


１ はじめに

 1995年兵庫県南部地震以降，橋梁の耐震対策が実施されているが， 2011年
東日本大震災，2016年熊本地震といった大きな地震が発生し，兵庫県南部地
震以降の設計・技術で耐震対策された橋梁に被害が発生している事例が確認
されている．特に2018年大阪府北部の地震では，橋梁に大きな被害は発生し
なかったものの，やや強い地震後の供用開始の判断など，新たな課題が浮き
彫りとなった．これらの課題に取り組むため，令和元年9月に「大地震時の
被災事例にもとづく橋梁耐震性能評価に関する調査研究小委員会」（以降，
本小委員会）が関西道路研究会道路橋調査研究委員会のもとに設置された．

 本小委員会は，設計基準ＷＧ，道路管理者ＷＧ，大阪府北部地震ＷＧの3Ｗ
Ｇ体制で活動してきた．



委員構成
高橋 良和 京都大学：委員長 WG1長

古川 愛子 京都大学：副委員長 WG3長 廣畑 幹人 大阪大学：副委員長 WG3

村田 昌寛 京都市：幹事 WG2 伊藤 匠 ㈱駒井ハルテック WG3

祝 賢治 WG1 岩木 淳 京都市 WG3

岸本 真輝 ㈱ＣＯＲＥ技術研究所 WG3 北川 淳一 エム・エムブリッジ㈱ WG1

澤野 博基 大阪市 WG2長 杉谷 和弘 京都府 WG2

田中 剛 ㈱長大 WG1幹事 谷尾 大地 日立造船㈱ WG3幹事

仲田 文人 (一財)道路管理センター WG2 中原 智法 日本橋梁㈱ WG3

成田 茂雄 堺市 WG2 西口 知子 瀧上工業㈱ WG1

西谷 朋晃 西日本高速道路㈱ WG2 野上 翔平 京都府 WG3

服部 匡洋 阪神高速先進技術研究所 WG3 藤井 豊 京都市 WG1

堀本 恒秀 京都府 WG1 丸山 忠明 ㈱駒井ハルテック WG2

山下 勝美 高田機工㈱ WG1

(委員数：24名，50音順・敬称略）

WG1：設計基準WG（近年の大地震の被災事例と耐震基準変遷）
WG2：道路管理者WG（各道路管理者の橋梁耐震補強計画と課題）
WG3：大阪府北部地震WG（大阪府北部地震を事例とした地震時の道路施設の被害と復旧・緊急・応急期の対応）



