
平成２２年度 道路技術（橋梁保全）診断技術研修コース 

耐震診断・耐震補強 

 

日時：平成２２年６月７（月）１５：００～１７：０３ 

場所：四国技術事務所 研修室 

講師：独立行政法人土木研究所 構造物メンテナンス研究センター 橋梁構造研究グループ 

 上席研究員 星隈順一 

内容： 

15:00-16:51 講義 「耐震診断・耐震補強」 星隈順一氏                   

 

１．既往の大規模地震による橋梁被害の特徴 

 

○兵庫県南部地震における橋梁の被害 

・橋脚の倒壊 

・高架橋の落橋 

・綱性橋脚が牛乳パックを押しつぶしたように破壊 

 

○大被害が想定される原因 

・キラーパルス 橋梁の固有周期に一致するような地震 

 長大橋梁なら固有周期１秒、吊り橋なら２～３秒なんてものもある。気象庁震度階は橋の壊れ

方の目安にならない。 

・従来の強震記録をはるかに上回る大きな地震動。 

・昭和５５年道路橋示方書より前の基準が適用されたＲＣ橋脚の倒壊、損傷 

・昭和５５年道路橋示方書より前の基準が適用された鋼製橋脚の倒壊、損傷 

・液状化による地盤の側方流動とこれによる杭基礎の大きな残留変位 

・支障部及び落橋防止構造の損傷 

 

○ＲＣ単柱橋脚段落とし部の被害 

・主鉄筋段落とし部での損傷、破壊、倒壊 → 鉄筋を定着している長さが短かった。 

・帯鉄筋間隔が広かった 重ね継ぎ手だったので拘束力がなかった → 帯鉄筋が無いに等しい

状態になった。 

・非常に粘りのない壊れ方 ← 耐震設計上好ましくない壊れ方。 

・直径３メートル以上あるような単柱ピアが、せん断破壊している。 

 

○振動台加震実験による被害の再現（動画による説明） 

・２箇所断落としのピア 

（曲げ破壊するタイプ） 

・断落とし部でピアがはらみ → 帯鉄筋を内部でフックを設けて定着させるようになった。 
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（せん断破壊するタイプ） 

・いっきにせん断破壊し、圧壊したような破壊状態 → 帯鉄筋が大事。 

 

・周囲のコンクリートが剥がれているような曲げ破壊はよいが、斜めやＸ字のせん断破壊は、余

震で一気に破壊する危険性があり、危ない。 

 

○ＲＣ橋脚の被害特性と適用基準の関係 

・昭和５５年より前の設計かどうかで、被害が大きく異なる。 

・断落とし部の定着長が長くなった。 

・帯金の間隔が、基部や断落とし部では３０ｃｍ程度から１５ｃｍ程度へ間隔を狭くした。 

 

○ＲＣラーメン橋脚・壁式橋脚の被害 

・主鉄筋の断落とし部が被災。 

・壁式橋脚の帯金が拘束する状態でなく、普通の壁的な構造だった。 

・ラーメン橋脚に比べ、単柱橋脚で被害大。 

 

○ＲＣ橋脚の簡易な耐震性判定法 

・適用基準：昭和５５年道路橋示方書より古い設計か 古い設計は被害を受けやすい 

・構造特性：単柱か 壁式・ラーメン橋か 単注は被害を受けやすい 

・支承条件：固定支承か可動支承か 固定支承は被害を受けやすい 

 

○綱性単柱橋脚の被害 

・左右に揺り続けられることで、基部の綱がめくれ始め、軸重の作用も相まって、繰り返し揺す

られながら縦につぶれていく。 

・初めての被災経験 車などの衝突に対応するための中詰めコンクリート その中詰めコンクリ

ートの上部で被災した。 

・局部座屈による角溶接の破断、割れ、橋脚の崩壊、沈下。 

 

・速やかな機能回復を検討する際 とりあえず上は走らせられるかもしれない。しかし、大きな

残留変形を生じているものをどう直すか。 

 

