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第1章  研究の概要 

１．１． 研究の背景 

 1963年 7月 16日（昭和38年 7月 16日）に我が国初の高速自動車国道として名神高速道路・

栗東～尼崎が開通して以降、急激に高速道路の整備は進められた。供用経過年数および将来の

推移を図1-1-1に示す。1973年（昭和48年）には1000kmを超え、約30年後の2002年（平成

14年）には7000kmを超える供用延長となり、2014年 1月（平成26年 1月）時点では高速道路

ネットワークは8998ｋmが供用されており、国民生活を支える大動脈となっている。2011年度

（平成23年度）の高速道路の供用年数と高速道路橋梁資産数１）を鉄筋コンクリート(以下、RC

橋と略)、プレストレストコンクリート（以下、PCと略）橋、鋼橋別に集計したものを図1-1-2

に示す。供用後 40 年を超える路線を赤線で示しているが、大都市圏近郊の交通量の多い区間

が多く、老朽化が進む一方、大型車交通量の増加、凍結防止剤の使用など高速道路を取り巻く

図 1-1-2 高速道路橋梁資産と供用年数２）

図 1-1-1 高速道路の経過年数推移１）

供用年
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環境は年々厳しくなっている。2012 年度末（平成 24 年度末）では、図 1-1-1 に示すように、

供用後 30年以上の区間が約 4割となり、2050 年（平成 62年）には供用後50年以上の供用延

長が約 80％となり、現状では供用後 50 年を超える構造物は極めて少ないものの、近い将来、

補強や更新等を必要とする構造物が増加していくことが想定される。高速道路ネットワークが

将来にわたり持続可能となる的確な維持管理・更新を行うため、橋梁をはじめとした高速道路

資産の長期保全および更新のあり方について、「高速道路資産の長期保全及び更新のあり方に関

する技術検討委員会」１）（東・中・西高速道路株式会社）において、予防保全の観点も考慮に

入れた技術的見地より基本的な方策の検討が実施されている。 

 高速道路の構造物の健全性に影響を与える要因として、図1-1-3の大型車走行台キロの推移

に示すように、1993年（平成5年）の車両制限令の規制緩和により車両の総重量が増加し、大

型車両の交通量（走行台キロ）は大幅に増加している１）。また、1993年（平成5年）頃よりス

パイクタイヤが使用されなくなった（1990 年（平成 2 年）スパイクタイヤ粉じん防止法制定、

1992年 4月（平成4年 4月）罰則規定施行）影響により、図1-1-4に示すように、道路凍結に

よる車両の事故防止のために、凍結防止剤の年平均使用量が約 20ｔ/ｋｍ増加しており、構造

物の新たな劣化要因となっいる１）。耐久性が高いとされるPC橋も、補強や更新等を必要とする

構造物が増加していくことが想定され、新たな維持管理のあり方を検討する必要がある。 

図 1-1-3 大型車走行台キロの推移１）

図 1-1-4 凍結防止剤の使用の推移１）
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１．２ 研究の目的

中日本高速道路株式会社（以下、NEXCO中日本と略）管内の道路供用後年数を図1-2-1に示

す。NEXCO中日本は東日本および西日本高速道路株式会社に比べ、東名高速道路、名神高速道

路、中央道、北陸道、東名阪道など高速道路整備の初期段階に建設され老朽化した、大都市近

傍の非常に交通量が多い高速道路を管理している。NEXCO中日本管内の橋梁連数（連とは伸縮

装置間の上部工を言う）は、2014年 9月 16日（平成26年 9月 16日）現在で9153連、その内

訳はRC橋 3070連、PC橋 2918連、鋼橋は3165連である。PC橋 2918連の供用年と累積連数を

図1-2-2に示す。累積連数が50％を超えるのは1978年（昭和53年）であり、管内のPC橋の

多くが1970年代に建設されており、供用後40年を経過した構造物が多いことが特徴となる。 

高速道路橋のPC橋では、PCグラウト充填不足によるPC鋼材腐食、破断が1990年代に報告

されたことから、PCグラウトに材料分離を起こさせないノンブリーディング材の導入、プレグ

ラウトPC鋼材、全外ケーブルの導入などPC鋼材の耐久性を向上させる施策を導入した。概ね

2000年以降は、PCグラウト充填不足に関する問題は大幅に改善されたと考えられる４）。 

このような耐久性を向上させる施策が導入される以前に建設されたPC橋（連数）の比率は、

図1-2-2に示すように80％以上となっており、PCグラウトの充填性を向上させる諸施策が実施

される前の、初期の技術基準に基づき施工が行われている。 

累
積
連
数

図 1-2-2 NEXCO中日本高速道路管内 PC 連累積数
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PC鋼材をシース内で緊張したのちにアルカリ性のPCグラウトを充填し、鋼材表面に不働態

被膜を形成し腐食させないことでPC鋼材が保護されていることから、PCグラウトのシース内

への確実な充填は、PC橋の基本的な性能を保持するために必要不可欠である。 

しかし、残念なことに初期に建設された一部のPC橋ではPCグラウト充填不足により、鋼材

腐食が見受けられるのも事実である。 

本研究では、主に NEXCO 中日本管内の PC 橋を対象に、PC グラウトの充填性改善がはかられ

る以前に建設された1964年～2000年代に供用されたPC橋を対象として、以下の研究テーマを

取りまとめ、PC グラウトの充填状況に着目した今後の PC 橋維持管理のあり方を提案すること

を目的とした。NEXCO中日本のPC橋を取り上げているが、PC橋の維持管理のあり方は我が国の

PC橋にすべてに適用できると考えられる。 

「第2章 プレストレスト・コンクリート橋の維持管理の課題」では、PCグラウト充填不足

に起因する落橋、変状事例、PC グラウト充填性に関する研究、撤去された PC 桁の載荷試験よ

り、劣化した PC 橋の維持管理の課題を整理する。PC 橋の目視による点検の困難性、ブリーデ

ィングの影響についての研究、劣化した PC 橋の耐荷性能評価について課題を整理し、PC 橋の

維持管理の課題について整理する。 

「第3章 PCグラウトの充填性に関する研究」では、PCグラウトの充填不足の要因が、基準

と密接に関連していると考え、PCグラウト設計施工指針（2012年版、プレストレスト・コンク

リート工学会）標準マニュアルの目次を参考に、材料、設計、配合、施工、検査(品質管理)、

教育（資格）など項目を参考に要因を整理した。３）

PC グラウト充填不足が発生したと考えられる要因については、設計要因、材

料要因、施工要因、施工管理要因などに分類し、PC グラウト充填不足が発生す

るリスク分析方法を提案する。高速道路において実施された、約 4000 カ所の

PC グラウト充填状況調査、約 2900 連の PC 橋の健全度評価の結果と適用基準

の整合性を検証し、過去の技術基準の変遷に基づく PC グラウト充填不足リスク

の分析が、点検・調査に有効であることを示す。

過去のPCグラウトに関連する技術基準を整理した情報は、国道や地方自治体のPC橋の維持

管理にも活用するべきと考え、高速道路の技術基準のみを対象とするのではなく、PCグラウト

施工マニュアルなどPC橋の施工者基準など含めて整理の対象としている。 

「第４章 初期に施工された PC グラウトの充填性に関する研究」では、ブリーディング

の発生を許容した 1980 年代の PC グラウト充填を再現し、シース内の空隙発生

メカニズムを考察し、ブリーディングがシース内の空隙に与える影響や先流れ

現象の影響について、定量的に評価する。ブリーディングを許容した材料を使

用した場合に、シース内に空隙が出来るメカニズムを明らかにする。1980年当時

のPCグラウト施工によるシース内の空隙状況を把握し、初期の基準を用いたPC橋に共通す

るシース内の空隙位置や発生量、その主たる要因、PCグラウトと鋼材の一体性について整理

する。 

「第５章 現地調査によるプレストレスト・コンクリート橋の変状要因に関する研究」では、

1990年前後に建設され、ブリーディングを許容するPCグラウトが用いられた高速道路PC橋の

劣化状況調査を行い、現地で発生している変状とその要因について考察をおこない、変状とそ
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の要因、劣化のメカニズムについて整理する。また、変状が発生した原因を、過去の技術基準

の整理から得られたPCグラウトの充填不足が発生するリスク分析を用いてケーススタディを

行い、リスク分析の活用が有効性であることを検証する。 

「第６章 車両走行時のプレストレスト・コンクリート橋の安全性に関する研究」では、供

用後 40 年を経過し、撤去された PC 桁の PC 鋼線を強制的に逐次切断し、その挙動に

ついて考察を加え、PC 桁の車両走行時の残存耐荷力の評価を行う。また、材料非線形

特性を考慮したファイバーモデルを用いた非線形弾塑性解析を行い、載荷実験結果と

解析結果の適合性を検証し、解析の維持管理への適用について述べる。また、新たな

橋梁形式の載荷実験を行い、破壊過程や終局耐荷力、維持管理の着目点などを整理し、

維持管理に反映することについて述べる。 

第７章「結論」では、２章から６章で得られた結論を総括し、本研究の結論として

いる。PC橋の維持管理のシナリオデザインを提案する。

図1-2-3に本論文の構成を示す。 

【参考文献】

１）東・中・西高速道路会社：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委

員会 報告書、2014年 1月 22日、ｐｐ.8～12  

２）東・中・西高速道路会社：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委

員会 報告書 参考資料②、2014年 1月 22日、ｐｐ.1 

３）（社）プレストレスト・コンクリート工学会：PC グラウトの設計施工指針-改訂版-、2012

年、第Ⅱ編 設計施工指針 目次 
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図 1-2-3 本論文の構成

PC グラウトの充填状況に着目した維持管理に関するシナリオデザイン 

・適用された基準情報に基づく維持管理 

 ・PC 橋の耐荷性能評価 

第７章 結論 

適用された基準情報に基づく維持管理 

PC 橋の耐荷性能評価

研究の背景、目的、構成 

第 1 章 研究の概要 

研究の背景、研究の目的、論文の構成 

載荷実験による耐荷性能評価と解析の適

用性検証 

第６章 車両走行時のプレストレストコ

ンクリート橋の安全性に関する

研究 

・PC 鋼線を逐次切断し、耐荷性能、たわみ

挙動、ひび割れ状況の考察と維持管理へ

の適用 

・材料非線形性を考慮したファイバー要素

を用いた非線形弾塑性解析の適用性検証

基準の整理、リスクの評価、調査結果との検証 

第３章 PC グラウトの充填性に関する研究 

・充填不足が発生する要因分析、リスク評価の提

案 

・PC グラウトの充填状況調査結果との検証 

ブリーディングの影響評価 

第４章 初期に施工されたPCグラウトの充填性に

関する研究

・シース内に空隙が発生するメカニズムの把握 

・ブリーディングの影響評価(1980 年の施工再現)

現地調査および基準情報の有効性の検証 

第５章 現地調査によるプレストレストコンクリ

ート橋の変状要因に関する研究 

・現地調査による変状と要因、劣化メカニズムの整

理 

・充填不足の要因の現地調査による検証 

PC グラウトに関する課題の整理 

第２章 プレストレストコンクリート橋

の維持管理の課題 

・PC 橋の劣化状況の把握の困難性 

・ブリーディングの影響に関する情報不足

・劣化による耐荷性能低下の評価の困難性



7 

第２章 プレストレストコンクリート橋の維持管理の課題 

２．１ 現状 

PC構造物は他の構造物と比較し、比較的耐久性が高いといわれているが、高速道路橋の点検

結果から診断された橋梁の健全度評価の推移を図 2-1-1、健全度の定義を表 2-1-1 に示す１）。

PC橋の健全度は図2-1-1に示すとおり、年々低下している。また、変状が発生している橋梁数

は、10年未満は極めて少ないが、供用後20年を超える頃より急激に増加し、30年～40年では

50％の PC 橋で何らかの変状が発生している２）。一方、40 年を超える橋梁の健全度が改善して

いる傾向が見られるが、名神高速道路や東名高速道路など古い橋梁の補修を、優先して進めた

ことにより健全度が改善したと考えられる。 

PC橋の経過年数毎の１橋あたりの平均変状数を図2-1-2、変状判定の定義を表2-1-2に示す

２）。変状対策の検討が必要となるA判定以上の変状が20年経過後より確実に増加しており、耐

久性が高いと言われるPC橋も、経年とともに確実に劣化が進んでいることがわかった。劣化の

中には PC グラウトの充填不足による鋼材破断も散見され、補修に加えて補強が必要とされる

PC橋も増加することが予想される。NEXCO中日本管内の事例では、1991年に長野自動車道 岡

谷高架橋の床板横締に使用されている PC 鋼棒が、PC グラウト未充填により腐食、破断し橋梁

より突出し、その衝撃でコンクリート塊が50m下の人家直近に落下する事故が報告されている。

PCグラウトの充填不足によるPC鋼材の腐食・破断は、耐久性、安全性に大きな影響を与える。  

図 2-1-1 健全度評価の推移１）

表 2-1-1 健全度の定義１）

RC橋              PC橋             鋼橋 
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本章では、劣化したPC橋の点検から安全性評価にかかわる課題について、落橋およびPC鋼

材腐食が生じた事例、耐荷性能に大きな影響を与える PC グラウトの充填性に関する研究、PC

橋の耐荷性能に関する研究例を示し、考察を加える。落橋などの事態を未然に防ぎ、長期的な

計画により補修・補強を行うための橋維持管理上の課題を整理する。 

２．２ PCグラウトの充填不足に起因する課題 

PC 鋼材の腐食事例が道路橋や鉄道橋において報告されている。特に道路橋では国内外で PC

橋の落橋事故が発生している。このような鋼材破断により耐荷性能が低下し、落橋する事態を

防止することは当然として、鋼材腐食や破断が仮に発見された場合に、その耐荷性能を評価し、

補強の要否や補強実施の時期や方法などを検討する、劣化を前提とした維持管理のあり方を整

理する必要がある。

本節では、国内外のPC橋の代表的な落橋３事例ならびにPCグラウト充填不足によりPC鋼材

が腐食破断し、補修・補強対策が実施された４事例を整理し、落橋などの事態を未然に防ぎ、

長期的な計画により補修・補強を行うための、維持管理上の課題を考察する。 

２．２．１ 落橋事例からの課題整理 

施工不良や設計ミスなどによる事例を除く、もっとも代表的なPC鋼材腐食による落橋事例と

して、英国のYnys-y-Gwas橋、我が国の新菅橋、島田橋の３橋を選定し、PCグラウトの充填状

況の視点から課題を整理する。3橋の構造形式、落橋の経緯、原因を整理した橋梁概要を表2-2-1

図 2-1-2 経過年数毎の平均変状数（１橋あたり）２）

表 2-1-2 変状判定の定義２）

経過年
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に示す。既往の資料およびPC橋の施工者へのヒアリング、フランスおよびドイツの道路管理者

からヒアリングした結果もあわせて考察した。 

（１）落橋事例概要

１）Ynys-y-Gwas橋 

1985年 12月 4日英国Ynys-y-Gwas橋が、写真2-2-1に示すようにPC鋼材のPCグラウト充

填不足、凍結防止剤の塩分などによりPC鋼材が腐食破断し、突

然前触れもなく落橋した。

英国運輸省の見解では、本橋以外にもかなり腐食したPC鋼材

の腐食が発見されたことから、1992年から1996年までPCグラ

ウト充填を行うポストテンション方式は禁止され、PCグラウト

の問題点として以下の４点を挙げている３）。

・不十分なPCグラウトによる鋼材腐食。

・PC鋼材腐食による緊張力低下の発見が困難。 

・PC鋼材の維持管理と取り換えが難しい。 

・鋼材腐食により緊張力が低下したPC橋は何の前触れ   

もなく落橋する。 

２）新菅橋 

長野県木祖村（村道）に位置する新菅橋が、写真2-2-2に示

すように、1989年 6月 15日頃にダンプトラック通行時に、支

間中央部分より桁が折れ、さらに両岸より７ｍ付近のプレキャ

ストセグメント継目部で桁が破断し落橋した。プレキャストセ

写真 2-2-1 Ynys-y-Gwas橋の落橋４）

写真 2-2-2 新菅橋の落橋５）

表 2-2-1 落橋調査橋梁概要

橋梁名 Ynys-y-Gwas橋 新菅橋 島田橋 課題

場所 英国 長野県木祖村 岐阜県町道

橋梁形式

単純ポストテンション
プレキャストセグメントPC橋
（８セグメント）
車道部I桁、歩道部　箱桁
鋼材は12φ×5を5ケーブル配置(1
主桁)

単純ポストテンションPC箱桁橋
プレキャストセグメント橋
（11セグメント）
外ケーブル27本（37φ3.8㎜）

ゲルバー形式ＰＣ斜張橋
斜材は3.4mmの鋼線を３７本より集
めたストランド２本をコンクリ－トで
包み込んだ20cm×40cm断面

プレキャストセグメントPC橋
ゲルバー形式
外ケーブル

支間長
18.3m　幅員8.9m　桁高910㎜　桁幅
610㎜

26m　支間長：25m　幅員4.5m 橋長　38m 単純桁

建設年
落橋日時

1953年
1985年12月4日
（建設後32年で落橋）

1965年
1989年6月15日
（建設後24年で落橋）

1963年
1990年7月16日
（建設後27年で落橋）

1963年,1965年(日）
1953年(英）
24年～32年

落橋の経緯
劣化発見の経緯

突然前触れもなく落橋
日常点検で異常が発見されず

走行中の車両も同時に落下
点検が充分実施されておらず

自重５トンのトラックが走行中、ト
ラック諸共落橋

走行中の車両も同時に落下
突然前触れもなく落橋
日常点検で異常が発見されず

落橋、変状原因
凍結防止剤散布
PCグラウト不足によるPC鋼材の腐
食破断

外ケーブルPC鋼線が腐食し破断
破断発生率は約27%（左岸側）
防錆不足（PC鋼線は裸線に錆止め塗
装を塗布）
外ケーブルのブリーディングの影響

塔上部からシ－スへの雨水の浸入
による腐食破断
左岸側２本のPC斜材が切断
外ケーブルのブリーディングの影響

PCグラウト不足
PC鋼材の腐食破断
防錆不足（PC鋼線は裸線に
錆止め塗装を塗布）
塔上部からシ－スへの雨水浸
入
外ケーブルのブリーディングの
影響
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グメント工法という当時では新しい工法が採用されたにもかかわらず、充分な点検がされてい

なかったとされている。走行中の車両も同時に落下した５）。   

３）島田橋 

1990年 7月 16日町道下田瀬1号線 島田橋（岐阜県）は、自重５トンのトラックが走行中

に、左岸側２本の PC ケーブル斜材が切断し、トラックも同時に落下した状況を写真 2-2-3 に

示す。斜材は径3.4mmの鋼線を37本集めたPCストランド2本

をコンクリ－トで包み込んだ 20cm×40cm 断面であった。塔上

部からシ－スへの雨水の浸入により PC が腐食・破断したこと

が原因とされている。ゲルバーヒンジを有する構造であったた

め、PCケーブル斜材の破断が橋全体の落下に至った５）。 

（２）落橋事例からの課題の整理 

落橋した3橋では、PCグラウト充填不足および防錆不足に起

因した PC 鋼材の腐食が共通している。構造形式の特徴は、プ

レキャストセグメント工法やゲルバーヒンジ構造などであり、

いずれも建設後約 30年で落橋した。落橋事例を考察し、PC橋

の維持管理の観点より課題を述べる。 

１）プレキャストセグメント部材の目地部の腐食 

プレキャストセグメント部材の目地部の腐食は、コンクリー

ト標準示方書 維持管理編に「特に注意を要する。」との記載

があり、既に要因が周知されている６）。フランスおよびドイツ

の道路管理者よりの、PCグラウト充填不足に起因した変状につ

いてヒアリング結果では、ドイツ国内のプレキャストセグメン

ト橋においても、同様に継目部のカップラーの腐食が課題とな

っており、プレキャストセグメント工法はドイツ国内で採用さ

れていないことが判明した。目地部に鋼材を接続するカップラ

ーが多数配置された状況を写真2-2-4（a）に示す。目地部から

侵入した凍結防止剤によりカップリング部が腐食している状況

を写真2-2-4（b）に示す７）。 

セグメントブロックの乾燥収縮による変形、架設時のたわみ

などにより、精度良くセグメントブロック間をシースが連続せ

ず、PCグラウトの充填が困難となる可能性があった。日本にお

いても、施工時にセグメント継目部よりPCグラウトが漏出し、

急結材等を用いてPCグラウトの漏出を防止した事例があるこ

とが、施工者よりのヒアリングよりわかった。継目部やセグメ

ントブロック間のシースをシステム的に連続させるカップラー

シースを写真2-2-5に示す８）。2000年頃の新名神高速道路建設

時から使用が開始された。 

プレキャストセグメント工法の点検では、机上調査において

写真 2-2-3 島田橋の落橋５）

(a)  継目部の状況

(b) カップラーの腐食

写真 2-2-4 ドイツの劣化事例７）

写真 2-2-5 カップラーシース

８）
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建設時期、シースの材質、接続方法などの情報を事前に把握し、現地の点検では継目部のPC

グラウト流出跡などに留意する必要があると考えられる。PC鋼材腐食が発見された、国道１８

号妙高大橋も同形式であることから、机上調査により点検対象橋梁の着目点と劣化要因を事前

に把握することは、極めて重要である。 

２）外ケーブル、斜材の防錆の課題 

外ケーブルの防錆不備による破断はドイツ、フランスにおいて発生しており、現在は外ケー

ブルの防錆材はグリースに変更されていた。外ケーブルが破断したドイツの事例を写真2-2-5

に示す９）。外ケーブルとコンクリート部材の接続部が防錆の弱点となった考えられ、鋼管中に

PCグラウトを注入しているが、横桁などの接続方法や横桁内の防錆に課題があったと考えられ

る。高速道路橋では外ケーブルは透明なシースを使用してPCグラウトの充填を確認することや

エポキシにより被覆したケーブルが使用されているが、初期に施工された外套管にPCグラウト

した外ケーブルタイプでは、鋼材腐食に留意する必要がある。 

外ケーブルシース上部にブリーディングが発生し腐食・破断したフランスの事例を写真

2-2-6に示す１０）。PCグラウトを充填する外ケーブルや斜材の定着部、斜材上部にブリーディ

ングが発生し、定着部が腐食したフランスの事例を写真2-2-7に示す１１）。 

３）橋梁点検の課題 

落橋した日本の2事例では点検の状況は確認出来ないが、英国事例も含め車両通過時に落橋

していることから、事前に顕著な兆候が確認されていなかった可能性が高い。 

落橋はPC鋼材の腐食によるものであり、プレキャストセグメント橋のセグメントの接続部の

鋼材腐食、外套管にPCグラウトが充填された外ケーブルのブリーディングの影響による空隙発

生と腐食が要因であった。シースの材質や接続方法などの過去の経緯や施工者のヒアリング調

査、海外の事例などの情報を収集し、腐食する可能性が高い箇所や橋梁を把握することは可能

写真 2-2-5 外ケーブルの破断

（ドイツ）１０）

(a)外ケーブルの破断事例

（b）外ケーブルのブリーディング

写真 2-2-6 フランスの事例１０）

（ａ）定着部のブリーディング

（ｂ）定着部のブリーディングよる腐食

写真 2-2-7 定着部腐食事例１１）

ブリーディングの発生

破断箇所

ブリーディングの発生
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である。情報を活用し点検や調査を行うことが有効であると考えられる。 

・鋼材腐食にともなう緊張力の低下の発見が困難であり、PC鋼材の維持管理と取り換えが難し

く、鋼材腐食により緊張力が低下したPC橋は何の前触れなく落橋する可能性があることがわ

かった。 

・PCグラウトの充填性は橋梁の安全性に極めて重要な要因であり、PCグラウト充填不足や鋼材

腐食が発生する要因を事前の机上調査により収集することは有効であり、腐食リスクを考慮

した現地調査など、過去の情報を維持管理に活用することが極めて重要である。 

２．２．２ 変状事例からの課題整理 

PCグラウト充填不足により補修されたPC橋の事例およびNEXCO中日本管内においてPC鋼材

の腐食が発見された事例より構造形式、原因を整理した概要を表2-2-2に示す。事例より設計、

材料および施工、維持管理の観点から劣化したPC橋の維持管理の課題を考察する。 

（１）変状事例概要

１）妙高大橋 

一般国道18号妙高大橋の全景と鋼材破断発見箇所を写真2-2-8に示す。1972供用が始され、約

40年間経過したプレキャストセグメント工法による橋長300mの4径間連続PC箱桁橋である。完成

後37年目の2009年に補修のため桁下面をはつり、PCグラウト充填不足によるPCケーブルの破断

が補修業者により発見された。 

連続ケーブルの破断が確認されたを写真2-2-9に示す。張出ケーブル264 本、連続ケーブル240 

本が配置されているが、連続用ケーブルを中心に鋼材損傷の可能性が高い箇所、補修工事を行

った箇所等の調査結果を図2-2-1に示す。PCグラウトの未充填が50％、充填不足は17%の鋼材で

見受けられた。また、約14％の鋼材で破断が確認された１２）。 

表 2-2-2 変状調査橋梁概要
橋梁名 妙高大橋 近江大橋 岡谷高架橋 万蔵川橋

場所 新潟県国道18号 滋賀県有料道路 長野自動車 北陸自動車道

橋梁形式
4径間連続ＰＣ箱桁橋
プレキャストセグメント工法
（99ブロック）

3径間連続ポストテンションＰＣ箱
桁橋＋単純24連ポストテンションＰ
Ｃ桁

5径間連続ポストテンションラーメ
ンＰＣ箱桁橋

３径間連続ポストテンションラーメ
ンＰＣ箱桁橋
ディビダーク方式

支間長

橋長　300m
支間割　65m＋85m＋85m＋65m
幅員　9.0m (7.5m＋1.5m)

橋長　1290ｍ
橋長　578.3m
最大支間長　148m

206.7m
支間長85ｍ＋35ｍ＋85M

建設年
損傷発見日時

1972年9月
2009年
（建設後37年）

1974年
2009年
（建設後35年）

1986年
1991年5月23日（建設後5年）
2009年6月（建設後25年）

1982年
2000年
（建設後18年）

劣化発見の経
緯

橋梁補修工事により発見（箱桁下床
版部等にＰＣケーブルが破断）

大型車対応の為の補強工事中に
発見

1991年　破断・突出
2009年6月　コンクリート剥落調査
中

せん断鋼棒の路面突出

落橋、変状原因
PCグラウト充填不足
水および凍結防止材の浸入

PCグラウト充填不足
PCグラウト充填不足
凍結防止剤散布

PCグラウト充填不足
凍結防止剤散布

その他
二度破断発見
PC鋼棒使用

PC鋼棒使用
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本橋は北陸地方の山間部に位置し、冬期に凍結防

止剤が散布される。PCケーブルの破断は、図2-2-2

に示す凍結防止剤を含む路面水が、桁端部、セグメ

ント継目部、排水管劣化部より、コンクリート中の

PC ケーブル位置まで浸入し、PCグラウト充填不足部

分が腐食したことによると考えられた１２）。 

現況の耐荷性能を評価するため、静的荷重載荷試

験が行われた。橋梁の損傷状況を考慮し、妥当な測

定精度が得られる最低限の荷重として20t車を6 台

使用し合計120tが載荷された状況を写真2-2-10に示す。120t荷重載荷された結果、計算値と比

較して異常な変形等は生じず、耐荷性能試験の解析結果より、曲げ破壊安全度は1.0 以上であ

った。 

また、セグメントブロック接合部のせん断耐力照査の結果、破断箇所付近では作用するせん

断力が小さいことから 安全度を満足している結果であった。載荷試験結果より、現況でもB 活

荷重に対して所用の安全度を有しており、これ以上の損傷の進行がなければ当面は供用可能と

判断され、交通規制は解除された。その後、外ケーブル補強やモニタリングなどの対策が実施

されている１３）。 

図 2-2-1 PC鋼材の損傷状況１２）

空隙
あり
17%
(36)

良好
33%
(70)

ほぼ
未充
填
50%
(109
)

調査箇所
215箇所

写真 2-2-9 妙高大橋の鋼材腐食１２）

写真 2-2-10 載荷試験状況１３）

発見箇所

写真 2-2-8 妙高大橋全景およびPC鋼材腐食発見箇所１２）
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２）近江大橋１５）

 滋賀県の有料道路近江大橋は、2009年大型車対応

のための主桁補強工事時中に、PCグラウトの充填不

足とPC鋼線の破断が発見された。上縁定着のPCケー

ブルの腐食が確認された箇所を写真2-2-11に示す。

主ケーブルの腐食状況および上縁定着部を写真

2-2-12に示す。2010年外ケーブルにより緊急補強お

よびPCグラウト再注入が実施された。 

PC鋼材の腐食を削孔およびインパクトエコー法で

調査した結果を図2-2-3に示す。PC鋼材の腐食度は土木学会2007年コンクリート標準示方書維持

管理編に基づき判断されたが、同示方書にはPC鋼材破断の定義が無いため、図2-2-3に新たな腐

食グレードⅤを設定している。鋼材腐食の原因は、上縁定着切欠き部より凍結防止剤による塩

分が浸入したと考えられた。 

破断が確認された鋼線は鋼材に錆が発生しているもの（Ⅱ以上）は27％であり、鋼材欠損、

破断が生じているものは3％（14箇所／544箇所）であった。 

写真 2-2-11 コンクリートの浮き

図 2-2-2 路面水の浸入経路１４）

① 桁端部からの浸水①桁端部からの浸水 ② ブロック接合部からの浸水②ブロック接合部からの浸水

③ 排水管損傷部からの浸水③ 排水管損傷部からの浸水

S58点検時 滞水状況S58点検時 滞水状況

S54点検時 滞水状況S54点検時 滞水状況

上床版漏水跡上床版漏水跡

排水管の損傷状況排水管の損傷状況
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本橋では安全性を確保するために、外

ケーブルにより補強が実施されている。

その耐荷性能および補強の考え方は、PC

グラウト未充填部分に再PCグラウト注

入を行い、実際の鋼材調査結果より、3

次元FEMを行い推定された損失プレスト

レス量を、外ケーブルにより補強する方

法が用いられた。 

３）岡谷高架橋 

長野自動車道岡谷高架橋は昭和 61 年(1986 年)に施工された PC5 径間連続ラーメン箱桁橋で

ある。完成後5年目の1991年に床板横締めPC鋼棒（ディビダーク鋼棒）が破断突出し、コン

クリート塊が60m下に落下した。橋梁全景と2009年の突出状況を写真2-2-13に示す。鋼棒破

断の原因はPCグラウトの充 不良であった。さらに、完成後23年目の2009年には、コンクリ

ート片の剥落問題に対する緊急点検において、遠望目視によりひび割れとコンクリートの浮き

が認められ、浮きを生じた区間の最外縁に存在するPC鋼棒4本の内、2本のシースに腐食が認

められ、1本のPC鋼棒に破断が認められた状況を写真2-2-14に示す。破断したPC鋼棒は上縁

定着されていた。 

本橋は5年に一度詳細点検が実施され、コンクリートの剥落などが報告されていたが、PC鋼材

腐食・破断は把握されていなかった。日常点検において車両上より点検されているが、異常は

報告されていなかった。

 （a）主ケーブルの破断        （b）上縁定着部     図 2-2-3 PC鋼材腐食度調査

写真 2-2-12 近江大橋の劣化状況

（a）全景  （b）PC 鋼棒の破断(1991 年) 
写真 2-2-13 岡谷高架橋

      表 2-2-3 腐食グレード
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本橋は信州地区の山間部に位置し、冬期の気温は零下15℃に達し、冬期には多量の凍結防止

剤が散布される環境条件にある。シース内を確認したところPCグラウトを行った形跡は認めら

れたが、十分に充填されていなかった。鋼棒の上面がシースと密着していることが観察され、

コンクリートの自重によりシースが変形した可能性が考えられる。ディビダーク鋼棒径32㎜で

シース径 38 ㎜が使用されていた。ディビダーク工法は 1994 年に径 32 ㎜の鋼棒のシース径を

38 ㎜から 39.3 ㎜に太径化し、シース肉厚を 0.25 ㎜～0.27 ㎜に増厚されている。シース内に

PCグラウトを充填する空間が少なく、PCグラウトがPC鋼棒の下側を通過した痕跡が見られた。

また、PC鋼棒は鋼材中に複数個所で破断しており、破断による緊張力の解放範囲が部分的であ

ったと考えられる。変状の経緯は、PCグラウトが充填されていたが十分ではなく、ブリーディ

ング等による空隙の発生により、シース内に残留空隙を生じた。上縁定着部からシース内に凍

結防止剤の塩分を多量に含む水が浸入し、凍結防止剤の塩分によりPC鋼材が腐食，破断した。

さらにシース内に滞留した水が凍結膨張することにより、コンクリートに浮きを生じたと考え

られる。 

本事例では、削孔によるPC鋼材の調査、鉄筋破断によるプレストレスト量の減少などが測定

されたが、他所でPC鋼材の破断が発見できなかったこと、コンクリート断面下部でプレストレ

スが有効であることが確認されたために、補強などは実施されていない。 

４）万蔵川橋 

北陸自動車道 万蔵川橋は1982年に竣工した全長206.7mの３径間連続ポストテンションラー

メンＰＣ箱桁橋である。2000年5月22日に写真2-2-15に示すように路面にPC鋼棒（ディビダーク

鋼棒）が突出した。 

PCグラウト充填不足に起因するPC鋼棒の破断が原因と考えられた。通行車両の安全に直接関

わることから、写真2-2-15（ｃ）に示すようにPCグラウトの充填度調査が実施された。調査方

写真 2-2-14 はつり後の状況(2009 年) 

上縁定着された鋼棒
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法はＸ線透過法調査（斜鋼棒・主鋼棒）、横締打音振動法調査（床版横締鋼棒、削孔調査およ

びハツリ調査（斜鋼棒）、桁外観調査（箱桁内・外）であった。 

1)グラウト充填調査 

万蔵側橋全体で斜鋼棒592本、ウエブ内鋼棒384本、上床版168

本、下床版168本合計1268本中、Ｘ線透過法調査（斜鋼棒・主鋼

棒）により368本調査、削孔による調査122本、打音振動法により

824本の調査を行った。調査後、再注入の実施、路面へ鋼棒突出

防止対策が写真2-2-16に示すとおり実施された。調査結果を表

2-2-3に示す。斜せん断補強で充填率は58％、ウエブ87％、上床

版横締め84％、下床版84％、全体合計で24％の充填不足が発生し

ていた。特に、斜せん断補強の充填率が極めて悪く、概ね40％に

PCグラウト不足が認められた。これは、斜めせん断補強の為

のPC鋼棒が2ブロックに渡り配置されるなど、PCグラウトの施

工が難しいこと、PCグラウト充填ホースのはずれや潰れなど

が原因と考えられる。その他の鋼棒では概ね15％程度のPCグ

ラウト充填不足が認めらる。 

削孔によるPCグラウト充填度調査では、全調査本数112本中、

充填46本、未充填66本で平均充填率は41％であった。床板横

締鋼棒824本調査中、未充填は30本、未充填は4％であり、水

平方向の施工が容易であった可能性が考えられる。削孔およ

びはつりによる調査の結果、概ね40%程度がPCグラウト充填不

足であった。 

打音振動法により横締PC鋼棒全数の824本が調査された。未

充填の判断は、入出力比が、0.447以上、または20KHｚ以上に

卓越周波数が分布し入出力比が0.1以上のものとしている。そ

の結果、充填率96％であった。 

 X線調査および削孔による調査結果は、概ね24％がPCグラウ

ト未充填および不足であった。斜せん断補強は、約40％で充

填不足が確認され、施工が困難であったと考えられる。斜せ

ん断補強に使用されたPC鋼棒の充填度調査は重要であると考えられ、斜めせん断鋼棒が廃止さ

写真2-2-16 万蔵川橋鋼棒突出防

止対策

表2-2-3 万蔵川橋 充填調査結果 

（a）Ｘ線透過法調査 

(b) 削孔による充填調査結果

(c) 打音振動法による調査結果

全体本数 調査本数 充填 未充填 充填率

斜鋼棒 592 112 65 47 58%

ウェブ 384 16 14 2 87%

上床版 124 80 67 13 84%

下床版 168 160 134 26 84%

合計 1268 368 280 88 76%

全体本数 削孔本数 充填 未充填 充填率

床版横締 824 30 18 12 60%
斜鋼棒 592 51 2 49 4%
ウェブ 384 2 0 2 0%
上床版 124 13 10 3 77%
下床版 168 26 16 10 62%

全体本数 調査本数 充填 未充填 充填率

床版横締 824 824 794 30 96%

（a）鋼棒突出状況           (b)破断したPC鋼棒        (c) PCグラウト充填状況調査 

写真2-2-15 万蔵川橋 
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れる以前に建設された橋梁でのPC鋼棒の破断リスクは高いと考えられる。 

（２）変状事例からの課題の整理 

セグメント目地の腐食や劣化の兆候の把握が困難など、落橋事例の課題と共通する課題も多

く、「２．２．１ 落橋事例からの課題整理」を踏まえ、両者の課題を整理する。 

１）落橋および変状のある橋梁の変状要因の分析と情報の共有 

過去における落橋や劣化事例を整理し、PC鋼材の劣化要因、その技術が適用された時代、対

象橋梁、着目する点などの幅広い情報に立脚した維持管理を行うことにより、プレキャストセ

グメント継目部の鋼材腐食は事前に把握できた可能性がある。落橋および変状した橋梁の情報

分析をもとに点検の注目点を整理および共有し、目視点検を行うことが有効であると考えられ

る。 

２）PC鋼材が劣化したPC橋の耐荷性能の評価 

 PC 鋼材の劣化が生じた PC 橋梁の耐荷性能を評価し、耐久性、安全性を判断し対処する方法

として、実橋の載荷実験やPC鋼材の腐食調査をもとに損失したプレストレスを補う方法などが

行われていた。既設構造物の性能を適切な実行レベルで考慮することが出来ないなど、劣化を

前提とした耐荷性能を評価する方法が確立されていないことがわかった。 

３）PC鋼材腐食要因の推定 

 既往の事例より、PC鋼材の腐食が確認された要因は、PC鋼材の上縁定着部、シース内空隙量

の不足、斜めせん断補強などシース施工目地、およびブリーディングであった。 

４）目視点検の有効性 

 PC鋼材腐食が発見された状況は、補修工事、補強工事、PC鋼棒の突出によるコンクリートの

落下などであった。コンクリート表面に鋼材の突出やコンクリート剥離などの現象により発見

している事例が多い。また、上縁定着部は舗装の下にあることから、通常では点検を行うこと

が極めて困難な箇所である。現状の目視による点検で、PC鋼材の破断を把握することは困難で

あると考えられる。 

２．３ PCグラウトの充填性 

過去のPC橋で施工されたPCグラウト充填不足に関する

研究、および充填性向上に関する研究、解析などの既往の

研究など考察し、今後の維持管理を行う上で必要となる課

題を考察した。 

（１）PCグラウトの先端角度と充填性能に関する研究 1６）

PCグラウトをビンガム流体として取扱い、降伏値と塑性

粘度によりその特性を表現し、その流動特性と注入条件よ

りPCグラウト先端角度の定式化を図り、PCグラウトの充

填性をPCグラウトの先端角度により評価し、PCグラウト

の充填性を改善する研究が出雲らにより行われている。PC 

グラウト注入模式図と先端角度を図2-3-1に示す。PCグラ

ウトの先端角度θはPCグラウトの流速、密度、塑性粘度、

図 2-3-1 PCグラウト注入の模式図

図 2-3-2 管径と流速と降伏値
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降伏値、管径、管の傾斜角であらわされる(式2-3-1)。実験結果より、PCグラウトの先端角度

θが20°以上あれば先流れせずに、充填可能であることが判明しており、管径、管の傾斜角、

PCグラウトの密度をパラメーターにして、先端角度θが

20°以上となる降伏値と流速の関係を図2-3-2～図2-3-4

に示す。 

tanθ＝{４（τf＋μVｍ/D）-ρｇDsinα}/{ρｇD（C１＋２

C2）} ………（式2-3-1） 

C１＝１/(１＋０．３５lnμ/μ０) , C2=4.0 ×１０－３τｆ 

ここに、 

 Vｍ（ｍ/ｓ）： グラウトの流速

      D（ｍ）：管の内径

    α（rad）: 管の傾斜角 

     τf（Pa）: グラウトの降伏値  

μ（Pa・ｓ）：グラウトの塑性粘度 

    ρ（㎏/ ）：グラウトの密度

        μ0（Pa・ｓ）：水の粘度 

    ｇ（ｍ/ｓ２）：重力加速度 

     C１：静水圧係数 

C２：圧力係数 

（２）シースの空隙面積とPCグラウトの塑性粘度による充填性能に関する研究１７） 

ダクトの空隙面積とPCグラウトの塑性粘度の関係において完全充填と未充填の境界が存在

することが魚本らにより報告されている。完全充填するような配合選定による実物大モデル実

験により、知見の妥当性の検証が行われている。空隙面積（注入条件）に応じて完全充填する

塑性粘度を選定することが可能であると考えられている。空隙面積と塑性粘度の関係、塑性粘

度と注入口付近に設置した圧力センサーによる注入圧力との関係を図2-3-5 に示す。なお，空

隙面積とはシース断面積と鋼材断面積の差であり、注入すべき隙間の大きさを示す。図中の点

線を境界として完全充填と未充填に大まかであるが分けることができ、空隙面積が大きくなる

ほど高い塑性粘度が必要になることがわかった。 

図 2-3-5 空隙面積と塑性粘度の関係（曲線配置）

図 2-3-3 管の傾斜角と流速と降伏値

図 2-3-4 PC グラウト密度と流速
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空隙面積に応じて、確実に充填することが可能な塑性粘度を選定することが提案された。な

