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大久保3号桟道橋

橋脚柱・深礎杭一体構造の桟道橋橋脚の耐震性能照査

1.はじめに

土工構造である。1号橋の橋脚は斜面上深礎杭に橋脚柱が設置された柱・深礎杭一体の構造である。

大久保1号桟道橋

大久保2号桟道橋

　本業務は（国）136号線伊豆市の大久保桟道橋（1号橋，2号橋，3号橋）の耐震補強設計業務（橋脚耐震

性能照査，落橋防止システム詳細設計，橋梁補修設計）である。このうちの1号橋橋脚耐震性能照査につ

いて報告する。

　本橋は昭和58年に架橋され架橋後30年を経過した山岳地の桟道橋で，上り線が桟道橋，下り線は擁壁・
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［大久保１号桟道橋の概要］

橋梁形式 ＰＣ2径間プレテンション単純Ｔ桁橋

橋　長 37.2ｍ

支間割 2＠18.0ｍ

全幅員 4.80ｍ

地盤種別 Ⅰ種地盤

Ｐ１橋脚

耐震性能を照査する。しかし，本橋脚は橋脚柱にフーチングがなく，橋脚柱と深礎杭が一体となっている

　基礎工の耐震設計は，橋脚柱下端の地震時保有水平耐力を算出してこの保有水平耐力をもとに基礎工の

より耐震性能照査を行うこととした。本報告は，斜面上深礎杭・橋脚柱一体構造の解析モデル，地盤抵抗

モデルの作成から非線形動的解析の照査結果について事例報告をするものである。

行うことができない。

　このことから橋脚柱・深礎杭を一体化した解析モデルを設定し，文献を参考にして，非線形動的解析に

ため，大地震時に部材の塑性ヒンジの発生個所が不明であることから，静的解析によって耐震性能照査を
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2.検討方針

して応答塑性率による照査を行うこととした。

（2）動的解析

　一般に，動的解析は地上構造物の応答を求めることを目的としているため，基礎に主たる塑性化が生じ

ない場合（橋脚下端が降伏するとする）は，橋脚躯体と基礎工を分離して考え，橋脚下端に基礎工の集約

予算の制約や既設橋であるがゆえの様々な条件があることを踏まえると耐震補強においては，新設橋と全

く同一の耐震性能を確保するよりも，落橋等の致命的な被害を防止して，道路ネットワーク全体としての

耐震性を向上させることを優先するという考え方もある。（既設橋の耐震補強設計に関する技術資料（国

（1）検討方針

　深礎杭を新設する場合は「基礎の降伏に達しないように設計を行う（（道示(Ｈ24.3)Ⅳ.15.8.1）」こ

とが規定されている。

　しかし「大地震の逼迫性が指摘される状況において対策を早期に完了することが求められていること，

総研資料・2012.11））」ことを参考として設計方針を設定した。

　設計方針は，大地震時に落橋等の致命的な被害を防止することとして，大地震時の深礎杭部材の降伏を

許容することとし，深礎杭が降伏する場合には「ケーソン基礎の設計・道示（Ｈ24.3）Ⅳ.11.8」を準用

バネ（道示（Ｈ24.3）Ⅴ.6.2.3）を設定した構造モデルで非線形動的解析を行い，橋脚下端の応答値を基

礎工に作用させ，基礎工の安全性を照査する。（下図）
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　しかし，本橋脚のように基礎に主たる塑性化が生じる場合には，地盤と構造物の動的相互作用について

