋脚に作用する地震

時水平力の分散を行うとともに，上部工のクリープおよび乾燥収縮に伴う不静定力への対応とし

て水平加力反力調整を行うことで，橋長740mを連続化（ジョイントレス化）したラーメン構造

（最大支間長 124.0m）としている．また，高強度 PC 鋼材および高強度コンクリート

（fck=50N/mm2）を用いることで死荷重を低減し，ウエブをコンクリート構造とすることで鋼材

メーカへの外注経費を削減している．なお，主桁，橋脚などに等断面を用いることで，施工性の

向上が図られている． 

本工事では，契約制限価格の算出には，調達事務の簡素化の観点から過去の実績を利用した．

また，青木川橋工事の教訓から，技術評価点を最大 50 点とした結果，落札者は提案の最高評価

者となった．一方，評価点を青木川橋工事と同様に 30 点満点とした場合には，最低価格者が落

札者となる可能性があり，技術評価点のウェイトが適切であったと考えている．（表－6.6参照） 

［単位：mm］ 

(a)事業者案 

体一般図 

(b)DB 案 

体一般図 
図-6.25 郡界川橋の一般図 

※E：弾性支持，R：剛結を示す． 

※E：弾性支持，R：剛結を示す． 
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ⅲ）佐奈川橋工事 34) 

本工事は，橋長約700m，最大橋脚高さ約90mの橋梁工事で，新東名高速道路の愛知県域にお

ける供用のクリティカルとなる工事の一つであった．本工事は，高速道路の標準的な橋梁形式（標

準案）と橋梁本体工事での工程短縮策（大型移動作業車の採用や建設資機材の追加等）のみの対

応では必要な工程短縮が図れないことから，主に工期短縮に主眼を置いたＤＢ方式を適用した． 

技術提案では，上部工はコンクリートウエブ，下部工は高強度材料を用いて断面を縮小するこ

とで死荷重を軽減している（図－6.26，6.27 参照）．その結果，固有周期が標準案の 2 倍程度と

長くなっている．また，標準案では別発注のトンネル工事の施工工程がクリティカルとなってい

たが，提案では工事用道路を別途整備することで，トンネル工事の工程上のクリティカルがなく

なり，1年5ヶ月の工程短縮を可能にしている．なお，評価方法は，最大100点の技術評価点と

価格評価点を1対1のウェイトとした．その結果，技術評価点と価格評価点とも1位の会社が落

札者となり，工費も約3割の削減となった．（表－6.6参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c）ＤＢ方式における技術提案に関するまとめ 

ＤＢ方式による技術提案は，表－6.6 に示すように，上部工はコンクリートもしくは波形鋼板

ウエブ箱桁，下部工は中空断面ＲＣもしくは鋼管・コンクリート複合橋脚が多く採用されている．

これらは，NEXCO中日本の想定範囲の形式であり，当初期待した画期的な提案は皆無であった．

図－6.26 佐奈川橋の一般図 

図－6.27 佐奈川橋の橋脚の断面図 

［単位：mm］ 
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これは，確実な受注を優先し，新しい形式には敢えて挑戦せず，提案者が今までの橋梁型式を意

