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１．はじめに

平成29年11月に道路橋示方書の改訂版が発行され
た。発行された示方書では、要求された限界状態を超
えないような耐荷性能を満足するように設計を行うこ
とが規定されている。しかし、照査を行う地震動を超
える作用（以下、超過作用）に対しては、構造上の配
慮事項の記述はあるものの対処法については設計者に
委ねられている。
地震災害を受けた場合、救助、復興等の基盤をなす
重要な機能が道路橋には求められており、要求された
限界状態を保持できない損傷を与える超過作用に対し
ても緊急輸送道路網の橋においては、致命的な損傷を
回避する必要がある。超過作用に対しては、想定され
た損傷に留め、早期回復を図るための方策の一つとし
て、損傷の誘導・制御といった設計を実現することが
今後求められると考える。
ここでは、橋梁の地震時損傷を特定部材に誘導・制
御するため、道路橋示方書により設計される橋梁部材
の耐力階層化の可能性に着目し、橋梁の被災事例を基
に実態の分析を行う。

２．橋梁の地震被害

気象庁が地震観測を開始して以降、発生した大規模
地震を対象に、道路橋の被害に関する調査結果が整理
された報告書、記録誌、論文1)-13)などを基に被害情報
を収集した。道路橋示方書により設計された橋梁部材
の耐力階層化に着目し、通行止や交通規制を伴う比較
的大きな損傷を支承部および近傍上下部構造、橋脚部
で受けた橋梁の資料より、橋梁概要、適用示方書、作
用地震動、損傷箇所およびその程度を整理した。なお、
作用地震動については、近郊の表層地盤の地震動記録
を用いた。ここで近郊とした条件は、橋梁までの震央
距離が100kmを超えない場合は、概ね10km以内の観
測点、100kmを超える場合は、概ね5km以内の観測点
とした。近郊に観測点がないものについては、震央距
離と地震規模により距離減衰式から算定する推定値と

している。なお、推定値は、平成2年道路橋示方書・
同解説書V耐震設計編の資料編に示された距離減衰式
より算定される値に超過確率を考慮した割増1.7を乗
じた距離減衰式の最大加速度を適用した。兵庫県南部
地震の橋梁被害は、1橋を除き神戸海洋気象台、JR鷹
取駅と東神戸大橋の記録を被災橋梁の地盤種別に合わ
せて記した。
損傷記録として収集した資料は、表－1に示す地震

に関するもので、被災橋梁全数500橋の内、調査目的
に合致した76橋を対象とした。なお、平成7年(1995年）
兵庫県南部地震および平成23年(2011年)東北地方太平
洋沖地震での被災橋梁は、広範囲に渡っており、収集
した資料からは被害橋梁全数を正確に把握出来ないと
考え空白としている。対象の被災橋梁の概要は、本資
料の末頁に別表として示す。別表－1は、平成7年（1995
年）兵庫県南部地震より前（以下、H7前被災橋梁）の
41橋梁、別表－2は、平成7年(1995年)兵庫県南部地震
以降（以下、H7以後被災橋梁）の35橋梁である。H7
を境に区分したのは、調査した地震動レベルを簡便に
分けるためである。
まず、H7前被災橋梁を対象として、設計震度に重
力加速度を乗じた加速度相当値（以下、設計震度相当
応答加速度）と作用地震動の比較により、被災した橋
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地震名
被災

橋梁数

対象

橋梁数

新潟地震 93 6 
1968 年十勝沖地震 5 3 
1978 年宮城県沖地震 127 14 
昭和 57 年(1982 年)浦河沖地震 34 1 
昭和 58 年(1983 年)日本海中部地震 84 3 
平成 5 年(1993 年)釧路沖地震 87 5 
平成 5 年(1993 年)北海道南西沖地震 17 3 
平成 6 年(1994 年)北海道東方沖地震 31 1 
平成 6 年(1994 年)三陸はるか沖地震 13 5 
平成 7 年(1995 年)兵庫県南部地震  13 
平成 15 年(2003 年)十勝沖地震 3 3 
平成 16 年(2004 年)新潟県中越地震 6 3 
平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震  16 

