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2011年度

応用問題Ⅰ

【解答作成上の注意事項】
1．この試験問題は，すべて四肢択一式問題です。問題数は，全 45問です。
2．解答用紙の受験地の欄を間違いのないように塗りつぶしてください。
3． 解答用紙の所定の欄に受験番号，氏名を記入してください。受験番号は，解答
　用紙の記入例を参照して間違いのないように記入してください。

4． 解答用紙の解答欄 (1)(2)(3)(4)のうち正解と考えるもの 1つを選んで，必ずHB

　（または B）の鉛筆（またはシャープペンシル）で黒く塗りつぶしてください。
　 訂正する場合は，消しゴムで完全に消してください。
　  この解答用紙は，機械で光学的に読取り処理します。記入の仕方が悪い場合や
　消し方が不十分な場合は，無解答や二重解答となりますので注意してください。
　（解答用紙マーク記入例参照）

【その他の注意事項】
1． この試験の解答時間は，「始め」の合図があってから正味 90分です。試験開始
　後 1時間および終了前 15分間は退場できません。

2．試験監督の「始め」の合図があるまで，問題冊子を開いてはいけません。
3． 「始め」の合図があったら，ただちにページ数の不足および印刷の不鮮明なとこ
　ろがないことを確認してください。もしあった場合には，手を上げて試験係
　員に申し出てください。

4．試験問題の内容に関する質問には，いっさいお答えできません。
5． 計算機（小型無音で，四則および関数演算程度までしかできないもの）の使用を
　認めます。ただし，それ以外の，式あるいは文章等を記億できる計算機，た
　とえば，ポケットコンピューター・電子手帳・携帯電話等の使用は認めません。
　計算用紙は配布しませんので，計算は問題用紙の余白部分を利用してください。

6． 「終り」の合図があったら，ただちに解答作業をやめ，試験係員が解答用紙を回
　収するまで，そのまま待っていてください。

7．試験問題は持ち帰って結構です。
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コンクリート構造物の塩害対策に関する①～④の記述を古い順に並べた組合せと
して，次のうち適切なものはどれか。
①　 「コンクリート標準示方書［施工編］」（土木学会）で，腐食発生限界塩化物イオ
ン濃度の標準値が定められた。

②　「道路橋塩害対策指針（案）・同解説」が初めて制定された。
③　 「建築工事標準仕様書・同解説 JASS 5 鉄筋コンクリート工事」で海砂利用の
細骨材中の塩分の許容限度が示された。

④　 JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」で，コンクリートに含まれる塩
化物量が塩素イオンの許容限度として規定された。

(1)　②→①→③→④
(2)　②→③→①→④
(3)　③→②→①→④
(4)　③→②→④→①

ポイント
コンクリート中の塩化物イオン量の規制などの変遷を問う基本問題である。
解　説
① 　1999年（平成 11年）の，「コンクリート標準示方書［施工編］」では，腐食発生限界塩
化物イオン濃度の標準値を 1.0m3あたりの質量として 1.2kg/m3と定めた。

②　「道路橋の塩害対策指針（案）・同解説」は，1984年（昭和 59年）に発刊された。
③　許容限度は，1957年（昭和 32年）に細骨材の絶乾重量に対して 0.01％と示された。
④　塩素イオンの許容限度は，1986年（昭和 61年）0.30kg/m3と示された。
以上から，③→②→④→①となる。

【正答】（4）

【問題2】
下記 6橋梁とその技術内容・特記事項（a～ f）の組合せとして，次のうち適切な

ものはどれか。
【技術内容・特記事項】

a：日本最初のプレテンション単純スラブ橋
b：日本最初のポストテンション単純 T桁橋
c：日本最初のパーシャリープレストレストコンクリート（PPCまたは PRC）橋
d： 日本最初の新素材を緊張材として使用したプレストレストコンクリート（PC）橋
e：日本最初の波形鋼板ウエブプレストレストコンクリート（PC）橋
f：日本最初のエクストラドーズド橋

ポイント
日本における PC技術の変遷と歴史を学び，建設後 50年以上経過し現存する構造物や，

ブレイクスルーとなった構造物を確認する。
解　説
　a：長生橋は，1951年に架設された日本最初のプレテンション単純 PCスラブ橋である。
（支間 3.6m× 3，石川県）
　b：十郷橋は，1953年に架設された日本最初のポストテンション PC単純 T桁橋である。
（支間 7.0m，福井県）
　c：上姫川橋は，1965年に架設された日本最初の PRC橋である。（支間 48m，北海道）
　d：新宮橋は，1986年に架設された日本最初の新素材を緊張材として使用した PC橋
である。（支間 5.76m，石川県）
　e：新開橋は，1994 年に架設された，日本最初の波型鋼板ウエブ PC橋である。（支間
30m，新潟県）
　f：小田原ブルーウェイブリッジは，1994年に架設された日本最初のエクストラドー
ズド橋である。（支間 122m，神奈川県）

【正答】（3）

【問題1】

選択肢 長生橋 上姫川橋 十郷橋 新開橋 新宮橋
小田原ブルー
ウェイブリッジ

(1) a b e d c f
(2) f a b c e d
(3) a c b e d f
(4) b c f d e a
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【問題4】
PCグラウトに関するわが国の規準類の変遷に関する以下の記述中の空欄（A）～

（C）にあてはまる数字あるいは語句の組合せとして，次のうち適切なものはどれか。

わが国では，（A）年代初期以前においては，一般に，グラウト注入後にシース内
で生じるブリーディングについては，規準の中で上限値を設定してブリーディング
を許容し，生じたブリーディング水は（B）を用いることによりシース外へ排出する
ものとしていた。しかし，（A）年代初期以降は，（C）を添加したノンブリーディン
グタイプのグラウトの使用が推奨されるようになり，今日に至っている。

ポイント
PCグラウトの規準類の変遷を問う基本問題である。
解　説
PC グラウトは，硬化前のグラウト性状の違いにより 1992 年（平成 4年）を境として

前期と後期に大別できる。
グラウト注入後にシース内で生じるブリーディングについては，前期においては上限

値を設定してブリーディングを許容し，生じたブリーディング水は膨張剤を用いること
によりシース外へ排出するものとしていた。後期においては，ノンブリーディングタイ
プの混和剤の開発にともないノンブリーディングタイプのグラウトが推奨され，これを
使用する場合はグラウトの膨張を必要としないこととなった。ノンブリーディングタイ
プのグラウトは，従来型グラウトに増粘剤を添加したものである。

【正答】（2）

選択肢 (A) (B) (C)

(1) 1990 増粘剤 膨張材

(2) 1990 膨張材 増粘剤

(3) 2000 膨張材 増粘剤

(4) 2000 増粘剤 膨張材

コンクリート道路橋に関する以下の記述中の空欄（イ）～（ハ）にあてはまる語句
の組合せとして，次のうち適切なものはどれか。

2008年の道路統計年報によると，橋長 15m以上の橋梁に関しては，橋梁数では
鉄筋コンクリート（RC）橋よりもプレストレストコンクリート（PC）橋の方が（イ），
それぞれの橋梁延長は RC橋よりも PC橋の方が（ロ）。また，架替え橋梁数に関す
る 1996年度の調査（土木研究所資料「橋梁の架替に関する調査結果」）によれば，
1987～ 1996年の間に架け替えられた橋梁数は RC橋よりも PC橋の方が（ハ）。

ポイント
　道路統計年報などの各種資料から，日本におけるコンクリート橋の現状と更新の状況
を読み取り，今後の計画に役立てることが重要である。
解　説

2008年の道路統計年表では，橋梁数は，鋼橋：39％，プレストレストコンクリート（PC）
橋：40％，鉄筋コンクリート（RC）橋：17％，その他の合計が 4％となっている。橋梁
延長は，鋼橋：49％，プレストレストコンクリート（PC）橋：33％，鉄筋コンクリート（RC）
橋：13％，その他の合計が 5％となっている。これらは橋長 15m以上の道路橋（高架の
道路橋および桟道橋を含む）の統計である。

【問題3】

選択肢 （イ） （ロ） （ハ）
(1) 多　く 短　い 多　い
(2) 多　く 長　い 少ない
(3) 少なく 短　い 少ない
(4) 少なく 長　い 多　い

PC橋
40％

橋梁数
151 960橋

鋼橋
39％

RC橋
17％

その
他
4％

鋼橋
49％

橋梁延長
9 367km

PC橋
33％

RC橋
13％

その他
5％

（a）　橋種別橋梁箇所数比率　　　　　　  （b）　橋種別橋梁延長比率

図　道路橋の現状（国土交通省道路局道路統計年報2008）

【正答】（2）
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写真は，寒冷地にある道路橋のプレストレストコンクリート（PC）T桁橋の間詰
めコンクリートの状況である。発生した析出物を採取し，その物質あるいは構成成
分を同定するための調査に関する以下の記述のうち，不適切なものはどれか。

(1)　電位差滴定法により塩化物イオンの有無を調査した。
(2)　イオンクロマトグラフィー法によりカルシウムイオンの有無を調査した。
(3)　粉末 X線回折装置を用いて炭酸カルシウムの有無を調査した。
(4)　 ICP（高周波プラズマ分光分析）装置を用いてアルカリシリカゲルの有無を

調査した。

ポイント
　構造物が設置される環境から劣化原因を推定して調査方法を提案することはコンク
リート構造診断士の重要な任務である。
解　説
発生した析出物は，構造と環境から，融雪剤の塩化物イオンあるいはエフロレッセン
スである可能性が高い。選択肢は，塩化物イオン，カルシウム，アルカリシリカゲルの
調査となっている。塩化物イオンは融雪剤，カルシウムはエフロレッセンス，アルカリ
シリカゲルはアルカリ骨材反応の確認物質である。写真からは，析出物は間詰めコンク
リートから発生しており，ひび割れは見られないことから，ASR発生ではないと推定
できる。
（1）　電位差滴定法は，塩化物イオン量を測定する際にもちいる分析方法である。
（2） 　イオンクロマトグラフィー法は，試料中に含まれるイオンの量を測定する分析方
法である。

【問題5】 （3） 　粉末 X線回折分析（XRD）は，固体試料中の結晶質成分について定性分析する方法
である。骨材中のアルカリ骨材反応を引き起こす有害鉱物の有無，セメントの水和
物の同定などの結晶質成分の同定に用いる。

（4） 　ICP（高周波プラズマ分光分析）装置は，ppmから％までの分析が可能で，元素の
定性・定量分析に使用される。非破壊検査によってコンクリート表面の塩化物イオ
ン濃度を分析する手法などが開発されている。多くの元素についての分析ができる
が，写真からの推定と考え合わせ，他の選択肢に比べて不適切であるといえる。

【正答】（4）
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PC グラウトの充填不良の可能性のある桁の調査を実施することになった。以下
の調査手法のうち，PCグラウトの充填不良の調査方法として，不適切なものはど
れか。
(1)　X線（放射線）透過法
(2)　電磁波法（レーダ法）
(3)　インパクトエコー法
(4)　ファイバースコープ法

ポイント
PCグラウトの充填状況の確認方法については，まだ確立されていないが，現在にお
ける有効な方法がいくつかある。これらの各種非破壊検査方法と部分的破壊検査方法は，
それぞれ適用条件や環境に制約があるため，現場に見合う方法を選定する必要がある。
解　説
（1）　X線透過法
放射線透過試験は，X線が物質を透過する場合，その物質の種類や厚さによって透過
後の X線の強さが変化する性質を利用して画像を撮影する方法である。画像の撮影方
法としては部材を透過した X線を直接工業用フィルムに撮影する方法が一般的に行わ
れており，グラウトの充填状況は撮影された画像のコントラストの違いによって識別さ
れる。
（2）　電磁波法（レーダ法）
電磁波法は，送信アンテナから発射されたパルス状の電磁波がコンクリートに浸透し，
鉄筋表面で反射した反射パルスが受信アンテナに到達するまでの時間を距離に換算する
ことで，PC鋼材および鉄筋位置を測定する方法である。しかし，PCグラウトはシー
ス内に注入されるためシースを検出してしまい，PCグラウト充填不良部を検出するこ
とはできない。
（3）　衝撃弾性波法（インパクトエコー法）
衝撃弾性波法（インパクトエコー法）は，弾性波が空隙や鉄筋などに反射した波を測定
して，その強弱により内部欠陥を判断する方法であり，得られた波形をスペクトルイメー
ジングにより，可視化することで充填度を判断できる方法である。
（4）　削孔目視調査（ファイバースコープ法）
削孔目視調査は，設計図書を参考に鉄筋探査器を用いて，鋼材探査を行い，コンクリー
ト用ドリル（φ16㎜程度）でシース位置まで削孔を行い，シース表面より打音確認を行い，
異音が確認された場合，シースをめくりファイバースコープを削孔穴に挿入しグラウト
の充填度を観察する方法である。

【正答】（2）

【問題6】

コンクリート構造物の調査においてコンクリートの超音波伝播速度を測定した。
測定値を評価する上で，硬化コンクリートの物性と超音波伝播速度との関係につい
ての理解が不可欠であるが，これらの関係を示す次の概念図のうち，適切なものは
どれか。

ポイント
非破壊検査に用いる超音波伝播速度の性質を問う問題である。非破壊検査の原理を解

しておくことは重要である。
解　説
超音波伝播速度は一般的に，コンクリートの（1）密度に比例し，（2）空隙率に逆比例し，

（3）弾性係数に比例し，（4）含水率に比例することが知られている。音の伝わり方を密度
について考えてみると，空気中よりも水中のほうが伝わり方が早く，鉄ではさらに早く
伝播する。また，空隙率が大きいとスカスカになり密度が小さくなり，含水率が大きい
と空隙を埋めて密度が大きくなる。超音波速伝播速度は，コンクリート中に発生させた
弾性波が到達する時間であることから弾性係数が関係することがわかる。

【正答】（3）

【問題7】

密度 大小
（2）（1）

（3） （4）

大小

大小 大小

空隙率

含水率弾性係数

大
小

超
音
波
伝
播
速
度

大
小

超
音
波
伝
播
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度

大
小
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アルカリシリカ反応（ASR）の疑いのあるコンクリート構造物から採取したコア
を用いた調査・測定に関する次の記述のうち，不適切なものはどれか。
(1)　�酢酸ウラニル蛍光法により，骨材周辺の白色物質がアルカリシリカゲルであ

るかどうかを調べた。
(2)　コアを密封容器内で加圧し，採取した細孔溶液からアルカリ濃度を求めた。
(3)　粉末X線回折法により，骨材に含まれる反応性鉱物の種類を調べた。
(4)　コアの軸方向の超音波伝播速度を計測し，骨材の反応性の有無を調べた。

ポイント
アルカリシリカ反応（ASR）の疑いのある構造物の調査は，ひび割れ・変色・ゲルの滲

出などの目視調査，ひび割れ幅や膨張量の測定，構造物から採取したコアによる各種試
験がある。
解　説
（1）　適切な記述である。
（2）　適切な記述である。
（3）　適切な記述である。
（4）�　超音波伝播速度の計測は，発射された弾性波の到達時間，波形，周波数，位相の
変化を読み取ることによりコンクリート中の欠陥を検出するもので，骨材の反応性
の有無を判定することはできない。

