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要 約 

道路橋の耐荷性能の照査に用いる設計地震動は，地震動特性等のばらつきの影響を考慮し

て設定されているが，設計地震動を上回る地震動が発生する可能性は否定できない．また，

津波や斜面変状，断層変位などの直接設計照査を行っていない極めて大きな作用に対して

性能を確保することは困難であると考えられる．そこで，耐荷性能の照査において設定す

る作用を超える作用を受けたときの橋にとって致命的な被害を特定するとともに，致命的

な被害への至りにくさや致命的な被害に至ったとしても機能回復のための応急復旧のしや

すさを実現するための考え方として，橋の損傷シナリオをデザインする方法について検討

した結果について論じる． 
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1.はじめに 

 

 道路橋の耐荷性能の照査に用いる設計地震動は，過去の地震被害の経験や調査研究を基に地震動特性

等のばらつきの影響を考慮して設定されている．それでも，設計地震動を上回る地震動が発生する可能

性は否定できない．また，設計地震動に対して耐荷性能を有する橋は，津波や斜面変状，断層変位に対

しても，ある程度まで抵抗特性を発揮できると考えられるが，極めて大きな作用に対して耐荷性能を確

保することは困難である．そのため，これらの影響を受けないように架橋位置又は橋の形式の選定を行

うことが標準的な対応1)であるが，やむを得ずこれらの影響を受ける場合も想定される．しかし，その

対策について具体的な方法は確立されていない． 

 耐荷性能の照査において設定する作用を超える作用(以下「超過作用」)に対して，致命的な被害への

至りにくさや機能回復のための応急復旧のしやすさの観点から，これらを実現するための具体的な設計

方法の確立が必要である．このためには，橋全体系で考えた場合の致命的な被害とはどのような状態な

のかを明らかにすることが重要である2),3)． 

 そこで本研究では，前述した地震に伴う超過作用を対象として，超過作用を受けたときの橋にとって

致命的な被害を実際の被災事例から特定するとともに，橋の損傷シナリオをデザインする方法を検討し

た． 
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2.致命的な被災事例にみる復旧難易度の相違 

 

 写真1は，2011年東北地方太平洋沖地震による津波で橋の機能が喪失した事例である．機能喪失に至っ

た橋の被災状況を分析すると，写真1(a)に示すように上部構造だけが流出した橋と，写真1(b)に示すよう

に橋脚の倒壊も伴って流出した橋の2つに大きく分類される4)．いずれの橋も機能喪失に至っている点で

は同じであるが，橋の機能回復の観点からは，上部構造だけを流出させた方が仮橋設置等早期に応急復

旧をするための選択肢が多くなる可能性もある2)． 

 写真2は，2016年熊本地震で発生した斜面崩落により橋台部が沈下する被害を受けた阿蘇長陽大橋(ラ

ーメン構造)である．阿蘇長陽大橋は，橋台部と上部構造の間に段差が生じたために橋の機能喪失に至っ

たが，橋自体は自立した状態で留まっており，落橋は免れた．そのため，橋台の再構築および上部構造

や橋脚の補修等により，機能喪失後1年4か月で復旧できている5),6)． 

 
 

3.超過作用に対する橋の機能回復力向上の考え方 

 

 図1は，超過作用に対する考え方を示したものである．橋の設計では，設計地震動に対して橋全体系が

致命的な被害に至らないように，粘り強い構造にすることが望ましい(図1(a))．そのため，これまでの

耐震設計では，部材が水平抵抗力を失わない損傷に留めることで，橋全体系が致命的な被害に至らない

ようにしている．しかし，超過作用が発生した場合，部材が水平抵抗力を失うことで致命的な被害に至

る可能性がある(図1(b))．そのため，超過作用が生じたとしても，橋全体系としては致命的な被害に至

りにくく，仮に致命的な被害に至るとしても早期復旧ができるような機能回復力の向上が求められる．

これを実現するための1つの方法として，橋の損傷シナリオをデザインする方法が考えられる．その例と

して，耐荷性能の照査において設定する作用に対しては求められる機能を失わず，超過作用が発生した

場合には，一定以上荷重を伝達しないように一部の部材に損傷を誘導(制御)することにより，橋の損傷

シナリオをデザインすることが考えられる(図1(c))． 

 図2は，道路橋における損傷制御部位の選び方をまとめたものである．超過作用が生じた場合，致命的

な被害への至りにくさの観点に加えて，復旧性の観点から，どの部位で損傷を制御するのか橋全体系と

して検討したうえで，損傷を制御する部位のどの位置で，かつ，どのような力で損傷させるのか考える

必要がある．さらに，確実に損傷を制御するための耐荷力の制御技術と，その信頼性の評価方法を確立

することも重要である7)． 

写真 2 斜面崩落により機能喪失した橋(阿蘇長陽大橋) 