○道路橋示方書への反映 

・変形性能（じん性）を考慮した設計 

・橋脚の残留変位に対する照査 

・帯鉄筋、中間帯鉄筋の強化 

・軸方向鉄筋の断落としは原則しない 
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○変形性能の考慮 

・許容応力度設計法 → 弾性挙動 レベルⅠ 

・じん性設計法   → 降伏後の挙動 （変形性能）を考慮 レベルⅡ 

 

○地盤の流動化に起因する落橋・大変位 

・昭和大橋の落橋 液状化・流動化による下部構造の大変位。 

・護岸の移動に伴う橋脚の大変位。 

・けたかかり長が昔は少なかった → 落橋 

 

○道路橋示方書への反映 

・液状化の判定を行う必要がある土層の範囲の見直し 

・液状化の判定における設計地震力の改訂 

・液状化に伴い影響を与える流動化が生じる可能性がある場合の設計法の追加 

・地震時に不安定となる地盤がある場合のけたかかり長 

・橋脚基礎における地震時保有水平耐力法による設計の追加 

 

・変位を起こさせないことは大変な構造となる。けたかかり長で落橋を防止する。 

 

○支承部の被害 

・路面に段差がある場合には、支承部の損傷を疑え。 

・支承部の損傷とともに主桁が曲がっているときは、応急復旧をしないと、緊急車両も通せない。 

・支承破壊による上部構造の大変位 橋軸直轄方向に２～３メートルずれてしまった。 

 梁の上に乗っているので３メートルのズレでも落橋しなかった。 

連続橋であったことも影響した。→ 余震対策をして、救急車両を通す。 

 

・タマタマ見つけられた損傷や変位箇所だけでなく、「そこが壊れているのなら、あそこも壊れて

いるのでは」と、想像できる知識と経験を。 

 

○支承破壊によるゲルバー桁の落橋 

・１９７８年宮城県沖地震 昭和３０年頃に流行った構造だが、耐震性に劣る構造。 

・右と左の桁の振動挙動が違うと落橋してしまう。アゴ（支承）が小さく、構造的、維持管理上

も脆弱な構造。 

 

○支承破壊に伴う斜橋・曲線橋の落橋 

・桁の橋軸直角方向の回転による変位 → 落橋 

・鋭角側から落橋する。 

・落橋防止構造の取り付けが必要。 
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○隣接橋の影響による落橋 

・大きなニールセン橋と短い単純桁の構造が接続され、揺れ方が違うことで、破壊、落橋に。 

・大きな橋と小さな橋の接合部は、耐震設計上注意が必要 → けたかかり長など 

 

○落橋事例と構造特性の関係 

・両側橋台の単純げた橋 ２橋（ただし、いずれも橋台の破壊によるもの） 

・複数経間を有する単純げた橋 ５８橋 

・連続桁橋 ２橋（ただし、下部構造の破壊に起因する落橋で支承破壊によるものではない） 

 

→ 落橋事例は、１径間橋をのぞく単純形式の橋のみ 

 

○地震による上部構造の落下被害の特徴 

・支承破壊に伴う上部構造の落橋 

 

○落橋に関する簡易な耐震性判定法 

・適用基準：昭和５５年道路橋示方書より古い設計か 古い設計は被害を受けやすい 

・構造特性（橋軸方向の振動）：複数径間の単純げた橋か連続形式の橋梁か 複数形間の単純げた

橋は被害を受けやすい 

・構造特性（橋軸直角方向への振動）：斜橋・曲線橋等は被害を受けやすい 

 

○道路橋示方書への反映 

・落橋防止システムの整備 

・上下部構造の相対変位を考慮したけたかかり長 

・落橋防止構造を強化 → フェールセーフ的役割 

・道路としての機能保全のための段差防止構造 

・斜橋・曲線橋には変位制限装置 → 桁の回転による落橋を防止 

 