表－1　調査対象地震と被害橋梁数および調査対象
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梁の加速度レベルを確認する。
図－1において、昭和46年より前の指針、昭和46年
の示方書、昭和55年の示方書で、地盤種別毎に凡例を
示し、作用地震力と設計震度相当加速度との関係を示
している。対角線を含みそれより上方にプロットされ
たものは、設計震度相当加速度を上回った作用地震動
を受けて被災したと考えられるケースで、対角線より
下方は、設計震度相当加速度を下回ったと考えられる
が被災した橋梁である。S55道示では、全てが設計レ
ベル以上の作用力により被災した結果である。それ以
外では、地盤種別によらず設計レベルを下回ったと考
えられるレベルにおいても被災している。
次に損傷部別の損傷橋梁の割合を図－2に示す。設

計値と比較し、小さい作用地震動で被災した橋梁の結
果を左側に、大きい作用地震動で被災した橋梁の結果
を右側に示している。損傷橋梁の割合は、適用示方書
区分毎の損傷数に対する損傷部別の損傷橋梁数を算出
したものである。損傷部は、橋脚、支承部、橋脚と支
承部の両方の3区分で整理した。全ての損傷部が、設
計値に対する作用地震動の大小に関わらず確認され、
特に作用地震動が設計値より小さい場合でも橋脚の損
傷が誘発されたことが過去の設計指針および示方書で
設計した構造物で確認できる。昭和46年以前の指針を
適用した橋梁では、橋脚の損傷が確認されているが、
昭和55年の示方書を適用した橋梁においては、作用地
震動の大小に関わらず、設計条件等の改定により損傷

   図－1 被災橋梁の設計震度相当加速度と 

作用加速度の比較 
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表－2　H7以後、レベル2地震での被災橋梁における被災概要表－2 H7 以後、レベル 2地震での被災橋梁における被災概要 

地震動のタイプ

適用示方書

タイプⅠ 
代表地震

平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震 
平成 15 年(2003 年)十勝沖地震 

タイプⅡ 
代表地震

平成 7 年(1995 年)兵庫県南部地震 
平成 16 年(2004 年)新潟県中越地震 

昭和 55 年道示より前 
橋脚段落し位置の損傷

支承本体、沓座モルタルの損傷

支承取付部主桁の損傷

橋脚段落し位置の損傷

支承本体、沓座モルタルの損傷

支承取付部主桁の損傷

昭和 55 年道示以降 
支承本体、沓座モルタルの損傷

上部構造の損傷

橋脚段落し位置の損傷

支承本体、沓座モルタルの損傷

支承取付部主桁の損傷

H８以降（補強含む） 
積層ゴム支承、免震支承のゴム破断

変位制限構造、取付部の損傷

トラス下弦材の損傷

積層ゴム支承の破断（地盤変位の影響含む）
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が支承部のみになっている。
表－2には、H7以後被災橋梁における被災概要を適
用示方書を3区分に分け整理した。レベル2地震動のタ
イプによらず、昭和55年示方書より前では、橋脚の段
落とし位置での損傷が生じた。それ以降でも段落とし
がある場合においては、橋脚の損傷は段落とし部で生
じ、それ以外では橋脚の損傷は報告されていない。橋
梁の損傷の多くは、支承本体、沓座モルタル、支承取
付部主桁で発生していることが確認できる。H8以降
（補強含む）適用示方書での特徴は、応答挙動か地盤
変状によるものか明確ではないが、ゴム支承の破断が
確認された。

３．損傷部の傾向

笛木、庄司14)が行った阪神高速3号神戸線の橋脚の

被災状況に対する傾向分析に用いられているイベント
ツリー解析(以下、ETA)を参考に橋脚、支承部に生
じる損傷傾向の分析を兵庫県南部地震、東北地方太平
洋沖地震に対して実施した。ここで整理している損傷
度A、As、B、C、Dは、道路震災対策便覧（震災復旧編）
に示されている被災度区分（表－3、表－4参照）に従
っている。

３．１　平成7年(1995年)兵庫県南部地震

笛木らが整理したデータを用いて、損傷が橋脚、支
承部、橋脚と支承部の両方に発生した橋脚基数を集計
した。また、支承部の損傷度毎に橋脚の損傷を示し、
橋脚基数の総数に対する損傷度Dより大きな損傷度の
橋脚基数の割合を損傷率として整理した。

図－3には、支承部の損傷区度の橋脚基数の集計結
果と支承部の損傷度別で橋脚の損傷率を示している。

表－3　�橋脚の被災度区分（道路震災対策便覧（震災復旧編）

表－4.4.12引用）

表－4　�支承部の被災度区分（道路震災対策便覧（震災復旧

編）表－4.4.24引用）
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図－3　支承部損傷度毎の橋脚の損傷度数と橋脚損傷率