お、未充填と評価した全てのものについては，先流れ現象を起こし残留空隙が発生した。

塑性粘度と注入口付近に設置した圧力センサーによる注入圧力の関係もまた、0.016MPa を境界

として完全充填と未充填に分けている。 

（３）PCグラウトの流動勾配と充填性に関する解析的研究１８）

 PC単純桁を想定した PCグラウトの注入実験を行い、空隙が生

じることを確認した上で、数値解析手法を用いて、PCグラウトの

レオロジー特性と注入条件により生じる空隙の大きさがどのよう

に変化するか研究されている。 

 シースの角度、PCグラウトのレオロジー特性を変化させた実験

結果をふまえ、残留空隙が発生する条件を求めるために数値解析

を用いて検討を行っている。流体解析プログラムは、3 次元有限

体積法で、非圧縮性流体、層流、自由表面とし、壁面応力はno-slip 

条件、流体はニュートン流体（粘性係数によるレオロジー特性の

定義）で密度は粘性タイプのPCグラウトの実測値を考慮して

1900kg/  としている。 

解析では図2-3-6に示すようにシースの内径は65mm、注入管の

内径は25mm とし、シースの曲上げ角度は水平から20°としてい

る。注入管における流体の注入速度を設定することにより、PCグラウトの注入量を設定した。

流体の粘性係数と注入流量を変化させて解析を行い、その結果、PCグラウトが下り勾配を流下

しているときの流動勾配と生じた空隙の長さの関係を得た。流動勾配と空隙長さの定義は、図

2-3-6に示すとおりである。 

解析の入力条件である粘性係数と注入流量をそれぞれ変化させた場合の空隙の発生状況を図

2-3-7に示す。この結果より、残留空隙を発生させないためには、一定の条件を満たすように、

注入流量を増大させるか、流体の粘性を高める必要があることが明らかとなった。流動勾配と

生じた空隙の長さの関係を図2-3-8に示す。これより、残留する空隙の長さは、流体のレオロ

ジー特性や注入流量によらず、空隙の長さは流動勾配の大きさによってのみ決まる。したがっ

て、流体のレオロジー特性および注入流量によって、空隙を発生させない流動勾配が一意的に

決まるとされた。 

図 2-3-5 解析に用いたモデル 

図 2-3-6 流動勾配および空隙

長さの定義

図 2-3-7 流動勾配と生じた空隙の長さの関係 図 2-3-8 流動勾配と生じた空隙
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（４）PCグラウトの充填性評価方法に関する研究１９）

 ポストテンションPC 桁に用いられるPCグラウトのフレッシュ時に要求される主要な性能は、

流動性と充填性である。しかし、実際の構造物ではシース内のPCグラウトの流動性や充填性は

目視確認できず、注入前のフレッシュ特性のみによって判断されている。シース内の充填状況

を目視確認するために透明チューブを用いた模型実験の結果と、PCグラウトの流動性評価実験

の結果とを比較検討し、その関係を角田らの研究では報告している。 

 PCグラウト材として、表2-3-1にしめす市販のセメント系充填用流動収縮PCグラウト材を、ま

た、PCグラウト材のコンシステンシーを変化させるために、図2-3-9にしめす模型を用いて3 種

類の混和材を用いて実験を行い、コンシステンシーの違いによるシース内のグラウトの充填性

を調べている。 

実験ではどのような混和剤を配合しても写真2-3-2 に示すように山を越える際に、シース内

の底部だけをPCグラウトが流れ、全断面を充填することは無い、先流れ現象が観察されている。

また、先流れを起こして谷まで到達したPCグラウトは再び全断

面を充填しながら進むのと同時に、充填不足部分を逆充填し始

める。逆充填はある程度まで進むものの、谷～山の半分付近以

降は進まなくなる。今回の実験はφ5㎜、７㎜のシース直径であ

ったが、径も大きくなれば流速も上昇するが、先流れを起こす

可能性があるとしている。 

（５）沈降分離における傾斜板の沈降促進効果に関する研究２０）

傾斜管を設置して懸濁液の沈降を促進させ、分離促進させる

方法が古くから知られており、清浄水を得ることを目的とする

清浄化と、濃厚なスラッジを得ることを目的とする濃縮化に分

類されている。

図 2-3-10 は傾斜板による沈降促進のメカニズムを示してい

る。傾斜管の上側の管壁に沿って清澄液の上昇流が発生し、下

側の管壁に沿って形成された堆積層の流動により速く沈降する

ためであり、ボイコット効果と呼ばれている。 

沈降速度の最大値は傾斜板の投影面積と沈降槽断面積の比

表 2-3-1 使用材料

図 2-3-9 シース模型概略図 写真 2-3-2 PCグラウトの先流れ

図 2-3-10 傾斜板による沈

降促進のメカニズム 
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Lsinθ/Hに比例すると報告されている。傾斜θが大きいと沈降速度が大きい傾向があるとされ

ている。 

セメント系のPCグラウトは、セメントと水を主材料とし、水を分散媒、セメントを分散質と

した二相の懸濁液ということができる。PCグラウト注入後のシース内での沈降促進効果につい

て、シースの傾斜角θは一般的には70°～80°であるため、沈降速度がLsinθ／Hに比例する

事から、シース傾斜部では極めて効率的に沈降すると考えられる。 

既往の研究では、PC グラウトの傾斜部の空隙は、シースの傾斜と PC グラウトの塑性粘度と

の関係により発生するPCグラウトの先流れ現象により、空気の滞留することで説明されている。

しかし、シース管傾斜部の空隙は、PCグラウトの分離、沈降により発生したブリーディング水

の存在が関係するものと考えらえる。 

（６）流体解析による研究２１）

プレストコンクリート技術協会では、PCグラウト

材料やダクトシステムの管理、流量計や真空ポンプ

など施工機器や管理の改善や充填性を確認するセン

サーなどにより、間接的に充填性を管理しPCグラウ

トの品質確保を考慮している。実際の条件を再現し

た実物大試験を実施することが最も有効であるが、

解析によりPCグラウトのシミュレーションができ

れば、確実な充填を確保するための施工計画の策定

に活用でき、PCグラウトの信頼性を向上させること

から、「PCグラウトの設計施工指針」の付属資料「流

体解析(案）」として取りまとめられた。「流体解析

(案）」では、PCグラウトの降伏値と塑性粘度を適正

に評価しモデル化することにより、ＪＰ漏斗試験や

フロー試験を精度よくシミュレーションできるとし

ている。実構造物のPCグラウトの充填性照査への流

体解析の適用については、図2-3-11に示す通り一定

の精度で注入状況、先流れ現象をシュミレーション

することができ、排気口配置など施工計画策定に役立つことが確認されている。実物大の試験

体を用いた試験により、PCグラウトの充填解析の適用性を検証しており、解析には有限体積法

による汎用熱流体解析ソフトを用いた解析を行っている。実物大試験解析の場合、PCグラウト

の界面位置が時間とともに移動するため、界面移動を取り扱うことのできる手法で解析を行う

必要があった。そこで、VOF（Volume of fluid）法を用いて解析を行っている。VOF法とは解

析領域の各要素に占める流体の体積をF値（0≦F≦1）と定義し、F値を移動させることにより

水面の移動を表現する方法である。 

解析事例に図2-3-12 に示す。実験値とPCグラウト先端位置の比較より、下り勾配が始まる

までは実験値とも比較的よい一致を示していることがわかった。しかし、下り勾配が始めると、

解析値による先端の先流れ位置が、実験値の先端位置に比べ速いことがわかった。 

図 2-3-11 照査フローおよびマニュアル

の構成



23 

実物大注入実験を解析的にシュミレーションし、図2-3-13に示すようにPCグラウトの先流

れ現象を再現することができたが、温度や材料物性のばらつき、また施工途中の物性変化など

PCグラウトの充填に影響を与える全ての要因を考慮することは容易でなく、解析のみによる充

填性の照査には限界があることから、実験による再現が最も有効と考えられる 21）。 

２．４  耐荷性能 

PC 鋼材の破断がPC 桁の耐荷性能に与える影響を把握し、PC鋼材の破断を前提として供用時

の安全性を評価することを目的として、ひび割れを有する桁や強制的に鋼材を破断した梁の載

荷試験結果を考察し、耐荷性能やたわみ挙動について課題を述べる。

（１）軸方向にひび割れが発生した桁の耐荷性能２２）

桁下面に橋軸方向に著しいひび割れが発生し撤去されたPCプレテンションI桁(G３桁）と、

同じ橋梁であるが比較的ひび割れの少ない桁(G６桁）の載荷試験を行い、耐荷性能の比較を行

っている。橋梁概要を表2-4-1、桁の設計概要を表2-4-2、桁の断面図を図2-4-1に示す。図2-4-2

にG3桁とG6桁のひび割れ状況を示す。 

図 2-4-2 桁の劣化状況

図 2-4-1 桁断面

図 2-3-12 実験値とPCグラウト先端位置の比較  図 2-3-13 解析的にシミュレーション

（解析値）

先流れ現象が発生

表 2-4-1 橋梁概要     表 2-4-2 設計概要

単位：㎜

G６桁

G３桁

単位：ｍｍ
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載荷試験結果を図2-4-3に示す。G３桁、G６桁ともひび割れ発生荷重および曲げ破壊荷重には

大きな違いは認められず、JIS におけるひび割れ発生荷重（42kN）および曲げ破壊荷重（80kN）

に対して、ともに2 割程度大きい結果となった。 

桁下面で軸方向に発生したひび割れ程度では、耐荷性能の低下につながるPC鋼材の付着切れ

や破断等は認められず、ひび割れ性状の違いによる耐荷性能の違いは確認できなかった。 

G3桁およびG6桁ともJISのひび割れ発

生荷重まで、挙動に全く差が生じていな

い。JISの破壊荷重80kNを超えた塑性域

においてG6桁のたわみがG3桁に比べ僅

かに大きい。しかし、桁の実際の耐荷力

が設計値を20％以上上回り、鋼材腐食に

よりひび割れが発生したG3桁の耐荷性

能低下は僅かであり、設計値を下回るこ

とは無かった。鋼材腐食の差がPC桁のた

わみ挙動にあらわれるのは、塑性域まで

載荷した場合に、たわみ挙動に僅かにあ

らわれる可能性があることがわかった。 

（2）鋼材を強制破断させたプレストレストコンクリート桁の耐荷力評価２３）

鉄道の PC 桁において、PC グラウトのブリーディングや施工不足などに起因する PC グラウ

ト充填不足から、PC 鋼材の腐食が進展し破断により、PC 橋が落橋に至る危険性を防止するた

め、PC 鋼材の破断がPC 桁の耐荷性能に与える影響を把握する研究を行っている。 

本研究では、PC 鋼材破断がプレストレスに与える影響について、PC 鋼材とPCグラウトの付

着特性に着目した実験を行っている。PC 鋼材を切断した PC 梁の静的載荷実験により、PC 鋼

材が破断したPC 梁の曲げ耐力の評価法について研究をおこなっている。 

供試体概要図を図2-4-4に、供試体材料特性値、パラメーターを表2-4-1に示す。供試体は、

PC 鋼材の切断割合、切断方法をパラメーターとして、一部にPCグラウト不良区間を想定しア

ンボンド区間を設けている。供試体2-1～2-3 は、PC 鋼材を表2-4-1に示された切断割合とな

るよう切断し、2点の静的載荷を実施した。供試体2-4 は、載荷荷重が620kN の状態でPC 鋼

材を徐々に切断する方法で実施された。 

各供試体の荷重－変位関係を図2-4-5に示す。切断割合が大きい供試体ほど、最大荷重が小

さくなる傾向がある。なお、供試体2-4 については，切断本数が56本(切断割合66.7％)とな

った時点で載荷荷重620kNを維持できなくなっている。また，曲げひび割れ発生までの各供試

体の剛性はほぼ同等であったが、曲げひび割れ発生後は、切断割合の大きな供試体ほど剛性が

小さくなると報告されている 19）。 

鋼材破断の影響は梁にひび割れが発生しない範囲では、たわみ差が発生せず、ひび割れ発生

後に鋼材破断による影響がたわみ挙動に発生する。 

図 2-4-3 G3およびG6載荷試験結果

G3桁

G６桁
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２．５ 維持管理の課題 

本章では、落橋および著しく劣化した PC 橋の事例、NEXCO 中日本管内の劣化した PC 橋を対

象とし、維持管理の課題、既往のPCグラウト充填に関する課題、劣化したPC桁の耐荷力評価

の課題について考察する。 

（１）落橋および劣化要因の維持管理への活用に関する課題 

落橋および劣化要因は、鋼材破断であることが共通であり、その発生要因はプレキャストセ

グメントの接続部、上縁定着など設計による要因、PCグラウトブリーディング、シース径、シ

ース厚、材質や接続方法など材料による要因、PCグラウト充填が困難な斜めせん断鋼棒など施

工による要因であった。これらの要因は過去のPCグラウト施工マニュアルの改定により、改善

されてきている。したがって、劣化要因に関わる基準の変遷、施工者のヒアリングなどを整理

し、既往のPC橋のPCグラウトの充填状況を間接的に把握することで、鋼材腐食の可能性が極

図 2-4-5 載荷試験結果

表 2-4-1 載荷試験結果 

fc
（N/ ）

Ec
（kN/ ）

Pｙ
（N）

Pｙ1
（N）

Py/Py1
Pmax
（N）

Pmu
（N）

Pmax/Pmu

2-1 1213 0 448 439 1.02 714 675 1.06

2-2 1268 50 381 401 0.95 698 594 1.18

2-3 1174 75 355 276 1.28 600 430 1.40

2-4 1217 0～67 － 356 － 615 544 1.13

試験体諸元

供試体
№

コンクリート 有効プレス
トレス力
（kN）

切断
割合
（％）

実験および計算結果

降伏荷重 曲げ耐力

58.1 39.5

57.0 40.1

fｃ：コンクリートの圧縮強度，Ec：コンクリートのヤング係数，Pｙ：軸方向鉄筋降伏時の荷重，Pｙ1：破壊断面に曲げ降伏耐力（Mｙ1）相当の曲げモーメントを作用させ

るための荷重の計算値，Pmax：曲げ耐力の実験値，Pmu：破壊断面に曲げ耐力（Mu）相当の曲げモーメントを作用させるための荷重の計算値

ひび割れ発生

図 2-4-4 載荷概要
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めて高い橋梁およびその箇所を推定でき、点検や補修の優先順位の決定などに極めて有効であ

ると考えられる。しかし、現状では机上調査の目的が明確ではなく、収集した情報の十分な活

用方法も明確となっておらず、維持管理に有用な情報が活用されていない状況にあると言える。 

（２）PCグラウトの充填性に関する課題 

 ブリーディングの発生は周知であったが、PCグラウトの膨張効果によりブリーディング水が

シース外に排出されると考えられており、PCグラウト材料の物性や流動勾配の研究により、先

流れ現象の防止が主たる研究課題であったと考えられる。先流れ現象とブリーディングを同時

に考慮し、PCグラウトの充填状況を考察した研究成果は見当たらず、ブリーディングを許容し

た材料を用いたPCグラウト充填状況を把握することは困難な状況であると言える。 

（３）点検によるPC鋼材腐食の特定に関する課題 

PCグラウトの充填不足箇所を特定する技術は、非破壊検査などにより適切に把握できる可能

性があるが、多段配置されたPC鋼材に対するPCグラウトなど橋梁全体を評価することは課題

が多い。高速道路橋の場合は、詳細点検により鋼材腐食が確認された場合などに非破壊検査が

適用されており、全ての橋梁の点検に非破壊検査を使用することは現実的でない。一方、既往

の落橋や劣化事例では、事前の目視によりPC鋼材の腐食が把握されることは極めてまれであり、

鋼材破断によるコンクリートの剥落などにより特定されていることが多い。したがって、目視

を中心とした詳細点検では、コンクリート部材の劣化の把握には極めて有効であるが、PC鋼材

の腐食を軽微な段階で特定し、計画的に補修を行うことは極めて困難な状況にあると言える。 

（４）劣化したプレストレスト橋の耐荷性能に関する課題 

劣化したPC橋の載荷試験および人為的にPC鋼材を破断させた試験梁の載荷試験より、PC鋼

材の破断の影響は、曲げひび割れが発生しない段階では、たわみ挙動に変化が発生せず、変状

が把握できない可能性がある。一方、コンクリート部材が著しく劣化したPC橋の耐荷性能は、

設計耐荷力を上回る事例があり、PC桁の耐荷性能を的確に予測し評価することは極めて困難で

あると言える。 

本章において取りまとめたプレストコンクリート橋の維持管理の課題について、（１）および

（３）については、第3章および第5章において施工基準に基づいた維持管理のあり方を述べ、

（２）については、第４章にてブリーディンを許容したPCグラウトの再現実験を行い、空隙発

生メカニズムについて述べる。（４）については、第6章においてPC桁のPC鋼材を逐次破断さ

せ、耐荷性能評価について述べる。第7章にて各章の総括およびPC橋の維持管理のシナリオデ

ザインを提案する。 
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第３章  PCグラウトの充填性に関する研究 

３．１ はじめに 

PC 橋では、PC グラウトが充填されていることが、PC 橋の耐久性、耐荷性能を確保する重要

な要件である。しかし、目視を中心とした詳細点検や非破壊検査により、PC 構造物全体の PC

グラウト充填不足箇所の特定がすることは、２．２節の考察より極めて困難であると述べた。 

本章では、PCグラウト充填不足となる可能性が高い構造物、部位、要因を特定し、効果的な

点検・調査を行うことが重要であると考え、PC グラウト充填性に関わる技術基準（以下、「基

準」と略）の変遷から充填不足要因を整理し考察を加えた。 

「３．２ 高速道路における PC グラウト充填対策の概要」において、高速道路 PC 橋の PC

グラウト充填対策の概要と変遷を整理し考察を加えた。続く、「３．３ PC グラウト施工基準

の変遷と充填不足要因」においては、過去の基準を、PCグラウトに対する認識、PC鋼材配置や

定着方法など設計要因、PCグラウトなどの材料要因、PC定着部のあと埋め処理やPCグラウト

ホースの処理などの施工要因、充填したPCグラウト量を管理する流量計設置や施工者の教育な

どの品質管理要因に分類・整理し、充填不足の要因に着目してPCグラウトシステムとして考察

を加えた。さらに、基準の整理に加えて、PC 橋の施工関係者から PC グラウト充填不足となる

要因の情報収集を行い、基準が改定された背景も調査した。調査対象とした期間は、日本道路

公団(以下、「JH」と略)においてPC橋が建設された1964年から、1999年にプレグラウトPC鋼

材の使用などに移行し、2002 年に PC グラウト施工マニュアルが大幅に改定されたことを踏ま

え2002年までとし、その前後の有益な情報も含めて整理している。「３．４ PCグラウトに着

目した技術基準の取りまとめ」では、充填不足の要因を総括しPCグラウトシステムとして考察

を加え、建設された時代ごとに、PCグラウト充填不足となる項目を取りまとめ、点検ポイント

を提案する。「３．５ 高速道路におけるPCグラウト充填状況」において、全国の高速道路PC

橋の4087箇所のPC鋼材を対象とした、PCグラウト充填度調査結果を整理し、適用された基準

と高速道路におけるPCグラウトの充填状況の関係について述べる。「３．６ PCグラウトの施

工基準と健全度評価」において、NEXCO 中日本管内の 2918 連の PC 橋の健全度調査結果と適用

された施工基準との関係を整理し、PC グラウト施工基準と PC 橋の健全度との関係について述

べる。「３．７ 建設時の基準に基づく維持管理」では、PC グラウト充填不足の要因に着目し

たPC橋の点検のあり方を提案する。 

３．２ 高速道路におけるPCグラウト充填対策の概要 

本節では、高速道路のPCグラウト充填対策について概要を整理し考察を加える 

。高速道路において独自に基準を制定した1978年「構造物施工管理要領」から、1999年のプ

レグラウトPCケーブル以外の内ケーブルの禁止までの、PCグラウト充填対策の概要を図3-2-1

示し、以下にその経緯を述べる。 

1958年にJHが設立され、1961年の土木学会PCグラウト指針（案）が採用され、1978年にJHと

して求める品質を明確にした構造物施工管理要領を制定し、その中でPCグラウトの品質が規定

された。1986年のプレストレストコンクリート建設業協会によるPCグラウト施工マニュアルの

制定を踏まえて、1987年に構造物施工管理要領が改定され、グラウトの注入・排出口の規定等
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が追加された。 

1991年に長野道道岡谷高架橋で床板横締めPC鋼棒が腐食、破断し、PC鋼棒が床板より突出し、

コンクリート塊が50m下に落下した。その後、1994年4月に近畿道奈良高架橋においても同様に

床板横締めPC鋼材が破断し、5.4m突出する事故が発生した。JHでは、急遽PC鋼材のPCグラウト

注入が確認できる確実な管理と既設PCグラウトの緊急点検を1994年5月に指示し、1994年10月に

は当面の間、床板や横桁の横締めにPC鋼棒ではなくPCケーブルを使用するよう指示した。1994

年～1995年にかけて、全国18路線、84橋でPCグラウト充填調査が行われた。その結果、主方向、

横締めともPCグラウト充填不足が確認された。したがって、完全にPCグラウト充填を確認する

ことは困難と考えられた。 

1997年6月、高速道路におけるPC橋の設計基準である設計要領第２集の改訂を行い、PC鋼棒

のシース径を変更しPCグラウトの充填度を改善させるとともに、PCグラウトホースの位置を図

面上に明示させるPCグラウト設計を追加した。横締めPC鋼棒の破断・突出による第三者被害の

防止、せん断PC鋼棒の舗装路面への突出防止による高速道路走行車両への安全対策を目的とし

て、PC鋼棒の突出対策について各種実験を行い、その成果を基に鋼棒突出防止対策を開始した。 

1997年7月には、PCグラウトの施工管理の更なる強化策として、注入時の全工程にわたるJH

職員の立ち会いが義務付けされるなど、品質管理の強化が行われた。これによりPCグラウトを

再注入する事例が数多く報告された。1996年にPCグラウト施工マニュアルの改訂を受け、1997

年10月構造物施工管理要領の改訂を行いノンブリーディンググラウトへ変更した。 

JH社内の技術基準に関する指示として、1999年2月に内ケーブルグラウトの禁止が指示され、

新たに建設する橋梁にはプレグラウトPC鋼材および外ケーブルを標準とした。1997年以降、現

在まで、床板、横桁などの横締め鋼材には、プレグラウト鋼材が使用されている。この時に、

非PCグラウトのPC鋼材防錆システムへ根本的に変更し、以降鋼材腐食や破断・突出の可能性は

極めて低いと考えられる。 

1999年以降、内ケーブルはプレグラウトPCケーブルに変更されたが、主方向ケーブルについ

ては水平配置した直線PCケーブルのみ、PCグラウト充填を感知するセンサーの設置を前提に内

ケーブルを一部使用している。これは、張出し工法など逐次コンクリート打設を行う工法では、

事前に配置したプレグラウトPC鋼材のエポキシ樹脂が固化し、緊張困難となる可能性があるこ

と、外ケーブルの使用は施工ブロックごとにに緊張定着部を設置することが必要であり、定着

部およびその周辺を鉄筋で補強する必要があること、局部的な緊張により床板縁端部に引張力

が発生し、ひび割れが発生することなどから判断されている。 
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1978 年 4 月

JH構造物施工管理要領（制定）

1997 年 6 月

JH設計要領二集（改訂）

1994 年 10 月構造技術課長事務連絡

「横締め PC鋼棒の使用禁止」

1994 年 5 月構造技術課長事務連絡

「グラウト施工管理の徹底」

1987 年 4 月

JH構造物施工管理要領（改訂）

1986 年 11 月（PC 建協）

PC グラウト施工マニュアル（制定）

1985 年 12 月

英国 Ynys-y-Gwas 橋の落橋

●グラウトの品質規定

●注入・排出口（パイプ）の規定追加

1993 年 5 月（PC建協）

PC グラウト施工マニュアル（改訂）

●グラウト施工管理の徹底

1996 年 6 月（PC建協）

PC グラウト施工マニュアル（改訂）

●シース径の変更

●グラウト設計の追加

1997 年 7 月

基準に関する社内事務連絡
●施工管理の更なる注意喚起

●グラウト全数立会

1997 年 10 月

JH構造物施工管理要領（改訂）
●ノンブリーディンググラウトへ変更

●プレグラウト PC鋼材の規定

1998 年 4 月

JH設計要領第二集（改訂）
●床版横締め鋼材にプレグラウト PC鋼材

●外ケーブル構造の導入

1999 年 10 月

JH設計要領第二集（改訂）
●全外ケーブルの導入

●全プレグラウト PCの導入

図 3-2-1 高速道路におけるグラウト対策（1978～1999年）

３．３ PCグラウト施工基準の変遷と充填不足要因 

過去の基準を、PC グラウトに関する認識、PC 鋼材配置や定着方法など設計要因、PC グラウ

トなど材料要因、PC 定着部のあと埋め処理や PC グラウトホースの処理などの施工要因、充填

したPCグラウト量を管理する流量計設置や施工者の教育など品質管理要因などに分類整理し、

グラウトシステムとして考察を加え、点検・調査対象構造物のPCグラウト充填不足要因が容易

に把握できるよう取りまとめることとした。なお、要因整理は、基準が改定された背景、変遷、

グラウトの充填状態を把握するための主な調査事項を含めて整理し考察した。 

３．３．１ 認識に関わる充填不足の要因 

1955年～2006年間のプレストレストコンクリート設計施工指針（土木学会）、PCグラウト施

工マニュアル（PC建設業協会）に記載されているグラウトの目的について、変遷を整理し、グ

ラウトに関する認識や考え方の変遷を表3-3-1に示す。 

●注入・排出口（パイプ）の規定追加

1991 年 5 月

岡谷高架橋鋼棒破断・突出
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PCグラウトの保有するべき性能は、①PC鋼材を腐食から保護する性能、②部材コンクリート

とPC鋼材を一体化する性能であり、現在も基本的に変更はない。しかし、グラウトの重要性や、

鋼材腐食の著しい場合に、構造物崩壊の可能性があることなど、PCグラウトに対する認識は変

化している。表3-3-1に示すとおり、PC鋼材の腐食が構造物の安全性に与える影響が極めて重大

であることを、PCグラウト施工マニュアルで初めて記載されたのは1993年発刊の「PCグラウト

施工マニュアル」であり、以降のPCグラウト施工マニュアルには、同様の認識が記載されてい

る１）。グラウトの重要性が明確化される契機となった事象は、1985年英国のYnys-y-Gwas橋の内

ケーブルが腐食により破断し、落橋する事故が発生し、1998年まで英国でグラウトが禁止され

たことであると考えられる。表3-3-1より、国内ではPCグラウトの充填不足が認識はされていた

が、落橋など構造物の安全性に重大な影響を与えるとの認識が1990年頃まで明確に共有されて

いなかった可能性があると考えられる。 

その後、日本においてもPCグラウト充填不足が原因となるPC鋼棒の腐食・突出事故が発生し

た。当初のPCグラウト施工マニュアル(1986年版)は現場の手引き的に、材料や機器など実務的

情報が主体であったが、2002年のPCグラウト/施工マニュアルではPCグラウトの施工計画や品質

管理などについて大幅な充実が図られた。1955年～2006年間のPCグラウトの設計・施工指針の

改定を、JHの基準と併せて表3-3-2に示す。1980年代後半よりPCグラウト充填不足のメカニズム

に関する研究、PCグラウトの充填度を向上させる研究などの成果がPCグラウト施工マニュアル

に反映され、マニュアルに記載される情報が充実されている。 

表3-3-1 PCグラウトに対する認識 

基準年 PCグラウトに対する認識 基準名

昭和30年
(1955年)

土木学会「プレストレストコンクリート設

計施工指針」2)

昭和36年
(1961年)

注入はすべての流出口から一様なコンシシテンシーのグラウ
トが十分流出するまで中断しないで行わなければならない

プレストレストコンクリート設計施工指
針(土木学会）2)

昭和53年
(1978年)

ダクト内を完全に充填して緊張材を保護する
土木学会「プレストレストコンクリート設
計施工指針2)

昭和61年
(1986年)

PC鋼材を腐食から保護する
PC鋼材と部材本体のコンクリートと付着を与え、一体化

PCグラウト施工マニュアル1986年1)

平成5年
(1993年)

PC鋼材を腐食から保護する
PC鋼材と部材本体のコンクリートと付着を与え、一体化
PC鋼材が腐食すると、鋼材面積が減少し、著しい場合は壊
れることもある。

PCグラウト施工マニュアル1993年3)

平成8年
(1996年)

PCグラウトは、その品質や施工により、PC橋の耐久性に大き
な影響を与える重要なものである。
PC鋼材を腐食から保護する
PC鋼材と部材本体のコンクリートと付着を与え、一体化
PC鋼材が腐食すると、鋼材面積が減少し、構造物に著しい
被害をもたらす

PCグラウト/施工マニュアル1996年4)

平成14年
(2002年)

PC鋼材を腐食から保護する
PC鋼材と部材本体のコンクリートの間の一体性の確保
その品質や施工により、PC橋の耐久性に大きな影響を与え
る重要なものである。
PC鋼材の腐食進行により、破断により耐荷力の急激な低
下、構造物に著しい損傷をもたらす

PCグラウト＆プレグラウトPC鋼材施工
マニュアル(改定版）2002年5)
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表 3-3-2 PCグラウト基準の変遷２）

昭和50年
（1975年）

日本道路公団土木工事試験方法【改訂】

昭和53年
（1978年）

プレストレストコンクリート設計施工指針　（土木学会）【改訂】
・水セメント45％以下とする

構造物施工管理要領【制定】　（4月）
・グラウトの品質規定

昭和60年
（1985年）

英国）　Ynys-y-Gwas橋（イニス・イ・グワス橋）
：プレキャスト・ブロック桁の内ケーブルが腐食により破断し落橋する

昭和61年
（1986年）

PCグラウト施工のマニュアル【制定】　（PC建協）
・混和剤の例
コンベックス208他のノンブリーディングタイプを掲載

昭和62年
（1987年）

構造物施工管理要領【改訂】　（4月）
・注入口・排出口（パイプ）の規定追加

平成03年
（1991年）

コンクリート標準示方書[施工編]　（土木学会）【改訂】
・ブリーディング率3％以下
・膨張率10％以下
　率0％の配合でもよい

平成4年
(1992年)

英国「グラウトを用いるPC橋を禁止」

平成5年
(1993年)

PCグラウト施工のマニュアル【改訂】（PC建協）

平成6年
（1994年）

PC鋼材横締め破断事故
（1969年完成：単純プレテン桁T桁橋、横桁横締めPC鋼材が破断し突出）

事務連絡
（05月）グラウト施工管理の徹底
（10月）横締めPC鋼棒の使用禁止

平成8年
（1996年）

英国「グラウトを用いるPC橋禁止令を解除」
コンクリート標準示方書[施工編]（土木学会）【改訂】
・高性能AE減水剤や増粘剤を用いたノンブリーディングタイプのPCグラウ
トが望ましい
PCグラウト施工のマニュアル【改訂】（PC建協）
・ノンブリーディング型を使用する（従来タイプとノンブリーディングタイプの
グラウト施工について併記）
・アルミニウム粉末の使用禁止

平成9年
（1997年)

06月）設計要領二集【改訂】
・シース径の変更
・グラウト設計の追加
07月）事務連絡
・施工管理の更なる注意喚起
・グラウト全数立会
10月）構造物施工管理要領【改訂】
・ノンブリーディンググラウトへ変更
・プレグラウトPC鋼材の規定

平成10年
（1998年）

 4月）設計要領【改訂】
・床板横締め鋼材にプレグラウトPC鋼材
・外ケーブル構造の導入

平成11年
（1999年）

PCグラウト施工のマニュアル【改訂】（PC建協）
・ノンブリーディングタイプグラウトを低粘性型と高粘性型に分類

10月）設計要領【改訂】
　・全外ケーブルの導入
　・全プレグラウトPCの導入

平成14年
（2002年）

コンクリート標準示方書[施工編]（土木学会）【改訂】
・PCグラウトに用いる混和剤はノンブリーディングタイプの使用を標準とす
る

平成16年
（2004年）

4月）構造物施工管理要領【改訂】
・試験方法の変更（膨張率、ﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
率、　混和剤の材料分離抵抗性

平成17年
（2005年）

PCグラウトの設計施工指針（PC建協）発刊

平成18年
（2006年）

PCグラウト/施工のマニュアル【改訂】（PC建協）
・PCグラウトに要求される性能項目に対応する照査項目と指標を定めると
ともに、照査方法を規定する。
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３．３．２ 設計に関わる充填不足の要因 

（１）鋼材種別とシース径、肉厚 

１）背景 

張出し架設工法の主方向緊張材として1990年

頃までPC鋼棒（ディビダーク鋼棒）が多く用いら

れていた。ディビダーク鋼棒の長さは、2ブロッ

ク毎に接続具（以下カップラーという。）を用い

て接続するため6～8mが標準であった。図3-3-1

に示すとおり1990年頃のシースの空隙率は、PC

鋼線12φ5で75.5％、12φ７で71％、PC鋼より線

12s12.4で66.4％、12s15.2で62.3％であるのに比

較し、ディビダーク鋼棒φ32mmは空隙率が29%、φ26㎜は34％となっており、PCグラウトの充填

が極めて困難な構造となっていた。 

シース径の拡大は配置するウエブ厚を増加させ、死荷重の増加を招くことから、極力小径の

シースを用いることが経済的であったと考えられる。 

PCグラウト長は80mを超えるものもあり、夏季施工における早期の強度発現、冬季施工にお

ける凍結などにより、シース断面の閉塞や PC グラウトの注入圧が高くなり、PC グラウト充填

が困難となる状況が発生していた可能性が考えられる。特に、PC鋼棒では狭小な空間を粘性が

高く、温度の影響をうけるPCグラウト材を長距離注入することは、かなり高度な技術が必要で

あったと考えられる。 

２）基準の変遷 

シースに関する基準の変遷を表3-3-3に示す。 

高速道路のPC橋に多用されたPC鋼棒のシース径は1994年および1998年のディビダーク工

法設計施工指針改定により2段階で拡大されており、併せてシースの肉厚も増加させ剛性を高

めている。1994年にはφ26㎜鋼棒のシース径がφ32㎜からφ35㎜へ、φ32㎜鋼棒のシース径

がφ38㎜からφ39.3㎜に拡大され、シース肉厚もｔ＝0．25㎜からｔ＝0.27㎜に増加させ、ｔ

=0.32mm の製品も提供されるようになった。また、同時にグラウトホースが容易に抜けない新

たなアンカーグロッケの導入も行われている。1998年には高粘性グラウトへの対応としてφ26

㎜鋼棒のシース径をφ35㎜からφ38㎜へ、φ32㎜鋼棒のシース径をφ39.3㎜からφ45㎜に拡

大されている。施工時にコンクリートの重量で狭小なシース内の空間がつぶされ、PCグラウト

充填が困難となる対策として、1994年よりｔ＝0.32mmの肉厚シースが提供されている 6)。 

JH では、PC 鋼棒が脆性的な破壊形態を有するため、1994 年より床版および横桁横締めに使

用禁止、1999年より全面的に使用禁止となり、現在のNEXCO中日本においても本体構造物の緊

張材として用いられていない。1997 年 10 月に構造物施工管理要領を改定し、グラウトが不要

なプレグラウトPC鋼材の使用を開始した。なお、ディビダーク工法は、2005年に PC鋼棒の破

断による突出を防ぐ突出防止機能がアンカーグロッケに追加された。 

図 3-3-1 1990年頃のシース内の空隙 

PC鋼線

PC鋼より線

PC鋼棒
(DW鋼棒の例 )

12-φ 5 12-φ 7

12-S12.4 12-S15.2（参考 ）

φ 26 φ 32

空隙率75.5% 空隙率 71.0%

空隙率 66.4% 空隙率62.3%

空隙率34.0% 空隙率29.1%

ｼｰｽ内径
φ 32mm

ｼｰｽ内径
φ38mm

ｼｰｽ内径
φ70mm

ｼｰｽ内径
φ 75mm

ｼｰｽ内径
φ 35mm

ｼｰｽ内径
φ45mm

0 1 0 m m
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３）PCグラウトの充填状態を把握するための主な調査事項 

シースの径、肉厚については、メーカのカタログ、設計図、施工計画書によりPC鋼材種別、

PC鋼棒とシースの径、肉厚、シース間およびホースとシースの接続方法などの情報を収集する

ことが必要である。 

（２）上縁定着 

１）背景 

 PC 鋼材の上縁定着は、図 3-3-2 に示すように、部材圧縮縁となる主桁上縁または下縁に切

表 3-3-3 シースに関する基準の変遷

(a)基準の変遷１) 

平成17年
(2005年)

土木学会 ディビダーク工法設計施工
指針

突出防止対するフェールセーフ機能追加

内ケーブル用ポリエチレン製シース　試験方法の規
定

塩害対策としてポリエチレンシースの使用原則

土木学会　ディビダーク工法設計施工
指針

シース太径化、厚板専用シースの追加
鋼棒φ26　φ32⇒φ35㎜
鋼棒φ32　φ38　ｔ＝0.25㎜⇒φ39.3㎜　ｔ＝0.27㎜
ｔ＝0.32㎜の製品も追加
グラウトホースが抜けない取り付け方法の追加

高粘性グラウトへの対応による太径化
鋼棒φ26　φ3５㎜⇒38㎜
鋼棒φ32　φ39.3㎜⇒φ45㎜

13.6.2　シース選定
塩害対策、耐久性　⇒　高密度ポリエチレンースの
使用が望ましい

平成16年
(2004年)

平成19年
(2007年)

日本道路公団　JHS-421

PC建設業協会　非鉄シース小委員会

土木学会　コンクリート標準仕様書
施工編

土木学会　ディビダーク工法設計施工
指針

土木学会　コンクリート標準仕様書
施工編

平成10年
(1998年)

平成14年
(2002年)

昭和61年
(1981年)

土木学会　コンクリート標準仕様書
施工編

25.2.4　シース
・アンボンド工法にはプラスチック製シースを用いる
・鋼製シースは、内面に防錆処理を施したほうがよい
という文言が加わる　（プラスチック製シースの登場）

平成5年
(1993年)

平成7年
(1995年)

ポリエチレン製シースを用いた実物大PC桁による実
用化実験の開始

ポリエチレン製シース実用化試験報告書　発刊

平成6年
(1994年)

昭和36年
(1961年)

土木学会　プレストレストコンクリート
設計施工指針

　31条　シースおよびPC鋼材の配置
コンクリート及びグラウトとの付着が大きいものでなけ
ればならない等の詳細な解説が加わる

昭和53年
(1978年)

土木学会　コンクリート標準仕様書
施工編

シースの試験方法の規定（金属製シース）

シースの変遷
基準 内容

昭和30年
(1955年)

土木学会　プレストレストコンクリート
設計施工指針

23条　シース
コンクリート打設時の変形、セメントペーストの流入に
留意する記述

（b） デビィダーク工法のシース径と空隙率の変遷６）

時期 シース径(mm) 空隙率(%) シース径(mm) 空隙率(%)

平成6年3月まで

(1994年3月まで)
32 34.0 38 29.1

平成6年～平成10年4

(1994年4月ｰ1998年4月)
35 44.8 39.3 33.7

平成10年5月～現在まで

(1998年5月から現在まで)
38 53.2 45 49.4



36 

り欠きを設けて行うことがあった。定着部は 20～25°の角度を持たせることが多いことから、

上縁定着が行われている PC 鋼材定着部分はブリーディングによる空隙が生じやすいと考えら

れる。写真3-3-1に示すように、橋面の滞水が上縁定着のあと埋めコンクリートの打継ぎ目か

ら定着部に流入し、PCグラウト充填が不十分な場合はシース内に水が浸入することから、鋼材

腐食が生じる可能性は極めて高いと考えられる。アスファルト路面のポットホールの一因とな

り、鋼材の破断、あと埋めコンクリートの劣化により舗装を損傷させる場合がある。 

２）基準の変遷 

上縁定着の変遷について表3-3-4に示す。1969年制定のポストテンション非合成T桁橋の建

設省標準設計では、全ての橋梁支間長において端部定着および上縁定着が併用された。1980年

の建設省標準設計図集改定では橋梁支間 28m 以上では端部定着が原則であるが、28m 以下では

上縁定着が許容されていた。1994年の建設省標準設計図集改定時において、全ての橋梁支間に

おいて端部定着が原則とされた８）。現在は、上縁定着は採用されていないが、2.2.2 節で述べ

た近江大橋や岡谷高架橋では、上縁定着されたPC鋼線およびPC鋼棒が使用されていた。1980

年代にPC箱桁橋のスパンケーブル（橋軸方向にわたり１支間に設置されるPCケーブル）、T桁

橋の主方向ケーブル（橋軸方向に設置されるPCケーブル）の一部では上縁定着が多く採用され

ていた。1994年の建設省標準設計図集改定時において、全ての橋梁支間において端部定着が原

則とされた以前に建設された橋梁では、上縁定着の有無を確認する必要がある。上縁定着が行

われている場合には点検時に、定着部付近の舗装などに着目する必要がある。定着部を路面上

に設けることから、床版防水工が設置されていない場合、直接路面の水が定着部に流入するこ

図 3-3-2 上縁定着部７）

上縁定着

写真 3-3-1 上縁定着からの漏水 



37 

とから、鋼材腐食が生じる可能性が高いと考えられる。特徴として舗装路面においてポットホ

ールの一因となり、鋼材の破断、あと埋めコンクリートの劣化により舗装が損傷する場合があ

る。 

３）PCグラウトの充填状態を把握するための主な調査事項 

上縁定着の有無、橋梁形式、支間長（支間28mで適用基準が相違）、施工年度、舗装の損傷(ポ

ットホール)などの情報を、設計図、適用基準、現地調査などにより収集する。 

表 3-3-4 上縁定着の変遷 

年代 上縁定着の変遷

昭和42年
(1967年)

構造物設計図集Ⅲ　、Ⅶ

昭和44年
(1969年)