検討することが必要と考えられる。「これは基礎は地上構造物と異なり基礎本体だけでなく，地盤，基礎

と地盤の相互作用の影響を受けるためである。地盤が堅固であれば，地盤と構造物の間で力のやり取りは

発生するが動的相互作用の影響は小さい。しかし地盤が軟弱な場合は動的相互作用の影響が顕著となる。

（橋の動的耐震設計（土木学会，Ｈ15.3）P.88）」このような場合には，地盤と構造物を2次元骨組モデ

ルや有限要素法などによって解析することができる。

　本橋脚深礎杭の設置されている地盤は，風化安山岩層で比較的堅固であることから地盤と構造物の動的

相互作用の影響は小さいと考えられるが，その影響の程度を把握することも目的として，簡易で設計実績

が多いといわれる自然地盤を取り込んだ2次元骨組系モデルで検討することとした。

　2次元骨組系モデルは，地盤をせん断振動モデルで結合した集中質点にモデル化し，相互作用バネで構

造物骨組モデルと結合して，基礎下端位置で地盤と基礎に同時に地震力を入力する手法である。

　これについての計算手法は道示(Ｈ24.3)等の基準類にはなく，また詳細に解説した文献は少なかったが

「橋の動的耐震設計・（土木学会，Ｈ15.3），P.113）」や「矢部・川島：杭基礎の非線形地震応答特性

とプッシュオーバーアナリシスによる解析法に関する研究（土木学会論文集NO.619/Ⅰ-47，1999.4）」

などを参考にした。
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3.解析モデル

（1）設計条件

・ 杭径：公称径＝2.000ｍ，設計径＝1.950ｍ

・ 深礎杭長：10.0ｍ

・ コンクリート設計基準強度：24N/mm2

・ コンクリートのヤング率：2.5Ｅ+04N/mm2

・ 鉄筋種別：SD295，鉄筋降伏点：295N/mm2

・ 支持層線より上の表土は，表層付近が地震時において不安定となることが，地震時斜面

安定計算から判明したため計算モデルでは表土部分を無視した。

・ 解析ソフト：Ｔ-ＤＡＰⅢ

（2）橋脚柱モデル

（3）深礎杭モデル

・深礎杭モデル

斜面の影響を考慮した深礎杭前面水平地盤反力度の上

限値（受働土圧）をピークとするバイリニア型バネと

した。（右図）（橋台背面の地盤バネの決定：既設橋

梁の耐震補強工法事例集((財)海洋架橋・橋梁調査会))

　なお，基礎側面の水平方向せん断地盤抵抗，基礎前

背面の鉛直方向せん断地盤抵抗及び基礎側面の鉛直方

向せん断地盤抵抗は，本深礎杭がライナープレートを

用いて施工されているため考慮しないこととした。

　地盤反力係数は道示（Ｈ24.3）Ⅴにより地盤のせん断弾性波速度から求め，斜面までの水平土被りに対

する地盤反力係数の補正は道示(H24.3)Ⅳ，15.5.1によった。また地盤抵抗要素（非線形履歴モデル）は，

橋脚柱Ｍ-φモデル（トリリニア型モデル）

　橋脚柱は，塑性ヒンジの発生個所が不明であることから，鉄筋コンクリート部材の曲げモーメントＭ-

曲率φ関係を非線形とした履歴モデルとして，コンクリートのひび割れ，鉄筋の初降伏，終局時を考えた

トリリニア型モデルとした。（下左図）

・地盤のバネ及び地盤抵抗要素

深礎杭Ｍ-φモデル（トリリニア型モデル）

　深礎杭は，塑性ヒンジの発生個所が不明であることから，鉄筋コンクリート部材の曲げモーメントＭ-

曲率φ関係を非線形とした履歴モデルとして，コンクリートのひび割れ，鉄筋の降伏，終局時を考えたト

リリニア型モデルとした。（上右図）

地盤抵抗モデル（バイリニア型モデル）
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（4）自然地盤モデル

