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論 文 要 旨
現在の盛りこぼし橋台の技術基準は、昭和 63 年〜平成元年度に当時の日本道路公団（現ＮＥＸＣＯ）が常時及
びレベル１地震時に対する照査法を検討し、作成されたものである。その後、平成 9 年〜平成 12 年度にレベル２
地震時の照査法が追加されている。本技術基準は、比較的良好な現地盤上に造成された盛りこぼし橋台に適用する
ものであり、軟弱地盤上の盛りこぼし橋台を対象としたものではない。本稿では軟弱地盤上の高盛土に盛りこぼし
橋台を構築した場合の、レベル２地震動に対する橋台及び杭の挙動を把握するため、地盤−盛土−橋台を有限要素
でモデル化し、時刻歴地震応答解析を行った結果について報告する。結果、ＮＥＸＣＯの設計基準で決定した杭断
面は、曲げ及びせん断耐力を確保しているが、杭頭部で過大な水平変形が発生するとともに、軟弱な現地盤と盛土
の境界面で杭に応力集中が発生することが確認できた。軟弱地盤上の盛りこぼし橋台は、この過大な杭頭変形を考
慮した橋梁全体系での耐震設計法を確立し、盛土の耐震性についても検証する必要があると考える。
キーワード：盛りこぼし橋台、軟弱地盤、有限要素モデル、時刻歴地震応答解析

ま え が き

時刻歴地震応答解析を行った。

平野部における連続高架橋と道路土工部の境界は、交差
物件の制約を受けない場合、経済的な盛土高さによりその
境界が決定される。一般的に、道路土工部と橋梁では単位

１．橋梁諸元
以下に検討対象橋梁の諸元を示す。

長さ当りの工事費が、橋梁よりも土工部の方が安価である

道路規格：第 1 種第 3 級

ことから、橋梁と土工部の境界の経済的な盛土高さも高く

設計速度：V=80km/h

なる傾向にある。高盛土部に橋台を構築する場合、構造物

構造形式：鋼 10 径間連続合成少数鈑桁橋

を縮小化することでコスト縮減が可能となるため、大きな

橋

土圧が作用する箱式橋台よりも盛りこぼし橋台が採用さ

支 間 長：30.0〜44.5m

れる傾向にある。

有効幅員：10.0m

現在、盛りこぼし橋台の設計は、昭和 63 年〜平成元年

長：382.0m

設計荷重：B 活荷重

度に当時の日本道路公団（現ＮＥＸＣＯ）が常時及びレベ

平面線形：R=2000〜A=750〜R=1000

ル１地震時に対する照査法を検討したものが用いられて

橋

台：Ａ１盛りこぼし橋台（場所打ち杭φ1500）
Ａ２逆Ｔ式橋台（深礎φ2500）

いる。また、平成 9 年〜平成 12 年度にレベル２地震時に
対する照査法が検討され、レベル２地震時の照査はこちら

橋

脚：張出式橋脚（鋼管ソイルセメント杭φ1200）

が活用されている。これら、常時及びレベル１、レベル２

盛りこぼし橋台：

地震時に対する照査法は、盛りこぼし橋台が比較的良好な

・橋 台 高：H=6.0m

地盤上に十分安定な盛土地盤を造成することを前提とし

・盛 土 高：H=15.0m

たものである。
本稿は軟弱地盤上の高盛土に盛りこぼし橋台を構築し
た場合について、現ＮＥＸＣＯ基準を用いて設計した橋台
基礎形状を初期値とし、レベル２地震時に軟弱地盤が盛り
こぼし橋台の杭に与える影響について報告するものであ
る。検討は、地盤−盛土−橋台を有限要素でモデル化し、

図−１に上部工断面図を示す。
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図−１ 上部工断面図

Dg:支持層

２．ＮＥＸＣＯ基準によるレベル２地震時の盛り
こぼし橋台の設計

図−２ 橋台側面図

盛りこぼし橋台に対する設計基準として、現在ＮＥＸＣ
Ｏの設計要領が用いられている。本要領では、常時、レベ

る。これら、施工時地盤変位と地震時せん断振動による地

ル１地動時及び、レベル２地震時に対する盛りこぼし橋台

盤変位は、フーチング下面で最大、盛土下面でゼロとする

の設計法が示されている。検討対象橋梁は、現地盤が軟弱

逆三角形分布とし、この地盤変位に見合った逆三角形分布

地盤であり、本要領に規定された設計法とは合致する条件

荷重を杭に作用させる。

ではない。本要領での設計法は、比較的良好な地盤に十分

表−２に、ＮＥＸＣＯ基準による杭のレベル２地震動に

安定な盛土を造成し、その盛土の縁端に盛りこぼし橋台を

対する保有水平耐力照査結果を示す。この時、施工時荷重

設けることが前提となっている。検討対象橋梁の盛りこぼ

はプレロードを行うことを前提に、本照査では考慮してい

し橋台の初期形状を設定するため、適用地盤に関する条件

ない。

は満足しないが、ＮＥＸＣＯ基準により盛りこぼし橋台の
設計を行う。この時の設計条件を表−１に、橋台側面図を

表−２ 保有水平耐力照査結果

図−２に示す。

照査結果
表−１ 橋台設計条件

橋台高(m)

