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第1章　製品概要

1　プログラム概要
ポータルラーメン橋とは、背面から土圧を受ける下部構造と上部構造が剛結された単径間のラーメン橋です。
NEXCO設計要領第二集、並びに、ポータルラーメン橋の設計に関する基本事項　平成20年1月　土木研究所資料を参考文
献として、ポータルラーメン橋(PRCポータルラーメン橋、単径間門型ラーメン構造)の設計を行います。
施工過程を考慮した構造モデルと荷重状態に対応し、解析は2次元の骨組モデルとして行います。
解析結果から安定計算と部材検討を行い、隅角部の設計、翼壁の設計、固有周期の算出などもサポートしています。

1－1　対象構造
上部構造形式

構造形式 RC PC PRC
中空床版橋／中実床版橋 ○ ○ ○

箱桁橋 × ○ ○

橋面形状
橋面の形状は四辺形とします。ポータルラーメン橋は両側の橋台から土圧を受ける構造であり上部構造に軸方向力が作用
するため、主桁が曲線となるような急カーブの区間に本構造が採用されることは極めて少ないものと考えられます。カーブが
緩やかな区間では採用される場合もあると思われますが、このような区間では床版の張出し量の変化も少なく、直線橋とし
て取り扱っても大きな問題はないと判断しております。

下部構造形式
下部構造の形式は逆T式橋台（竪壁、底版）とします。

基礎形式
直接基礎のみ（基礎バネの入力で杭基礎モデルも対応可）

施工段階に考慮
・施工方法　1
　橋台施工時に一部土圧を作用させ、上部工を緊張した後で、残りの背面土砂を埋め戻す。
・施工方法　2　（未対応）
　上部工まで施工(緊張)し、一部土圧を作用させた後で、残りの背面土砂を埋め戻す。
・施工方法　3
　上部工まで施工(緊張)し、背面土砂を一気に埋め戻す。

1－2　計算機能
解析
Engineer's Studio®による平面骨組み解析モデル作成。設計荷重は、自重、橋面荷重、雪荷重、乾燥収縮、温度差、温度変
化、支点移動、プレストレス荷重、活荷重などを内部生成し、クリープ力の計算をサポート。

照査範囲
レベル1地震時までの検討。
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上部構造
（○：設計荷重時　　◎：設計荷重時並びに終局荷重時　　●：終局荷重時）
照査対象 照査項目 PC PRC RC
曲げ照査 合成応力度 ○ ○ ×

鋼材応力度の増加量 ○ ○ ×
曲げひび割れ幅 × ○ ×

RC応力度 ○ ○ ○
曲げ破壊モーメント ● ● ●
引張鉄筋量 ○ ○ ×
曲げ疲労 × × ×

せん断照査 平均せん断応力度 ◎ ◎ ◎
斜引張応力度 ○ ○ ×

斜引張鉄筋応力度 × ○ ○
ウェブ圧壊に対する耐力 ● ● ●
斜引張破壊耐に対する耐力 ● ● ●

せん断必要鉄筋 ● ◎ ◎
せん断疲労 × × ×

ねじり照査 ウェブ圧壊に対する耐力 ● ● ●
斜引張破壊耐に対する耐力 ● ● ●

○ ○ ○

下部構造
照査項目 照査内容 竪壁 底版
RC応力度 曲げモーメント又は軸方向力が作用する部材照査 ○ ○

平均せん断応力度 せん断力が作用するRC部材照査τa1 ○ ○
せん断必要鉄筋量 斜引張鉄筋量Awreq ○ ○

安全照査
転倒に対する検討、滑動に対する検討、地盤反力に対する検討に対応。 

その他検討項目
翼壁の設計計算、隅角部の設計、床版張出し部の断面照査、固有周期の算出
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2　フローチャート

開始

初期入力

計算実行

終了

計算確認

計算書作成

下部構造データ

設計条件

上部構造データ

基礎構造データ
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第2章　操作ガイダンス

1　モデルを作成する　
使用サンプルデータ：「中空床版橋PRC.16ｐ」

入力項目の詳細については製品の【ヘルプ】をご覧ください。
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1－1　初期入力