識した結果と考えられる．また，提案書の作成は限られた時間で行わなければならないリスクか

ら，高度な技術力と判断力を必要とするため，限定された会社からのプロポーザルが多くなった

と考察される． 

（３）ＤＢ方式の検証結果 

 ＤＢ方式の検証の結果，工事目的物全体を技術提案者が設計することで施工の自由度が増し，

リブ付床版や高強度鉄筋の採用，高橋脚の施工にセルフクライミング工法，主桁の張出し架設に

超大型移動作業車を用いる等，自社の持つノウハウが導入し易くなり，受注者が保有する技術や

資機材を有効的に用いることが可能となった．このため，コスト面（平均で約２割縮減）および

工期短縮（平均で1年間程度）においても，民間のノウハウを取り入れることにより期待するも

のとなったと考えられる．さらに，技術力の高い技術提案者が設計と施工を行うことで，耐久性

の高い橋梁の建設が図れたものと考えられ，維持管理コストの低減も期待される． 

一方，新技術・新工法や設計の成熟度の判定を行うため，事業者にも橋梁の計画・設計，施工，

維持管理に関する経験に基づいた高度な技術力（知識，判断力など）が求められるため，継続的

な人材育成が不可欠であると考えられる．特に，技術提案者の経験が無い維持管理については，

工事発注後の設計と施工においてリーダシップを発揮し，技術提案にとらわれない本質を見極め

た適切な工事指示を行えるよう技術力を高める必要がある． 

また，今後の課題として，施工条件および選定基準を厳選することで，過去の採用方針に縛ら

れない自由な提案ができるようにすることが重要であると考えられる． 

（４）まとめ 

 事業者側のＤＢ方式導入の目的は，調達の省力化とコスト縮減を行い，かつ確実に質の高い構

造物の構築が行われるよう技術力による競争の促進を図ることであった． 

ＤＢ方式による発注では，試行工事の３件を併せて考えると，技術評価点が最も高いものが受

注する確率が高くなっていることなどから，「公共工事の品質確保の促進に関する法律」35)の基本

理念の趣旨である「価格競争」から「価格と品質で総合的に優れた調達」への転換がなされてい

ると考えられる．また，その結果として，適格性を有しない建設業者の排除や民間事業者の能力

の活用などが達成されていると考えられる． 

本項により得られた結論を以下に示す． 

①工事目的物全体を技術提案者が設計することで，施工の自由度が増し，リブ付床版や高強度

鋼材の採用，高橋脚の施工にセルフクライミング工法，主桁の張出し架設に超大型移動作業車

を用いるなど，受注者のノウハウや資機材を有効的に用いることが可能となった． 

②このため，コスト面および工期短縮においても，民間のノウハウを取り入れることにより十

分に期待するものとなったと考えられる． 

③また，技術力の高い技術提案者が設計と施工を行うことで，耐久性の高い橋梁の建設が図れ

たものと考えられ，維持管理コストの低減も期待される． 

④ＤＢ方式の利点を生かし今後とも活用していくため，想定外の条件変更も起きないように，

事業者が施工条件を厳選し，併せて選定基準の一層の明確化が望まれる． 

⑤技術提案者が過去の橋梁型式に縛られない自由な提案を出来るよう技術評価基準を明確にす
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ること，および技術提案者の入札意欲を高めるための検討費用へ軽減等の対処方法の確立も必

要と思われる． 

⑥さらに，事業者において，新工法，設計の成熟度の判定を行うため，橋梁の計画・設計，施

工，維持管理に関する経験に基づいた高度な技術力（知識，判断力など）が求められるため，

継続的な人材育成が不可欠であると考えられる． 

 

  6.3.3  組織・人材育成のあり方 

（１）はじめに 

 NEXCO中日本の組織能力は，日本道路公団の分割民営化に伴う組織再編による土木技術者層

の階層の歪と薄層化，および専門部署のライン整備や人材育成の不足等により中堅層以下の人材

の育成が不十分であり，併せて，組織全体として技術的判断に関する責任の所在が不明確な状態

にあることから，分割民営化前と比較して弱体化は否めない状況にあると考えられる． 

  企業の組織能力は，企業がある経営目標を達成するうえで，競合他社に対する優位性を確保す

るための基本的な構想における「競争戦略」として捉えることができる．企業の競争優位に関す

る経営戦略研究として，ハーバード大・ビジネススクールのマイケル・E・ポーターが1980年代

に唱えたポジショニング・アプローチ（PV：positioning view）36)が現代に至るまで強い影響を

与えている．PV とは，企業の業績が所属する産業構造や市場における枠組みのなかで，自社を

いかに位置付けるか（ポジション）に焦点を当てたものである．そのため，自社を取巻く環境条

件のなかで，自社が優位性を保てることが可能なポジションニングとするための戦略を構築する

ことを推奨している．近年，この PV に対して，自社の内部（資源や能力）を中心として経営戦

略を考えるのが資源ベース・アプローチ（RBV：resource-based view）である．RBVでは，自

社が取扱う製品やサービスの背後にある自社の強み（能力）を分析し，それをいかに伸ばしてい

くかに焦点を当てることに特徴がある．このため，RBVは，長期的かつ成長志向的な性質を持っ

ていることから，日本企業の経営スタイルとの親和性が高いと考えられる． 

 ところがRBVにおいては，組織能力の捉え方に関して，例えば，「資源」，「ケイパビリティ」，

「コア・コンピタンス」など多くの表現方法が存在しており，統一的な定義が定まっていない状

況にある．そのため，本項では，より実践的な経営戦略として，ゲイリー・ハメルと C・K・プ

ラハラードの提唱する「コア・コンピタンス」37)の考え方を取入れ組織能力の検討を行うことと

する．ここで，コア・コンピタンスとは，企業の競争優位の源泉となる中核的な能力（技術やス

キルなどの企業の強み）という概念と捉えることとする． 

本項では，高速道路の橋梁を持続可能に建設・管理していくために必要となる組織・人材育成

の方法について，NEXCO中日本グループ（以下，グループ）を例として，求められる『重要組

織能力』をコア・コンピタンスの観点から整理するとともに，具体的な重要組織能力とその強化

策について検討した．  

（２）重要組織能力の検討 

 重要組織能力の検討では，現在の組織能力ついてＳＷＯＴ分析により自社の強みと弱みを分析

し，求められる能力（人材育成の方向性）を図－6.28 に示すように作成した．ＳＷＯＴ分析 38)

とは，企業の全体評価を行うための分析手法で，強み（Strength），弱み（Weakness），機会
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（Opportunity），脅威（Threat）の4つの視点から評価を行う．ＳＷＯＴ分析では，企業（事業

単位）を内部環境（強み・弱み）と外部環境（機会・脅威）に分けて評価・分析するが，ここで

は，内部環境分析を行った．図に示すように，グループの現況の組織能力は，各部門別で異なる

が，NEXCO中日本（本体；ゼネラリスト）の母集団は，技術力と調整能力も低い「領域Ⅳ」に

位置しており，将来的には，現在大半を占める企画系の人材を調整能力の高い「領域Ⅱ」に，専

門系の人材は厳選のうえ技術力の高い「領域Ⅰ」に育成するのがよいと考えられる． 

 

