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要旨：本研究では，供用期間中の総補修費用を最小にする最適補修計画策定のための基礎資

料を得ることを目的に，暫定・延命・恒久の各補修費用の比率に及ぼす劣化要因及び損傷度

の影響，ならびに，それを用いた簡単な補修費用増加特性の検討を行った。この結果，暫定

補修と延命補修の補修費の比率は，劣化要因間の差はあるがおおよそ，損傷度が増加するに

従って大きくなり，その後再び小さくなる傾向にあること，補修計画策定にあたっては，供

用期間中の維持目標損傷度に対応する補修費用と補修効果（再劣化年数）のバランス及び，

対象建築物の持つ用途と機能を十分考慮することが重要であることが考察された。 

キーワード：補修費用，維持目標損傷度，回復目標レベル，補修計画，経済性 

 

 

1.はじめに 

 築 30 年を超える分譲マンションの累積戸数が

2011 年には 100 万戸を超える状況にあるとされ

ており，今後，建築物の維持・管理に対する経

済的要求はますます増加することが予想され

る。また，現在マンションにおける修繕計画は

『マンションの修繕積立金算出マニュアル』1)

に記載されている修繕周期を基に立てられてい

るものが多く，躯体修繕では 12 年周期が一般的

である。しかし，建築ストックが増加している

今日，構造物の管理において維持管理費用の低

減は大きな課題であり，維持管理費用の低減を

目指すためにもその構造物に見合った最適な補

修計画が必要であるといえる。 

 

2.研究内容 

 本研究の最終目標は，建築構造物に見合った

最適な補修計画の策定方法を提案することにあ

る。その前段階として，供用期間中の総補修費

を最小にする補修計画の策定法の提案を考える。

具体的には，式(1)で計算される総補修費(X)を最

小化する，供用期間(T)の間の暫定・延命・恒久

の補修回数 n1，n2，n3 を求めようとするもので

ある。このためには各補修費用 x1，x2，x3 の比

率はどのようなものか，また，各補修後の再劣

化年数(補修後に補修時の状態に再劣化するまで

の年数)t1，t2，t3をどう設定するかが問題となる。

これらの値は，維持保全の目標レベルや劣化要

因によって異なるはずである。 

 本論文の目的は，劣化要因，損傷度が x1，x2，

x3 の比率に及ぼす影響を明らかにすること，及

び，単純化したモデルにより t1，t2，t3 を仮定し

た場合の簡単なシミュレーションを行うこと，

により補修費用最小化を目的とした最適補修計

画策定のための基礎資料を得ることにある。 
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n1：暫定補修の補修回数 t1：暫定補修後の再劣化年数

n2：延命補修の補修回数 t2：延命補修後の再劣化年数

n3：恒久補修の補修回数 t3：恒久補修後の再劣化年数

x1：暫定補修の補修費用  T：供用期間 

x2：延命補修の補修費用  X：総補修費用 

x3：恒久補修の補修費用   
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3.耐久性劣化がもたらす補修費用 