1－2　設計条件

説明図
 [？説明図]ボタンで具体的な施工方法を図示できます。

新規
「新規入力」を選択し、「確定」をクリックします。

設計条件（共通）
設計の基本条件を入力します。

橋名、路線名、道路規格、設計速度、大型車交通量
半角文字で最大60文字まで入力できます。

上部構造形式

構造形式 構造部材
中空床版橋 PRC

下部構造形式
→逆T式橋台

基礎形式
→直接基礎

支点沈下
→考慮しない

施工方法
→方法1：台施工時に一部土圧を作用させ、上部工を緊張した
後で、残りの背面土砂を埋め戻す。
※「説明図」ボタンで具体的な施工方法を図示しています。

翼壁
→なし

ひび割れ制御
死荷重時 方法B
設計荷重時 方法A
方法(A)：曲げひび割れ幅の計算を行います。
方法(B)を選択すると引張鉄筋量を計算します。

隅角部の設計
→隅角部の設計を行う
　鉄筋規格：SD345

解析オプション
若材令のEcの推定：JH設計要領
腐食環境：一般の環境
鋼材の腐食に対する
環境条件

異形鉄筋・普通丸鋼 PC鋼材
0.005C 0.004C

許容曲げひび割れ幅
を算出する係数

上縁 下縁
0.0040 0.0050

曲げ引張強度δの取り扱い
→JH設計要領の式による（中間支点上も）
　☑コンクリート標準示方書[構造性能照査編]対応
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支間構成データ_横桁
上部工形式によって、入力項目の扱いが異なります
PRC中空床版橋の場合は本数と厚さのみです。

中間横桁本数n
→3

中間横桁厚ｔ（m）
→0.300

E1,E2は、隅角部寸法で入力したHBR+AB+HBFより内部固
定値となります。

上図に従って値を入力し、「確定」ボタンを押します。
直接、次の入力画面に進む場合は、「次へ」ボタンを押しま
す。

支間構成データ_支間構成
橋長
上部工の全水平長さを入力します。
→30.000　L（m）

標準部桁高
標準的な桁高さを入力します。
→1.200　H（m）

縦断勾配
縦断勾配(A1からA2が上りの場合は + とする値を％で入力し
て下さい。
→0.000　i（％）

支間構成データ_隅角部寸法
A1側 A2側

後ハンチ長 HBR（ｍ） 1.000 1.000
竪壁厚 AB（ｍ） 2.000 2.000

前ハンチ長 HBF（ｍ） 1.200 1.200
桁橋高 GH（ｍ） 1.300 1.300

後ハンチ高 HHR（ｍ） 0.100 0.100
受台幅 GB1（ｍ） 0.500 0.500
受台高 GH1（ｍ） 0.500 0.500

ハンチ下面から施工境界 DH（ｍ） 1.000 1.000
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橋面形状_幅員構成
道路幅員
A1からA2を見て、左側と右側の幅員を入力します。
道路中心から左地覆外側までWL(m) 3.000
道路中心から右地覆外側までWR(m) 3.000

斜角
道路中心線と、パラペットとの角度を度分で入力します。
直橋を90度00分とし、道路中心線から左側の角度を入力しま
す(45～135度)。

（度） （分）
斜角θ 90 0

橋面形状_橋面形状[1]
左地覆幅 WL1（m） 0.200 左地覆高 HL1（m） 0.250
右歩道幅 WL2（m） 0.500
左縁石幅 WL3（m） 0.300 右縁石高 HL2（m） 0.200
左車道幅 WL4（m）
中央分離帯幅 

WC（m）
0.000 中央分離帯高

HC（m）
0.000

道路中心から中央分離
帯中心まで WCX（m）

0.000

右車道幅 WR4（m）
右縁石幅 WR3（m） 0.300 右縁石高 HR（m） 0.200
右歩道幅 WR2（m） 0.500
右地覆幅 WR1（m） 0.200 右地覆高HR1（m） 0.250

橋面形状_橋面形状[2]
左歩道部最小舗装厚 TL2（ｍｍ） 40.0
左車道部最小舗装厚 TL4（ｍｍ） 40.0
右車道部最小舗装厚 TR4（ｍｍ） 40.0
右歩道部最小舗装厚 TR2（ｍｍ） 40.0
左歩道部横断勾配 iL2（％） -2.000
左車道部用談購買 iL4（％） 0.000
右車道部横断勾配 iR4（％） 0.000
右歩道部横断勾配 iR2（％） 2.000
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橋面形状_防護柵（壁高欄）
図を参考に値を入力し、「確定」ボタンを押します。
（今回は入力の必要はありません）

荷重条件
活荷重
→B活荷重（L荷重）

地域別補正係数
→A1

設計水平震度kh
地震時慣性力の計算に使用します。
上部工躯体部 0.17
下部工躯体部 0.17
裏込土砂部 0.14

乾燥収縮
プレストレス現象量算定用　：　20.00
不静定力算定用　：　15.00
乾燥収縮度算定方法　：　上記表示値を用いる

単位体積重量γ（kN/m3）
水 10.0
無筋コンクリート 23.0
舗装材（歩道部） 22.5
舗装材（車道部） 20.0

雪荷重
常時（活荷重あり） 1.75
常時（活荷重なし） 3.50
L1地震時 3.50

温度（℃）
温度変化 T 10.0
温度差 ΔT 5.0

上載荷重（kN/m2）
常時 q 10.00
L1地震時 q' 0.00
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荷重の組合せと割増係数
割増係数
コンクリートの許容曲げ圧縮応力度及び鋼材の許容引張応
力度の割増係数です。