これらの結果を基に，高速道路の橋梁を持続可能に建設・管理していくために必要な「重要組

織能力とその強化策」をまとめた．  

（３）組織能力と成功の定義 

 重要組織能力の定義を，「会社をリードし．社会に貢献する上級技術専門能力」と位置付け，組

織能力と成功の定義を次のとおり提案した． 

 a)組織能力の定義；  

高速道路の建設～保全の各段階（計画，調査，設計，施工，点検，補修・補強）でＰＤＣＡを

回しながら長年の経験によって培われた「高い倫理観，専門分野における高度な知識および豊富

な経験に基づく広範な見識により，高速道路事業はもとより社会に対して分野を超え多面的な貢

献が出来る能力」． （※「土木学会・特別上級土木技術者」と同等とした） 

 b)成功の定義； 

 高速道路の建設～保全の各段階において，調査・設計コンサルタント，工事会社，材料メーカ

および許認可等を行う官公庁との間で，事業の後行程を見据えた専門分野における高度な知識と

豊富な経験に基づく広範な見識を発揮し，組織内の技術専門能力を向上させることで，会社等と

のコラボレーション能力の発揮により，規準類の制定・改訂による事業執行の効率化，新技術・

図－6.28 NEXCO中日本グループの現在の組織能力と求められる能力（案） 

 

 

技
術
力 

調整能力 

高 

高 

低 

低 

大学教授等 
中日本（専門系） 

★ 
究極の 

到達目標 

本
省 

中
日
本
（
企
画
系
） 

メ
ン
テ 

［凡 例］ 
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     （保全点検担当）  

メンテ ： メンテナンス会社 
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    ： 組織の現況能力 

 

       ： 組織あるいは分野毎の育成

の方向性 

※図形の大きさは規模感を示す． 
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新工法の開発による構造物の安全性と耐久性の確保等により，より安全で安心・快適な高速道路

が構築されている状態．また，他のインフラ分野にも多面的に貢献が出来ている状態． 

c)目標値； 

目標値は，ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility）の観点から，社会に対してわかりやすく

社会に貢献することを示す指標とする必要があることから，土木学会フェロー会員の人数を目標

値として提示した．ここで，フェロー会員とは「土木分野の見識に優れ，責任ある立場で長年に

わたり指導的役割を果たし，学会の重要な活動に従事するなど社会に貢献してきた正会員の中か

ら理事会が認めた方」とされている．目標値を以下に示す． 

 ・2015年までに日本を代表する技術者（スペシャリスト）の客観的な評価として，土木学会の

フェローを5名以上とし日本の高速道路会社で１番（現況は最下位）とする． 

 ・2017年には，土木学会のフェローを10名以上とし，国交省を上回り道路分野の事業者とし

て国内トップとする． 

 以下に，専門家として，主に本社に配置する日本を代表する技術者（スペシャリスト）と支社

等に配置される技術者（専門職や照査者等）の役割を示す．なお，下記に例示した資格は，本人

の意欲を計るための客観的な指標と位置付け，専門家の到達点ではないことを明確にした． 

 ◇スペシャリストの役割（「土木学会・特別上級土木技術者」相当 ）  

  ※同等な資格： 技術士[総合監理部門]，技術士[建設部門]（平成 12 年度以前の試験合格）

もしくは博士（工学）+コンクリート診断士，コンクリート構造診断士等の複数資格    

  ・「構造物の性能確保」：学会を通じた社内外の規準類の策定と改訂，グループ内の技術支援 

  ・「人材育成」    ：グループ内のゼネラリストの教育，スペシャリスト候補者のＯＪＴ 

  ・「技術開発」    ：新技術・新工法の開発 

 ◇専門職（照査者）の役割（「土木学会・上級土木技術者」相当）    

  ※同等な資格：  技術士[建設部門]（平成 13 年度以降の試験合格）+コンクリート診断士，

コンクリート構造診断士等の複数資格  

  ・「構造物の性能確保」：構造物の診断結果の評価・判定，補修工法の立案などグループ内の

技術支援（「照査者」の位置付け） 

  ・「人材育成」    ：ＯＪＴによるグループ内の現地支援等 

  ・「技術開発」    ：事務所で行う試験施工等の技術支援  

（４）業務プロセス 

  a.『専門家のラインを整備』； 

NEXCO中日本の組織階層である工事事務所～支社～本社の各階層に，専門家のラインを以下

に示すように整備する．なお，支社での配置は実務（現場）と直結したチーム（以下，Ｔ）とし，

本社での配置は技術本部の各技術Ｔとした． 

工事事務所，保全サービスセンター（以下，ＨＳＣ）⇒支社技術担当Ｔ（計画設計Ｔ，環境・

技術Ｔ等）⇒本社技術本部技術担当Ｔ（道路技術Ｔ，構造Ｔ，施設Ｔ等）   

    ここに， 

チーム（Ｔ）；課と同意語 

ＨＳＣ   ；管理事務所と同意語 



- 131 - 

 

