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限界状態設計における活荷重の評価方法に関する私見 

 

荒木 昇吾 

 

1．はじめに 

 

信頼性設計法は，荷重のばらつきや材料強度のばらつき等を考慮し，設計供用期間内に

おける構造物の破壊を確率論に基づく手法により制御する方法であり，算定する確率の精

度の高い順にレベルⅢからレベルⅠの 3 段階に区分されている． も高位のレベルⅢは構

造物の破壊確率 Pf を直接算出し，Pf と整備水準 Pfa とを比較することで安全性を評価する

ものである．しかし，レベルⅢの手法は，確率密度関数の定式化や高次の多重積分を行う

ことが困難であり，実用的ではないとされている．実設計への適用の可能性が高いとされ

る信頼性設計法は，一般に限界状態設計法と呼ばれるレベルⅠの部分係数設計法であり，

道路橋示方書においても，導入のための検討が進められている． 

部分係数設計法は，コード・キャリブレーション等を用いてあらかじめ設定された整備

水準 Pfa に基づき，設計供用期間内における荷重や材料強度のばらつきを安全係数として

評価する設計手法である．簡単に言えば，現行の許容応力度設計法における各種の安全率

に，確率論に基づく意味を付加したものであり，設計フォーマットの変更が少なく，設計

計算方法の移行に伴う問題が少ないとされている． 

ここで，部分係数設計法（限界状態設計法）が対象とする限界状態とは，「その状態に

達すると不都合さが増加し始める状態」であり，構造物には「その状態に達しない」性能

が求められる．代表的な限界状態と要求性能は，表-1 に示すように整理され，それぞれの

限界状態における死荷重や活荷重，材料強度の大きさは，規格値（例えば T 荷重や鉄筋の

降伏点）に安全係数を乗じることで設定される．現行の道路橋示方書で言えば，コンクリ

ート橋の終局荷重作用時の照査に用いる係数がこれに該当し，例えば，活荷重と衝撃の組

合せに対しては 2.5 と非常に大きな値となっている． 

 土木構造物は供用期間が長く，かつ，多くは風雨や地震等の自然の作用に曝される．こ

のような自然の作用は外力として変換されるが，限界状態設計法では，確率論に基づき外

的作用の設計供用期間内の変動を考慮する．このような考え方は，特に新しい考え方では

なく，河川の計画流量等の設定等に関してはごく一般的に用いられている． 

 さて，橋梁の設計（ここでは我々が日常的に扱う比較的短支間の一般的な橋の設計の意

味である）を行う場合，支配的かつ変動が大きい荷重は活荷重，すなわち交通車両の荷重

である．交通車両の総質量は車両制限令により 25t と制定されており，道示ではこれに相 

 

表-1 限界状態と要求性能 

限界状態 要求性能 

［終局限界状態］ 
供用期間中の 大作用が部材の 大耐荷能力

や 大変形能力を超えない状態 

［安全性］ 
供用期間中に生じる 大作用に対しても構造

物に破壊や大変形が生じない性能 

［使用限界状態］ 
日常的な作用による応力や変形が許容範囲内

に収まり使用上の障害が生じない状態 

［使用性］ 
日常の使用状況下において構造物が機能を損

なわずに良好に供用できる性能 
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当する車両の後軸側に配分される（前：後＝1：4）荷重をモデル化することで T 荷重の値 