(a) 上部構造が流出して機能喪失した橋 (b) 下部構造の倒壊も伴って機能喪失した橋 
写真 1 津波により機能喪失した橋 
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4.地震動に対する橋の損傷シナリオをデザインする方法 

 

 前述したように，橋の損傷シナリオをデザインすることは，致命的な被害への至りにくさの観点では

有効である．本章では，設計を超過する地震動が発生した場合に対する橋の損傷シナリオや，損傷制御

により橋の損傷シナリオをデザインする方法について解析的に検討する． 

 

4.1 解析モデル 

 検討する橋梁は，図3に示すような橋長140m(アーチ支間87.0m)，幅員10.5mのアーチ橋(全重量

17800kN)を対象とした．本研究では，超過作用が橋に作用した場合について検討するために，対象とし

たアーチ橋は，H24道路橋示方書8)で示されているレベル2地震動に対して耐震性能を満たすように，座

屈拘束ブレース等を用いて耐震補強を施した橋を想定した．部材の座屈等の損傷を表現できるように，

材料非線形と幾何学的非線形を考慮した複合非線形解析による弾塑性有限変位解析を実施した．本研究

では，弾塑性有限変位解析が可能であるSeanFEMを使用した．対象とした橋梁は図4に示すようにモデ

ル化し，各部材は部材の座屈状態が表現できるように，局部座屈については材料非線形，全体座屈につ

いては幾何学的非線形により評価した．なお，部材の変形モードにより最終的に至る部材の座屈のモー

ドが異なり，橋全体系に影響を及ぼすことが考えられるため，本研究では部材を4分割，さらに高次の変

形モードにより座屈が生じる可能性のある箇所については8分割にした．床版と補剛桁の接続部(スラブ

アンカー)は線形部材でモデル化し，この部位は損傷しないこととした．また，アーチクラウン部は剛部

材としてモデル化した．さらに部材の端部における境界条件は非線形要素とした． 
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損傷を制御した場合 
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図 1 超過作用に対する考え方 

(a) 設計地震動が作用する場合 

(b) 超過作用が発生した場合 

 (損傷制御しない場合) 

(c) 超過作用が発生した場合 

(損傷制御した場合) 

致命的な被害に至らな

いような粘り強い構造

にすることが望ましい 

水平抵抗力を 

失った損傷 

超過作用 

支承部で損

傷を制御し

た場合 

水平抵抗力を

失わ な い 程 度

の損傷 

支承が落下

しないように

拡幅 

水平抵抗力を

失わ な い 程 度

の損傷 

図 2 損傷制御部位の選び方 
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例：支承部(ゴム支承)で損傷を制御する場合 

どの位置で損傷を制御するか？ 

どのような力で損傷させるか？ 

・ゴム支承本体  ・セットボルト 

・アンカーボルト 等 

・せん断  ・引張  ・曲げ 

→材料強度のばらつきが小さい材料の選定 

→耐力のばらつきが小さくなる構造の選定 

→精度の高い耐力評価法の開発 
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4.2 各部材の材料特性の設定 

(1) 鋼部材 

 鋼部材の材料特性として，引張に対して使用する鋼材の降伏応力σyに達した後は初期剛性の1/100に，

圧縮に対しては降伏応力に低減係数ζを乗じた値(ζσy)に達した後は鋼材の剛性が0になるような非線形特

性を設定した9)．ここで，低減係数ζは，座屈応力σcrを降伏応力σyで除した係数であり，道路橋示方書10)