小委員会の活動履歴

回 年月日 開催場所

第１回 令和元年 9月 9日（月） 京都大学 桂キャンパス

第２回 令和元年 11月20日（水） 京都大学 桂キャンパス

第３回 令和２年 11月 5日（木） WEB会議

第４回 令和３年 1月 7日（木） WEB会議

第５回 令和３年 3月15日（月） WEB会議

第６回 令和３年 5月21日（金） WEB会議

第７回 令和３年 10月15日（金） WEB会議

第８回 令和４年 2月 8日（火） WEB会議

第９回 令和４年 5月11日（水） WEB会議

第10回 令和４年 11月30日（水） 京都大学 桂キャンパス



ワーキング活動

ワーキング 活動内容 ＷＧ長

設計基準ＷＧ 近年の大地震の被災事例と耐震基準変遷 髙橋 良和

道路管理者ＷＧ 各道路管理者の橋梁耐震補強計画と課題 澤野 博基

大阪府北部地震ＷＧ
大阪府北部地震を事例とした地震時の道路
施設の被害と復旧・緊急・応急期の対応

古川 愛子



２ 近年の大地震の被災事例と耐震基準変遷



2.1 近年の大地震の被災事例と耐震基準変遷

⚫橋梁は，過去に経験した最大の地震動によって設計．

⇒経験のない大きな地震力に対して被災を受ける．

⚫基準の変遷（地震力の増加）とともに，既設橋は耐震性能を確保すべく、

耐震補強が行われてきた．

⚫既設道路橋に耐震対策を行う場合の問題点や課題を明らかにして，今後の

耐震対策を行う場合の提案を行う．

■既設の道路橋に対する耐震対策の課題と整理方法に対する提案

■耐震設計において特に工夫されてきた橋梁の事例の紹介（事例：東神戸大橋）



2.2 耐震対策における課題（その１）

耐震対策は，橋の重要性と現橋が持つ耐震性能により，優先順位をもって実施

橋の重要性

：社会的役割，地域の防災計画上の位置づけなどから決定

①高速自動車国道，都市高速道路，指定都市高速道路，本州四国連絡道路，

一般国道の橋

②都道府県道や市町村道のうち，複断面，跨線橋，跨道橋又は地域の防止

計画上の位置付けや当該道路の利用状況から特に重要な橋



2.２ 耐震対策における課題（その２）

その他の課題

・経済性（耐震対策の費用）

・地域シンボルとして美観／景観性の確保が必要な橋梁

・施工性が確保出来ない橋梁（都市内，近接構造，補強できない部材）

・残存供用年数の設定の難しさ（費用対効果が検証ができない橋梁）

・構造の特殊性や規模から，耐震性の検証方法が確立されていない橋梁

橋の耐震性能の判断が難しい橋

①過去の耐震性能向上策が現基準を満足しない橋梁

②建設当時の資料が残っていない橋梁



2.３ 耐震対策の現状

兵庫県南部地震以降，日本で発生した震度６以上の地震

震度 6弱 6強 7 合計

地震発生回数 23 15 6 44

緊急輸送道路上の耐震対策の進捗率

道路管理者 高速道路会社 国 都道府県 政令市 市町村 合計

進捗率(%) 77 85 81 79 65 80

大きな地震が頻発している．

高い進捗率で耐震対策が実施されてきた．



2.４ 今後の耐震対策への提案
①優先順位の設定（理想的な優先順位の付け方）

橋梁固有条件から，この通りの優先順位で対策が行えるとは限らない．

橋の安全性，利用性の確保は必要．基準に相当する対策も必要．



2.４ 今後の耐震対策への提案
②キャパシティデザインの採用

基本となる要求性能を満足させることは必須．

〇落橋しない，〇地震後に供用できる，〇その他の要求

キャパシティデザインを行うためには、橋の固有性も考慮した上で，

地震時や地震後の橋の挙動を正しく把握することが必須．

〇許容できること，許容できないことの整理

〇地震時・地震後のシナリオが重要

必要時は，耐震対策の優先度にも反映．

③ＤＸの推進

対策状況，対策履歴，対策の実現性，等々

ＣＩＭモデルによる情報ストック（ＤＢ活用）



2.5 東神戸大橋の事例紹介

⚫本橋は，阪神高速道路㈱の技術委員会において，事前に耐震に関する詳細な調査検
討がなされ設計に反映された．

⚫橋は完成したほぼ直後に兵庫県南部地震に襲われ，橋は震度7の地域にあったため損
傷は免れなかった．

⚫橋に設けられた強震計により貴重な記録が得られ，損傷の原因を追究する手がかり
となり，また，その後の橋の耐震補強に役立てられた．

⚫ここでは、阪神高速㈱が公表した諸記録に基づいて，建設に先立って行われた調査，
兵庫県南部地震による橋の損傷とその原因の検討，および橋の耐震補強までをまと
めた．