　ＰＣ合成桁橋　　12φ7mm（合成桁上縁ジベル筋有り）　端部定着（２列配置）

　場所打ち箱桁　 12φ7mm　12S12.4mm　　　　　　　　　　端部定着

建設省標準設計図集

　　ポストテンションT桁橋　 L≦20m　　12φ5mm　端部定着 ＋上縁定着

　　　　　　　　　　　　　　　　　  L＞20m     12φ7mm 　端部定着 ＋上縁定着

設計要領第二集

　桁のウェブ定着を原則とする。

　ただしフランジやウェブに途中定着する場合は十分な補強が必要としている

建設省標準設計図集

　ポストテンションT桁橋　 L≦28m　　12φ7mm  　　端部定着 ＋上縁定着

　　　　　　　　　               　 L＞28m     12S12.4mm  　端部定着

設計要領第二集

　S54　と同じ　　　桁のウェブ定着を原則とする。

平成　はじめ 高強度（Ｂ種）のストランド鋼材が普及

建設省標準設計図集

　ポストテンションT桁橋  L≦25m 7S12.7mm　 端部定着

　　　　　　　　　　  25＜L≦38m     12S12.7mm 　　 　　　　　　　　　端部定着

　　　　　　　　　　  38＜L              12S15.2mm 　　 　　　　　　　　　端部定着

～平成10年以前
（～1998年）

上縁定着からの漏水、グラウト未充填問題が生じる

設計要領第二集

　桁のウェブ定着を原則とする。

定着部切欠きに水が溜まる恐れがあり、定着部の防錆上好ましくないため、主桁上
縁に定着してはならない。と解説文追加

社内文書

　せん断鋼棒の使用禁止

これ以降、主桁上縁に定着具を配置する構造はなくなった

平成6年
（1994年）

平成10年
（1998年）

平成11年
（1999年）

昭和44年
（1969年）

昭和54年
（1979年）

昭和55年
（1980年）

平成2年
（1990年）
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（３）PC鋼棒接続具 

１）背景 

1993年頃までPC箱桁橋の張出架設では架設鋼材（張出架設時に一時的に必要となる架設PC

鋼材）にPC鋼棒が多く用いられており、PC鋼棒相互の接続にPC鋼棒接続具（以降「カップラ

ー」と言う）が用いられていた。

カップラーによるPC鋼棒の接続はカップラーシース（カップラーを収納するために径を拡大

したシース）内で行うが、図3-3-3に示す通り、緊張時の伸びによる移動方向を考慮して、カ

ップラーとシースの接触を防ぐために必要な空間を

確保する必要があった。シース内でカップラーの移

動に十分な空間が確保されていない場合や移動方向

を間違えた場合、カプラーは緊張によりシースに接

触、閉塞されグラウトが注入できず未充填が発生す

る。本事象は接続するPC鋼棒延長が長いほど、緊張

時のカップラー移動量が多いため、閉塞の発生する

可能性がある。カップラーシースは一般シースと同

様に鋼製で、設置後はカップラーの位置を確認でき

ないため、設置位置の修正ができない課題があった。

２）基準の変遷 

カップラーはPC鋼棒の接続に多く使用されており、ディビダーク工法などのカタログ、技術

資料にて変遷を、上記背景を参考に確認する必要がある。JHでは、透明なカップラーシースを

1992年ごろより使用していた。表3-3-5にカップラーシースとカップラー径を示す。 

2000年4月に下り勾配の場合にカップラーシース全箇所に排気口を設けるように変更してい

る。従前は25ｍ以内に 箇所設ける規定であった１０）。 

３）PCグラウトの充填状態を把握するための主な調査事項 

シースの閉塞可能性が高い場合として、PC鋼棒の緊張長が長いほど発生する可能性が高いこ

とから、図面および非破壊検査など調査する。2000年に下り勾配でカップラー位置に排気口を

設けていることから、それ以前に建設された橋梁では、下り勾配分部のカップラーシースに注

意を要する。 

（４）横締め補強 

１）背景 

図 3-3-3 カップラー接続ミス９）

表 3-3-5 カップラーシース径

PC鋼棒直径 カップラーの直径 カップラーシースの直径

φ２６ｍｍ ５０ｍｍ ５８～５９ｍｍ

φ３２ｍｍ ６０ｍｍ ６８～７０ｍｍ
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1980年前半頃まで、カップラーシースとシース間、シース間同士の接続は、ビニールテープ

用いて接着されていた。また、グラウトホースの定着具への接続は、現在のように金具で固定

するのではなく接着剤等で取り付けられていた。ホースやシースの接続部が外れ、作業者がPC 

グラウトを注入出来ない事態もあった。また、支圧板とシースに隙間がある場合や、図 3-3-4

に示すようにT桁の間詰め部やプレキャストセグメントのシース間を接続する部分などでシー

スが連続していない場所、グラウトホースと定着部、ホースとシースの接続部などにおいてコ

ンクリート打込みや桁架設時の変形によるずれ、PC グラウトの閉塞や PC グラウト漏れが生じ

る可能性が考えられる。また、過去に使用されたPC鋼棒やPC鋼線のアンカープレートにはグ 

ラウトホースを直接差し込み接着剤で固定するタイプのものがあり、このタイプでは緊張時に

グラウトホースが潰れたり、PCグラウト注入時に抜けたりする場合もあり、ディビダーク工法

では表3-3-3に示すとおり1994年にアンカーグロッケを改良しグラウトホースが抜けない改善

を行っている。コンクリート打設後にPC鋼材の緊張が行われるため、緊張時にホースのはずれ

た場合は、再度ホースを設置し直さなければならない。シースの閉塞が途中で確認された場合

は、削孔し再注入しなければならない。

２）基準の変遷 

表3-3-3と同じ。 

３）PCグラウトの充填状態を把握するための主な調査事項 

 現地調査では、プレキャスト桁と現地で打設したコンクリート接続部などについて確認す

る必要がある。定着具とホースの接続方法（グラウトホースを直接差し込み接着剤で固定する

タイプ）なども、基準、メーカ資料にて確認する必要がある。斜角がある橋梁では、PC鋼材を

斜めに配置した場合に、支圧板のずれによりPCグラウトの漏れの可能性がある。ホースの潰れ、

外れの可能性がある。 

（５） せん断補強

１）背景 

張出し架設工法では、図3-3-5（a）に示すとおり斜鋼棒は2ブロックにまたがり配置される

ため、鋼材およびシースを予め設置することから、極めて施工性が悪く、図3-3-5（b）に示す

通り鉛直鋼棒の使用が増加した。斜鋼棒はシースをブロック間で接続することから、接続部で

閉塞の可能性があった。設計緊張力やウエブ厚を絞るために、鋼棒径φ26mmの使用が多いと考

えられる。 

図 3-3-4  T桁の間詰め部

横締めPC鋼棒
水の浸入

グラウト
充填不足
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せん断補強鋼材のグラウト不足の原因としては、低空隙率とコンクリート中でのグラウトホ

ースの折れや外れによる閉塞が考えられる５）。鉛直方向のPCグラウトも下から上へ充填するこ

とから、図3-3-6に示すようにシース下部に取り付けられたグラウトホースが取れた場合は、

グラウトが充填できない可能性があった。ディビダーク工法では1994年にホースが定着部より

外れないよう、定着部を改善していることから、それ以前のせん断鋼棒のPCグラウトの充填状

況に留意する必要がある。また、作業効率を上げるために、図 3-3-7に示すように、せん断補

強鋼棒を何本か連続させてPCグラウト施工した場合には、1 箇所で閉塞が起きるとすべてが注

入できなくなる可能性が高い。このようなシースの連続化は、横締め鋼材で行われたこともあ

った。加えて、ブリーディングが多いグラウト材料を使用した場合は、上部に空隙ができやす

い。

２）基準の変遷 

施工に占める材料費の割合が高かった1970年代頃までは、補強効率を考慮して斜鋼棒の使用

が多かった。1980年代以降、施工性を考えて鉛直鋼棒の採用が増加した。PCグラウト不足によ

る鉛直鋼棒の突出事故発生を受け、JHでは2000年 5月頃よりウエブを多少厚くしてPC鋼棒を

配置しない設計法が用いられるようになった。 

３）PCグラウトの充填状態を把握するための主な調査事項

せん断鋼棒の有無および、その配置方法（斜め、鉛直）、施工年を設計図や施工年で確認する

必要がある。グラウトホースの配置、材質、PCグラウト材料など、適用基準などを把握する必

要がある。 

図 3-3-6 PCグラウトホースの外れ １１） 図 3-3-7 PCシースの連続化１１）

注入 排出

接続ホース

鉛直鋼棒

コンクリート打設

による外れ

（a）斜せん断補強の事例(1968 年完成) 

（b）鉛直せん断補強の事例(1980 年完成)１１）

図 3-3-5 せん断補強方法事例
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（６）床板防水工 

１）背景 

 PC橋に限らずRC橋においても、床板防水工の設置は、コンクリート構造物の耐久性を維持す

る上で極めて重要である。特に、凍結防止剤の撒布による塩害の進行が、上縁定着部やグラウ

トホースを伝わりPC鋼材を腐食させる可能性がある。PCグラウト充填不足のみでPC鋼材の腐食

が進展する可能性は少なく、水の供給が無ければ健全性を維持することもある。NEXCO中日本で

は、1994年頃より床板防水工の設置が始まっているが、より高性能な防水工を2012年より新東

名に導入をはかっている。 

２）基準の変遷 

我が国の道路橋における床版防水工の技術規準と変遷について表3-3-6に示す。 

国内においては、1972年に道路橋示方書鋼橋編に鉄筋コンクリート床版への水の浸透を防止

する目的として防水層を設置する考えが示された。1978年 12月に「道路橋鉄筋コンクリート

床版防水層設計・施工資料（日本道路協会）」が発刊され、床版防水工が本格的にコンクリート

床版に適用されることとなり国内で認知されるようになった。2002年改訂の道路橋示方書では、

アスファルト舗装を施工するコンクリート床版には、雨水等の床版内部への浸透を防ぐため防

水層等の設置が原則とされた。JH試験研究所では1994年に「床版防水設計・施工基準(案)」

が示され鋼橋RC床版への適用を開始した。その後、1998年に、高速道路橋の鋼橋RC床版に適

用するため、JH「設計要領第二集」、「構造物施工管理要領」、「JHS試験法」が定められた。2010

年 4月にNEXCO3社の「設計要領第二集」、「構造物施工管理要領」、「NEXCO試験法」など、新し

い高性能床版防水システムの性能照査型規準が改訂された１３）。 

３）PCグラウトの充填状態を把握するための主な調査事項

表 3-3-6 床板防水工の変遷

年 道路協会　基準類
JH,　NEXCO中日本

基準類
概要

昭和47年
（1972年）

道路橋示方書
必要に応じて防水層を設置。
設置場所事例①合成桁の床板、②中間
支点付近、③波しぶきがかかる床板

昭和53年
（1978年）

道路協会　道路橋RC床板
防水層設計・施工指針

防水層の材料選択、基準類など設計・施
工指針設定。

平成2年
（1990年）

道路橋示方書
1978年に下記追加、④塩害地域、⑤ひ
び割れが生じやすい箇所⑥打ち替え困
難、帯水しやすい箇所。

平成6年
（1994年）

JH床板防水設計・施工基
準（案）

鋼橋RC床版への適用を開始

平成10年
（1998年）

JH設計要領
全面防水工＋導水パイプ設置、シート防
水＋金ゴテ仕上げ

平成14年
（2002年）

道路橋示方書 防水工原則

平成19年
（2007年）

道路橋示方書床板防水便
覧

床板防止工に関する材料や施工技術の
進展を踏まえて改定。

平成22年
（2010年）

NEXCO　設計要領第二集、
「構造物施工管理要領
NEXCO試験法

高性能床版防水工の性能照査型規準と
して導入。新東名に使用される。
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防水は、PC鋼材腐食の原因となる水の侵入を防止することから、防水工の設置の有無、防水

工の種別を調べる必要がある。舗装工事により防水を一部撤去する事例もあるため、舗装の補

修履歴も調べる必要がある。 

３．３．３ 材料に関わる充填不足の要因 

（１）PC鋼材 

背景PC鋼線およびPC鋼より線は、PCの用途の拡大や種類、施工方法の発展などに応じて寸

法、形状、低リラクセーション化等の特性の改良や製造方法が進歩してきている。しかし、PC

鋼線については本格的に生産されだした当初から製造方法は大きく変わっていないことから、

ここではPC鋼材の変遷を表3-3-7に示し、主な調査事項については省略する。 

表 3-3-7 高速道路におけるPC鋼材の変遷１４）
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（２）セメント 

１）背景 

セメントの化学成分の構成は C3S 量が増加す

る一方、C2S 量が低下し、粉末度も大きくなっ

ている。すなわち、図3-3-8に示すように、同

じ水セメント比であれば、過去に比べてより早

く、より高い強度が得られるように変化してい

る。セメントの早強性が高い場合は、流動性か

ら同じ水セメント比を決定した場合でも、ポン

プ圧の上昇など充填作業時間の管理が必要となり、作業の難度が高まる可能性があると考えら

れる７）。 

２）PCグラウトの充填状態を把握するための主な調査事項 

セメント種別、規格などを調査し、夏季、冬季の配慮などされているか、施工計画書により

調査することが必要である。。 

（３）PCグラウト用混和剤 

１）背景 

初期の頃からPCグラウトの品質管理のための試験として、コンシステンシー試験、ブリーデ

ィング率・膨張率試験、強度試験を行うこととされていたが、グラウトを膨張させてブリーデ

ィング水を追い出す方法を採っていたため、膨張率の管理値は規定されていたが、ブリーディ

ング率の管理値は記載されていなかった。その後、1986年に発刊された「PCグラウト施工マニ

ュアル」の中で、初めてブリーディング率を3%以下に管理すると規定された。実際の施工にお

いては、膨張率は一般に3～7%程度が良くブリーディング率は0%であることが望ましいと記載

されている。 

遅延形の減水剤とアルミニウム粉末を併用する手法が1970年代まで行われていた。遅延形の

減水剤は水セメント比の低減（粘性の確保）と流動性の保持性能を、アルミニウム粉末の水素

ガスの発生による膨張性を利用しその圧力によるブリーディング水を外部に排出する効果を期

待するものであった。しかし、ブリーディング水を排出する効果が見られず、アルミニウム粉

末の使用量が微量であるため計量誤差がPCグラウトの品質に大きく影響することから1996年

使用中止となった。 

２）基準の変遷 

PCグラウトの品質管理の変遷を表3-3-8に示す。1996年には、ブリーディング水が少しでも

残存するとPC構造物の耐久性を低下させることが明らかになってきたため、ノンブリーディン

グタイプのグラウト使用をPCグラウト施工マニュアルで推奨した。1980年代以前のフレシネ

工法のPCグラウトの示方配合を表3-3-9に、1980年代以前のディビダーク工法のPCグラウト

の示方配合事例を表3-3-10に、PCグラウト施工マニュアル(2002年版）の配合事例を表3-3-11

に示す。1970年代までは遅延形の減水剤とアルミニウム粉末を併用が一般的であり、これらの

材料を混合した混和剤が市販されていた。1980年代にブリーディングが生じないノンブリーデ

ィングタイプの混和剤、先流れが生じにくい高粘性タイプの混和剤が表3-3-11に示すとおり適

図 3-3-8 強度特性（w/c＝50％の事例）１３）

0 10 20 30 40 50 60 70

圧縮強度(N/mm2)

現在の普通ポルト

1980年の普通ポルト

現在の中庸熱

材齢3日

材齢7日

材齢28日
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用された。1996年にノンブリーディングタイプが標準化され、膨張材が水素脆化の危険性から

2002年より使用禁止となった。2000年代からプレミックスタイプのPCグラウト材が開発され

ている。 

３）PCグラウトの充填状態を把握するための主な調査事項 

ブリーディングの有無、混和剤種別、膨張材使用の有無など、充填度に影響を与えるPCグラ

ウト材の物性に関する情報を収集するために、施工年と適用された基準、材料などの情報を把

握する必要がある。 

表 3-3-8 PCグラウトの品質管理の変遷１５）

流動性 ブリーディング率 膨張性 強度

昭和36年
（1961年）

JAロート流下時間10～30秒
沈入時間30～40秒

ブリーディング率の測
定と同じ方法

0～5％

型わく法：
0σ7=150kg/mm2
σ28=150kg/mm2
押蓋カン法：
0σ7=200kg/mm2
σ28=300kg/mm2

昭和53年
（1978年）

Jロート
6～12秒
JAロート
15～30秒
沈入装置
9～21秒

昭和61年
（1986年）

JAロート法15～30秒
方法は同上
3％以下

平成８年
（1996年）

JAロートによる測定が困難
⇒J14ロートを使用
高粘性型
8～12秒
低粘性型
4～8秒

体積法
3％以下

但し、1999年頃よりノン
ブリーディングが標準化

ﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ率に同じ
10％以下

型わく法：σ
28=20N/mm2以上
（SI単位へ変更）

平成14年
（2002年）

Jｐロートを標準
高粘性型
14～23秒
低粘性型
6～14秒

0％
（注入完了後3時間）

非膨張性タイプ
-0.5～0.5％
膨張性タイプ
0～10％

非膨張性タイプ
σ28=30N/mm2
膨張性タイプ
σ28=20N/mm2

平成16 年
（2004年）

Jpロート法
　製造会社が保証する範囲内

鉛直管試験
JHS420
0.3％以下

鉛直管試験
JHS420
-0.5～0.5％

型わく法：
σ28=30N/mm2

平成24年
（2012年）

Jpロート法
　製品ごとに定められた規格値

鉛直管試験
JSCE　‐F355
0.3％以下

計測終了時点0.0％

鉛直管試験
JSCE　‐F355
3個の平均値
－０．５％～0.5％

JSCE　‐G531
材齢7から28日
30N/ 以上
供試体3個平均

体積法：
ポリエチレン袋＋メスシ
リンダー
高さ法：
押蓋カン　φ99

0～5％
20時間以上経過後
0％

方法は同上

10％以下
型わく法：σ
28=200kg/mm2

表 3-3-9 PCグラウト示方配合例（1980年代以前のフレシネ工法）１６）

種別
流下時間の
範囲（秒）

膨張率の
範囲

（％）

水セメント比
W/C（％）

減水剤
ポゾリスNo.8
（C×％）

アルミ粉
（C×％）

フライアッ
シュ

（C×％）

A 10～30 ＜10 36～40 0.25 0.005～0.008 20

B ６～12 ＜10 40～46 0.25 0.005～0.008 20

※Aは比較的注入容易な場合、Bは比較的注入困難な場合。この時代のフレシネ工法ではW/C=38～43%を標

準としている。当時の材料では空隙が発生しやすいため、種別 A のように富配合で高粘性の PC グラウトを

推奨していた。

表 3-3-10 PCグラウト示方配合例（1980年代以前のDW工法）１７）

水セメント
比W/C（％）

セメント量
（Kg)

水量（Kg) アルミ粉（ｇ） 混和剤の種別 混和剤量（ｇ）

45 100 45 7.5 ポゾリスNo.8 250

42 100 42 10 ポゾリスNo.8 250

DW 工法では他工法よりやわらかいコンシステンシーが得られる W/C=42～47%を標準としている。富配合な

PCグラウトとすると注入可能長さが短くなるため、W/Cは品質の観点より 47%以下と規定。ただし，流動性の

高いPCグラウトを用いても 30m 以上の一括注入は難しいため、15m 程度毎に中間排気口を設けるものとして

いる。
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３．３．４ 施工に関わる充填不足の要因

（１）PCグラウト注入機材 

１）背景 

初期の頃からグラウトポンプとグラウトミキサを用いてPCグラウトの注入が行われていた。

グラウトポンプの故障、注入能力不足、ポンピングチューブの破損、作業の中断、ミキサーの

故障、注入ノズルの逸脱、流量計の故障などが充填不足の要因として考えられる。 

1986年 PCグラウト施工マニュアルの発刊（PC建設業協会）まで、定着工法毎にPCグラウト

注入作業に関わる独自の基準を持っていた。作業者によって注入機材の操作が異なるとともに、

注入・排出口や排気口の設置

方法あるいは暑中・寒中にお

ける対応等も基準等で統一さ

れていなかった。 

２）基準の変遷 

表3-3-12に PCグラウト注

入機材の変遷を示す。橋梁の

長大化に伴い、電動ポンプが

普及してきたが、故障などの

記録が無いため、充填作業中

の故障の有無などについて把

握することは困難である。

1996年より流量計が配置さ

れ始める。 

３）PCグラウトの充填状態を把握するための主な調査事項 

施工機械については、施工計画書により確認、故障の記録は一般に保存されていないが、品

質不良を生む原因であると考えられる。今後、故障の有無について記録を残す必要がある。 

（２）グラウトホース 

１）背景 

グラウトホースは付属品であるが、PC グラウト充填にはきわめて重要な部品であった。PC

構造物の耐久性を確保する観点から、PCグラウトを充填させ防錆効果を高めるために、定着部

表 3-3-12 PCグラウト注入機材１８）

グラウトポンプ変遷 注入方法 課題及び背景

初期の頃
昭和35年代
（1960年代）

コンプレッサー(1956年）、手動式ダイヤフラム式グ
ラウトポンプ（1956年）
電動グラウトポンプ（1962年）に導入
回転翼式グラウトミキサー（1956年）に導入

中規模のスパンでのグラウトは可能
大規模なPC鋼材の場合注入時間大

大きな未充填部の残存防止
1999年すべての現場に配置

平成2年（1990年）代
後半～

平成6年（1996年）～
グラウト流量計の導入（1996年）
流量計の現地配置完了(1999年）
真空ポンプを併用が一部で実施

昭和45年（1970年代）
～平成2年（1990年）

代後半

電動ポンプが普及
現在も使用される電動スクイズ式ポンプ【0.75kw】
は1984年頃に導入

電動スクイズポンプ【3.7ｋｗ】導入(1996年）導入
PCグラウトの高粘性化により、確実
な充填の為に。

表 3-3-11 PCグラウト配合事例（PCグラウト施工マニュアル(2002年版）)１8）

グラウト
タイプ

名称 主成分
使用料

（C×％）
膨張率
（％）

硫化時間
Jpロート

水セメント比
（％）

高粘性
コンベックス208

ネオT
メラミン系高性能減水剤
増粘剤

1.0
マイナス0.5

～0.0
14～26 45

低粘性
ポゾリス
GF-1700

メラミンスルホン酸系化合物
水溶性高分子エーテル系化合物

1.0
マイナス0.5

～0.0
６～14 45
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近傍の処理やグラウトホースなどに関して、注目し適切な対応が行われるべきであったが、過

去においてはその重要性が認識されていなかったと考えられる。 

２）グラウトホースの変遷表 

3-3-13にグラウトホースの変遷を示す。 

グラウトホースは1980年代までビニールホースあるいはポリエチレン管が主流であった。こ

表 3-3-13 グラウトホースの変遷

昭和41年
（1966年）

ディビダーク鋼棒システム PCグラウトホース取り付け方法の変更19)

昭和48年
（1973年） ディビダーク鋼棒システム PCグラウトホース内径16㎜に変更19)

平成2年
（1990年）

ディビダーク鋼棒システム アンカーグロッケとシース取り付け部延長21)

平成8年
（1996年）

ディビダーク鋼棒システム
高粘性PCグラウト対応26)
シースとホース太径化

グラウトホース
使用材料等 内容及び課題

～平成元年
（～1989年）

透明ビニールホースあるい
はポリエチレン管

ホースは割れたり潰れたり、注入時の圧力に耐えられずに破
損
圧力を軽減するためφ12～19mmが採用され、排出口は内径
10mm程度

昭和61年
（1986年）

注入作業の配慮事項

PCグラウト施工マニュアル20)
・単純桁の定着部の注入口、排出口設置
・連続桁の排気口設置
・桁端部切り欠き部のあと埋め
・グラウトホースの後処理の防水の推奨

平成5年
（1993年）

テトロンブレードホース（半透
明の糸巻きビニールホース）

PCグラウト施工マニュアル22)
・透明ビニールホースやポリエチレン管の使用は禁止
・ホース径は排出口の径をφ12～19mmに引き上げた。グラ
ウトホースの潰れや破損による不具合を未然に防ぐ

平成5年
（1993年）

グラウトホースが多い場合の
処理方法

PCグラウト施工マニュアル改定23)
・コンクリート表面から３ｃｍ凹まし無収縮
・防水工
・あと施工コンクリートに隠す→後で問題となる。

平成6年

（1994年）
ディビダーク鋼棒システム

定着部との専用ジョイント使用24)

シース太径、板厚増

平成8年
（1996年）

PCグラウトホースの後処理
の強化

PCグラウト施工マニュアル25)
・PCグラウトホースは線膨張係数などがコンクリートと異なり、
長い間にはコンクリートとの間に隙間ができ水路となる恐れ
・グラウトホースや跡埋め部の処理について、その設置は一
箇所に集中させないことが望ましい
・橋面下１ｃｍで切断後、エポキシ樹脂あと埋め

平成18年
（2006年）

PCグラウトホースの後処
理の強化

PCグラウト施工マニュアル29)
PCグラウトホースは橋面下３ｃｍで切断し、エポキシ、ポリ
マーセメントであと埋め

平成11年
（1999年）

内径15mm以上のテトロンブ
レードホースを標準化

PCグラウト施工マニュアル27)
・高粘性タイプのグラウト材料への対応
・PCグラウトホースの外れ・漏れを確実に防止するためのホー
スバンドの使用
・注入作業の人為的ミスを減らす為のグラウトホースの色分け

平成17年
（2005年）

ディビダーク鋼棒システム 突出防止機能の追加28)
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れらのホースは割れたり潰れたり、注入時の圧力に耐えられずに破損したりすることもあった。

ホース径は、注入口は圧力を軽減するためφ12～19mm のものを用い、排出口は内径 10mm 程度

とすることが多かった。 

現在、使用されているテトロンブレードホース（半透明の糸巻きビニールホース）は 1993

年「PCグラウト施工マニュアル」に記述されており、同時に透明ビニールホースやポリエチレ

ン管の使用は禁止された。これにより、グラウトホースの潰れや破損による不具合を未然に防

ぐことができるようになったと考えられる。その後1999年には高粘性タイプのグラウト材料へ

の対応として内径15mm以上のテトロンブレードホースを標準とするようになり、またグラウト

ホースの外れ・漏れを確実に防止するためのホースバンドの使用、注入作業の人為的ミスを減

らす為のグラウトホースの色分けによる識別等が義務付けられた。 

1996 年に PC グラウトマニュアル改定され、グラウトホースをまとめて誘導する方法が禁止

されなど、グラウトホースのあと処理方法が改善され、グラウトホース間を通る水しみは減少

したと考えられる。 

３）PCグラウトの充填状態を把握するための主な調査事項 

技術基準、施工計画により、ホースの種別、マニュアルの種類、ホース径（排出口、注入口）

について調査を行い、グラウト注入の作業の確実性を判断する必要がある。ホースは付属品で

あるが、グラウト充填にはきわめて重要な部材である。

（３）定着部およびグラウトホースのあと処理

１）背景

1993 年に発刊された PC グラウト施工マニュアルの発刊以前には、示方書等を含めて定着具

やグラウトホースのあと埋めに関する記述は無い。残コンクリートや手練りのモルタルを使用

する場合もあった。1990年代前半までは、適当な防水処理を行うのが望ましいとの記述しかな

く、グラウトホースは橋面上で切断するのみで、エポキシ樹脂等の防水対策は一般に行われて

いなかった。現在は主ケーブル定着切欠き部のあと埋め部は無収縮性のもの（無収縮モルタル

や膨張コンクリート）が使用されており、打継ぎ目には防水を施し、グラウトホースは橋面か

ら３cm以上の深さで切断しエポキシ樹脂を充填されている。上縁定着部に対しても、同様の処

置がとられている。 

２）定着部およびグラウトホースのあと処理の変遷 

定着部およびグラウトホースのあと処理の変遷は表3-3-13と同じ。

1986 年 PC グラウト施工マニュアルでは、桁端部は緊張後コンクリートを施工すること、グ

ラウトホースのあと処理は、以下の方法のような適切な防水の必要性が記載されていた。 

方法 1：束ねたグラウトホース近傍の表面より 3cm 程度凹ませておきグラウトホース切断後、

無収縮モルタルを充てんする（図3-3-10） 

方法 2：グラウトホースを橋面に配置する場合は，地覆や歩道等の後施工するコンクリートに

埋まる位置まで横引きし取り出す（図3-3-11） 

健全なコンクリート中にグラウトホース束を伝った水が漏出し PC 鋼材を腐食させる事例を

写真 3-3-2 に示す。1986 年に PC グラウト施工マニュアルに示された、グラウトホースの後処

理（方法2）が、漏水の原因と考えられている。したがって、1986年頃から1996年頃に建設さ
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れた PC 橋に特有の症状であり、施工要因を理解しなければ症状の原因は特定できなかった。

1996年改訂のPCグラウト施工マニュアルでは、「グラウトホースは線膨張係数などがコンクリ

ートと異なり、長い間にはコンクリートとの間に隙間ができ水みちとなる恐れがある」として

コンクリート表面に出ているグラウトホースやあと埋め部の処理について、グラウトホース設

置は一箇所に集中させないことが望ましいとされていた。図3-3-11に示すとおり、グラウトホ

ースをコンクリート表面に出す位置を地覆部まで誘導するあと処理が標準的に行われていた。

地覆に配置する際の施工性からグラウトホースの多くが数本の束として配置されていたものと

考えられる。 

３）PCグラウトの充填状態を把握するための主な調査事項： 

1986 年の PC グラウト施工マニュアルにて、取りまとめてグラウトホースの処理方法を推奨

し、1996 年の PC グラウト施工マニュアルにて、まとめて誘導することを禁止していることか

ら、施工された年代を調べることが必要である。 

３．３．５  施工管理に関わる充填不足の要因 

１）背景 

1986 年には「PC グラウト施工マニュアル」が発刊され、PC グラウト注入作業の標準化が進

み順次改訂された。1986年のPCグラウト施工マニュアルの改定まで、PCグラウト注入作業が

標準化されておらず、ミキサーでの練り混ぜ要領やポンプ圧力のかけ方等が作業者により相違

し、統一されていなかった。注入機材を用いず漏斗にてPCグラウトを流し込む方法も一部で行

われていた。PC グラウト注入時期は他の PC 鋼材とあわせて、最終段階に注入作業をまとめて

行うのが一般的であり、注入時期まで残置される期間が長く、年度内工期の関係などから、夏

場、冬場の施工もあったと考えられ、PCグラウトの施工時期の確認することは、充填性を把握

するうえで、きわめて重要な情報である。 

グラウトホースを橋面に上げない方法

図 3-3-10２３）

図 3-3-11 グラウトホースの地覆への配置 

床版横締めＰＣ鋼棒グ ラウトホース

主ケーブルＰＣ鋼棒

カップラー継手からの
グラウトホース

定着部からのグラウト ホース

せ ん断ＰＣ鋼棒

グラウトホ ース

下床版ＰＣ鋼棒

グラウト ホース

床版横締ＰＣ鋼棒のグラウトホース処理 せん断ＰＣ鋼棒のグラウトホース処理

主ケーブルＰＣ鋼棒のグラウトホース処理 下床版ＰＣ鋼棒のグラウトホース処理

写真 3-3-2 定着部付近よりの漏水
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２）基準の変遷： 

施工管理に関わる充填不足の要因は表3-3-12と同じ。

写真 3-3-3 に示す通り 1986 年以前は、下請け作業員だけで作業を行うことも多く、PC グラ

ウト作業は経験の浅い技術者が品質管理にあたることもあった。また、PCグラウト注入を実際

に行う作業員を含め、PCグラウトに関する体系的な教育・訓練が十分なされておらず、PCグラ

ウトホースの接続ミス、接続の取り間違え、接続忘れ、注入・排出の誤り、注入忘れ等もあっ

たと考えられる。1996年 PCグラウト施工マニュアルから、PCグラウトの重要性が認識されPC

グラウト講習会受講終了証の携帯が義務化された。また、写真 3-3-4 に示す通り橋面上に PC

グラウトホースが多数存在したことから、グラウトホースの取り扱いを間違う事例も多数あっ

たと考えられる。1999 年に PC グラウト施工マニュアルの改定により、グラウトホースの色分

けが義務付けられたが、それ以前は取り違える可能性が極めて高かったと考えられる。PCグラ

ウトの注入流量計は1996年より流量計の配備が始まり、1999年に現場配置が完了した。 

３）PCグラウトの充填状態を把握するための主な調査事項： 

1996 年以降は流量計の記録、それ以前は PC グラウト注入の記録、緊張の記録などから、注

入量などの推定を行うことが必要である。

３．４ PCグラウトに着目した技術基準の取りまとめ

「３．３ プレストレストコンクリートのPCグラウト施工基準の変遷と充填不足要因」を総

括し、過去の基準をPCグラウトへの認識、設計要因、材料要因、施工要因、品質管理要因に分

類整理し、PCグラウトシステムとして考察を加え、基準改定の背景を含め取りまとめ表3-4-1

に示す。PCグラウト充填に係わる基準の変更を表3-4-1に示し、何時、どのような内容が改定

されたのか、俯瞰的に理解できるように取りまとめた。建設された時期、適用された基準に基

づき、対象橋梁のPCグラウトに関しての考慮するべき事項を容易に把握できるように整理して

いる。

PC グラウト施工に関しては、施工者の基準である PC 建設業協会のマニュアルなどが主に用

いられたことから、適用された基準が同じであれば、充填不足が生じる要因も共通するとの考

えのもと、基準の変遷をPC橋の維持管理に活用することが、点検計画策定時の机上調査に有効

であると考えられる。 

写真 3-3-3 横締め緊張状況
写真 3-3-4 煩雑なPCグラウトホースの状況



認識に関わる充填不足
要因

学協会基準 NEXCO基準 出来事、改定内容 床板防水工
PCグラウト注入

機材

年 土木学会およびPC建協など ＪＨおよびＮＥＸＣＯ
学協会基準改定および出

来事
PCグラウトの目的

シース空隙率
ディビダーク工法

シース径、肉厚
ディビダーク工法

シース
共通

ポストテンションT桁
建設省標準設計

JH
PC鋼棒接続具（カッ

プラー）
ディビダーク工法

横締補強 せん断補強

定着部とホース
取り付け方法
ディビダーク工

法

床板防水工 プレグラウトPC鋼材 PC鋼材 セメント 混和剤 流動性
ブリーディ
ング率 膨張性 強度

W/C
（％）

塩化物含
有量

PCグラウトポン
プ

グラウトホースの処理
方法

ホース PCグラウト作業 流量計 グラウト教育

昭和30年
（1955年）

プレストレストコンクリート
設計施工指針（土木学
会）【制定】

グラウトは十分にＰＣ鋼
線をつつみ、かつ確実
に付着するものでなけ
ればならない。

コンクリート打設時
の変形、セメント
ペーストの流入に留
意する記述

1955年
PC鋼線規定
２．０，２．９，５．０．
７．０ｍｍ

1948　ＡＥ剤誕
生
1950　減水剤
誕生

昭和37年
(1962年）

昭和41年
（1966年）

ディビダーグ工法設計施
工指針（案）

日本道路公団土木工事
試験方法【規定】
　・試験結果報告様式を
定める

ブリーディン率3％以
膨張率10％以下

昭和42年
（1967年）

昭和44年
（1969年）

昭和48年
(1973年）

昭和50年
（1975年）

日本道路公団土木工事
試験方法【改訂】

昭和54年
（1979年）

下請け作業

防水層の材料選択、基準類

平成03年
（1991年）

コンクリート標準示方書
[施工編]　（土木学会）
【改訂】

1991年　岡谷高架橋
PC鋼棒破断

1992年～
透明カップラーシー
スの使用

平成05年
1993年

PCグラウト/施工のマニュ
アル【改訂】（PC建協）

1992年英国でPCグラ
ウト禁止

ポリエチレン製シー
スを用いた実物大
PC桁による実用化
実験の開始

1993年～
カップラーシースの
接続ミス注意事項追
記（カップラーシース
の長さ明示）

グラウトホースが多い
場合の処理方法
3つの方法方
3㎝へこます
地覆へ
誘導
防水工

テトロンブレー
ドホース使用
注入口、排出
口共φ12㎜～
19㎜

平成06年
（1994年）

PC鋼材横締め破断事故

事務連絡
（05月）グラウト施工管理
の徹底
（10月）横締めPC鋼棒の
使用禁止

1994年～
定着具と接続可能
なアンカーグロッケ
改善（PCグラウト
ホース抜け防止）

1994年～
JH設計基準
鋼橋RC床板へ適用
開始

1994年～
横締めPC鋼棒の使
用禁止

グラウトホースの後処
理の強化

平成07年
（1995年）

平成08年
（1996年）

コンクリート標準示方書
[施工編]（土木学会）【改
訂】

PCグラウト/施工のマニュ
アル【改訂】（PC建協）

1996年PCグラウト/施
工マニュアル
流量計の導入、ホー
ス径１２ｍｍ、ノンブ
リーディング推奨
PCグラウト研修会受
講修了者立会

1996年～
低リラクセーション
鋼材追加

膨張率が常にブ
リーディング率を
上回る
3％以下

０．３以下

平成09年
（1997年）

6月）設計要領二集【改
訂】
・シース径の変更
・グラウト設計の追加
7月）事務連絡
・施工管理の更なる注意
喚起
・グラウト全数立会
10月）構造物施工管理要
領【改訂】
・ノンブリーディンググラ
ウトへ変更
・プレグラウトPC鋼材の
規定

1997年～
プレグラウトPC鋼材
の規定の設定

1997年～
JH職員全数立
会

平成10年
（1998年）

 4月）設計要領【改訂】
・床板横締め鋼材にプレ
グラウトPC鋼材
・外ケーブル構造の導入

鋼棒φ26㎜
５３．２％
鋼棒φ３２㎜
４９．４％

セグメントカップラー
の開発により、セグ
メント目地の耐久性
向上
（伊勢湾岸道路）

1998年～
・床板横締め鋼材に
プレグラウトPC鋼線
の使用開始

1998年～
・床板横締め鋼
材にプレグラウト
PC鋼線の使用開
始

1998年～
JH設計要領に記載
施工標準の設定

1998年～
床板横締め鋼材に
プレグラウトPC鋼材

平成11年
（1999年）

PCグラウト/施工のマニュ
アル【改訂】（PC建協）

10月）設計要領【改訂】
　・全外ケーブルの導入
　・全プレグラウトPCの導
入

1999年PCグラウト/施
工のマニュアル
高粘性・低粘性、ホー
ス径１５ｍｍ、プレグ
ラウトPC鋼材を規定

1999年～
グラウトホース
の色分け義務
化

平成14年
（2002年）

PCグラウト＆プレグラウト
PC鋼材施工マニュアル
【改訂】（PC建協）

Jpロート導入、湿気硬
化型プレグラウトPC
鋼材規定
ノンブリーディングタイ
プを標準化

塩害対策、耐久性
⇒　高密度ポリエチ
レンースの使用が望
ましい

2000年4月～
下り勾配のカップ
ラーシース全箇所排
気口設置

1999年～
全プレグラウトPCの
導入

PC鋼棒によるせ
ん断補強無

2002年～
道路橋示方書
防水工原則

1999年～
全プレグラウトPCの
導入

Jｐロートを標
準
高粘性型
14～23秒
低粘性型
6～14秒

0％
（注入完了後3時
間）

0％
（注入完了後3
時間）

非膨張性タイプ
σ
28=30N/mm2
膨張性タイプ
σ
28=20N/mm2

平成16年
（2004年）

4月）構造物施工管理要
領【改訂】
・試験方法の変更（膨張
率、ﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ率、　混
和剤の材料分離抵抗性

平成17年
（2005年）

PCグラウトの設計施工指
針（PC建協）発刊

平成18年
（2006年）

PCグラウト/施工のマニュ
アル【改訂】（PC建協）

H19～
塩害対策としてポリ
エチレンシースの使
用原則

流量計の導入

突出防止のため
フェールセーフ機能
追加

施工管理

材料に関わる充填不足要因

1961年
PC鋼より線（２．０ｍ
ｍ～12.4㎜）規定
PC鋼棒１～4種規定

1978年～
高強度PC鋼より線
を追加

1975～
セメントの早
強化

アルミ粉
0.005～0.008％
C×％

ポゾリスNo.8
0.25％

高性能ＡＥ減水
剤の普及がは
じまる。

型わく法：
0σ7=
150kg/mm2
σ28=
150kg/mm2
押蓋カン法：
0σ7=
200kg/mm2
σ28=
300kg/mm2

型わく法：σ
28=200kg/mm
2

０．３以下

コンプレッサー
(1956年）、手動
式ダイヤフラム
式グラウトポンプ
（1956年）
電動グラウトポ
ンプ（1962年）に
導入回転翼式グ
ラウトミキサー
（1956年）に導入

電動ポンプが普
及
現在も使用され
る電動スクイズ
式ポンプ
【0.75kw】は1984
年頃に導入

施工に関わる充填不足要因

圧力を軽減す
るためφ12～
19mmが採用さ
れ、排出口は
内径10mm程
度

透明ビニール
ホース使用
注入口φ12㎜
～19㎜
排出口φ9㎜
～12㎜

グラウトホース
の後処理の強
化
線膨張係数の
違いによる漏
水対策

内径15mm以
上のテトロンブ
レードホースを
標準化

Jロート
6～12秒
JAロート
15～30秒
沈入装置
9～21秒

流量計配備完
了

鉛直管試験
JHS420
0.3％以下

設計に関わる充填不足要因

PC鋼材種別とシース径、肉厚 上縁定着

～2000年
下り勾配のカップ
ラーシース排気口25
ｍ以内に1か所設置

～1980年代前半
・シース間、シースと
カップラー間の接続
にビニールテープ使
用
・グラウトホース定
着具接続に接着剤
使用
→支圧板からの漏
れ、T桁間詰部およ
びプレキャストブロッ
ク継目からの漏れあ
り。

1972年～
道路橋示方書

必要に応じて防水
層を設置。
設置場所事例①合
成桁の床板、②中
間支点付近、③波し
ぶきがかかる床板

1978年～
道路橋RC床板防水
層設計・施工指針
防水層の材料選
択、基準類など設
計・施工指針を設定

1990年～
道路橋仕様書
塩害地域、ひび割
れが生じやすい箇
所、打ち替え、帯水
箇所の追記

PC鋼材及びシース

1990年～
1979年と同様
桁の端部定着を原則
とする。

ポストテンションT桁
橋
端部定着

桁の端部定着を原則
とする。
定着部切欠きに水が
溜まる恐れがあり、
定着部の防錆上好ま
しくないため、主桁上
縁に定着してはなら
ない。と解説文追加

シース太径化、厚板
専用シースの追加
鋼棒φ26
φ32㎜　→φ38㎜
ｔ＝0.25㎜
ｔ＝0.32㎜
鋼棒φ32
φ38　→φ39.3㎜
ｔ＝0.25㎜→0.27㎜
t=0.32㎜