割増係数
導入直後 1.00
死荷重時 1.00
全死荷重時 1.00
設計時 1.00
温度時 1.15
地震時 1.50

荷重の種類とその割増係数
死荷重、プレ2次力にクリープ力が含まれます。
本割増係数[セルが黄色]の変更は出来ません。

検討組合せケース
検討組合せケースを内部的に生成し表示します。組合せを変
更することはできません[セルが黄色]。

実行フラグ
各照査項目毎に、その組合せで検討するか否かの計算スイッ
チです。1は実行、0は実行しない、となります。任意に設定で
きますが、今回は設定の必要はありません。

初期設定
実行フラグを全て「1」に設定し直します。本処理は全照査項
目に対して実行されます。

検討荷重ケース参照
検討荷重ケース番号と荷重種類を参照できます。

任意荷重ケース参照
任意荷重ケース番号と荷重種類を参照できます。

タブ表示状態変更
タブの表示状態を重ね合わせ表示するか、横一列表示するか
を切り替えます。

コンクリート材令
クリープ係数の値を算出する時のコンクリート材令を入力し
ます。

竪壁部材(施工境界より下)のクリープ
→考慮しない
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1－3　上部構造データ

「断面自動生成」ボタン
設計条件で入力した形状寸法を使用し、
上部構造、全断面形状位置での形状寸法を自動設定します。
この機能を利用して生成後、確認し、拡大図の通り値を設定します。
※本データでは、標準部、ハンチ端（A1,A2）、竪壁前面（せん断照査位置）（A1,A2）、竪壁付根（前面・支間側（A1,A2）の　　　
７断面のみほぼ同じ値を設定します。ただし、標準部以外の断面は　ボイド数ｎ＝0、位置ｙ＝0.525（m） とします。
それ以外の断面については入力の必要はありません。

設計条件（上部構造）
コンクリート強度、PC鋼材、鉄筋規格を選択します。

主桁コンクリート　δck（N/mm2）
→40

PC鋼材
→12T12.7B（SWPR7BL）

主桁鉄筋
→SD295B

PCケーブルの平面配置の折れ角（緊張端）
→考慮しない

せん断補強鉄筋
ピッチ a 12.5(cm)
鉄筋量 Aw 20.000(cm2)

セルが黄色箇所は、コンクリート強度を選択することで、
[基準値-材料]テーブルで設定している値を表示します。
黄色セルの値を変更する場合は、基準値での登録値を変更
します。

形状寸法（上部構造）
断面名称
→標準部

プログラム内部で下に示す13箇所の断面を用意しています。
・標準部
・A1-桁端　　
・A1-ハンチ端　　 
・A2-桁端   
・A2-ハンチ端
・A１-竪壁付根(背面側)　　　　
・A2-竪壁付根(背面側)
・A１-竪壁付根(前面・支間側)　
・A2-竪壁付根(前面・支間側)
・A１-竪壁付根(前面・桁端側)　
・A2-竪壁付根(前面・桁端側)
・A１-竪壁前面（せん断照査位置）
・A2-竪壁前面（せん断照査位置）

断面寸法
B1 (m) 1.200
B2 (m) 0.000
H1 (m) 0.200
H2 (m) 0.200

孔情報
ボイド数n 3

ボイド径φ（m） 0.750
位置y（m） 0.600

中心間隔b（m） 1.000

床版情報
温度差を考慮する床版の範囲→内部計算

14

第２章　操作ガイダンス



「Gr追加」ボタンでグループを設定し、グループ名を入力します。
鋼材種類は [上部構造データ-設計条件(上部構造)]ダイアログで

指定した鋼材種類のみの扱いになり、変更はできません。

PC鋼材配置
グループ毎にケーブルを設定します。
本データではC1-1,C1-2の２つを設定し、ケーブル毎に値を設
定します。

ケーブルC1-1
配置方法
→座標
・直線要素と直線要素の交点（変化点）の座標
・変化点に挿入する円弧の半径（０のとき未挿入）
を入力することによりＰＣ鋼材の配置を定義します。
使用する座標系は入力した原点から橋軸水平右方向にX軸、
鉛直下方向にY軸とした座標系です。

No. 座標x(m) 座標y(m) 半径R(m)
1 0.1500 0.4300 0.0000
2 2.0000 0.4300 10.0000
3 5.0000 0.4300 10.0000
4 10.0000 1.1000 10.0000
5 20.0000 1.1000 10.0000
6 25.0000 0.4300 10.0000
7 28.0000 0.4300 10.0000
8 29.8500 0.4300 0.0000