に記載されている座屈強度曲線を基に，ウェブやフランジ等の部材要素の幅厚比パラメータR0に対応す

る低減係数を求めた9)．アーチリブと補剛桁にはSM490Y，支柱や2次部材にはSS400を用いることとし，

これら鋼材の降伏応力を設定した．なお，両鋼材ともにヤング率は2.1×105N/mm2とした． 

 これら非線形特性を部材の各断面要素に設定した．但し，補剛桁と横桁のウェブについては水平補剛

材により局部座屈が発生しないと考えられるため，本研究では，これら部材については非線形特性を設

定しなかった． 

(2) その他の部材 

 床版は鉄筋コンクリート(コンクリート：設計基準強度24N/mm2,ヤング率2.35×104N/mm2，鉄筋：ヤ

ング率2.1×105N/mm2,降伏強度295 N/mm2)とし，道路橋示方書を基にコンクリートと鉄筋の非線形特性

を設定した11)．  

支承部は図3に示すように，A1およびA2橋台部は可動支承，AP1およびAP2は固定ピン支承とした．  

 座屈拘束ブレースは，下横構(アーチリブ基部からL/4の範囲)と支柱対傾構の斜材に設置した．材料特

性は，レベル1地震動では弾性域内で挙動し，レベル2地震動以降で非線形挙動するようなバイリニア型

とした．本研究では，座屈拘束ブレースの初期剛性を2.0×105N/mm2，降伏後の剛性は初期剛性の1/60に

設定し，降伏後の変形量は無限大であると仮定した．なお，ダンパー用鋼材は，低降伏点鋼(LY225)を

想定した． 

 下部構造は，A1,A2橋台の躯体部分は線形のはり要素，地盤部は線形ばね要素，A1,A2橋台のフーチン

グおよびAP1,AP2橋台は剛体とした． 

 

4.3 損傷制御方法 

 本研究では，設定する部位に損傷を誘導することで損傷制御する方法を考えた．損傷を誘導する部位

は，交換しやすいことや，力の伝達経路上に存在すること等が求められる．そこで本研究では支承部に

着目し，支承部に損傷を誘導した場合について検討を行った．ここでは，損傷シナリオの違いを把握す

るために，アーチリブ基部の支承を補強して橋台部の支承に損傷を誘導した場合と，パラペットを補強

図 3 対象橋梁の橋梁一般図 
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してアーチリブ基部の支承に損傷を誘導した場合について検討した． 

 損傷を誘導する支承は，後述するレベル2地震時に相当する水平震度に達した直後に水平支持機能や上

向き方向の鉛直支持機能が損傷し，橋軸回りと鉛直軸回りの回転が自由になると仮定した．なお，補強

した箇所や支柱部の支承については，常に健全な状態と仮定した． 

 

4.4 解析方法 

 本研究では，アーチ橋の損傷の進展過程を把握するために，プッシュオーバー解析を行った．プッシ

ュオーバー解析を行うに際し，事前に以下の検討を行った． 

(1) 着目する変形状態の想定 

 対象とするアーチ橋の振動特性や変形形状を把握するために，固有値解析を行った．本研究では，1

次モード(逆対称1次モード)と2次モード(橋軸直角1次モード)を確認した9)． 

(2) 載荷荷重の設定および載荷方法 

 プッシュオーバー解析で必要となる各節点の加速度を動的解析により求めた．本研究では，入力地震

動を道路橋示方書8)に示されているレベル2地震動(タイプII)の地震波(II-I-1)とした場合の動的解析の結

果を基に各節点の加速度を求めると，図5のような加速度分布になる．なお，動的解析で得られた最大加

速度分布は，橋軸方向および橋軸直角方向共に固有値解析で得られた1次モードと2次モードのモード図

と一致しており，着目する振動モードが得られている9)． 

 得られた加速度を重力加速度で割ることで水平震度を算出し，これに節点の質量をかけることで各節

点に載荷する荷重を求めた．解析は水平震度を0.001刻みで漸増載荷した．解析の途中で部材が座屈し，

解析が不安定になったときは，座屈が生じた部材の曲げ圧縮剛性を0にして解析を再開した． 

(3) レベル2地震時の設計水平震度の算出 

 レベル2地震時の水平震度は，動的解析により以下の方法で算出した．まず動的解析により，本研究で

着目するアーチ中央部の橋軸方向および橋軸直角方向の最大応答変位時における応答加速度を求める．

そして，求められた応答加速度を最大応答加速度とし，最大応答加速度を重力加速度で割ることで算出

した．この求めた水平震度がレベル2地震時の設計水平震度であり，これ以上の水平震度は超過作用とし

た．動的解析を行った結果，本橋梁モデルのレベル2地震時における水平震度は，橋軸方向で0.45，橋軸

直角方向で0.43だった． 

(4) 損傷の考え方 

 解析は，漸増解析による外力を受けて，部材の塑性化が進行し，断面が抵抗できなくなることで構造

系全体として不安定になるまで行った．ここで，自重を支えられない，自立できない状態を構造的に不

安定と判断した．本研究では，橋全体系の挙動に影響を及ぼす主要部材に着目し，着目した部材の全断

面が降伏したとき，連続する骨組みのたわみ角が不連続となることでその箇所はヒンジ化し，それ以上

の軸方向の抵抗および回転抵抗は増えないものとした． 

 