6.0

基礎形式

場所打ち杭φ1500

支承条件（橋軸方向）

可動

上部工死荷重反力(kN)

1900

盛土条件

杭配筋

M(kNm)

9764

Ma(kNm):許容値

9910

S(kN)

1615

Sa(kN):許容値

3675

ＮＥＸＣＯ基準において、レベル２地震動に対する盛り

N値

15

こぼし橋台の杭の照査は、杭体の曲げ変形による塑性化が

γ(kN/m3)

19

許容値以下であること、杭体のせん断耐力が作用せん断力

c(kN/m2)

5

以上であることを照査している。

φ(°)

35

本検討では場所打ち杭φ1500 を 6 本配置し、杭主鉄筋

Vsd(m/s)

158

D38-1.5 段、帯鉄筋 D25ctc125 とすることで許容値が満足

主鉄筋

D38-1.5 段

帯鉄筋

D25ctc125

できる。
盛りこぼし橋台のレベル２地震動に対する照査法にＮ
ＥＸＣＯ基準を用いた場合、盛土のせん断振動による地盤

盛りこぼし橋台の常時で考慮する設計荷重は、フーチン
グ下面より上に作用する通常の荷重と、橋台裏込めに伴う
施工時地盤変位による水平荷重がある。地震時は、橋台の
設計で考慮している通常の荷重に加え、盛土地盤のせん断
振動に伴う地盤変位による水平荷重を杭体部に作用させ

変位を全ての杭に逆三角形分布荷重として作用させ、杭の
保有水平耐力を照査している。この照査法では、橋台の杭
本数を増加させても、杭 1 本に作用する盛土のせん断振動
による荷重は変わらないことから、杭本数を増加させるよ
りは、1 本毎の杭耐力を増加して許容値を満足させる必要

がある。昨今の盛りこぼし橋台の杭は、レベル２地震動の

表−３ 各地層の地盤定数

照査によって過大化するか、設計条件によっては、通常の

記

杭径範囲では許容値を満足できない場合が発生するが、こ

号

れは上記の照査法と関係している。
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地質区分

N

γ

ﾎﾟｱｿ

Vs

値

(kN/m3)

ﾝ比

(m/sec)

裏込め土

15

19.0

0.45

197.3

B2

盛土

15

19.0

0.45

197.3

３．有限要素解析のモデル化

Amc

沖積最上部粘性土

1

17.5
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100.0

（１）橋台及び地盤のモデル化と地盤定数
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2
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軟弱地盤上の盛りこぼし橋台のレベル２地震動に対す

As1

沖積第 1 砂質土

10

17.0

0.50

172.4

る挙動を把握するため、前述のＮＥＸＣＯ基準により設計

Ac2

沖積第 2 粘性土

7

15.5

0.50

191.3

した橋台の寸法形状を用い、地盤〜盛土〜橋台を有限要素

As2

沖積第 2 砂質土

9

17.0

0.50

166.4

Dg

洪積礫質土

50

20.0

0.50

294.7

でモデル化し時刻歴地震応答解析を行った。
解析モデルは２次元地盤解析モデルで、地盤のモデル化
は２次元平面ひずみ要素を用いた。モデル厚さは、橋台の

表−４ タイプ２地震動 Ⅱ種地盤波（道示）

橋軸直角方向幅の 10.65m とする。また、橋軸方向のモデ

地震名

ル化の範囲は、橋台を中心に現地盤支持層から計画路面高

ﾏｸﾞﾆﾁ

記録場所

ｭｰﾄﾞ

まで(H=35.0m)の 3 倍の範囲をモデル化した（図−３）
。
橋台のモデル化は、パラペット、竪壁、底版は平面ひず

1995 年

み要素にてモデル化し、杭は非線形梁要素とした。この時、
杭列の本数分 3 本分をまとめてモデル化し、復元力はＭ−
φトリリニア武田モデルを用いた。

7.3

兵庫県
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に分割し、さらに深度方向に各地層毎に分割した。地盤の