応力度導入方向
→両方

同種類本数（本） 5.000
導入応力度（N/mm2） 1330.000
左定着端低減距離(m) 1.4750
左定着端低減距離(m) 1.4750

ケーブルC1-2
配置方法
→座標

No. 座標x(m) 座標y(m) 半径R(m)
1 0.1500 0.4300 0.0000
2 2.0000 0.4300 10.0000
3 5.0000 0.4300 10.0000
4 10.0000 1.1000 10.0000
5 20.0000 1.1000 10.0000
6 25.0000 0.4300 10.0000
7 28.0000 0.4300 10.0000
8 29.8500 0.4300 0.0000

応力度導入方向
→両方

同種類本数（本） 5.000
導入応力度（N/mm2） 1330.000
左定着端低減距離(m) 1.4750
左定着端低減距離(m) 1.4750
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1－4　下部構造データ

配筋（上部構造）
断面名称
→A1桁端

プログラム内部で下に示す13箇所の断面を用意しています。
・標準部
・A1-桁端 
・A2-桁端 
・A1-ハンチ端 
・A2-ハンチ端
・A１-竪壁付根(背面側) 
・A2-竪壁付根(背面側)
・A１-竪壁付根(前面・支間側)　
・A2-竪壁付根(前面・支間側)
・A１-竪壁付根(前面・桁端側)　
・A2-竪壁付根(前面・桁端側)
・A１-竪壁前面（せん断照査位置）
・A2-竪壁前面（せん断照査位置）

配筋
配置
（*）

位置
y(m)

BL
(m)

BR
(m)

径
(m)

ピッチ
(mm)

本数
n(本)

鉄筋量
(mm2)

1 0 0.100 0.150 0.150 22 125.0 46.000 17806.60
2 1 0.100 1.500 1.500 22 125.0 25.000 9677.50

[配置]：鉄筋の配置位置指定方法を設定します。
0：上面側から鉄筋中心までの距離　
1：下面側から鉄筋中心までの距離
[位置]：配置位置指定方法に準じて、鉄筋の位置を入力しま
す。
[BL、BR]：鉄筋の左端開始位置(BL)、並びに、右端開始位置
(BR)を入力します。
[径]：使用鉄筋径を入力します。
[ピッチ]：鉄筋ピッチを入力します。
[本数、鉄筋量]：内部計算した鉄筋本数、鉄筋量を表示しま
す。

設計条件（下部構造）
下部工コンクリーﾄ
コンクリートの設計基準強度σck(N/mm2)
→35

セルの色が黄色の入力欄は、[基準値-材料]で設定されている
値です。
変更を行いたい場合は、[基準値-材料]の該当箇所を変更しま
す。

鉄筋
鉄筋種類(主筋、帯筋)
鉄筋種類を選択します。同時に、降伏点強度σsyが表示され
ます。　
→SD345

せん断補強鉄筋
斜引張鉄筋応力度の照査に用います。
ピッチ a 12.5(cm)
鉄筋量 Aw 20.000(cm2)
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形状寸法（下部構造）
竪壁厚AB (m)
 [設計条件-支間構成-隅角部寸法]

-

底版上面から上下部施工境界ＡＨ(m) 9.000
前趾底版長FBF(m) 1.750
後趾底版長FBF(m) 1.750
底版厚FH(m) 1.500
底版テーパー厚TH(m) 0.000
底版テーパー部型抜設置幅TK(m) 0.000
水位高Hw(m)　常時 2.000
　　　　　　　L1地震時 2.000

本データでは、A１側とA２側は同じ寸法ですので、
「データ複写」ボタンでデータを複写します。

裏込材条件
背面側土砂
土質条件
土質→砂れきまたは砂質土
湿潤単位体積重量γt（kN/ｍ3） 19.000
飽和単位体積重量γsat（kN/ｍ3） 10.000

粘着力C（kN/ｍ2） 0.0
せん断抵抗角φ（deg） 20.0
残留強度φres（deg） 30.0

ピーク時強度φpeak（deg） 45.0

壁面摩擦角
壁面摩擦角の劇用条件（安定計算用）
安定計算における背面側の適用条件を指定します。
→土と土

安定計算時 断面照査時
δ（deg） 20.000 6.667
δres（deg） 15.000 0.000
δpeak（deg） 22.500 0.000

施工時背面埋戻高（ｍ）
→4.000

施工時-手動土圧係数の算定式
完成時常時-動土圧係数の算定式
→クーロン式
クーロン土圧式の場合は土圧係数を内部計算します。

完成時L1地震時-動土圧係数の算定式
→修正物部・岡部式

前面側土砂
前面埋戻高（ｍ）
→3.000

土質条件
湿潤単位体積重量γt（kN/ｍ3）
→19.000
飽和夷単位体積重量γsat（kN/ｍ3）
→10.000
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1－5　基礎構造データ（直接基礎）