  b.『キャリアパスの設定による人材育成』； 

設定したキャリアパスの各階層で習得させる経験（技術）は，以下のとおり設定した（図－6.29

参照）．なお，各階層における文頭の①～⑪の番号は，図中の番号を示す． 

①本社，支社研修       ：グループ全体の仕事の流れと『NEXCO 中日本イズム（安全を

最優先し，自ら進んでイノベーションを行う姿勢）』の習得  

  ②③工事（事）・工事区等：現場での「道づくり」や「道まもり」の基本（要領等の規準類に

基づいた計画・設計，工事監理）の習得，「対人関係の構築力」を経験 

  ④支社・技術担当等   ：「道づくり」や「道まもり」を実践（要領等の規準類を超える計

画・設計，工事監理）を経験，「ビジョン設定力・リーダシップ」を経験  

  ⑤～⑦本社・技術担当等 ：学会活動等を通じた社内外の規準類の制・改定を経験，「ビジョ

ン設定力・リーダシップ」や「対人関係の構築力」の醸成と専門知ネットの形成開始  

  ⑧工事長，本社・技術部のサブリーダー（以下，ＳＬ）：安全でＬＣＣが最適な「道づくり」

（国内を代表する構造物の設計，工事監理）を経験，専門知ネットの形成 

  ⑨支社・技術担当のリーダー（以下，Ｌ）等：安全でＬＣＣが最適な「道づくり」と「道ま

もり」を実践，「ビジョン設定力・リーダシップ」の発揮（実践） 

  ⑩本社・技術担当Ｌ以上：高速道路事業はもとより社会に対して分野を超え多面的な貢献 

  c.『技術研修・専門家によるＯＪＴの充実』 ； 本社技術本部 

（５）人事・評価制度 

a.『人材育成戦略の作成と検証』 ；  

専門家（候補者含）のリストアップおよびキャリアパス作成・管理を，本社技術本部と人事部

で連携して行う．なお，キャリアパスは，本人のキャリアプランと適正を基に設定し，１組織に

２～３年を基本とする．また，専門能力の評価は，技術本部スペシャリスト（専門主幹）が実施

する．以下に，具体的なキャリアパスの設定と資格要件等を示す． 

 ・本人の志向，適正および専門能力を評価し，専門家（候補含）リストを技術本部で作成． 

 ・人事Ｔと技術本部で専門家（候補含）リストをもとに，個人毎のキャリアパスの設定． 

 ・支社・技術担当Ｔの担当者（Ｔ1；30才前後）で専門家としての適性を技術本部で判断． 

 ・支社・技術担当Ｔ～支社・技術担当ＳＬクラスまでに資格取得（技術士，博士）．少なくとも

技術士資格が無ければ次のステップに進めないこととする． 

 ・本社・技術本部担当クラスのうち希望者は，内外の大学での学位取得．学位の既取得者は，

内外の研究機関（e.ｇ.大学，国総研，ＬＣＰＣなど）や実務機関（e.ｇ.ＳＥＴＲＡやＦＨＷ

Ａなど）に研修（出向）派遣． 

 ・専門家の成長過程に応じた専門能力から見た成功の定義を図－6.29に示す．なお，資格につ

いては目安とした． 

  本社・技術本部担当クラス（図中Ⓐ； 技術士（博士）＋コンクリート診断士，コンクリー

ト構造診断士等の複数資格の取得，学会活動の開始（土木学会3種等の平委員）．   

  本社・技術本部ＳＬクラス（図中Ⓑ； 上記資格＋技術士・総監（博士）の取得，学会活動

（土木学会示方書委等の委員や役付委員）．                

  本社・技術本部Ｌクラス（図中Ⓒ； 上記の資格取得，学会活動（複数学会の委員や役付委員）．                                                              
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  本社・技術本部主幹クラス（図中Ⓓ； 上記の資格取得＋博士の取得，学会活動（複数学会

の役付委員，土木学会フェロー）．                           

 

b.『モチベーションアップの方法』 ；  

 ・専門主幹が対象となるスペシャリストコース（以下，Ｓコース）の更なる活用を図るため，

若年層を新Ｓコースに任用する． 

 ・本社や支社の専門家ポストの増．  

（６）組織構造要件 

・『本社技術部を変革』 ；本部化し，専門リソースを集中させ，技術的判断の要とする． 

・『現地支援機能の強化』 

（７）まとめ 

 上記提案を基に，NEXCO中日本において組織改変等が実施された．以下にその概要と課題を

示す． 

①2014 年 4 月より，本社の技術部が本部に格上げされ３部体制（技術の企画・組織や人的

管理，技術管理・積算，技術支援）がスタートした． 

②新専門家コースとして，若手役職者のコース（ＮＳコース：次世代のスペシャリスト）が

新たに設置され，全体で8名，「橋梁」については3名が登録された． 

③今後の課題として，これら対策の検証が必要であると考えられる． 

 

  6.4  維持管理計画と維持管理のシナリオ 

 （１）概要 

本項では，橋梁の維持管理計画について，［維持管理編］39,40)の考え方に準じて維持管理のシナ

リオを作成した矢作川橋（6.2.3参照）を例に，維持管理計画の要点を述べる． 

図－6.29 スペシャリストへのキャリアパス（案） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 スペシャリストへのキャリアパス(案) 

①本社 or 支社研修 ②工事（事）・工事区 
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（工事(事)・工事）  

④支社・技術担当 T 

（保全担当 T） 

⑤本社・技術部担当 

NEXCO総研研究室  

※適正を判断（T1；30 才前後） 

⑥支社・技術担当SL 

NEXCO 総研 主任 

⑦大学（Dr.） 

内外の研究機関 

⑧工事長（構造系） 
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（所長） 
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矢作川橋は，新東名高速道路の重要な長大橋であることから，維持管理計画における設計耐用