2.5.1 橋の概要

⚫ 1994年に完成した全長885m，中央径間485mの3径間連続鋼斜張橋．
⚫橋軸方向には塔からケーブルのみで主桁を弾性固定とする，オールフリー

形式．
⚫橋の固有周期は橋軸方向に4.4秒，直角方向に4.7秒と長周期橋梁



2.5.1 耐震設計上の検討課題

(1)入力地震動 根拠をもった設計スペクトルを与える

(2)大規模地震への対応

想定以上の地震を受けても落橋しないよう，主桁の大変位を抑制するための

耐震安全装置を検討する

(3)地震の入力方向

地震の入力方向の影響が簡便に考慮できる計算手法を考える

(4)地震の位相差の影響

中央支間長が長いため地震の位相差の影響の程度を調べる

(5)耐震計算の確認手法

耐震計算の結果を検証するための手法を検討する



2.5.2 設計スペクトルの設定

設定方法：

1. 明石海峡大橋の研究成果を準用して、期待加速度は100年期待値で160galと
し，タフト，エルセントロ，伊豆半島沖の各記録の波形を調整し，これが
1000m下の基盤が露頭した場合の入力波形であると考えた．

2. 1000m下に基盤を有する成層地盤モデルを藤田らの研究や当該地の地質調査
ならびに岩崎らの調査研究から設定し，入射波80galとして重複反射解析
により工学的な基盤面での波形をとり出した．

3. 上記で求めた波形を入力とする構造物•地盤系の2次元FEM地震応答解析(線
形)を行った．

4. 塔基部での3波の応答波形からの平均スペクトル曲線を描き，これを包絡す
るスぺクトルを基にして上部工設計用のスペクトルを決定した．



2.5.2 上部工設計スペクトル

短周期部では道路橋示方書(昭和55
年版)との整合性を考え，4種地盤に
相当する240galとした．

短周期と長周期との 中間の領域に
ついては，大阪湾岸の沖積地盤で観測
される 中小規模の地震に周期1秒前後
の顕著なピークが認められること，ま
た当該地盤の常時微動観測においても
1秒弱の周期成分が卓越していること
から，安全側を考え400galとした．



2.5.3 耐震安全装置の開発と適用

耐震安全装置としてベーン型オイルダンパー
を考えた．その特徴は，

a. ストッパーのように遊間の取り方による
影響がなく，制御効果が徐々に連続的に
増え，各種の地震波形を受けるとしても
設計上の対応が容易である．

b. 桁の移動を適度に制御するほか, 端橋脚
への反力も適度な範囲に抑えられる．

c. オイルのオリフィス通過速度すなわち桁
の変位速度が大きくなるに従い大きな抵
抗力を発生する．したがって，大振幅(高
速度)が発生するときにこれを制御する効
果が大きい．



2.5.3 ダンパーの試作

 ダンパーの本橋への適用性を調べるため, 具体
的に設計を行い,1/2模型を試作した．

 ダンパーの目標として，変位60cm, 最大速度
60cm/sに対応できるものとし, かつ減衰の目標
は最大速度時にh=10%を有するように考えた．

 製作されたダンパーについてオリフィスの開度
（θ）等をパラメーターに実験を行い，図のよ
うな反力（ダンパー）特性を得た．

 反力特性はオリフィス部の乱流抵抗特性でほぼ
表現されており，実橋に換算してF = 18.8V2 と
なり，桁の変位速度（Ｆ）の２乗に比例する抵
抗力（F）を生じることが示された．



2.5.3 ダンパー効果の確認

本橋を端橋脚２つと主橋部１つの３質点モデルに表わし，ダンパーの効果等を
解析的に確認した．応答解析では伊豆半島沖地震の加速度と変位の２つの記録
の合成波スペクトルの4.4秒での値が設計スペクトルの1.4倍の値と等しくなる
よう振幅を調整した波形を入力した．その結果

a. ダンパーを用いない場合，塔と上部工に１％の減衰を仮定すると構造系の
変位量は，72×1.4≒101 cmとなり，塔の耐荷力から定まる桁の限界許容変
位74 cm より大きく，橋は崩壊することとなる．

b. ダンパーを用いれば応答を設計レベル程度の60数ｃｍと限界許容変位より
も小さくすることができ，橋の安全性が確保できる．その場合のダンパー
の等価減衰は６％程度と逆算され，高い減衰効果を確認した．

c. ダンパーの性能が８割に低下することを想定しても応答変位はあまり影響
を受けない．



2.5.4 斜方向地震の検討

⚫塔の応力度の算定において,地震動の方向を任意の水平方向からの入力を考
慮することとした．

⚫斜方向地震{EQ(θ)}の影響は橋軸方向地震（EQL，θ=0°)および直角方向地
震(EQT，θ=90°)それぞれの単独入力の解析値を用いて考慮することとし塔
柱断面の両辺長の比から定まると考えられる係数β= 1/2をEQTに乗じ，これ
にEQLを同時に考慮すれば，任意の塔柱断面で斜方向地震の影響を適切にか
つ安全側に考慮できる．