3.1 概要 

 耐久性劣化の代表的なものである中性化・塩

害・アル骨・凍害の 4 つの要因による損傷に着

目し，各々の劣化に対して行われる代表的な補

修方法に基づき補修費用を算定し，補修費用に

及ぼす劣化要因と損傷度の影響を明らかにする。 

3.2 補修費用算定のための条件設定 

 （1）補修対象壁面 

 補修対象面積を，雨掛かりでない壁の一階部

分，縦 3m×横 7ｍの 21 ㎡とする。壁厚は 300

㎜，平均かぶり厚さは 30 ㎜，鉄筋間隔は 300 ㎜。 

 （2）回復目標レベル 

 『RC 造建築物の耐久性調査・診断および補修 

指針』2)に記載されている回復目標レベルを参考

に，暫定・延命・恒久の 3 段階の回復目標レベ

ルを表-1 のように設定した。暫定は外観の回復

を目的とするもので，劣化の進行を抑制するも

のではない。一方，延命・恒久はそれぞれ劣化

の進行の抑制および除去を目的としている。 

（3）損傷度 

 中性化・塩害・アル骨・凍害の劣化には各々

異なった劣化度が一般的に定められているが，

本研究では，4 つの劣化要因による損傷程度を統

一して表すため，外観劣化状況を基本に損傷度

０～Ⅴまでの 6 段階を設定した。表-2 にその詳

細を示す。 

3.3 補修工法の選定 

 表-3 に補修に用いた補修工法と単価を示した。

なお，材料単価の出典先が多岐にわたると結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の比較が曖昧になってしまう。このため，ここ

ではできる限り出典先を絞って材料単価を設定

している。 

 中性化・塩害・アル骨・凍害に対して行われ

る補修工法を『RC 造建築物の耐久性調査・診断

および補修指針』2)と『コンクリート診断技術 

05』3)を参考に選定を行った。選定した補修工法

を表-3中に示した番号を用いて表-4に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 名称 単位 価格（円） 出典文献

1 ケレン（下地調整　RB種） ㎡ 370 4)

2 高圧洗浄 ㎡ 168 5)

3 コンクリート面はつり ㎡ 2900 4)

4 サンダー（錆落とし） ㎡ 600 4)

5 プライマー塗り（防錆材） ㎡ 450 4)

6 下地調整（セメント系下地調整材）（コテ塗り）カチオン系 ㎡ 600 4)

7 外装薄塗材E（樹脂リシン） ㎡ 530 4)

8 複層塗材RE（水系エポキシタイル）（吹付け） ㎡ 1630 4)

9 ひび割れ注入工法 m 1890 5)

10 Uカット可とう性エポキシ樹脂充填工法 m 3400 4)

11 断面修復（モルタル塗り金ごて押え） ㎡ 2700 4)

12 断面修復（無収縮モルタル注入） ㎡ 8000 *1

13 壁の打ち直し ㎡ 80000 10）

14 外断熱工法 ㎡ 18600 5)

15 表面被覆材撤去 ㎡ 1800 4)

16 含浸材（ケイ酸リチウム） ㎡ 1800 6)

17 含浸材（亜硝酸カルシウム） ㎡ 1960 6)

18 含浸材（亜硝酸リチウム） ㎡ 1960 6)

19 防錆処理(下地調整材) ㎡ 2270 6)

20 再アルカリ化工法（設置費用） ㎡ 40000 7)

21 脱塩工法（設置費用） ㎡ 70000 7)

22 電気防食の電気料金 月額 900 8)

23 モルタル埋め戻し（亜硝酸リチウム入り）5㎜ ㎡ 5850 6)

24 モルタル埋め戻し（防錆材入り）30㎜ ㎡ 21600 6)

25 モルタル埋め戻し（防錆材入り）40㎜ ㎡ 27800 6)

26 モルタル埋め戻し（亜硝酸リチウム入り）30㎜ ㎡ 33300 6)

27 モルタル埋め戻し（亜硝酸リチウム入り）40㎜ ㎡ 59000 6)

＊1 労役費、材料費を含めた計算により算出 

表-1 回復目標レベル 

表-2 損傷度 

表-3 補修工法と単価 

評価基準

損傷度０
劣化は進行しているが躯体には変状は見られない。

仕上げ材は劣化している。

損傷度Ⅰ ひび割れ幅0.2㎜以下の近寄らないと見えにくい小さいひび割れ。
損傷度Ⅱ ひび割れ幅0.2～0.5㎜程度の肉眼で見られるひび割れ。
損傷度Ⅲ ひび割れ幅0.5㎜以上の肉眼ではっきり見えるひび割れ。
損傷度Ⅳ コンクリートの浮き・剥離・剥落が見られ、鉄筋露出もある。
損傷度Ⅴ 鉄筋の断面減少が見られる。