（平成7年(1995年)兵庫県南部地震）
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支承部の損傷した橋脚基数は、ほぼ損傷していない損
傷度Dを除き、概ね同じ基数となっている。支承の損
傷度がDの場合、橋脚の損傷率が高く、損傷度がCに
なると橋脚の損傷率が低下する。支承の損傷度がBや
A、Asと大きな場合、橋脚の損傷率が高くなる。橋脚
の損傷率が、支承の全損傷度に対して、40〜70％弱で
あることから、支承の損傷要因が地震動か橋脚の損傷
による間接的なものによるいずれかが要因といえる。

３．２　平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震

ETAを実施したデータは、土木学会地震工学委員
会が整理した資料16)より抽出したものである。全デー
タを有効としたケースと耐震補強未対策の橋脚のみを
対象としたケースを実施した。
全データを対象とした場合の結果を図－4に示す。

支承の損傷度Dの場合は、橋脚に何らかの被害がほぼ
生じている。これに対して、支承の損傷度が大きくな
ると、橋脚の損傷率が低下し、負の相関となる。支承

図－4　支承部損傷度毎の橋脚の損傷度数と橋脚損傷率

（平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震:全データ）
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図－5　支承部損傷度毎の橋脚の損傷度数と橋脚損傷率

（平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震:耐震補強未対策）
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の損傷度がA、Asと大きい場合、橋脚の損傷率が0％
となり、調査対象の範囲では、支承に損傷を誘導する
ことで、橋脚の損傷を抑制できる可能性が示唆されて
いる。

図－5には、耐震補強未対策の橋脚のみを対象とし
た結果を示す。耐震対策が未対策における支承の損傷
度CやBでは、全データを対象とした結果よりも橋脚
の損傷率が高く、支承部と橋脚の両方が損傷する場合
が多くなるものの、全データを有効とした図－4に示
した結果と傾向は一致しており、支承の損傷度が大き
くなると橋脚の損傷率が低下する、損傷のトレードオ
フのような傾向が示された。
次に、橋脚基数が少ないものの橋梁概要のデータが
多いことから、橋脚の断面形状や支承の形式に着目し

てデータを集計し、分析を行った。
対象の橋脚はRC製による円形、小判型、壁式とラ
ーメンの4種類である。支承形式は、一般的な支承と
して、線、ピン、ピンローラー、ピボットとBPの5種
類のほか、地震時固定形式となる粘性ストッパーが設
置されているものが対象である。

図－6に集計結果を示す。支承の損傷区分D（損傷
なし）においては、橋脚損傷の基数が多く、特に柱式
（円形）の橋脚の損傷が多い。調査内で最も採用の多
いBP支承を有する橋脚は22基あり、そのうち10基で
支承の損傷が生じた。支承の損傷度が大きくなると橋
脚の損傷が低減している傾向にある。支承形式別によ
る橋脚損傷の発生やその損傷の大小については、本検
討の対象橋脚の中では明確な傾向は見られない。

図－6　支承形式と橋脚形式による損傷度数の集計
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４．まとめ

橋梁の地震時損傷を特定部材に誘導・制御するた
め、道路橋示方書により設計される橋梁部材の耐力階
層化の可能性に着目し、新潟地震から平成23年(2011
年)東北地方太平洋沖地震までの被害記録をもとに橋
梁の被災事例を基に実態の分析を行った。
その結果、平成7年(1995年)兵庫県南部地震より前
の地震被害においては、昭和46年より前の指針を適用
した橋梁では、設計地震動よりも低い作用地震動で被
災したと思われるケースが他より多く確認された。昭
和46年および昭和55年の示方書を適用した橋梁では、
支承の損傷が多いことが確認された。
兵庫県南部地震と東北地方太平洋沖地震を対象とし
て行った損傷部の傾向分析では、支承と橋脚の損傷発
生率やその大きさについて、支承と橋脚の損傷発生に
トレードオフの関係が確認でき、部材の耐力差を照査
することで損傷の誘導や制御に配慮した合理的な設計
が可能であることが示唆された。
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別表－1　平成7年(1995年)兵庫県南部地震より前の被災橋梁概要
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別表－2　平成7年(1995年)兵庫県南部地震以降の被災橋梁概要