昭和61年
（1986年）

PCグラウト施工のマニュ
アル【制定】　（PC建協）

鉛直せん断鋼棒
へ変更

PC鋼材を腐食から保護
する。
PC鋼材と部材本体のコ
ンクリートと付着を与
え、一体化
PC鋼材が腐食すると、
鋼材面積が減少し、著
しい場合は壊れることも
ある。

表３-４-１　PCグラウトに着目した基準の変遷

PCグラウト作業
の標準化

職員の立ち会い

PCグラウト作業
の標準化が無
練混ぜ方法、ポ
ンプ圧のかけ方
作業者により違
い。一部では漏
斗にて注入

グラウトの記録
を残す

昭和36年
（1961年）

プレストレストコンクリート
設計施工指針（土木学
会）【改訂】

JAロート流下
時間10～30秒
沈入時間30～
40秒

体積法：
ポリエチレン袋＋
メスシリンダー

0～5％
20時間以上経過
後
0％

昭和53年
（1978年）

昭和62年
（1987年）

JAロート法15
～30秒

定着部及びグラウトホースの後処理

プレストレストコンクリート
設計施工指針　（土木学
会）【改訂】

構造物施工管理要領【制
定】　（4月）
・グラウトの品質規定

PC鋼材を腐食から保護
する。
PC鋼材と部材本体のコ
ンクリートと付着を与
え、一体化。

斜めせん断鋼棒
使用

ダクト内を完全に充填し
て緊張材を保護する。

ポリエチレン製シー
ス実用化試験報告
書　発刊

フレシネ工法
36％～45％
ディビダーク工
法
42～47％

方法は同上
3％以下

グラウトホース
太径化
グラウトホース
12㎜→15㎜

1994年～
定着具と接続可
能なアンカーグ
ロッケ改善（PC
グラウトホース
抜け防止）

1990年
定着部へのシー
ス取り付け長延
長
７㎜⇒35㎜

JAロートによ
る測定が困難
⇒J14ロートを
使用
高粘性型
8～12秒
低粘性型
4～8秒

Jpロート法
　製造会社が
保証する範囲
内

旧タイプグラウ
トの禁止
アルミ粉の禁止

体積法
3％以下

但し、1999年頃よ
りノンブリーディン
グが標準化

体積法
3％以下

但し、1999年頃よ
りノンブリーディン
グが標準化

地覆の誘導中止

ﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ率
に同じ
10％以下

プレストレストコンクリート
マニュアル（極東鋼弦コン
クリート振興）

鉛直管試験
JHS420
0.3％以下

電動スクイズポ
ンプ【3.7ｋｗ】導
入(1996年）導入

真空Pポンのプ
登場

４５％以下型わく法：σ
28=20N/mm2
以上
（SI単位へ変
更）

型わく法：
σ
28=30N/mm2

ブリーディング
率の測定と同
じ方法

0～5％

高粘性グラウトへの
対応によるシースの
太径化
鋼棒φ26
φ35㎜　→φ38㎜
鋼棒φ32
39.3㎜　→φ45㎜

内ケーブル用ポリエ
チレン製シース　試
験方法の規定

ＰＣ合成桁橋12φ
7mm
端部定着（２列配置）

場所打ち箱桁 12φ
7mm　12S12.4mm
端部定着

1969年～
ポストテンションT桁
橋　 L≦20m　12φ
5mm　　　端部定着
＋上縁定着

 L＞20m   12φ7mm
端部定着 ＋上縁定
着

1980～
ポストテンションT桁
橋
 L≦28m　　12φ7mm
端部定着 ＋上縁定
着

 L＞28m
12S12.4mm 　端部定
着

桁の端部定着を原則
とする。ただしフラン
ジやウェブに途中定
着する場合は十分な
補強が必要としてい
る。

カップラーシース径
φ２６ｍｍPC鋼棒
カップラー径５０㎜
カップラーシース内
径
５８ｍｍ～５９ｍｍ

φ３２ｍｍPC鋼棒
カップラー径６０㎜
カップラーシース内
径
６８ｍｍ～７０ｍｍ

PC鋼材

適用基準類

1985年Ynys-y-Gwas
橋腐食で落橋

水セメント比45％以下

施工管理に関わる充填不足要因

注入はすべての流出口
から一様なコンシシテン
シーのグラウトが十分
流出するまで中断しな
いで行わなければなら
ない。

グラウト材料

グラウトは、その品質や
施工により、PC橋の耐
久性に大きな影響を与
える重要なものである。
PC鋼材を腐食から保護
する。
PC鋼材と部材本体のコ
ンクリートと付着を与
え、一体化。
PC鋼材が腐食すると、
鋼材面積が減少し、構
造物に著しい被害をも
たらす。

グラウトホースを３ｃｍ
凹まして無収縮モルタ
ル
適切な防水処置
・単純桁の定着部の注
入口、排出口設置
・連続桁の排気口設置
・桁端部切り欠き部の
あと埋め
・グラウトホースの後処
理の防水の推奨

方法は同上

10％以下

グラウトホース
取付け方法変更

有資格者による
作業

PC鋼材を腐食から保護
する
PC鋼材と部材本体のコ
ンクリートの間の一体性
の確保
その品質や施工により、
PC橋の耐久性に大きな
影響を与える重要なも
のである。
PC鋼材の腐食進行によ
り、破断により耐荷力の
急激な低下、構造物に
著しい損傷をもたらす

名神高速道路土木工事
試験方法【作成】

構造物施工管理要領【改
訂】　（4月）
・注入口・排出口（パイプ）
の規定追加

鋼棒φ26㎜
４４．８％
鋼棒φ３２㎜
３３．７％

空隙率
鋼棒φ26㎜
→３４％
鋼棒φ３２㎜
→29.1％

グラウトホースの取
り付け方法の改善

シース径
鋼棒φ26
→φ32㎜

鋼棒φ32
→φ38

コンクリート及びグラ
ウトとの付着が大き
いものでなければな
らない等の詳細な解
説が加わる

シースの試験方法
の規定（金属製シー
ス）
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PCグラウト未充填、充填不足、鋼材腐食が発生するリスク(発生確率)を、共通する事項を表

3-4-2、PC 鋼棒に関わる事項を表 3-4-3 に示し、リスクを高、中、低で示した。これは、一般

的な点検者が、対象構造物のPCグラウト充填の点検のポイントを把握した上で的確な点検を行

えることを目的としている。 

当時の基準では、対象とする要因に対して不備、もしくは未記載であったものを「高」、要因

対策が開始されているがその途中であるものを「中」、既に要因対策が完了しておりPCグラウ

ト充填不足となる可能性が低い場合を「低」と表現している。改定された基準が現地に実際に

適用された時期は、設計や工事の進捗状況により変化することもあり建設年代だけではなく、

適用基準や使用材料を確認する必要がある。 

なお、高速道路PC橋ではディビダークPC鋼棒の使用が多いことから、PC鋼材に関する事項

の多くはディビダーク鋼棒を対象に取りまとめている。なお、PCグラウト設計施工指針（平成

24年 12月）に記載されている、PCグラウト注入時のトラブルに関するアンケート調査では、

グラウトポンプの能力不足、ミキサーの故障、作業中のPCグラウトの硬化など、基準に示され

ていないトラブルが多いことを示しており、基準に書かれた要因以外にも留意が必要である。 

表 3-4-2  PCグラウト充填不足発生リスク（共通事項）

～昭和61年
(1986年)

平成9年～平成14年
(1997年～2002年)

平成15年～
(2003年～)

品質管理
（施工不良）

高 低 低
1993年　PCグラウトの重要性に言及

1996年流量計、講習会受講

グラウトホース
潰れ・はずれ

高
～1993年
　　高

1994年～
　　　低

低 低
1993年　ビニールホースからテトロンブレード

ホースへ変更が記載

ブリーディングの有無
（空隙の発生）

高 中 低

1996年　ノンブリーディングが望ましい

2002年　ノンブリーディングが必須

　　　　　（旧PCグラウトの使用禁止）

2000年代よりプレミックス材の使用

PCグラウトの先流れ
（空隙の発生）

高 中 低
1996年　粘性型PCグラウトが記載

2002年　高粘性・低粘性PCグラウトが記載

T桁上縁
箱桁上縁

上縁定着
（定着部からの浸水）

高
～1994年
　　高

1995年～
　　中

低 低
支間長20ｍ、28ｍで定着方法の使い分け

T桁は、1994年以降全て端部定着

全体
シース径の拡大
鋼より線の使用

高 低 低 シース径の拡大による充填性向上。

セグメント
継目部

シース不連続
（PCグラウトの漏れ）

高 中 低
1986年　注意喚起が記載される。

2000年頃　セグメントカップラーの適用

定着部
ウエブ

グラウトホースの処理
（ホースに沿った漏

水）
低 低 低

1986年～1996年

施工マニュアルに、グラウトホースの地覆へ集

約を推奨

桁端、路面
定着部あと処理
（定着部の腐食）

高 低 低
1986年簡単な防水処理推奨

1996年後あと処理強化

床版、桁
床版防水工設置の有

無
高 低 低

1972年道路橋示方書

　　必要に応じて防水層を設置

1990年道路橋仕様書

　　塩害地域、ひび割れが生じやすい箇所

　　打ち替え、帯水箇所の設置の追記

1998年JH設計要領

　　施工標準の設定

2002年道路橋示方書

　　防水工原則設置

横締め
せん断

プレグラウトPC鋼線の
採用

高 低 低
（高速道路の場合）

1998年床版にプレグラウト鋼材採用

1999年全面的にプレグラウト鋼材の採用

背景

高

高

中

共通事項

PCグラウト
充填不足

PC鋼材腐食

高

中

高

中

中

PCグラウト
未充填

全体

中

（曲げ下げ部、
定着部）

リスク 対象部位 リスク要因

リスクの発生確率

昭和62年～平成8年
(1987年～1996年)
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表 3-4-3  PCグラウト充填不足発生リスク（PC鋼棒に関する項目）

～平成2年
（～1990年）

平成7年～平成10年
（1995年～1998年）

平成11年～
（1999年～）

品質管理
(施工不良）

高 低 低
1993年　グラウトの重要性に言及

1996年流量計、講習会受講

シースと定着体の
接続方法

（シースの外れ）
高 中 低

1990年定着部・シース取り付け部延長
７㎜→３５㎜

1994年定着具とシースのジョイント使用

斜めせん断
鋼棒の設置方法
(シースの潰れ、不

連続）
高 中 低

～1980年　斜め配置
1980年代～　鉛直配置

2002年～　PC鋼棒無

シース径
（シース内空隙）

高 中 低

1994年径32㎜PC鋼棒シース38㎜→39.3㎜
1998年径32㎜PC鋼棒シース39.3㎜→45㎜

2005年鋼棒突出防止機能追加

シース肉厚
（シースの潰れ）

高 中 低

1994年径26㎜PC鋼棒

　肉厚0.25mm、0.32mm
1994年径32㎜鋼棒

　　肉厚0.25㎜→0.27㎜（0.32㎜もあり）

カップラー径
（カップラーのPCグ
ラウト充填性）

高 高 中

1998年

径26㎜カップラー径50㎜→シース径58～59㎜
径32㎜カップラー径60㎜→シース径68～70㎜
2000年

下り勾配のカップラーシースに排気口
（従来25mに1か所）

緊張余長
（カップラーの移動

制限）
高 中 中

1993年カップラ伸長＋19ｃｍ規定
1992年道路公団透明カップラー使用

背景平成3年～平成6年
（1991年～1994年）

低

高

カップラー部

　　　　　 高

横締め
せん断

高

リスク 対象部位 リスク要因

リスクの発生確率

PC鋼棒に
関する事
項

横締め
せん断

中

PCグラウト
充填不足

高

高

PCグラウト
未充填
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３．５ 高速道路におけるPCグラウト充填状況 

本節では、「３．４ PCグラウトに着目した技術基準の取りまとめ」で整理した基準の変遷に

より、PCグラウトの充填率がどのように変化したを検証するとともに、基準が適用された時代

毎のPCグラウト充填度を取りまとめ考察を加えた。高速道路PC構造物のPCグラウトの充填度

調査について、PC鋼棒の突出により劣化が顕在化した1996年（H8）に JHが調査を行い、2012

年（H24）にNEXCO3社が長期的な保全計画を策定するための全国的調査を行った。また、NEXCO

中日本管内のPC橋 2918連の詳細点検を基に判定された健全度調査結果をもとに、適用された

基準とNEXCO中日本管内のPC橋の健全度の関係を整理し、基準改定が健全度に与える影響を評

価した。 

３．５．１ PCグラウト充填度調査概要

調査概要を表3-5-1に示す。調査対象PC構造物は一部の地域に偏らず、施工年度も偏りがな

い様に選定されており、1996 年当時の調査方法は X 線法、打音振動法、削孔などの調査方法、

2012年の調査方法は広帯域超音波法により実施した。1996年の調査対象は主ケーブル、横桁横

締め、床板横締め鋼材であり、2014年の調査は主ケーブルのみである。両調査を合わせて整理

を行ったが、横締めに関するデータは1996年当時の調査結果であり、主桁ケーブル調査結果と

調査時点が違う。1996年および2012年に実施されたデータ数を合計すると、調査対象橋梁111

橋、148連、PC鋼材本数4087本であった。調査対象部位および鋼材種別は表3-5-2に示す 31)。 

３．５．２ PCグラウト充填度調査結

果

（１）調査結果の概要

1996年および2012年の調査結果の概要を図3-5-1に示す。調査結果より、PCグラウト未充

填は鋼材種別に関わらず発生し、その率は5.6％～11.8％で平均7.7％であった。また、PCグ

ラウト充填不足は10.1％～24.6％であり、平均18.3％であった。特に、横締めPC鋼材の充填

不足が極めて多く20％を超える充填不足が発生していた。65.3％～78.1％のPCグラウトは充

填良好であり、平均74.0％であった。 

施工箇所毎に充填度は大きく異なり、特に横締め鋼材の充填不足は20％を超えることから、

PC横締めのPCグラウトシステムに課題があったと考えられる。PC横締めに使用されているPC

表 3-5-2 調査内容 31）

表 3-5-1 調査概要 31)
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鋼棒のデータは1996年時のデータであり、3.3節で整理したグラウトシース径や肉厚などの改

善時期である1994年および1998年以前に建設されていた。したがって、それ以前のPCグラウ

トシステムに問題があった可能性が考えられ、全ての橋梁に共通の現象である可能性が極めて

高いと考えられる。概ねPCグラウト全体4087本中約8％が未充填であったことは、PCグラウ

トの重要性の認識や施工管理などの要因が重要であると考えられる。 

（２）シース径と充填度  

シースの空隙率と PC グラウト充填度の関係を図 3-5-2 に示す。ピンクで囲まれた部分が PC

鋼棒のデータを示している。シースの空隙率が56.8％以下のPC鋼棒では、PCグラウト未充填

および充填不良となる率が 30％以上となり、空隙率が大きい場合に比べ極めて PC グラウト充

填不足が発生する確率が高い。しかし、シースの空隙率が改善された PC 鋼棒においても８～

44％、空隙が比較的大きいPC鋼線は0～24％の充填不足が生じていた。シース径の拡大により

充填不足となる率は低下するが、シース径が大きい場合においても 20％前後の PC グラウト未

充填および充填不足が継続して発生している。シースの空隙率が66.6％を超える場合の充填不

足の要因は、空隙率が56.8％以下の場合と要因が異なる可能性があり、空隙率が大きい場合は、

ブリーディングによる空隙の可能性があると考えられる。 

図 3-5-1 PCグラウト充填度 31)

図 3-5-2 シースの空隙率とPCグラウト充填度 31） 

鋼棒

PCグラウト良好    PC グラウト充填不足    PC グラウト未充填
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（３）PCグラウト基準と充填度

PCグラウト充填性を向上させるために実施した施策と充填度の関係を図3-5-3に示す。棒グ

ラフはPCグラウト充填度を示し、折れ線グラフは調査対象橋梁の年代毎の分布を示している。  

本調査の主たる対象橋梁が1966年～1980年に建設された橋梁であることから、1986年から

行われたPCグラウト充填向上のための施策が適用されていない1966年～1980年ごろのデータ

を代表していると考えられる。PCグラウトシステムが相違するPC鋼線とPC鋼棒のデータを取

りまとめた結果ではあるが、1986 年以降 PC グラウトの充填性は明らかに向上している。1986

年の PC グラウト施工マニュアルでは、PC グラウトの施工方法の統一など施工管理体制が改善

されたことが、大きな要因と考えられる。また、英国で PC グラウトが禁止されたことが、PC

グラウトの重要性が認識される契機となったと考えられる。 

（４）鋼材種別と充填度

図3-5-4は PCグラウト充填度を、PC鋼より線、PC鋼線、PC鋼棒に分けて、供用年代毎に整

理結果を示す。 

図 3-5-4 PCグラウト施工基準と充填性 31) 

1986PCグラウト施工マニュアル

1996PC グラウト施工マニュアル

図 3-5-3 各種改善策～充填度 31 

充填不良、未充填 約30％ 充填不良、未充填 約 10％

1985 英国のYnys-y-Gwas橋落橋

1986PCグラウト施工マニュアル

1996PC グラウト施工マニュアル



56 

図中の赤破線は、PCグラウト施工マニュアルが改定された1986年および1996年を示してい

る。図 3-5-4 に示すように、PC 鋼材種別により充填度は大きく異なる。PC 鋼より線は、PC 鋼

より線12S12.4のシース径は70㎜（空隙率66.4％）、PC鋼線12φ5のシース径は35㎜（空隙

率75.5％）、PC鋼棒φ26のシース径は32㎜（空隙率34％）であり、PC鋼棒は極端に空隙率が

低いが、PC 鋼より線と PC 鋼線の空隙率に差はない。PC 鋼より線の充填率は PC 鋼線に比べ、

良好であることから、空隙率とシース径双方が充填度向上に関係していると考えられる。PC鋼

棒は、PCグラウトの改善諸施策により充填度は向上していない。 

（５） 適用されたPCグラウト施工マニュアル毎の充填度について 

PCグラウト施工マニュアル改定時期とPC鋼線、PC鋼より線、PC鋼棒毎の充填度の整理結果

を図3-5-5に示す。 

表3-4-1「PCグラウトに着目した基準の変遷」を参考に、PCグラウト施工マニュアル(1986)

の刊行された時期を、PCグラウトの充填性改善の転機と考え、①1962年～1986年を「PCグラ

ウトの重要性が充分認識されていない時期」、②1987年～1996年を「PCグラウトの重要性の認

識が高まり、改善が開始された時期」に分類して、PCグラウト充填度を整理した結果を図3-5-5

に示す。 

1962年～1996年間のデータ数は①1962年～1986年のデータが95％、②1967年～1996年が5％

であり、その内PC鋼棒のデータが約63％（2587箇所/4087箇所）である。高速道路では1997

年よりプレグラウトPC鋼材などの導入を図ったため、それ以降現地におけるPCグラウト注入

を禁止したことから、充填データは一部を除き収集できない。 

1962年～1986年間に、大幅なPCグラウト施工に関する基準の変更が少なかったと考えられ

ることから、この時期の平均的な PC グラウト充填不足（未充填を含む）状況は約 26％程度で

あったと考えられる。1986 年以降は PC グラウトマニュアルの充実が図られ、施工管理体制が

強化され、PCグラウトの重要性が認識され、充填に関する研究が行われてきた時期であり未充

填は17％に減少している。この未充填の大部分はPC鋼棒によるものである。 

1962 年～1986 年間 PC 鋼棒の充填不足（未充填を含む）は約 35％であり、1986 年～1996 年

図 3-5-5 適用基準毎PC グラウト充填度
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間のPC鋼棒の充填不足（未充填を含む）は約34％であり、ほとんど変化していない。1994年

にプレグラウトPC鋼材の使用が始まることから、高速道路ではPC鋼棒の改善効果は見られな

い。1970年代よりPC鋼より線の規格（JIS G353 6PC鋼線およびPC鋼より線）の整備により、

大容量PC鋼より線の使用が増加した。それに伴いPCシース径の大きいPC鋼より線ではPCグ

ラウト充填率は、1962年～1986年間では85.4％、1986年～1996年間では98.4％と大きく改善

されている。これは、PCグラウトの物性改善による先流れ現象の改善、テトロンブレードホー

スの導入、一部でノンブリーディングの使用、シース径空隙率の拡大など改善が進められた結

果と考えられる。また、PC 鋼より線はシース径が大きいことから、閉塞による PC グラウト未

充填ではなくブリーディングによる空隙が主な要因と考えられる。 

全橋梁に共通する PC グラウトの充填不足の状況を合理的に把握することが可能となる。表

3-4-1および3-4-2、3-4-3などの情報を活用し、PCグラウトの充填不足となるリスクを極めて

合理的に把握し、点検計画に反映することは、従前の点検の精度を向上させると考えられる。 

今後、鉄道橋や高速道路橋以外のPCグラウト充填状況のデータ蓄積により、適用された基準

毎の充填状況を把握し、維持管理に反映することが極めて重要であると考える。 

３．６  PCグラウトの施工基準と健全度評価

高速道路における点検の目的は、「 安全な道路交通を確保するとともに第三者に対する被害

等を未然に防止すること」と「 長期的に構造物を良好な状態に保つために、健全性を確認する

こと」であり、安全性、第三者被害防止、耐久性の3つの目的をもっており、点検頻度は１回

/5 年を標準としている。点検の役割は、建設後速やかに行う初期点検後、点検計画を策定し、

日常点検、詳細点検を行う流れとなっている。 

５年に一度実施される詳細点検では、主に目視および打音検査により点検が実施されし、そ

の記録を保存し、点検前に記録を確認することにより、PC 構造も RC 構造物同様に、ひび割

れ、漏水や錆汁、鉄筋腐食などの変状の進行を把握されている。

NEXCO 中日本における健全度評価は、大量の橋梁部材を比較的精度よく客観的に評価するた

め、目視調査による評価事例を補足資料として示している。     

健全度評価事例は、劣化事例ごとに、既往の点検結果をもとに具体的に図で示しており、評

価の実施や結果の統一が容易であることから、現地のPC橋梁の目視による点検結果を、正確に

反映していると考えられる。 

1964 年～2010 年間の供用年度毎に PC 橋 2918 連の健全性を 5 段階評価した結果を図 3-6-1

に示す。 
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1963年名神開通、1969年東名開通後の1970年頃から1985年頃にかけて、インフラが大量に

建設された時期であり、PC橋の健全度が極めて悪いことが図3-6-1によりわかる。また、1990

年代後半から、明らかに健全度は改善傾向を示していることを図3-6-1にしめす。これは、基

準の整備と品質管理体制の強化の効果と考えられる。1990 年代後半から建設された PC 橋の健

全度は維持されており、高速道路会社におけるプレグラウト PC 鋼材の採用、PC グラウト施工

マニュアルの改定、ノンブリーディングの標準使用、品質管理の強化が大きく寄与したと考え

られる。 

PCグラウト施工マニュアル改定毎に健全度を整理した結果を、図3-6-2に示す。なお、分類

は改定時により①1964 年～1986 年、②1987 年～1996 年、③1997 年～2002 年、④2002 年～毎

とした。2002年以降橋梁の健全度Iは、経年が少ないことを前提にしても95.9％となり、極め
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て良好であった。一方、1964 年～2002 年までの劣化が無い健全度 1 は 35.5％～51.5％と時代

とともに改善されているが、2002年以降のような急激な改善は確認できない。軽微な変状を示

す健全度ⅠおよびⅡの和は1987年～2010年は、概ね95％程度あるが、1986年以前は83％と他

の期間と比較し健全度が良好な橋が少ない。1993 年以降 PC グラウトの重要度が認識されたさ

れたことなどが影響している可能性が考えられる。 

高速道路のPC橋では、同じ建設時期に、類似した構造形式や構造詳細を有していれば、統一

された同一基準に基づき建設されており、極めて共通の初期性能を持つと考えられる。 

３．７ 建設時の基準に基づく維持管理

本節では、適用された基準により、PC橋のPCグラウト充填性や健全度評価が変化すること

から、建設時に適用された基準を調査し、点検に活用することを提案する。基準の変遷および

施工基準毎のリスクの整理について表3-4-1、3-4-2、3-4-3に示す。PCグラウトの充填不足が

発生するリスクを評価し、点検実施前に着目点を明確にし、非破壊検査など適切な調査方法を

事前に組み入れる、基準などの情報を重視した点検のあり方を図3-7-1に提案する。 

 高速道路では、建設後に設計図書や施工計画書などの工事関係図書、工事報告など学協会へ

の投稿論文など、一部の古い情報を除き保存している。また、高速道路独自で定めた基準等に

ついても表中に記載した。建設年は分かれば、可能な限り古い橋の建設時の考え方などを把握

できることは、極めて有効と考えられる。 

図 3-6-2 PC 橋健全度(Ⅰ～Ⅴ )

1964～1986 1987～1996 1997～2002 2003～2010
Ⅴ 0.0 0.0 0.0 0.0
Ⅳ 1.6 0.0 0.0 0.0
Ⅲ 14.8 6.8 4.1 0.3
Ⅱ 48.1 52.6 44.4 3.9
Ⅰ 35.5 40.6 51.5 95.9

35.5 40.6 51.5 

95.9 
48.1 52.6 44.4 

3.9 14.8 6.8 4.1 0.3 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

橋
梁

比
率

年代毎健全度

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ



60 

PC 橋点検計画立案

（点検橋梁の確定）

詳細点検の実施

記録の保存

無

り

ＰＣグラウト充填不足以外の机上調査

橋梁データベース 

・潜在的リスク 
・記録の保存・過去の点検結果

・設計図・使用材料 等

PC 構造物の建設(設計)年の把

無

り

点検記録

施工基準の把握（表 7-2-3）
施工基準の調査有

有

り

無

り

有

り

潜在的リスク把握 

基準に基づく机上調査の重視 

重要性の認識の

有無

設計要因の有無 

材料要因の有無 

施工要因の有無 

施工管理要因

の有無

施工時期確認 

施工者ヒアリングなど

設計書確認、適用設計基準の確認 

上縁定着、プレキャストブロック工法

施工計画書の確認、使用材料の確認 

ブリーディング

鋼材種別（ＰＣ鋼より線、鋼棒）

施工記録の確認 

施工者の資格、注入量の確認

有

り

有

り

無

り

無

り

PC グラウト充填不足発

生リスクの把握 
表７-2-１、表 7-2-2

潜在的リスクの把握 

点検着目点の整理 

非破壊検査の適用

施工基準の確認 

グラウトホースの処理、

定着部の後処理、舗装の損傷など

高速道路の特殊性

表 3.3.2 

設計・施工基準は高速道路

独自のを使用 

表 3.3.4、表 3.3.6 

上縁定着、床版防水工は独

自基準。シース、ホースな

どは独自基準無。2004 年に

ポリエチレンシースの規定

化。 

表 3.3.7～表 3.3.11 

材料は基本的に独自の基準

無。ただし、1990 年代より

独自の基準によりプレグラ

ウト鋼材など採用。 

表 3.3.12～表 3.3.13 

施工は基本的に独自の基準

無。

施工管理要因 

施工は基本的に独自の基準

無。ただし、1990 年代より

独自の基準に全数立会など

実施採用。 

図 3-7-1 基準などの情報を重視した点検のあり方
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点検を行う前に、設計図を分析することから始め、構造、配置、材料を理解するべきである。

同時に、当時の基準が持つ特色や不具合が出やすい箇所を把握することで、当時の構造物に共

通の課題が把握出来ると考える。次に、施工計画書にて、施工時期、施工方法、材料、品質管

理方法など、現場での施工条件を把握することが必要である。最後に、施工者のヒアリングに

より図面に表れない情報を得ることも極めて重要である。このような調査を点検前に準備して、

着目点を確認することが点検の大きな役割の一つと考える。

そのため、予め整理した表3-4-2～3-4-3によりPCグラウトが充填不足となるリスクと要因

を把握し、表3-4-1にて意識、設計、材料、施工、施工管理の面から情報を分析することが極

めて重要である。 

３．８ まとめ

本章では、PCグラウト充填に関わる基準の変遷について、PCグラウト施工マニュアルを中心

に取りまとめ、点検者が容易に過去のPC構造物の、隠れた弱点を把握できるようにした。また、

PCグラウトに関する基準と、PC構造物のPCグラウト充填状況やPC橋の健全度との関連を整理

し、PCグラウト施工基準とPCグラウト充填性、PC橋の健全度の関係を検証し、施工基準の情

報を重視した点検のあり方の有効性を示した。

（１）PCグラウト基準の整理と充填不足となる要因 

PCグラウト施工マニュアル（PC建設業協会）を中心に、コンクリート標準示方書、ディビダ

ーク工法設計施工指針(案)、道路公団設計要領など過去の資料を参考に、また、PC橋施工者か

らヒアリングを行い、PCグラウトの重要性に対する認識、PC鋼材配置や定着方法などPCグラ

ウト充填不足に関する設計要因、PCグラウトなどの材料要因、PC定着部のあと埋め処理やPC

グラウトホースの処理など施工要因、充填したPCグラウト量を管理する流量計設置や施工者の

教育など品質管理要因に分類し考察した結果を表3-4-1に示した。 

PCグラウト施工マニュアル（1996）が適用された時期を、PCグラウトの充填性改善の転機と

考え、①1962年～1986年を「PCグラウトの重要性が充分認識されていない時期」、②1987年～

1996年を「PCグラウトの重要性の認識が高まり、改善が開始された時期」に分類して、時代毎

の基準変遷の要点を考察し表3-8-1に示す。 

上記の成果を活用して、情報を重視した点検のあり方を図3-7-1に提案した。 

（２）充填不足発生リスクについて

時代毎のPCグラウト不足が発生する要因が発生するリスクをとりまとめ、PC構造物の維

持管理に携わる技術者が、点検・調査対象のPC構造物に内在する、PCグラウト充填不足を生

じさせた要因を容易に把握でき、隠れた構造的弱点を把握できるように表3-4-2および表3-4-3

に PCグラウト充填不足発生リスクを提案した。 

 上記提案に基づき取りまとめた、PCグラウト充填不足発生リスクを第5章現地調査した結果

との整合性を検証する。 



部材 PC鋼材（せん断補強）

建設年
主な適用基準

PCグラウト充填率
健全度 要因

定着部からの浸水
上縁定着

PCグラウト未充填
グラウトホースのはずれ・つぶれ

継ぎ目部からの浸水
プレキャストセグメント工

法

PCグラウト充填不足
シース径不足

PCグラウト充填不足
カップラー部の閉塞

PCグラウト充填不足
T桁間詰め目部

PCグラウト充填不足
斜めせん断、せん断

グラウトホースの後処理 定着部後埋め部

変状 路面のポットホールの発生
ウエブ内鋼材腐食
ウエブ水しみ

鋼材未充填による腐食
ウエブの水しみ

継ぎ目部のグラウト痕跡
継ぎ目部からの錆汁

床版下面の水しみ
（等間隔）
斜角がある横締

８ｍごとに接続
緊張長が長いPC鋼棒

T桁間詰め目部から
の水しみ、錆

路面のポットホール ポットホール、端部の劣化

原因 定着部の後埋め
床版防水工不備

グラウトホースの強度不足
グラウトホース接着剤による接続

シースの不連続
桁内の滞水

シースの閉塞
定着部からの漏れ

カップラーの漏水 T桁間詰め目部シー
スの不連続

シースつぶれ、はずれ
ブロック継ぎ目不連続

後梅材の劣化

基準 1969年～
ポストテンションT桁
　 L≦20m　12φ5mm
　　端部定着 ＋上縁定着
 L＞20m     12φ7mm
 　　 端部定着 ＋上縁定着
1980年
ポストテンションT桁
 L≦28m　　12φ7mm
  　端部定着 ＋上縁定着
 L＞28m     12S12.4mm 　端部定着

定着体とグラウトホースのはずれ
ホースが外れるリスク（カップリング
シースや、シースとシースの接続はモ
ルタルやエポキシ樹脂等を用いて接
着）
透明ビニールホースあるいはポリエチ
レン管使用
グラウトホース給排気口無
支圧板とシースの接続部に隙間
橋面上で切断するのみ

セグメント同士の接着 シース径
径２６ｍｍPC鋼棒
→径３５ｍｍシース
径３２ｍｍPC鋼棒
→径３８ｍｍシース
指圧版の隙間
シース接続具なし

カップラーの移動長不
足

T桁間詰め目部 シース径
32㎜鋼棒　Φ38㎜
指圧版の隙間
シース接続具なし

規定なし 後埋め材の規定なし

部材 PC鋼材（せん断補強）

建設年 適用基準
平均PCグラウト充填

率 健全度 現象
定着部からの浸水
上縁定着

PCグラウト未充填
グラウトホースのはずれ・つぶれ

継ぎ目部からの浸水
プレキャストセグメント工

法

PCグラウト充填不足
シース径不足

PCグラウト充填不足
カップラー部の閉塞

PCグラウト充填不足
T桁間詰め目部

PCグラウト充填不足
斜めせん断、せん断

グラウトホースの後処理 定着部後埋め部

変状 路面のポットホールの発生
ウエブ内鋼材腐食
ウエブ水しみ

鋼材未充填による腐食
ウエブの水しみ

継ぎ目部のグラウト痕跡
継ぎ目部からの錆汁

床版下面の水しみ
（等間隔）
斜角がある横締

８ｍごとに接続
緊張長が長い鋼棒

T桁間詰め目部から
の水しみ、錆

路面のポットホール 定着部、ウエブに漏水 ポットホール、端部の劣化

原因 定着部の後埋め
床版防水工不備

ホースの強度不足
ホースの接着剤による接続

シースの不連続
桁内の滞水

シースの閉塞
定着部からの漏れ

カップラー部の漏水 T桁間詰め目部シー
スの不連続

シースつぶれ、はずれ
ブロック継ぎ目不連続

ホースを伝わる漏水 後梅材の劣化

基準 1980年
ポストテンションT桁T L≦28m　　12
φ7mm  　端部定着 ＋上縁定着
 L＞28m     12S12.4mm 　端部定着

1994年～
ポストテンションT桁
　端部定着

透明ビニールホース使用
注入口φ12㎜～19㎜
排出口φ9㎜～12㎜

1993年～
テトロンブレードホース使用
注入口、排出口共φ12㎜～19㎜

セグメント同士の接着 1994年~
シース径
径26㎜PC鋼棒
→径38㎜シース
径32㎜PC鋼棒
→径39.3㎜シース
指圧版の隙間
シース接続具なし

カップラーの移動長不
足

T桁間詰め目部 シース径
32㎜鋼棒　Φ38㎜
指圧版の隙間
シース接続具なし

地覆部へ誘導 後埋め材の規定なし

部材 PC鋼材（せん断補強）

建設年 適用基準
平均PCグラウト充填

率 健全度 要因
定着部からの浸水
上縁定着

PCグラウト未充填
グラウトホースのはずれ・つぶれ

継ぎ目部からの浸水
プレキャストセグメント工

法

PCグラウト充填不足
シース径不足

PCグラウト充填不足
カップラー部の閉塞

PCグラウト充填不足
T桁間詰め目部

PCグラウト充填不足
斜めせん断、せん断

グラウトホースの後処理 定着部後埋め部

変状 継ぎ目部のグラウト痕跡
継ぎ目部からの錆汁

８ｍごとに接続
緊張長が長い鋼棒

T桁間詰め目部から
の水しみ、錆

路面のポットホール ポットホール、端部の劣化

原因 シースの不連続
桁内の滞水

カップラー部の漏水 T桁間詰め目部シー
スの不連続

シースつぶれ、はずれ
ブロック継ぎ目不連続

後梅材の劣化

基準

1994年～
ポストテンションT桁
端部定着

1993年～
テトロンブレードホース使用
注入口、排出口共φ12㎜～19㎜

セグメント同士の接着 1998年～
径２６ｍｍPC鋼棒
→径３５ｍｍシース
径３２ｍｍPC鋼棒
→径４５ｍｍシース
指圧版の隙間
シース接続具なし

カップラーの移動長不
足

T桁間詰め目部 シース径
32㎜鋼棒　Φ38㎜
指圧版の隙間
シース接続具なし

地覆誘導禁止 後埋め材の規定なし

部材 PC鋼材（せん断補強）

建設年 適用基準
平均PCグラウト充填

率 健全度 要因
定着部からの浸水
上縁定着

PCグラウト未充填
グラウトホースのはずれ・つぶれ

継ぎ目部からの浸水
プレキャストセグメント工

法

PCグラウト充填不足
シース径不足

PCグラウト充填不足
カップラー部の閉塞

PCグラウト充填不足
T桁間詰め目部

グラウト充填不足
斜めせん断、せん断

グラウトホースの後処理 定着部後埋め部

変状 床版下面の水しみ
（等間隔）
斜角がある横締

８ｍごとに接続
緊張長が長い鋼棒

T桁間詰め目部から
の水しみ、錆

路面のポットホール ポットホール、端部の劣化

原因 シースの連続化 シースの閉塞
定着部からの漏れ

カップラー部の漏水 T桁間詰め目部シー
スの不連続

シースつぶれ、はずれ
ブロック継ぎ目不連続

後梅材の劣化

基準 1993年～
テトロンブレードホース使用
注入口、排出口共φ12㎜～19㎜

2000年頃～セグメントカッ
プラーの導入

2005年～
突出防止機構追加

カップラーの移動長不
足

T桁間詰め目部 シース径
32㎜鋼棒　Φ38㎜
指圧版の隙間
シース接続具なし

地覆誘導禁止 後埋め材の規定なし

平成14年～
（2002年
～）

Ⅱ以上：４．１%
（何らか劣化が
生じている率）

Ⅰ：９５．９%
Ⅱ：３．９%
Ⅲ：０．３%
Ⅳ：０%
Ⅴ：０%

昭和62年
～平成8年
（1987年～
1996年）

基本的情報

・平成8年（1996年）
コンクリート標準示方
書[施工編]（土木学
会）【改訂】
・平成8年（1996年）
PCグラウト/施工のマ
ニュアル【改訂】（PC建
協）
・平成11年（1999年）
PCグラウト/施工のマ
ニュアル【改訂】（PC建
協）

・平成14年（2002年）
PCグラウト＆プレグラ
ウトPC鋼材施工マニュ
アル

平成9年～
平成14年
（1997年～
2002年）

Ⅱ以上：４８．
４％
（何らか劣化が
生じている率）

Ⅰ：51.6%
Ⅱ：44.4%
Ⅲ：4.1%
Ⅳ：0%
Ⅴ：０%

基本的情報

表３－８－１　PCグラウト充填不足要因(時代別）

昭和36年
～昭和61年
（1961年～
1986年）

PC鋼より線
　良好　　　85.3％
　不良　　　13.4％
　不充填　　1.3％
PC鋼線
　良好　　　78.5％
　不良　　　15.0％
　不充填　　6.5％
PC鋼棒
　良好　　　65.4％
　不良　　　24.8％
　不充填　　9.9％

Ⅱ以上：64.5％
（何らか劣化が
生じている率）

Ⅰ：３５．５％
Ⅱ：４８．１％
Ⅲ：１４．８％
Ⅳ：１．６％
Ⅴ：０％

・昭和36年（1962年）
プレストレストコンク
リートマニュアル（極東
鋼弦コンクリート振興）

昭和40年（1966年）
ディビダーグ工法設計
施工指針（案）

昭和46年（1972年）
プレストレストコンク
リート設計施工指針
（土木学会）【改訂】

・平成14年（2002年）
PCグラウト＆プレグラ
ウトPC鋼材施工マニュ
アル
・平成17年（2005年）
PCグラウトの設計施工
指針（PC建協）発刊

・昭和62年（1986年）
PCグラウト施工のマ
ニュアル【制定】　（PC
建協）

・平成3年（1991年）
コンクリート標準示方
書[施工編]　（土木学
会）【改訂】

・平成5年（1993年）
PCグラウト/施工のマ
ニュアル【改訂】（PC建
協）

PC鋼材（床版横締め・横桁横締め） 定着部PC鋼材(主方向）基本的情報

PC鋼材(主方向） PC鋼材（床版横締め・横桁横締め） 定着部

PC鋼より線
　良好　　　98.4％
　不良　　　1.6％
　不充填　　0％

PC鋼棒
　良好　　　65.9％
　不良　　　17.1％
　不充填 　17.1％

Ⅱ以上：59.5％
（何らか劣化が
生じている率）

Ⅰ：40.6％
Ⅱ：52.6％
Ⅲ：6.8％
Ⅳ：0％
Ⅴ：０%

PC鋼材(主方向） PC鋼材（床版横締め・横桁横締め） 定着部

基本的情報 PC鋼材(主方向） PC鋼材（床版横締め・横桁横締め） 定着部
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第４章  初期に施工されたPCグラウトの充填性に関する研究 