○２０１０年チリ地震による橋の落橋 

・プレキャストＴ桁を並べただけの橋梁 

・ゴムが置いてあるだけの支承 

・ＰＦＩで民間に道路事業を委託 コスト縮減、工期短縮 地震経験のないスペインの民間が設

計 

・横桁と桁移動制限装置のない斜橋が落ちた 併設されている直橋は落ちていない。 

・液状化により壁式橋脚が変位し、けたかかり長がほとんどないことで落橋 ← 昭和大橋の落

橋とそっくり 

・１４０年供用できた橋 レンガ造の橋。これまでの地震にも、トレーラーなどの重荷重にも耐

えてきた橋。 
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２．耐震補強 ～大規模地震対策 

 

○耐震補強に関する基本方針 

・個々の部材の耐震補強だけでなく、橋全体としての耐震性能の向上を図り、合理的な対策工法

を選定することが重要。 

・橋脚・支承部に被害が生じることで橋として甚大な被害を受けるため、橋として有効な耐震補

強工法（橋脚の補強対策・落橋防止対策）を選定。 

 

○補強工法の選定 

・鉄筋コンクリート橋脚の被害 

・鋼製橋脚の被害 

・支承部の損傷 

 

○鉄筋コンクリート橋脚の耐震補強工法 

・何でも綱板を巻きたてればいいわけではない。 

 

○鉄筋コンクリート巻立て工法 

・乾燥収縮ひび割れ対策に配慮を。 

 

○繊維材巻立て工法 

・カッターで傷つけられること、焚き火に弱い。 

 

・耐震補強された事例 

・耐震補強された部材が、地震を受ける事例が出てきている。 

 

○平成１６年 新潟県中越地震 

・国道８号新組跨線橋 断落とし部で損傷 

・上り線側は綱板巻き立て済みだった。下り線は未補強で被災した。 

 

○部材補強と全体系補強の考え方 

・ピア単品では補強が困難な場合には、橋全体で荷重を受ける、補強をすることも。 

・ダンパーを付加することで、橋全体の減衰を高めることも。 

 

○平成１５年 宮城県北部地震 小野橋の例 

・桁が沓座から逸脱し、路面上に段差が生じている・ 

・落橋防止ケーブルが有効に機能している。 
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３．震後対応・震後復旧 ～ 被災度の判定、応急対策 ～ 

 

○震後対応 

１．地震被災の発見 緊急点検パトロール 

２．被災度の評価 

３．応急対策の選定 

 

・道路管理者として、その後の措置をどうするのか求められる。 

・耐震診断の場合、本震と同じぐらいの余震が起きるおそれがあり、その余震への配慮が必要。 

 

○被災度の評価のポイント 

・被害の生じた位置、被害程度と被害理由 

なぜこの位置に被害が生じたのか 

なぜこのような被害になったのか これらがわからないと対策の施しようがない 

・被害により懸念されること、想定される影響 

余震等によって損傷が進んだ場合に何が起きるか 

交通止めか、交通規制か、交通解放かの判断材料 

・応急対策 

・震前対策（耐震補強）・ 

 

「対策便覧」 ← 道路管理者向けの本 ここから写真を引用 

 

○鉄筋コンクリート橋脚の被災度の判定 

（基部の曲げ破壊型） 

・ピアの周方向に亀裂 水平ひび割れ → かぶりコンクリートの剥離 → 主鉄筋のハラミだし 

・Ｃランク 被災前と同程度の曲げ抵抗を持っている 

・Ａ、Ｂランク 応急復旧をしてから通行させる 

 

（段落とし部の被災） 

・縦方向の亀裂は、主鉄筋がハラミだそうとしている前兆なので、応急復旧をしてから通行。 

 

（せん段破壊型） 

・もっとも怖い破壊形式 

・斜めひび割れ 一気に余震で破壊する可能性があり、ひび割れ注入ぐらいですまない。応急復

旧をしてから通行。 

 