期間について，本体構造に関しては100年と設定し性能照査を行い，予防保全により維持管理を

行う計画とした．また，設計耐用期間を100年とした場合，物理的に構造の成立が困難な橋梁伸

縮装置および耐久性能の確保が困難な塗装などは，維持管理のシナリオとして，点検に基づいた

計画的な更新を行うことを前提とした事後（計画）保全として維持管理計画を作成した． 

この設計耐用期間の100年は，橋梁や部位・部材ごとに劣化の程度に見合った適切な対策の実

施時期，対策方法，規模などを想定したシナリオデザインによる維持管理のシナリオを作成する

ために設定する期間であって，橋梁の寿命を示すものではないと考えている．そのため，本橋は

設計耐用期間の100年が経過した時点においても，良好な維持管理の結果，重要なインフラとし

て要求性能を保持している必要があると考えられる．なお，［維持管理編］によると，「設計耐用

期間が予定供用期間より長いと想定した設計が一般的である」とされているが，2.2.2で述べたよ

うに高速道路の予定供用期間は設計耐用期間と同じ100年を設定している．これは，設計耐用期

間を長くすることにより断面寸法や材料などが，現行の橋梁と比べ合理的なものとならないこと，

長期間の劣化予測も困難であること，劣化ポテンシャルや交通体系の変化も想定されること等に

より，設計耐用期間を 100 年とした．例えば，交通体系の変化では 1883 年に建設されたブルッ

クリン橋（Brooklyn Bridge）の設計荷重が馬車荷重であったことが挙げられる． 

矢作川橋では，このような背景から設計耐用期間100年として，設計段階で設定した維持管理

区分（予防保全）を施工後の初期点検で検証のうえ，供用期間中に想定される劣化外力に対する

シナリオデザインを実施し，維持管理のシナリオに基づき，点検による計画的な維持管理を行う

目的で維持管理マニュアルを作成した． 

（２）予定供用期間中に想定される変状 

本橋では，前述したように［設計編］および［施工編］の思想に基づいて施工を行い，設計時

から想定された許容ひび割れ幅以下の温度ひび割れや乾燥収縮ひび割れなどの初期欠陥について

も，初期点検後，記録を残したうえで，補修を行っている．また，本橋で想定される劣化外力と

して，冬期の凍結防止剤散布による塩化物イオンが挙げられるが，劣化の発生が懸念される部位

のうち，床版については4.2.1（５）で述べた高機能床版防水層を設置，コンクリート製壁高欄に

ついては4.2.1（３）で述べた浸透系吸水防止剤により対策済みであり，その他の部位においては，

コンクリートの劣化指標の一つである拡散係数を測定のうえ，5.2 で述べた劣化予測を行い，予

定供用期間中に鋼材の腐食が発生しないことを確認している． 

鋼部材についても，現東名高速道路の日本平における本線軸重計のデータに基づいた等価繰返

し荷重による疲労の照査と輪荷重移動載荷試験等により，疲労耐久性の照査を行っている． 

このため，維持管理のシナリオは，使用環境や劣化外力が大きく変化（条件変更）しない限り，

計画的に更新する橋梁伸縮装置や鋼部材などの塗装以外の劣化は顕在化しないものと考え，定期

的な点検により確認を行うこととしている． 

（３）維持管理マニュアル 

本橋では，保有すべき要求性能を供用期間を通じて設定した範囲内に保持するため，維持管理

のシナリオに基づく維持管理マニュアルを作成し，初期点検とそれ以降の定期点検や臨時点検に

活用している．以下に維持管理マニュアルの作成の考え方を示す． 
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 維持管理マニュアル作成の考え方 

・管理者が維持管理を行ううえで容易に理解できるように，難解な理論や解析結果は記載せず， 

簡潔でコンパクトなものとする． 

・維持管理を行ううえで必要な設計条件，部位・部材の構造概要および建設直後の状態（初期

点検結果など）を明確にする． 

・維持管理のシナリオにより想定される変状（劣化，損傷）をまとめ，必要な点検方法（項目，

方法，頻度）と対策を提案する． 

・橋梁延長が長く広範囲の桁内を効率的かつ効果的に点検するため，点検ルートを指定すると

ともに，点検の重要ポイントを厳選する． 

本橋の維持管理のシナリオとして，計画的な更新を前提とした点検項目と変状，および設計

を上回る地震や台風などの偶発的な外力や使用環境の変化に伴う劣化など想定外（条件変更時）

の点検項目と変状を，それぞれ図－6.30，6.31に示す．前者は定期点検，後者は臨時点検や緊

急点検が対象となる． 

本橋における点検は，効率的の点から図－6.32～6.34に示すように主として高速道路上から

のアプローチを基本とし，P1~P3 間は上り線を，P3~P5 間は下り線を重点とした点検ルート

とした．また，点検員が新構造形式の橋梁の点検に柔軟に対応できるよう点検の重要ポイント

を現地に明示することで，点検の効率化と精度の向上を図っている（写真－6.22参照）． 

 

図－6.30 計画的な更新を前提とした点検項目とその変状 
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図－6.31 想定外（条件変更時）の点検項目とその変状 