【正答】（4）

【問題8】

コンクリートの中性化深さの測定に関する次の記述のうち，不適切なものはどれ
か。
(1)　�はつり箇所の粉じんをブロアで除去した直後に，フェノールフタレイン 1％

溶液を噴霧した。
(2)　�採取したコアの側面を十分に水洗いした状態で，フェノールフタレイン 1％

溶液を噴霧した。
(3)　�赤紫色の呈色が不鮮明であったので，鮮明な発色が得られるよう，再度フェ

ノールフタレイン 1％溶液を噴霧した。
(4)　�赤紫色に呈色した部分が安定しなかったので，呈色部分が安定するよう，ド

ライヤーを用いて測定面を乾燥させた。

ポイント
フェノールフタレイン溶液を用いたコンクリートの中性化深さの測定方法について問

う問題である。JIS A 1152「コンクリートの中性化深さの測定方法」の測定方法やフェノー
ルフタレイン溶液の発色を理解しておくことは重要である。
解　説
フェノールフタレイン溶液とコンクリート中のアルカリ成分が反応することで赤紫色

に発色する。はつりやコアで中性化を調査する部位を露出させると，未反応だったセメ
ントが表面に出ることがある。このセメントのアルカリ成分がフェノールフタレイン溶
液により発色すると中性化位置を見誤る恐れがある。そのため，はつり調査では，コン
クリートの粉をはけ，電気掃除機，ブロワーなどを除去した後に噴霧する。コアの側面
で測定する場合は，側面に付着するのろや粉塵を水洗いによって除去し，充分に乾燥さ
せた後に噴霧する。コアを用いる場合は，側面ではなく割裂面を測定面にすると良い。
JIS A 1152「コンクリートの中性化深さの測定方法」では以下のような記述がある。コン
クリートが著しく乾燥していて赤紫色の呈色が不鮮明な場合は，試薬を噴霧した測定面
に噴霧器で水を少量噴霧するか，試薬を再度噴霧するなどして，発色が鮮明になってか
ら測定を行う。測定は呈色した部分が安定してから行うものとし，数分から 3日程度放
置するか，または，ドライヤなどで測定面を乾燥させると呈色した部分が安定する。時
間の経過とともに呈色する部分が拡大する場合は，呈色した部分が安定するまで放置す
るか，再度試薬を噴霧して直ちに測定すると良い。

【正答】（2）

【問題 9】
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コンクリート中の鉄筋の探査方法に関する次の記述のうち，不適切なものはどれ
か。
(1)　�電磁誘導法では，コンクリート中に空隙やジャンカがあっても，鉄筋位置が

推定可能である。
(2)　�電磁波レーダ法では，コンクリート表面に薄い水膜があっても，鉄筋位置が

推定可能である。
(3)　電磁誘導法では，かぶり厚さが既知である場合，鉄筋径が推定可能である。
(4)　電磁波レーダ法では，かぶり厚さと鉄筋間隔の両方が同時に推定可能である。

ポイント
現在，コンクリート中の鉄筋探査方法として広く利用されているのは，電磁波レーダ
法と電磁誘導法であるが，両者には，精度・適用限界等の違いがあるので，これらを把
握する必要がある。
解　説
（1）　適切な記述である。
（2）�　電磁波レーダ法は，躯体の厚さや鉄筋の位置（平面・深さ方向）の調査方法として
よく使われている。しかし，水中での電磁波の伝播速度は空気中の 1/9 であるため，
水溜りがある状態で電磁波レーダを用いると，正しい伝播速度が得られなくなる。

（3）　適切な記述である。
（4）　適切な記述である。

【正答】（2）

【問題 10】
コンクリート構造物の変状に関する次の記述のうち，適切なものはどれか。
(1)　�鉄筋位置まで中性化した場合，かぶりコンクリートは緻密になるので，塩化

物イオンによる鉄筋の発錆時期は遅くなる。
(2)　�グラウト充填不良の PC鋼材が塩分で腐食・破断した場合，PC鋼棒は突出

の可能性は低い。
(3)　�アルカリシリカ反応（ASR）を引き起こしたプレストレストコンクリート
（PC）桁は，軸方向の PC鋼材に直交するひび割れが発生する。

(4)　�北面の部材と南面の部材を比較すると，南面の部材が凍害の発生頻度は高い
傾向にある。

ポイント
コンクリート構造物の変状の特徴について問う問題である。
解　説
（1） 　弱材齢のモルタルを炭酸化養生により緻密化させて耐久性に優れたセメントマト
リックスを形成させる研究がある。炭酸化養生とは意図的に中性化させるものである。
しかし，塩分を含んだコンクリートにおいて中性化が発生すると，非中性化の境界
面付近で塩化物イオンの濃縮現象が起こる。よって，かぶり位置まで中性化した場合，
塩害の発生が早くなるといえる。

（2） 　緊張力が導入された PC鋼棒が腐食・破断すると，応力が急激に開放されて突出
することがある。PC鋼より線の場合は，各素線が徐々に破断するために急激な応力
開放がなく突出しにくい。

（3） 　アルカリシリカ反応（ASR）が発生すると亀甲状のひび割れが発生するが，コンク
リートが拘束されていると，拘束されている方向にひび割れが発生する。よってプ
レストレストコンクリートの場合は圧縮力が作用している方向にひび割れが発生す
ることになる。

（4） 　凍結融解による変状は，南面の部材に顕著である。これは，日中の日射によって
コンクリート中の凍結水が融け，また積雪地では融雪水が供給されやすいため，北
面より南面の部材の方が厳しい環境にあるといえる。外観調査の際には構造物への
水の供給や日射条件など，構造物の立地条件を合わせて確認するとよい。

【正答】（4）

【問題 11】



－14－

2011年度　応用問題Ⅰ

－15－

２
０
１
１
年
度

応
用
問
題
Ⅰ

ポストテンションT桁橋に写真のような変状が認められた。この変状の原因を
究明するのに必要な調査として，次のうちもっとも不適切なものはどれか。

(1)　完成時のプレストレストコンクリート（PC）桁の設計図書の調査
(2)　グラウトの充填状況調査
(3)　採取コアによる膨張量試験
(4)　コンクリート中の塩化物含有量測定試験

ポイント
写真に示すような変状は，PC橋の特有の現象と考えられるので，構造の特徴，変状
の発生箇所・発生状況を理解して調査を行う必要がある。
解　説
（1） 　設計図書が現存する場合は，まずは，設計図書の調査が基本となり，竣工年度，
構造寸法，鉄筋配置，PC鋼材配置を把握することが重要となる。

（2） 　写真から判断すると，主桁に発生しているひび割れは，PC鋼材に沿って発生して
いると思われ，ダクト内に浸入した水分の凍結膨張圧により発生した可能性がある
と考えられるので，PCグラウトの充填状況調査は必要となる。

（3） 　アルカリシリカ反応性を確認するために，採取コアを用いて膨張量試験を行う。
しかし，PC橋の場合，アルカリシリカ反応によるひび割れは橋軸方向の全域に発生
すると考えられ，写真のひび割れのような部分的とはならないので，アルカリシリ
カ反応によるひび割れではないと考えられる。

（4） 　凍結防止剤の散布等により，コンクリート中の塩化物イオン濃度が腐食発生限界
を超えている場合は，鉄筋等の腐食が進むと考えられ，コンクリート中の塩化物含
有量の測定は有効と思われる。

【正答】（3）

【問題 12】
コンクリート構造物の点検技術に関する次の記述のうち，不適切なものはどれか。
(1)　�φ 25mmの小径コア供試体 6本による圧縮強度の推定精度は，φ 100mmの

コア供試体 3本による推定精度と同程度である。
(2)　�コンクリート中の塩化物イオン濃度の試験に供する試料の採取方法として

は，コア供試体を抜き取る方法とドリル穿孔による方法とがある。
(3)　�スロットストレス法とは，プレストレストコンクリート（PC）構造物中の鉄

筋を切断することにより残存プレストレスを測定する方法である。
(4)　�PC グラウトの充填状況を確認する方法としては，X線透過法，打音振動法，

インパクトエコー法，削孔目視調査などがある。

ポイント
コンクリート構造物の点検技術を問う問題である。良く行われる調査方法について理

解しておく必要がる。
解　説
（1）�　φ 25mmの小径コア供試体とφ 100mmのコア供試体による圧縮強度には相関関
係があり，小径コアの圧縮強度を補正することによりコンクリート構造物の圧縮強
度を推定することができる。コンクリート強度の一般的なばらつきの範囲では，小
径コア供試体 6本による圧縮強度の推定精度と直径 100mmコア供試体 3本による
推定精度と同等である。これはソフトコアリングと呼ばれ，実構造物からの採取に
よりコンクリート強度する手法である。主要構造部材や密配筋部からも採取できて，
その後の耐久性の問題も少ないとされる。

（2）�　コア供試体を用いる場合は，コアの直径の最少寸法が粗骨材の最大寸法の 3倍以
上として平均組成となるように採取する。これを 0.15mm以下に微粉砕したものを
試料として用いる。コンクリート用ドリル穿孔によって粉末試料を採取する場合には，
150 μmの網ふるいを全通する細かさであれば，粉砕作業を省略できる。

（3）�　スロットストレス法とは，残留プレストレスを直接的に計測する技術である。応力
解放法に小型のフラットジャッキによる加圧を組み合わせて，より高精度に残留応力
を計測するものである。鉄筋切断法とは，はつりだした鉄筋にひずみゲージを貼付し，
鉄筋切断前後の測定を行うことで，解放された鉄筋のひずみを測定するものである。
したがって不適切である。

（4）�　X線透過法ではグラウトの充填部と未充填部を視覚的に正確に把握できるが，部
位や部材厚さなど適用範囲に制限がある。打音振動法は，AEセンサーを用いて充
填状況を非破壊的に推定する方法で，PC鋼線・より線・PC鋼棒といった鋼材の種
類に制約を受けず，横締めケーブルにおける手法として実績がある。インパクトエ
コー法は，入力した弾性波を振動子により受信し，波数スペクトルのピーク位置か
らコンクリートの内部状況を推定する非破壊検査技術である。削孔目視調査は文字

【問題 13】
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寒冷地の内陸部に位置する道路橋において，写真に示す変状が確認された。プレ
ストレストコンクリート（PC）桁に発生した変状の原因として，次のうちもっとも
不適切なものはどれか。

(1)　塩害と凍害の複合劣化
(2)　塩害，凍害，アルカリシリカ反応（ASR）の複合劣化
(3)　疲労と塩害の複合劣化
(4)　塩　害

ポイント
PC桁端部に発生した変状を問う問題である。寒冷地内陸部で発生していることや，

コンクリートの剥落状況に着目する。
解　説
本橋は寒冷地内陸部に位置しているため，橋面にて凍結防止剤（塩化カルシウム）が散

布されていると思われる。橋面から塩化物イオンを含んだ水が桁端部より，コンクリー
ト内へ供給され塩害を起こしている可能性が高い。また，下部工側コンクリート表面に
は凍害特有の剥離状態（ポップアウト）が見られる。
下部工コンクリート表面に亀甲状のひび割れ，遊離石灰の析出が見られる。写真から

では断定はできないが，アルカリ骨材反応（ASR）の可能性も否定はできない。
また，疲労による変状はコンクリート床版下面に格子状のひび割れが発生することが

知られている。本橋は張出し床版側面にひび割れが発生しており，疲労による変状では
ない。

【正答】（3）

【問題 14】通り PC鋼材位置を削孔して目視により確認する方法である。各方法とも特長があ
るが，いずれも PCグラウトの充填状況を確認することができる。

【正答】（3）



－18－

2011年度　応用問題Ⅰ

－19－

２
０
１
１
年
度

応
用
問
題
Ⅰ

図–1 に示すような断面のプレストレストコンクリート（PC）単純桁が，局部的な
鋼材腐食により劣化している場合の曲げ耐力や変形性能に関する次の記述のうち，
もっとも不適切なものはどれか。
ただし，腐食した PC鋼材（φ 17mmPC 鋼棒）の荷重と伸びの関係は質量減少率

に応じて図–2 のようになるものとし，3本の PC鋼棒は同等の腐食を生じているも
のとする。また，PC鋼材とコンクリートの付着は確保されているものとする。

コンクリート強度�f′c＝ 50N/mm2

基準の PC鋼材断面積�Ap＝ 3 －φ 17 ＝ 681mm2

基準の PC鋼材引張強さ�fpu＝ 1�230N/mm2

曲げ耐力算定式
Mu＝ Ap fp(dp－ 0.5a)
a＝ Ap fp/(0.85�bf′c)
ただし，Ap fpは終局時の PC鋼材引張荷重

(1)　�質量減少率が 0.6％の場合，曲げ耐力はほとんど低下しないが，変形性能は
低下する。

(2)　�質量減少率が 2.2％の場合，曲げ耐力の減少はわずかであるが，変形の増大
にともなう PC鋼材の破断に留意する必要がある。

(3)　�質量減少率が 4.0％の場合，曲げ耐力は約 10％低下し，変形の増大にともな
う PC鋼材の破断に留意する必要がある。

(4)　�質量減少率が 5.9％の場合，曲げ耐力は約 30％低下し，変形の増大にともな
う PC鋼材の破断に留意する必要がある。

【問題 15】
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ポイント
PC鋼材の腐食による PC単純桁の曲げ耐力と変形性能の変化を問う問題である。問

題に示されている“PC鋼材の質量減少による荷重伸び曲線”および“曲げ耐力算定式”を
確実に読み取ることがポイントである。
解　説

1．腐食による曲げ耐力の変化
問題に示される曲げ耐力算定式から，単純桁の曲げ耐力（Mu)は PC鋼材の耐荷力（腐

食後の断面積（Ap）と PC鋼材の引張強さ（fp）の積）にほぼ比例すると考えて良い。
曲げ耐力算定式
　　Mu＝ Ap fp（dp－ 0.5a）
　　a＝ Ap fp/（0.85bf ć）

（1） 　PC鋼材の質量減少率 0.6％の時，PC鋼材の耐荷力はほとんど変化していないため，
曲げ耐力もほとんど減少しない。

（2） 　PC鋼材の質量減少率 2.2％の時，PC鋼材の耐荷力はわずかに減少しているため，
曲げ耐力の減少はわずかである。

（3） 　PC鋼材の質量減少率 4.0％の時，PC鋼材の耐荷力は約 20％小さくなっているため，
曲げ耐力は約 20％低下する。設問（3）は不適切である。

（4） 　PC鋼材の質量減少率 5.9％の時，PC鋼材の耐荷力は約 30％小さくなっているため，
曲げ耐力は約 30％低下する。

2．腐食による変形性能の低下
0.6％の腐食量においても荷重伸び曲線に示される伸び性能は基準より約 40％低下し

ている。さらに腐食量が増大すると変形性能は大きく低下し，桁の変形の増大による
PC鋼材の破断に留意する必要が出てくる。

【正答】（3）
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【問題 16】
塩害により劣化したプレストレストコンクリート（PC）構造物に関する次の記述