　自然地盤モデルは，構造モデルのバネ節点位置に地盤の集中質点を設け，集中質点をせん断振動モデル

で結合した。せん断振動モデルはHardin-Drnevichモデルとして，初期せん断剛性Ｇ0は動的せん断変形係

数，基準ひずみγrは「動的解析と耐震設計・第1巻（土木学会）P.105・軟岩」を参考にして設定した。

（5）解析条件

μraを道示(Ｈ24.3)Ⅳ11.8.3（ケーソン基礎の許容応答塑性率）によって算出した。

　・応答塑性率及び許容応答塑性率

　固有周期とモード減衰は，固有値解析から求まる振動モードごとの橋全体系としての減衰のうち，卓越

する2つの振動モードから求めた粘性減衰を解析に使用する。各構造要素の減衰定数は，道示(Ｈ24.3)Ⅴ，

　部材の非線形復元特性は，ＲＣ部材は一度塑性変形を経験すると同一ループを描かず，次第に剛性が低

　非線形動的解析に用いるひずみエネルギー比例減衰の設定モデルは，レイリー減衰とする。

　柱・基礎一体解析モデルに水平荷重を静的漸増載荷（段階施工解析）して，部材が最初に降伏するとき

の上部構造慣性力作用位置における変位をδｙ，部材が終局するときがδｕであり，これから許容塑性率

自然地盤のせん断振動モデル

　・減衰モデル及び減衰定数

7.3.2，によって設定した。

　・弾塑性復元特性

下してゆくため，塑性率に応じて部材の剛性を低下させる最大点指向の剛性低下型・武田モデルとした。
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4.非線形動的解析結果

単位 タイプⅠ タイプⅡ 備　考

δmax ｍ 0.262276 0.216845

応答値φmax 1/m 1.241E-03 9.595E-04 要素13・橋脚柱下端

降伏曲率φｙ 1/m 1.409E-03 1.409E-03

許容値φａ 1/m 6.530E-03 6.530E-03 φa＝φy0+(φu-φy0)/α

判　定 降伏していない 降伏していない →ＯＫ

応答値φmax 1/m 7.492E-03 6.883E-03 要素21，20・深礎杭

許容値（降伏）φｙ 1/m 1.492E-03 1.492E-03 深礎杭のφａ＝φｙ

判　定 降伏している 降伏している →応答塑性率照査

降伏変位δｙ ｍ 0.12040 0.12040

終局変位δｕ ｍ 0.40538 0.40538

許容応答塑性率μra 2.315 2.315

応答塑性率μｒ 2.178 1.801

判　定 ＯＫ ＯＫ μｒ≦μra

応答値Ｓmax KN 1498 1436 要素24・深礎杭

許容値Ｓa KN 1570 1570

判　定 ＯＫ ＯＫ Ｓmax≦Ｓａ

mm 85 58

ｍ 9.846 9.846

mm 98 98

ＯＫ ＯＫ δdR≦δRa

計算結果

・残留変位は許容残留変位以下である。

許容残留変位δRａ

判　定

※許容残留変位を算出
するｈは深礎杭塑性ヒ
ンジ中心から上部構造
慣性力の作用位置まで
の高さとする。

項　　　　　目

最大応答変位(絶対値)(節点1)

・深礎杭の最大応答曲率は，要素20，21

・非線形動的解析の最大応答変位から求め

　た応答塑性率は2.18（タイプⅠ）で許容

深礎杭

残留変位照査
（節点1）

残留変位δｄR

応答塑性率
μｒ

許容残留変位を算出する高さｈ

深礎杭
の曲率

　応答塑性率μra以下である。

・深礎杭の要素16～要素23が降伏した。

橋脚柱下端
の曲率

曲げ耐力照査

　で生じる。

せん断力照査

以上から耐震性能は満足している。

・橋脚下端は降伏はしていない。
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タイプⅠ-112波のδmax＝0.306ｍ，

3波平均ではδmax＝0.262ｍである。

最上端相互作用バネのＰ-δ履歴で，

非線形応答履歴を描いている。

深礎杭の最大曲率となる部材の

Ｍ-φ履歴曲線である。

地盤のせん断バネの履歴で，地盤応答は

弾性領域にある。

節点1の応答変位時刻歴（タイプⅠ-112波）

バネ要素（相互作用バネ）20-120の応答履歴（タイプⅠ-112波）

要素21のＭ-φ履歴（タイプⅠ-112波）

バネ要素（地盤のせん断バネ）201-202の応答履歴（タイプⅠ-112波）
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　かと考えている。

タイプⅠ タイプⅡ

0.262 0.217 0.240 0.202 0.92 0.93

7.492E-03 6.883E-03 7.439E-03 6.669E-03 0.99 0.97

2.18 1.80 2.00 1.68 0.92 0.93

1498 1436 1546 1483 1.03 1.03

　ルを取り込まずに深礎杭に動的相互バネを設定しただけのモデル（下図）で計算してもよいのではない

せん断力Ｓmax(KN)