配筋（竪壁）
鉄筋段数
前面側：2段
背面側：2段

前面側
かぶり
(mm)

開始幅
BS(mm)

径
(mm)

ピッチ
(mm)

本数
n(本/m)

鉄筋量
(mm2/m)

1段目 100.0 100.0 22 125.0 46.400 17961.44
2段目 200.0 100.0 22 125.0 46.400 17961.44
背面側

かぶり
(mm)

開始幅
BS(mm)

径
(mm)

ピッチ
(mm)

本数
n(本/m)

鉄筋量
(mm2/m)

1段目 100.0 100.0 22 125.0 46.400 17961.44
2段目 200.0 100.0 22 125.0 46.400 17961.44
かぶりは、前面側(内側)、背面側(外側)から、鉄筋中心までの
離れになります。
開始幅は、両サイドからの端部鉄筋までの離れになります。

ピッチを入力することで、本数、鉄筋量を内部計算します。

本データでは、A１側とA２側は同じ条件ですので、
「データ複写」ボタンでデータを複写します。

安全率
許容偏心量（e=B)n
転倒の照査に使用します。
→　（常時）6.00  （L1地震時）3.00

滑動に対する安全率
滑動の照査に使用します。
→　（常時）1.50 （L1地震時）1.20

許容鉛直支持力
許容鉛直支持力の照査に使用します。
→　（常時）3.00 （L1地震時）2.00

設計条件（直接基礎）
鉛直支持照査データ
最大地盤反力度の上限値（kN/m2）
最大地盤反力度の照査を行います。基礎地盤の状態に応じ
た上限値を設定して下さい。
→　（常時）700.0  （L1地震時）1500.0
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水平支持照査データ
基礎底面と地盤との間の付着力CB（kN/m2）
→　0.0
基礎底面と地盤との間の摩擦係数tanφB
→　0.60

基礎バネ算定用データ
基礎底面の変形係数αEo（kN/m2）
→　（常時）140000.0 （L1地震時）280000.0
基礎底面の動的変形変数ED（kN/m2）
→　400000.0
Kvに対するksの比
→0.333

すべてのデータでA１側とA２側は同じ値ですので、
「データ複写」ボタンでデータを複写します。

基礎バネ（直接基礎）
（常時）の設定値

橋軸方向
Ass（kN/m） 560225.9 X軸方向水平バネ
Asr（kN/rad） 0.0 X軸方向水平と回転の

連成バネ
Ars（kN・m/m） - 同上(Asrをセット)
Arr（kN・m/rad） 4240949.2 Z軸回り回転バネ
Avv（kN/m） 1682360.0 鉛直方向バネ
Arr（̓kN・m/rad） 3092913.7 鉛直軸回り回転バネ

解析時支点条件オプション
各方向のバネを強制的に固定扱いにしたい場合にチェック
マークを入れてください。

「計算値セット」ボタン
[基礎構造データ-設計条件(直接基礎)-基礎バネ算定用デー
タ]で入力した条件で、バネ定数を再計算した場合に本ボタン
を押してください。

A１側とA２側は同じ値ですので、「データ複写」ボタンでデータ
を複写します。
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（L1地震時）の設定値
橋軸方向

Ass（kN/m） 1120451.8
Asr（kN/rad） 0.0
Ars（kN・m/m） -
Arr（kN・m/rad） 8481898.3
Avv（kN/m） 3364720.0
Arr（̓kN・m/rad） 6185827.4

A１側とA２側は同じ値ですので、「データ複写」ボタンでデー
タを複写します。

（固有周期算定時）の設定値
橋軸方向

Ass（kN/m） 1600645.4
Asr（kN/rad） 0.0
Ars（kN・m/m） -
Arr（kN・m/rad） 12116997.6
Avv（kN/m） 4806742.9
Arr（̓kN・m/rad） 8836896.3

A１側とA２側は同じ値ですので、「データ複写」ボタンでデー
タを複写します。
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2　ファイルを保存する

ファイルメニューから、「名前を付けて保存」を選択し、必要
に応じてデータ保存が可能です。
また、既存データを「上書き保存」にて書きかえることも可能
です。

・保存する場所　
（デスクトップ、指定フォルダ、SampleDataフォルダ等　任
意で選択可能）
・ファイル名　（任意のファイル名を入力可能）
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3　計算実行

4　計算確認

処理モードの選択で「計算実行」タブをクリックします。

クリックすると、直ちに計算が開始され、計算状況が表示され
ます。

すべての計算が終了すると、ツリーに以下の項目が表示さ
れ、クリックすることで詳細な計算結果を確認できます。
・総括表
・構造解析結果
・構造解析結果集計
・構造検討結果
・隅角部の設計
・基礎構造検討結果
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総括表
「決定ケース」または
「照査点毎」をクリックします。
総括表が表示されます。
照査を行った結果について、許容値に対する合否[OK/NG]を
表示します。