（鋼性橋脚） 

・若干ハラミ出しているぐらいなら、補強版やＨ鋼をつけることも考えられるが、本復旧のこと

 ６



を考えて、手を加える必要がある。 

・仮受けベントでの対応など スペースのあるところでないと出来ない。 

 

○橋脚の被災程度に応じた恒久対策 

・損傷ランクが大きい場合：撤去、再構築 

・損傷ランクが小さい場合：耐震補強工法と同様の工法が用いられる 

・ひび割れ程度の場合：ひび割れへの樹脂注入、力学的特性の回復 

 

○支承部の被災度判定 

・様々なタイプの支承ごとに評価ポイント、被災箇所が異なる。 

・ 

 

○支承部の応急対策 

・落橋防止対策 桁連結 移動制限構造の設置 

 

３．震後対応・震後復旧 ～ ケーススタディー ～ 

 

○被災事例（１） 橋脚基部の曲げ損傷 

・損傷の箇所、形態、被害程度：基部の曲げ破壊 コンクリートが激しく壊れ、帯鉄筋がばらけ

ているので、損傷の程度は大きい。 

・この箇所に損傷が生じた理由：軸方向鉄筋段落としは無し せん断耐力には余裕がある。 

・この被害により懸念されること：基部曲げ破壊は安定した破壊 損傷が急に進むことは少ない。 

・供用可能か？：応急対策により短期的な耐力の確保は可能 応急対策後は緊急車両のみ供用可

能。 

・応急対策工法は？：ＲＣ巻き立て工法、連続繊維シート巻き立て工法 

・震前対策は？：曲げ耐力、変形性能の向上のためのＲＣ巻き立て工法、曲げ耐力制御式鋼板巻

き立て工法 

 

○被災事例（２） 段落とし部の損傷 

 

○被災事例（３） 斜めひび割れ 

 

○被災事例（４） 桁端部の支承の被害 

 

○被災事例（５） 桁橋の支承部周辺の対傾構の被害 

 

○被災度の評価ポイント 

・路面に段差があれば橋を見て！ 段差が無くても支承部が損傷していることがある。 
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・被災橋梁を見る経験がなかなか無い。ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥとして被災橋梁を見る、普段、ぜひ

橋を見て欲しい。 

 

16:51-17:03 質疑                                     

Ｑ：２点質問したい。 

１ 液状化の側方流動が起きたとき、杭基礎がどうなっていると認識すればいいか。 

２ 津波が橋梁にどんな影響を与えていると考えればいいか。 

Ａ： 

１ 杭に何らかの損傷が起きていると考えていい。そのまま、杭基礎を使っていいかどうかを、

ボアボーリングを掘るなどして、杭基礎の健全度を確認した上で対策を考える必要がある。 

 

２ 津波により橋が流されたのは、インドネシアの例のみ。水平方向の力とともに、下から上

に押し上げる力（陽力）が作用するが、支承の固定装置が抵抗してくれることが期待される。

検討中である。地震の作用時と津波の作用時には時間差がある。 

 

Ｑ：阪神淡路大震災では道路橋示方書が大きく変わったが、その後の地震では何か新たに分かった

こと、知見は？ 

Ａ： 

「断層変位」 世界では断層の変位により落橋が起きていて、力で抵抗できるものでもなく、

答えがない。 

 

「地滑り」 宮城の地震の際、地滑り地帯に道路計画されている。橋脚の粘りで抵抗できるも

のではない。まつるべ大橋が落橋 県管理の橋 兵庫県南部地震以降の唯一の落橋 

 落橋防止構造は事態を想定してシナリオに対して抵抗できるもの。 

 

「地震力」 地震力の研究が進歩した。大きな海洋性プレート型地震の挙動について分かって

きた。が、地震地質学の分野での進歩であって、工学的な地震力への反映はまだ。 

 

 

本日のパワーポイントは、こちらのコピーを残していくので、みなさんの事務所に組織に持ち

帰って、全体の技術の向上に使ってほしい。 

 

― 以上 ― 
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