5.まとめ及び考察

　本橋脚の耐震性能照査についてまとめる。

・深礎杭を新設する場合は，基礎が降伏に達しないように設計を行うが，本業務は既設橋の耐震性能確保

　を目的としていることから，既設橋の落橋等の致命的な被害を防止して，道路ネットワーク全体として

　の耐震性を向上させることを優先して，大地震時には深礎杭の降伏を許容することとし，応答塑性率に

　より耐震性能を照査した。

・本橋のような橋脚柱と基礎工がフーチングを介しない一体構造物の耐震性能照査は，部材の塑性ヒンジ

　の発生個所が不明であること及び基礎工が降伏するため，地盤と構造物の相互作用を考えた動的解析を

　行うことが必要と考えられ，地盤を集中質点にモデル化した2次元骨組系モデルにより検討した。

・検討段階で，解析モデルから自然地盤モデル部分だけを取り出して地盤の応答変位を計算したところ，

　最大で2.5ｍｍであった。応答変位が微小であるのは，支持地盤が軟岩で高いせん断剛性を有している

深礎杭の最大曲率φmax(1/m)

　こと，及び深礎杭の長さが比較的短い（地盤モデルの高さが低い）ことが理由と考えた。自然地盤を取

　自然地盤を取り込んだ一体モデルと比べて計算結果に大きな差はなかった。このことから地盤がⅠ種地

　り込まないで深礎杭に動的相互バネを設置しただけのモデル（下図）で計算した結果を下表に記したが

一体モデルに対する増減率

地盤なしモデル

　盤で杭長が比較的短い場合には，地盤と構造物の動的相互作用の影響が軽微であるため，自然地盤モデ

上部構造慣性力作用位置の応答変位δmax(m)

応答塑性率μｒ

（地盤なしモデル）バネ支点を固定点として，深礎杭と固定支点を地盤のバネで結合したモデル

一体モデル

タイプⅠ タイプⅡ
照　査　項　目

タイプⅠ タイプⅡ

9



・矢部・川島：杭基礎の非線形地震応答特性とプッシュオーバーアナリシスによる解析法に関する研究

　（土木学会論文集NO.619/Ⅰ-47，1999.4）

・既設橋の耐震補強設計に関する技術資料（国総研資料・2012.11））

　性評価に関する検討（構造工学論文集Vol.59A（2013.3））

・本橋脚は大地震時に深礎杭が降伏するが，応答塑性率，残留変位及びせん断力は，いずれも許容値内に

・動的解析と耐震設計・第1巻・地震動・動的物性（土木学会，1989.6）

・既設橋梁の耐震補強工法事例集((財)海洋架橋・橋梁調査会，Ｈ17.4）

　々なケースを想定・設定して計算し，その影響・結果をみながら検討を進めた。業務の中で得た課題に

　あり，耐震性能は満足していると判定した。なお，支承部には非線形動的解析から得られた最大応答水

　ついては今後さらに文献を調べ，検討・検証を重ねてゆきたい。

　平力に対して抵抗できる固定装置を設置することとした。

・道示（Ｈ24.3）Ⅴに示されている地震波は地表面（耐震設計上の地盤面）における観測値であり，一般

　Ⅰ種地盤の地震波を深礎杭下面にそのまま入力した。

・本事例に関しては，平易で具体的な解説が記述された文献が少なかったため，下記の参考文献を基に様

　には地震力を入力する深さに変換する。しかし本橋はⅠ種地盤であること，及び深礎杭の長さが短いこ

　と，さらに地盤の応答変位が微小であるため，深礎杭下端までシフトしなくても影響は少ないと考え，

・安藤・河野・谷本・西田・星隈：動的解析による既製コンクリート杭を有する既設道路橋基礎の耐震

［参考文献］

・道路橋示方書・同解説(H24.3)，Ⅳ，Ⅴ（日本道路協会）

・橋の動的耐震設計（土木学会，Ｈ15.3）

・設計要領第二集（ＮＥＸＣＯ，Ｈ24.7）
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