「決定ケース」
設定された各照査項目について最も厳しい照査点の結果を
表示します。

総括表
「照査点毎」
全照査点の合否結果を表示します。
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構造解析結果
「断面力」「変位」または「反力」をクリックします。

「断面力」
荷重種類毎に全節点の断面力を確認することができます。

「変位」
荷重種類毎に全節点の断面力を確認することができます。

「反力」
荷重種類毎に全支点の反力を確認することができます。
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構造解析結果集計
「設計断面力（着目点毎）」「変位（着目点毎）」または「支点
反力（着目点毎）」をクリックします。

「設計断面力（着目点毎）」
節点(部材端)毎に全荷重種類の断面力を確認することができ
ます。

組合せの表示
チェックを入れると組合せ断面力が表示されます。どの組合
せを使うかはコンボボックスで選択します。

「変位（着目点毎）」
節点(部材端)毎に全荷重種類の変位を確認することができま
す。

組合せの表示
チェックを入れると組合せ変位が表示されます。どの組合せ
を使うかはコンボボックスで選択します。

「支点反力（着目点毎）」
支点毎に全荷重種類の反力を確認することができます。

組合せの表示
チェックを入れると組合せ反力が表示されます。どの組合せ
を使うかはコンボボックスで選択します。
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構造検討結果
「鋼材」「曲げモーメントによる照査」または「せん断力によ
る照査」をクリックします。

「鋼材」をダブルクリックすると、ツリー表示が左図のとおり
となりPC鋼材の諸量と計算・照査の結果が表示できます。

鋼材_PC鋼材配置（ケーブル毎）
[グループNo、ケーブルNo]
ＰＣ鋼材の鋼材計算に使用した鋼材の各パラメータを鋼材グ
ループ毎に表示します。

表示されているCableNoをクリックすると、そのケーブルの
詳細データが表示されます。
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摩擦・セットロス
[グループNo、ケーブルNo]
ここでは、PC鋼材のケーブル毎の摩擦によるロス、セットに
よるロス計算の結果を表示します。

鋼材の伸び量
[グループNo、ケーブルNo]
ケーブルの変化点での鋼材応力度及び変化点間の平均鋼材
応力度、鋼材長、伸び量を表示します。

27



直後鋼材応力度（ケーブル毎）
[グループNo、ケーブルNo]
指定された設計断面位置での各ケーブルの鋼材応力度計算
結果を、ケーブル毎に一覧表示します。
鋼材グループ及びケーブル別に表示されます。

直後鋼材応力度(グループ毎)
[グループNo、ケーブルNo]
指定された設計断面位置での各グループ（桁）の平均鋼材
応力度（σpt）計算結果を、グループ毎に一覧表示します。

部材NOをクリックすると、その断面の詳細情報が表示され
ます。
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直後鋼材応力度（全ケーブル集計）
全設計断面におけるPCロス計算の集計結果を一覧表示しま
す。

有効鋼材応力度
有効鋼材応力度（σpe）及び有効係数（η）を設計断面毎に
一覧表示します。
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プレ２次算出荷重
緊張直後のプレストレス2次力（直プレ2次力）を算出するた
めの荷重強度（Pt、Mt）の計算結果を表示しています。

プレストレス導入度
プレストレス導入度の計算結果を表示します。

プレストレス導入度は、その値が1.0以上のとき断面がフルプ
レストレス状態であることを意味し1.0未満のときは断面に引
張応力度が生じるパーシャルプレストレス状態であることを
意味しています。
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断面諸数値一覧
各設計断面位置の照査用断面諸値を表示します。

部材NOをクリックすると、その断面の詳細情報が表示され
ます。

全鋼材配置
各設計断面位置の照査用断面諸値を表示します。
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曲げモーメントによる照査
「曲げモーメントにより照査」をダブルクリックすると、ツ
リー表示が左図の通りとなり、各照査断面の曲げモーメント
による照査結果が確認できます。

合成応力度
各照査断面の合成応力度計算結果を表示します。

合成応力度が許容値をオーバーしているときは赤色で表示さ
れます。表示されている最大最小値がどの荷重状態の組み合
わせかは、
部材番号をクリックして詳細データで確認してください。

PRC橋で「基本データ」-「設計条件」の「ひび割れ制御」で
方法(A)を選択しているケースは引張の赤判定を行いません
が、負の応力度が出ている場合には、水色で表示していま
す。
圧縮応力度をオーバーしている場合には必ず赤表示されま
す。