を規定している．法規的にはこの T 荷重を超える軸重は存在しないのであるが，実際には

過積載等により 200kN（20t）を超える軸重が観測されることもある．事実，昭和 62 年に

実施された首都高速における 24 時間の実態調査の報告では，総質量 60t，軸重 30t にも達

する値が観測されている．また，平成 2 年に東名高速，平成 24 年に名阪国道で実施された

実態調査の報告においても，同様に総質量 60t 程度の車両が確認されており，同程度の軸

重が生じたものと推察できる．ただし，この場合においても現行の規格値である T 荷重と

の比率は 1.5 であり，前述した道示橋示方書の 2.5 という値とは大きな隔たりがある．で

は，近年における実態調査において，2.5 という値に相当する軸重 50t が観測されているか

というと，筆者が確認した範囲内では見受けられない． 

総質量という観点からは，確かに規定の 25t を超える特殊車両は存在し，一般道を通行

することもある．写真-1 に示す特殊車両は，いずれも総質量 100t 程度であり規定を大きく

超えているが，車軸を増やすことで軸重を制限しているために，例えこのような車両を想

定した設計を行う場合でも，耐荷力の観点からは問題にはならない．では何故大きく上回

る係数を用いる必要があるかというと，設計供用期間内における荷重の規格値に対する超

過程度を確率論的に評価しているためである． 

河川の計画流量等の設定は，水位の日 大値分布等の確率密度関数を用いた統計処理を

行うことで，30 年や 50 年といった対象年間の 大値が推定される．しかし，軸重に関し

ては 大値を長期に亘り観測し，統計資料として整理したものは見受けられず，全車両を

対象とした非常に短期間の母集団のデータのみが得られている．仮に軸重の 大値分布が

得られたとするならば，その確率分布はこれまでに観測された 大値付近の値が密集した，

ほぼ確定値と見なされるような変動係数の小さい分布が予想される．しかし，変動係数が

小さくても，供用期間内の 大値を統計的に推定すると，推定条件によっては実際には考

えがたい軸重を肯定せざるを得ない場合もある．自然作用と異なり，軸重にはある程度の

物理的上限値が存在する．限界状態設計法は確率論に基づき安全性を評価するものではあ

るが，その手法にのみ囚われれば，過大設計を招き，本来の目的を失いかねない． 

 本研究は，橋梁の設計法に限界状態設計法の導入が検討されている状況を踏まえ， 適

な各種の安全係数の設定に資することを目的としている．本稿では，1 組の軸重が問題と

なるような場合を想定し，主として終局限界状態の活荷重の評価に関する私見を述べる． 

 

 
 

 
写真-1 特殊車両 
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2．活荷重の評価 

 

土木学会が制定するコンクリート標準示方書は，昭和 61 年に限界状態設計法に移行し

ている．ここには各種の安全係数が定義されており，この分野におけるその他の指針や報

告においても，同様の役割を担う安全係数は同じ名称で表現されることが多い．さて，同

示方書では設計供用期間内の荷重のばらつきを，荷重係数 γf と荷重修正係数 ρf を用いて，式(1)

によって表現している． 

 

0fργF ffd                   (1) 

 

ここで，Fd は設計荷重，f0 は荷重の規格値（死荷重の公称値や T 荷重等）であり，γf は

供用期間中における荷重の望ましくない変動等を考慮するものである．ρf は終局限界状態

においては，荷重の公称値を供用期間中に生じる 大期待値に変換するものである． 

現行道示において活荷重と衝撃に乗じる終局限界状態の安全係数は 2.5 である．この値

は荷重係数 γf と荷重修正係数 ρf の積に相当し，前節に示した荷重の実態調査の結果（軸重

300kN）を参考に ρf=1.5 としたならば，γf=1.7 となる．つまり，供用期間内において，観測

された 大軸重の 1.7 倍を生じさせる車両が通行することを想定している． 

 一方，近年では交通車両の質量や軸重を計測するために，橋梁の主桁のひずみ応答を利

用したシステム（BWIM:Bridge Weight in Motion）が開発され，全国の主要道路において活

荷重の実態調査が行われている．このシステムを利用した例として，A 路線：大型車交通

量の多い路線と，B 路線：少ない路線の平日 72 時間連続測定結果を図-1 に示す． 

 

A路線　：　大型車が多い路線　－　(国)1号　静岡県島田市
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B路線　：　大型車が少ない路線　－　(国)408号　茨城県つくば市
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図-1 BWIM を用いた測定結果 

■観測総数 66,300台

■平均軸重 44kN

■変動係数 0.6

（参考：H17交通センサス）

大型車交通量 7,300台/日/方向

混入率 30%

■観測総数 7,800台

■平均軸重 32kN

■変動係数 1.0

（参考：H17交通センサス）

大型車交通量 1,500台/日/方向

混入率 10%
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 次に，図-1 に示したそれぞれの路線の代表軸重の確率密度を算出し，グンベル分布で近