４．１ はじめに

高速道路におけるPC橋は供用後30年を超えるものも多いが、過去の基準、材料などによ

り施工されたPCグラウトの状況や、施工実態を記録した資料も少ない。したがって、過去に

施工されたPCグラウトの状況を把握し、その情報を維持管理に反映させる必要がある。第2

章にて、PC橋の外観変状調査や非破壊検査では橋梁全体のPCグラウトの充填状況や鋼材の

劣化などの把握は現状では極めて困難であること、ブリーディングにより鋼材腐食している

事例があること、ブリーディングを考慮したPCグラウトの充填性を研究された事例が極めて

少ないことを整理した。第3章では基準の変遷の整理を行い、2002年のノンブリーディング

の標準化以前は、PCグラウトの膨張作用によるブリーディング水の排出効果を期待している

ものの、その効果は少なく、ブリーディングがPCグラウトの充填度に影響があることが確認

できた。 

NEXCO中日本管内では、ブリーディングを許容したPCグラウトが使用されているPC橋梁

が多い。実橋のPCグラウト調査においても、ブリーディングの発生が確認されている。した

がって、ブリーディングがPCグラウトの空隙に与える影響は大きいと考えられるが、その空

隙発生のメカニズム、空隙量について充分に把握できていない。PCグラウトの充填状況に着

目した維持管理を行う上で、ブリーディングの影響を評価する必要があると考えられる。 

本章では、1980年頃の基準に基づき、実構造物のPC鋼材配置を再現した供試体を作製し、

旧タイプのPCグラウト（以下、ブリーディングを許容したPCグラウトという。）を用いて注

入作業を再現し、PCグラウトの充填度に与えるブリーディングの影響を評価するとともに、

PCグラウトの役割である鋼材とコンクリートの一体性についても検討を加えた。あわせて、

アルミ粉による膨張効果が、ブリーディングによる空隙発生を防止する効果についても評価

した。 

４．２  PCグラウトの充填試験概要１）

４．２．１ 試験概要 

試験の条件概要を表4-2-1に示す。 

表 4-2-1 試験条件概要

　　　項目 試験条件

PCグラウト材料
1980年頃に用いられたブリーディング発
生を許容した材料　ポゾリスNo.8

シース
耐圧透明ビニールホース
    PC鋼線12φ7   φ50ｍｍ
　　PC鋼棒32mm      φ38ｍｍ

水セメント比 当時の施工を反映

セメント
当時の材料に近い中庸熱ポルトランドセ
メント

膨張材（アルミ
粉）

有無を比較

適用基準 PCグラウト施工マニュアル（1986）

水通し作業 有無を比較

シース配置 中間排気口設置せず
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４．２．２ 供試体と試験条件 

図4-2-1、図4-2-2に示す試験体により、PCグラウト注入実験を行い、PC グラウトの充填

度について確認した。供試体概要を写真4-2-1に示す。試験供試体の条件と試験結果の概要を表

4-2-2に示す。供試体は、当時のPC構造物としてブリーディングの溜まりやすい、上縁定着のあ

るPC合成桁およびシース空隙の少ないディビダークPC鋼棒による張出し架設のPC鋼材配置形状

をモデル化した。当時の橋梁形式として最も一般的なPC合成桁および張出架設によるPC箱桁を

対象に、ブリーディングが出やすいシースの曲げ下げ、曲げ上げがある個所を選定した。 

表 4-2-2 PCグラウト試験ケース

ａ) PC橋の想定：PC連続桁

NO.
供試体
名称

水通し
アルミ

粉
シース
種別

グラウト
充填

注入時
状況

1 1-1 あり あり 透明ホース 未充填有 先流れ
2 1-2 なし あり 透明ホース 未充填有 先流れ
3 1-3 あり なし 透明ホース 未充填有 先流れ
4 1-4 なし なし 透明ホース 未充填有 先流れ

ｂ) PC橋の想定：張出架設

NO.
供試体
名称

カプラー
排気口

アルミ
粉

シース
種別

グラウト
充てん

注入時
状況

1 2-1 あり あり 透明ホース 良好 良好
2 2-2 なし あり 透明ホース 良好 良好
3 2-3 あり なし 透明ホース 良好 良好
4 2-4 なし なし 透明ホース 良好 良好

供試体 試験結果

①連続
　ケーブル部

PC鋼材
種別

着目部位

PC鋼線
12φ7mm

供試体 試験結果

PC鋼棒
φ32mm

PC鋼材
種別

着目部位

②架設用
　曲下げ部

写真 4-2-1 供試体の配置状況

単位：㎜

図 4-2-1 PC鋼線配置

図 4-2-2  PC鋼棒配置

単位：㎜

単位：㎜
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（１）材料の仕様 

 PCグラウトの配合および施工方法は1980年当時のものを再現した２）。材料の仕様を表

4-2-3に示し、供試体の種類と形状を表 4-2-4 に示す。

シースは当時使用されていた鋼製のシースに代り、耐圧透明ポリエチレン製のホースを使用

している。これは、鋼製シースではPCグラウト漏れを起こすこと、圧力に耐えられず破裂する

こと、充填状況が逐次確認できないことから、透明耐圧ホースを採用した。したがって、鋼製

シースと摩擦が異なることから、充填度に影響を与える可能性がある。耐圧ホース径は50㎜を

使用しており、実際の１２φ7㎜の鋼線では、計45㎜径のシースが使用されており、空隙率71％

である。本実験の耐圧ホースでは空隙率76.5％であり、ブリーディングの発生に影響を与える

可能性がある。 

PC鋼線の供試体は表4-2-4に示すとおり連続桁の中間支点、および桁端部のケーブル配置を

想定した。PC 鋼棒は張出し架設工法(ディビダーク工法）の中間支点部の鋼棒配置を想定して

おがみ形状としており、注入延長の中間付近にカップラーを配置している。シースは気密性と

注入中のPCグラウトの充 状況確認の容易さを考慮して、プラスチック製の透明パイプを用い

ることとした。シースの内径は、図4-2-3に示すとおり、実物の金属製シースに近い内径のも

のとし、PC鋼線でφ50mm、PC 鋼棒でφ38mm を選定した。PC 鋼棒のカプラ継手部は内径φ70mm

の金属製シースとしている。PC グラウトホースは内径φ15mm の透明の耐圧ホースを注入口、

および排出口に設置し、当時の基準に基づき PC 鋼棒のカプラ継手部の一部を除いて排気口は

設けないこととした２)。PC鋼線の定着具はフレシネ工法を模擬したモルタル製の定着具を作製

表 4-2-4 供試体概要１）

供試体の種類と形状

数量 配管形状・長さ

PC連続桁 ①連続ケーブル部 4体 定着角度 左端10°右端15°L=30m

PC張出架設 ②架設用曲げ下げ部 4体 L=14m(2@7.0m)

配管供試体の種類

(単位㎜) 

図 4-2-3 PC鋼材とシースの空隙１）

5 0 3 8

PC鋼 棒PC鋼 線PC鋼線12φ7  PC鋼棒φ32㎜

表 4-2-3 使用材料

項目 材料名 材質、使用料

セメント
中庸熱ポルトランドセメ
ント

２８日強度　２５．７～３１．
０N/ 

ポゾリスNo.8 C×０．２５％
アルミ粉 C×０．００７％

PC鋼材
PC鋼線　１２φ７ｍｍ
PC鋼棒　３２ｍｍ

引張強度　１５５㎏/ 
降伏点応力度１３５㎏/ 

シース
透明シース　φ５０ｍｍ
透明シース　φ３８ｍｍ

透明耐圧ポリエチレンホース
空隙率７６．５％
空隙率２９．１％

混和剤
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し、シース内にφ7mm の PC 鋼線（SWPR1）を 12 本配置したのちに、シース端部に固定した。

PC 鋼棒の定着具はアンカープレートタイプとし、φ32mm の PC 鋼棒（SBPR930/1080）を配置

したのちに、ナットでシース端部に固定した。定着具、カプラ継手部の金属シース部分は PC

グラウトの漏出が懸念されるため、コンクリートで巻き立てた。 

（２）PCグラウトの配合 

旧マニュアルに示される PC グラウトの品質基準を表 4-2-5（a）に示す。この品質に適合す

るよう配合設計を行った。本実験で使用したPC グラウトの配合を表4-2-5(ｂ)に示す。 

1980年当時のφ32mmPC鋼棒供試体の空隙率は小さく、PCグラウトの閉塞が問題となるため、

流下時間の基準範囲内で適切なコンシステンシーが得られるような W/C を選定した。J 漏斗の

流下時間は5～6秒となるように設定している。水セメント比は、ブリーディングによる影響が

顕著となるように、品質基準に示される流下時間の範囲の中で小さい側（W/C が大きい側）と

なるように設定した。膨張材は旧マニュアルで使用されていたアルミ粉とし、PCグラウト製造

時に練上り1 分前に添加した。W/C＝48％の配合で、練上り直後の流下時間は(J漏斗)は5.3～

5.5秒の範囲にあった１）。 

（３）PCグラウトの施工方法 

1980年当時から使用されているPCグラウトポンプ（日産機社製NR-25-5 型、スクイーズ方

式）を用いて注入口のPCグラウトホースより約10 /min の一定量で、注入圧力が概ね0.8MPa を

超えないことを確認しながら注入した。PCグラウトを排出側のPCグラウトホースより十分排

出させ、PCグラウトホースを折り曲げて閉塞した。続いて注入側のPCグラウトホースも閉塞

し注入を完了した。 

（４）PCグラウトのブリーディング、膨張率、強度

ポリエチレン袋法および鉛直管法によるブリーディング率試験結果を表4-2-6に示す。配合

は表4-2-5に示す。練混ぜ直後の流下時間(J漏斗)は5.3～5.5秒程度の範囲にあった。 

セメント 水

（％） （kg/m3） （kg/m3） （C×%） （kg/m3） （C×%） （g/m3）

配合種類
W/C

単位量

ポゾリスNo.8 アルミ粉

3.135 0.007 88
中庸熱ポルトランドセ
メント　アルミ粉有り

48 1254 602 0.25

平均 平均
3時間後 24時間後 3時間後 24時間後 3時間後 24時間後

No.1 2.25 2.25 1.13 0.00 1.69 1.13
No.2 2.44 2.44 1.53 0.00 1.99 1.22
No.3 3.66 1.22
平均 2.78 1.97 1.33 0.00 1.84 1.17
No.1 1.19 2.38 1.73 1.07 1.46 1.73
No.2 2.35 2.35 3.93 3.33 3.14 2.84
No.3 2.44 3.36 3.07 1.87 2.76 2.62

平均 1.99 2.70 2.91 2.09 2.45 2.39

鉛直管法（％）ポリエチレン袋法

アルミ粉
有

アルミ粉
無

（a）PC グラウトの品質基準

流下時間J
漏斗(秒）

膨張率
ブリーディン
グ率（％）

圧縮強度（N/ ）

6～12 ≦10 ≦3 ≧20

≦3 ≧20

PC鋼材の種別

PC鋼材（12φ7）

PC鋼材（φ32） 5～11 ≦10

表 4-2-6 ブリーディング率試験結果

表 4-2-5  PC グラウトの品質

(ｂ)PC グラウトの配合
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ポリエチレン袋法および鉛直管試験法の違いによるブリーディングの発生は、注入後3時間

において、アルミ粉有の場合はポリエチレン袋法によるブルーディングが多く、アルミ粉無で

は鉛直管法が多く逆転する結果となった。24時間後の結果では、鉛直管法によるブリーディン

グが減少する傾向にある。これは膨張効果により、吸水性も上がったと考えられる。アルミ粉

を混入した場合は、ほとんど水分を吸収しており24時間経過後の結果では、ブリーディング水

が無であった。実験では、ブリーディングの結果を3時間で測定する計画であるため、両計測

方法を合わせた平均値はアルミ粉有の場合は1.84％、アルミ粉無では2.45％となり、それぞれ

値のばらつきはあるものの、3 時間値ではアルミ粉有の鉛直管法がやや小さい値を示した。一

方、24時間値はアルミ粉有無が大きく影響し、アルミ粉有で1.18％、無では2.4％となり、ア

ルミ粉が混入された場合は、水分がより多くモルタルに吸収される傾向が見られた。 

PCグラウトの圧縮強度試験結果を表4-2-7に示す。 

材齢28日の圧縮強度はアルミ粉有りが25.7N/mm2、アルミ粉なしが31.0N/mm2であり、PCグ

ラウトの強度はどちらも当時の基準を満足しているが、アルミ粉なしの場合は、有りに比べ強

度は 15％程度高い結果となった。これは体積膨張の影響と考えられるが、いずれも 20N／㎜ 2

を上回った。 

４．３ ブリーディングを許容したPCグラウトの空隙発生メカニズムについて 

旧基準に基づき、ブリーディングを許容した材料を用い、実物橋梁のシース配置を模した供

試体により、当時の再現実験を行い、当時のPCグラウト注入状況の把握、空隙が発生するメカ

ニズムについて考察を行った。 

連続桁を模したシース空隙(76.5％)が大きいPC鋼線を使用したケースでは、すべての供試体

でPCグラウトの先流れ現象が発生し、注入時に未充填部分が生じた。一方、シース空隙(29.1％)

が小さい張出架設を模したPC鋼棒を使用したケースでは、PCグラウトの先流れ現象が発生し

ていない。 

（１）PC鋼線（12φ7mm）の空隙発生メカニズム 

 注入直後、3時間後、3日後（解体時）の経時変化と空隙の関係は以下のとおりであった。勾

配部でのPCグラウトの経時変化を図4-3-1、写真4-3-1に示す。 

表 4-2-7 圧縮強度試験結果

試験体
W/C
(%)

材齢
見掛け
密度
（g/cm3）

圧縮強度
（N/mm2）

引っかき
傷幅
(mm)

膨張剤
(アルミ粉)
有

48 28日 1.86 25.7 0.40

1.95 31.0 0.4028日
膨張剤
(アルミ粉)
なし

48
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図 4-3-1 経時変化             写真 4-3-1 経時変化

ステップ２：水蒸気充満

分離により変化

ステップ３：ブリーディングの発生

ステップ４：ブリーディングの集積

ステップ５：解体時の状況

PC グラウトの先流れ現象

先流れ現象＋ブリーディング
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PC鋼線の曲線部の下り勾配となる区間では、PCグラウトの先流れ現象が、全ての供試体で発

生した。さらに、注入直後よりブリーディングの発生が顕著であり、時間の経過とともにブリ

ーディング水の層が増加した。さらに空隙は曲げ上げ部の水平区間にも達しており、ブリーデ

ィングの進行によりさらに広がる傾向であった。曲げ下げによる下り勾配部、および排出口側

の定着具付近の上端では、注入直後は良好な充填が確認できたものの、ブリーディング水の発

生により、PCグラウトが充填されていない範囲が時間の経過とともに増加した。

以下に空隙が発生するメカニズムについて述べる。 

１）注入時（ステップ１）

PCグラウト注入を開始直後より、PCグラウトがシース断面を充満することなく先流れし、下

り勾配で空隙が発生した。下り勾配部上部に空隙が移動を開始する。他の部分は概ね充填され

た。充填直後よりシース内に水蒸気が発生した。 

２）注入直後（ステップ２） 

PCグラウト充填直後より、先流れした空隙が上方に移動する。また、シース内には水蒸気が

充満し、水滴がシース表面に付着した。セメントの反応熱により発生した蒸気が、シース表面

で冷却されたと考えられる。空隙が上部に移動するにともない、PCグラウト分が下部に移動し

始める。シース全長にわたりブリーディングによる細かい泡が発生する。 

３）注入から１時間～2時間後（ステップ３） 

時間の経過とともに水蒸気は、外気により冷やされ減少する。PCグラウト充填直後より、発

生した細かいブリーディングによる細かい泡が全長にわたり発生し、ブリーディング水（黄色）

が下り勾配上部および定着部上部へ移動し、セメントペースト分が傾斜面を下部に移動する、

比重の違いによる対流が発生する。対流により当初PCグラウト中にあったPC鋼材が、PCグラ

ウトより露出する。 

４）注入から３時間後（ステップ４） 

写真4-3-1に示す通り、セメントペースト分が、シース平坦部（頂部）から、平坦部（底部）

へ傾斜面を下に移動し、同時に、発生したブリーディング水が傾斜部上部に移動することで、

シース底部（下り勾配部下部）がセメント分で充填され、シース頂部へ（下り勾配部上部）に

空隙とブリーディング水が移動する。下り勾配では当初発生したブルーディング水は一部上方

に移動し、上部からセメントペースト分が流入し、平坦部（底部）では充填度が向上した。一

方、シース頂部（下り勾配部上部）のセメントペースト分は下方へ移動することから、空隙や

ブルーディング水が一部流入し空隙が広がる。下り勾配部および定着部では、ブリーディング

水が勾配の上部方向へ移動し、比重の重いモルタル分が下方へ移動していく対流が継続に発生

した。下り勾配部および定着部のセメントペースト部分が細り、ブリーディグ水塊が徐々に拡

大する現象が生じ、PCグラウト注入した時と形状が大きく変化していた。 

従前のPCグラウト施工管理では、排出口から一様なコンシステンシィのPCグラウトが出る

まで注入するという作業方法が一般的であったが、ブリーディングを考慮すれば、シース内に

空隙が発生していた可能性は極めて高いと考えられる。 

時間の経過により、上記の動きがほぼ平衡状態に近づき、セメントペースト分が安定勾配と

なる状態で移動は減少し、硬化して移動は止まると考えられる。 
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５）残留空隙（ステップ５） 

図4-3-2は下り勾配部、図4-3-3に定着部の残留したPCグラウト形状を示す３）。  

図 4-3-2で示す①の区間は当初PCグラウトで充填されていた。その後、下り勾配へPCグラ

ウトが下方へ流動していき、徐々にPCグラウトが減少した。②は下り勾配において、極めて活

発にセメントペースト分の流下とブリーディング水の上昇および先流れにより、空隙が発生し

た結果である。③および④は最底部のシース水平分部の両端に空隙が発生している。水平部で

発生したブリーディング水が両端へ移動し、上部まで抜け切れずに残留し空隙となっている。 

 平坦部（底部）ではブリーディング水の移動と併せて、セメントペースト分が流入しブリー

ディングで発生した空隙を埋める動きを示した。その結果、平坦部（底部）の充填度は良好な

結果となった。⑤の定着部は注入当初はPCグラウトが充填されたが、ブリーディング水の集中

により空隙となった。シース解体時には、ブリーディング水は消失していた。水分がPCグラウ

トに吸収されるためと考えられる。当初の先流れにより生じた空隙とブルーディング水隗部分

は、最終的に空洞となり、シース傾斜部および流出側の定着部に発生した。また、下り勾配部

の上部に位置する平坦部（頂部）にも空隙が見られた。 

PC グラウト上面には、流水模様がはっきりと確認でき、注入後の流動痕が確認できた。また、

PC グラウト上層面はブリーディングにより脆弱な層となっており、下り勾配部の PC グラウト

は鋼材を保護する状態ではなく、一体化されていない状態であった。 

PCグラウトの経時変化を写真4-3-2に示す。PCグラウトは、注入時点と3日後の状況が大き

く変化していることがわかった。PCグラウトを注入時に確認する従前の品質管理方法だけでは、

ブリーディングを許容したPCグラウトの充填を確認できず、勾配部や定着部近傍の鋼材腐食は

2002年のPCグラウト施工マニュアル（PC建設業協会）以前のPC構造物共通の課題と考えられ

る。 

図 4-4-2（１）傾斜部空隙状況
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図 4-3-3 定着部空隙状況
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単位：㎜

グリーディング水の上昇

セメントペースト分下降

注入直後

注入 3 時間後

注入 3 日後

写真 4-3-2 シース内のPCグラウトの経時変化

下り勾配部分および定着部のブリーディング発生、

シース内上部に空隙および蒸気が発生

PCグラウトの流動により上部に空洞が発生、鋼材を包むセメント分も脆弱化
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（２）PC鋼棒（デビィダーク鋼棒（φ32㎜））の空隙発生メカニズム

 PC鋼棒では、注入時に空隙やブリーディング水の発生は目視では確認できなかった。 

PC グラウトが硬化したのちに供試体を解体し調査した PC グラウトの充填状況を図 4-3-4 に示

す。一般部の状況は写真4-3-3(a)に示すように充填は良好であったが、PCグラウトの上層と下

層に品質の差があり、ブリーディングの影響を受けているものと推察された。カップラー部の

充填状況は写真4-3-3（b）に示す。若干の空気だまりはあるものの充填は良好であった。排気

口の有無による違いも見られなかった。硬化後のPCグラウト表面は上部がパサついており、PC

グラウト断面の上層と下層で強度差が出ていると考えられる３）。 

PC鋼棒の点検における着目点は、材料の流動性、カップラー部の充填度が考えられる。空隙

が小さいことから、流動性の違いが、充填度に大きく影響している。夏季施工や施工時間のロ

スなどで流動性が低下した場合は、充填度に大きく影響すると考えられる。注入できれば、セ

メントペースト分が少量であるため、ブリーディングの発生が顕著に表れず、断面も小さく設

計できるため有利であるが、施工時のへこみやカップラーのセットミスなど施工条件を考慮し

て長距離を充填することはかなり困難であったと考えられる。 

 カップラーについては、施工計画から注入方向が分かる場合はカップラーの排出側のシース

に着目し、注入方向が分からない場合はカップラー部の両側に着目する必要がある。 

PCグラウト注入方向→ 

 （ａ）一般部の充填状況   

（ｂ）カップラー部の充填状況※

写真 4-3-3 PC鋼棒充填状況３）

※赤色の着色は，引っかき試験

図 4-3-4 PCグラウト充填状況 

（試験体2-1～2-4） 

単位：㎜
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４．４ ブリーディングによる空隙発生の評価

４．４．1 ブリーディングの測定方法 

シース内のＰＣグラウトの充填状況が、3時間経過後、平衡に近い状態で流動が静止した

段階で、シース内の空隙量とブリーディングの発生量を計測した。計測方法はシースに印

をつけて、図 4-4-1 に示す測定方法を行い、解体時も同様に写真 4-4-1 に示す空隙を測定

した。各部分における注入時に PC グラウトの先流れ現象により生じた空隙（Vｓ）とシー

ス内空体積（V）の比を先流れ率 Rs（Vｓ／V）、ブリーディングによる空隙（Vb）をブリ

ーディング率 Rb（Vb／V）、両者の和である最終的な空隙（Vs+Vp）を残留空隙率 Rs+b
（（Vs+Vp）/V）として１ｍ当たりの体積比で整理した結果を表 4-4-1 に示す。 

V＝πｒ２×1 V: シース内空体積（ｍ３）  ｒ：内径（ｍ）

Vs、Vp={π×（360－2θ）／360＋sinθcosθ} ｒ2×1

Vｓ：先流れ現象により生じた空隙（ｍ３）、Vp：ブリーディングによる空隙（ｍ３）

Rs=Vs/V Rb=Vb/V Rs+b=(Vs+VB)/V Rs：先流れ率 Rb：ブリーディング率 Rs+b：残留空隙率

４．４．２ ブリーディングを許容した PC グラウトの充填性 

試験 4ケースの PCグラウト注入試験結果から、試験体シース 30ｍを以下のとおりに区間

にわけ、それぞれの区間で発生する PCグラウトの先流れ率、ブリーディング率、残留した

空隙率の区間平均値を表 4-4-1 に示す。区間の設定および延長は①傾斜部（曲げ上げ部区

間：5ｍ）、②平坦部（頂部区間：3ｍ）、③傾斜部（曲げ下げ区間：7ｍ）、④平坦部（底部

区間：9ｍ）、⑤傾斜部（曲げ上げ部区間：5ｍ）、⑥傾斜部（定着部区間：1ｍ）とし、図 4-4-2

に示す。 

① 斜部 ②平坦部 ③傾斜部      ④平坦部     ⑤傾斜部 ⑥傾斜部

写真 4-4-1 解体調査方法３）

充填

図 4-4-2  PC グラウト区間図

図 4-4-1 測定方法 

未充填

空隙 Vs、Vp 

印
ｒ

単位：ｍｍ

単位：ｍｍ
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表 4-4-1 に示すとおり全延長で発生した空隙率は約４％であり、全体にわたりシース上

部にブリーディングが発生していた。局部的にブリーディング水が集約された曲げ下げ部

区間（７ｍ）の平均 13.1％、曲げ下げ部上部の平坦部（頂部区間：3ｍ）は 4.4％と大きな

空隙が生じた。また、平坦部（底部区間：9ｍ）は、空隙率 0.5％と比較的充填度が良好で

あった。また、定着部付近に 4.4％のブリーディングによる空隙が発生している。 

これらの傾向は、すべての試験ケースで同じ傾向を示したことから、ブリーディングを

許容した材料を用いた場合は、一般的にこのような現象が発生していると考えられる。 

事前の鉛直管試験方法により計測した表 4-2-6 に示すブリーディング率はポリエチレン

袋法および鉛直管法の供試体平均値はアルミ粉入り 1.84％、アルミ粉無は 2.45％であった。

実際の合成桁のシース配置を模した試験供試体でのブリーディング発生率は 2.8％であり、

全延長では事前に行った試験データに比べやや大きい値となった。局部的には区間平均で

11.6％のブリーディング率となった事例があったが、シース内の他所からブリーディング

水の流入によるものである。特に、ブリーディング水が傾斜部に局部的に発生しているこ

とから、傾斜板による沈降促進効果（ボイコット効果）効果の影響があるもと考えられる。 

1980 年の施工を再現した 4 試験体の結果は全て同じ傾向を示しているが、表 4-4-1 に示

すとおり、ブリーディングの発生量は全体平均ではアルミ粉の有無に差は見受けられない

が、曲げ下げ勾配部でブリーディング水が集中する箇所では、アルミ粉有でブリーディン

グ水が集中する傾向が見受けられた。 

シース内に残留した空隙量は、全延長平均でシース体積の 4.0％であった。先流れ率が

1.2％、ブリーディング率が 2.8％であった。先流れ現象による空隙よる空隙よりも、ブリ

ーディング発生による空隙が大きくなり、ブリーディングの発生が空隙の主な要因であっ

た。 

試験体 1-1～1-4 の PC グラウト注入試験結果を取りまとめ、PC グラウト注入時に先流れ

現象により残留した空隙量がシース内空に占める率を図 4-4-3 に、PC グラウトのブリーデ

ィングにより発生する空隙がシース内空に占める率を図 4-4-4 に、最終的にシース内で残

留した空隙のシース内空に占める割合を図 4-4-5 に示す。また、４試験体の平均空隙率を

図 4-4-6 に示す。 

表 4-4-1 空隙率（着目部位毎） 

着目部位 区間（ｍ）
先流れ率

（％）

ブリーディン

グ率（％）

空隙率

（％）

先流れ率

（％）

ブリーディン

グ（％）

空隙率

（％）

先流れ率

（％）

ブリーディン

グ率（％）

空隙率

（％）

先流れ率

（％）

ブリーディ

ング率（％）

空隙率

（％）

先流れ率

（％）

ブリーディン

グ率（％）

空隙率

（％）

①傾斜部（曲上げ部） 5.0 0.4 0.8 1.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.4 0.5 0.1 0.7 0.8 0.2 0.5 0.7

②平坦部（頂部） 3.0 2.9 2.5 5.3 1.6 2.4 4.0 0.8 2.7 3.4 0.5 4.4 4.9 1.4 3.0 4.4

③傾斜部（曲下げ部） 7.0 2.5 11.6 14.1 6.9 7.6 14.5 2.4 7.5 9.9 5.2 9.0 14.1 4.2 8.9 13.1

④平坦部（底部） 9.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.8 0.8 0.1 1.0 1.0 0.0 0.6 0.6

⑤傾斜部（曲上げ部） 5.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 1.1 1.1 0.0 0.4 0.4

⑥傾斜部（定着部） 1.0 0.0 10.3 10.3 0.0 2.4 2.4 0.0 2.4 2.4 0.0 2.4 2.4 0.0 4.4 4.4

全体平均 0.9 3.5 4.4 1.8 2.2 4.0 0.7 2.4 3.1 1.3 3.2 4.5 1.2 2.8 4.0

１－３（アルミ粉無、水通し有）１－２（アルミ粉有、水通し無）１－１（アルミ粉有、水通し有） １－４（アルミ粉無、水通し無） 平均値
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図 4-4-3  先流れによる空隙率

図 4-4-4 ブリーディングによる空隙率
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シース平坦部で発生したブリー

ディングが移動しきれず残留

上部からセメント

ペースト分が流下

定着部

曲げ下げ部(ブリーディング水が集中) 

平坦部（底部）

充填良好

図 4-4-5  残留空隙率（先流れ＋ブリーディング）

図 4-4-6  空隙率（４供試験体平均値）
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先流れによる空隙、ブリーディングによる空隙、残留する空隙、PC グラウトとの一体化

について、実験結果を取りまとめて表 4-4-2 に示す。 

PC グラウトは注入直後より、懸濁した状態から材料分離がはじまり、空隙や比重が軽い

水分がシース内上部へ、比重が重いセメントペースト分が下部へ移動がはじまり、分離お

よび対流によりシース上部に空隙およびブリーディング水、脆弱なセメント分が集積し、

セメントペースト分は下部に集積する。ブリーディングによるシース内での PCグラウトの

動きは、ごく一般的な懸濁液が分離する過程と同様であり、ブリーディングを許容した場

合には、同じ現象が他の橋梁でも発生している可能性がきわめて高いと考えられる。ブリ

ーディングによる空隙の残留は、傾斜部（曲げ下げ部）および隣接する平坦部(頂部)、傾

斜部（曲げ上げ部）の定着部付近に空隙が発生する可能性が高く、一方、シースの底部付

近ではブリーディングによる空隙発生は少ないと考えられる。 

③の全体の平均空隙率は平均で 13.1％であり、局部的には 40％の空隙が生じており、PC

鋼材が露出し、防錆およびコンクリート部材との一体性が期待できない状態であった。 

図 4-4-4 に示す通り、④平坦部（底部）の両端にも水平部で発生したブリーディング水

が端部に集約され残留している。図 4-4-5 に示す通り、アルミ粉の有無、シースの水通し

により、空隙の発生箇所、発生量は変化していない。 

表 4-4-2 ブリーディングを許容した PC グラウトの充填度

部位
傾斜部（曲げ上げ、

流入口）
平坦部（頂部） 傾斜部（曲げ下げ） 平坦部（底部） 傾斜部（曲げ上げ） 傾斜部（曲げ上げ、

排出口）

シース形状

シース内のPCグ

ラウトの動き

上部に僅かにブリー

ディングが認められる。

セメントペースト分が

曲げ下げ部分を流下

し、同時にブルーディ

ング水が上昇。時間

の経過とともに空隙が

発生。

平坦部（底部）および傾

斜部のブリーディング水

が集積され、空隙が拡

大する。

ブリーディング水が両

端から排出。セメント

ペースト分が流入し、

PCグラウトの充填性が

向上。

定着部付近へブリーディ

ング水が上昇。セメント

ペースト分が下部に蓄

積。

シース下部よりブリー

ディング水が上昇し、セ

メントペースト分が下降

し、ブリーディング水が

集積され、最終的に空

隙。

ブリーディングに
よる空隙

ブリーディング発生量

はごくわずか。

全区間にわたり空隙

が発生。
上部にブリーディングが

集積

発生したブリーディング

水が両側に排出され

る。

ブリーディング発生量は

ごくわずか。上部に移動。
ブリーディングが集積。

先流れ空隙
先流れ現象は無。 先流れ現象無。 注入直後より先流れに

よる空隙はあり。

先流れ現象無。 先流れ現象は無。 先流れ現象は無。

空隙
注入時　無

3日後    無

注入時　無

3日後    有

注入時　有

3日後    有（拡大）

注入時　無

3日後    無（向上）

注入時　無

3日後    無

注入時　無

3日後    有

平均空隙率
先流れ率：0.2％

ブリーディング率：0.5％

先流れ率：1.4％

ブリーディング率：

3.0％

先流れ率：4.2％

ブリーディング率：8.9％

先流れ率：0％

ブリーディング率：0.6％

先流れ率：0％

ブリーディング率：0.6％

先流れ率：0％

ブリーディング率：

4.4％

一体性 良好 不良 不良 良好 良好 不良

PCグラウト注入方向⇒　　　⇒　　　　　　⇒　　　　　　　　　　⇒　　　　　　　　　　⇒　　　　　　　　　　⇒　　　　　　　　　⇒
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４．５ ＰＣグラウトと PC 鋼材の一体性 

PC グラウトの保有するべき性能は、PC鋼材を腐食から保護する性能および部材コンクリ

ートと PC 鋼材を一体化する性能が求められる。本節では、ブリーディングを許容した PC

グラウトを用いた場合に、グラウトの強度を推定するひっかき試験、かさ比重、PC グラウ

ト強度推定を行い、部材コンクリートと PC 鋼材を一体化する PC グラウトの性能に関して

考察する。 

４．５．１ PC グラウトの強度分布 

４．４節のグラウト注入試験結果より、空隙が特に大きく発生し、鋼材の露出する区間

は図4-4-3より、曲げ下げの開始部から下り勾配分部の区間であった。この部分は写真4-3-1

（ｄ）に示すとおり、品質の劣る脆弱な部分と考えられ、試験のためのサンプル採取すら

出来なかった。 

充填された PC グラウトの品質を引っかき試験およびかさ比重測定試験により調査した結

果を図 4-5-1～図 4-5-3 に示し、ＰＣグラウトの強度推定した結果を図 4-5-4 に示す。引っ

かき試験は、引っかき試験器を用いてコンクリート試料表面に傷をつけ、その傷の幅によ

って試料表面の強度を測定方法であり、既往の研究においてひっかき傷と強度の関係が示

されている４）。 

12φ7mm連続桁供試体の引っかき傷幅の供試体1-1から 1-4の 4つの供試体の平均値を図

4-5-1 に、個別の試験値を図 4-5-2 に示す。引っかき試験は PC 鋼材の延長方向 2～6m 間隔

毎の代表位置において PCグラウト上面、側面、底面で測定した。

図 4-5-2 の引っかき傷試験結果より、シース下面およびシース横面のひっかき傷は一定

の値 0.4ｍｍ～0.6ｍｍを示す。一方、上面のひっかき傷は 0.5ｍｍ～1.1ｍｍとばらつきき

が大きく強度にばらつきがある。下り勾配部の資料採取およびひっかき傷測定は、PC グラ

ウトの充填不足およびシース表面へ PC鋼材が接触していることから測定不能であった。特

に、傾斜部上部の平坦部（頂部）においてひっかき傷の変化が大きく、品質にばらつきが

あった。一方、平坦部（底部）のシース上部のひっかき傷は 0.8ｍｍ～0.9ｍｍと一定値を

示した。この理由として、図 4-5-2 に示す通り PCグラウト上部の品質はブリーディング発

生量により変化していた。 

かさ比重の測定結果を図 4-5-3 に示す。かさ比重値は下面に比べて上面の比重が小さい。

図中の赤破線は試験前の材料試験による見かけの比重値を示す。下面の比重は試験間の値

と一致している。一方、上面は 1.5～1.8ｇ/ と低い値である。下面のかさ比重は延長方向

に変化がないことから、圧送の影響は少ないと考えられる。 

PC グラウト上部は、延長方向の位置に関係なくブリーディングの影響による脆弱な層が

あり、強度低下が発生している。 
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PC グラウト上部は、延長方向の位置に関係なくブリーディングの影響による脆弱な層が

あり、上面において強度低下が起きているものと推察される。 

図 4-5-1 ひっかき傷（平均値） 

図 4-5-2 引っかき傷試験結果（４供試体） 
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ひ
っ
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㎜
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注入口からの距離（ｍ）

１－４水通しなし

アルミ粉なし上面

１－４水通しなし

アルミ粉なし側面中央

１－４水通しなし

アルミ粉なし下面

１－１水通し有

アルミ粉有上面

１－１水通し有

アルミ粉有側面中央

１－１水通し有

アルミ粉有下面

１－２水通しなし

アルミ粉有上面

１－２水通しなし

アルミ粉有側面中央

１－２水通しなし

アルミ粉有下面

１－３水通し有

アルミ粉なし上面

１－３水通し有

アルミ粉なし側面中央

１－３水通し有

アルミ粉なし下面

単位：ｍｍ

資料採取出来ず
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ひっかき試験結果と強度の相関性が、既往の研究により提案されていることから、それ

に基づき算出した結果を図 4-5-4 に示す。 

PC グラウトの強度推定結果から、全延長に渡りブリーディングにより上部に脆弱な層が

形成されていると考えられる。また、下り勾配分部約６ｍ区間でグラウト採取できないこ

とから、こう配部分では鋼材との一体化はできていない。また、上部のコンクリ-ト強度は、

設計値 20N/ より大幅に低い値となった。PC グラウト下部の強度は、傾斜部近傍を除き概

ね設計値を超えている。シース内の PCグラウトの強度は、図 4-5-4 に示すように、シース

内の上下部、位置により大きくばらつき、一定ではないことがわかった。特に、下り勾配

分部とその上部に当たる平坦部(頂部)の PC グラウト強度の低下が大きく、ブリーディング

を有する PC グラウトを用いた場合、この部分のコンクリートの一体性に問題があうことが

わかった。一方、曲げ下げ勾配下部の平坦部(底部)の品質は比較安定していることがわか

った。 

図 4-5-3 かさ比重の値(平均) 
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試験体 １－３

上面

試験体 １－３

下面
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上面

試験体 １－２

下面

単位：ｍｍ

試験前の値
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４．６ まとめ

（１）シース内の空隙に与えるブリーディングの影響

ブリーディングを許容した材料を使用した施工では、充填状況は注入直後と硬化した状

況では、大きく形状が異なることがわかった。施工時に充填された状況であっても、注入

後に比重の違いにより材料分離が発生し、分離する過程で最終的に下りこう配と流出側定

着部に空隙が発生していることがわかった。また、シースの最底部ではセメントペースト

分の流入により充填度が向上した。 

従前の研究ではシース内の空隙の発生は、主として PCグラウトの先流れの問題と考えら

れ、施工時の充填度を向上させることが行われていたが、実際にはシース内に空隙を発生

させる要因は、ブリーディングによる影響の方が大きく、先流れによる空隙の約 2.4 倍の

空隙を生じていた。シース内の空隙量は全延長平均で 4.0％であったが、その内先流れによ

る空隙は 1.2％であり、ブリーディングによる空隙は 2.8％であった。ブリーディングを許

容したグラウトを使用した全ての PC 構造物で、下りこう配および定着部のシース内に空隙

図 4-5-4 PC グラウトの強度 

単位：ｍｍ

設計値 20N /

試料採取出来ない区間
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が出来ている可能性が高い。 

PC グラウトは、セメント分と水からなる懸濁液であり、注入後に比重の違いにより対流

が発生し、分離する過程で、最終的に下りこう配と流出側定着部で空隙が発生しているこ

とを考慮することが必要であることがわかった。特に、こう配区間では分離現象が極めて

活発であった。 

（２）ブリーディングを許容する PC グラウトと鋼材の一体性について 

本実験結果より、傾斜部上部およびその上部で先流れにより発生した空隙とブリーディ

ングにより発生する空隙により、脆弱なセメントペースト分が傾斜部に発生し、材料採取

が出来ない箇所があった。また、PC グラウト上部は、延長方向の位置に関係なくブリーデ

ィングの影響による脆弱な層があり、わずかに空隙が生じることがわかった。シース上面

に PC鋼線が配置される区間では、ブリーディングの影響を受ける可能性がある。また、PC

グラウト下部および側面のグラウトの圧縮強度のひっかき傷試験による推定値は、設計値

を満足したが、上面は極めて低い強度であったことから、PC グラウト上部は一体化に関し

課題があると考えられる。 

注入試験後、シースを解体して観察したところ、ブリーディングにより材料分離したレ

イタンス状のものが流動した痕跡が観察された。傾斜部ではレイタンス状の脆弱なセメン

ト分で覆われており、強度期待できないものと考えられる。勾配部（曲げ下げ）の下部で

PC グラウトが堆積した状態を写真 4-6-1 に示す。勾配部（曲げ下げ）において PC グラウト

が脆弱であり、PC鋼材が露出した状況を写真 4-6-2 に示す。 

（３）アルミ粉の膨張によるブリーディング水を排出する効果について 

ブリーディングを許容した PCグラウトに、アルミ粉を添加し、グラウトの膨張効果によ

り、ブリーディング水を押し出す効果を確認したが、シースの中間に排気口を設けない旧

タイプのホース配置であったことから、膨張剤の効果はブリーディング水の排出に効果が

見られなかった３）。 

写真 4-6-2 グラウト上面の状態

傾斜部で堆積したカーブ

PC グラウト上面の状態

PC 鋼材の露頭

写真 4-6-1 グラウトの状態
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第５章  現地調査によるプレストレストコンクリート橋の変状要因に関する研究 

５．１  はじめに 

1990年前後に建設され、ブリーディングを許容したPCグラウトを用いた高速道路PC橋（15

橋）の劣化状況を調査した結果を考察し、現地で発生している変状とその要因について考察を

おこない、変状とその要因、変状と劣化のメカニズムについて整理する。PCグラウトの施工基

準の整理より、想定された変状と現地調査との検証を行い、基準情報に基づく維持管理の有効

性を示す。また、撤去される PC 桁を対象に、PC グラウト充填度調査を行い、事前に予想した

PCグラウトの状態と現地調査結果についてケーススタディ的な検証を行い、基準情報の分析に

よる点検の有効性、第4章で行ったブリーディングを許容したグラウトの再現実験の結果につ

いて検証する。 

５．２  現地調査による変状整理 

５．２．１ 調査概要

PC橋の変状を調査し、点検の着目点を検討するため、PC橋の現地調査を行った。対象路線は、

NEXCO３社が管理する高速道路PC橋を対象として、調査は机上調査、遠望目視、近接目視を実施

した。調査対象に選定した路線の主な特徴のひとつとしては、1984～1995年に竣工した張出し

架設工法のPC箱桁を多く含むことである。そのほかに、同時期でNEXCOでの採用事例が多いPC

合成桁、PC中空床版も調査した。また、

撤去予定のPC橋の解体調査を行い、基

準によるリスク分析の有効性およびブ

リーディングの影響を調査した。 

調査した橋梁がある路線の環境条件

の特徴を表5-2-1に示し、PCグラウトの

施工基準から想定された調査対象橋梁

の特徴を以下に示す。 

①シースの空隙率が小さくPCグラウト

の充填でのトラブルが多い 

②ブリーディングを許容したPCグラウトを使用していたことから、4章で示したとおりブリーデ

ィングによるシース内の空隙が存在する可能性が高い 

③支間の長大化に伴いPC鋼材量が増加（同時にPCグラウトホースの配置箇所も増加）し、断面

内に占めるダクト体積が多かった時期 

④耐久性を考慮した施工技術が発展途上であった。 

５．２．２ 現地調査による変状要因の概要１）

 現地調査で確認した、1984～1995年に竣工したPC橋の変状調査結果を以下に示す。 

（１）鋼材配置や定着方法など設計による要因 

① 連続合成桁の一次床版と二次床版の継目からの水の浸入による、床版下面の漏水、水しみ、

ひび割れ、剥離、鋼材腐食など（写真5-2-1） 

② 合成桁の主桁と床版の打継目部からの水の浸入による、主桁の漏水、水しみ、エフロレッ

センス、鋼材腐食など 

表 5-1-1 調査に選定した路線の環境条件の特徴 

路線名
凍結防止剤

散布量

年平均

気温

最高気温

の平均

最低気温

の平均

A 道 2～4t/km 14.6℃ 30.6℃ -0.1℃
B 道 13t/km 11.4℃ 29.0℃ -4.7℃
C 道 33t/km 10.8℃ 28.9℃ -6.1℃
D 道 26t/km 11.3℃ 28.0℃ -3.2℃
E 道 15t/km 11.8℃ 28.5℃ -3.6℃
F 道 12～46t/km 11.9℃ 28.6℃ -2.5℃
G 道 2t/km 16.6℃ 31.6℃ 2.3℃