⚫斜方向地震による塔の最大応力度σ［EQ（θ）］は次式で表せる．

ここに,βは斜方向地震の影響を換算するための係数（1/2）



2.5.5 位相差の検討

 各支点に波動の到達する時刻が位相差
により遅れる場合の応答に与える影響
を時刻歴法と応答スペクトル法により
調べた．

 最大加速度を240galに調整した夕フト
(N21E)とエルセントロ(NS)による応答
を波動の伝播速度をパラメータとして，
橋軸方向の桁端最大変位および塔基部
の最大曲げモーメントを図に示す．

 位相速度3000m／ｓ以上が最大値を与
えており,設計上は位相差がないもの
としてよいと考えられた．



2.5.6 模型振動実験による応答の確認

次の事項を目的に,全橋模型を用いた振動台による実験を行った．

⚫短周期性地震に対する応答が設計上の仮定どおり小さいことを確認する．

⚫長周期性地震に対する応答が解析値程度の大きさであることを確認する．

⚫斜方向や二次元，三次元の地震に対する立体的挙動がどのようになるか，設
計で考えている斜方向地震が２方向入力の重ね合わせとなるかを確認する．

⚫耐震安全装置としてのダンパーの効果を確認する．



2.5.6 橋軸方向＆橋軸直角方向地震による応答

⚫橋軸方向の短周期性地震による応答（18 cm）は設計値（61 cm）の1/3程度
にしかならず，長周期性地震による応答は解析値とほぼ一致することも確認
された．ダンパーの効果は長周期性地震に対し８割程度応答を低減しており，
これは時刻歴の応答解析値ともよく一致していた．

⚫橋軸直角方向地震の応答の同様な傾向であった.



2.5.6 斜方向地震による応答

 橋軸方向，直角方向の固有周期が4.4秒と4.7秒と接近していながらも連成し
たモードは固有値解析ではみられなかった．

 このことより斜方向地震の応答を２方向の応答の重ね合わせにより推定して
いたが，この実験により２方向単独加振の応答に角度の補正計算を行って重
ね合わせたもの(Xcos 30°，Ysin30°）と，30°方向に加振した場合の応答
（X’，Y’）とが，比較的よく一致していることが確認された．



2.5.6 二～三次元地震による立体挙動

 実験結果からはXYZ各方向にそれぞれ単独加振した応答を重ね合わせれば３
方向同時加振を再現できることが示された．



2.5.7 兵庫県南部地震の強震観測と地震動

本橋に設置した強震計による地震動
のGL-1.5 mでの地震動の加速度応答
スペクトル（5％減衰）を図に示す．
ここで，方位N78°Eは橋軸方向，方
位 N168°Ｅは橋軸直角方向の地震動
である．

ウィンド沓を破壊に至らしめた周期
0.8～0.9 secの側径間桁水平モード
付近では橋軸直角方向の地震力が橋
軸方向に比べ，2倍以上大きいことが
分かる．



2.5.8 兵庫県南部地震による被災



2.5.8 兵庫県南部地震による被災

 損傷は端橋脚付近に集中していた.