※合成応力度は、上縁σʼ，下縁σについてそれぞれで一番厳
しいケースを表示していますので、必ずしも両者のケースが一
致するわけではありません。
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鋼材応力度
各照査断面の鋼材応力度計算結果を表示します。

鋼材応力度が許容値をオーバーしているときは赤色で表示さ
れます。鋼材の許容応力度は、許容応力度の割増を行った値
で、降伏点の90%以下とします。
ただし、基準値の降伏点強度σpyが0.0と入力されている場
合は「降伏点の90%以下」の処理は行いません。

部材Noをクリックすると、鋼材応力度計算の詳細データが表
示されます。
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曲げ破壊安全度
断面の曲げ破壊安全度計算結果を表示します。

安全度が1.0未満のときは赤色で表示されます。指定された
設計断面に鋼材（PC鋼材、鉄筋）が配置されていない場合は
その断面については照査を行いません。

終局荷重作用時の安全度(破壊抵抗曲げモーメント/終局時
曲げモーメント)が1.0になるときの鉄筋量を「必要鉄筋量
Asreq」として計算、出力するようにしましたPC断面などに
おいてPCケーブルのみで安全度を満たす場合はAsreq=0.0
と表示されます。

個々の照査断面の詳細を見たいときは部材No.をクリックし
てください。

引張鉄筋量
PC橋(PRC橋：方法Bの場合に実施)で設計荷重作用時にコン
クリートに引張応力が生じた場合、その設計断面の引張鉄筋
量の計算結果を表示します。

部材Noをクリックすると、各設計荷重時の引張鉄筋量計算
結果が表示されます。
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RC部材の応力度
RC橋の場合に、鉄筋コンクリート断面としての応力度照査結
果を表示します。
計算結果が許容値をオーバーしているときは赤色で表示しま
す。
※上部工以外の部材も照査します。
指定された設計断面に鉄筋が配置されていない場合はその
断面については照査を行いません。

個々の照査断面の詳細を見たいときは部材No.をクリックし
てください。

せん断力による照査
「せん断力による照査」をダブルクリックすると、ツリー表示
が左図の通りとなり、各照査断面のせん断力による照査結果
が確認できます。

平均せん断応力度
RC橋の場合に、鉄筋コンクリート断面としての応力度照査結
果を表示します。
計算結果が許容値をオーバーしているときは赤色で表示しま
す。
※上部工以外の部材も照査します。
指定された設計断面に鉄筋が配置されていない場合はその断
面については照査を行いません。

詳細を知りたい場合は部材No.を押してください。
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斜引張応力度
斜引張応力度は、PC、PRC橋の場合に道示Ⅲに準じて照査
します。

全断面有効（ひび割れが発生しない）としてコンクリートの斜
引張応力度を照査した結果を表示しています。
計算された値が許容斜引張応力度をオーバーしているときは
赤色で表示します

詳細を知りたい場合は部材No.を押してください。

斜引張鉄筋応力度
本製品では道路橋示方書（平成14年）に従い斜引張鉄筋の
応力度の計算をしています。
指定された設計断面にせん断補強筋が入力されていない場
合はその断面については照査を行いません。

詳細を知りたい場合は部材No.を押してください。
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ウェブ圧壊に対する耐力
ここでは、せん断照査点について、終局荷重時のせん断耐力
照査を行います。設計せん断力が計算された部材のWEB圧
壊に対する耐力をオーバーしているときは赤色で表示しま
す。

※本プログラムでは、下部工(竪壁)についても、本照査を実施
します。

詳細を知りたい場合は部材No.を押してください。

斜引張圧壊に対する耐力
ここでは、せん断照査点と指定された設計断面について、終
局荷重時のせん断耐力照査を行います。設計せん断力が計
算された部材の斜引張破壊に対する耐力をオーバーしている
ときは赤色で表示します。

※本プログラムでは、下部工(竪壁)についても、本照査を実施
します。

詳細を知りたい場合は部材No.を押してください。
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せん断必要鉄筋量
本製品では、せん断補強のための軸方向鉄筋量、斜引張鉄筋
量を計算しています。道示Ⅲ4.3.1では、コンクリートの平均せ
ん断応力度が表- 4.3.1に規定される値をオーバーしているか
否かで規定が分かれていますが、本製品の処理は、どのせん
断照査点でも発生応力度の大小に関係なく、同様に計算・表
示しています。

ＰＲＣ、ＲＣの時は設計時及び終局時の組み合わせで計算し
ます。
ＰＣの時は終局時の組み合わせで計算します（ただし鉄筋コ
ンクリート部材については設計時の組み合わせでも計算しま
す）。
下部工部材については、終局時の組み合わせは計算しませ
ん。

詳細を知りたい場合は部材No.を押してください。
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隅角部の検討
左メニュー「隅角部の検討」の「必要鉄筋量」をクリックしま
す。