図－6.32 定期点検の点検ルート 
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  6.5  まとめ 

本章では，２章，３章，４章，５章で得られた知見

を基に，高速道路を持続可能に建設・維持管理してい

くための対策として，従来からの事業者主導のアプロ

ーチの検証，民間活力の導入としてのＤＢ方式の試行

と検証，およびこれらを行うために必要な組織・人材

育成のなど，本研究を実務に結び付ける提案を行った． 

6.2 では，旧日本道路公団時代から伝統的に行われてきた事業者主導の例として，波型ウエブ

ＰＣ橋を挙げ，フランスから日本に入った技術を発展させ，矢作川橋（世界初のＰＣ混合複合斜

張橋）に至った技術について検証した．この結果，波型ウエブＰＣ橋の適用支間が従来の40～120

ｍから235ｍまで拡大し，工期短縮と経済性を得ることが可能となった． 

6.3 では，持続可能な手法として，民間のノウハウの活用（民間活力の導入）としてのＤＢ方

式の適用と検証，およびこれらを行うために必要な組織・人材育成のなど，本研究を実務に結び

付ける提案を行った．ＤＢ方式の試行により，コスト縮減と工期短縮が図れることが検証された． 

6.4 では，維持管理のシナリオによる具体的な維持管理計画について，矢作川橋を例に要点を

示した． 

 

本章で得られた主な結論を以下に示す．  

（１）旧日本道路公団時代から伝統的に行われてきた事業者主導の技術開発による建設事業の推

進については，優れた方法で有効に機能したと考えられる． 

（２）ところが，現在の社会情勢やインハウスエンジニアの育成状況等を考慮すると，事業者主

導のみで技術開発による建設・維持管理を行うことは，困難であると考えられる・ 

（３）そのため，民間活力の導入による産学官の共同体制による技術開発の推進や建設・維持管

理の効率化・合理化が望まれる． 

（４）組織・人材開発は，技術戦略を構築のうえ，組織的に行う必要があり，それを管理する体

制を構築する必要があると考えられる． 

（５）また，技術戦略においては，技術の伝承を組織的に実施することが重要であるため，技術

図－6.33 P4主塔と橋脚の点検設備と進入経路 

写真－6.22 点検の重要ポイントの明示 

図－6.34  P5橋脚の点検設備と 

主桁内部への進入経路 
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本部を核としたナレッジ・マネージメント 41)を構築し，個人の暗黙知（知識や経験）を経営

資産（形式知）として活用できる体制を構築する必要があると考えられる（図－6.35参照）． 

（６）橋梁の要求性能を保持するためには，維持管理のシナリオにより，計画的な更新を前提と

した点検項目と変状，および想定外（条件変更時）の点検項目と変状を示した「維持管理マ

ニュアル」を作成し，維持管理を行う必要があると考えられる． 

（７）また，新構造形式の橋梁で効率的かつ効果的に点検を行うためには，点検ルートの指定と

重要点検ポイントを厳選のうえ，その位置を現地に明示することが重要と考えられる． 
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第７章 結論 

 

7.1  本論文の結論 

本論文では，笹子トンネル事故が発端となったインフラの安全神話の崩壊，高速道路における

橋梁の変状の実態，および現在の社会的背景からの厳しい資金制約を踏まえ，終局の目的として

安全を最優先した『荒廃させない日本』とするために必要な橋梁の持続可能な建設と維持管理方

法および個別の具体的な対策についてまとめたものである． 

 

以下に各章により得られた結論を総括する． 

 

２章では，［維持管理編］に基づいた高速道路橋の維持管理について，維持管理の現状を基に

変状の実態と要因を整理し，現場における橋梁の劣化の発生が水回りに集中している事実をまと

め，橋梁の劣化を防止するための方策として，初期欠陥の防止と水の回り難い構造ディテールを

示した．その結果，以下の結論を得た． 

（１）建設段階では，適切な計画・設計（シナリオデザインの実施，材料選定や水の回り難い

構造ディテールの採用）と適切な施工による初期欠陥の発生防止が不可欠である． 

（２）維持管理段階では，計画・設計に基づき適切な水処理となっているかの確認と更生処置

（補修）を実施する必要がある． 

（３）上記に関して常にＰＤＣＡを回す必要がある． 

 

３章では，２章で整理した高速道路の橋梁に生じる主な変状とその要因を基に，主に初期欠陥

の防止のための対策として，ＰＣグラウト充填不良とかぶり不足などに対する構造ディテールの

改善について概説のうえ，暑中コンクリートにおける豆板の発生防止対策，鋼連続合成桁の中間

支点部のコンクリート床版のひび割れ制御設計に対する実物大モデルを用いた検証，および新東

名高速道路矢作川橋に使用する大容量ＰＣ鋼より線等を対象とした超低粘性型グラウト材の開発

について示した．その結果，以下の結論を得た． 

（１）適切な構造ディテールにより，初期欠陥の予防が可能である． 

（２）初期欠陥を防止するには，コンクリートのスランプは，生コン車の現場到着時のみでは

なく，コンクリートポンプの筒先で管理する必要がある．また，橋梁の柱頭部などの複雑

な配筋の部位は，コンクリートの打込みに先立ち，性能確認試験によりコンクリートの打

込み状況を事前に確認し，必要に応じて配筋や使用材料の変更を行うことが重要である． 

（３）暑中コンクリートは，生コン車の運搬中や待機中を含めて，保冷車の使用や直射日光を

遮るなど温度上昇を防ぐ必要がある．また，運搬中の温度上昇を防ぐ効果は保冷車が一番

優れているが，白ペンキ車でも遮熱効果が期待できる． 

（４）暑中コンクリートでは，現場での緊急対応として，事前に高性能ＡＥ減水剤のスランプ

保持成分を調整し，試験により強度発現に影響がないことを確認するなどのリスク対策を

取ることが重要である． 
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（５）鋼連続合成桁の中間支点部のコンクリート床版のひび割れ制御設計では，実物大モデル