 魚崎浜側では，ウィンド沓の上沓の
セットボルトが破断して横方向の拘
束を失い，上沓が脱落した（写真）．



2.5.8 兵庫県南部地震による被災

ウィンド沓が破損したために，橋軸
方向の減衰付加装置であるベーンダ
ンパーと桁とをつなぐセットボルト
にも同様に過大な力が作用し破断，
ダンパーは破損し機能を失った（写
真)．



2.5.8 兵庫県南部地震による被災

 ウィンド沓が破損したために，ペン
デル沓（エンドリング）を挟む弦材
ウェブのアイプレートが桁横方向振
動のためにこじ開けられ，山側では
ピンがはずれ地面に落下し，海側の
ペンデルもピンが半分抜けた状態と
なった（写真) ．



2.5.9 兵庫県南部地震による損傷に関する検討

 損傷は魚崎浜側端橋脚に被害が集中

本橋はほぼ左右対称

両端のウィンド沓に作用する設計水平力は

魚崎浜側が220tf

深江浜側が214tf

魚崎浜側と深江浜側の取付桁は共に

スパン約50mの3径間連続桁橋で大差はない

 なぜ損傷は魚崎浜側端橋脚に被害が集中した？

その橋脚基礎構造が大きく異なっている．

深江浜側は2本の柱がフーチングで一体になった構造

魚崎浜側は左右の脚が独立の基礎上に設置されている

相対的にはラーメン脚面内方向においてフレキシブル

写真2.5.4 魚崎浜側端橋脚P187に生じた
下段水平梁のせん断座屈



2.5.9 スーパーコンピュータ「京」による再現

 地震時に上部構造桁端の橋軸直角変位を拘束するウィンド沓がその機能を失う

→負反力を受け持つペンデル沓の取り付けプレートが面外方向に変形

→ピンが脱落し，負反力が開放され最終的には上部構造端部が跳ね上がる

 ペンデル沓においてはその損傷状態が最も大きい

この部材の破壊により桁の挙動が大きく変わった

 地震時の損傷状態を評価するためには，

ペンデル沓の破壊過程を正確にモデル化することが地震応答解析の精度向上に直結

 橋梁全体系という大規模な構造物を対象としつつ

部材における局部座屈を評価できる弾塑性シェル要素を用いた大規模解析が必要

 非線形領域における挙動をもとめる解析をスーパーコンピュータ「京」を利用



2.5.9 解析方針

1. 被害を受けた沓や橋脚等のモデル化に対して
被災事例から想定される損傷プロセスを評価できるようモデル化

2. 各構造要素モデルが理論的に動作するか検証を行い
橋梁全体系モデルの構築

3. 作成した橋梁全体系モデルに地震時の観測波を入力する地震応答解析を実施

4. 得られた地震応答解析の結果から実被害との比較により
解析手法や部材レベルでの構造要素モデルの妥当性確認

5. 解析により実被害状況を正確に評価できない場合は
モデルの高度化・精緻化による改良を実施

1～5 を繰り返すことでより正確な地震応答解析が可能



2.5.9 解析結果
程度はやや小さいものの

実際の損傷状況と同様の
せん断座屈が解析で再現

図2.5.9 端橋脚における
面外方向変位コンター図

橋脚との接触位置でペンデル沓のフランジ部に
おける座屈状況や上部工の跳ね上がりも評価

図2.5.10 ピンプレートの開口と接触
（ペンデル支承脱落直前）

座屈を考慮できる構造要素モデルを用いたため，このような大きな損傷状態の評価が可能



2.5.9 耐震補強
 目標とする耐震性能

設計地震動 A種の橋 B種の橋

レベル１地震動 耐震性能１
地震によって橋としての健全性を損なわない性能

レベル２
地震動

タイプⅠの地震動
(プレート境界型の
大規模な地震)

耐震性能３
地震による損傷が橋と
して
致命的にならない性能

耐震性能２
地震による損傷が限定的なもの
にとどまり、橋としての機能の
回復が速やかに行い得る性能

タイプⅡの地震動
(兵庫県南部地震のような
内陸直下型地震)

道路橋示方書Ⅴ耐震設計編(H14.3)

