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解説

5 この示方書では この規準では

61 5.2 12 定めるものとする 定めるものとする。
62 5.3
解説

15 設計作用の組合わせ 設計作用の組合せ

66 5.4.2
解説 図 5.4.1

13 a

67 5.4.2
解説

7～ 11 コロンが縦にそろっていない

67 5.4.2
解説 図 5.4.2

20 セット後の緊張力が Pl セット後の緊張力は Pt　

68 5.4.2
解説

8～ 凡例追加 Ep：緊張材のヤング係数

68 5.4.2
解説（ⅱ）②

解 5.4.10 
解 5.4.11

5章　作　　　用

68

（ⅱ）　コンクリートのクリープ，（ⅲ）　コンクリートの収縮，（ⅳ）　鉄筋の拘束の影響
コンクリートと PC鋼材との間に付着がある場合，クリープ・収縮の影響による PC鋼材の引

張応力度減少量は次により算定してよい。
①　PC構造の場合

PC構造においては，鉄筋の拘束の影響を考慮しなくてもよい。この場合，PC鋼材の引張応
力度の減少量は，式（解 5.4.9）により算定してよい。

 （解 5.4.9）

ここに， Dvpcs：コンクリートのクリープおよび収縮による PC鋼材の引張応力度の減少量 

] ：コンクリートのクリープ係数 

f′cs ：コンクリートの収縮ひずみ 

np ：PC鋼材のコンクリートに対するヤング係数比（np=Ep/Ec） 
vpt ：緊張作業直後の PC鋼材の引張応力度 

v′cpt ：緊張作業直後のプレストレス力による PC鋼材位置のコンクリートの圧縮応力度 

v′cdp ：永続作用による PC鋼材位置のコンクリートの圧縮応力度
②　PPC構造の場合

PPC構造においては，鉄筋の拘束の影響も考慮している。この場合，PC鋼材の引張応力度の
減少量および引張鉄筋の応力度の変動量は，式（解 5.4.10）および式（解 5.4.11）により算定して
よい。一方，永続作用時でひび割れが生じない場合のコンクリート応力度は，引張鉄筋に作用す
る圧縮力の反力の影響を考慮して求めることができる。

{1+app（1+]/2）}･Dvpcs+asp（1+]/2）･Dvscs

=np･{]（v′cpt+v′cds）+Ec･f′cs} （解 5.4.10）
{1+aps（1+]/2）}･Dvpcs+ass（1+]/2）･Dvscs

=ns･{]（v′cps+v′cds）+Ec･f′cs} （解 5.4.11）
ただし， app=np･Ap･（1/Ac+ep

2/Ic） 
aps=ns･Ap･（1/Ac+epes/Ic） 
asp=np･As･（1/Ac+epes/Ic） 
ass=ns･As･（1/Ac+es

2/Ic）
ここに， Dvpcs　：コンクリートのクリープおよび収縮による PC鋼材の引張応力度の減少量 

Dvscs ：コンクリートのクリープおよび収縮による引張鉄筋の応力度の変動量 

] ：コンクリートのクリープ係数 

f′cs ：コンクリートの収縮ひずみ 

np，ns ： PC鋼材，鉄筋のコンクリートに対するヤング係数比 

 np=Ep/Ec，ns=Es/Ec

v′cpt：緊張作業直後のプレストレス力による PC鋼材位置のコンクリートの圧縮応力度
v′cps：緊張作業直後のプレストレス力による引張鉄筋位置のコンクリートの圧縮応力度
v′cdp：永続作用による PC鋼材位置のコンクリートの圧縮応力度 
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｛1+app（1+ø/2）｝･ σpcs+asp（1+ø/2）･ σscs

＝np･｛ø（σ′cpt+σ′cdp）+Ec･ε′cs｝
aps（1+ø/2）･ σpcs+｛1+ass（1+ø/2）｝σscs

＝ns･｛ø（σ′cps+σ′cds）+Ec･ε′cs｝
ただし，以下は同様
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解説

10 式（解 5.4.12）の分母の（1 /A+e2
p+s / lc） 式（解 5.4.12）の分母の（1 /A+e2

p+s / Ic）

72 5.4.4（2） 1 構造物周辺の相対温度 構造物周辺の相対湿度
103 6.5.1（3） 下から 3 ……曲げおよび押被きせん断に対して…… ……曲げおよび押抜きせん断に対して……
146 資料編 

事例 1
4 「解決策実現への課題」の 1行目

既節構造物
既設構造物

146 資料編 
事例 3

下から 9 「制約条件の解決策」の 14 行目
東海地震や割断層

東海地震や活断層

146 資料編 
事例 3

下から 7 「制約条件の解決策」の 16 行目
斜材が劣化や破断に対して

斜材の劣化や破断に対して

162 資料編 
事例 5

14 「性能創造の概要」の 2行目
制約条件とその解決法方法

制約条件とその解決策

166 資料編 
事例 7

9 「橋梁概要」の 7行目
活荷重：A活荷重

活荷重：B活荷重

166 資料編 
事例 7

14 「性能創造の概要」の 2行目
制約条件とその解決法方法

制約条件とその解決策

167 資料編 
事例 7

下から
12

「性能にかかわる要求事項とその照査」の 3行目
•供用性：材令差のある……

•供用性：材齢差のある……

170 資料編 
事例 9

9 「橋梁概要」の 7行目
活荷重：A活荷重

活荷重：B活荷重

170 資料編 
事例 9

14 「性能創造の概要」の 2行目
制約条件とその解決法方法

制約条件とその解決策
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