回復目標レベル 設定基準

暫定 外観の回復を主とする補修

延命 劣化進行の抑制を主目的とする補修

恒久 劣化要因の根本からの除去を目的とする補修

凍害(恒久) 補修工法(番号)(恒久1) (恒久2)

損傷度０ 8,14,1516 13

損傷度Ⅰ 1,2,3,4,5,6,8,14,1516,24 13

損傷度Ⅱ 1,2,3,4,5,6,8,14,1516,24 13

損傷度Ⅲ 1,2,3,4,5,6,8,14,1516,24 13

損傷度Ⅳ 1,2,3,4,5,6,8,14,1516,24 13

損傷度Ⅴ 13 13

表-4 補修工法選定 

中性化(延命) 補修工法(番号)

損傷度０ 8,16

損傷度Ⅰ 1,2,3,4,5,6,8,16,24

損傷度Ⅱ 1,2,3,4,5,6,8,16,24

損傷度Ⅲ 1,2,3,4,5,6,8,16,24

損傷度Ⅳ 1,2,3,4,5,6,8,16,24

損傷度Ⅴ 13

中性化(恒久) 補修工法(番号)

損傷度０ 8,15,20,22

損傷度Ⅰ 1,2,6,8,15,20,22

損傷度Ⅱ 1,2,6,8,15,20,22

損傷度Ⅲ 1,2,6,8,15,20,22

損傷度Ⅳ 1,2,3,5,6,8,10,20,22

損傷度Ⅴ 13

塩害(飛来)(延命) 補修工法(番号)

損傷度０ 8,16,17

損傷度Ⅰ 1,2,3,4,5,6,8,16,17,24

損傷度Ⅱ 1,2,3,4,5,6,8,16,17,24

損傷度Ⅲ 1,2,3,4,5,6,8,16,17,24

損傷度Ⅳ 1,2,3,4,5,6,8,16,17,24

損傷度Ⅴ 13

塩害(内在)(延命) 補修工法(番号)

損傷度０ 8,16,17

損傷度Ⅰ 1,2,3,4,5,6,8,16,17,25

損傷度Ⅱ 1,2,3,4,5,6,8,16,17,25

損傷度Ⅲ 1,2,3,4,5,6,8,16,17,25

損傷度Ⅳ 1,2,3,4,5,6,8,16,17,25

損傷度Ⅴ 13

アル骨(暫定) 補修工法(番号)

損傷度０ 8

損傷度Ⅰ 1,2,6,8

損傷度Ⅱ 1,2,6,8,9

損傷度Ⅲ 1,2,6,8,10

損傷度Ⅳ 1,2,3,4,5,6,8,10,12

損傷度Ⅴ 13

アル骨(延命) 補修工法(番号)

損傷度０ 8,18

損傷度Ⅰ 1,2,3,4,5,6,8,18,27

損傷度Ⅱ 1,2,3,4,5,6,8,18,27

損傷度Ⅲ 1,2,3,4,5,6,8,18,27

損傷度Ⅳ 1,2,3,4,5,6,8,18,27

損傷度Ⅴ 13

アル骨(恒久) 補修工法(番号)

損傷度０ 13

損傷度Ⅰ 13

損傷度Ⅱ 13

損傷度Ⅲ 13

損傷度Ⅳ 13

損傷度Ⅴ 13

中性化(暫定) 補修工法(番号)

損傷度０ 7

損傷度Ⅰ 1,2,6,7

損傷度Ⅱ 1,2,6,7,9

損傷度Ⅲ 1,2,6,7,10

損傷度Ⅳ 1,2,3,4,5,6,7,10,11

損傷度Ⅴ 13

塩害(飛来)(暫定) 補修工法(番号)

損傷度０ 7

損傷度Ⅰ 1,2,6,7

損傷度Ⅱ 1,2,6,7,9

損傷度Ⅲ 1,2,6,7,10

損傷度Ⅳ 1,2,3,4,5,6,7,10,11

損傷度Ⅴ 13

塩害(飛来)(恒久) 補修工法(番号)