表 5-2-1 選定橋梁の環境条件
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③ 施工時のプレストレス力などの外力作用による、定着突起部のひび割れ 

④ 地震時の外力作用、および設計施工時の配慮不足による、支承のサイドブロックの破損 

⑤ 地震時の外力作用により、主桁と橋台のパラペットが衝

突したことによる主桁端部のひび割れ 

（２）グラウト材やグラウトホースなど材料による要因 

⑥ 上・下床版およびウエブ定着突起のひび割れ(写真

5-2-2) 

⑦ 合成桁の床版への水の浸透による、床版下面の水しみ、

ひび割れ、錆汁、剥離など 

⑧ 合成桁の主桁と床版の打継目部からの水の浸入による、

主桁の漏水、水しみ、エフロレッセンス、鋼材腐食など 

（３）PCグラウトホース後処理など施工による要因 

⑨ 主桁ウエブや定着突起よりの漏水、水しみ、エフロレッ      

センス、鋼材腐食など（写真5-2-3） 

⑩ 張出し架設箱桁継目からの水の浸入による、張出し床版    

の漏水，水しみ、エフロレッセンスなど 

⑪ 施工時の外力作用などによる、張出し架設工法による箱   

桁の主桁ウエブの橋軸方向のひび割れ 

４）PCグラウト未充填など施工管理による要因 

⑫ 施工時の締固め不足による、主桁下フランジ部の豆板（ジ   

ャンカ） 

⑬ 開口部やあと埋め部の打継目からの水の浸入による主桁や床版、横桁の漏水、水しみ、エ

フロレッセンス、剥離、鋼材腐食など 

５）その他の要因 

⑭ 排水システムの損傷箇所からの漏水による、主桁や床 

板、下部工の水しみ、ひび割れ、剥離、鋼材腐食など 

⑮ 伸縮装置または壁高欄遊間からの漏水による、支承部 

の鋼材腐食など 

⑯ 伸縮装置、壁高欄遊間からの漏水による主桁端部の   

水しみ、ひび割れ、剥離、鋼材腐食など 

⑰ 排水管の損傷箇所や伸縮装置および遊間からの漏水に  

よる検査路の腐食および孔食、伸縮装置、また壁高欄 

遊間からの漏水による、下部工の水しみ・ひび割れ・   

剥離・鋼材腐食など 

⑱ 車両衝突の外力作用による、主桁下フランジの欠け 

一部の下部工では、アルカリシリカ反応（ASR）による劣化も確認した。 

５．２．３ 劣化メカニズムの整理と活用

写真 5-2-1 一次、二次床版の継

目の漏水 1)

写真 5-2-3 定着突起よりの漏水

写真5-2-2 定着突起部の漏水



88 

1984～
1995年

に
竣
工
し
た
ブ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
許
容
し
た
PC橋

の
変
状
調
査
を
行
い
、
現
地
で
発
生
し
て

い
る
変
状
と
そ
の
要
因
、
形
式
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
、
代
表
的
な
PC橋

の
変
状
31事

例
を
、
発
生
部
材
、
部

位
、
主
な
変
状
、
懸
念
さ
れ
る
事
象
、
考
え
ら
れ
る
原
因
に
分
類
し
表
5-2-2に

取
り
ま
と
め
た
。
ま
た
、
そ
の

31事
例
ご
と
に
、
変
状
グ
レ
ー
ド
、
状
況
、
点
検
の
着
目
点
、
劣
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
影
響
、
詳
細
な
調

査
方
法
、
耐
荷
性
機
能
性
に
与
え
る
影
響
、
対
策
の
事
例
を
取
り
ま
と
め
、
基
準
に
基
づ
く
情
報
も
加
え
、
点

検
技
術
者
の
的
確
な
点
検
、評

価
、診

断
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
示
す
。下

床
板
の
劣
化
事
例
を
表
5-2-3示

す
。
 

表 5-2-2 主な変状とその原因

単純桁 連続桁 単純桁 ― ―

ポステン ポステン ポステン ポステン ポステン プレテン ポステン プレテン ポステン プレテン ポステン

― ― 支保工架設 支保工架設 張出架設等 ― ― ― ― ― ―

番号 部材 部位 主な変状 現象・懸念される事象 変状の要因

01 桁端部張出し床版 Co浮き･剥離･鉄筋露出 塩害･ASR 伸縮継手部からの漏水 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

02 一次床版(橋軸方向PC) 水しみ･ひび割れ･錆汁･剥離 塩害･ASR･PC鋼材破断 橋面からの水の浸透 ○

03
二次床版(RC)
単純桁床版(RC)

水しみ･ひび割れ･錆汁･剥離 塩害･ASR 橋面からの水の浸透 ○ ○

04 一次・二次床版継目 漏水･目開き･錆汁･剥離 塩害 目地部に水が浸透 ○

05 定着突起 ひび割れ 初期応力 初期ひび割れ・橋面水の浸透 ○ ○ ○

水しみ･ひび割れ･錆汁･剥離 塩害･ASR･PC鋼材破断 橋面からの水の浸透 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ひび割れ 橋軸直角方向ひび割れ 外部拘束ひび割れ ○ ○

07 開口部後埋め位置 漏水･錆汁･剥離･抜け 塩害･PC鋼材破断 水しみ･ひび割れ･錆汁･剥離 ○ ○ ○

08 吊材・打設孔位置 漏水 塩害 打継不良，橋面からの水の浸透 ○ ○ ○

09 橋軸直角方向打継目(施工目地) 漏水･錆汁･剥離 塩害 橋面からの水の浸透 △ ○ ○(ｾｸﾞﾒﾝﾄ) ○ ○ ○(連結桁) ○

塩害･ASR グラウトホースの伝い水 ○

塩害･ASR ハンドホール滞水 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 張出し床版（後打ち部） 水しみ･ひび割れ･錆汁･剥離 塩害･ASR
中央分離帯遊間からの漏水
橋面からの水の浸透

12 間詰め床版 水しみ･ひび割れ･錆汁･剥離 塩害･ASR･PC鋼材破断 橋面からの水の浸透 ○ ○ ○ ○ ○

13-1 ひび割れ･抜け 床版押抜け 型枠浮上り･床版厚不足 ○

13-2 舗装の剥離 ポットホール多発 型枠上部のブリスタリング ○

14-1 Co浮き･剥離･鉄筋露出 塩害･ASR 伸縮継手部からの漏水 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14-2 ひび割れ 局部ひび割れ 支承機能不全(変位拘束) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 桁側面(全面) ひび割れ･錆汁･剥離 塩害･ASR･PC鋼材破断 海からの飛来塩分 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 桁側面(排水管近傍) 水がかり･錆汁･剥離 塩害･ASR･PC鋼材破断 破損した排水管からの水がかり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 PC鋼材位置 ひび割れ･エフロ･錆汁 PC鋼材破断 グラウト充 不良 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18 主桁下面(PC鋼材位置) 浮き･空洞 施工不良 豆板 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19 定着突起 ひび割れ 局部ひび割れ 初期ひび割れ ○ ○ ○

20 ウエブ・定着突起 漏水･水しみ･ひび割れ･錆汁 塩害･ASR･PC鋼材破断 グラウトホースの伝い水 △ △ ○

21-1 橋軸方向ひび割れ ひび割れ 外部拘束ひび割れ △ ○

21-2 鉛直方向ひび割れ ひび割れ･漏水･PC鋼材破断 目地開き ○ ○

22 ウエブ･上床版打継目 橋軸方向ひび割れ ひび割れ 目地開き ○ ○

23 中空型枠位置下面 ひび割れ･錆汁･剥離 塩害･ASR 中空枠滞水･豆板 ○ ○

24 端部横桁 Co浮き･剥離･鉄筋露出･PC鋼材破断 塩害･ASR･PC鋼材破断 伸縮継手部からの漏水 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

後埋めの不良 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

間詰め打継目からの漏水 ○

26 全横桁共通 ひび割れ･エフロ･錆汁 PC鋼材破断 グラウト充 不良 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 桁端部 Co浮き･剥離･鉄筋露出 塩害･ASR 伸縮継手部からの漏水 ○ ○ ○

28 床版底面全体 水しみ･ひび割れ･錆汁 塩害･ASR･PC鋼材破断
箱桁内排水管の破損
グラウトホースの伝い水

○ ○ ○

29 床版上面 滞水･ひび割れ･錆汁・浮き 塩害･ASR･PC鋼材破断
箱桁内排水管の破損
グラウトホースの伝い水

○ ○ ○

30 定着突起 ひび割れ 局部ひび割れ 初期ひび割れ ○ ○

構造形式
PC合成桁 箱桁 PCT桁 中空床版

連続桁 単純桁 連結桁

06 PC床版(床版支間方向PC)

10 張出し床版 水しみ

△(上下線等近接で床版後打ちの場合)

25 横桁端部(ウエブ外面) 後埋めモルタル浮き･PC鋼材破断 PC鋼材破断横桁

下床版

△(上下線等近接で

床版後打ちの場合)

中空型枠位置上部

主桁

桁端部

鉛直打継目(施工目地)

プレストレス導入方法

架設工法

(上)床版
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表 5-2-3  PC 橋の変状と劣化のメカニズム（下床版の劣化事例）
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５．３ 基準に基づく調査の有効性の検証

平成5年(1993年)に施工されたPC3径間連続ラーメン箱桁橋のPC鋼棒配置状況を図5-3-1

に示す。完成後15年目の詳細点検時に箱桁内部に、漏水およびエフロレッセンスが確認された。  

同時代に建設され他の橋梁にも同様の漏水事例があり、調査結果からは漏水の原因は不明であ

った。机上調査により、想定される変状とその要因について事前に整理し、現地調査を行い、

机上調査の有効性を検証した。 

５．３．1  検証対象橋梁の概要 

①上部工構造形式：PC3径間連続ラーメン箱桁橋 

②橋長、支間割：橋長238.6ｍ、支間64.3+110.0+64.3ｍ 

③幅員：9.00～12.750ｍ 

④竣工：1993年 7月 

⑤使用鋼材：ディビダーク鋼棒 

５．３．２ 基準に基づく調査概要

「表 3-４-2 技術基準の変遷から見た PC グラウト充填不足発生リスクの整理」を基に、机

上調査結果と目視による現地調査結果との関係を考察する。本橋は、1993 年に竣工し、1986

年の PCグラウト施工マニュアルが採用させている。机上調査により、グラウト不足および変状

の可能性を評価した結果を表5-3-1および表5-3-2に示す。点検は近接目視にて実施し、非破

壊検査などの調査の必要性も判断する。机上調査は、「図3-7-1 情報を重視した点検の在り方」

に基づき実施した。 

「PCグラウトの重要性」については、2.2節にて示した英国の落橋事例などかから、PCグラ

ウト充填の重要性は認識されていた可能性が高いと考えられる。「設計要因」については、ディ

ビダーク鋼棒が主方向およびウエブのせん断補強、横締めに使用されており、ビニールホース

が使用されていた時期であり、コンクリート打設時にビニールホースが潰れる可能性があり、

PC グラウト未充填となる可能性があった。架設時に上縁定着していた可能性もある。「材料要

因」は、ブリーディングおよび先流れによる PC グラウト充填不足の可能性があった。1990 年

にディビダークシステムはグラウトホースと定着部の接続部の延長を7㎜から35㎜に変更し、

グラウトホースが定着部より外れることを防止する対策を行った。デビィダーク鋼棒のシース

径をφ26ｍｍ鋼棒では35ｍｍを使用しており、シース径が拡大される前に建設されている。本

L 側

R 側

A1

A 1

P 1

P 1

P 2

P 2

図 5-3-1 PC 鋼棒配置図

110.0ｍ 64.3m 64.3m 
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橋ではφ32ｍｍで径 38ｍｍシース、鉛直鋼棒に使用されている可能性がある、φ26ｍｍで 35

ｍｍシースが使用されており、シース内空隙が少なくPCグラウトが閉塞する可能性が高い。主

方向にデビィダーク鋼棒を使用し、PCグラウト延長が長く、カップラーが8ｍごとに設置され

ていることから、カップラー位置での閉塞のリスクが推定される。「施工要因」では、PC グラ

ウトホースの後処理が、地覆部にまとめられた時期であり、PCグラウトホースを伝う漏水が発

生している可能性が極めて高い。「施工管理」要因では、流量計が設置されておらず、注入量の

記録も保存されていない。3．3．2節 表 3-3-2（b）に示すとおり1994年および1998年にデ

ビィダーク工法シース径などの改善が行われており、本橋はそれ以前に施工された橋梁である

ことがわかった。 

表 5-3-1  PCグラウト充填不足発生リスク（共通項目） 

品質管理
（施工不良）

1993年　PCグラウトの重要性に言及
1996年流量計、講習会受講

グラウトホース
潰れ・はずれ

～1993年
　　高

1994年～
　　　低

1993年　ビニールホースからテトロンブレード
ホースへ変更が記載

ブリーディングの有無
（空隙の発生）

1996年　ノンブリーディングが望ましい

2002年　ノンブリーディングが必須
　　　　　（旧PCグラウトの使用禁止）
2000年代よりプレミックス材の使用

PCグラウトの先流れ
（空隙の発生）

1996年　粘性型PCグラウトが記載
2002年　高粘性・低粘性PCグラウトが記載

T桁上縁
箱桁上縁

上縁定着
（定着部からの浸水）

～1994年
　　高

1995年～
　　中

支間長20ｍ、28ｍで定着方法の使い分け
T桁は、1994年以降全て端部定着

全体
シース径の拡大
鋼より線の使用

シース径の拡大による充填性向上。

セグメント
継目部

シース不連続
（PCグラウトの漏れ）

1986年　注意喚起が記載される。
2000年頃　セグメントカップラーの適用

定着部
ウエブ

グラウトホースの処理
（ホースに沿った漏

水）

1986年～1996年
施工マニュアルに、グラウトホースの地覆へ集
約を推奨

桁端、路面
定着部あと処理
（定着部の腐食）

1986年簡単な防水処理推奨
1996年後あと処理強化

床版、桁
床版防水工設置の有

無

1972年道路橋示方書
　　必要に応じて防水層を設置
1990年道路橋仕様書
　　塩害地域、ひび割れが生じやすい箇所

　　打ち替え、帯水箇所の設置の追記
1998年JH設計要領
　　施工標準の設定
2002年道路橋示方書

　　防水工原則設置

横締め
せん断

プレグラウトPC鋼線の
採用

（高速道路の場合）
1998年床版にプレグラウト鋼材採用
1999年全面的にプレグラウト鋼材の採用

リスク 対象部位 リスク要因 昭和62年～平成8年
(1987年～1996年)

背景

高

高

中

共通事項

PCグラウト
充填不足

PC鋼材腐食

高

中

高

中

中

PCグラウト
未充填

全体

中

（曲げ下げ部、
定着部）

表 5-3-2  PCグラウト充填不足発生リスク（PC鋼棒に関する項目）

品質管理
(施工不良）

1993年　グラウトの重要性に言及

1996年流量計、講習会受講

シースと定着体の
接続方法

（シースの外れ）

1990年定着部・シース取り付け部延長

７㎜→３５㎜
1994年定着具とシースのジョイント使用

斜めせん断
鋼棒の設置方法
(シースの潰れ、不

連続）

～1980年　斜め配置
1980年代～　鉛直配置

2002年～　PC鋼棒無

シース径
（シース内空隙）

1994年径32㎜PC鋼棒シース38㎜→39.3㎜

1998年径32㎜PC鋼棒シース39.3㎜→45㎜
2005年鋼棒突出防止機能追加

シース肉厚
（シースの潰れ）

1994年径26㎜PC鋼棒

　肉厚0.25mm、0.32mm

1994年径32㎜鋼棒
　　肉厚0.25㎜→0.27㎜（0.32㎜もあり）

カップラー径
（カップラーのPCグ
ラウト充填性）

1998年
径26㎜カップラー径50㎜→シース径58～59㎜

径32㎜カップラー径60㎜→シース径68～70㎜

2000年

下り勾配のカップラーシースに排気口
（従来25mに1か所）

緊張余長
（カップラーの移動

制限）

1993年カップラ伸長＋19ｃｍ規定
1992年道路公団透明カップラー使用

PC鋼棒に
関する事
項

横締め
せん断

中

PCグラウト
充填不足

高

高

PCグラウト
未充填

リスク 対象部位 リスク要因 背景平成3年～平成6年
（1991年～1994年）

低

高

カップラー部

　　　　　 高

横締め
せん断

高
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５．３．３ 現地調査概要

外部より目視調査した結果を写真5-3-1に示す。箱桁外部では下床板下部、ウエブより水シ

ミが発見された。箱桁内部の目視調査では、定着突起部付近に写真5-3-2に示すような水しみ

やエフロレッセンスが発見された。付近に水が供給される経路が見当たらない状況であった。

５．３．４ 劣化・損傷原因の推定と基準に基づく調査の検証

既往の点検では、水シミの原因が不明であったが、机上調査により、原因は1993年当時使用

されていた PC グラウト施工マニュアル基準（1986 年発刊）において、図 5-3-1 に示すように

PCグラウトのホースを束ねて地覆部で切断する方法が推奨されていたことから、グラウトホー

スの伝い水の可能性と考えられた。主ケーブル・横締めケーブルおよびせん断補強ケーブルに

ディビダーク鋼棒が多数使用されていため、PCグラウトの注入・排出用のホースも多数配置さ

れていた。以下に漏水の原因を考察した。 

① 当時の PC グラウト施工マニュアル（1986 年：プレステレストコンクリート建設業協会）

では、図5-3-2に示すようなPCグラウト排出用ホースを、数本まとめて束にして地覆部に

配置し、床版上面で切断することを推奨していた。 

② 図5-3-3に示すとおり、PCグラウトホースは束にすると中心に空隙が生じる。また、写真

5-3-3に示すとおり、床板で切断されたPCグラウトホースが防水されず、浸水する可能性

が高いことがわかった。また、コンクリートとグラウトホースの熱膨張係数が相違するこ

とから、ホース周りに隙間ができる可能性があることもわかった。 

 （a）張出し床板の水シミ            (b 床板の水シミ         (c)ウエブ外面からの漏水

写真 5-3-1  箱桁外面の調査結果

（a）定着部付近の漏水       （ｂ）ウエブからの漏水

写真 5-3-2 桁内の調査結果
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③ 机上調査より推定した地覆部からの漏水を調査する状況を写真 5-3-4 に示す。縁石を設置

するとき、縁石の下に高さ調整のためから練りのモルタルを使用しており、から練りモル

タルを通過した橋面の水が地覆部に浸入し、図 5-3-3 に示すとおり、先述したグラウトホ

ースの空隙から水が箱桁内部に浸入した可能性が考えられた。

表 5-3-2 および表 5-3-3 に示すリスクをもとに、机上調査情報を活用し、事前に発生が予想

される要因を把握して、点検を行うことは、極めて合理的で有効であることは明らかである。

また、机上調査により、調査目的、その対象物、位置などを特定し、解体調査、非破壊調査

などを使用した維持管理計画を立案することは、きわめて効率的である。

図 5-3-3 水の浸入経路

図 5-3-2 PC グラウトホースの処理方法の事例 

図 5-3-3 PCグラウトホースの空隙

床 版 横 締 め Ｐ Ｃ 鋼 棒グ ラ ウ ト ホ ー ス

主 ケ ー ブ ル Ｐ Ｃ 鋼 棒

カ ッ プ ラ ー 継 手 か ら の
グ ラ ウ ト ホ ー ス

定 着 部 か ら の グ ラ ウ ト ホ ー ス

せ ん 断 Ｐ Ｃ 鋼 棒

グ ラ ウ ト ホ ー ス

下 床 版 Ｐ Ｃ 鋼 棒

グ ラ ウ ト ホ ー ス

床版横締ＰＣ鋼棒のPC グラウトホース処理 せん断ＰＣ鋼棒のPCグラウトホース処理

主ケーブルＰＣ鋼棒のPCグラウトホース処理 下床版ＰＣ鋼棒の PC グラウトホース処

グ ラ ウト ホ ース

空隙

写真 5-3-3 束にして切断されたPC

グラウトホース

写真 5-3-4 地覆下の状況

ホース切断痕

水シミ

PCグラウトホース
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５．４ 解体調査による変状要因の検証 

５．４．１ 解体調査概要 

 プレキャスト PC 箱桁橋を解体工事にあわせて、PC グラウトの充填状況調査を行った。調査

対象の橋梁一般図、切断位置を図5-4-1に示す。

桁は図5-4-1に示す通り、端部、支点部、支間中央の5か所で切断し、切断面においてPCグラ

ウト充填度を調査した。表5-4-1に橋梁概要、全景を写真5-4-1に示す。本橋は道路拡幅にとも

ない撤去されるものである。1971年に完成し、供用後約40年を経過したプレキャストPC斜材付

ラーメン箱桁橋である。使用されたPCグラウト材料は、普通ポルトランドセメント、混和剤と

してポゾリスNo.8およびアルミ粉が膨張剤として配合されていた。主ケーブルは１２φ８、シ

ース径50㎜、プレキャストブロックを架設時に、所定の位置まで移動させるための引き寄せ鋼

棒はφ24㎜、および27㎜が使用され、シース径は35㎜であった。桁の切断調査断面は①～⑤断

面に加えて斜材を上下で切断した。解体前に外観調査を行ったところ、セグメント継目部にPC

グラウトが流出した痕跡が認められた。施工時に一部

流出した可能性があると考えられる。 

写真 5-4-1 橋梁全景

表 5-4-1 橋梁概要

架橋位置 東関東自動車道 OV 酒々井 PA－富里 IC

間（千葉県印旛郡酒々井町地内） 

上部工構造形

式 

PC斜材付きπ型ラーメン箱桁橋（プレキ

ャストセグメント製作） 

橋長 56.220m 

桁長 56.200m 

支間 11.100m+34.000m+11.100m 

幅員（総幅員） 4.000m（4.800m） 

活荷重 TL-14 

斜角 90°00′00″ 

竣工年月 1971年4月 

図 5-4-1 橋梁一般図および桁切断位置図

下り（成田空港方面） 上り（東京方面）

橋体A 橋体B 橋体C 橋体D

脚A 脚B

① ② ③ ④ ⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

単位：㎜

切断位置③切断位置② 切断位置④ 切断位置⑤切断位置①

表 5-4-2 使用材料

コンクリート σck= 40 N/mm2（普通ポルトランドセメント） 

主ケーブル 12φ8mm(SWPR1AN) シース径φ50 

引き寄せ鋼棒 φ24 φ27m(SBPC95) シース径φ35 

グラウト材料 普通ポルトランドセメント，ポゾリスNo.8，アルミ粉 
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５．４．２ 劣化要因の検証

表 5-4-2、表 5-4-3 に事前に想定されるリスクおよび調査結果より確認できた項目を示す。調

査対象橋梁が、プレキャストセグメント橋であること、ブリーディング発生を許容する材料を

使用していることから、セグメント継目部、およびシース傾斜部におけるブリーディングが注

目点と考えられる。また、グラウトの重要性の認識が無い時代に建設された橋梁であり、グラ

ウト未充填の可能性も考えられた。φ24㎜およびφ27㎜鋼棒が使用され、シース径は35㎜で

あった。空閑率が大きいため、シース閉塞のリスクは少ないと考えられる。PC鋼棒は架設時に

使用され、完成時には構造上不要である。 

表 5-4-2  PCグラウト充填不足発生リスク（共通事項） 

リスクの発生確率

～昭和61年(1986
年)

品質管理
（施工不良）

高
1993年　PCグラウトの重要性に言及

1996年流量計、講習会受講

グラウトホース
潰れ・はずれ

高
1993年　ビニールホースからテトロンブレード
ホースへ変更が記載

ブリーディングの有無
（空隙の発生）

高

1996年　ノンブリーディングが望ましい
2002年　ノンブリーディングが必須

　　　　　（旧PCグラウトの使用禁止）
2000年代よりプレミックス材の使用

PCグラウトの先流れ
（空隙の発生）

高
1996年　粘性型PCグラウトが記載
2002年　高粘性・低粘性PCグラウトが記載

T桁上縁
箱桁上縁

上縁定着
（定着部からの浸水）

高
支間長20ｍ、28ｍで定着方法の使い分け

T桁は、1994年以降全て端部定着

全体
シース径の拡大
鋼より線の使用

高 シース径の拡大による充填性向上。

セグメント
継目部

シース不連続
（PCグラウトの漏れ）

高
1986年　注意喚起が記載される。

2000年頃　セグメントカップラーの適用

定着部
ウエブ

グラウトホースの処理
（ホースに沿った漏

水）
低

1986年～1996年

施工マニュアルに、グラウトホースの地覆へ集
約を推奨

桁端、路面
定着部あと処理
（定着部の腐食）

高
1986年簡単な防水処理推奨

1996年後あと処理強化

床版、桁
床版防水工設置の有

無
高

1972年道路橋示方書
　　必要に応じて防水層を設置

1990年道路橋仕様書
　　塩害地域、ひび割れが生じやすい箇所

　　打ち替え、帯水箇所の設置の追記

1998年JH設計要領
　　施工標準の設定

2002年道路橋示方書
　　防水工原則設置

横締め
せん断

プレグラウトPC鋼線の
採用

高
（高速道路の場合）

1998年床版にプレグラウト鋼材採用
1999年全面的にプレグラウト鋼材の採用

共通事項

PCグラウト
充填不足

PC鋼材腐食

PCグラウト
未充填

全体

（曲げ下げ部、
定着部）

リスク 対象部位 リスク要因 背景

表 5-4-3  PCグラウト充填不足発生リスク（PC鋼棒に関する項目）

リスクの発生確率

～平成2年
（～1990年）

品質管理
(施工不良）

高
1993年　グラウトの重要性に言及
1996年流量計、講習会受講

シースと定着体の接続方法
（シースの外れ）

高

1990年定着部・シース取り付け部延長
７㎜→３５㎜

1994年定着具とシースのジョイント使用

斜めせん断
鋼棒の設置方法

(シースの潰れ、不連続）
高

～1980年　斜め配置
1980年代～　鉛直配置

2002年～　PC鋼棒無

シース径
（シース内空隙）

高

1994年径32㎜PC鋼棒シース38㎜→39.3㎜
1998年径32㎜PC鋼棒シース39.3㎜→45㎜
2005年鋼棒突出防止機能追加

シース肉厚
（シースの潰れ）

高

1994年径26㎜PC鋼棒
　肉厚0.25mm、0.32mm

1994年径32㎜鋼棒
　　肉厚0.25㎜→0.27㎜（0.32㎜もあり）

カップラー径
（カップラーのPCグラウト充

填性）
高

1998年
径26㎜カップラー径50㎜→シース径58～59㎜

径32㎜カップラー径60㎜→シース径68～70㎜
2000年

下り勾配のカップラーシースに排気口
（従来25mに1か所）

緊張余長
（カップラーの移動制限）

高

1993年カップラ伸長＋19ｃｍ規定
1992年道路公団透明カップラー使用

PC鋼棒に
関する事
項

横締め
せん断

PCグラウト
充填不足

PCグラウト
未充填

リスク 対象部位 リスク要因 背景

カップラー部

横締め
せん断
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５．４．３ 切断面調査結果概要 

切断面とPCケーブル配置の関係を図5-4-2に示す。注入口は不明だが①～⑤へ注入したと想定

される。 

図 5-4-2 ケーブル配置状況およびグラウト調査断面 

図 5-4-2に基づいた切断面調査結果を以下に示す。 

１）切断面① 

切断面①は、曲げ上げこう配となっている。PC グラウトの充てん状況を写真 5-4-2 に示す。

調査結果はわずかな空隙を入れると「空隙あり」の本数は左で 4/7 本，右で 4/7 本であった。

充填度は良好であるが、シース上面に僅かに空隙が見える。

２）切断面②

 断面②は支点部であり、平坦部から曲げ下げ部に移行する区間えある。 わずかな空隙を入

れると、「空隙あり」の本数は左で 3/7 本、右はシース面上部で破壊しており、一部不鮮明であ

るが、ブリーディングと空隙が確認できる。右写真は下床板シース、引き寄せ鋼棒は空洞であ

った。引き寄せ鋼棒のPCグラウトに、極めて多くのPCグラウト未充填および充填不足が見受

けられた。 

  （a）断面 定着部            (b) シース上部空隙

       写真 5-4-2 切断面①の状況 

切断面

①

⑤ 

切断面

②

④ 

切断面

③

③ブリーディング 微少

充填状況 良好

単位：㎜
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３）切断面③ 

切断面③は支間中央部であり、平坦部（底部）である。かすかな濡れは切断時の水がシース

に入った状況。充填度を写真5-2-3に示す。充填度は極めて良好、僅かな空隙を入れると「空

隙あり」の本数は左で1/7本、左１/7であった。左右1本は、ブリーディング痕跡および空隙

が見られ、濡れは切断時に水がシース内に流入したものであり、空洞があったことを示してい

る。下床板のPC鋼棒には未充填が見られる。断面③の充填状況は極めて良好であった。 

（a）断面 定着部            (b) シース上部空隙     （c）鋼棒の未充填

写真 5-4-3 切断面②の状況  

（a）極めて良好な充填状況            （b）極めて良好な充填状

（c）主ケーブルのPCグラウトは極めて良好。引き寄せ鋼棒は不良。

写真 5-4-4 切断面③の状況

鋼棒の未充填

PC グラウトの漏出跡
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４）切断面④ 

支点部でシースは平坦部から曲げ下げ部に位置する。空隙とブリーディングが確認され、切断

時の水がシース内に流入し、濡れがある。シース上部にブリーディングによる空隙が確認され

る。切断面④のPCグラウト充填度を写真5-2-5に示す。わずかな空隙を入れると、「空隙あり」

の本数は左で6/7本，右で6/7本となり、シース内上部に脆弱な層が見られ、対照位置にある

断面②と充填度は明らかに異なる。

５）切断面⑤ 

切断面⑤は定着部近傍であり、僅かに曲げ下げ区間である。PCグラウト充填度を写真5-2-6に

示す。わずかな空隙を入れると、「空隙あり」の本数は左で6/7本，右で4/7本となる。そのう

ち、2 本に明らかなブリーディング痕跡が見られ、明らかに脆弱な層と空げきが認められた。

PC ケーブルでは、他の PC ケーブルに比べて大きな引き込まれ量が認められた。引き込まれ量

が多いことは、PC グラウトと PC ケーブルの一体性が十分ではなく、空隙およびブリーディン

グによる脆弱な層が多いと考えられる。

写真 5-2-6 ⑤断面 定着部 ブリーディングが発生 空隙も確認

写真 5-4-5 切断面④の状況

脆弱なな層
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本調査結果をもとに、本橋のPCグラウト調査結果の概要を以下に述べる。 

１）本橋は①～⑤へPCグラウトが充填されたと推定され、曲げ下げ部の④断面および流出側の

⑤断面でシース内に明らかなブリーディングおよび空隙が確認された。一方、対称となる②

および①においても、僅かな空隙が確認されたが、④、⑤に比較すると極めて小さいもので

あった。 

２）支間中央のPCグラウト充填度は、他の断面に比べもっとも充填度は良好であったが、ごく

一部に空隙およびブリーディングが見受けられた。 

３）架設時に使用された引き寄せ鋼棒のPCグラウト未充填が極めて多い。一部にPCグラウト

が充填されたものも見受けられたが、極めて充填度は不良であった。PC鋼棒のシース径が35

㎜と比較的空隙があることから、シース閉塞などによる未充填ではなく、人為的な可能性が

考えられる。 

４）セグメント継目部から、多量のPCグラウトの漏出痕跡が見受けられた。施工時にセグメン

ト継目部より流出したと考えられる。 

５）⑤切断面では他に比べて鋼線の引き込みが大きいことから、PCグラウトにより拘束されて

いない部分が大きいいことから、引き込まれ量が多いと考えられ、流出口付近で極めて広範

囲にブリーディングによる空隙が発生していたと考えられる。切断面が桁端部より距離があ

ることから、下りこう配定着においても空隙が発生している可能性があると考える。 

６）PC鋼棒のPCグラウト充填度は不良であったが、桁内のPCグラウト充填度は比較的良好で

あった。 

５．４．４ 基準に基づく調査の検証 

本節5-4-2において、PCグラウト充填不足が発生するリスクの予測・分析を行った結果、事

前に想定された「PCグラウトの重要性認識不足」「ブリーディング発生」「セグメント継目部の

鋼材腐食」について、机上調査情報を活用し、事前に発生が予想される要因を把握して、点検

を行うことが、極めて合理的で有効であった。以下に各項目の検証結果を以下に述べる。 

１）PCグラウトの重要性認識不足について 

PCグラウトの未充填は、セグメントを本体に引き寄せる際に使用するPC鋼棒に多数見られ、

PC 鋼棒径に対するシース径は 35 ㎜と比較的大きなものであったことから、当時「完成時にお

いて構造的に不要なものは防食をあまり気にしなくてよい」との考え方が一般的であったため、

主ケーブルに比較して重要性の認識が薄かったのではないかと考えられる。PCグラウトの重要

性が認識されていなかったことにより、PCグラウト未充填の発生を想定と一致した。 

２）ブリーディング発生について 

ブリーディングおよび比較的大きな空隙が、図5-4-2断面④および⑤で確認され、ブリ-ディ

ングの発生と空隙の存在が確認された。 

３）セグメント継目部の鋼材腐食について 

セグメントの継目部からの、グラウト流出痕が確認されたが、架設PC鋼材は一部腐食してい

たが、主桁ケーブルは腐食無、もしくは極めて表面に腐食が見受けられる程度であり、机上調

査により想定した状態よりも極めて良好であった。 
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４）第4章で実施した再現実験での結果と極めて整合性が取れており、実験によるブリーディ

ング発生状況と実況での現象の整合性が確認できた。 

５．５ まとめ

（１）現地調査による変状と要因、劣化メカニズムの整理と活用

1990 年代に建設されたブリーディングを許容した PC 橋の変状調査を行い、現地で発生して

いる変状とその要因について考察し、代表的なPC橋の変状３１事例を、発生部材、部位、主な

変状、懸念される事象、考えられる原因に分類し表5-2-2に、また、その31事例ごとに、変状

グレード、状況、点検の着目点、劣化のメカニズムとその影響、詳細な調査方法、耐荷性機能

性に与える影響、対策の事例を取りまとめ、点検技術者の的確な点検、評価、診断に活用でき

るように表5-2-3に示し提案した。表5-2-3には、基準に基づく情報を加えて取りまとめた。 

（２）PCグラウト充填不足が発生するリスクの予測・分析の有効性の検証 

PCグラウト充填不足が発生するリスクの予測・分析の有効性を、1990年代に建設されたブリ

ーディングを許容したPC橋の現地調査および1971年に建設されたプレキャストセグメントPC

橋のPCグラウト充填度調査により検証を行い、基準に基づくPCグラウト充填不足が発生する

リスクの予測・分析が極めて有効であることを示した。 

（３）PCグラウト再現実験の整合性検証 

「第4章 初期に施工されたプレストレストコンクリートのグラウト充填性に関する研究」に

おいて、ブリーディングを許容した材料を用いた PC グラウト再現実験での考察が、1971 年に

建設されたPC橋のPCグラウト調査により、実橋との整合性が検証され、同時代の橋梁におけ

るブリーディングの発生メカニズムが共通であることがわかった。 

【参考文献】

１）寺田 典生、青木 圭一、野島 昭二、宮永 憲一、変状事例にもとづくPC橋の維持管理

方法の提案、プレストレストコンクリート工学会、第 21 回シンポジウム論文集、2012 年

10月 ｐｐ85-88 
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第６章  車両走行時のプレストレストコンクリート橋の安全性に関する研究 

６．１ はじめに

PC桁は、コンクリート桁にPC鋼材の緊張力により、桁内に所要の圧縮力を与え、構造物の死

荷重、車両走行による活荷重などに対して、所定の耐荷力および耐久性を確保する構造上の特

性を有している。一方、構造物の詳細点検、調査などで、PC鋼材の破断が発見される事例があ

ることから、PC鋼材の破断を前提として、プレストレストが減少したPC桁の耐荷性能を的確に

判断し、追加のPC鋼材による補強などの適切な補強により、車両走行の安全を確保し、残存予

定供用期間にわたり高速道路PC橋の安全を確保する維持管理が求められている。第3章に示した

過去の基準には、PCグラウトの充填不足を発生させると考えられる諸要因に対して、当時は充

分な配慮がされていなかった。特に、第4章で示した、ブリーディングによる材料分離の影響

が極めて大きく、2000年以前に建設されたPC橋に共通する要因であることから、PC鋼材の破断

による耐荷性能低下の評価は極めて重要である。 

本章では、撤去し保存されていた供用後40年を経過したPC桁を用いて、PC鋼材が老朽化に

より破断した状況を想定して、PC鋼材を強制的に逐次切断し、その切断ごとに設計荷重相当の

載荷を行い、耐荷性能、変形性能を評価した。また、実橋より採取したコンクリートおよび鋼

材の材料特性を用いて、材料非線形と解析ステップに応じて座標更新を行う幾何学的非線形を

考慮し、断面フィバー要素を用いた2次元フレーム解析により、実験結果との検証を行った。

また、実橋を模擬した１／２はり供試体の載荷試験結果より、破壊機構を踏まえた維持管理上

の留意点およびその使用限界について考察した。 

６．２ 供用後４０年を経過した桁の載荷試験概要

６．２．１ 供試体概要 

実験に使用した大川橋は、北陸自動車道金沢西IC～小松IC間に建設されたポストテンショ

ン方式PC単純T桁である。日本海汀線から100m程度の直近に位置し、主に飛来塩分による塩

害により、供用10年後から桁の断面修復やライニングが3回実施されている。1971年当時は、

ブリーディングを許容するPCグラウト材が使用されている。定着方法については、当時より道

路公団ではT桁もすべて端部定着されており、本橋も端部定着されている。大型車対応による

設計活荷重の増加に伴い、工事竣工後26年に撤去されたのち、保管されてきた。実験桁の構造

図を図6-2-1、諸元を表6-2-1に示す。 

 本橋は撤去される前に、塩害によりコンクリートひび割れや剥離、剥落、鉄筋の錆などが観

察されたために、断面修復や表面被覆が3回実施されている。また、撤去後載荷試験までに16

年間、屋外に保管されていた。桁の外観調査結果を図6-2-2および写真6-2-1に示す。桁下面

に修復痕や剥離が顕著に見受けられたが、それ以外に目立った損傷はなかった。 
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表 6-2-1 桁の諸元

単位：ｍｍ(a)中央断面 (b)桁端断面
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（ｂ） 断面図

図 6-2-1 構造図

（a）桁構造・寸法図

単位：ｍｍ

図 6-2-2 桁の損傷調査図

写真 6-2-1 桁の断面修復状況

断面修復状況

A1側 A2側
G9 PC桁寸法図

A2側 A1側
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６．２．２ PCグラウトの充填状況および鋼材調査の概要 

PC グラウトの充填状況を調査するため、PC シースの解体調査を行った。支間中央部および

A2側のPCシースをはつり出し、写真6-2-2に示すとおり、外観調査およびPCグラウト調査を

行なった。解体調査の結果、断面修復した部分の鉄筋に一部腐食が見られたが、PC鋼線に腐食

や破断は見られず、飛来塩分による影響は限定的であったと考えられる。支間中央部の断面修

復を施されていた箇所のシース部分に赤錆が確認されたが、橋台側の曲上げ部については腐食

の発生は確認されなかった。一部にバイブレータによるシースの変形が確認された。橋台側の

定着部に近いNO.1の PC 鋼線の位置を写真6-2-2（ｂ）に示す。No.1の位置で切断し、シース

内部のPCグラウトを調査した結果を写真6-2-3に示す。調査した全てのPC 鋼線でブリーディ

ングの痕跡と空隙が確認されている。これは第4章で行った再現試験結果と一致していた。定

着部に近い部分で特にPCグラウトの損傷が見られた。ブリーディングの影響で空隙になった場

所をスケッチしたものも併せて示す。この結果からも、全ての PC 鋼線でブリーディングが発

生し空隙を形成しており、採取した試料のほとんどが容易に粉砕される脆い状況であった。４

章で示した定着部付近に発生するブリーディングによる空隙が実橋においても確認できた。 

内部
全ての調査手法において充

填不足とされた場所

2.2 1.7 2.7

写真 6-2-3 PCグラウト状況【№.1】

ブリーディング発生痕

（ａ）ハツリだし状況       （ｂ）調査箇所

写真 6-2-2 シース解体調査

【№.1】
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６．２．３ 供用後４０年を経過した桁の材料特性 