※レベル2地震動：橋の供用期間中に発生する確率は低いが大きな強度を持つ地震動



2.5.9 入力地震動

橋軸方向の周期は2.3 秒から6 秒の間の長周期領域において
道路橋示方書レベル2 タイプⅠ（Ⅲ種地盤）と同等

震動
タイプ

地震名

タイプⅠ 南海・東南海地震
(シナリオ地震)

タイプⅡ 大阪湾断層
(シナリオ地震)

有馬高槻構造線
(シナリオ地震)

兵庫県南部地震
(実観測)

図2.5.11 包絡スペクトル（橋軸方向）



2.5.9 解析モデル
解析モデル：３次元骨組みモデル
解析手法：材料非線形および幾何学的非線形を考慮した複合非線形解析

部材 モデル化

主桁・
ケーブル

上下弦材 ファイバー要素

斜材 〃

垂直材 〃

横桁 〃

鋼床版 〃

ケーブル 非線形梁要素

支承 ペンデル支承 ファイバー要素

部材 モデル化

塔 塔柱 ファイバー要素

水平材 ファイバー要素

アンカー部 ファイバー要素

ケーソン基礎 S-Rばね要素

橋脚 脚柱 ファイバー要素

水平梁 ファイバー要素

アンカー部 ファイバー要素

杭基礎 S-Rばね要素

その他 ゴムダンパー 非線形ばね要素

変位制御ケーブル 非線形梁要素



2.5.9 補強前構造の動的解析結果(橋軸方向)

• 主塔と塔，橋脚の相対変位量が全ての箇所で許容変位の2 倍程度の応答が発生
• 最下段ケーブルが許容値である降伏耐力にと到達
• 塔および中間橋脚の柱部ひずみが許容ひずみを超過
• 端橋脚上の既存のベーンダンパー付近の応力変位，応答速度が設計を超過

図2.5.12 橋軸方向の照査結果



2.5.9 補強前構造の動的解析結果(橋軸直角方向)
• 塔下段水平梁において許容ひずみを超過
• 中間および端橋脚において全ての柱基部および水平梁で許容ひずみを超過

図2.5.13 橋軸直角方向の照査結果



2.5.9 耐震補強の基本方針
「塔，橋脚の全ての支点で可動とするオールフリー構造とすることにより
地震力を軽減する」という建設時の設計思想は可能な限り踏襲

補強区分 補強箇所 補強構造(補強部材) 補強目的

主桁の変位抑制 塔 橋軸方向変位制御装置
の設置

主桁と橋脚の橋軸方向の相対変位量が
既設支承等の可能移動量以下となるように変位を制御

支承補強 中間橋脚 ウィンド沓
取付部の補強

ウィンド支承取付部の耐力補強を行い，橋軸直角地震時水平力に十分抵抗でき
る降伏水平耐力を確保

じん性補強 塔，橋脚(柱，
梁)