損傷度０ 8,13,15,16,17,21

損傷度Ⅰ 1,2,6,8,15,16,17,21,22

損傷度Ⅱ 1,2,6,8,9,15,16,17,21,22

損傷度Ⅲ 1,2,6,8,10,15,16,17,21,22

損傷度Ⅳ 1,2,5,6,8,11,15,16,17,21,22

損傷度Ⅴ 13

塩害(内在)(暫定) 補修工法(番号)

損傷度０ 7

損傷度Ⅰ 1,2,6,7

損傷度Ⅱ 1,2,6,7,9

損傷度Ⅲ 1,2,6,7,10

損傷度Ⅳ 1,2,3,4,5,6,7,10,12

損傷度Ⅴ 13

塩害(内在)(恒久) 補修工法(番号)

損傷度０ 8,13,15,16,17,21

損傷度Ⅰ 1,2,6,8,15,16,17,21,22

損傷度Ⅱ 1,2,6,8,9,15,16,17,21,22

損傷度Ⅲ 1,2,6,8,10,15,16,17,21,22

損傷度Ⅳ 1,2,5,6,8,11,15,16,17,21,22

損傷度Ⅴ 13

凍害(暫定) 補修工法(番号)

損傷度０ 7

損傷度Ⅰ 1,2,6,7

損傷度Ⅱ 1,2,6,7,9,

損傷度Ⅲ 1,2,6,7,10

損傷度Ⅳ 1,2,3,4,5,6,7,10,11

損傷度Ⅴ 13

凍害(延命) 補修工法(番号)

損傷度０ 8,16

損傷度Ⅰ 1,2,3,4,5,6,8,16,24

損傷度Ⅱ 1,2,3,4,5,6,8,16,24

損傷度Ⅲ 1,2,3,4,5,6,8,16,24

損傷度Ⅳ 1,2,3,4,5,6,8,16,24

損傷度Ⅴ 13
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 暫定補修は中性化・塩害・アル骨・凍害，各々

での補修の違いはほとんどなく，基本的には，

前処理，高圧洗浄，ひび割れ・欠損部補修，下

地調整，仕上げの手順をとる。0.5ｍｍ未満のひ

び割れにはひび割れ注入工法を，0.5ｍｍ以上の

ひび割れには U カット充填工法を用いた。 

 延命補修には実績のある補修工法 6)を参考に

選定を行った。基本的には，はつり，前処理，

高圧洗浄，防錆材塗布，含浸材塗布，断面修復，

下地調整，仕上げの手順で行う。また，延命補

修には，中性化・塩害・アル骨・凍害，各々に

おいて劣化の要因や性状が異なるため，各々の

要因に有効な補修を行うことが必要である。中

性化・凍害の劣化因子の抑制には含浸材として

ケイ酸リチウム系浸透性アルカリ性付与材，塩

害の劣化因子の抑制には含浸材としてケイ酸リ

チウム系浸透性アルカリ性付与材と亜硝酸カル

シウム系塗布型防錆材，アル骨の劣化因子の抑

制には含浸材として亜硝酸リチウム系塗布含浸

材，断面修復材には亜硝酸リチウムを含むもの

を使用した。恒久補修には，凍害に壁の撤去新

設(恒久 1)と外断熱工法(恒久 2)を，中性化に再ア

ルカリ化工法，塩害に脱塩工法，その他には壁

の撤去新設を採用した。全ての補修には表面被

覆としての仕上げを行った。 

3.4 各劣化度における補修規模の設定 

 各損傷度における補修規模は『コンクリート

構造物の耐久性診断シリーズ 2 アルカリ骨材

反応診断』9)の診断例に記載されているアル骨の

診断結果を参考に表-5 に示すように仮定した。

これを今回は，アル骨のみでなく，中性化・塩

害・凍害の補修対象壁面として使用する。 

 