のうち，不適切なものはどれか。
(1)　�鉄筋のみ腐食している場合，耐荷力の低下より，美観や第三者被害に対する

検討を行うのが良い。
(2)　鋼材腐食の有無を，部分破壊調査により判定するのがよい。
(3)　�コンクリート中への塩化物イオンの浸透予測を，Fick の第二法則として知

られる拡散方程式の解を用いて行うのがよい。
(4)　�腐食発生限界塩化物イオン濃度は，コンクリートの品質や周囲の環境条件に

よらず一定値としてよい。

ポイント
塩害により劣化した PC構造物に対する評価および判定を問う問題である。
解　説
（1） 　適切な記述である。PC構造物では，コンクリート中に PC鋼材と鉄筋が配置され
ている。鉄筋のみ腐食している場合，PC鋼材が健全であれば耐荷力の低下はそれほ
ど顕著でなく，コンクリートのひび割れや剥離，剥落による美観や第三者災害等の
影響が問題となる。

（2） 　適切な記述である。PC構造物を評価するためには，鋼材腐食の有無を調査するこ
とが重要となる。調査時点での鋼材腐食の有無は，部分破壊調査により判定するの
が確実である。

（3） 　適切な記述である。土木学会コンクリート標準示方書［維持管理編］には，塩害を
受けるコンクリート構造物における塩化物イオンのコンクリート中への浸透の予測
方法として，式（1）が示されている。式（1）は Fickの第二法則として知られる拡散方
程式を，コンクリート表面における塩化物イオン濃度を一定として解いたものである。

　　C（x,t）＝γcl･C0（1－ erf
x

2√Dap･t ）　　　　　　　　　　　　　　　 �（1）

�ここに，C（x,t） ：深さ x（cm），時刻 t（年）における塩化物イオン濃度（kg/m3）
　　　　 C0     ：表面における塩化物イオン濃度（kg/m3）
　　　　 Dap：塩化物イオンの見かけの拡散係数（cm2/年）
　　　　 erf ：誤差関数
　　　　�γcl   ：予測の精度に関する安全係数

（4） 　腐食発生限界塩化物イオン濃度として，土木学会コンクリート標準示方書［維持管
理編］には 1.2kg/m3が示されているが，土木研究所のマニュアルには 2.5kg/m3が示
されている。この値は，コンクリートの品質や周囲の環境条件によって変化するため，
対象とする構造物の点検時に鋼材の腐食状態と鋼材位置における塩化物イオン濃度
から腐食発生限界塩化物イオン濃度を求めるのが望ましい。

【正答】（4）

アルカリシリカ反応（ASR）により劣化したプレテンション方式のプレストレス
トコンクリート（PC）桁に関する次の記述のうち，不適切なものはどれか。
(1)　�コンクリートのひび割れがかぶり部分に限られるため，耐荷力への影響は小

さいと考えてよい。
(2)　�補修材料の選定に際しては，反応が進行中であるか停止しているかを確認す

る必要がある。
(3)　�補修を行う場合には，外部からコンクリートへ水が供給されないようにする

ことが基本である。
(4)　鋼材の降伏・破断が生じている恐れがあるので，十分な調査が必要である。

ポイント
ASRにより劣化したプレテンション方式の PC桁に対する評価および判定を問う問題

である。
解　説
（1） 　プレテンション橋の場合には，プレストレスが PC鋼材とコンクリートとの付着
力により導入されているため，かぶり部分のひび割れが付着性能の低下に影響し，
プレストレスの減少につながる可能性があり，耐荷力に影響を及ぼす場合がある。

（2） 　適切な記述である。潜伏期，進展期にあると考えられる場合は，ひび割れ追従性
の良い材料を使用して表面処理工法を実施すべきである。一方，反応がほぼ停止し
ている場合には通常のひび割れに対する補修材料と同様なものを用いても良い。

（3） 　適切な記述である。ASRによって劣化した PC構造物の補修は，外部からコンク
リートへ水が供給されなくなるようにすることが基本であり，ひび割れ注入工法，
表面処理工法，断面修復工法などが用いられる。

（4） 　適切な記述である。ASRの進行とともに内部鉄筋が ASRの膨張圧で破断している
可能性があるので注意が必要である。

【正答】（1）

【問題 17】
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【問題 18】
既設構造物の構造性能評価および補修・補強構造物の構造性能評価に関する次の

記述のうち，不適切なものはどれか。
(1)　�コンクリートにジャンカ，剥離が生じている場合は，その部分が断面欠損し

ているものとして断面剛性を算定する。
(2)　�PC 鋼材の腐食により損傷が生じている場合は，残存プレストレス，プレス

トレスの消失範囲，腐食した PC鋼材の機械的性質を推定して構造性能評価
を行う。

(3)　�断面修復を行った構造物では，断面のはつりに伴うプレストレスの再分配を
考慮して構造性能評価を行う。

(4)　�断面修復後に外ケーブル補強を行った構造物では，断面修復部はプレストレ
スを受け持たないとして構造性能評価を行う。

ポイント
既設コンクリート構造物に断面修復工法を用いた場合の構造性能の評価方法を問う問

題である。
解　説
（1） 　適切な記述である。ジャンカや剥離が生じている場合は，その部分が断面欠損し
ているものとして断面剛性を算出する。

（2）　適切な記述である。
（3） 　適切な記述である。PC構造物に断面修復工法を採用する場合，はつり後の断面へ
プレストレスが再分配することが予想されるため，十分に検討を行わないでコンク
リートをはつり取ると構造物の安全性を確保できなくなることが想定される。

（4） 　断面修復工法は，劣化したコンクリート部分を除去した後，断面を当初の性能お
よび形状寸法に戻すために用いられる工法である。既設部と一体化された断面に外
ケーブル補強を行うことで，断面修復部は抵抗断面としてプレストレスを受け持つ。

【正答】（4）

コンクリート構造物の各要求性能とその性能を照査する照査指標の組合せとして，
次のうちもっとも適切なものはどれか。

ポイント
コンクリート構造物の要求性能と現在の技術で評価可能な一般的な照査指標を問う問

題である。
解　説
（1）　「構造物中の材料の応力度」は，供用性能の評価する指標である。
（2）　「じん性」は安全性能を評価する指標である。

【問題 19】

選択肢
要　　求　　性　　能

安全性能 供用性能 第三者影響度
に関する性能 美観・景観 耐久性能

(1)

照査指標

部材の曲げ
耐力 たわみ コンクリート

の浮き 汚　れ 構造物中の材
料の応力度

(2) 部材の曲げ
耐力 じん性 コンクリート

の浮き 汚　れ 中性化深さ

(3) 部材のせん
断耐力 たわみ 騒　音 ひび割れ 中性化深さ

(4) 部材のせん
断耐力 じん性 騒　音 ひび割れ 構造物中の材

料の応力度

要求性能と項目 照査指標 対応する限界状態

安全性能

破壊・崩落に対する安全性
断面の曲げ耐力
断面のせん断耐力
断面のねじり耐力

局限界状態

剛体安定に対する安全性
転倒
滑動
地盤耐力

終局限界状態

疲労に対する安全性 疲労耐力 疲労限界状態

耐震安全性
断面の曲げ耐力
断面のせん断耐力
じん性

地震時

供用性能
走行性・歩行性

たわみ
振動数
構造物中の材料の応力度

使用限界状態

水密性 コンクリートの引張応力度
ひび割れ幅 使用限界状態

第三者影響度に関
する性能

第三者への安全確保 コンクリートの浮き 使用限界状態

周辺環境 騒音
低周波 使用限界状態

美観・景観 ひび割れ
汚れ 使用限界状態

耐久性能
ひび割れ幅
中性化深さ
塩化物イオン量

　注）　プレストレストコンクリート工学会 :コンクリート構造診断技術，2012年 5月，p.73

要求性能と照査指標の例
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（3）　適切な組合わせである。
（4） 　「じん性」は安全性能を評価する指標であり，「構造物中の材料の応力度」は，供用性能の
評価する指標である。

【正答】（3）

【問題 20】

寒冷地のポストテンションT桁橋のウエブ側面に写真のような変状が見られた。
図面と照合すると，ひび割れは，曲げ上げ PC鋼材に沿った位置だけに発生してい
た。このひび割れの発生原因として，もっとも適切なものはどれか。

(1)　施工時のコールドジョイントから漏水が生じた。
(2)　�グラウト不良によりシース内に水が浸入し，それが冬期に凍結することで

PC鋼材に沿ったひび割れが発生した。
(3)　PC鋼材に沿ってアルカリシリカ反応（ASR）によるひび割れが発生した。
(4)　シースが錆びた膨張圧によりひび割れが発生した。

ポイント
PC 構造物に固有の変状に対して，原因を問う問題である。
解　説
（1） 　コールドジョイントは，コンクリートを打重ねる際に時間を多く取り過ぎて打設
した場合に，前後のコンクリートが一体化しない状態となってできる不連続な面で
あり，PC鋼材の沿ってできるものではない。

（2） 　適切な記述である。
（3） 　PC構造物に生じる ASRによるひび割れは，軸方向の鋼材や PC鋼材に沿った方
向性のあるひび割れとなる。写真のひび割れは桁端部の曲上げ定着部付近だけで生
じており，グラウト不良による雨水の浸入により発生した可能性が高い。

（4） 　鋼製シースに腐食が生じている場合は，錆汁の発生が見られるが，写真からはそ
の様子は見られない。

【正答】（2）
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写真は供用後 15 年程度が経過した中空床板プレストレストコンクリート（PC）道
路橋の主桁下面に橋軸方向のひび割れが発生した状況を示している。このひび割れ
の原因として，次のうちもっとも不適切なものはどれか。

(1)　�中性化による軸方向鉄筋の腐食・膨張により，軸方向鉄筋に沿ってひび割れ
が発生した。

(2)　�塩害による軸方向鉄筋の腐食・膨張により，軸方向鉄筋に沿ってひび割れが
発生した。

(3)　�アルカリシリカ反応（ASR）による橋軸方向の膨張拘束により，軸方向鉄筋
に沿ってひび割れが発生した。

(4)　�コンクリート収縮の軸方向鉄筋による拘束により，軸方向鉄筋に沿ってひび
割れが発生した。

ポイント
中空床版 PC橋の下面に発生したひび割れの原因について問う問題である。中性化，
塩害，ASR等の劣化因子により発生するひび割れ形状を理解する事がポイントである。
解　説
（1）　適切な記述である。
（2）　適切な記述である。
（3）　適切な記述である。
（4） 　コンクリートの収縮が軸方向鉄筋によって拘束される場合は，配力筋方向（橋軸直
角方向）にひび割れは発生する。ただし，本橋は PC橋であるため，配力筋方向のひ
び割れは生じにくいと考えられる。

【正答】（4）

【問題 21】
図は，変状が顕在化した既設構造物の構造性能評価の流れを示したものである。
空欄（ア）～（エ）に当てはまる用語の組合せとして，次のうちもっとも適切なもの
はどれか。

ポイント
劣化が顕在化して構造性能が低下した既設構造物の構造性能の評価の流れを問う問題

である。
解　説
　既設 PC 構造物の点検を実施した結果，劣化が顕在化して構造性能が低下しているこ
とが予測された場合は，補修・補強等の対策を実施する必要がある。構造性能の評価は，
使用目的に応じて要求性能や性能水準を設定し，適切な評価指標を用いて要求性能を満
足することを照査するものである。補強しても構造性能が要求水準以上とならない場合

【問題 22】

既設構造物の構造性能評価

性能水準の設定

要求水準を満足 OK （ア）

（イ）

（エ）

NG

補強による
継続使用

Yes

No

補強工法の選定

補強構造物の構造性能評価

要求水準を満足NG

OK

補強 ・ 補修の実施

（ウ）

選択肢 （ア） （イ） （ウ） （エ）
(1) 供用，維持管理 補　修 更　新 供用制隈
(2) 補　修 供用，維持管理 供用制限 更　新
(3) 補　修 更　新 供用，維持管理 供用制限
(4) 供用，維持管理 更　新 補　修 供用制限
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は，補強工法を再選定して補強構造物の構造性能評価を実施するか，供用制限等の対策
を実施することを前提として構造性能の要求水準を再設定する。その際，構造物の
LCCを考慮することが重要であり，補強に莫大な費用が必要となる場合や供用制限によ
り対象構造物の機能もしくは社会的重要度が損なわれる場合は，構造物を更新すること
も視野にいれて検討を進める必要がある。

（1）　不適切な組み合わせである。
（2）　不適切な組み合わせである。
（3）　適切な組み合わせである。
（4）　不適切な組み合わせである。

 既設構造物の性能照査

既設構造物の構造性能評価

事前調査，現地調査，復元設計

要求水準を満足

補強による
継続使用 No

補強工法の選定

Yes

要求水準を満足

補 修
OK

NG

補強・補修の実施

供用，維持管理（点検）

OK

NG

補強構造物の構造性能評価

性能水準の設定

詳細構造，PC鋼材初期緊張力の確認

更 新

供用制限

注）プレストレストコンクリート工学会：コンクリート構造診断技術，2012 年 5月，p.84 

【正答】（3）

劣化が顕在化した PC構造物における構造性能評価査の流れ

プレストレストコンクリート（PC）床版を有する鋼連続鈑桁橋で，図–1 に示すよ
うに大型車の単独走行による計測を行ったところ，図–2 に示す結果が得られた。
計測結果の考察と対策に関する以下の記述中の空欄（A）～（D）にあてはまる語句の
組合せとして，次のうちもっとも適切なものはどれか。

図–2 から，大型車バネ上振動，主桁振動，低周波空気振動による音圧の卓越モー
ドはいずれも（A）Hz程度であり，大型車が伸縮装置通過時に主桁に大きな加速度
を与えており，大型車の通過後も（B）が大きくなっていると考察される。これらの
主桁振動と低周波を低減するためには，（C）により，伸縮装置に起因する原因を取
り除き，（D）を行うことで，（B）に伴う低周波が低減できる。

【問題 23】

伸縮装置

伸縮装置通過

伸縮装置通過

伸縮装置通過

0                        1                         2                       3   時間（sec）

0                        1                         2                       3   時間（sec）

0                        1                         2                       3   時間（sec）

   0.6

      0

－0.6

   100

      0

－100

   10

     0

－10

大型車バネ上振動［gal］

主桁振動［gal］

低周波空気振動による音圧［Pa］

図-1　側面図

図-2　計測結果
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ポイント
PC床版を有する鋼連続鈑桁の伸縮装置に起因する主桁振動と低周波空気振動につい
て，計測結果の考察と対策を問う問題である。
解　説
（A） 　大型車バネ上振動，主桁振動，低周波空気振動による音圧の卓越モードの周波数