所構内地盤上 N27V

非線形モデルは、非線形τ−γ曲線タイプ（修正 Ramberg
Osgood）とした。各地層の地盤定数を表−３に示す。

一体的にモデル化している。このモデルに対して、レベル
２地震時の軟弱地盤上の高盛土、橋台及び、杭の挙動を把

（２）基盤地震波

握するためには、基盤面に入射波を与えて時刻歴地震応答

レベル２地震動に対する橋梁の耐震性照査に用いる地

解析する必要がある。従って、道示に規定されているタイ

震波は、平成 14 年版の道路橋示方書（以下 道示）に地盤

プ２地震動のⅡ種地盤波に見合う基盤地震波を作成する。

種別毎に規定されている。本橋はⅡ種地盤であり、当該地

この基盤地震波は、１次元成層地盤波動伝播解析により、

盤に該当するタイプ２地震動の地震波を表−４に示す。

現地盤面に道示の波形を与え、基盤面の発生地震波形を抽

道示の地震波は、地上面での放出波である。今回の解析

出して作成した。

モデルは、耐震設計上の基盤面より上にある地盤と橋台を

②

①

③

④

⑤

B1
B2
Amc
Ac1

As1

H=35.0m
Ac1
As2

Ac2

Dg
105.0m(3×H)

105.0m(3×H)
図−３ 解析モデル図

図−４に本解析で用いた基盤地震波を示す。
裏込め土自重

図−６ 変位図（杭初期断面力算出時）
（４）減衰定数と固有値解析結果
減衰は要素剛性比例減衰を用いる。減衰定数は、質量と
剛性の両方に依存したレイリー減衰が知られているが、地
盤〜構造をモデル化した本解析では、長周期での質量依存
による減衰定数の増加を無視し、剛性比例減衰を用いた。
剛性比例減衰を設定するため、本解析モデルの固有値解析
を行った。固有値解析による１次振動モード図を図−７に、
また、各モード次数の固有値解析結果を表−５に示す。

図−４ 基盤地震波
図−７ １次振動モード図
（３）死荷重解析
時刻歴地震応答解析を行う前に、地盤及び杭に対して初

表−５ 固有値解析結果

期断面力を算出するため死荷重解析を行った。死荷重解析

ﾓｰﾄﾞ

は、地盤初期断面力算出用と杭初期断面力算出用の 2 ケー

次数

固有振動

固有周

水平方向

ひずみｴﾈﾙｷﾞｰ

数(Hz)

期(s)

累積有効質量比

比例減衰

ス行い、それらを合成して動的解析の初期値として用いた。

1

1.3102

0.7632

57%

0.0201

地盤初期断面力は杭剛性を無視し、基盤面より上の現地

2

2.0056

0.4986

59%

0.0201

盤及び、盛土の自重による各地盤のひずみのみを地盤の初

3

2.5220

0.3965

71%

0.0200

期断面力とした。図−５に地盤初期断面力算出時の変位図

4

2.6389

0.3790

71%

0.0202

を示す。

5

2.9795

0.3356

71%

0.0203

6

3.2613

0.3066

72%

0.0202

上表に示すように、累積有効質量比の 57%までが 1 次振
動モードで現われることから、本モードを要素剛性比例型
減衰の基準振動モードとした。また、3 次モードまでで累
図−５ 変位図（地盤初期断面力算出時）

積有効質量比は 70%以上となる。
本解析では杭と地盤の要素を非線形でモデル化してい

杭初期断面力は、橋台裏込め土と橋台自重のみの荷重を

るため、非線形部材には履歴減衰が発生する。線形部材の

考慮して算出した。図−６に杭初期断面力算出時の変位図

構造要素の減衰定数は、橋台躯体に対して 2%、剛体構造の

を示す。

底版に対して 0%とする。

杭頭最大変位 376mm

４．解析結果と考察
（１）解析結果
前述の解析モデルに基盤地震波を与え、時刻歴地震応答
解析を行った結果について以降に示す。図−８にレベル２
地震動 タイプ２ 基盤波形 No.2 の最大変位図を示す。
また、図−９に同波形に対する杭頭応答変位図を示す。
387mm

図−９ 杭頭応答変位図
図−８ 最大変位図
しも、ＮＥＸＣＯ基準で扱われているような、盛土下面で
図−８より、橋台パラペット天端の最大応答変位は
387mm である。また、図−９より、杭頭最大変位は 376mm
で、地震開始約 7 秒後に最大変位が発生している。