を用いた試験により，現況の交通荷重が設計耐用期間中に作用する状態で，コンクリート

床版にひび割れが生じても床版の耐荷力が低下しないことを明らかにし，現況の合成桁に

対するひび割れ幅制御の設計法（ひび割れ幅限界状態）の妥当性を検証した． 

（６）また，今後の課題として，ひび割れを許容する設計では高機能橋面防水層が不可欠であ

るため，経済性と耐久性を併せ持つ防水層の開発が望まれる． 

（７）大容量のＰＣ鋼より線では，グラウトがより線間の空隙に充填可能か否かが課題となる

が，開発した超低粘性型グラウトの使用と提案した注入方法により，充填が可能なことを

検証した． 

 

４章では，２章で整理した橋梁の劣化を防止するための構造ディテールとして，水回り（劣化

因子の侵入抑制）の対策を概説のうえ，性能照査型基準に基づく高機能床版防水層の開発につい

て示した．また，第三者影響度の対策として，新設橋におけるコンクリート片のはく落対策の開

発についても示した．その結果，以下の結論を得た． 

（１）床版防水層の性能照査試験の結果から，海外の材料や規準をそのまま日本に持ち込んで

使用することは，環境条件や荷重作用が異なることからリスクが高いと考えられる． 

（２）新設橋を対象としたコンクリート片のはく落防止対策は，コンクリート中にポリプロピ

レン繊維やビニロン繊維等の短繊維を30万本/m3程度以上混入することで，コンクリート

片のはく落防止が可能と考えられる．また，この程度の繊維本数が確保されていれば，今

回試験に使用した短繊維に関しては，繊維の弾性係数や繊維混入率に拘らず，コンクリー

ト片のはく落は防止可能と考えられる． 

 

５章では，橋梁の健全度評価と劣化予測手法について，諸外国の橋梁マネジメントシステム（Ｂ

ＭＳ）を俯瞰し，予算獲得のためのツールのみならず橋梁の維持管理の現場で活用可能なシステ

ム構築を目指して，高速道路３会社（旧日本道路公団）で使用する高速道路のＢＭＳ

（NEXCO-BMS）の開発を行った．また，NEXCO-BMSの劣化予測精度の向上を目指して，コ

ンクリート橋の外観変状の実態に基づいた健全性評価と劣化予測手法を検討した．なお，劣化予

測手法については，ニューラルネットワークによりコンクリート橋の外観変状の予測を行い，併

せて外観の点検結果に基づきベイズ確率（条件付き確率）の考え方を用いて劣化予測の修正を行

う手法を提案した．その結果，以下の結論を得た． 

（１）目視を主体とした外観変状による点検により，開発した高速道路のNEXCO-BMS を用

いることで，橋梁の健全度評価と劣化予測が可能である． 

（２）また，開発した NEXCO-BMS に基づく劣化曲線を，高度な知識を有する土木技術者 1)

（「専門職（照査者）」）が補正を行うことで，橋梁の維持管理の現場において実務に生かす

ことが可能である． 

（３）ベイズ確率の考え方を用いて劣化予測の修正を行う劣化予測手法により，コンクリート

中の鋼材腐食と外観変状の予測は可能であり，外観変状による予測の修正を行うことで，

予測の精度が向上する． 
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（４）また，NEXCO-BMS に提案した予測手法を導入することで，予測精度の向上が期待で

きることから，維持管理の現場におけるNEXCO-BMSの利用の活性化が期待できる． 

 

６章では，２章，３章，４章，５章で得られた知見を基に，高速道路を持続可能に建設・維持

管理していくための対策として，旧日本道路公団時代より行われている事業者主導のアプローチ

について，「波型鋼板ウエブＰＣ橋」に着目し，その発展形と考えられる世界初の複合混合斜張橋

である新東名高速道矢作川橋を例に検証を行った．矢作川橋では，計画・設計段階からシナリオ

デザインによる維持管理のシナリオを作成のうえ，３章で述べた暑中コンクリート対策と超低粘

性型グラウトを適用し，４章で述べた高機能床版防水層とはく落対策を高速道路で初めて採用す

るとともに，維持管理マニュアルを作成した．また，民間のノウハウの活用（民間活力の導入）

として試行した「設計・施工一括発注方式」の検証，およびこれらを行うために必要な組織・人

材育成のなど，本研究を実務に結び付ける提案を行った．その結果，以下の結論を得た． 

（１）旧日本道路公団時代から伝統的に行われてきた事業者主導の技術開発による建設事業の

推進については，優れた方法で有効に機能したと考えられる． 

（２）ところが，現在の社会情勢やインハウスエンジニアの育成状況等を考慮すると，事業者

主導のみで技術開発による建設・維持管理を行うことは，困難であると考えられる・ 

（３）そのため，民間活力の導入による産学官の共同体制による技術開発の推進や建設・維持

管理の効率化・合理化が望まれる． 

（４）組織・人材開発は，技術戦略を構築のうえ，組織的に行う必要があり，それを管理する

体制を構築する必要がある． 

 