は３Hzである。

（B） 　問題文中に「大型車が伸縮装置通過時に主桁に大きな加速度を与えている」，「伸
縮装置に起因する原因を取り除き」という記述があり，伸縮装置における衝撃に起
因した主桁振動と判断している。したがって，「伸縮装置に起因する加速度」が適切
である。

（C） 　問題文が伸縮装置における衝撃に起因した主桁振動と判断しているため，「舗装
面と伸縮装置の段差修正」が適切である。

（D） 　問題文が伸縮装置における衝撃に起因した主桁振動と判断しているため，「床版
の剛性向上」が適切である。

選択肢 (A) (B) (C) (D)

(1) 3
大型車と主桁の連成に
起因する主桁振動

舗装面と伸縮装置の段
差修正

主桁の振動制御

(2) 3
伸縮装置に起因する加
速度

舗装面と伸縮装置の段
差修正

床版の剛性向上

(3) 6
大型車と主桁の連成に
起因する主桁振動

舗装面と伸縮装置の段
差修正

主桁の振動制御

(4) 6
伸縮装置に起因する加
速度

床版の剛性向上
舗装面と伸縮装置の段
差修正

伸縮装置

伸縮装置通過

伸縮装置通過

伸縮装置通過

0                        1                         2                       3   時間（sec）

0                        1                         2                       3   時間（sec）

0                        1                         2                       3   時間（sec）

   0.6

      0

－0.6

   100

      0

－100

   10

     0

－10

大型車バネ上振動［gal］

主桁振動［gal］

低周波空気振動による音圧［Pa］

計測結果

｛

3Hz

（1）　不適切な組み合わせである。
（2）　適切な組み合わせである。
（3）　不適切な組み合わせである。
（4）　不適切な組み合わせである。

【正答】（2）
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鉄筋コンクリート（RC）床版の疲労に関する以下の記述中の空欄（A）～（D）にあ
てはまる語句の組合せとして，次のうちもっとも適切なものはどれか。

RC床版の疲労の進行速度は，床版厚，床版支間，（A），コンクリート強度など
の設計・施工条件と，大型車の交通量，輪荷重，車輌の（B）等の使用条件および床
版への雨水の供給などの環境条件に影響される。特に荷重の影響は大きく，輪荷重
の大きさの（C）乗で疲労が累積されることから，疲労による劣化を抑制するため，
床版の（D）の向上を主目的とした床版上面増厚工法が用いられる場合が多い。

ポイント
RC床版の疲労に関する問題である。
解　説
　道路橋の RC床版は、交通量の増大や車両総重量規制の緩和などにより，過酷な条件
で供用されている場合があり，多くの損傷が報告されている部位である。特に昭和 39

年以前の古い規準で設計された RC床版に損傷が多いことが報告されている。現在では，
RC床版の損傷メカニズムについての研究が進み，実荷重における輪荷重の走行をモデ
ル化した移動載荷を可能とする輪荷重走行試験機により RC床版の損傷メカニズムが明
らかになった。
（A） 　昭和 39年以前の鋼道路橋設計示方書に準拠して設計施工された RC床版は，主鉄

筋断面の 25％程度しか配力筋が配置されておらず，主鉄筋方向（橋軸直角方向）の曲
げひび割れが生じ，疲労による劣化が進みやすくなる。

（B） 　床版の疲労に影響する使用条件は，大型車の交通量，大型車の重量（輪荷重），大
型車の走行位置などの要因がある。

（C） 　RC 床版の疲労耐久性はマイナー則を適用でき，RC床版の場合，輪荷重の大きさ
の約 12乗で疲労が蓄積される。

（D） 　床版の疲労の劣化の抑制のためには床版の押し抜きせん断耐力を向上させること
が有効である。せん断剛性の向上による疲労耐久性の向上を目的として，上面増厚
工法が用いられる。

（1）　不適切な組み合わせである。
（2）　適切な組み合わせである。
（3）　不適切な組み合わせである。
（4）　不適切な組み合わせである。

【問題 24】

選択肢 (A) (B) (C) (D)
(1) 配力鉄筋 走行速度 3 曲げ耐力
(2) 配力鉄筋 走行位置 12 押抜きせん断耐力
(3) 主（鉄）筋 走行速度 3 押抜きせん断耐力
(4) 主（鉄）筋 走行位置 12 曲げ耐力

【正答】（2）

中性化を生じたコンクリート構造物を補修・補強する場合に，期待する効果と適
用可能な工法を示す表中の空欄（a）～（d）の組合せとして，次のうちもっとも適
切なものはどれか。

ポイント
中性化が生じたコンクリート構造物に対して，期待する効果と適用可能な工法に関す

る問題である。それぞれの補修工法に関する特徴や目的を理解しておく必要がある。
解　説
設問の各工法の目的を示す。
　電気防食：鋼材の腐食を電気化学的に抑制する

　　 ひび割れ注入：コンクリートに入ったひび割れの中性化や鉄筋の腐食などに対する
耐久性能を回復させる

　　鋼板・連続繊維シート接着：既設部材の耐荷力を向上させる
　再アルカリ化：中性化が進行したコンクリートのアルカリ性を回復させる

（1）　不適切な組み合わせである。
（2）　不適切な組み合わせである。
（3）　適切な組み合わせである。
（4）　不適切な組み合わせである。

【正答】（3）

【問題 25】

期待する効果 適用可能な工法
中性化の進行を抑制 表湿処理，（a）
中性化深さを 0にする 断面修復（防錆処理，被覆を含む），（b）
鉄筋の腐食進行を抑制 表面処理，（c），断面修復，（b），防錆処理
耐荷力を向上 （d），外ケーブル，増厚

選択肢 (a) (b) (c) (d)

(1) 電気防食
鋼板・連続繊維
シート接着

再アルカリ化 ひび割れ注入

(2) 電気防食 再アルカリ化 ひび割れ注入
鋼板・連続繊維
シート接着

(3) ひび割れ注入 再アルカリ化 電気防食
鋼板・連続繊維
シート接着

(4)
鋼板・連続繊維
シート接着

電気防食 再アルカリ化 ひび割れ注入
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　図は，鉄筋コンクリート（RC）構造物に脱塩工法を適用した場合の模式図である。　
　この図に関連する次の記述のうち，不適切なものはどれか。

　(1)　�電極は，コンクリート内部の鉄筋を陰極とし，外部のチタンメッシュを陽極　
とする。

　(2)　�脱塩の対象となる箇所は，鉄筋とチタンメッシュで挟まれるかぶりコンク　
リート部分である。

　(3)　�通電後には，電解質溶液中の塩化物イオン濃度が高くなる。
　(4)　脱塩時の電流は，直流よりも交流の方が効果的である。

ポイント
RC構造物に適用した電気化学的脱塩工法に関する問題である。
解　説
脱塩工法は，コンクリート表面に電解質溶液（Ca（OH）2, LiOH, LiCO3など）と陽極材

（チタンメッシュなど）からなる外部電極を設置し，コンクリート内部の鋼材を陰極とし
て直流電流（1.0A/m2程度）を一定期間（8週間程度）通電する。電気泳動の原理でコンク
リート中の塩化物イオンを電解質溶液へ除去する。
（1）　適切な記述である。
（2）　適切な記述である。
（3）　適切な記述である。
（4）　不適切な記述である。

【正答】（4）

【問題 26】

電源

電解質溶液

チタンメッシュ

コンクリート 

鉄筋

既設プレストレストコンクリート（PC）合成桁について設計荷重の増加に伴い性
能を照査したところ，支間中央断面での応力度の計算結果は表のとおりであった。

495kN型 PCケーブルを使用して外ケーブル工法で補強する際に，1主桁あたり
に必要な外ケーブルの本数として，次のうちもっとも適切なものはどれか。
なお，コンクリート縁の発生応力度σcquは式 –(1)により求めるものとする。た

だし，外ケーブルの必要プレストレス量は，外ケーブルの引張荷重の 60％を基準
とする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：N/mm2）

　　　σcqu＝
Pqu

Ac
＋

Pqu・ep

Wc
　　　－ (1)

　ここに，Pqu：外ケーブルの必要プレストレス量
　　　　　 Ac：断面積（＝ 716 000mm2）
　　　　　 ep：外ケーブル偏心距離（＝ 740mm）
　　　　　 Wc：断面下縁における断面係数（＝ 204 580 000mm3）
(1)　2本
(2)　4本
(3)　6本
(4)　8本

ポイント
外ケーブル工法による補強設計の基本を問う問題である。
解　説
外ケーブルで改善すべき主桁下縁の応力度は，表より

　 　死荷重時は許容値を満足しているため不要であるが，設計荷重時で，許容値－発生値
＝－1.5－（－5.0）＝ 3.5N/mm2である。
外ケーブル 1本で改善できる応力度は，式（1）より，
　495kN×60％/716 000mm2＋ 495kN×60％×740mm/204 580 000mm3＝ 1.49N/mm2

　である。
したがって，必要本数は，

　 　3.5N/mm2/1.49N/mm2＝ 2.3本以上となる。設問より，外ケーブルの本数は 4本
となる。

【問題 27】

死荷重時 設計荷重時
上　縁 下　縁 上　縁 下　縁

コンクリート
応力度σc

4.0 8.0 12.0 － 5.0

許容値 0.0＜σc＜ 14.0 － 1.5＜σc＜ 14.0
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外ケーブルを4本配置した場合，死荷重時の下縁応力度は
　8.0N/mm2 ＋ 1.49N/mm2× 4本＝ 13.96N/mm2 ＜ 14.0N/mm2 となり許容値を満足

　する。

【正答】（2）

　プレストレストコンクリート（PC）構造物の変状と適用される補修・補強工法を示
す表中の空欄（A）～（C）の組合せとして，次のうちもっとも適切なものはどれか。

ポイント
プレストレストコンクリート構造物の変状と適用される補修・補強工法例の基本を問

う問題である。
解　説
問いの上段に示す PC鋼材に沿ったひび割れ，漏水，錆汁，遊離石灰は PCグラウト

充填不良が原因となることが多い。適用される補修・補強工法は，PCグラウト再注入
工法，PC鋼材突出防止工法，ひび割れ補修工法，外ケーブル工法，鋼板接着工法，
FRP接着工法がある。表面塗布工法は適さない。
問いの中段に示す PC鋼材定着部の後埋め部の剥離，PC鋼材の突出は Cグラウト充

【問題 28】

変　状
PC鋼材の沿ったひび割れ， 漏水， 錆汁， 遊離石灰

遊離石灰

ひび割れ

PC鋼材定着部の後埋め部の剥離， PC鋼材の突出

PC鋼材定着部付近のひび割れ

適用される補修 ・ 補強工法

（A）

（B）

（C）

選択肢 (A) (B) (C)
(1) 表面塗布工法 PC鋼材の取替 断面修復工法
(2) PCグラウト再注入工法 PC鋼材の取替 ひび割れ補修工法
(3) PCグラウト再注入工法 外ケーブル工法 断面修復工法
(4) 表面塗布工法 外ケーブル工法 ひび割れ補修工法
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填不良が原因となることが多い。適用される補修・補強工法は，PCグラウト再注入工法，
PC鋼材突出防止工法，PC鋼材の取替え，外ケーブル工法，鋼板接着工法，FRP接着
工法がある。
問いの下段に示す PC鋼材定着部付近のひび割れは PC鋼材定着部付近の応力集中が
原因となることが多い。適用される補修・補強工法は，ひび割れ補修工法，表面被覆工
法，鋼板接着工法，FRP接着工法がある。応力集中が懸念される部位では断面修復工
法は適さない。

【正答】（2）

PC グラウト再注入の手順について，以下に示す a～ gの項目の流れが適切とな
るように並べ替えた場合，（ウ）に当てはまるものとして，適切なものはどれか。
a．�設計図書の調査および現地調査等により，構造物の現状，立地条件ならびに施
　工内容を把握する。
b．PC鋼材を損傷しないよう注意し，再注入孔を削孔する。
c．再注入するグラウト材料として適切な粘性のものを選定する。
d．検測尺や工業用内視鏡を用いて充填不良区間を推定する。
e．電磁波法（レーダ法）により鋼材を探査する。
f．排気用ホースの設置等を行い，グラウトを再注入する。
g．計画注入量と実際に注入されたグラウトの比較等により，充填を確認する。

a→（ア）→（イ）→（ウ）→（エ）→ f → g

(1)　b
(2)　c
(3)　d
(4)　e

ポイント
PCグラウトは，PC鋼材の防錆および PC鋼材とコンクリートとの一体性を確保する

重要な性能を担っている。グラウトの充填が不完全な場合は構造物の安全性，供用性を
損なうことが考えられるため，適切な補修が必要である。
解　説

PCグラウト再注入の作業手順は以下のようになる。
①　PC鋼材の非破壊探査
②　再注入孔を慎重に削孔
③　孔を利用して充填不良区間を推定。PC鋼材の健全性を調査

　④ 　部位 ･部材，シースの空隙率，残存するグラウトの充填率を総合的に判断し，再
注入計画および適切な注入材料を選定

⑤　再注入
したがって，ａ→ｅ→ｂ→ｄ→ｃ→ｆ→ｇの順となる。

【正答】（3）

【問題 29】
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コンクリート道路橋のノージョイント工法に関する次の記述のうち，不適切なも
のはどれか。
(1)　�埋設ジョイント工法は，舗装のみで路面を連続化させる工法である。一般に

桁間の伸縮量が小さい場合に走行性改善の目的で用いられることが多い。
(2)　�床版連結工法は，隣接する床版間をコンクリート部材で連結する工法である。

活荷重等により付加的断面力が発生するので，これを考慮して設計しなけれ
ばならない。

(3)　�横桁連結工法は，隣接する端横桁間に無収縮モルタルを充填し，端横桁間を
PC鋼棒で締め付けることにより連結する工法である。活荷重による負曲げ
モーメントに対しては，この PC鋼棒で抵抗できるように設計しなければな
らない。

(4)　�主桁連結工法は，主桁間にコンクリートを打設し，主桁間を連結する工法で
ある。活荷重による負曲げモーメントに対しては外ケーブル補強が用いられ
ることが多い。

ポイント
ノージョイント工法とは，主桁や床版等を連結させ，伸縮装置を撤去することにより
路面を連続化させ，車両の走行性の向上，通行時の騒音の解消を図るものである。
解　説
（1）　適切な記述である。
（2）　適切な記述である。
（3）�　横桁連結工法は，活荷重による負曲げモーメントに対しては，PC鋼棒で抵抗で
きる構造となっていない。

（4）　適切な記述である。

【正答】（3）

【問題 30】
鋼単純合成桁橋の鉄筋コンクリート（RC）床版が，活荷重による疲労と経年劣化

により，プレキャストプレストレストコンクリート（PC）床版（2方向 PC構造）に取
り替えられることとなった。片側交互通行を確保しながら床版取替え工事を行うに
あたっての留意点を示した次の記述のうち，不適切なものはどれか。