（1）コンクリートの圧縮強度および静弾性係数

試験後PC 桁から直径100ｍｍの試験体をA1 側

から3 体、A2 側から3体の合計6 体を採取し、コ

ンクリートの圧縮強度および静弾性係数を測定し

た結果を表6-2-2 に示す。圧縮強度試験の結果、

設計強度（400kgf/ ）を上回る結果が得られた。

コンクリート強度に経年劣化はなく、海浜に近い

塩害環境下に40年間設置されたコンクリートは健

全であった。コンクリートの応力－ひずみ曲線を

用いて静弾性係数を算出した結果、31.1～35.4kN/

 であった。コンクリート標準示方書ではコンクリート強度40N／ ～50N/  で、ヤング係数

31kN/  ～33kN/ １）とされていることから、ほぼ同等であり、40年経過後もコンクリートに

顕著な劣化は生じていなかった。 

（2）PC 鋼線の機械的性質 

試験桁より採取したPC鋼材の機械的性質を確認するため、JIS Z 2241「金属材料引張試験方

法」に準拠し、張試験を行った結果を表6-2-3、破断後の試験片外観を写真6-2-4 に示す。0.2％

荷重は54kN～58.3kN、最大荷重は62.2kN～65.3kN、伸びは1.8％～3.3％であった。またほとん

どの試験片が標点外（C 破断）で破断し、No.2-2 とNo.5-3 が掴み部で破断した。使用材料の

規格値は12φ７で、引張強さ155 kgf/ （1520MPa）以上、降伏点応力度が135 kgf/ (1323MPa）

(昭和43年道路橋示方書)であった。引張試験の結果、引張強さ1598MPa以上、0.2％耐力1387.4MPa

以上となり、いずれの素線も規格値２)を満足していた。また外観上、素線に腐食は認められな

い。40年経過後のPC鋼線の機械的性質は、いずれの場合も規格値を満足していた。PCグラウト

によりPC鋼材が被覆されていれば、40年経過後も極めて健全な状態を維持していた。したがっ

て、PCグラウトがPC鋼材を腐食から防護する役割が極めて重要であることがわかる。 

表 6-2-3 素線の引張試験結果

B 破断：標点間の中心から標点距離の 1/4 

を越え、標点以内で破断した場合． 

C 破断：標点外で破断した場合 

チャック破断：試験片掴み部分で破断 

伸び： 100mm の標点距離に対する突合せ

伸びとする 

表 6-2-2 圧縮強度と静弾性係数試験結果表 6-2-2 圧縮強度と静弾性係数試験結果
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（3）鉄筋の機械的性質 

鉄筋の機械的性質を得るため、支間中央の下フランジから鉄筋採取をした。試験体の状況を

写真6-2-5に示すとおり、鉄筋に腐食は見られない。採取した鉄筋をJIS Z 2241「金属材料引

張試験方法」に準拠し引張試験を実施した結果を表6-2-4に示す。 

引張試験の荷重－変位線図から、降伏応力は 353MPa～357MPa、引張強さは 539MPa～547MPa、

伸びは18.6％～23.1％であり、降伏荷重、引張強さについて各試験片間の試験結果に差異がほ

とんど見られない。最大荷重までの伸びに関して標点外で切断した一部鉄筋の伸びの少ない事

例が見られた。試験結果ら使用されていた鉄筋は SD295 であり、規格値降伏点295N／ 、引

張強さ440N以上／ を満足していた。供用後40年経過後も鉄筋は規格値を満足しており健全

な状態であった。 

なお、降伏応力と引張強さは JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼、2004）の異形棒鋼（D13）

に記載されている公称断面積を用いて算出した。 

（ａ）破断前            （ｂ）破断後 

写真 6-2-4 PC鋼線試験片外観

写真 6-2-5 鉄筋試験片外観

公称径 公称断面 降伏荷重 降伏応力 最大荷重 引張強さ 伸び
㎜  　kN 　MPa kN 　MPa ％

D1 12.7 126.7 44.7 352.7 68.3 538.7 23.0 B破断
D2 12.7 126.7 44.7 352.7 69.3 546.6 23.1 B破断
D3 12.7 126.7 45.2 352.7 69.3 546.6 18.6 C破断

No. 破断位置

表 6-2-4 鉄筋の引張試験結果
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（4）PCグラウト材の調査 

各 PC 鋼線から採取した PC グラウト材を用いて、密度および吸水率を測定した結果を表

6-2-5 に示す。密度について各 PC 鋼線の PC グラウト材に大差はない結果が得られたが、吸

水率については、PC鋼線No.1、No.2およびNo.3 の PCグラウト材で大きくなる結果が得ら

れた。PCグラウトをそのままの状態で取り出すことが難しく、採取過程で崩壊することから、

引っかき試験は、PCグラウト材の破壊断面を用いて行なった。引っかき試験による強度推定

の結果を表6-2-6 に示す。圧縮強度の推定には、湯浅・笠井らの研究結果を用いて算出して

いる３）。その結果、PC鋼線No.2 の PCグラウトが他のPC鋼線に比べて圧縮強度が低い結果

となり、他のPC鋼線については 25N/  以上の圧縮強度と推定された。圧縮強度が低いNo.2

のPCグラウトは上面を計測したこと、吸水率が21.8％と他に比較し高い値を示すことから、

ブリーディングの影響により、圧縮強度が他に比較して低い結果と考えられる。 

６．２．４ 載荷試験の概要 

図6-2-3に載荷位置、図6-2-4に PC鋼線配置図、切断順序を示す。桁内にはφ7mm の素線が

12 本で構成されるPC 鋼線が5 束配置されている。そのPC 鋼線を1 束ずつ機械的に切断し、

切断ごとに載荷試験を実施し、PC鋼線5束中４束切断した。PC鋼材の破断は乾式コアカッター

を用いて行った。PC桁支間中央から250㎜離れた箇所に外径54㎜の削孔し、順次鋼材を破断

させた。切断箇所は、耐荷性に最も影響を与える支間中央を選定したが、計測機器との干渉を

考慮して、桁中央から250㎜ずらした位置とした。PC鋼材切断順序を図6-2-3中央断面に示す

が、切断順序は実際の劣化による影響が出ることを考慮し、①下段の海側鋼線、②下段の山側

鋼線、③上段の海側鋼線、④上段の山側鋼線とした。

図 6-2-3 載荷位置図

表 6-2-5 各 PC 鋼線 PCグラウト材の密度および吸水率の結果

17620
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00
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385510 3015 10670 3040

17145

単位：ｍｍ
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図 6-2-4 PC鋼線配置、切断順序図 

設計活荷重載荷相当のモーメントとなる、149.1kN まで静的載荷試験を実施した。載荷時の

荷重 ステップは 0、20、40、60、80、100、120、140、149.1kN の 9 ステップとし、除荷時の

荷重ステップは、100、60、20、0kN の 4 ステップとした。載荷試験は、コンクリート削孔前

後、PC 鋼線切断前後に実施した。PC鋼線3束切断時に桁の剛性が低下し、荷重～たわみ関係

に非線形性が現れたため、130KNまで載荷し一旦除荷後に、PC鋼材切断し、残存プレストレス

量を20％（4束切断）に低下させ、再度載荷を行い、たわみ200ｍｍで載荷を終了した。 

載荷試験前の状況を写真6-2-6(a)、PC鋼線3束切断し130kN載荷しひび割れが発生している

状態を写真6-2-6(b)に示す。 

①

④ ③

②

（a）載荷前            (ｂ) ひび割れ発生時

写真 6-2-6 試験桁の外観

切断位置

海側山側

単位：ｍｍ

単位：ｍｍ

単位：ｍｍ
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６．３   PC鋼線を強制破断させた桁の耐荷性能

６．３．１ 桁のたわみ挙動について 

PC桁中のPC鋼材切断ステップと載荷時の桁中央のたわみを表6-3-1に示す。 

載荷荷重と桁中央部のたわみを図6-3-1に示す。著しい鋼材腐食によりPC鋼材が破断し、PC

桁の耐荷性能が低下する状態を、人工的に逐次鋼材を破断することで模擬した。 

あらかじめ乾式コア切削機を用いて直径 54mm の削孔を行い、PC 鋼材切断はコアカッターを

用いて逐次切断した。コア削孔による影響を調べるために、健全時（コア削孔前）の状態で載

荷を行い、コア削孔後再度載荷を行い、削孔の影響を調査した。実験値（健全時）および実験

値（コア削孔終）の荷重変位曲線を比較した結果を図6-3-1に示す。削孔により桁の剛性が僅

かに低下したが、その差はきわめて僅かであり、削孔による実験への影響はきわめて少ないと

考えた。桁内に配置された5束のPC鋼材を、1束切断から4束まで逐次切断し、残存するプレ

ストレス量と桁のたわみ挙動について図 6-3-1 に示す。実験値（80％：1 束切断）とは、残存

するプレストレス量80％、PC鋼材１束切断を表す。 

・実験値（80％：1 束切断）時の荷重変位関係は、実験値（コア削孔後）とほぼ同一線上にあ

り、設計荷重の範囲では、剛性低下は見られないと考えられる。 
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図 6-3-1 荷重～たわみ（鋼材切断毎）
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表 6-3-1 PC鋼線切断ステップとたわみ挙動

切断ステップ 残存プレストレス量
PC鋼線切断
本数（5束中）

桁の剛性
ひずみ
（ｍｍ）

載荷荷重

Step 1 初期状態 0 変化無 8.5 149.1kN時
Step 2 コア削孔後 0 変化無 8.7 149.1kN時
Step 3 80% 1 変化無 8.8 149.1kN時
Step 4 60% 2 僅かに剛性低下 9.8 149.1kN時
Step 5 40% 3 明確に剛性低下 11.7 130ｋN時
Step 6 20% 4 非線形60ｋNより発生 195.8 158kN時
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・実験値（60％：２束切断）の荷重変位は、載荷により桁にひび割れが発生し、実験値（コア

削孔後）に比較し、僅かに剛性が低下しはじめるが、線形に近い挙動であった。このことから、

本橋の事例では、ひび割れ発生荷重に対して20％～40％程度安全側の設計であったと考えられ

る。PC橋は設計荷重時にひび割れを許さない安全側の設計をしていること、実際の材料強度が

設計値に対して大きいことが理由と考えらる。 

・実験値（40％：3 束切断）では、実験値（コア削孔後）に比較し、明確に剛性が低下し、荷

重変位関係に非線形性が現れたため、残存プレストレス 20％の載荷試験への影響を考慮して、

載荷荷重を130kNまでとした。写真6-3-1は載荷により桁の下面に発生したひび割れが、除荷

により閉じた状況を示す。載荷により桁下面にひび割れが発生した場合、20～40％の鋼材が破

断している可能性があると考えられる。 

写真 6-3-1 3 束切断 130kn 載荷し除荷した状態

・実験値（20％：4束切断）で、載荷荷重60kNより非線形性が現れれ、破壊まで大きく変形し

破壊時の荷重は155kN、変位は199.48㎜であった。載荷状況およびPC桁の破壊状況を図6-3-2、

ひび割れ発生および破壊時の状況を写真6-3-2に示す。破壊形態は曲げ破壊であった。 

ひび割れの跡

図 6-3-2 荷重～たわみ（残存プレストレス20％：4束切断）



110 

図6-3-1にて実験値（40％：3束切断）から実験値値（20％：4束切断）の間に、桁の耐荷性

能はきわめて大きく低下したと考えられる。車両走行時に桁に曲げひび割れが確認された段階

で、速やかに補強することが肝要であると考えられる。PC橋の補強には時間がかかることもあ

り、放置すれば極めて危険な状態になると考えられる。本橋梁は表6-2-1に示すとおり、昭和

43年版道路橋示方書に基づき設計されたPC橋であり、PC橋はあらかじめ圧縮応力をを桁に作

用させ、引張応力を相殺し、設計荷重時にひび割れが発生しない設計であることから、耐荷性

能は導入されたプレストレス、コンクリート強度に依存していた。したがって、本載荷試験に

より考察は桁の挙動は、設計の考え方、導入されたプレストレス、材料物性により異なる。 

６．３．２ 載荷時のひび割れ挙動について 

PC 鋼線2 束切断後から載荷試験時に、桁中央下面部分のひび割れ幅の計測を行った。PC 鋼

線切断ごとの、荷重とひび割れ幅の関係を図 6-3-3 に示す。PC 鋼線の切断数が増加にともな

い、ひび割れ幅も大きくなり、最大0.4mmから 0.5mmと目視で確認できる状況であった。設計

荷重時に発生したひび割れは、死荷重時に閉じることがわかった。ただし、4 束切断後に荷重

を増加させた状態でひび割れ幅が増加しない範囲がみられるが、これはひび割れが多数分散し

て発生したため、当該箇所のひび割れ幅が減少したと考えられる。 

（a）曲げひび割れ発生         （ｂ）破壊状態（4束切断） 

写真 6-3-2 試験桁の外観（載荷時）

PC鋼線2束切断 
PC鋼線3束切断 
PC鋼線4束切断 
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                  図 6-3-3 ひび割れ幅の変化
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６．３．３ 耐荷性能の評価について 

実験結果より、もっとも耐荷力に影響がある支間中央に配置されたPC鋼材を逐次切断し、PC

桁の劣化を想定した耐荷性能について以下に考察する。 

撤去し保存されていた供用後40年を経過した実橋を用いて、PC鋼線を強制的に逐次切断し、

残存するプレストレス量を100％～20％まで変化させ、その耐荷性能、変形性能の評価を行い、

たわみ挙動を考察した。残存プレストレスト量80％（PC鋼線1束切断）では、設計荷重の範囲

では、ほとんど剛性低下が生じない。残存プレストレスト量60％（PC鋼線2束切断）時の荷重

～変位は、桁にひび割れが発生しコア削孔時に比較し、僅かに剛性が低下する。したがって本

橋は、ひび割れ発生荷重に対して20％～40％安全側の設計であることがわかった。PC橋は設計

荷重時にひび割れを許さない設計を採用していること、実際の材料強度が設計値に対して大き

いことなどが理由と考えられる。設計荷重を上回る荷重レベルでは、桁のひび割れによる剛性

低下により、コア削孔時と比較し耐荷性能の低下が生じると考えられる。 

プレストレスト量40％（3束切断）状態では、桁剛性が低下し非線形性が表れ、明らかに耐

荷性が能低している状態であった。載荷により桁下面にひび割れが発生した場合、20～40％の

鋼材が破断している可能性があると考えられる。試験値（40％：3束切断）から試験値（20％：

4 束切断）の間に、桁の耐荷性能はきわめて大きく低下したと考えられる。車両走行時に桁に

曲げひび割れが確認された段階で、速やかに補強することが必要と考えられる。PC橋の補強に

は時間がかかることもあり、放置すれば極めて危険な状態になると考えられる。 
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６．４ 非線形解析による載荷実験の検証 

本節では、６．３において考察した実験の挙動を、非線形解析を用いて評価を行う。解析は

日本道路公団において実施されたプレキャスト2径間連続PC箱桁橋試験体を用いた載荷実験結

果と解析との整合性が確認されている４）。具体的には、図 6-2-1 に示す PC 桁を対象に、材料

非線形と解析ステップに応じて座標更新を行う幾何学的非線形を考慮し、断面フィバー要素を

用いた2次元フレーム解析により検討を行った。断面のファイバーモデルを用いて個々の材料

要素の非線形特性を入力することで、荷重載荷状態に応じた断面の剛性、図心軸の移動を考慮

でき、逐次座標を更新することで非線形性を考慮でき、モーメント再配分や不静定力の消失を

外力と内力の釣り合いを満足するまで反復計算を行うことにより評価している。非線形解析で

は、部材剛性はファイバー要素の材料特性から、PC鋼線、鉄筋はファイバー要素に含めている。

断面寸法、PC 鋼線および鉄筋の配置については建設時の設計図をもとにモデル化を行い、解析

ではコンクリートの断面欠損およびPC鋼線の切断を考慮した。 

６．４．１ 材料モデル 

解析に用いる材料モデルは、撤去桁から採取した供試体を用いて圧縮強度試験、鉄筋および

PC鋼材の引張試験を行い、平均値より材料物性のモデル化を行った。コンクリートの圧縮側の

終局ひずみを3500μ、鉄筋およびPC鋼材弾性係数を200kN/ として、プログラムの特性を考

慮してトリリニアモデルとした。材料モデルは、コンクリートの応力とひずみの関係とモデル

を図6-4-1 、PC鋼線の試験結果とモデルを図6-4-2、鉄筋の試験結果とモデルを図6-4-3に示

す。コンクリートの材料特性は，モデル化を行った供試体の平均圧縮強度は48.7kN/mm2，平均

静弾性係数は32.9kN/mm2 である。コンクリートの引張応力は無視している。 

 鉄筋は、降伏強度354N/ 、引張強度554N/ 、弾性係数200kN/ 、破断伸び23.7％、降伏

後のひずみ硬化による応力増加を考慮し、降伏後の鉄筋の剛性と初期剛性の比を弾塑性解析で

良く使用されている１/100とし、引張強度まで応力増加し、引張強度以降は強度一定としてモ

デル化を行った。 

 PC鋼線は、降伏強度1504N/ 、引

張強度 1686N/ 、弾性係数 200kN/

 、破断伸び4.67％とししてモデル

を作成した。 

図 6-4-1 コンクリート材料モデル
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６．４．２ 解析モデルおよび解析条件 

（１）解析モデル

 構造物の要素モデルを図6-4-4、断面モデルを図6-4-5に示す。せん断スパンの要素長は250mm

を基準とする。等曲げ区間は、コア抜きの影響を考慮するため，要素長を50mmとしてモデル化

を行った。要素および断面のモデルについては以下のように設定した。  

既存の実験からPC鋼線の切断による定着の影響を考慮して、切断位置から±500mmの要素の

断面モデルには切断したPC鋼線のモデル化を行わない。コア抜きによる断面位置の要素を断面

欠損として断面のモデル化を行う。コア抜きの深さはシース手前まで断面欠損としてモデル化

を行う。PC鋼線を切断した箇所は、シースまで断面欠損のモデル化を行う。切断される鉄筋は、

コア抜きにより切断されることから、切断位置の要素において予めモデル化を行わない。試験

図 6-４-2  PC鋼線の材料モデル
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図 6-４-3  鉄筋の材料モデル
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体を調査した結果、中央から片側1000mmの区間で下縁から50mmの高さで浮きが生じているこ

とから、浮き部分のコンクリート（下縁側：厚さ50mm，長さ1000mm）を断面欠損としてモデル

化を行った。 

・  

・  

・ 

・  

・  

・  

図 6-4-4 要素モデル 

図 6-4-5 断面モデル
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６．４．３ プレストレス量の推定 

自重およびプレストレスによって導入されている応力は、建設時の設計計算書より計算を行

い、プレストレス導入直後の張力は 97.7kg/mm2(958N/mm2)、有効係数は 0.822 であった。実験

時に想定される引張応力度は有効係数より 80.3kg/mm2(787N/mm2)で、PC 鋼線の張力は 1817kN

である。実験時のプレストレス量を確認するために、削孔によりコンクリートが応力開放され

る量を測定し、導入されているプレストレス量の推定を応力解放法により実施した。応力開放

法で測定した結果、および逆解析によるPC鋼線応力推定結果を表6-4-1に示す。応力解放法に

より算出した、自重とプレストレスによりコンクリート下縁に発生している応力は、試験前で

12.93N/mm2、PC鋼より線を3本切断時では7.78N/mm2あった。 

応力開放法により測定したPC鋼線の張力は、設計計算値と比較して異なっていた。要因とし

ては、①クリープ係数および収縮度が設計値（クリープ係数：2.0，収縮度：150μ）より小さ

い②プレストレス導入直後における PC 鋼線の張力（2212kN）が設計より大きい③PC 鋼線の切

断によるすべりなどが考えられる。試験前およびPC鋼より線を3本切断時に、プレストレスに

よるコンクリート下縁に発生している応力から、逆解析によりPC鋼線の張力を算出した。その

結果、PC鋼線の張力は試験前で961N/mm2、PC鋼より線を3本切断時では682N/mm2であった。 

表 6-4-1 応力開放法によるPC鋼線応力の逆解析結果

６．４．４ 逐次PC鋼線を切断した桁の解析値と試験値の比較 

 たわみおよび中央断面ひずみ分布の試験値と解析値の整合性について、図6-4-5に示すよう

に桁に残存しているプレストレスト量（PC鋼線切断毎）を変化させ検証した。解析で仮定した

PC鋼材切断前に桁に残存しているプレストレス量の推定を、PC1は試験前の応力開放法により

応力から算出したプレストレス量、PC2が PC鋼線 3本切断時の応力開放法による応力から算出

したプレストレス量を用いて算出した結果である。試験前、桁より採取時およびPC鋼線切断に

おける試験体について、車両荷重および床板荷重相当の 149.1ｋN まで載荷した。ただし、PC

鋼線3束切断時に桁の剛性低下により荷重～たわみ関係に非線形性が現れたために130kNまで

載荷し、一旦除荷後に、PC鋼材を切断によりプレストレス量を20％に低下させ、再度載荷を行

いたわみ200ｍｍで終了した。桁にひび割れが入り、破断まで載荷し、試験を中止した。PC鋼

材を4束切断（残存プレストレスト量20％）の試験中止までの荷重～たわみの関係を図6-4-6

に示す。 

応力開放法によるコンクリート下縁応力 逆解析によるPC鋼線応力

(N/mm
2
) (N/mm

2
)

載荷前 12.9 961

PC鋼線3本切断後 7.8 682

設計値 － 787
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（１）実験値と解析値（健全時） 

(a)載荷荷重とたわみ              (b)ひずみ分布 

（２）実験値と解析値（コア削孔後） 

(a)載荷荷重とたわみ              (b)ひずみ分布 

（３）実験値と解析値（80％：1束切断） 

(a)載荷荷重とたわみ              (b)ひずみ分布 

図 6-4-5 載荷荷重とたわみの関係および中央断面ひずみ分布 
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（４）実験値と解析値（60％：２束切断） 

(a)載荷荷重とたわみ                 (b)ひずみ分布 

５）実験値と解析値（40％：３束切断） 

(a)載荷荷重とたわみ                   (b)ひずみ分布 

（６）実験値と解析値（20％：４束切断） 

(a)載荷荷重とたわみ                  (b)ひずみ分布 

図 6-4-5 載荷荷重とたわみの関係および中央断面ひずみ分布 
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試験前の健全時および残存プレストレス量60％間の状態で、曲げひび割れが顕著に発生するま

で、たわみおよび桁のひずみ分とも解析値と実験値は極めてよく整合している。桁にひび割れが

発生する残存プレストレス量40％では、たわみ挙動は良く一致しているが、桁のひずみ分布が一

致していない。これは、桁に発生したひび割れによりひずみ分布が乱れることが原因と考えられ

る。残存プレストレス量20％（4束切断）では、たわみ挙動は実験値と解析値の挙動は比較的よ

く一致しているが、解析値のたわみが僅かに大きくなる傾向がみられる。桁のひずみ分布はひび

割れにより安定しないことから比較が困難であった。 

残存プレストレス量20％（4束切断）の状態で、桁が破断するまで載荷した試験結果と解析の

比較を図6-3-6に示す。PC桁が降伏するたわみ挙動の過程を、極めて的確にを再現できているこ

とがわかった。 

実橋の個々の材料非線形特性を入力したファイバーモデルを用いた非線形弾塑性解析による

解析結果と、逐次PC鋼材を破断させたPC桁のたわみ挙動の整合性を検証することができた。 

PC橋の点検および調査時に、PC鋼材破断が発見された橋梁の、耐荷性能を評価する方法とし

て、材料非線形特性を入力したファイバーモデルを用いた非線形弾塑性解析による解析の有効

性を検証した。古い基準で作られ、老朽化したPC橋の維持管理に、第3章および第4章で示し

たPC橋のグラウト不足による鋼材破断を考慮することにより、耐荷性能を的確に評価できるこ

とが検証できた。

６．４．５ プレストレストコンクリート橋の設計耐荷性能

RC橋は部材に発生する圧縮応力をコンクリートで、引張応力を鉄筋で負担する構造となって

おり、一般的にはひび割れの発生を前提とした設計が行われている。これに対してPC橋はコン

クリート部材にプレストレスを導入し、あらかじめ圧縮応力を作用させ、発生する引張応力を

相殺させることで、設計荷重作用時にひび割れが発生しないことを前提とした設計が行われて

いる。PRC橋は、RC橋とPC橋の中間的な構造でありひび割れの発生を許容しているが、一般に

はひび割れが発生しにくい構造である。表6-4-2に RC橋・PC橋・PRC橋にそれぞれの設計上

の比較を示す。 

図 6-4-6 荷重～たわみ（残存プレストレス量20％：4束切断）
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表 6-4-2 RC橋・PC橋・PRC橋の比較５）

項目 RC橋 PC橋 PRC橋 

抵

抗

断

面

圧縮
コンクリートまたはコンクリ

ート＋鉄筋

主にコンクリート 主にコンクリート

引張

鉄筋 あらかじめ圧縮応力を作用さ

せて引張応力をほとんど作用

させない。引張応力が発生す

る場合は，鉄筋で抵抗。

あらかじめ圧縮応力を作用さ

せて引張応力を低減する。発

生した引張応力は，PC 鋼材

および鉄筋で抵抗。

ひび割れの

検討

わが国では一般に行われてい

ない。ただし，死荷重時の鉄

筋の応力を制限することでひ

び割れ制御を行う場合があ

る。

死活荷重時では，ひび割れの

発生を許容していないため検

討を行っていない。

以下の方法でひび割れを制御

している。 

①PC 鋼材および鉄筋の応力

を制限する。 

②コンクリートの引張応力を

制限する。 

③ひび割れ幅を制限する。

疲労の検討

我が国では特に行っていな

い。

死活荷重時では，ひび割れの

発生を許容していないため，

問題とならない。

PC 鋼材および鉄筋の疲労荷

重による変動応力を設計疲労

強度以下とする。 

橋梁の適用

径間長

一般的に20m以下 10m以上で100mを超えるもの

もある。 

PC構造と同程度であると考

えられる。 

PC 橋の耐荷性能は、プレストレスとそれを支えるコンクリートの圧縮強度に依存しており、

PC鋼材の破断によりプレストレスが減少すると耐荷性能は低下する。PC鋼材の破断本数が増え

るとプレストレスが消失、ひび割れが表面化し，最終的には死荷重さえも支えられなくなり落

橋に至る。プレストレスはPC橋の生命線であり、PC鋼材の腐食・破断はPC橋の耐荷性能に大

きな影響を与える事象である。 

しかし、PC橋はひび割れに注目した耐久性を照査していること、設計荷重発生自体が非常に

まれな確率であり、通常の活荷重状況での疲労に対して強い構造であることなどから、通常の

交通状況による活荷重下であれば部分的な鋼材破断に対する PC 橋の安全性は設計上かなり高

いと考えられる。本節の実験では、載荷により桁下面にひび割れが発生した場合、20～40％の

鋼材が破断している可能性があると考えられる。実験値（40％：3束切断）から実験値値（20％：

4束切断）の間に、桁の耐荷性能はきわめて大きく低下すると考えられる。。 

今回の実験および解析の比較より、PC橋の安全性は極めて高いと考えられるが、車両走行時

に曲げひび割れが確認された段階で、速やかに補強することが肝要であると考えられる。PC橋

の補強には時間がかかることもあり、放置すれば極めて危険な状態になると考える。 
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６．５ 設計時に実施した載荷試験の維持管理への活用

６．５．１ 対象とするプレストレストコンクリート橋 

PC複合トラスは、新東名高速道路 猿田・巴橋において採用された新たな橋梁形式であり、

図6-5-1に示すとおり15％から30％を占めるウエブを鋼トラスに置き換えることで自重の軽減

を図るものである６）。 

新東名高速道路では、従前の維持管理の経験が

ない新形式のPC構造が多数採用されている。維持

管理段階では、点検者は主に現地での変状を調査

するが、変状と終局耐力や破壊機構との関係を理

解することが必要となる。変状を発見したとして

も、耐荷性能に与える影響や破壊過程が理解でき

ないと、PC構造物の供用時の安全性を評価するこ

とが極めて困難となる。 

新形式橋梁は設計・検討設計時に、多数の実験・解析により、多くの検討した情報が保存さ

れているが、その知見を維持管理の現場に的確に伝えることが極めて重要であると考えられる。 

今後の維持管理段階では、橋梁の安全性を評価することが大きな課題であるが、設計時の問

題点や維持管理限界などは、点検で明らかにすることは、極めて難しい。特に維持管理経験の

少ない新技術の場合は、設計時に実施された載荷試験や見当が極めて重要である。 

本章では、破壊機構を踏まえた使用限界の考え方、維持管理の重要なポイントと考えられる

部材の変状と耐荷性能などについて、新たな形式であるPC複合トラス建設時に行った実橋を模

擬した複合トラスはりの1/2供試体の載荷試験結果より、破壊機構を踏まえて維持管理上の留

意点およびその使用限界について考察した。 

６．５．２ 格点を含むプレストレストコンクリート構造７）

猿田・巴橋の設計では、格点が構造上最も重要な構造であるあることから、安全性、耐久性

はもちろんの事、以下の要求性能が求められた。 

①高軸力から低軸力まで経済的に対応可能な構造、②引張力と圧縮力の両方に対応可能な構造、

③腐食などに対する耐久性、④上げ越し管理等施工管理の容易性、柔軟性ある構造を考慮して

決定した。以上の要求性能から「二重管格点構造」および「二面ガセット構造」が開発した。 

（１）二重管格点構造 

 鋼トラス材本体先端を加工した外面リブ付き鋼管およびその外側に配置するリブ付き孔あき

鋼管とそれを連結するプレートより構成されている。図6-5-2に示すとおり、トラス材軸力が

リブ付き鋼管を介して外側鋼管、鉄筋コンクリートへ伝達するものである。定着性能および耐

荷性能については模型実験および解析による評価を実施しており、軸力レベルに応じた経済的

設計が可能である点が特色である。 

（２）二面ガセット格点構造 

二面ガセット格点構造は、図6-5-3に示すとおり、ガセットプレートを2 枚の添接板で挟み

込み、高力ボルトで摩擦接合した鋼部材で主としてせん断力を伝達する。主な特徴として、二

面摩擦による高力ボルト接合によりコンパクト化を図った構造とした。 

図 6-5-1 複合トラス橋１）
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初期に建設されたフランスのboulonnais高架橋の格点構造を図6-5-4に示す。boulonnais

高架橋はプレキャストブロック工法を採用し、簡便な鋼材でトラス部材とPC床板を接続する方

法が採用され、コンクリートせん断キーでせん断力を負担する構造である７）。猿田・巴橋はス

パン110 と長大であることから、高軸力、高せん断力であるため新たな格点構造を採用した。 

６．５．３ 模型による載荷実験概要 

（１）試験体 

試験体は実橋の１／4構面を模擬しており、上下床版、トラス部材よりび格点より構成され

る。図6-5-4 に試験体の概要、使用材料を表6-5-1に示す。 

図 6-5-4 複合トラスはり試験体
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（ａ）2 重鋼管構造      （ｂ）構造詳細（ｃ） ストラット効果
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（２）載荷概要

 図 6-5-5に載荷ステップを示す。載荷

は、試験体頭部に取り付けたアクチュエー

タにより、鉛直方向に漸増繰返し載荷とし

た。繰返し荷重は、設計荷重最大時と最小

値、およびL2地震最大時、最小時を3回繰

り返し載荷した。事前の解析結果より第３

～５トラス材の軸力が設計軸力に対応する

こと、奇数トラス材が引張り、偶数トラス

材が圧縮となる。 

（３）破壊性状 

 図 6-5-6に試験体載荷点での荷重（P）と鉛直変位の関係を示す。写真6-5-1に載荷試験終了

時の全景を示す。試験体の破壊過程は以下の通りであった。 

設計荷重(615kN)では、せん断ひび割れが発生せず、剛性の変化も見られない。L２地震最大

時まで大きな損傷はなく、終局荷重時（P＝1075kN）付近で第３、４、５格点部の引張トラス部

材付け根に放射状ひび割れが入ったが、荷重は低下しなかった。その後、P=1200kNで第３，５

格点部に、P=1230ｋNで第４格点部に初期のひび割れが入った。 

 さらに、P=2081ｋNで第５格点の格点を連結するプレートが降伏し、P=2250ｋｎでせん断補

強鉄筋が降伏した。P=2370ｋNで第５格点連

結プレートが全降伏し、荷重が低下した。そ

の後、P=2380ｋNで第4格点部のせん断補強

筋の降伏、連結プレートの全降伏により、荷

重が大きく低下した。その後、載荷を継続す

ると第２格点付近の下床版のコンクリートが

曲げ破壊し、荷重が大きく低下した。以上の

破壊状況から、想定した設計荷重に対して充

分な安全性を有していることがわかった。ま

た、一つの格点の破壊により脆性的な破壊と

ならず、橋梁全体で変形性能に優れた構造で

あることがわかった。写真6-5-2に載荷試験終了時の格点のひび割れ状況を示す。 

表 6-5-1 使用材料

写真 6-5-1 破壊状況

図 6-5-5 載荷ステップ
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６．５．４ 耐荷性能、破壊機構の維持管理への活用 

 複合トラス建設時に行った実況の1/2供試体を模擬した複合トラスはり載荷試験結果を示す

図4-5-6より、破壊機構を踏まえて維持管理上の留意点およびその使用限界について以下の情

報が得られた。 

設計荷重（615ｋN）に対してひび割れが発生したのはP＝1075kN～P=1200ｋNで格点部にひび

割れが発生し、剛性が変化するが、耐荷性能は最終的に変位が大きくなりつつP=2380ｋNピー

ク値を示し、下床板部の格点が約200㎜変形した。下床版の曲げ圧壊が発生し、耐荷力が低下

する破壊過程がわかった。格点が複数配置された複合トラス橋では、格点の耐荷性能が極めて

高く、万が一、一つの格点の鋼材が全降伏した場合においても、設計荷重(615kN)相当では脆性

的な破壊とならないことがわかった。格点付近にせん断ひび割れが発生しても、過大なたわみ

が発生し下床板の圧壊が生じなければ、破壊とならないと考えられる。 

以下に維持管理へ伝える情報について考察し、取りまとめた。 

１）格点付近にひび割れが発生した段階（P＝1075kN～P=1200ｋN）であっても、脆性的な破壊

（ピーク荷重P=2380ｋN）に対して充分安全であること。 

図 6-5-6 荷重―変位関係
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２）下床版の格点付近に大きな変形（200㎜）が発生し、下床版の曲げ破壊することが、破壊

過程であり、特に下床板格点部の降伏に注意を要することがわかった。 

２）１格点のひび割れもしくは破壊により、橋全体が脆性的な破壊を起こすことはなく、複合

トラス橋は耐荷性能に優れている。 

３）上下床板の維持管理は、格点周辺に高応力が発生することから、特に留意する必要があり、

床板防水、格点周りの防錆が特に重要であることが認識できた。 

 本構造は、床板横締めおよび主ケーブルにプレストレスが導入され、耐荷性能、耐久性能を

向上させている。外ケーブルにはエポキシ被覆ケーブルまたは透明な外套管にPCグラウトを注

入する方式が、第二東名高速道路では多数採用された。本橋梁事例ではエポキシ被覆ケーブル

が採用されている。外ケーブルのPCグラウト充填不足により鋼材腐食、エポキシ被覆の傷等に

よる腐食などの把握は、内ケーブルに比較し点検が容易であるが、損傷が発見された場合の耐

荷性能について、維持管理段階を想定することは極めて重要である。 

６．６ まとめ

本章では、供用後40年を経過し撤去されたPC桁を用いて、PC鋼線を強制的に逐次切断し、

そのたわみ挙動について考察を加え、材料非線形特性を考慮したファイバーモデルを用いた非

線形弾塑性解析を行い、載荷実験結果と解析結果の検証を行った。また、建設時に実施した新

たな形式の橋梁の載荷実験の知見を、維持管理に反映することを目的に、破壊過程や終局耐荷

力、維持管理の着目点について述べる。本章で得られた主な結論を以下に示す。 

１）供用後40年経過し撤去されたPCI桁より資料を採取し材料物性調査行い、コンクリート、

PC鋼材などに経年劣化による材料劣化が無いことを確認した。 

２）撤去し保存されていた供用後40年を経過した実橋を用いて、PC鋼線を強制的に逐次切断

し、残存するプレストレス量を100％～20％まで変化させ、その耐荷性能、変形性能の評価を

行い、残存プレストレスト量によるたわみ挙動、桁剛性の変化、ひび割れの発生などを考察し、

桁に荷重載荷によりひび割れが発生した段階で、速やかに補強を行う必要性があり、その状態

を放置すると急激に耐荷力が低下することがわかった。 

３）実橋の個々の材料非線形特性を入力したファイバーモデルを用いた非線形弾塑性解析によ

る解析値と、逐次PC鋼材を破断させたPC桁のたわみ挙動は整合性があり、耐荷性能評価に、

解析が有効であることを確認した。 

４）設計図書では把握することができない、重要な格点付近のひび割れの耐荷力に与える影響、

設計上考えられる破壊モードが下床版の格点付近の曲げ破壊であること、格点付近のコンクリ

ートの耐久性および耐荷性能低下が設計時の懸念事項であったことなど、従前に管理経験が無

い複合トラス橋の留意するべき点検着目点を示した。
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第７章 結論 

７．１ 本研究で得られた結論 

第7章では第1章から第6章を総括するとともに、古い基準に基づき建設されたPC橋では、

PC グラウトの充填不足およびそれに起因する PC 鋼材の腐食が、潜在的リスクとして内在する

可能性が高いが、従前の点検では必ずしも発見出来ていないという事実を踏まえ、より精度の

高い点検、特に潜在的リスク把握を重視した机上調査、および安全性を合理的に判断できる耐

荷性能の評価の観点より維持管理のあり方を提案する。 

第 1 章「研究の概要」では、高速道路の老朽化が進む一方、大型車交通量、凍結防止剤の散

布量の増大など、高速道路を取り巻く環境が年々厳しくなっている背景、比較的耐久性が高い

といわれているPC橋においても、老朽化が確実に増加している現状などについて述べ、論文の

目的および論文の構成について述べた。 

第 2章「プレストコンクリート橋の維持管理の課題」では、PC鋼材の腐食破断により供用後

20 年～30 年で落橋した英国 Ynys-y-Gwas 橋、国内の落橋事例、著しい鋼材腐食が生じている

PC橋の考察、PCグラウトの充填性向上に関する既往の研究の考察、および既往の相当程度劣化

したPC橋の載荷試験の結果を考察し、今後のPC橋の維持管理のあり方を提案する上での課題

について以下に述べる。 

（１）目視点検の有効性について 

既往の事例分析より、著しい PC 鋼材の腐食が確認された要因は、PC 鋼材の上縁定着部、シ

ース内空隙量の不足、プレキャストセグメントおよび斜めせん断鋼棒などシースの施工目地、

ブリーディングであった。PC鋼材の腐食が発見された状況は、補修工事、大型車対応を目的と

した補強工事、PC 鋼棒の突出によるコンクリートの落下などであり、詳細点検で PC 鋼材の腐

食把握が出来ておらず、目視による点検ではPC鋼線破断など、構造物の残存耐荷性能の把握が

は極めて困難であると考えられる。しかし、過去の落橋や劣化事例情報を広く共有することで、

鋼材腐食が事前に予測できる可能性が高いと考えられる。点検の着目点や他の構造物の変状情

報が、点検者に認識させることがきわめて重要であると考えられる。 

（２）ブリーディングを許容したPCグラウトの充填性について 

ブリーディングの発生は周知であったが、従前PCグラウトの膨張効果によりブリーディング

水がシース外に排出されると考えられていた。PCグラウト材料物性や流動勾配などの既往の研

究では、先流れ現象の防止が研究課題であったと考えられる。先流れ現象とブリーディングを

同時に考慮し、ブリーディングを許容した材料を使用したPCグラウトの、充填状況を考察した

事例は確認できなかった。 

（３）PC鋼材の破断した橋梁の残存耐荷性能の評価について 

載荷実験による構造物の安全の確認、当初設計との比較などにより、劣化した橋梁の残存耐

荷性能の評価が行われていた。既設構造物の残存耐荷性能が適切な実行レベルで考慮すること

が出来ておらず、劣化を前提とした合理的な評価法が確立されていないことがわかった。 

（４）劣化したプレストレスト橋の耐荷性能評価に関する課題 

PC鋼材の破断の影響は、桁に曲げひび割れが発生しない段階では、たわみ挙動に変化が発生

せず、事前に落橋などの予兆が把握できない可能性が高いと考えられる。一方、コンクリート
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部材が著しく劣化したPC橋の耐荷性能が、設計耐荷性能を上回る事例もあり、劣化したPC桁

の残存耐荷性能を的確に予測し評価することは極めて困難である。 

第 3章「PC グラウトの充填性に関する研究」では、過去の PC グラウトの充填性に関係する

技術基準を整理し、あわせてPC橋の施工関係者からPCグラウト充填不足となる要因の情報収

集を行い、PC橋に共通するPCグラウト充填不足の要因を整理・考察した。PCグラウト充填不

足が発生する要因を、技術者の意識の問題、設計要因、材料要因、施工要因、施工管理要因に

分類し、PCグラウトに関する基準が改定された時期と変更内容を考察した結果、①～1986年、

②1987～1996年、③1997年～2002年、④2002年～4時期に分類して、PCグラウト充填不足の

発生するリスクを予め予測・分析することが、精度よく簡便に技術者が活用できると考え提案

した（表7-2-1）。また、この提案に基づき①～④の４時期毎に高速道路において実施されたPC

グラウト充填状況調査結果、PC橋の健全度調査結果との関係を考察し、施工時に適用されたPC

グラウト施工基準の情報活用が、既設PC橋のPCグラウト充填不足リスクを把握する上で、効

果的であることを検証した。 

第 4 章「初期に施工された PC グラウトの充填性に関する研究」では、ブリーディング発生

を許容し、アルミ粉の膨張効果によりブリーディング水をシース外へ排出できると考えられて

いた、旧タイプのPCグラウトを使用し、シース内の空隙発生メカニズムを把握し、ブリーディ

ングがシース内の空隙に与える影響を、考察した結果を表7-1-3に示す。 

表7-1-3 ブリーディングを許容したPCグラウトの充填性

部位
傾斜部（曲げ上げ、

流入口）
平坦部（頂部） 傾斜部（曲げ下げ） 平坦部（底部） 傾斜部（曲げ上げ） 傾斜部（曲げ上げ、

排出口）

シース形状

シース内のPCグ

ラウトの動き

上部に僅かにブリー

ディングが認められる。

セメントペースト分が

曲げ下げ部分を流下

し、同時にブルーディ

ング水が上昇。時間

の経過とともに空隙が

発生。

平坦部（底部）および傾

斜部のブリーディング水

が集積され、空隙が拡

大する。

ブリーディング水が両

端から排出。セメント

ペースト分が流入し、

PCグラウトの充填性が

向上。

定着部付近へブリーディ

ング水が上昇。セメント

ペースト分が下部に蓄

積。

シース下部よりブリー

ディング水が上昇し、セ

メントペースト分が下降

し、ブリーディング水が

集積され、最終的に空

隙。

ブリーディングに

よる空隙

ブリーディング発生量

はごくわずか。

全区間にわたり空隙

が発生。
上部にブリーディングが

集積

発生したブリーディング

水が両側に排出され

る。

ブリーディング発生量は

ごくわずか。上部に移動。
ブリーディングが集積。

先流れ空隙
先流れ現象は無。 先流れ現象無。 注入直後より先流れに

よる空隙はあり。

先流れ現象無。 先流れ現象は無。 先流れ現象は無。

空隙
注入時　無

3日後    無

注入時　無

3日後    有

注入時　有

3日後    有（拡大）

注入時　無

3日後    無（向上）

注入時　無

3日後    無

注入時　無

3日後    有

平均空隙率
先流れ率：0.2％

ブリーディング率：0.5％

先流れ：1.4％

ブリーディング：3.0％

先流れ：4.2％

ブリーディング：8.9％

先流れ：0％

ブリーディング：0.6％

先流れ：0％

ブリーディング：0.6％

先流れ：0％

ブリーディング：4.4％

一体性 良好 不良 不良 良好 良好 不良

PCグラウト注入方向⇒　　　⇒　　　　　　⇒　　　　　　　　　　⇒　　　　　　　　　　⇒　　　　　　　　　　⇒　　　　　　　　　⇒

PCグラウトは注入直後より、懸濁した状態から材料分離がはじまり、比重の軽い水分が上部

へ移動し、比重が重いセメントペースト分が下部へ移動し対流することがわかった。分離およ

び対流により、シース上部へ空隙およびブリーディング水、脆弱なセメント分が移動し、セメ

ントペースト分は下部に移動し、注入直後と注入後数時間経過したPCグラウトの状況が大きく

異なることを示した。ブリーディングによるシース内でのPCグラウトの動きは、一般的な懸濁

液が分離する過程と同様であり、ブリーディングを許容した材料を使用した場合は、同じ現象
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が、他の橋梁でも発生している可能性がきわめて高いと考えられる。表7-1-3に示すとおり、