縦補剛桁の補強 既設縦補剛桁を補強し，曲げ圧縮に対する座屈強度の低下を防止

縦補剛材の設置 板パネルを縦補剛材で補強し，曲げ圧縮に対する座屈強度の低下を防止

水平補剛材の設置 腹板に水平補剛材を設置し，せん断座屈強度の低下を防止

フェイルセーフ 端部橋脚 負反力ケーブル
支承

フェールセーフ対策として，ペンデル支承が損傷した時の桁の浮き上がりを防止
するため，負反力ケーブル支承を端部橋脚に設置

塔 緩衝装置 フェールセーフ対策として，塔部ウィンド支承が破損した場合に主桁と主塔とが
衝突する可能性があるため，塔柱に緩衝装置を設置し，衝突力を緩和



2.5.9 耐震補強結果１

 橋軸方向の変位量を設計可能移動量以下に抑える

→従来から用いられてきた特殊充填材ダンパーや制振ブレースでは

限られた設置スペースや抵抗力といった制約条件から全て適用範囲外

→高減衰ゴムダンパーによる減衰効果を取り込むことで水平変位を制御

 塔および橋脚の柱部ひずみが許容ひずみを満足しなかった対策

→曲げ降伏箇所については既設縦補剛材の補強，

または既設縦補剛材間の板パネルに縦補剛材を増設する補強，

もしくはその両方を適用し，じん性補強



 既設ペンデル沓の耐力を照査した結果，

解析応答負反力に対し端橋脚および

中間橋脚ともに十分な耐力あり

→フェールセーフ機能として，

端橋脚のみに既設ペンデル沓が

万一破損した場合の浮き上がり

防止対策のために1橋脚につき

2個の負反力ケーブル支承を設置

写真2.5.5 端橋脚部の負反力ケーブル支承

2.5.9 耐震補強結果２



３ 各道路管理者の橋梁耐震補強計画と課題



3.1 橋梁耐震対策の経緯

米国

1971年 サンフェルナンド地震 → 耐震基準見直し 補強計画

1989年 ロマプリータ地震 → CALTRANS 耐震補強実施

1994年 ノースリッジ地震 → 補強間に合わなかった

1995年 Seismic Retrofitting Manual for Highway Structures

日本

1964年 新潟地震 昭和大橋の落橋 → 液状化

1995年 兵庫県南部地震 → 被災復旧 全国的な耐震補強対策



橋梁耐震補強基準

1988年 道路震災対策便覧 日本道路協会 具体的対策？

1995年 復旧仕様 設計入力の規定 補強も準ずる

1995～2000年 土木構造物の耐震基準等に関する提言1～3次

土木学会 新基準で設計されたものと同等の耐震性能の確保

1996～2017年 道路橋示方書４回の改定 2段階設計法など

2006年 道路震災対策便覧 改訂 予防計画 調査法 工法

☆国，公団，自治体で橋梁耐震対策実施



橋梁耐震化計画

・耐震性（耐力，健全度）と重要性 計画決定の大きなfactor

・路線特性により対策順位と確保すべき耐震性能の差異

☆ 直列系の骨幹道路(NEXCO，首都高速、阪神高速，基幹国道など)

☆ 都市の面的道路ネットワーク（歴史ある都市の橋梁ほど難しい)

・早期に耐震性を確保するためには 財政，周辺状況など考慮必要

・対外説明 耐震性と重要性のマトリックスを利用

factorの選定 重み 結果に大きな差異

対策工法の選定 選定ルーティーン作成が難しい

全体計画のみ公表 個別公表は事業化した後



橋梁耐震対策の課題
・事業費の確保 2008年 道路特定財源→一般財源

2012年 笹子トンネル事故

2014年 道路法改正 国土強靭化計画

改修事業に組み込んでいく必要

・緊急対策工法の確認 対策済み橋梁の再点検

・耐震対策の補強目標 橋梁システムとしてどの程度補強するのか

部材 基礎，橋脚，支承，上部工，装置 etc.