(1)　�合成桁の場合は，床版撤去により桁の曲げ耐荷力が不足する場合がある。こ
の場合，施工時における既設桁に仮設ベント設置などの検討をする。

(2)　�2 方向 PC構造のプレキャスト床版の特徴を活かすために，橋軸方向はポス
トテンション方式，橋軸直角方向はプレテンション方式とする。

(3)　�プレキャスト PC床版橋軸方向のプレストレスは，鋼桁と床版との結合後（合
成状態）に導入する。

(4)　�1 次施工側と 2次施工側のプレキャスト PC床版の結合は，1次施工側と 2
次施工側の床版取替作業がすべて完了した後，鉄筋コンクリート（RC）構造
として現場打ち施工する。

ポイント
鋼橋の RC床版をプレキャスト PC床版に交換する工事に関する問題である。既設鋼

桁に悪影響を与えることなく，床版を交換する必要がある。
解　説
（1）　適切な記述である。
（2）　適切な記述である。
（3）　鋼桁の応力変化を避けるため，橋軸方向のプレストレスの導入は合成前に行う。
（4）　適切な記述である。

【正答】（3）

【問題 31】

10200

9000 600600

PCプレキャスト床版　t ＝ 190 mm

防水層

縦桁
G1 G2 G3 G4

3 × 2570 ＝ 8250

１次施工 ２次施工

18
50
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道路橋の耐震設計の技術基準の変遷に関する次の記述のうち，不適切なものはど
れか。
(1)　1971（昭和 46）年道路橋耐震設計指針で，地盤の液状化が考慮され始めた。
(2)　�1939（昭和 14）年鋼道路橋設計示方書案で，標準の水平震度として，具体的

に 0.2 が定められた。
(3)　1964（昭和 39）年鋼道路橋設計示方書で，落橋防止対策が規定され始めた。
(4)　�1980（昭和 55）年道路橋示方書で，鉄筋コンクリート（RC）部材の地震時変

形性能の照査が加えられた。

ポイント
関東地震以後の道路橋の耐震設計に関する諸規定の変遷に関する問題である。
解　説
（1）　適切な記述である。
（2）　適切な記述である。
（3）�　1971（昭和 46）年道路橋耐震設計指針で，落橋防止対策（移動制限装置，沓座縁端
距離，桁間連結装置）が規定された。

（4）　適切な記述である。

【正答】（3）

【問題 32】
道路橋の耐震診断（詳細診断）に関する次の記述のうち，不適切なものはどれか。
(1)　�耐震診断を正確に行うためには，材料強度と材料物性値は建設当時の設計基

準値を用いるのがよい。
(2)　�耐震性能の評価にあたっては，許容値の超過を機械的に判定するのではなく，

許容値の超過による損傷の程度や，全体系に与える影響を考慮する。
(3)　�耐震性能の評価は，レベル 2地震動を対象に行うこととし，原則として，レ

ベル 1地震動に対する評価は行わなくてよい。
(4)　�新設構造物の設計では考慮しない事項についても，実験や解析により，その

効果が確実に見込めると判断できる場合には，それらの効果を見込むことが
できる。

ポイント
道路橋の耐震診断（詳細診断）の，耐震診断における新設構造物の設計との違い，想定

地震動，耐震性能の評価に関する問題である。
解　説
（1） 　新設構造物の設計で用いる材料強度や物性値などの設計基準値は，建設される構
造物と構造設計との乖離を埋める安全率が見込まれている。これに対して，耐震診
断では既設構造物が実際に保有する構造性能を正確に評価することが重要であるた
め，材料強度や物性値は既設構造物の抜き取り試験，現位置試験あるいは非破壊試
験などから得られる期待値を用いるべきである。したがって，不適切な記述である。

（2）　適切な記述である。
（3） 　仮にレベル 1地震動に対する耐震性能が満足していなくても，大規模地震である
レベル 2地震動に対して満足しておれば，機能喪失や致命的な損傷に結びつかない。
したがって，適切な記述である。

（4）　適切な記述である。

【正答】（1）

【問題 33】
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道路橋の耐震補強における耐震性能の設定および照査に関する次の記述のうち，
不適切なものはどれか。
(1)　�耐震性能の設定においては，代替路の有無，復旧工事の難易度を考盧して，

所定の性能を確保できるように損傷程度を制御するのがよい。
(2)　�建設年代が古い構造物で将来再構築の計画がある場合，耐用期間を踏まえ，

また地震危険度や致命的損傷の防止などを考慮して，耐震性能を設定するの
がよい。

(3)　�照査においては，各部材の損傷度を考慮し，その損傷状態が構造物全体に対
して致命的影響を及ぼすかどうか判断するのがよい。

(4)　�大規模地震簿に落橋のような致命的な損傷を防止する場合，変形性能よりも
耐力を増加させることで耐震性能を向上させるのがよい。

ポイント
道路橋の耐震補強における，耐震性能の設定および性能照査における留意事項に関す
る問題である。既設構造物の耐震性能の評価は，原則として新設構造物と同様な手法に
よって行う。
解　説
（1）　適切な記述である。
（2）　適切な記述である。
（3）　適切な記述である。
（4） 　大規模地震時に落橋のような致命的な損傷を防止する場合，耐力よりも変形性能
を重視する。

【正答】（4）

【問題 34】 【問題 35】
橋梁の耐震補強に関する次の記述のうち，適切なものはどれか。
(1)　�鉄筋コンクリート（RC）巻立て工法は既設橋脚に RC部材を巻立てることに

より曲げ耐力やせん断耐力を増加させる工法で，巻立て部材の剛性が高いた
め壁式橋脚にも中間拘束材無しで適用できる。

(2)　�モルタル吹付け工法は帯鉄筋やスパイラル鉄筋を配置して，モルタルを吹付
け一体化する工法で，RC巻立て工法に比べ部材断面の増加を少なくできる
ため，建築限界等の制約がある橋脚の補強に適している。

(3)　�連続繊維巻立て工法は高強度，高耐久性の連続繊維シートを既設橋脚表面に
接着させる工法で，補強材料が軽量・柔軟で施工性が良いため河川内橋脚の
補強に適している。

(4)　�免震工法は免震支承などを用いることで構造物の固有周期を長周期化する
とともに減衰性能を高めて地震時慣性力を低減させる工法で，特に長周期構
造物の耐震補強に適している。

ポイント
耐震補強工法の選定に関する問題である。
解　説
（1）　壁式橋脚の場合は，中間拘束材が必要である。したがって，不適切な記述である。
（2）　適切な記述である。
（3） 　連続繊維巻立て工法は，河川内橋脚に対して流木など外部からの衝撃に対する保
護層が必要である。河川内橋脚に適用できないことはないが，適しているとの表現
は不適切である。

（4） 　免震工法は，周期の短い構造物を長周期化するものである。したがって，不適切
な記述である。

【正答】（2）



－46－

2011年度　応用問題Ⅰ

－47－

２
０
１
１
年
度

応
用
問
題
Ⅰ

軸方向鉄筋の段落しを有する既設道路橋の鉄筋コンクリート（RC）橋脚の耐震診
断において，表に示す段落し断面と下端断面の初降伏モーメントが得られた。段落
し断面が，下端断面の初降伏時に発生する曲げモーメントの 1.2 倍以上の初降伏曲
げモーメントを有するように，連続繊維巻立て工法による耐震補強を行う場合，鉛
直方向の連続繊維シートの最小必要層数として，次のうち適切なものはどれか。
ただし，橋脚断面形状は 2�000 × 2�000mmの矩形断面，使用する連続繊維シー

トの設計引張強度は 2�000N/mm2，1 層の厚さは 0.1mmとする。
なお，曲げ耐力算定時の応力中心間距離（コンクリート圧縮応力の合力中心点か

ら連続繊維シートの引張力作用点までの距離）は，有効高さ× 7/8 としてよい。

(1)　1 層
(2)　2 層
(3)　3 層
(4)　4 層

ポイント
RC橋脚の軸方向鉄筋段落し部の耐力評価に関する問題である。
解　説
連続繊維巻立て工法により補強する曲げモーメントを ΔMとする。
この補強する曲げモーメントにより段落し断面の耐力を 1.2倍以上とする。
この条件を満足するための，下端断面の初降伏モーメントMBy0，段落し断面の初降
伏曲げモーメントMty0，各位置までの高さ hByと htとの関係は式（1）となる。
　　1.2×（MBy0/hBy）＜（Mty0 ＋ ΔM）/ht　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
式（1）より ΔMについて整理する。
　　ΔM＞ 1.2×（MBy0/hBy）× ht－Mty0

　　ΔM＞ 1 664 kN･m
橋脚が RC矩形断面と曲げ耐力算定時の応力中心間距離が有効高さ× 7/8より，連続
繊維シートの断面 Acfと設計引張強度σcfy，補強曲げするモーメント ΔMの関係は，式（2）
となる。
　　Acf＝ ΔM/（σcfy×有効高さ× 7/8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （2）
ΔMと式（2）より

【問題 36】

設計条件
　下端断面から慣性力作用位置までの高さ　hBy＝ 10m
　段落し断面から慣性力作用位置までの高さ　ht＝ 6m
診断結果
　下端断面の初降伏曲げモーメント　MBy0＝ 16 200kN･m
　段落し断面の初降伏曲げモーメント　Mty0＝ 10 000kN･m

　　Acf＞ 1 664 kN･m/（2 000 N/mm2× 2 000 mm× 7/8）＝ 475mm2

橋脚の幅が 2 000mm，連続繊維シート 1層の厚さが 0.1mmより連続繊維シート 1層
の断面面積は 200mm2となる。
よって貼り付ける層数は，475/200＝ 2.4層以上の 3層となる。

【正答】（3）
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鉄道ラーメン高架橋に関して，地震時に損傷が生じやすく，地震後の被災調査で
重点的に点検する必要があると考えられる箇所として，次のうちもっとも不適切な
ものはどれか。

(1)　隣接高架橋との接続部
(2)　線路方向の上層梁
(3)　鋼板巻立て補強された柱
(4)　線路方向の中層梁

ポイント
大地震後の点検時の着眼点に関する問題である。
解　説
鉄道ラーメン高架橋の大地震による過去の損傷は，主鉄筋の段落しやせん断耐力不足
に起因して柱，中層梁に生じた事例がある。また，隣接高架橋との接続部では相対変位
差による損傷事例がある。これらの部位は補強の有無にかかわらず点検時の着目点とし
て優先順が高い。したがって，（1），（3），（4）は適切な記述である。（2）は不適切な記述
である。

【正答】（2）

【問題 37】

（1） （2） （3） （4）

基礎を含めた橋脚全体の耐震性能を考慮したうえで，橋脚の耐震補強工法として
鉄筋コンクリート（RC）巻立て工法を採用する場合の留意点に関する次の記述のう
ち，不適切なものはどれか。
(1)　補強主鉄筋は，橋脚の耐震性能を向上させるために，多く配置するのが良い。
(2)　補強帯鉄筋は，橋脚の耐震性能を向上させるために，多く配置するのが良い。
(3)　�主鉄筋のアンカー定着長は，主鉄筋の強度を発揮させるために，長くするの

が良い。
(4)　巻立て厚さは，基礎への負担を小さくするために，薄くするのが良い。

ポイント
耐震補強に対する要求性能としては，一般に耐力の向上，じん性の向上，地震時慣性

力の低減を図ることが主体となる。耐力とは一般に曲げ耐力とせん断耐力であり，耐力
の向上には構造物全体での耐力のバランスに注意が必要である。
解　説
（1） 　補強主鉄筋は曲げ耐力を向上させる。単に曲げ耐力だけ向上させると，破壊モー
ドが曲げ破壊からせん断破壊になる恐れがあり，一概に橋脚の耐震性能の向上とは
ならない。したがって，不適切な記述である。

（2） 　コンクリートの打設性を確保したうえで，せん断補強を司る帯鉄筋は多く配置する。
したがって，適切な記述である。

（3） 　主鉄筋の強度に達する前に抜けることのないよう，アンカー定着長は長くする。
したがって，適切な記述である。

（4） 　補強鉄筋のあきやかぶりを確保したうえで，巻立て厚さは薄くする。したがって，
適切な記述である。

【正答】（1）

【問題 38】
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鉄道の既設ラーメン高架橋の耐震診断の結果，表–1 が得られた。鋼板巻立てに
よるせん断補強，じん性補強を行うこととし，図–1 の補強断面を彼定して補強設
計を行うこととした。これらに関する次の記述のうち，適切なものはどれか。
なお，補強用鋼板の設計せん断降伏強度は 130N/mm2，補強後の柱のじん性率は

9.7，柱のじん性補強に用いる降伏強度スペクトルは図–2 に示すものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表–1

(1)　鋼板に負担させるせん断耐力は 500kN 以上である。
(2)　鋼板巻立て補強により増加するせん断耐力は 600kN である。
(3)　鋼板巻立て補強後の柱の設計曲げ耐力は 1�500kN･mである。
(4)　図–1 の断面では補強後の柱の変形性能は不足している。

ポイント
鉄道ラーメン高架橋の耐震補強設計に関する問題である。
解　説
（1） 　柱に作用する設計せん断力 Vdは 500kN，既設柱の設計せん断耐力 Vydは 300kNで
ある（表–1）。したがって，鋼板に負担させるせん断耐力は両者の差分 500kN－ 300kN

＝ 200kN以上である。したがって，不適切な記述である。
（2） 　補強用鋼板により増加するせん断耐力は 2枚×6mm×760mm×130N/mm2＝1 186kN

【問題 39】

補強鋼板

モルタル
t ＝ 30 mm

b ＝ 760 mm

h ＝ 760 mm

d ＝ 670 mm

設計塑性率
降
伏
震
度

1.0

0.1
0.1 1.0

1

2
3

410

等価固有周期 Teq（s）

降伏深度と等価固有周期の交点から
設計塑性率を読み取る。

Teq ＝ 0.57

Kh（My）＝0.35

図-2

図-1

t ＝ 6 mm

耐震診断結果
　柱に作用する設計せん断力　Vd＝ 500kN
　柱の設計曲げ耐力　Mud＝ 1 500kN･m
　柱の設計せん断耐力　Vyd＝ 300kN
　柱断面が最初に降伏する時の震度　Kh(My)＝ 0.35
　等価固有周期　Teq＝ 0.57s

である（図–1）。したがって，不適切な記述である。
（3） 　鉄道ラーメン高架橋の柱の鋼板巻立て補強は，せん断破壊を防ぐため，曲げ耐力を
増加させずにせん断耐力を増加させるものである。鋼板巻立て補強後の柱の曲げ耐力は，
既設柱の設計曲げ耐力 1 500kN･m（表–1）と変わらない。したがって，適切な記述である。

（4） 　設問中の記述より補強後の柱のじん性率は 9.7であり，設計塑性率 9.0（図–2よりKh

（My）＝ 0.35，Teq＝ 0.57の交点から読み取った値）を上回り，変形性能は満足している。
したがって，不適切な記述である。

【正答】（3）
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【問題 40】
河川内橋脚を有する橋梁等，耐震補強工事に制約のある橋梁の耐震補強法として