ポータルラーメン橋の隅角部には、ラーメンであるがゆえに
比較的大きな引張力が作用する可能性があり、
作用しうる引張力を適切に評価し、補強鉄筋を配置する必要
があります。

隅角部においては、隅角部の内側に引張領域が生じる場合と
隅角部外側に引張領域が生じる場合の２つ
の引張状態が考えられます。さらに、内側引張においては、
隅角部の対角線に直交する向きの引張力が
作用する場合と対角線に沿う方向に引張力が作用する２つの
状態が想定されます。

本製品は、これら3つの荷重状態についてそれぞれ必要鉄筋
量を算出します。

基礎構造検討結果
左メニュー「基礎構造検討結果」の「安定計算結果」をク
リックします。
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安定計算結果_転倒に関する検討
1）浮力なし
2）浮力あり

安定計算結果_滑動に対する検討
1）浮力なし
2）浮力あり

安定計算結果_最大地盤反力に対する検討
1）浮力なし
2）浮力あり

※ツリーの「A2側」をクリックすると、A2側も同様にすべて
の照査結果を表示します。
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5　計算書作成

処理モードの選択で「計算書作成」をクリックするとツリー
表示が左図のとおりとなり、各項目の計算書を出力できま
す。

「詳細計算書」以外の項目については、ツリー表示の項目
名をクリックするとF8 出力編集ツールが起動し、印刷プレ
ビュー画面が表示されます。

他のファイル形式への保存、ソースの編集を行うことで文章
を修正することが可能です。

続けて、実際に印刷を行う場合は、
「印刷」ボタンをクリックしてください

詳細計算書
「出力の選択」ダイアログが表示されます。

着目点の指定
チェックマークを付けると、全ての着目点（全ての節点）を選
択します。外すと全ての着目点が未選択の状態になります。必
要と思われる着目点を指定して下さい。
ただし本指定は、一覧表に考慮されません。

「鋼材計算結果」「曲げモーメントに対する検討」「せん断照
査結果」における着目点毎の印刷に考慮されます。
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第3章　Q&A
Q1-1

A1-1

施工ステップ毎の解析に，翼壁の剛性をどのように評価しているのか？

施工ステップについては，現在，下記施工ステップに対応しております。このとき，翼壁については，橋台施工時に含まれる
ものと想定しているため， 橋台の部材剛性としては常に翼壁剛性を考慮したものになります。

・施工方法１　
STEP1：施工時モデルA1、モデルA2に途中まで背面土砂載荷
STEP2：上部工を施工し、PC鋼材緊張
STEP3：背面土砂の残りを載荷し、橋面工施工

・施工方法３
STEP1：上部工まで施工し、背面土砂を載荷せずにPC鋼材緊張
STEP2：背面土砂を全て載荷し、橋面工施工

Q1-2

A1-2

サポートしている上部構造型式および橋種を教えてください

以下の通りです。
構造型式　　RC　PC　PRC
中空床版橋　○　○　 ○
中実床版橋　○　○　 ○
箱桁橋　　　　×　○　 ○

Q1-3

A1-3

下部工の安定計算やポータルラーメン特有の計算機能（上下部結合部の照査等）を行うにはポータル・ラーメン橋の設計
計算で可能でしょうか？

ポータルラーメン橋の設計計算では、
・直接基礎の安定計算
・隅角部の計算
をサポートしています。

Q1-4

A1-4

せん断の照査で、鉄筋量の判定をどのように行っているか

せん断補強鉄筋の入力項目の「ピッチa」を使用して、「せん断力による照査-せん断必要鉄筋量」で、Awmin、Awregを計
算し表示します。

Q1-5

A1-5

上下部同時施工した場合の「コンクリート材令」の項目をどのように入力すればよいのか？

「PC鋼材緊張時の竪壁の材令(t1)」と「PC鋼材緊張時の主桁の材令(t2)」についてと推察しますが、それぞれ適切な材令
(t1≧t2)を 入力ください。

Q1-6

A1-6

踏掛版の地震時荷重の考慮について、ソフト上でどのように対応するのか教えて頂きたい

受台の形状を入力すると、受台自重、慣性力は、内部的に考慮します。
ただし、現バージョンでは踏掛版自重、活荷重について考慮することができません。

Q1-7

A1-7

杭基礎の場合の設定方法について

基礎形式としましては直接基礎のみ対応しておりますが、基礎バネに、杭基礎の基礎バネを設定していただきますと、解
析自体は、杭基礎として行うことができます。
ただし、杭自体の設計は行えませんので、解析結果より得られる底版下面作用力を、例えば当社の杭基礎の設計に用い
て計算していただくことになります。

Q&Aはホームページ(http://www.forum8.co.jp/faq/win/portal.htm)にも掲載しております。
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