7.2  今後の課題と展望 

本論で得られた知見の中から，今後の課題と展望について下記に記す． 

 

［初期欠陥の防止］ 

（１）失敗事例やベストプラクティス事例の収集と分析により，個人や会社のノウハウなどの

暗黙知を型式知に変えるためのナレッジ・マネージメント 2）を継続的に実施し，ＰＤＣＡ

を回すことが可能な体制の構築が重要である． 

（２）ヒートアイランド現象やレディミクストコンクリート工場から現場までの運搬時間の長

時間化等により，暑中コンクリート打込み時のコンクリート温度の上限値３５℃を超える

ことが避けられなくなっているため，産学官の共同大成による研究開発により，上限値を

超えた場合の施工技術を確立することが望まれる．この施工技術が開発されることで，国

内での活用はもとより，今後の発展が期待される東南アジア等でコンクリート分野におい

て欧米等の基準との差別化が可能となると考えられる． 

（３）鋼連続合成桁の中間支点部におけるコンクリート床版のひび割れ制御設計において，ひ

び割れ幅限界状態（ひび割れを許容）による設計では高機能床版防水層が不可欠であるた

め，経済性と耐久性を併せ持つ防水層の開発が望まれる． 

（４）また，ひび割れ幅限界状態による設計では，コンクリートのクリープと乾燥収縮の影響
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が大きいので，これらの評価方法の精度向上が望まれる． 

（５）さらに，飛沫帯など劣化ポテンシャルが厳しい箇所に対するコンクリート許容ひび割れ

幅については，検証が進んでいないと考えられるため 3），この方面の研究が進むことを期

待したい． 

（６）ＰＣグラウト施工において，グラウトミキサーでの撹拌に伴うエントラップドエアが加

圧注入により残留空気となり，ＰＣ鋼材（主に鋼より線）内の空気とともにエアダクトと

してシース内に残留するため，更なるＰＣグラウト施工方法の高度化が望まれる． 

 

［水回り（劣化因子の侵入抑制）および第三者影響度に関する対策］ 

（１）表面含浸剤（浸透系吸水防止剤）の浸透深さと耐久性の評価方法の確立が望まれる． 

（２）時間制約が厳しい路線の既設橋に対する高機能床版防水層（グレードⅡ：設計耐用期間

30年）の開発が望まれる．  

（３）短繊維を用いたコンクリート片のはく落防止対策に関して，はく落防止性能に関する繊

維の種類や混入量の違いによる定量評価，およびはく落防止性能以外の性能の付与とその

評価方法の構築が必要である． 

（４）短繊維を用いたコンクリート片のはく落防止の維持管理段階での性能照査方法の構築が

必要である．  

 

［高速道路の橋梁マネジメントシステム（NEXCO-BMS）等］ 

（１）NEXCO-BMS は，土木学会等の劣化予測式を用いているため，外観変状が顕在化して

いない場合は，橋梁の劣化ポテンシャル，建設時期，材料等が同一であれば，同一の劣化

予測結果となる．そのため，NEXCO-BMS を現場で活用しながら，点検と詳細調査の結

果を用いて個々の橋梁の劣化予測を見直し予測精度を向上させることで，実務において一

層の活用を図る必要がある．  

（２）現場で実施した新技術・新工法などの対策の追跡調査結果を定量的に評価し，対策工法

の費用対効果を見直す必要がある． 

（３）ＬＣＣの算出に，ＣＳＲの観点から説明可能な社会損失を考慮する必要がある． 

（４）NEXCO-BMS にベイズの確率の考え方を導入し，データ更新を積み重ねることで，コ

ンクリート中の鋼材腐食の予測精度を向上させ，LCCの最適化を行う必要がある． 

（５）モバイルパソコンで使用可能な，簡易で簡便な劣化予測システムの開発が望まれる． 

 

［橋梁の要求性能を保持するための対策］ 

（１）民間活力（ノウハウ）の導入による産学官の共同体制による技術開発の推進や建設・維

持管理の効率化・合理化により，国内外において“丈夫で，美しく，長持ち”する橋梁が

多数実現することが望まれる． 

（２）構築した新組織と人材開発については，定期的に点検を行い，必要に応じて見直すなど

ＰＤＣＡを行うことが重要である． 
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［その他］ 

（１）既設橋（主にコンクリート橋）の耐荷性能に関するモニタリング技術の確立が望まれる． 

（２）コンクリート表面塩化物量の非接触による定量方法の確立が望まれる． 

 （３）既設ＰＣ橋の特に箱桁柱頭部など断面の厚い部材におけるＰＣグラウト充填調査の確立

が望まれる． 

（４）また，ＰＣグラウト充填不良の場合において，効率的で確実なグラウト再注入工法の確

立が望まれる． 
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