 

 

 

 

3.5 結果と考察 

 以下の図-1の(a)～(e)に劣化要因別（暫定・ 

延命・恒久）での損傷度に伴う補修費用の増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-5 補修規模 恒久1(壁の撤去新設)

損傷度

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

6

5

3

4

2

0

7

8

9

0

1

恒久

延命 暫定

恒久

延命 暫定

延命 暫定

恒久

延命 暫定

10

恒久2(外断熱工法)

延命 暫定

補
修

費
率

6

5

3

4

2

7

8

9

0

1

補
修

費
率

損傷度

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ0

恒久

6

5

3

4

2

7

8

9

0

1

補
修

費
率

損傷度

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ0

6

5

3

4

2

7

8

9

0

1

補
修

費
率

損傷度

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ0

6

5

3

4

2

7
8

9

0
1

補
修

費
率

損傷度

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ0

(a)　中性化における比較

(d)　アル骨における比較

(b)　塩害(飛来)における比較

(c)　塩害(内在)における比較

(e)　凍害における比較

図-1 劣化要因別の比較 

総ひび割れ長さ(m) 総はつり面積(㎡) 欠損部(㎡)
損傷度０ 0 0 0
損傷度Ⅰ 26 4 0
損傷度Ⅱ 58 8 0
損傷度Ⅲ 70 10 0
損傷度Ⅳ 70 10 1
損傷度Ⅴ
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特性の比較を示す。図では各劣化要因の損傷度