似すれば，軸重 x の確率密度分布は図-2 のように表現できる．近似関数としてはフレシェ

やワイブルが用いられることもあるが，特性上この分野の検討によく用いられていること

から，これを採用している．ここで，ある橋を通過する車両の軸重 x が図-2 に示した分布

（基準分布）に従うと仮定し，式(2)に示す極値理論を適用すれば，同図に示すように供用

年間の推定分布が得られる．極値推定では，通常は観測 大値の分布が用いられるが，こ

こではそのような分布が得られていないことから，基準分布は全車両を対象とした母集団

の分布を用いている． 

      xfxFnxg n  1         (2) 

tmn  365          (3) 

 

 ここで，式(2)に示す g(x)と F(x)，および f(x)はそれぞれ，供用期間 t 年における輪重 x

の確率密度関数と，図-2 に示した基準分布の累積確率密度関数と確率密度関数である．n

は設計供用期間中の総交通量であり，日交通量 m 台と供用期間 t 年を用いて式(3)で設定す

る．ここでは供用期間を 100 年，日交通量は 3000 台と仮定する．また， 大値推定に関す

る供用年数の影響を示すために，供用期間を 1 年とした場合の分布についても同図に示す． 

 それぞれの路線における供用期間 100 年の軸重 x の 大値は，図-2 に示すように 600kN

程度であることが推定される．荷重係数 γf は，耐力側との関連により設定されるために，

荷重側の分布のみでは設定できないものの，上側 99%値程度が関連すると仮定すると，A

路線では 530kN，B 路線では 570kN が抽出される．この場合の γf は，前述したように荷重

修正係数を ρf=1.5 とするならば，A 路線では γf=1.8，B 路線では γf=1.9 に設定される．これ

らの γf の値は，試行回数となる供用期間中の総交通量 n によって変化するが， 大値 600kN

は概ね収束値であることから，上記の試算から設定される γf の値も収束値と捉えられる．

また，大型車交通量が多い A 路線に比べて B 路線の γf が大きくなるが，これは A 路線の

変動係数が V=0.6 に対し，B 路線の変動係数が V=1.0 であること，つまりは，ばらつきが

大きいほど，推定される 大値が大きくなるためである． 

 

A路線の最大値推定
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B路線の最大値推定
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図-2 母集団の分布を用いた 大値の推定 
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 さて，図-2 に示した 大値の推定は誤りであることを先に断っておく．図-2 の検討は，