4.5 橋軸方向に載荷した場合の橋の損傷シナリオ 

 図6は，橋軸方向に載荷した場合の崩壊直前の橋の挙動を示したものである．部材の色は，部材の損傷

の割合であり，色が赤くなるほど損傷が大きいことを示している．また，図中の番号はヒンジ化した順

番を示しており，赤字で示した番号は崩壊直前にヒンジ化した箇所である． 

(1) アーチリブ基部の支承を補強した場合 

 アーチリブ基部の支承を補強した場合，図6(a)より補剛桁(支柱部，支柱－アーチクラウン間)に4か所， 

 

(a) 橋軸方向 (b) 橋軸直角方向 
図 5 最大応答加速度時の加速度分布（変形量が加速度の大きさを表している） 
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アーチリブに2カ所ヒンジ化したとき構造的に不安定になったため，この時点で橋が崩壊すると判定した．

損傷シナリオを考えると，始めに補剛桁中央付近(図6(a)の①)がヒンジ化し，最終的にAP1－アーチクラ

ウン間のアーチリブ(図6(a)の④)がヒンジ化することで，アーチクラウン－AP2間が上向きに曲げ破壊し

つつ， AP1－アーチクラウン間が崩れ落ちるような崩壊をすると考えられる． 

(2) パラペットを補強した場合 

 パラペットを補強した場合，図6(b)に示すように，損傷を制御するアーチリブ基部の支承2カ所が損傷

したあと，補剛桁(AP1支柱部，アーチクラウン周辺)3か所とアーチリブ(アーチクラウン付近)2カ所が

ヒンジ化した時に構造的に不安定になったため，この時点で橋が崩壊すると判定した．橋崩壊直前の橋

の挙動はアーチリブ基部の支承を補強した場合と異なり，アーチリブが外側に開き，AP1－アーチクラ

ウン間の補剛桁とアーチリブが下向きにたわむような挙動を示している．  

 図から損傷シナリオを考えると，アーチリブ基部の支承が損傷したあと，始めにAP1－アーチクラウ

ン間の補剛桁がヒンジ化し，最終的にアーチクラウン－AP2間のアーチリブ(図6(b)の④)がヒンジ化する

ことで，AP1－アーチクラウン間が崩れ落ちるような崩壊をすると考えられる． 
 

4.6 橋軸直角方向に載荷した場合の橋の損傷シナリオ 

 図7は，橋軸直角方向に載荷した場合の崩壊直前の橋の挙動を示したものである．部材の色および図中

の番号は，図6と同様である． 

(1) アーチリブ基部の支承を補強した場合 

 図7(a)に示すように橋軸直角方向に載荷した場合，アーチリブが4か所ヒンジ化した後，床版部の全断

面が降伏し，構造的に不安定になった．そのため，この時点で橋が崩壊すると判定した．その時，橋の

中央部が載荷側にたわむような挙動を示している．損傷シナリオを考えると，始めにアーチリブの基部

がヒンジ化する．その後，アーチクラウン部周辺のアーチリブがヒンジ化することで，橋の中央部が曲

げ破壊をしながら，載荷方向に崩れ落ちると考えられる． 

(2) パラペットを補強した場合 

 図7(b)に示すように，床版の一部が降伏した後に，アーチクラウン部のアーチリブがヒンジ化し，床

版部の全断面が降伏したことで構造的に不安定になったため，この時点で橋が崩壊すると判定した．橋

崩壊直前の挙動は，アーチリブ基部の支承を補強した場合と同様に，床版の中央部が載荷方向にたわむ

ような挙動を示している．図より，損傷を制御するアーチリブ基部の支承が損傷したあと，アーチクラ

ウン部のアーチリブがヒンジ化する損傷シナリオになると考えられる．なお，アーチリブ基部の拘束が 

 

②床版全断面降伏

②アーチリブヒンジ化

①アーチリブヒンジ化

②床版全断面降伏

⓪支承損傷
（損傷制御）

①アーチリブヒンジ化

⓪支承損傷
（損傷制御）

(a) アーチリブ基部の支承を補強した場合 (b) パラペットを補強した場合 
図 6 橋の損傷シナリオ(橋軸方向載荷，変形倍率 5倍) 