ゼロとなる変形形状とはならず、フーチング下面で最大と
なる台形形状を示すことが明らかとなっている。
図−１０の杭変形図より、レベル２地震動作用時の杭の

図−１０に橋台前列杭の杭最大変形図と最大曲げモー

変形は、支持地盤に根入れした杭先端付近でゼロ、フーチ

メント分布図及び、最大せん断力分布図を示す。本結果は、

ング下面で最大となる逆三角形形状となる。すなわち、本

基盤地震波形３波の解析結果を平均値化して作成したも

解析においても軟弱地盤と盛土の境界面での変位はゼロ

である。

でなく、盛土内の杭の変形形状は台形形状となることが確
認できた。本橋では３波平均値による現地盤と盛土の境界

（２）解析結果の考察

面での杭の変形量は 300ｍｍ程度である。

１）盛土内杭の変形形状
軟弱地盤の高盛土に構築された盛りこぼし橋台の盛土
3）

２）杭作用断面力

によると、施工時地

図−１０の杭曲げモーメント分布図より、最大曲げモー

盤変位に対しても、地震時せん断振動による地盤変位に対

メントは現地盤の支持層(Dg 層)から4.0〜5.0m 上方の地盤

内杭の変形特性は、既往の研究報告

図−１０ 杭の変形図と断面力図

で発生するが、最大曲げモーメントに続いて大きな曲げモ

位量が大きいため、上部構造の地震時挙動に加え、橋台の

ーメントは、現地盤と計画地盤の境界面付近に発生し、境

地震時挙動を考慮して、耐震設計を行うとともに、盛土の

界面で杭に応力集中が現れることが解る。せん断力につい

レベル２地震時の安全性についても検証する必要がある

ても、境界面を境に現地盤側が大きくなっており、境界面

と考える。

に応力集中が発生したことが解る。
レベル２地震時の杭体の耐力を照査するため、解析から
得られた杭の最大曲率と最大作用せん断力を用いて照査

あ と が き
軟弱地盤上の盛りこぼし橋台について、ＮＥＸＣＯ基準
によって設計した杭形状を初期値として、現地盤〜盛土〜

した結果を表−６に示す。

橋台のレベル２地震時の挙動を把握するため、有限要素モ
デルの時刻歴地震応答解析を行った。検討により得られた

表−６ 杭体照査結果
杭頭から

φ

φa

S

Sa

の深度(m)

(1/m)

(1/m)

(kN)

(kN)

杭頭

0.1

0.0023

0.0236

1624

3675

現地盤上面

8.7

0.0020

0.0236

719

3675

19.9

0.0042

0.0236

2246

3675

18.7

0.0018

0.0236

2999

3675

知見は以下のとおりである。
・本検討で作成した基盤地震波により時刻歴地震応答解
析した結果、橋台は 380mm 程度水平変位する。
・軟弱地盤上の盛りこぼし橋台の杭変形形状は、ＮＥＸ
ＣＯ基準で示されているような現地盤と盛土の境界

最大曲げﾓｰ
ﾒﾝﾄ位置
最大せん断
力位置

φa:曲げ曲率許容値、Sa:せん断耐力許容値

面でゼロ、フーチング下面で杭水平変位が最大となる
ような逆三角形形状とはならず、境界面で 300mm 程
度の杭水平変位が発生する台形形状となる。
・杭作用断面力よりも、ＮＥＸＣＯ基準で設定した初期
断面形状での杭耐力の方が大きいことから、レベル２
地震動に対する盛りこぼし橋台の杭照査は満足する。
この結果は沖積第 1 砂質土層の分布状況が影響してい

今回の解析では、レベル２地震動に対して曲げ耐力及び、

るため、軟弱粘性土地盤の分布状況が異なる場合には、

せん断耐力ともに許容値を満足している。この結果には当

今回の解析結果と異なった結果となるものと推測す

該地盤の沖積第 1 砂質土層の分布状況が影響しているもの

る。

と考えられる。従って、他の地盤条件によっては異なった
結果となる可能性がある。

・軟弱地盤上の盛りこぼし橋台の過大な水平変位に対し
て、今後、上部構造の地震時挙動を含め、橋梁全体系
を考慮した耐震設計法を確立していく必要があると

３）橋梁全体の地震時挙動

ともに、盛土の耐震性についても検証する必要がある

本検討対象の盛りこぼし橋台は、ＮＥＸＣＯ基準で設定

と考える。

した初期形状で、レベル２地震動の杭体照査は満足する。
しかし、解析結果が示した杭の最大変位は、杭頭で約 376mm

最後に、本検討を行う上で多くの方々より貴重な資料と

発生する。本橋台の上部工支承条件は、橋軸方向に対して

ご指導をいただきましたことに心より深く感謝の意を表

可動である。レベル２地震動作用時、橋台は前方に 380mm

します。

程度変位し、上部構造はこの橋台変位と無関係にレベル２
地震動によって応答変位する。現在の耐震設計では、橋軸
方向の橋台支承条件を可動とした場合、橋台の地震時挙動
を考慮せず、上部構造の最大応答変位により桁遊間を設定
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