現行道示における活荷重と衝撃に乗じる終局限界状態の安全係数である 2.5（荷重係数で

表現すれば γf=1.7）がいかにも大きいことを確率論的に説明したいがために実施したもの

であり，得られた荷重係数には意味がない．なぜなら，極値推定は 大値の分布を用いる

ことではじめて妥当と評価されるためである．現行道示の安全係数の評価は，過去何度か

の改訂においても変更されておらず，経験的に安全側に評価されたものであるかもしれな

いし，図-2 のような検討の結果であるかもしれない．また，材料強度の経年的低下を荷重

側に上乗せしたものかもしれない．いずれにせよ算出根拠も不明であり，この答えの追求

にも意味はない． 

 では，極値理論が適用できるような，軸重の 大値分布が得られた場合を考えてみる．

図-3 は長期間に亘り 300kN 程度を上限とした日 大軸重が観測された状況において，図-2

に等しい条件で 大値分布を推定した結果である．仮定した 大値分布は平均値μ=275kN，

変動係数 V=0.03 のばらつきの小さい分布であり，この分布を用いた場合の 大値は，同様

に 99%値程度が関連すると仮定すると，410kN が抽出され，図-2 に示した母集団の分布を

直接用いた場合の 大値である 530kN や 570kN に比べて小さく推定される．この推定結果

は， 大値分布を用いたことで極値推定の前提条件を満足しているために，理論的に妥当

である．このため，図-3 に仮定した 大値分布と過去の実態調査結果に基づくならば，終

局限界状態における荷重係数 γf=1.4，荷重修正係数 ρf=1.5 が得られ，両者の積は γf × ρf=2.1

となることから，現行道示における 2.5 に比べてやや低減された値が設定される． 

 上記の結果は軸重の 大値分布を仮定して導いたものであるが，近年では，観測 大軸

重による主桁の曲げモーメントを算出し，その 大値を用いたシミュレートに基づき γf や

ρf の値をより高精度に推定したものも散見される．それらを一瞥する限りでは，同程度の

値が提案されているようであり，この意味では図-3 に示した結果も概ね妥当と思われる．

ただし，理論的に妥当であることと，実質的に妥当であることは必ずしも一致しない． 

表-1 に示したように，終局限界状態では供用期間内に生じる 大作用を考慮する必要が

あるが，図-3 から設定される設計荷重 Fd は 410kN にも達する．このような軸重は例え 100

年という供用期間を考慮する必要があるとしても，通常の感覚では容易には肯定できない．

限界状態設計法は，確かに確率論に基づき安全性を評価する設計手法ではある．しかし，

100 年間試行する賽の目の 大値が 6 であるように，車という人工物の作用である軸重も

また，その上限値を超過しない．つまり，軸重は確率論的に評価することよりはむしろ，

実態調査結果等に基づき上限値を設定することが，評価手法として妥当と考える． 

 

仮定最大値分布に基づく最大値の推定
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図-3 仮定した 大値分布を用いた 大値の推定 
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では，どの程度の値が上限値となり得るだろうか．仮に写真-1 に示したような特殊車両

の軸重が規定を大きく超過せざるを得ない場合，運搬物の性質上，特別な許可が必要とな

り，その許可を得るためには輸送ルート上を安全に走行できることが条件となる．対象車

両に対し，輸送ルート上の橋の耐荷力が不足する場合は，ルートを変更すればよい．やむ

を得ずその橋を通行する必要があれば，主桁の補強や支点の追加等の対策が実施できる．

つまり，設計荷重を大きく超過する荷重が載荷される状況が生じる場合でも，その事象が

明らかであれば，その対策が可能であるために，それを設計段階において考慮する必要は

ない．設計段階で考慮すべきは，実在するがその存在を明らかと捉えられない総重量超過

違反車両，一般に過積載車両と呼ばれるものと考える． 

重量違反の取締りは，これまでの人が人の目で行う方法から，写真-2 に示す計測システ

ムとの併用が主流になりつつある．このシステムは主に高速道路の入口レーンに設置され

ており，路面に設置された軸重計と車両ナンバーの読取装置が連動し，違反車両が特定さ

れる．しかしながら，全ての入口レーンに設置されていないことや，計測には徐行や停止

が必要となること，耐久性が低く取替工事を頻繁に行う必要がある等の問題があるようで

ある．また，一般道に設置されている箇所は非常に少ないことや，取締りや摘発を警察と

連携して常に行うことには無理があり，結果的に違反車両の存在を許すことになっている． 

そもそも過積載という法令違反を想定して設計値を定めることは，橋等の公共構造物が

税金で造られることを考えると大いに問題があるが，違反車両を完全に取り締まることが

できないことが実態である以上，考慮しなければ安全性が損なわれる．ただし，極大な軸

重を生じさせる車両は，積荷を含めた形状寸法が非常に大きくなることから，重量の超過

が容易に視認・推察され，あまりにも過大な違反は運転手や運搬業者の心理としても，ま

た，日々の商売道具である車両自体の耐荷性能からも考え難い．つまり，前述した 570kN

や 410kN という極めて大きい軸重が生じるような違反は考えがたく，違反行為の範囲内に

存在する軸重の上限を把握することが限界状態設計における活荷重の評価に繋がる． 

この上限値を把握するためには，長期間に亘る連続的な調査を実施する必要があるが，

前述した昭和 62 年，平成 2 年，平成 24 年の実態調査に基づけば，概ね規格値の 1.5 倍で

ある 300kN を上限としても良いように思われる．しかし，長期間の連続計測を実施してい

ない以上，信頼性の観点からはこの値を直接用いること，すなわち荷重修正係数 ρf=1.5，

荷重係数 γf=1.0 として設定することは，現状ではやはり危険側の推定と考えざるを得ない．

これらの安全係数を用いたとしても，安全側である場合も当然存在するであろうが，図-1

に示したように，路線の交通量が多くなれば，観測される軸重が大きくなる傾向を考慮す

れば，対象となる路線の特性に応じて γf=1.0～1.2 程度（この値はコンクリート標準示方書

にも示される一般値）は見込む必要があるかもしれない．ただし，γf=1.2 とした場合でも

設計値である軸重は 360kN となり，確率論に基づく評価よりは実態に近いと思われる． 
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写真-2 軸重計測システム 
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3．おわりに 