ブリーディングによる空隙の発生は、傾斜部（曲げ下げ部）および隣接する平坦部(頂部)、傾

斜部（曲げ上げ部）の定着部付近に空隙が発生する可能性が高く、一方、シースの底部付近で

はブリーディングにより残留する空隙は少ないと考えられる。 

第 5章「現地調査によるプレストレストコンクリート橋の変状要因に関する研究」では、1990

年前後に建設され、ブリーディングを許容したPCグラウトを用いた高速道路PC橋現地調査結

果より、変状とその要因について考察を行い取りまとめ、表5-2-2「現地調査結果による変状

と劣化要因」、表 5-2-3 「変状ごとに点検の着目点の一部事例」に一部を示す。劣化要因を分

類し、要因毎に①外観の状況、②橋梁形式、③構造部材、④点検の着目点、⑤劣化要因、⑥詳

細な調査方法、⑦耐荷性や機能に与える影響について現状と将来の変状状況、⑧対策事例など

を考察し取りまとめた。上縁定着による舗装の損傷やPCグラウトホース束の伝い水による漏水、

PCグラウト充填不足からの漏水などの原因特定に、第3章で取りまとめたPCグラウト充填不

足要因のリスク分析が有効であることを確認した。また、撤去される1971年に建設されたPC

橋を対象に、PCグラウト充填調査を行い、PCグラウト充填不足リスク分析による充填状態予測

についてケーススタディを行い、リスク分析の有効性を検証した。 

第 6章「車両走行時の PC 橋の安全性に関する研究する研究」では、供用後40年を経過し

た撤去PC桁を用いて、PC鋼線を強制的に逐次切断し、そのたわみ挙動をについて考察を加え、

材料非線形特性を考慮したファイバーモデルを用いた非線形弾塑性解析を行い、載荷実験結果

と解析結果の適合性の検証を行った。また、建設時に実施した新たな形式の橋梁の載荷実験の

知見を、維持管理に反映することを目的に、破壊過程や終局耐荷力、維持管理の着目点につい

て述べる。得られた主な結論を以下に示す。 

１）供用後40年経過し撤去されたPCI桁の材料物性調査行い、コンクリート、PC鋼材、鉄筋、

PCグラウト材などに経年劣化による劣化が無いことを確認した。 

２）供用後40年を経過した実橋を用いて、PC鋼線を強制的に逐次切断し、残存するプレスト

レス量を100％～20％まで変化させ、その残存する耐荷性能、変形性能の評価を行い、残存プ

レストレスト量によるたわみ挙動、桁剛性の変化、ひび割れの発生などを考察し、桁に荷重載

荷によりひび割れが発生した段階で、速やかに補強を行う必要性があり、その状態を放置する

と急激に耐荷性能が低下すると考えられる。 

３）実橋の個々の材料非線形特性を利用し、ファイバーモデルを用いた弾塑性解析による結果

と、逐次PC鋼材を破断させたPC桁のたわみ挙動との整合性を確認し、劣化したPC橋の残存耐

荷性能評価に、有効であること考えられる。 

４）設計時に実施した実橋を模擬した供試体の載荷試験により、設計図書では把握することが

できない、重要な格点付近のひび割れの耐荷力、劣化の影響、設計上考えられる破壊モード、

格点付近のコンクリートの耐荷性能および耐久性など、従前に管理経験が無い複合トラス橋の

留意するべき点検着目点を明らかにした。 

７．２  PCグラウトの充填状況に着目した維持管理のシナリオデザイン 
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笹子トンネル事故による構造物の老朽化による事故を契機に、2014年７月道路法が施行され、

点検は近接目視により５年に1回の頻度で行うことを基本とすることされた。橋梁・トンネル

等は、国が定める統一的な基準により全数監視することとされ、道路管理者の義務が明確化さ

れた。５年に１度、近接目視による全数監視の実施とあわせて、点検者の資格などについて議

論が開始されており、老朽化の進む現在まさに時期を得た処置と考えられる。 

高速道路においても、名神高速道路が開通して 51 年となり、東名高速道路の全線開通より

45年を経ており、我が国の社会・経済活動を支えてきた高速道路も、老朽化した構造物が極め

て多くなり、適切に維持管理し、安全を保つことが極めて重要となっている。 

しかし、2章で述べたとおり、PC鋼線の劣化は、きわめて構造の安全に関わる劣化であるが、

近接目視による点検であっても、必ずしも有効に劣化を発見できていない。近接目視はコンク

リートの剥落など、部材の劣化の発見には、きわめて有効であるが、構造部材の安全確認には

必ずしも有効ではないと考えられる。近接目視が目的ではなく、目的にあった有効な点検、調

査が望まれる。以下に、PC橋の維持管理のあるべき姿を述べる。 

７．２．１ PCグラウト充填状況に着目した維持管理フロー 

古い基準に基づき建設されたPC橋では、PCグラウトの充填不足およびそれに起因するPC鋼

材の腐食が、潜在的リスクとして内在する可能性が高いが、従前の点検では必ずしも発見出来

ていないという事実を踏まえ、より精度の高い点検、特に潜在的リスク把握を重視した机上調

査、および安全性を合理的に判断できる耐荷性能の評価の観点より提案する。点検から補修に

至る維持管理サイクルの中に、潜在的リスクを把握するための机上調査、耐荷性能評価を組み

入れた、PC橋の維持管理のフローを図7-2-1に提案する。 

本研究の成果をもとに以下の提案した内容について述べる。 

①PCグラウト充填不足発生リスクの把握 

②PCグラウトに着目した技術の変遷の把握 

③机上調査の項目 

④詳細点検時の着目点 

⑤耐荷性能評価 
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７．２．２ PCグラウト充填不足発生リスクの把握

PC 橋の場合は、PC グラウトの充填状況が、PC 鋼材の腐食・破断に関係することから、近接

目視が必ずしも有効ではないと考えられる。3.5「高速道路におけるPCグラウト充填状況」で

述べたとおり、PCグラウトの充填状況は、PCグラウトが施工された基準と密接に関係しており、

図 7-2-1  PCグラウト充填状況に着目した維持管理フロー 

PC 橋点検計画立案

（点検橋梁の確定）

詳細点検の実施

対策の実施
性能判定

対策の要否

記録の保存

計画的な維持管理

無

り

載荷試験・解析 

・ PC鋼線を強制破断させたプレストレストコンク

リート桁の耐荷性能（表6-3-1） 

・供用安全性を評価する解析 

・材料非線形特性を入力したファイバーモデルを用

いた非線形解析（６．４）

ＰＣグラウト充填不足以外の机上調査

安全の確認

対応が必要

変状により安全が確認出来ない

対策が必要

当面対応が不要

橋梁データベース 

・潜在的リスク 

・記録の保存・過去の点検結果

・設計図・使用材料 等

耐荷性能の評価

①

④

無

り

点検記録

施工基準の把握（表 7-2-3）
施工基準の調査有

有

り

無

り

有

り

潜在的リスク把握を目的とした 

机上調査の重視 

重要性の認識の

有無

設計要因の有無 

材料要因の有無 

施工要因の有無 

施工管理要因

の有無

施工時期確認 

施工者ヒアリングなど

設計書確認、適用設計基準の確認 

上縁定着、プレキャストブロック工法

施工計画書の確認、使用材料の確認 

ブリーディング

鋼材種別（ＰＣ鋼より線、鋼棒）

施工記録の確認 

施工者の資格、注入量の確認

有

り

有

り

無

り

無

り

PC グラウト充填不足発生

リスクの把握 

表７-2-１、表 7-2-2 
②

③

耐荷性能評価 

記録の保管

潜在的リスクの把握 

点検着目点の整理

非破壊検査の適用

施工基準の確認 

グラウトホースの処理、

定着部の後処理、舗装の損傷など

PC 構造物の建設(設計)年の把握 

⑤
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施工基準は過去の技術者の経験や失敗をもとに改善されており、建設された時代によりPCグラ

ウトの充填不足に関わるリスクは変化する。PC グラウトの基準の整備された、2000 年以前の

PC橋は、PCグラウトの充填不足に関して潜在的なリスクを有することになる。そのリスクを表

7－2－1、表7－2－2に示す。 

表 7-2-1  PCグラウト充填不足発生リスク（共通事項）

～昭和61年
(1986年)

平成9年～平成14年
(1997年～2002年)

平成15年～
(2003年～)

品質管理
（施工不良）

高 低 低
1993年　PCグラウトの重要性に言及
1996年流量計、講習会受講

グラウトホース
潰れ・はずれ

高
～1993年
　　高

1994年～
　　　低

低 低
1993年　ビニールホースからテトロンブレード
ホースへ変更が記載

ブリーディングの有無
（空隙の発生）

高 中 低

1996年　ノンブリーディングが望ましい
2002年　ノンブリーディングが必須
　　　　　（旧PCグラウトの使用禁止）
2000年代よりプレミックス材の使用

PCグラウトの先流れ
（空隙の発生）

高 中 低
1996年　粘性型PCグラウトが記載
2002年　高粘性・低粘性PCグラウトが記載

T桁上縁
箱桁上縁

上縁定着
（定着部からの浸水）

高
～1994年
　　高

1995年～
　　中

低 低
支間長20ｍ、28ｍで定着方法の使い分け
T桁は、1994年以降全て端部定着

全体
シース径の拡大
鋼より線の使用

高 低 低 シース径の拡大による充填性向上。

セグメント
継目部

シース不連続
（PCグラウトの漏れ）

高 中 低
1986年　注意喚起が記載される。
2000年頃　セグメントカップラーの適用

定着部
ウエブ

グラウトホースの処理
（ホースに沿った漏

水）
低 低 低

1986年～1996年
施工マニュアルに、グラウトホースの地覆へ集
約を推奨

桁端、路面
定着部あと処理
（定着部の腐食）

高 低 低
1986年簡単な防水処理推奨
1996年後あと処理強化

床版、桁
床版防水工設置の有

無
高 低 低

1972年道路橋示方書
　　必要に応じて防水層を設置
1990年道路橋仕様書
　　塩害地域、ひび割れが生じやすい箇所
　　打ち替え、帯水箇所の設置の追記
1998年JH設計要領
　　施工標準の設定
2002年道路橋示方書
　　防水工原則設置

横締め
せん断

プレグラウトPC鋼線の
採用

高 低 低
（高速道路の場合）
1998年床版にプレグラウト鋼材採用
1999年全面的にプレグラウト鋼材の採用

リスク 対象部位 リスク要因

リスクの発生確率

昭和62年～平成8年
(1987年～1996年)

背景

高

高

中

共通事項

PCグラウト
充填不足

PC鋼材腐食

高

中

高

中

中

PCグラウト
未充填

全体

中

（曲げ下げ部、
定着部）

表 7-2-2  PCグラウト充填不足発生リスク（PC鋼棒に関する項目）

～平成2年
（～1990年）

平成7年～平成10年
（1995年～1998年）

平成11年～
（1999年～）

品質管理
(施工不良）

高 低 低
1993年　グラウトの重要性に言及

1996年流量計、講習会受講

シースと定着体の
接続方法

（シースの外れ）
高 中 低

1990年定着部・シース取り付け部延長

７㎜→３５㎜

1994年定着具とシースのジョイント使用

斜めせん断
鋼棒の設置方法
(シースの潰れ、不

連続）
高 中 低

～1980年　斜め配置

1980年代～　鉛直配置

2002年～　PC鋼棒無

シース径
（シース内空隙）

高 中 低

1994年径32㎜PC鋼棒シース38㎜→39.3㎜

1998年径32㎜PC鋼棒シース39.3㎜→45㎜

2005年鋼棒突出防止機能追加

シース肉厚
（シースの潰れ）

高 中 低

1994年径26㎜PC鋼棒

　肉厚0.25mm、0.32mm

1994年径32㎜鋼棒

　　肉厚0.25㎜→0.27㎜（0.32㎜もあり）

カップラー径
（カップラーのPCグ
ラウト充填性）

高 高 中

1998年

径26㎜カップラー径50㎜→シース径58～59㎜
径32㎜カップラー径60㎜→シース径68～70㎜

2000年

下り勾配のカップラーシースに排気口

（従来25mに1か所）

緊張余長
（カップラーの移動

制限）
高 中 中

1993年カップラ伸長＋19ｃｍ規定

1992年道路公団透明カップラー使用

PC鋼棒に
関する事
項

横締め
せん断

中

PCグラウト
充填不足

高

高

PCグラウト
未充填

リスク 対象部位 リスク要因

リスクの発生確率

背景平成3年～平成6年
（1991年～1994年）

低

高

カップラー部

　　　　　 高

横締め
せん断

高
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多くのPC橋が建設された1970年代～1980年代に活躍された技術者は、すでに多くが一線を

退かれ、過去の課題や問題点を伝えることが困難となっている。また、過去に施工の基準の根

拠となった、技術基準を目にすることも極めて困難である。このような状況を配家として、PC

グラウト充填不足発生リスクを表として取りまとめ、点検や診断する技術者が情報を活用し、

リスクベースの点検や評価を実施することが、きわめて有効に目に見えない劣化を把握するこ

とを可能とすると考えられる。 

７．２．３ PCグラウトに着目した技術の変遷の把握 

PCグラウト充填不足発生リスクを表7-2-1および表7-2-2にて、俯瞰的にリスクを把握した

技術者が、PCグラウト施工基準の変遷について、PCグラウトの認識、設計要因、材料要因、施

工要因、品質管理要因に分類し、PCグラウトシステムとして考察を加え、基準改定の背景を含

め取りまとめ、表7-2-3に示す。技術の変遷を把握することにより、PCグラウト充填不足発生

リスクに関する詳細な情報や点検での着目点に関する情報が、より詳細に認識することが可能

となる。 

７．２．４ 机上調査の項目 

点検の着目点が事前に整理され、点検時に潜在的リスクが認識されれば、近接目視による点

検であるものの、きわめて有効な情報が得られると考える。PC橋の点検には、足場の設置や交

通規制などが必要な場合もあり、事前の机上調査により、詳細な計画や使用する非破壊検査な

どの機材準備についても、潜在的なリスクを踏まえたより精緻な調査計画が期待できる。３．

３節に考察を加え、机上調査の項目を表7‐2‐4に示す。 

表 7－2－4 机上調査の項目

机上調査内容 調査内容
適用基準類、設計図書

PCグラウト充填性
（設計要因）

PC鋼材の配置および種別、せん断補強の有無（斜め・鉛直配置）、
定着部、シース径、シース肉厚、シースの空隙率、上縁定着の有
無、カップラーの種別、位置、支圧板の種別（斜角対応の有無）

PCグラウト充填性
（材料要因）

PC鋼材種別、セメントの種別、混和剤の種別、ブリーディング発生
の有無、粘性

PCグラウト充填性
（施工要因）

PCグラウト機器（ミキサー、ポンプ）、機器の故障の記録、PCグラウ
トホース (材質、強度、配置)、シースと定着部の接続方法、

PCグラウト充填性
（施工管理要因）

　PCグラウト施工記録、暑中・寒中施工の有無、流量計設置の有
無、施工者の資格の有無

施工計画書、施工情報
（報告書など）

PCグラウト施工時の温度、配合、注入方向、

過去の点検記録、調査報
告書、補修履歴

再現実験の情報や載荷試験情報も含む

設計情報
プレストレスレベルの考え方、破壊過程の把握、設計時の課題（心
配事）

適用された新技術・新工
法の情報

新たな技術は実績が無いため、継続的な監視が必要

同時代に建設されたPC橋
の情報

PCグラウト充填状況、健全度、落橋および変状情報

構造物がおかれた環境 凍結防止剤の散布量、大型車交通量（活荷重）

施工ミス、品質不良情報

施工者、設計者、維持管
理者からのヒアリング

施行状況、施工の考え方



認識に関わる充填不足
要因

学協会基準 NEXCO基準 出来事、改定内容 床板防水工
PCグラウト注入

機材

年 土木学会およびPC建協など ＪＨおよびＮＥＸＣＯ
学協会基準改定および出

来事
PCグラウトの目的

シース空隙率
ディビダーク工法

シース径、肉厚
ディビダーク工法

シース
共通

ポストテンションT桁
建設省標準設計

JH
PC鋼棒接続具（カッ

プラー）
ディビダーク工法

横締補強 せん断補強

定着部とホース
取り付け方法
ディビダーク工

法

床板防水工 プレグラウトPC鋼材 PC鋼材 セメント 混和剤 流動性
ブリーディ
ング率 膨張性 強度

W/C
（％）

塩化物含
有量

PCグラウトポン
プ

グラウトホースの処理
方法

ホース PCグラウト作業 流量計 グラウト教育

昭和30年
（1955年）

プレストレストコンクリート
設計施工指針（土木学
会）【制定】

グラウトは十分にＰＣ鋼
線をつつみ、かつ確実
に付着するものでなけ
ればならない。

コンクリート打設時
の変形、セメント
ペーストの流入に留
意する記述

1955年
PC鋼線規定
２．０，２．９，５．０．
７．０ｍｍ

1948　ＡＥ剤誕
生
1950　減水剤
誕生

昭和37年
(1962年）

昭和41年
（1966年）

ディビダーグ工法設計施
工指針（案）

日本道路公団土木工事
試験方法【規定】
　・試験結果報告様式を
定める

ブリーディン率3％以
膨張率10％以下

昭和42年
（1967年）

昭和44年
（1969年）

昭和48年
(1973年）

昭和50年
（1975年）

日本道路公団土木工事
試験方法【改訂】

昭和54年
（1979年）

下請け作業

防水層の材料選択、基準類

平成03年
（1991年）

コンクリート標準示方書
[施工編]　（土木学会）
【改訂】

1991年　岡谷高架橋
PC鋼棒破断

1992年～
透明カップラーシー
スの使用

平成05年
1993年

PCグラウト/施工のマニュ
アル【改訂】（PC建協）

1992年英国でPCグラ
ウト禁止

ポリエチレン製シー
スを用いた実物大
PC桁による実用化
実験の開始

1993年～
カップラーシースの
接続ミス注意事項追
記（カップラーシース
の長さ明示）

グラウトホースが多い
場合の処理方法
3つの方法方
3㎝へこます
地覆へ
誘導
防水工

テトロンブレー
ドホース使用
注入口、排出
口共φ12㎜～
19㎜

平成06年
（1994年）

PC鋼材横締め破断事故

事務連絡
（05月）グラウト施工管理
の徹底
（10月）横締めPC鋼棒の
使用禁止

1994年～
定着具と接続可能
なアンカーグロッケ
改善（PCグラウト
ホース抜け防止）

1994年～
JH設計基準
鋼橋RC床板へ適用
開始

1994年～
横締めPC鋼棒の使
用禁止

グラウトホースの後処
理の強化

平成07年
（1995年）

平成08年
（1996年）

コンクリート標準示方書
[施工編]（土木学会）【改
訂】

PCグラウト/施工のマニュ
アル【改訂】（PC建協）

1996年PCグラウト/施
工マニュアル
流量計の導入、ホー
ス径１２ｍｍ、ノンブ
リーディング推奨
PCグラウト研修会受
講修了者立会

1996年～
低リラクセーション
鋼材追加

膨張率が常にブ
リーディング率を
上回る
3％以下

０．３以下

平成09年
（1997年）

6月）設計要領二集【改
訂】
・シース径の変更
・グラウト設計の追加
7月）事務連絡
・施工管理の更なる注意
喚起
・グラウト全数立会
10月）構造物施工管理要
領【改訂】
・ノンブリーディンググラ
ウトへ変更
・プレグラウトPC鋼材の
規定

1997年～
プレグラウトPC鋼材
の規定の設定

1997年～
JH職員全数立
会

平成10年
（1998年）

 4月）設計要領【改訂】
・床板横締め鋼材にプレ
グラウトPC鋼材
・外ケーブル構造の導入

鋼棒φ26㎜
５３．２％
鋼棒φ３２㎜
４９．４％

セグメントカップラー
の開発により、セグ
メント目地の耐久性
向上
（伊勢湾岸道路）

1998年～
・床板横締め鋼材に
プレグラウトPC鋼線
の使用開始

1998年～
・床板横締め鋼
材にプレグラウト
PC鋼線の使用開
始

1998年～
JH設計要領に記載
施工標準の設定

1998年～
床板横締め鋼材に
プレグラウトPC鋼材

平成11年
（1999年）

PCグラウト/施工のマニュ
アル【改訂】（PC建協）

10月）設計要領【改訂】
　・全外ケーブルの導入
　・全プレグラウトPCの導
入

1999年PCグラウト/施
工のマニュアル
高粘性・低粘性、ホー
ス径１５ｍｍ、プレグ
ラウトPC鋼材を規定

1999年～
グラウトホース
の色分け義務
化

平成14年
（2002年）

PCグラウト＆プレグラウト
PC鋼材施工マニュアル
【改訂】（PC建協）

Jpロート導入、湿気硬
化型プレグラウトPC
鋼材規定
ノンブリーディングタイ
プを標準化

塩害対策、耐久性
⇒　高密度ポリエチ
レンースの使用が望
ましい

2000年4月～
下り勾配のカップ
ラーシース全箇所排
気口設置

1999年～
全プレグラウトPCの
導入

PC鋼棒によるせ
ん断補強無

2002年～
道路橋示方書
防水工原則

1999年～
全プレグラウトPCの
導入

Jｐロートを標
準
高粘性型
14～23秒
低粘性型
6～14秒

0％
（注入完了後3時
間）

0％
（注入完了後3
時間）

非膨張性タイプ
σ
28=30N/mm2
膨張性タイプ
σ
28=20N/mm2

平成16年
（2004年）

4月）構造物施工管理要
領【改訂】
・試験方法の変更（膨張
率、ﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ率、　混
和剤の材料分離抵抗性

平成17年
（2005年）

PCグラウトの設計施工指
針（PC建協）発刊

平成18年
（2006年）

PCグラウト/施工のマニュ
アル【改訂】（PC建協）

H19～
塩害対策としてポリ
エチレンシースの使
用原則

流量計の導入

突出防止のため
フェールセーフ機能
追加

施工管理

材料に関わる充填不足要因

1961年
PC鋼より線（２．０ｍ
ｍ～12.4㎜）規定
PC鋼棒１～4種規定

1978年～
高強度PC鋼より線
を追加

1975～
セメントの早
強化

アルミ粉
0.005～0.008％
C×％

ポゾリスNo.8
0.25％

高性能ＡＥ減水
剤の普及がは
じまる。

型わく法：
0σ7=
150kg/mm2
σ28=
150kg/mm2
押蓋カン法：
0σ7=
200kg/mm2
σ28=
300kg/mm2

型わく法：σ
28=200kg/mm
2

０．３以下

コンプレッサー
(1956年）、手動
式ダイヤフラム
式グラウトポンプ
（1956年）
電動グラウトポ
ンプ（1962年）に
導入回転翼式グ
ラウトミキサー
（1956年）に導入

電動ポンプが普
及
現在も使用され
る電動スクイズ
式ポンプ
【0.75kw】は1984
年頃に導入

施工に関わる充填不足要因

圧力を軽減す
るためφ12～
19mmが採用さ
れ、排出口は
内径10mm程
度

透明ビニール
ホース使用
注入口φ12㎜
～19㎜
排出口φ9㎜
～12㎜

グラウトホース
の後処理の強
化
線膨張係数の
違いによる漏
水対策

内径15mm以
上のテトロンブ
レードホースを
標準化

Jロート
6～12秒
JAロート
15～30秒
沈入装置
9～21秒

流量計配備完
了

鉛直管試験
JHS420
0.3％以下

設計に関わる充填不足要因

PC鋼材種別とシース径、肉厚 上縁定着

～2000年
下り勾配のカップ
ラーシース排気口25
ｍ以内に1か所設置

～1980年代前半
・シース間、シースと
カップラー間の接続
にビニールテープ使
用
・グラウトホース定
着具接続に接着剤
使用
→支圧板からの漏
れ、T桁間詰部およ
びプレキャストブロッ
ク継目からの漏れあ
り。

1972年～
道路橋示方書

必要に応じて防水
層を設置。
設置場所事例①合
成桁の床板、②中
間支点付近、③波し
ぶきがかかる床板

1978年～
道路橋RC床板防水
層設計・施工指針
防水層の材料選
択、基準類など設
計・施工指針を設定

1990年～
道路橋仕様書
塩害地域、ひび割
れが生じやすい箇
所、打ち替え、帯水
箇所の追記

PC鋼材及びシース

1990年～
1979年と同様
桁の端部定着を原則
とする。

ポストテンションT桁
橋
端部定着

桁の端部定着を原則
とする。
定着部切欠きに水が
溜まる恐れがあり、
定着部の防錆上好ま
しくないため、主桁上
縁に定着してはなら
ない。と解説文追加

シース太径化、厚板
専用シースの追加
鋼棒φ26
φ32㎜　→φ38㎜
ｔ＝0.25㎜
ｔ＝0.32㎜
鋼棒φ32
φ38　→φ39.3㎜
ｔ＝0.25㎜→0.27㎜
t=0.32㎜

昭和61年
（1986年）

PCグラウト施工のマニュ
アル【制定】　（PC建協）

鉛直せん断鋼棒
へ変更

PC鋼材を腐食から保護
する。
PC鋼材と部材本体のコ
ンクリートと付着を与
え、一体化
PC鋼材が腐食すると、
鋼材面積が減少し、著
しい場合は壊れることも
ある。

表７-２-３　PCグラウトに着目した基準の変遷

PCグラウト作業
の標準化

職員の立ち会い

PCグラウト作業
の標準化が無
練混ぜ方法、ポ
ンプ圧のかけ方
作業者により違
い。一部では漏
斗にて注入

グラウトの記録
を残す

昭和36年
（1961年）

プレストレストコンクリート
設計施工指針（土木学
会）【改訂】

JAロート流下
時間10～30秒
沈入時間30～
40秒

体積法：
ポリエチレン袋＋
メスシリンダー

0～5％
20時間以上経過
後
0％

昭和53年
（1978年）

昭和62年
（1987年）

JAロート法15
～30秒

定着部及びグラウトホースの後処理

プレストレストコンクリート
設計施工指針　（土木学
会）【改訂】

構造物施工管理要領【制
定】　（4月）
・グラウトの品質規定

PC鋼材を腐食から保護
する。
PC鋼材と部材本体のコ
ンクリートと付着を与
え、一体化。

斜めせん断鋼棒
使用

ダクト内を完全に充填し
て緊張材を保護する。

ポリエチレン製シー
ス実用化試験報告
書　発刊

フレシネ工法
36％～45％
ディビダーク工
法
42～47％

方法は同上
3％以下

グラウトホース
太径化
グラウトホース
12㎜→15㎜

1994年～
定着具と接続可
能なアンカーグ
ロッケ改善（PC
グラウトホース
抜け防止）

1990年
定着部へのシー
ス取り付け長延
長
７㎜⇒35㎜

JAロートによ
る測定が困難
⇒J14ロートを
使用
高粘性型
8～12秒
低粘性型
4～8秒

Jpロート法
　製造会社が
保証する範囲
内

旧タイプグラウ
トの禁止
アルミ粉の禁止

体積法
3％以下

但し、1999年頃よ
りノンブリーディン
グが標準化

体積法
3％以下

但し、1999年頃よ
りノンブリーディン
グが標準化

地覆の誘導中止

ﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ率
に同じ
10％以下

プレストレストコンクリート
マニュアル（極東鋼弦コン
クリート振興）

鉛直管試験
JHS420
0.3％以下

電動スクイズポ
ンプ【3.7ｋｗ】導
入(1996年）導入

真空Pポンのプ
登場

４５％以下型わく法：σ
28=20N/mm2
以上
（SI単位へ変
更）

型わく法：
σ
28=30N/mm2

ブリーディング
率の測定と同
じ方法

0～5％

高粘性グラウトへの
対応によるシースの
太径化
鋼棒φ26
φ35㎜　→φ38㎜
鋼棒φ32
39.3㎜　→φ45㎜

内ケーブル用ポリエ
チレン製シース　試
験方法の規定

ＰＣ合成桁橋12φ
7mm
端部定着（２列配置）

場所打ち箱桁 12φ
7mm　12S12.4mm
端部定着

1969年～
ポストテンションT桁
橋　 L≦20m　12φ
5mm　　　端部定着
＋上縁定着

 L＞20m   12φ7mm
端部定着 ＋上縁定
着

1980～
ポストテンションT桁
橋
 L≦28m　　12φ7mm
端部定着 ＋上縁定
着

 L＞28m
12S12.4mm 　端部定
着

桁の端部定着を原則
とする。ただしフラン
ジやウェブに途中定
着する場合は十分な
補強が必要としてい
る。

カップラーシース径
φ２６ｍｍPC鋼棒
カップラー径５０㎜
カップラーシース内
径
５８ｍｍ～５９ｍｍ

φ３２ｍｍPC鋼棒
カップラー径６０㎜
カップラーシース内
径
６８ｍｍ～７０ｍｍ

PC鋼材

適用基準類

1985年Ynys-y-Gwas
橋腐食で落橋

水セメント比45％以下

施工管理に関わる充填不足要因

注入はすべての流出口
から一様なコンシシテン
シーのグラウトが十分
流出するまで中断しな
いで行わなければなら
ない。

グラウト材料

グラウトは、その品質や
施工により、PC橋の耐
久性に大きな影響を与
える重要なものである。
PC鋼材を腐食から保護
する。
PC鋼材と部材本体のコ
ンクリートと付着を与
え、一体化。
PC鋼材が腐食すると、
鋼材面積が減少し、構
造物に著しい被害をも
たらす。

グラウトホースを３ｃｍ
凹まして無収縮モルタ
ル
適切な防水処置
・単純桁の定着部の注
入口、排出口設置
・連続桁の排気口設置
・桁端部切り欠き部の
あと埋め
・グラウトホースの後処
理の防水の推奨

方法は同上

10％以下

グラウトホース
取付け方法変更

有資格者による
作業

PC鋼材を腐食から保護
する
PC鋼材と部材本体のコ
ンクリートの間の一体性
の確保
その品質や施工により、
PC橋の耐久性に大きな
影響を与える重要なも
のである。
PC鋼材の腐食進行によ
り、破断により耐荷力の
急激な低下、構造物に
著しい損傷をもたらす

名神高速道路土木工事
試験方法【作成】

構造物施工管理要領【改
訂】　（4月）
・注入口・排出口（パイプ）
の規定追加

鋼棒φ26㎜
４４．８％
鋼棒φ３２㎜
３３．７％

空隙率
鋼棒φ26㎜
→３４％
鋼棒φ３２㎜
→29.1％

グラウトホースの取
り付け方法の改善

シース径
鋼棒φ26
→φ32㎜

鋼棒φ32
→φ38

コンクリート及びグラ
ウトとの付着が大き
いものでなければな
らない等の詳細な解
説が加わる

シースの試験方法
の規定（金属製シー
ス）
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詳
細
点
検
時
の
着
目
点
 

1984
年
～
1995

年
に
竣
工
し
た

PC
橋
の
調
査
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
現
地
で
発
生
し
て
い
る
変
状
、
懸
念

さ
れ
る
事
象
、
考
え
ら
れ
る
原
因
に
つ
い
て
、
整
理
し
表

7-2-5
に
示
す
。
ま
た
、
PC

橋
の
変
状
と
劣
化
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
（
下
床
版
の
劣
化
事
例
）、

調
査
方
法
な
ど
着
目
点
を
整
理
し
た
一
例
を
表

7-2-6
に
示
す
。
 

表 7-2-5 主な変状とその原因

単純桁 連続桁 単純桁 ― ―

ポステン ポステン ポステン ポステン ポステン プレテン ポステン プレテン ポステン プレテン ポステン

― ― 支保工架設 支保工架設 張出架設等 ― ― ― ― ― ―

番号 部材 部位 主な変状 現象・懸念される事象 変状の要因

01 桁端部張出し床版 Co浮き･剥離･鉄筋露出 塩害･ASR 伸縮継手部からの漏水 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

02 一次床版(橋軸方向PC) 水しみ･ひび割れ･錆汁･剥離 塩害･ASR･PC鋼材破断 橋面からの水の浸透 ○

03
二次床版(RC)
単純桁床版(RC)

水しみ･ひび割れ･錆汁･剥離 塩害･ASR 橋面からの水の浸透 ○ ○

04 一次・二次床版継目 漏水･目開き･錆汁･剥離 塩害 目地部に水が浸透 ○

05 定着突起 ひび割れ 初期応力 初期ひび割れ・橋面水の浸透 ○ ○ ○

水しみ･ひび割れ･錆汁･剥離 塩害･ASR･PC鋼材破断 橋面からの水の浸透 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ひび割れ 橋軸直角方向ひび割れ 外部拘束ひび割れ ○ ○

07 開口部後埋め位置 漏水･錆汁･剥離･抜け 塩害･PC鋼材破断 水しみ･ひび割れ･錆汁･剥離 ○ ○ ○

08 吊材・打設孔位置 漏水 塩害 打継不良，橋面からの水の浸透 ○ ○ ○

09 橋軸直角方向打継目(施工目地) 漏水･錆汁･剥離 塩害 橋面からの水の浸透 △ ○ ○(ｾｸﾞﾒﾝﾄ) ○ ○ ○(連結桁) ○

塩害･ASR グラウトホースの伝い水 ○

塩害･ASR ハンドホール滞水 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 張出し床版（後打ち部） 水しみ･ひび割れ･錆汁･剥離 塩害･ASR
中央分離帯遊間からの漏水
橋面からの水の浸透

12 間詰め床版 水しみ･ひび割れ･錆汁･剥離 塩害･ASR･PC鋼材破断 橋面からの水の浸透 ○ ○ ○ ○ ○

13-1 ひび割れ･抜け 床版押抜け 型枠浮上り･床版厚不足 ○

13-2 舗装の剥離 ポットホール多発 型枠上部のブリスタリング ○

14-1 Co浮き･剥離･鉄筋露出 塩害･ASR 伸縮継手部からの漏水 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14-2 ひび割れ 局部ひび割れ 支承機能不全(変位拘束) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 桁側面(全面) ひび割れ･錆汁･剥離 塩害･ASR･PC鋼材破断 海からの飛来塩分 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 桁側面(排水管近傍) 水がかり･錆汁･剥離 塩害･ASR･PC鋼材破断 破損した排水管からの水がかり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 PC鋼材位置 ひび割れ･エフロ･錆汁 PC鋼材破断 グラウト充 不良 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18 主桁下面(PC鋼材位置) 浮き･空洞 施工不良 豆板 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19 定着突起 ひび割れ 局部ひび割れ 初期ひび割れ ○ ○ ○

20 ウエブ・定着突起 漏水･水しみ･ひび割れ･錆汁 塩害･ASR･PC鋼材破断 グラウトホースの伝い水 △ △ ○

21-1 橋軸方向ひび割れ ひび割れ 外部拘束ひび割れ △ ○

21-2 鉛直方向ひび割れ ひび割れ･漏水･PC鋼材破断 目地開き ○ ○

22 ウエブ･上床版打継目 橋軸方向ひび割れ ひび割れ 目地開き ○ ○

23 中空型枠位置下面 ひび割れ･錆汁･剥離 塩害･ASR 中空枠滞水･豆板 ○ ○

24 端部横桁 Co浮き･剥離･鉄筋露出･PC鋼材破断 塩害･ASR･PC鋼材破断 伸縮継手部からの漏水 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

後埋めの不良 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

間詰め打継目からの漏水 ○

26 全横桁共通 ひび割れ･エフロ･錆汁 PC鋼材破断 グラウト充 不良 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 桁端部 Co浮き･剥離･鉄筋露出 塩害･ASR 伸縮継手部からの漏水 ○ ○ ○

28 床版底面全体 水しみ･ひび割れ･錆汁 塩害･ASR･PC鋼材破断
箱桁内排水管の破損
グラウトホースの伝い水

○ ○ ○

29 床版上面 滞水･ひび割れ･錆汁・浮き 塩害･ASR･PC鋼材破断
箱桁内排水管の破損
グラウトホースの伝い水

○ ○ ○

30 定着突起 ひび割れ 局部ひび割れ 初期ひび割れ ○ ○

構造形式
PC合成桁 箱桁 PCT桁 中空床版

連続桁 単純桁 連結桁

06 PC床版(床版支間方向PC)

10 張出し床版 水しみ

△(上下線等近接で床版後打ちの場合)

25 横桁端部(ウエブ外面) 後埋めモルタル浮き･PC鋼材破断 PC鋼材破断横桁

下床版

△(上下線等近接で

床版後打ちの場合)

中空型枠位置上部

主桁

桁端部

鉛直打継目(施工目地)

プレストレス導入方法

架設工法

(上)床版
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表 7-2-6 PC 橋の変状と劣化のメカニズム（下床版の劣化事例）
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７．２．６ 耐荷性能評価 

本研究では、６．３、６．４、６．５で、PC鋼材を逐次破断させた実橋梁の載荷試験結果お

よび解析との整合性、桁の設計上の安全性を示した。設計荷重時にひび割れを許容しない PC

桁の設計上の安全性はきわめて高いが、桁に荷重載荷によりひび割れが発生した段階で、既に

20％～40％程度プレストレスが低下している可能性が高く、その状態を放置すると急激に耐荷

性能の低下をまねくことから、速やかに補強が必要なことなど維持管理上の目安を示した。そ

のたわみ挙動をについて、材料非線形特性を考慮したファイバーモデルを用いた非線形弾塑性

解析を行い、載荷実験結果と解析結果の検証を行い、材料物性を考慮したファイバーモデルを

用いた非線形弾塑性解析結果は、桁のたわみ挙動について実験結果と整合したことから、設計

荷重の範囲で、解析により安全性を評価が可能であると考えられる。 

PC橋の補強には相当時間が必要なことから、PC橋には予防維持管理が極めて重要である。PC

橋の維持管理では、構造の安全性を評価し、適切な時期に適切な範囲で補修対策を講じること

が、今後のPC橋の維持管理にはきわめて重要である。 

７．３ 残された課題 

笹子トンネル事故による構造物の老朽化による事故を契機に、2014 年７月道路法の一部改正

が施行され、橋梁・トンネル等は、国が定める統一的な基準により全数監視することとされ、

道路管理者の義務が明確化された。5 年 1 度、全ての構造物を近接目視により点検を行うこと

とされた。近接目視や打音点検により、PC橋の部材の健全性の点検は可能であり、第三者被害

の防止等に極めて効果的であるが、一方、構造の安全性に関わる点検は、近接目視では困難で

あり、本研究で提案した技術基準の変遷を考慮した、リスクベースの点検、評価が効果的と考

えられる。 

PC鋼材の腐食による劣化状況の調査は、PC鋼材を直接取り出して調査することができないこ

とから、非破壊検査により PC 鋼材の状態、PC グラウトの状態、プレストレスの状態調査など

が一般的に行われている。既に耐力が低下している可能性がある場合は、定量的な安全性の評

価が必要である１）。浜名大橋の柱頭部にPC鋼棒が設置されている状況を写真7-3-1に示す。き

わめて多量のPC鋼棒が、桁断面内に配置され

ていることから、非破壊検査を用いた個別の

PCグラウト充填調査により、桁全体の定量的

な耐久性、安全性を診断することは、実態と

してはきわめて困難である。 

過去のPC鋼材の損傷事例、上縁定着など設

計要因、ブリーディングなど材料要因、グラ

ウトホースなど施工要因、流量計の設置など

施工管理要因、点検・調査など机上調査も活

用し、PC 橋の各部の PC 鋼材破断を確率的に

推定し、解析に活用できる劣化モデルを策定

することが重要な課題と考えられる。 

写真 7-3-1 浜名大橋柱頭部PC鋼棒配置状況２）
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どこの部位が、どの程度の確率で劣化しているかについて、点検、各種要因調査とあわせて、

過去の基準の変遷を考慮し、当時の施工技術レベルを反映した適切な劣化モデルを設定するこ

とが、もっとも現実的であると考える。劣化を想定したモデルにより、解析により耐久性、安

全性が評価されるべきと考えられる。 

このためには、組織を超えてPCグラウトの充填不足、鋼材破断など点検・調査情報を集積す

ることが望まれる。蓄積されたデータを分析し、過去の技術で施工されたPC橋のPC鋼材の腐

食・劣化状況を、合理的、統計的に評価し、劣化モデルを策定する試みが強く望まれる。 

【参考文献】 

 １） 土木学会 コンクリート標準示方書 維持管理編 2013年制定、pp.105 

２） プレストレスト コンクリート Vol.17、No.2、1975 年 8 月
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