Ⅰでの延命補修における補修費用を 1 として，

各々の条件における補修費を補修比率として整

理している。なお，損傷度Ⅴでは，全ての劣化

要因の補修において壁の新設という形をとった

ので，値に差は生じない。このため，図中には

損傷度Ⅴの値は示されていない。 

 これらの図から補修費用は，暫定・延命・恒

久の順に大きくなっており，特に恒久は暫定・

延命と比較しかなり大きな値を示していること

が分かる。恒久と延命の差に注目すると，最も

差が大きい劣化要因は塩害(図-1(b,c))であり，

恒久が延命のおおよそ 4～5 倍である。これに対

して，凍害(恒久 1)・中性化・アル骨での差は比

較的小さく，各々，恒久は延命のおおよそ 2 倍，

3 倍，2～3 倍程度である。塩害での差が最も大

きいのは，塩害の恒久補修に用いる脱塩工法の

費用が延命補修の費用と比較して大きいためで

ある。 

 暫定補修では全ての劣化要因で損傷度Ⅱから

Ⅲにかけて補修費用が増加する傾向にあること

が分かる。これは，損傷度ⅡからⅢでのひび割

れ幅の変化による補修工法の違いが生じるため

である。一方，延命補修では，全ての劣化要因

で損傷度０からⅡにかけて補修費用が急増する

傾向にあることが分かる。これは，延命補修で

は鉄筋腐食部で，はつり・錆落とし等を行うた

め，ひび割れの数（鉄筋腐食部の数）が増加し

ていく損傷度０からⅡで補修費が急増するため

だと考えられる。 

 図-1 の(a)～(e)の全ての劣化要因で暫定・延

命を比較してみると，暫定と延命の差は損傷度

０で小さく，損傷度Ⅰ，Ⅱでは差が大きくなっ

ている。アル骨・塩害(内在)のように劣化要因

が内在している場合は，表面から劣化が進行し

てくる場合(中性化・塩害(飛来)・凍害)と比較

して損傷度Ⅲ，Ⅳでの差が多少大きくなってい

る。これは，劣化要因が内在している場合，そ

の他とは断面修復の規模(深さ)が異なり価格に

差が生じたためと考えられる。 

4.補修費用増加特性の検討 

4.1 概要 

 劣化進行予測が比較的容易な中性化に着目し，

3.で設定した暫定・延命・恒久の回復目標レベ 

ルとその補修工法を用いて補修費用増加特性

の検討を行う。維持する損傷度(維持目標損傷

度)を設定し，仮定した劣化予測のもと，劣化

が維持目標損傷度に達すると補修(暫定補修・

延命補修のどちらか一方)を行う。供用期間を

100 年間とし得られた補修回数に，3.より得ら

れた中性化の補修費率(表-6)を乗じて算出した

総補修費率を用いて補修費用の増加の傾向を

比較する。つまり，回復目標レベルを暫定か延

命で固定した場合に，2.で記載した式の総補修

費用(X)と供用期間(T)の関係がどう変動する

かを検討したことになる。 

 

 

 

 

 

4．2 中性化の劣化進行予測 

 中性化の劣化進行は一般的に，鉄筋の腐食確

率 P を用いて予測 11)が行われている。鉄筋の腐

食確率には表-7 に示すようにその値と外観の

劣化状況の対応が示されており，ここではこれ

と本研究で設定した損傷度に照らし合わせる

ことにより劣化進行予測を行なうこととした。 

表-8 のパラメータに基づき鉄筋の腐食確率 P を

算定し，表-7 から本研究で用いた損傷度の設定

を行なった。なお，表-7 には損傷度Ⅲは示され

ていない。このため，損傷度Ⅲの値(年数)は損

傷度ⅡとⅣの中間と仮定した。また本研究では，

30 年後と 50 年後に損傷度Ⅳ(15％≦P≦50％)

に達する値として中性化速度係数を 0.33 と

0.26 とした。図-2に劣化進行予測図を示す。 

4．3 補修効果の設定 

 補修後の補修効果を暫定・延命それぞれ以下

のように設定した。 

 (1)暫定補修の補修効果 

表-6 中性化の補修費率 

暫定 延命 恒久

0 0.06 0.38 5.00

Ⅰ 0.09 1.00 5.07

Ⅱ 0.40 1.62 5.43

Ⅲ 1.43 1.94 6.49

Ⅳ 1.84 2.09 6.84
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暫定補修では外観の回復を主とする補修を行

うため，劣化要因の除去を行わない補修となっ

ている。そのため，補修後の補修箇所には劣化

要因が内在しており，早期に再劣化してくる 

可能性が高いと言える。そこで，暫定補修を行

った場合，損傷度 0～Ⅲでは 5 年後に補修前の

損傷度として再劣化し，損傷度Ⅳ以降では 3 年

後に補修前の損傷度として再劣化すると仮定

した。 

  (2)延命補修の補修効果 

 延命補修では劣化要因を取り除く補修を行

う。このため，補修後の損傷度は０に回復する

とし，以後の再劣化は仮定した劣化予測に基づ

き劣化が進行してくると仮定した。図-2に維持

目標損傷度Ⅱでの例を示す。 

3．4 考察 

 以下の図-3 の(a)～(c)にシミュレーション結

果を示す。図中の損傷度は維持目標損傷度であ

る。 

 図-3の(a,b)より，延命補修では維持目標損傷

度が大きいほど総補修費用が大きくなる傾向に

あることが分かる。「維持目標損傷度が小さいケ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ース」では，1 回の補修にかかる補修費用は小さ

いが，次の補修時期までの期間(再劣化年数)が短

く，補修回数が多くなる。このため，1 回の補修

にかかる補修費用は大きいが補修回数が少ない

「維持目標損傷度が大きいケース」より「維持

目標損傷度が小さいケース」の方が総補修費用

が大きくなったと考えられる。 

 逆に暫定補修では，維持目標損傷度が大きく

なると総補修費用は増加していく傾向にある。

このことは，維持目標損傷度が大きくなると補

修費用が増加していくことに加えて，暫定補修

では補修効果があまり期待できないため，維持

目標損傷度が大きいほど再劣化年数が短くなり，

補修回数も増加してくるためである。 

 図-3の(c)より，中性化速度係数が 0.33 と 0.26

図-3 シミュレーション結果 
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(a)　暫定補修と延命補修(0.33)の比較