橋全体系を考慮した耐震補強がある。橋全体系の耐震補強に関する次の記述のうち，
不適切なものはどれか。
(1)　慣性力分散工法は，橋軸直角方向の耐震補強に適用することが多い。
(2)　�免震工法は，不安定な地盤，長周期構造，負反力が生じる構造等では適用し

ない。
(3)　�変位拘束工法は，小規模橋梁の橋軸方向の耐震補強に適用し，橋台の耐力や

地盤の安定性が高い場合に適用が可能である。
(4)　�上部構造の連続化は，水平力分散工法や免震工法と組み合わせることで，橋

脚の耐震補強範囲を縮小できる可能性がある。

ポイント
河川内橋脚の耐震補強工事では，施工時の仮設備の設置や隣接する施設の移設等で多

大な費用を要する場合がある。また，河川管理上の制約から橋脚補強そのものが不可能
な場合もある。このように直接，橋脚を補強することができないケースでは，橋全体系
として耐震性能の向上を図ることにより，合理的な耐震補強が可能となる場合がある。
全体系を考慮した耐震補強に関する問題である。
解　説
（1） 　慣性力分散工法は，地震時の上部構造の慣性力を複数の下部構造に分担させる際，
ゴム支承などのバネ比を適切に設定することで各橋脚の負担割合を調整するもので
ある。耐力に余裕が無い橋脚の負担を余裕がある橋脚へ移行させることで，橋梁全
体の耐震性を確保できる。したがって，慣性力の作用方向とバネの配置が 1直線上
にあり，分散率の調整効果が高い橋軸方向地震に対して適用することが多い。

（2）　適切な記述である。
（3）　適切な記述である。
（4）　適切な記述である。

【正答】（1）

プレストレストコンクリート（PC）造はりと鉄筋コンクリート（RC）造柱からなる
PC造建物の第 2次診断に係わる調査に関する次の記述のうち，適切なものはどれか。
(1)　�PC 造建物からのコンクリートコア採取は好ましくないので，PC造はりの

コンクリート設計基準強度を建物の診断用強度として採用する。
(2)　�柱のはつり調査によって帯筋端部のフック角度が 90°であることが確認され

たので，せん断強度算定においてその影響を考慮する。
(3)　�エキスパンションジョイント（EXP.J）部の調査により，変形角にして 1/200

程度の間隔であることが確認できたので，診断では EXP.J の影響による減
点を行わない。

(4)　�PC 造建物では，一般のRC造建物よりコンクリート設計基準強度が高いので，
コンクリートの中性化に関する調査は省略できる。

ポイント
PC造建物の耐震診断における調査と構造耐震指標の算定で必要となる値の設定に関

する問題である。
解　説
（1） 　設問にあるような PC造はりと RC造柱からなる PC造建物の場合，一般に，PC

造はりはプレストレッシングに必要な強度の高いコンクリートを，RC造柱には RC

造で標準に用いられる普通強度のコンクリートが採用される。2次診断では，「既存
鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準同解説（以下 RC診断基準）1)」により，RC

部材である鉛直部材（柱・壁）だけの強度とじん性性能に着目するため，PC造はりの
コンクリート設計基準強度を建物の診断用強度として採用するのは不適切な記述で
ある。

（2） 　帯筋のフックの形状については，兵庫県南部地震において，設計図書（135°フック）
どおり施工されていない 90°フックとなっている柱に顕著な被害が多く見られたた
め，はつり調査によって帯筋端部のフック角度が 90°であることが確認された場合
はせん断強度を低減することが望ましい。

（3） 　EXP.Jの設計上の所要間隔は一般に層間変形角 dとして 1/100程度である。RC診
断基準ではグレード Giとして，1/100≦ dで 1.0，1/200≦ d＜ 1/100で 0.9，d＜
1/200で 0.8を与えている。したがって，調査により変形角 dにして 1/200程度の
間隔であることが確認できた場合，Giは 0.9を採用する。したがって，減点を行わ
ないのは不適切な記述である。

（4） 　PC造建物は，一般の RC造建物よりコンクリート設計基準強度が高いが，コンク
リートの基本特性である中性化は速度が遅いものの進行する。したがって PC造建
物であっても中性化に関する調査をしなければならないので，不適切な記述である。

【問題 41】
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参考文献
1)　日本建築防災協会：既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準同解説（2001年改定版），2001.9

【正答】（2）

図は，第 2次診断によるプレストレストコンクリート（PC）造建物 1階の C（強度
指標）–F（じん性指標）関係を示したものである。この図に関する次の記述のうち，
不適切なものはどれか。

(1)　グループ①はせん断柱，グループ②は曲げ柱の部材グループを表している。
(2)　じん性指標 F＝ 1.0 におけるグループ②の強度寄与率（α2）は 0.83 である。
(3)　�グループ①に第2種構造要素が含まれている場合，保有性能基本指標E0は0.8

である。
(4)　�グループ①に第 2種構造要素が含まれていない場合，保有性能基本指標 E0

は最もじん性が大きな部材が破壊する時点の強度指標 C2 に等しくなる。

ポイント
建物の C–F関係から強度型保有性能基本指標を算定する方法を問う問題である。
解　説
（1） 　グループ①はじん性指標 F＝ 1.0でまとめられているからせん断柱を，グループ
②はじん性指標 F＝ 2.0でまとめられているから曲げ柱のグループである。

（2）　グループ②の強度寄与係数α2は，
　　α2 ＝ Q（F1）/Qmu＝ 0.5/0.6＝ 0.83

　 ここに，Q（F1）：第 2グループ以下の柱の R1（F1）でのせん断力
　　　　　 Qmu    ：第 2グループ以下の柱の曲げ強度時せん断力
 したがって，適切な記述である。

（3） 　構造物の終局限界は，第 2種構造要素である柱がある場合，第 2種構造要素であ
る柱の最小のじん性指標となるから，グループ①に第 2種構造要素が含まれている
場合，保有性能基本指標 E0＝ C1× F1＝ 0.8であり，適切な記述である。

（4） 　グループ①に第 2種構造要素が含まれていない場合の保有性能基本指標 E0は下式
で表されるから，C2に等しくはならない。したがって，不適切な記述である。

　　　E0＝（C1 ＋α2C2）･F1

【問題 42】

グループ①

グループ②

じん性指標 F

強
度
指
標

 C

0.8

0.6
0.5

1.0 2.0

C2

C1

a2 ・ C2

【正答】（4）
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【問題 43】
プレストレストコンクリート（PC）造建物の耐震補強に関する次の記述のうち，

適切なものはどれか。
(1)　�耐震補強を行う方向と直交する方向に柱の袖壁を増設する補強方法は，軸耐

力の向上が期待でき，第 2種構造要素の改善に効果がある。
(2)　�既存の PC造はりにプレキャスト PC造ブレース部材を圧着で外付けする補

強方法は，RC造ブレースに比べブレース部材に引張力が作用した場合にも
ひび割れを抑制する効果があり，耐力向上にも有利である。

(3)　�PC 造の補強として，柱はりフレーム内に枠付き鉄骨造ブレースを間接接合
で取り付ける補強方法は，強度とじん性の向上に効果があり有効な方法であ
る。

(4)　�繊維シート巻立て補強は，柱のせん断強度向上と軸力比の制限値を改善する
効果がある。

ポイント
　耐震補強工法の特徴を問う問題である。
解　説
（1） 　既存建物の柱に耐震壁としては扱えない程度の小さな壁板を増設して一体化し，
いわゆる袖壁付き柱に変える工法は，当該方向と直交する方向に増設することにより，
軸力を負担することを目的とし，第 2種構造要素としない方法もある。したがって，
適切な記述である。

（2） 　PC造ブレース部材に引張力が作用した場合，プレストレスによりひび割れを抑制
する効果はあるが，引張耐力の向上は見込めないため，不適切な記述である。

（3） 　柱はりフレーム内に枠付き鉄骨造ブレースで補強する工法は，既存 RC造との適
合性を考慮して，鉄骨架構部自体に高い強度と剛性をもたせ，補強架構全体の降伏

既存RC造骨組
頭付きあと施工アンカー

頭付きスタッド
スパイラルフープ
圧入モルタル

引張・圧縮両用ブレース鉄骨枠
目荒らし

目荒らし 鉄骨枠

引張・圧縮両用ブレース

頭付きあと施工
アンカー
スパイラルフープ

図1　間接接合による補強接合部の例 1）

後におけるじん性能にもすぐれている。しかし，枠を柱はりフレーム内に取り付け
る際に，図1に示すように，あと施工アンカー用の削孔を行なわなければならないが，
PC造はりにはプレストレスが作用しており，一般に削孔を行えない。したがって，
不適切な記述である。

（4） 　繊維シート巻立て補強は，既存の独立柱の外周部に帯状の炭素繊維シートをエポ
キシ樹脂で包帯状に接着して補強するもので，主として柱のせん断強度を向上させる。
高軸力を受ける柱に対してもある程度の補強効果が確認されているが，大変形時に
おいて鋼板巻き補強に比べて激しい破壊を生じる傾向があることなどから，参考文
献 1）ではせん断補強を目的とした補強に限定している。したがって，不適切な記述
である。

参考文献
　1)�　日本建築防災協会：既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修設計指針同解説（2001 年改定版），
2001.9

【正答】（1）
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図–1 は軸方向力 Nと曲げモーメントMが作用するプレストレストコンクリート
（PC）柱（コンクリート圧縮強度 Fc＝ 40N/mm2）の断面とその応力状態を示したも
のである。表–1 に示す軸方向力 Nと引張側の PC鋼材降伏荷重 Tpyの組合せに対す
る終局曲げモーメントMuの大きさを比較した場合の順序として，次のうち適切な
ものはどれか。ただし，計算に際しては，圧縮側の鋼材の影響は無視できるものと
する。

表–1

(1)　Mu2�＞�Mu3�＞�Mu1

(2)　Mu3�＞�Mu1�＞�Mu2

(3)　Mu3�＞�Mu2�＞�Mu1

(4)　Mu2�＞�Mu1�＞�Mu3

ポイント
軸方向力と曲げモーメントが作用する PC柱の終局曲げモーメントの算定を問う問題

である。
解　説
　軸方向力と曲げモーメントが作用する PC柱の終局曲げモーメント算定の実用式は，

【問題 44】

引張側PC鋼材

（a）　断面 （b）　応力状態
単位 ： mm

B
 ＝

 1
00

0

D ＝ 1000

dp ＝ 800 dp ＝ 800

D ＝ 1000

Tpy

N

M

図-1

軸力 N（kN） PC鋼材降伏荷重 Tpy（kN）
Mu1 05 000（圧縮） 05 000
Mu2 000 10 000
Mu3 10 000（圧縮） 05 000

　　Mu＝N（ D
2
－0.5 xn）＋Tpy（dp－0.5 xn）

　　xn＝
N+Tpy

B･Fc

Mu1，Mu2，Mu3をそれぞれ計算すると，

　　xn1＝
5 000 000+5 000 000

1 000×40 ＝250 mm

　　xn2＝
0+10 000 000

1 000×40 ＝250 mm

　　xn3＝
10 000 000+5 000 000

1 000×40 ＝375 mm

　　Mu1＝5�000（ 1 000
2
－0.5×250）×10－3＋5 000（800－0.5×250）×10－3＝5 250 kN･m

　　Mu2＝0（ 1 000
2
－0.5×250）×10－3＋10 000（800－0.5×250）×10－3＝6 750 kN･m

　　Mu3＝10 000（ 1 000
2
－0.5×375）×10－3＋5 000（800－0.5×375）×10－3＝6 188 kN･m

したがって，（1）が正解である。

【正答】（1）
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【問題 45】
PC 鋼棒を用いた圧着タイプのプレキャストプレストレストコンクリート（PC）柱

に関する次の記述のうち，不適切なものはどれか。
(1)　�一般にエネルギー消費能力に乏しい履歴性状を示し，損傷が大きくなければ

地震後の残留変形は小さい。
(2)　�地震時の損傷は部材端部の目地部に集中する傾向があり，耐震性能上この部

分の詳細が重要である。
(3)　�せん断補強量（帯筋断面積×降伏強度）一定という条件で，せん断終局強度を

大きくするためには，帯筋に高強度鉄筋を使う方が有効である。
(4)　�圧着目地部でのせん断力の伝達は，プレストレス力と軸力による摩擦で行わ

れる。

ポイント
PC鋼棒を用いたプレキャスト PC柱の構造性能は一般の RC柱と異なる特徴があり，

それを問う問題である。
解　説
（1）　プレキャスト PC柱の正負交番載荷実験の荷重 –変形関係を図1に示す。

　��　荷重 –変形はエネルギー消費能力に乏しい S字形を示し，損傷が大きくなければ
残留変形は小さい。したがって，適切な記述である。

（2） 　上記実験の試験体の最終破壊状況を図 2に示す。損傷は部材端部の目地部に集中
しており，耐震性能上この部分の詳細が重要であり，適切な記述である。

（3） 　日本建築学会発行の「プレストレストコンクリート設計施工規準・同解説」に記載
されているせん断終局強度式を下に示す。

－5  －4  －3  －2  －1　0　 1　  2　  3　 4　 5
部材角R（×10－2）

600
500
400
300
200
100
000
－100
－200
－300
－400
－500
－600

水
平
荷
重
Q（
kN
）

図1　プレキャスト PC柱の荷重 –変形関係 1）　　　　　　　　図2　最終破壊状況 1）

　 （慣用式）
　　Qu＝{α（fs＋ 0.1σg′）＋ 0.5w fy（pw－ 0.002）}b0 j

　 ここに，fs     ：コンクリートのせん断強度（N/mm2）
　　　　　σg′：重心軸位置の断面幅を用いた長方形断面に対する平均プレストレス
　　　　　　　  ＝ P/（b0D）（N/mm2）
　　　　　w fy   ：せん断補強筋の規格降伏点（N/mm2）
　　　　　pw    ：重心軸位置での断面幅に対して計算されるせん断補強筋比
　　　　　b0      ：重心軸位置での断面幅（mm）
　　　　　j　：応力中心間距離（mm），（7/8）drとしてよい。
　　　　　dr　：圧縮縁から引張鉄筋の重心までの距離（mm）

　　　　　α�：
4

M/（Qdr）＋1 ただし，1≦α≦ 2

　　（トラス・アーチ式）

　　Qu＝b0 j0pww fy＋
b0D

2
（vFc－2pww fy）tanθ

　�ここに，tanθ＝ √（ 2M
QD ）

2

＋ 1－ 2M
QD

　　　　　��b0　　　   ：重心軸位置での断面幅（mm）
　　　　　��j0　　　     ：圧縮鉄筋から引張鉄筋までの重心間距離（mm）
　　　　　��Fc　　　  ：コンクリートの設計基準強度（N/mm2）
　　　　　��w fy　　　：せん断補強筋の規格降伏点（N/mm2）
　　　　　��M，Q：部材最大モーメントおよび部材最大せん断力