 

本稿は部分係数設計法における活荷重の評価に関する私見を述べたものであり，ここで

は終局限界状態における安全係数の値として，荷重修正係数 ρf=1.5，荷重係数 γf=1.0～1.2

を提案している．これらの値は信頼性理論に基づく手順を踏んではいないのかもしれない

が，統計的に導くという本質は逸脱していないと考えている．しかしながら，筆者が集め

得たデータが乏しいことも事実であり，上記の値はあくまで参考値として取り扱うべきも

のである．また，本稿では一組の軸重が問題となるケースを想定しているが，B 活荷重の

ように，連行荷重が問題となるケースについても今後は検討しなければならない．  

現行の許容応力度設計法から限界状態設計法への移行は，そもそも仕様規定型設計から

性能照査型設計への体系的変更を目指すことに伴うものである．性能照査型設計は表-2 に

示すように，安全性の定量的評価による説明能力の向上や，構造の 適化に伴うコスト縮

減を図るものである．性能照査型設計に適した設計方法が限界状態設計法であり，路線や

構造物の重要度に応じた安全係数を設定することで上記の利点が生まれる．しかし，この

分野の報告に散見される安全係数は，破壊確率 Pf の設定をコード・キャリブレーションに

基づかざるを得ない状況ではあろうが，許容応力度設計法による設計構造物と同等以上の

構造物を造ることができる画一的な値が多く，結果が変わらないのであれば，経路の変更

の意義を見出し難い．このため，今後は路線の特性や計画交通量等の設計条件，例えば，

A 種や B 種といった重要度に応じた安全係数の設定にも注力する必要がある． 

家庭用のパソコンでも一般的なスペックを要していれば，数十万桁の円周率の計算が可

能である現在，これまで困難とされてきた多重積分や，各種の確率密度関数に従う乱数を

用いた数万回のシミュレート等も短時間で行うことが可能となっている．このため，理論

に忠実かつ厳密な結果が得られ易い状況ではあるのだが，計算理論とデータの厳密性に過

度に囚われると，現実と乖離する危険性を孕む場合もある．また，設計フォーマットや安

全係数はできるだけ簡単・簡潔であることが望ましく，安全係数における小数点以下 4 桁

目の大小が論じられるほどの検討を行うならば，2 桁目を安全側に調整すればよい．そも

そも計算理論と等価となるような，極めて精緻な土木構造物は，日常的には提供できない． 

設計という行為は，もともと不完全な情報の下で行う仮定行為であり，現実を忠実に再

現することが不可能である以上，正解を得ることが目的ではなく，妥当な位置を探ること

がその本質に近い．安全性を定量的に評価することも重要ではあるが，定量的とは必ずし

も厳密な解を用いる必要はなく，ユーザーが納得できる妥当な解であればよいと考える．

とはいえ限界状態設計法を適用することで，これまで曖昧に扱われてきた安全性というも

のが改善されることは間違いなく，多くの研究者や技術者による十分な議論に基づき円滑

に移行されることを望んでいる． 後に，筆者の勉強不足により，統計学的に誤った表現

や理論展開があるかもしれないが，一私見としてご容赦頂きたい． 

 

 

表-2 性能照査型設計と仕様規定型設計 

設計体系 性能照査型設計 仕様規定型設計 

特徴 
材料と荷重の設定に自由度がある．計

算手法がやや複雑となるが，条件に見

合った構造物の設計が可能． 

材料と荷重は規定されている．計算

手法も規定されているために容易

であるが，過大設計になりがち． 

安全性の評価 
破壊確率という定量的尺度に基づき安

全性を評価する． 
やや経験的な尺度を用いて安全性

を評価する． 

責任体系 
ある程度は公的保証が得られるが，自

己責任の部分もある． 
公的保証が得られる． 