(b)　暫定補修と延命補修(0.26)の比較

(c)　延命補修での比較

暫定 

延命 

A=0.33

A=0.26

暫定 

延命 

鉄筋の腐食確率 構造物の劣化状況 本研究での損傷度

P＜0.5％ 劣化症状が見られない 0

0.5％≦P＜3％ 少数の錆汁、微小なひび割れがみられる Ⅰ

3％≦P＜15％ 各所に錆汁やひび割れが見られる Ⅱ

15％≦P＜50％ 各所に剥落や鉄筋露出が見られる Ⅳ

0

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

中性化速度係数(0.33)

中性化速度係数(0.26)

年数

損
傷

度

補修を行う

損傷度が0に回復し再劣化

再劣化年数

中性化速度係数（A） 0.33,0.26

鉄筋のかぶり厚さの標準偏差（σ）(cm) 1

中性化の変動係数（v） 0.3

かぶり厚さ（D）(cm) 3

表-7 鉄筋の腐食確率と構造物の劣化状態

表-8 鉄筋の腐食確率算定に用いたパラメータ

図-2 劣化進行予測と延命補修効果 
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のケースを比較した場合では，0.26 のケースの

ほうが中性化の進行が遅いため劣化進行速度も

遅くなっている。このため，0.33 と 0.26 の総補

修費率を比較した場合に維持目標損傷度Ⅱで1.6

倍，維持目標損傷度Ⅲで 1.7 倍，維持目標損傷度

Ⅳで 1.7倍となっており，コンクリートの品質(又

は仕上げ材)の違いで補修費用が大きく異なって

くることが明確となった。 

 

5.まとめ 

 供用期間中の総補修費用を最小にする最適補

修計画策定のための基礎資料を得ることを目的

に，暫定・延命・恒久の各補修費用の比率に及

ぼす劣化要因及び損傷度の影響，ならびに，そ

れを用いた簡単な補修費用増加特性の検討を行

った。この結果， 

(1)暫定補修では損傷度ⅡからⅢにかけて，延命

補修では損傷度０からⅡにかけて，補修費用が

急増する傾向にある。この結果，暫定補修と延

命補修の比率は，劣化要因間の差はあるが，損

傷度０で小さく，Ⅱで大きく，そしてⅢ以降再

び小さくなる傾向にあることが分かった。 

(2)中性化の補修費用増加特性の検討では，延命

補修を供用期間中繰り返す場合，維持目標損傷

度が大きくなると補修費用は増加するが補修回

数は減少するため，維持目標損傷度が大きいほ

ど総補修費用の観点からは有利であると考察さ

れた。一方，暫定補修を供用期間中繰り返す場

合，延命補修とは逆に維持目標損傷度を小さく

するほど有利であるという結果が得られた。ま

た，おおよそ，延命補修は暫定補修よりも有利

であることが考察された。 

(3)しかしながら，この結果は構造物の経済性の

ごく一面から導き出されたものであり，今後十

分な検討が必要と考えられる。例えば，商業施

設等の建築物において，営業停止してまで年数

の短い間隔で補修を繰り返すことは考えにくく，

また，美観上，損傷がひどい状態になるまで建

物を放置した後に補修をすることが常に最適な

補修計画とも考えにくい。補修計画策定には建

築物の用途と機能，供用期間中の維持目標損傷

度に対応する補修費用と補修効果（再劣化年数）

のバランスを考慮することが重要であると考え

られる。 

 なお，今回の研究では，算定した補修費用に

仮設費用等の考慮がされていないため建築物の

規模による補修費用の変化がとらえられていな

い。又，補修効果の設定方法にも議論の余地を

残している。以上の 2 点より，より妥当な補修

計画策定にむけて，補修工事全体の工事費の算

定，補修効果の適切な設定を今後の課題とした

い。 
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