　　　　　��v＝αLr（1＋ σg′
Fc
）　（1≧ v≧ 0.65）

　　　　　�　　α＝ √60/Fc　（α≦1）

　　　　　　　��Lr＝
M

2QD 　（Lr≦1）

　　　　　　　��σg′： 重心軸位置の断面幅を用いた長方形断面に対する平均プレス
トレス

　　　　　　　　　　＝ P /（b0D）（N/mm2）
　���　慣用式，トラス・アーチ式のいずれにおいても，せん断補強筋量（帯筋断面積

pw×降伏強度 w fy）一定という条件では，帯筋に降伏強度 w fyが高い高強度せん断補
強筋を使ってもせん断終局強度は大きくならない。したがって，不適切な記述である。

（4）　適切な記述である。

参考文献
　1)�　浜田，大迫，傅，林：100N/mm2 級の高強度コンクリートを用いた PCaPC 柱の実験研究（その 3），
日本建築学会大会学術講演梗概集C-2,�pp.941–942,�2004

【正答】（3）
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【解答作成上の注意事項】
1．この試験問題は，すべて記述式問題です。
2．この試験問題は，A群と B群の問題から構成されています。
3．A群および B群の問題から各 1題（計 2題）を選択して解答して下さい。
4．解答用紙は，4枚です。各問題の解答に各 2枚を使用して下さい。
5． 解答用紙の所定の欄に，受験地，受験番号，選択した問題番号を間違いなく
記入して下さい。

　　 また，右上の頁欄に，頁番号（1/2，2/2）を記入して下さい。

【その他の注意事項】
1． この試験の解答時間は , 「始め」の合図があってから正味 2 時間です。試験開
　始後 1時間および終了前 15分間は退場できません。

2．試験監督の「始め」の合図があるまで，問題冊子を開いてはいけません。
3． 「始め」の合図があったら，ただちに頁数の不足および印刷の不鮮明なところが
　ないことを確認してください。もしあった場合には，手を上げて試験係員に
　申し出てください。試験問題および解答用紙は，あとから再交付，追加交付
　はいたしません。

4．試験問題の内容についての質問には，お答えできません。
5． 「終り」の合図があったら，ただちに解答作業をやめ，係員が回収するまで，
そのまま待っていて下さい。

6．試験問題は持ち帰って結構です。
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A群および B群の問題から各 1題（計 2題）を選択して解答すること。

問 題 A

【問題】
社会資本の老朽化が問題とされるなか，限られた財源で社会資本を維持していく

ためには，ますます構造物の長寿命化が重要となっている。このような観点から，
コンクリート構造物の①点検，②評価と判定，③補修・補強について，それぞれの
段階における留意点を述べるとともに，コンクリート構造物診断の今後の展望を述
べよ。

【問題A－1】

解答例－土木
■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■
１．構造物長寿命化の重要性

社会資本の老朽化が問題となっている現在，限られた財源で社会資本
を維持していくためには，構造物の長寿命化が大変重要である。わが国
の社会資本整備を取り巻く環境は厳しい。今後は，新規投資額は確実に
減少していく事，更新投資は増大していく事，維持管理投資も増大して
いく事，社会資本ストックは確実に増大していく事が予想される。持続
可能な社会資本整備を実現するためには，費用を抑えつつ一定レベルの
維持管理を実行して社会資本ストックを維持し，新規投資と更新投資の
費用を確保して，これを実行することである。

増大する社会資本ストックの性能を一定のレベルで維持し，安心して
使っていくためには，計画的な維持管理が必要である。計画的な維持管
理を実行することが構造物のライフサイクルコストを最少にすると考え
られる。計画的な維持管理には，①点検，②評価と判定，③補修・補強
が重要である。この３つは，早期発見・早期治療ということができ，トー
タルコストを安くして長寿命化に貢献する。
２．維持管理の段階ごとの留意点
①点検：コンクリート構造物では，初期欠陥が耐久性に与える影響が大
きい。このため，新設構造物は初回の点検が重要である。初期欠陥は，
実際の橋梁に供用後数年で現れる不具合である。初回点検の実施で，初
期欠陥の早期発見と早期対策が可能となり，構造物の耐久性向上とＬＣ
Ｃの低減を図ることができる。また，施工時の不具合は竣工前に補修さ

れることが多く，意図的・非意図的にかかわらず結果的に隠蔽され，記
録に残らない。このような不具合は，記録を残した上で補修することが
重要である。施工時の記録と初回点検を組み合わせて，今後の供用期間
中の補修・補強などの維持管理を行う際に構造物の初期値となる。供用
中のコンクリート構造物では，初回の詳細点検で得られた記録が維持管
理上の初期値となる。点検結果を元にした評価と判定により補修補強が
実施され，さらにこれらを記録して，その後の点検計画を立てていく。
②評価と判定：一般に，構造物の劣化は経過年数で加速度的に進展する
ため，早期の適切な補修・補強が多年経過よりもコスト少となる。点検
結果を評価し判定する際には，構造物ごとの維持管理計画方針を策定す
ると良い。この計画には，長寿命化計画と更新計画がある。長寿命化計
画には大別して，永久使用目標型，新設時ＬＣＣ最少型，早期対策型，
事後対策型，の４つである。それぞれ，恒久的に使用することを目的と
するもの，新設時にＬＣＣを算定してトータルがコスト最少となるもの，
点検結果から早期に対処して使用するもの，従来通り異常が生じてから
対処するものである。架替えが非常に困難な橋梁や，架替えに莫大な費
用が必要な橋梁は，永久使用目的型となる。それ以外の橋梁は適切な計
画を選定する。更新計画は長寿命化を目的とせず，架け替えを前提とす
るものである。高価な補修工事より経済的となる場合に適用する。
③補修・補強：補修・補強は前述の維持管理計画に則って補修計画する。
補修計画は，補修後の劣化カーブが重要となる。補修・補強部位に既設
構造物を同じ材料を用いる場合，環境変化がないと仮定すれば劣化カー
ブは同じである。劣化カーブは緩やかなものに出来れば，寿命は延びる
ため，劣化しにくい材料を用いる事も検討する。
３．コンクリート構造物診断の今後の展望

社会資本の量の増大と高齢化が進んでゆく現代に，構造物の性能を良
好に保全する維持管理手法を構築することは急務である。特に維持管理
の根幹となる点検の合理化・最適化は，維持管理行為の費用対効果を高
めトータルコストの低減を図ることが出来る重要な課題であると考える。
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解答例－建築
■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■

日本におけるコンクリート構造物の歴史は，鉄筋の誕生と関係が深く
20 世紀初頭のＲＣ橋を初めに，戦後の高度成長期には膨大なコンクリー
ト構造物が建設された。このような状況の中，50 年を経過する社会資
本の老朽化が問題視され，コンクリート構造物の長寿命化が重要となっ
てきた。ここではコンクリート建築物に着目して記述する。
(1)　コンクリート建築物の点検について

建築物は，設計計画，施工，維持管理および廃棄について，建築基準
法により行うこととなっており，そのため建築基準法や関連法令等を遵
守する必要があり，この点について土木構造物の場合と大きく異なる。 
　｢日本建築学会　建築物の調査・診断指針 （案） 同解説｣ によれば，点
検については，建設時に作成された保全計画により行う日常点検・定期
点検，建築基準法による法定点検によるものがあるが，他に使用者・住
居者からの通報・クレームによるものがある。これらについて変状の有
無を判断するが，変状の程度によって所有者が調査の要否を判断する。
また，1981 年に新耐震設計法が導入され，それ以前の建築物について
の耐震診断・補強が求められている状況であり，この点についても点検
において留意しておく必要がある。
(2)　評価と判定について

点検の結果， 所有者 （管理者） により調査が必要と判断された場合に
は，調査・劣化診断・補修 （維持保全） 補強 （改良保全） などの実施計画
を作成する。実施計画の中の調査には一次劣化調査 （目視） ，二次劣化
調査 （非破壊試験） ，三次調査 （破壊試験） の三段階があり，各段階につ
いて，①中性化，②鉄筋腐食，③ひび割れ，④漏水，⑤強度劣化，⑥大
たわみ，⑦表面劣化，⑧凍害の劣化現象に着目して調査を行うことになっ
ている。所有者は一次劣化調査について評価し，補修補強の必要性を判
断するが，判断できない場合には二次，三次劣化調査を実施する。補修・
補強が必要と判定された場合には，目的，目標性能および予算計画を検
討する。ここで，旧建築基準法で建設された構造物について，耐震補強
のように保全の規模が大規模となる場合には，現行の建築基準法に適合
しなければならないことに留意する必要がある。

(3)　補修・補強について
補修・補強が必要と判断された場合には，所有者は補修・補強工法の

調査，設計者の選定，契約および施工者の選定，契約を行う。設計者は
設計のための調査，保全計画を含む補修・補強計画の作成および補修・
補強設計図書の作成を行う。耐震補強は，既に供用されている建物に対
する補強工事のため，工事期間中の一時的移転，仮設建物の建築，経済
活動の中断などコスト増大に繋がるため，入念な計画を行う必要がある。
また，工事期間中の騒音・粉塵や産業廃棄物などの環境問題にも留意す
る必要がある。
(4)　今後の展望

建築分野において，中高層 （３階建て以上） のマンションストック戸
数は 560 万戸以上で居住人口は約 1400 万人とも言われている。今後少
子高齢化が進む日本では，さらに建設財源の減少が予測され，消費型社
会から循環型社会に移行することが重要である。今後さらに老朽化が進
むコンクリート建築物の延命化や機能・性能の向上を図ること，また時
代とともに益々多様化，高度化するニーズに応え価値を維持するための
ストックマネージメントが重要な時代である。このような中，安全に安
心して快適に暮らせる住環境を維持・向上させるためには，建設技術者
の役割は重要であり，今後コンクリート構造診断士など，専門技術者の
育成と診断技術の向上を図ることが益々重要である。
■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■
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プレストレストコンクリート（PC）構造物について，次の（1）および（2）の問いに
答えよ。
(1)　�①施工に関わる分野，②材料に関わる分野，それぞれについて技術の変遷を述

べよ。
(2)　�(1) で記述した分野の一つを選び，今後のあるべき姿についてあなたの考えを

述べよ。

【問題A－2】

解答例
■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■
(1)　ＰＣ技術の変遷
　日本のＰＣ構造物の歴史は，1951 年のＰＣマクラギ，ＰＣ版および
プレテンションＰＣ桁の工場製品から始まり，2008 年の道路統計年報
によれば，橋長 15m 以上のＰＣ橋は５万９千橋におよぶ。この間のＰ
Ｃ技術全般について飛躍的に向上しているが，ＰＣ定着工法とコンクリ 
ート材料の変遷について述べる。
①施工に関わる分野
ＰＣ定着工法の変遷について
　ＰＣ定着工法の始まりは，フレシネーが 1928 年にフランス国内にＰ
Ｃの基本特許を出願したのを初めに，1939 年にはポストテンション方
式のフレシネー定着方法を実用化した。基本特許が切れた第二次世界大
戦以降は欧米ではポストテンション方式の定着工法が盛んに開発され，
現在では 30 以上のポストテンション定着工法が開発された。わが国には，
主要な工法が導入されるとともに，国産のＰＣ定着工法も開発された。

また，国内のポストテンション方式単純Ｔ桁の定着位置については，
1969 年の｢建設省標準設計｣では，曲げモーメントに対し合理的な配置
とし，ＰＣ鋼材の約半数を主桁上縁に定着していた。その後，切欠き定
着部への雨水の侵入やＰＣ鋼材の損傷が生じるリスクを回避し，ＰＣ鋼
材の大容量の定着工法が開発され，1994 年の｢建設省標準設計｣おいては，
ＰＣ鋼材をすべて桁端部に定着することに改訂された。
②材料に関わる分野
コンクリート材料について

ポルトランドセメントの製造は，1825 年にイギリスで始まったとい
われている。我が国においては，1873 年に深川にセメント工場が建設

され，1875 年に初めてセメントクリンカーが製造，1896 年にはポルト
ランドセメントの製造が開始された。その後 1913 年に高炉セメント，
1921 年にシリカセメント，1929 年に早強セメント，1934 年には中庸
熱ポルトランドセメントの製造が始まった。また戦後の高度成長期には
社会ニーズや構造物の要求性能に合わせ，ＡＥ減水剤の開発，コンクリー
トポンプ車の導入等により，コンクリートの要求性能がさらに高まり，
1953 年には JIS A 5308「レディミクストコンクリート」 が制定された。
　1962 年の高性能減水剤の発明後，1987 年には高性能ＡＥ減水剤が開
発されると，高強度，高流動など高性能なコンクリートが実用化され，
現在では 200N/mm2 を超えるコンクリートが開発されている。
(2)　コンクリート材料に関して今後のあるべき姿
　近年，橋梁の長大化，ビルの高層化に伴い，コンクリートの超高強度
化のニーズは高まっている。このような中，使用するセメント量の増加
や使用骨材によって，コンクリートの収縮量に起因するひび割れが問題
視されている。そのため，土木学会および日本建築学会では，コンクリー
トの乾燥収縮量の上限値を設定し対策を講じたところである。さらには
セメント量の増加によるＡＳＲの発生も懸念されており，アルカリ総量
の規制を厳しくする発注機関も出てきている。また高炉スラグ微粉末や
フライアッシュの使用など，ＡＳＲ抑制対策の研究も進んでいる。この
ようにコンクリートの性能が高度化する半面，課題も表面化しており，
コンクリート材料の更なる研究開発が必要である。また，我が国の資源
は限られており，特に地域生産地域消費してきた骨材については，コン
クリート材料の７割を占めており重要な材料である。今後高度化する社
会のニーズに応えられるように社会基盤を整備するためには，限られた
資源の有効な利用と既設コンクリート構造物の再利用化について，十分
な議論と検討をしていくことが重要である。
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問 題 B

海からの飛来塩分が多い環境下にあるコンクリート構造物に関して，以下の問い
に答えよ。
(1)　�塩害を受けた既設コンクリート構造物の調査および診断の方法について述べ

よ。
(2)　�劣化の程度に対応させて，既設コンクリート構造物の補修・補強などの措置の

方法について述べよ。

【問題B－1】

解答例
■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■
(1)　調査および診断方法
　塩害とは，コンクリート中の鋼材の腐食が塩化物イオンにより促進さ
れ，鋼材の発錆による体積膨張がコンクリートにひび割れや剥離を引き
起こしたり，鋼材の断面減少を伴うことで構造物の性能が低下する現象
である。コンクリート構造物では鉄筋やＰＣ鋼材の劣化程度が耐荷性能
に大きく影響するが，これらはコンクリート中に埋め込まれており，直
接目視調査できない。塩害劣化がコンクリート表面に現れた段階では内
部鋼材の発錆や断面減少が相当進行しており，手の施しようがないこと
もある。このような性状はＲＣ構造よりもＰＣ構造において顕著である。
したがって，塩害環境下にあるコンクリート構造物は，劣化が顕在化す
る前の早期の調査・診断が重要で，現在の劣化の程度の把握とともに，
今後の劣化予測を行うことが必要である。
　海からの飛来塩分が多い環境下においては，コンクリート表面に付着
した塩化物イオンが内部に浸透することによって生じるため，塩害劣化
の進行はコンクリート表面に供給される塩化物イオン量とコンクリート
中を浸透する塩化物イオンの拡散の程度に影響される。したがって，実
構造物から採取した試料をもとに塩化物イオンの拡散予測を行い，内部
鋼材の深さとの関係から将来の劣化を予測することが基本となる。
　なお，コンクリート表面の塩化物イオンの分布は，海からの距離や高
さだけでなく，構造物の形状や向きによっても大きく異なる。例えばＰ