図 7 崩壊直前の橋の挙動(橋軸直角方向載荷，変形倍率 1倍) 
(a) アーチリブ基部の支承を補強した場合 (b) パラペットを補強した場合 

③補剛桁ヒンジ化

⓪支承損傷
（損傷制御）

⓪支承損傷
（損傷制御）

①補剛桁ヒンジ化

①補剛桁ヒンジ化

④アーチリブ
ヒンジ化

②アーチリブヒンジ化

①補剛桁ヒンジ化
③補剛桁ヒンジ化

②アーチリブヒンジ化

②補剛桁ヒンジ化

②補剛桁ヒンジ化

④アーチリブヒンジ化
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無くなるため，アーチリブ基部の部材がヒンジ化することはなかった． 
 

4.7 損傷制御による橋崩壊への至りにくさ 

 着目位置の変位と水平震度の関係を示したのが図8である．横軸は図に示す着目位置の水平変位，縦軸

は水平震度である．図に示した番号は，損傷した順番を示している．また，図中にはレベル2地震時に相

当する水平震度(橋軸方向：0.45，橋軸直角方向：0.43)も示した． 

 橋軸方向に載荷した場合，図8(a)に示すように，パラペットを補強した場合の橋が崩壊に至る水平震

度(最終水平震度)は1.93であり，アーチリブ基部の支承を補強した場合(最終水平震度：0.89)に比べて約

2.2倍大きくなっている．橋軸直角方向に載荷した場合，図8(b)に示すように，損傷を制御すると橋崩壊

に至るときの水平震度は4.34であり，アーチリブ基部の支承を補強した場合(最終水平震度：2.20)に比べ

て，約2倍大きくなっている．なお，支承部で損傷を制御すると，他の支承部には常時に比べて，最大2

倍程度の鉛直反力が生じるが，支承等は十分に設計できる範囲である． 

 以上より，パラペットを補強することでアーチリブ基部の支承に損傷を誘導する場合，アーチリブ基

部の支承を補強した場合に比べて，橋崩壊に至る水平震度が大きくなる．したがって，橋崩壊に至りに

くくなるように損傷シナリオをデザインできることがわかった． 
 

5.断層変位に対する損傷シナリオをデザインする方法 

 

 前章の解析により，損傷を制御することで橋が崩壊に至りにくくなるように損傷シナリオをデザイン

できることがわかった．そこで，損傷シナリオをデザインするためには，構造的な工夫が求められる．

本研究で検討した支承部に損傷を誘導する場合の構造的な工夫の1つとして，損傷制御型支承がある．損

傷制御型支承は，設計地震動などの設計範囲内の作用に対しては支承として働き，設計を超過する地震

動などの超過作用が作用した時は，支承の一部を損傷させることで，力の伝達を遮断するものである． 

 損傷制御型支承は，新しく架橋される阿蘇大橋への導入が検討されている12),13)．阿蘇大橋の架橋位置

は布田川断層と交差していると推定されているが，安全性や利便性等を考慮し，当該位置に架橋するこ

とになった．産業技術総合研究所の調査14)から，2016年熊本地震により架橋付近の断層は1.4m変位した

ことがわかっており，布田川断層は地震時に1.4mの右横ずれが想定されている12),13)．もし断層が動くと

橋全体が致命的な被害に至る可能性がある．そのため，図9に示すように，推定される断層と交差する箇

所を鋼単純箱桁橋とし，さらにその両端部に損傷制御型支承を設置する方法を採用している12),13)．損傷

制御型支承は，支承-橋脚間の取付けボルトを損傷部としており，断層変位が生じた場合はこの部分を破

断させる構造となっている． 

 断層変位が生じた場合，図10に示すように損傷制御型支承に損傷を誘導することで，鋼単純桁橋は橋 
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図 8 着目位置の変位と水平震度の関係 
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脚上に載っているだけの状態になる．それにより，3径間連続PCラーメン橋や3径間連続鋼鈑桁橋に力が

伝達しなくなるため，3径間連続PCラーメン橋に被害が及ぶことはなくなる．仮に3径間連続PCラーメン

橋の端部が橋脚から逸脱しても，片持ちばりの構造になるため，落橋を防ぐことができる．また，橋脚

天端を拡幅することで，支承を損傷させた後も鋼単純箱桁橋は落橋しにくい構造となっている．ただし，

断層変位には不確実性が大きく，ずれ位置，ずれ量，ずれる方向等が想定と異なる場合もあるため，想

定とは異なる場合にも応急復旧が比較的容易となるように，たとえ落橋しても，仮設の橋を設置するこ

とで応急復旧は可能となるような配慮がなされている．なお，断層周辺に地盤変状が生じることで端部

橋脚が移動して，桁端部が橋脚から逸脱する可能性も考えられるが，前述したように片持ち構造になる

ことで落橋しない構造になっている． 

 