Ｃ桁橋において，海側と山側の主桁では塩化物イオン濃度が大きく異な
り，１本の主桁の裏表面でも異なる。そのため，試料の採取位置の決定
は，このような濃度分布の違いに留意して行う。
(2)　補修・補強方法
　塩害劣化の進行程度を４段階に分類し，各段階に応じた補修・補強措
置の方法を記す。
①潜伏期　　塩化物イオン濃度は腐食発生限界以下で，外観上の変状が
見られない段階である。腐食ひび割れは発生していないが，鉄筋近傍で
の塩化物イオン濃度が増加傾向にあるので，劣化因子の遮断目的とした，
表面被覆工法やひび割れ補修工法，予防保全としての電気防食工法を適
用する。
②進展期　　塩化物イオン濃度は腐食発生限界以上で，鋼材の腐食開始
から腐食ひび割れ発生の間の段階である。劣化因子の遮断だけでは十分
な補修効果が期待できないので，表面被覆工法，ひび割れ補修工法に加
え，鉄筋腐食の進行速度を抑制するための電気防食工法，限界を超えた
塩化物イオンを除去する電気化学的脱塩工法，塩化物イオンを含んだコ
ンクリートを除去する断面修復工法を適用する。
③加速期　　腐食ひび割れが多数発生し腐食速度が増大しており，錆汁
や部分的な剥離・剥落が見られる段階である。劣化したコンクリートの
除去や鉄筋腐食の進行を抑制するため，電気防食工法，電気化学的脱塩
工法，断面修復工法を適用する。
④劣化期　　腐食がますます進行しており，ひび割れ幅の拡大や，剥離・
剥落が見られ，部材の耐荷力の低下が懸念される段階である。電気防食
工法，電気化学的脱塩工法，断面修復工法に加え，腐食量の増大により
耐荷力の低下が懸念される場合は，コンクリート巻立て工法，鋼板・Ｆ
ＲＰ接着工法などの補強，大規模なコンクリート打換え工法を検討する。
■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■
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(1)　�あなたが専門とする分野におけるコンクリート構造物について，耐震設計基準
や規定の変遷を述べよ。

(2)　�現在の耐震設計基準を満足しない既設コンクリート構造物の事例を 1つ挙げ，
その構造物の耐震診断と耐震対策について述べよ。

【問題B－2】

解答例－土木
■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■
(1)　道路橋における，耐震設計基準や規定の変遷
　道路橋の耐震設計は，関東大震災後の 「 大正15 年道路構造に関する
細則案 」 に始まる。示方書類は 「 昭和14 年鋼道路橋設計示方書案  」 が
定められた。耐震設計の基準類は，その後の福井地震，新潟地震，宮城
県沖地震，浦河沖地震，日本海中部地震，兵庫県南部地震など主な地震
被害を受けて改訂を重ねてきた。
　耐震設計法については当初から震度法に基づいており，関東大震災後
の示方書案から，標準の水平震度として 0.2（鉛直震度は 0.1）が定めら
れた。その後，建設地の地域特性や地盤，構造物の重要度などによる設
計震度の補正係数が加えられ，  「 昭和 46 年道路橋耐震設計指針」 では構
造物の応答を考慮した修正震度法が導入された。
　「 昭和 55 年道路橋示方書Ⅴ耐震設計編 」 から，ＲＣ部材のぜい性的
な破壊を防ぐ目的で地震時変形性能の照査が加えられた。「 平成２年道
路橋示方書Ⅴ耐震設計編 」 では，従来の震度法と修正震度法を新たに震
度法としてまとめ直すとともに，ＲＣ橋脚の変形性能照査として保有水
平耐力の照査規定が設けられた。
　兵庫県南部地震を受けて改訂された 「 平成８年道路橋示方書Ⅴ耐震設
計編 」 では，震度法に加え，発生確率が低い大きな強度を持つ地震動も
考慮することになった。橋の耐震設計では，供用期間中に発生する確率
が高い地震動（レベル１地震動）と供用期間中に発生確率は低いが大きな
強度を持つ地震動（レベ２地震動）の２段階の地震動を考慮するものであ
る。さらにレベル２の地震動ではプレート境界型の大規模地震動のタイ
プⅠ地震動と内陸直下型地震動のタイプⅡを考慮することとなった。
(2)　現在の耐震設計基準を満足しない道路橋の事例と耐震診断と耐震
対策

　道路橋における現在の耐震基準である 「 平成 14 年道路橋示方書Ⅴ耐
震設計編 」 を元に，これを満足しない落橋防止システムについて述べる。
既設橋梁の落橋防止システムは設計年代に応じて，設置されているもの
の強度が不足しているものや，新たに設置する必要があるものがある。
　従来，桁かかり長は支間に応じて設定していた。現在の基準では，大
規模地震を想定した桁端部における相対変位を基本として算出するよう
に改訂された。桁かかり長は，落橋防止システムの中で，最も重要とさ
れているものである。現在の基準で桁かかり長を算出し，不足するもの
については下部構造の天端に鋼製または鉄筋コンクリート製のブラケッ
トを増設して，必要な桁かかり長を確保する。
　段差防止構造の設置は現在の基準で新たに設けられもので，支承が破
損した場合に生じる路面の段差防止を目的とする。したがって，段差防
止構造の増設は既設支承高の高い場合に実施され，施工性から既設支承
脇にゴム板とコンクリートあるいは鋼製台座を組み合わせた構造が多く
見られる。設置に際しては，支承周りの維持管理に留意し増設部材が既
設支承を隠さないようにすることも重要である。段差防止構造を設置す
ることによって，大地震により万一支承が損傷した場合でも緊急車両の
通行が確保される。
■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■
32文字×25行×2（＝1 600字）

解答例－建築
■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■
(1)　プレストレストコンクリート（ＰＣ）造建築物の耐震基準の変遷

ＰＣ造建築物の耐震設計に対する最初の法的規定は，1960 年（昭和
35 年）の建設省告示第 223 号であり，当時一般的であった短期許容応力
度設計法に代わり終局強度型設計法が導入されていた。本設計法の特徴
は，地震時に 1.2（Ｇ＋Ｐ）＋ 1.5K で与えられる荷重組合せに対して，
部材の終局強度が下回らないことを確かめるものであった。ここに，Ｇ：
固定荷重，Ｐ：積載荷重，Ｋ：地震荷重。さらに，建物高さは 16m 以下，
かつ４層以下と規模に対する制限も厳しく規定されていた。

1973 年（昭和 48 年）には告示が改正され（建設省告示第 949 号），以
前の高さ制限である 16 ｍ以下が撤廃され、建物高さ 31 ｍまでの建築



－74－

2011年度　応用問題Ⅱ

－75－

２
０
１
１
年
度

応
用
問
題
Ⅱ

が認められるようになった。地震に対する設計用荷重の組合せとして，
曲げに対してＧ＋Ｐ＋ 1.5K，せん断に対してＧ＋Ｐ＋ 2.0K と改正された。

1981 年には，耐震設計の大きなターニングポイントとなった施行令
の改正，いわゆる “ 新耐震設計法 ” の導入が行われた。新耐震設計法では，
地震荷重に対する設計が１次設計（短期許容応力度設計）と２次設計（保
有水平耐力の確認）の２段階となった。それに合わせてＰＣ造の規定で
ある建設省告示第 1320 号が 1983 年（昭和 58 年）に制定され，ＰＣ造に
ついては２次設計における保有水平耐力の確認と同等な設計法として，
従来からの終局強度型設計は設計ルート３ａとして位置付けられた。
ルート３ａでは，ＲＣ造など他の構造と併用する場合も含めて，高さ
31m 以下のＰＣ造建築物に終局強度型設計法が適用可能とされた。保
有水平耐力の確認はルート３ｂと名付けられ，建物高さ 31 ｍを超える
場合には，本設計ルートによることが規定された（ただし，高さ 60 ｍ
以下）。ルート３ａでは，地震に対する荷重の組合せはＧ＋Ｐ＋ 1.5・
Fes・Ｋとされた。Fes は，剛性率，偏心率による割増し係数である。
ＰＣ造建築物は，1981 年以前より地震荷重に対してベースシアー係数
にして 0.2 × 1.5 ＝ 0.3 の弾性応力を用いて終局強度型設計を行ってき
た訳で，新耐震設計法の精神を先取りしていたといえる。

2007 年のＰＣ造の告示改正では，ルート３ａ等の設計法はそのまま
踏襲され，加えて高さ 60m 以下のＰＣ造建築物の設計に限界耐力計算
法が追加された。限界耐力計算法は，地震応答スペクトルと建築物を等
価１質点系モデルに置換した荷重－変位関係の比較から建築物の応答値

（耐力と変形）を評価する方法である。もう一つの改正点は，アンボンド
ＰＣ鋼材の使用を大梁や柱等の主要構造部材にまで拡大したことである。
(2)　耐震診断と耐震対策

新耐震設計法が導入される 1981 年以前の建築物は，地震荷重に対し
て短期許容応力度設計によって設計されているため，現行の耐震基準を
満足していないことが多い。これらの耐震性が不足すると思われる建築
物は耐震診断によって耐震性を判定することになる。

既設コンクリート構造物の耐震診断は，日本建築防災協会発行の「既
存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準同解説」により行うのが一
般的である。構造体の保有する耐震性能を構造耐震指標 Is とし，対応
する判定値を構造耐震判定指標 Iso として表し，Is ≧ Iso であれば，構

造体の保有する耐震性能が判定値以上であるので，構造体は一応安全，
すなわち想定する地震動に対して所要の耐震性能を確保しているとし，
そうでなければ耐震性に疑問ありとする。耐震性に疑問ありとされた建
築物は耐震対策をすることになる。

耐震補強工法には，壁の増設による補強，柱の補強，鉄骨系架構によ
る補強，外付けフレームの増設による補強などがある。外付けフレーム
の増設の中にはプレストレスを利用したものがある。
■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■
32文字×25行×2（＝1 600字）
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【問題B－3】
昭和 40 年頃までに建設されたコンクリート橋梁のなかで，プレテンション方式

によりプレストレスが導入されたT桁橋について，以下の問に答えよ。
(1)　T桁橋の間詰め部で観察される変状とその原因について述べよ。
(2)　�T 桁橋の間詰め部の変状に対して適用される補修・補強工法を述べよ。また，

その対策工法を採用する際の留意点について述べよ。

解答例
■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■
(1) Ｔ桁橋の間詰め部で観察される変状とその原因

Ｔ桁橋の間詰め部は，昭和 40 年代頃までは主桁上床版のテーパーが
設けられていない場合や，主桁からの差し筋が設置されていない場合が
あった。そのため，間詰めコンクリート部の漏水・錆汁や遊離石灰の滲
出が懸念される箇所である。
(2) Ｔ桁橋の間詰め部の変状に適用される補修・補強方法とその留意点

間詰めコンクリートの変状が軽微な場合は，ひび割れ補修工法を実施
する。ひび割れ補修工法には，注入工法，充填工法，表面塗布工法があ
る。注入工法と表面塗布工法は，一般に 0.2mm 以下の微細なひび割れ
に対し劣化因子の遮断を目的に行われ，充填工法は 0.5mm 以上の比較
的大きなひび割れ部に適用する。また，注入工法の施工上の留意点とし
ては，注入箇所が漏水等によって湿潤状態にあると接着不良を起す可能
性があるので，注入材は性能の確認された湿潤面用注入材を用いなけれ
ばならない。セメント系やポリマーセメント系の注入材を注入する場合
は，注入箇所が乾燥状態にあると注入途中で目詰まりを起してしまうた
め，注入材の注入前に水を注入する等して湿潤状態にする必要がある。

変状が著しく悪い場合は，床版コンクリートを取り除き，新しいコン
クリートを打設する，断面修復工法を実施する。断面修復工法には，左
官工法，注入工法，吹き付け工法があり，施工条件・補修規模を考慮し
て工法を選定する。また，多量の塩化物イオンが侵入したり，中性化が
進行したコンクリートの修復を行う場合は，断面修復部と未修復部の間
にマクロセルが形成されて未修復部の鋼材腐食が進行するマクロセル腐
食に留意する必要がある。さらに，断面修復工法では，コンクリートを
大きくはつり取ることによって，部材の応力状態に影響を与える可能性

があるので，床版の構造性能の照査を実施する必要がある。
上記床版の構造性能照査で補強が必要になった場合は接着工法等で補

強する。接着工法には，鋼板接着工法とＦＲＰ接着工法がある。鋼板接
着工法は，コンクリート部材の表面に鋼板を取付け，鋼板とコンクリー
トの空隙に注入用接着剤を注入し補強材としての鋼材を接着させて既存
部材と一体化させることにより耐力向上を図る工法である。また，本工
法を床版に適用する場合は，滞水の可能性があるので事前に橋面防水に
て床版下面への漏水を防ぐことが重要である。ＦＲＰ接着工法は，連続
繊維を 1 方向あるいは 2 方向に配置してシート状にした補強材を接着し，
既設部材と一体化させ耐力の向上を図る工法である。連続シートには，
炭素繊維やアラミド繊維がある。また，本工法に使用するプライマー及
び含浸接着樹脂は，一般的にエポキシ樹脂が用いられるが，使用にあたっ
ては連続繊維シートとの適合性を考慮して使用しなければならない。

上記の接着工法時の床版下面への漏水を防止または劣化因子の浸透防
止のために橋面防水工や床版下面には表面被覆工法を実施する必要があ
る。道路橋の橋面防水の種類は大きく分けて，シート系防水と塗布系防
水の 2 種類がある。シート系防水は，主に基材のポリエステル不織布に
改質アスファルトを含浸させた積層構造のアスファルト系シート防水の
実績が多い。塗布系防水は，アスファルトに合成ゴムや合成樹脂などを
添加したアスファルト加熱型の実績が多い。表面被覆工法には，有機系
表面被覆工法と無機系表面被覆工法があり，コンクリート表面を有機系
または無機系の材料で覆うことにより外部からの劣化因子の浸入を制御
し，構造物の耐久性を向上させる目的で実施する。また，表面被覆材は，
適用構造物の置かれている環境条件や劣化状態の違いに応じて各種材料
を使い分けることが重要であり，その要求性能に，防水性・柔軟性・遮
塩性・透湿性などが挙げられる。
■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■■■◇■■■■□■■
32文字×25行×2（＝1 600字）