図 11 津波に対する損傷制御の概念図 

推定される活断層の位置 

損傷制御型支承の設置位置 

3 径間連続 PC ラーメン橋 3 径間連続鋼鈑桁 
鋼単純箱桁橋 

図 9 新設される阿蘇大橋の橋梁一般図
12),13)

 

推定される活断層の位置 

3 径間連続鋼鈑桁橋 
鋼単純箱桁橋 

3 径間連続 PC ラーメン橋 
断層変位 

(1.4m の右横ずれ) 損傷制御型支承の設置位置 

互いの橋梁に力が伝達しなくなる 

損傷を誘導することで，鋼単純箱桁橋は

橋脚上に載っているだけの状態になる 

橋脚天端を拡幅することで，落橋

しにくい 

たとえ鋼単純箱桁橋が落橋しても，

仮設の橋を設置することで応急復

旧は可能 

図 10 断層変位発生時に想定される阿蘇大橋の挙動 
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6.津波に対する損傷シナリオをデザインする方法 
 

 津波に対しても，従来の設計では一般に考慮されていない．津波が橋に作用する場合，想定される津

波に対しては，上部構造に整流装置を取り付けて，上部構造に作用する力を軽減させる方法が検討され

ている例えば15)．しかし，津波は想定に限界のある事象であり，仮に整流装置を設置しても，設計を超過

する津波の作用により，橋が機能喪失に至る可能性がある．このような致命的な被害を想定した場合，2

章で述べたような下部構造が自立した状態に留めることが，橋の早期機能回復の観点では有効である(写

真1(a))． 

 そのような考え方を実現するための1つの方法として，図11に示すような，下部構造が損傷する前に支

承部に損傷を制御して，上部構造を流出させる考え方がある．下部構造が残存していれば，図に示すよ

うに仮橋等による応急復旧は可能になると考えられる．著者らグループでは，図11に示すようなBP-B支

承(支承板支承)に取付けられているサイドブロック(上揚力止め)を損傷制御する部品に改良した損傷制

御型支承を提案している4)．提案した損傷制御型支承が設計通りの破壊モード及び破壊耐力になってい

るか検証実験を行っている4)．その結果，提案する損傷制御型支承は，設計思想通りの破壊モードを示

し，かつ，数値解析により推定した耐力とよく一致する耐荷力特性が得られている4)． 

 

7.まとめ 

 

 本報文では，致命的な被害に至りにくく，かつ機能回復しやすい構造とするための考え方を確立する

ことを目的とし，超過作用を受けた橋の致命的な被害事例を踏まえて，損傷制御により橋の損傷シナリ

オをデザインする方法を検討した．本研究で得られた範囲で得られた知見は以下のとおりである． 

① 鋼アーチ橋を対象として，超過作用が生じたときの橋の損傷シナリオを検討した結果，アーチリブ

基部の支承を補強して橋台部の支承に損傷を誘導した場合と，パラペットを補強してアーチリブ基

部の支承に損傷を誘導した場合では，橋崩壊に至る水平震度が異なる．したがって，損傷を制御す

ることで，橋崩壊に至りにくくなるように橋の損傷シナリオをデザインできることがわかった． 

② 損傷シナリオをデザインする考え方を応用することで，設計を超過する地震動への対策だけでなく，

断層変位への対策も行えることを示した． 

③ 不確実性が高い作用に対して，損傷シナリオをデザインする考え方により，早期機能回復を目指す

考え方をとり得ることを示した． 
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ABSTRACT 
Design ground motions used for verification of load carrying capacity of road bridges are set considering the 

influence of variations in the seismic vibration characteristics and the like, but the possibility of occurrence of 

earthquake motion exceeding the design ground motion cannot be denied. Moreover, it is considered that it is 

difficult to secure performance against extremely large actions that do not conduct direct design checks such as 

tsunami, slope deformation, fault displacement, etc. Therefore, we present the results of research on design method 

of the damage scenarios of bridges. The research aims to make it possible to build bridges that are highly resilient 

against excess action by considering the fatal state for whole bridge system, or that are easier for emergency 

restoration than usual. 
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