・工法選定 既設構造状況や交通条件，他事業（改修）との総合施策



橋梁耐震対策事業における技術者の役割

・耐震対策 明確な正解が無い．技術者判断が必要な施策

道路管理者の技術職員が耐震技術を保持できているか

・必要な想定

① 橋はどのように動くのだろう

② 揺れが大きいと，どの部分に被害が起こるのだろう

③ 被害が発生したら街にどんな影響があるのだろう

崩壊シナリオ設計法

・基準，被害例，解析例などを参考に事業内容を決定

・技術的アウトソーシング

・「ワイワイ・ガヤガヤ」ブレーンストーミングの必要性



3.２ 各道路管理者の耐震計画の紹介

下記の道路管理者が実施している耐震計画の紹介をする

〇大阪市

〇京都市

〇神戸市

〇堺市



3.２.１ 大阪市

耐震事業計画

架設年次，橋梁形式，道路としての機能、架設場所の周辺状況など，そ
れぞれの橋の特性が異なっている．

これらを指標として定め，橋梁の重要度と合わせて、優先度を有した耐
震計画を策定．

阪神淡路大震災後の耐震事業計画

大阪市においても崩壊や落橋などの被害はなかったが，21橋が被災した．

被災した橋梁の復旧を行うとともに，早急に既設橋の耐震計画を立案し，
対策工事に着手する必要があった．

 優先度を有した耐震計画の必要性



3.２.１ 大阪市

耐震対策の優先度

①路線の重要性の評価

（避難路，緊急輸送道路などの路線

特性に対する重要性評価）

②橋梁の耐震性の評価

（適用示方書，地盤種別，上部構造

形式，震災点検結果などから耐震

性評価）



3.２.１ 大阪市

耐震対策の優先度（例）

②橋梁の耐震性の評価

両端橋台の桁長15m未満の橋梁は，兵庫
県南部地震で被害がほとんどなかったこ
とから無条件にランク1（最良）

上部工，下部工の材料が、木・石・レン
ガであるものは無条件にランク5（最
悪）

土木技術者としての判断



3.２.１ 大阪市

重要性と耐震性のマトリックス

橋梁の路線としての機能を
満足させられることが，各
橋梁の個別な特性である耐
震性の良否より高いウエイ
トを与えることとし，重要
度2：耐震性1の重みをつけ
て優先度を決める．

路線の重要性と橋梁の耐震性のランクを縦軸・横軸に表したマトリック
スを作成し優先度を決定

行政としての判断



3.２.１ 大阪市
南海トラフ地震対策

今後発生が想定される南海トラフ巨大地震による地震動・津波・液状
化に対する既設橋梁の安全性の検証を実施

地震動対策

兵庫県南部地震以降に行ってきた耐震対策が有効であることを確認

津 波 対 策

臨海部に架かる一部の橋梁で浮力への対策が必要

→浮き上がり防止のチェーンを設置



3.２.２ 京都市

「いのちを守る 橋りょう健全化プログラム」

京都市では，阪神・淡路大震災を契機に，平成7
年度から耐震補強を進めてきた．

平成23年3月に発生した東日本大震災後，今後の
橋りょうの耐震補強及び老朽化修繕を並行して
効率的・効果的に推進していくため，「いのち
を守る 橋りょう健全化プログラム」を策定し，
平成24年度からプログラムに基づき，対策を進
めている．



3.２.２ 京都市

現状と課題

平成7年度から緊急輸送道路上の15m以上の橋りょう及び跨線・跨道
橋を，耐震補強を行う橋りょう(99橋)として位置付け耐震補強を進
めている.

平成23年3月に発生した東日本大震災，平成28年4月に発生した熊本
地震の被害状況から，災害時における避難ルート及び救援車両等の
通行確保に向けて，対策済み42橋を除く57橋の耐震補強をスピード
アップすることが喫緊の課題となっている．

京都市内には戦前に建設された橋りょうが多く残るなど，建設後50
年以上経過した橋りょうの占める割合は他都市と比べて高く，老朽
化修繕を進めていくことも 大きな課題となっている．



3.２.２ 京都市
プログラム全体での目標

 平成24年度からの20年間(5年×4期）で，耐震補強及び老朽化修繕を完了さ
せることを目標．

 しかしながら，厳しい財政状況を踏まえ，第3期プログラム以降では，限ら
れた予算で対策を進めていく必要がある．

■耐震補強
緊急輸送道路上の橋りょう（15m以上）及び跨線・跨道橋で耐震補強が未完

了の57橋の耐震補強等を完了させ，災害時における避難ルートや救援車両等
の通行を確保する．

■老朽化修繕
損傷が大きく，早期に老朽化修繕の必要がある橋りょう（健全度Ⅲ）325橋

の老朽化修繕を完了させる．全橋りょうの対策が完了した段階で，予防保全
型の維持管理を実施する．



3.２.２ 京都市

第3期プログラム（令和4年度～令和8年度）の優先順位の考え方

耐震補強の優先順位の考え方

緊急輸送道路上の橋りょうと新幹線をまたぐ橋りょうを優先

老朽化修繕の優先順位の考え方

早期対策の必要がある橋りょう（健全度Ⅲ）

について，損傷の度合いを中心に路線の重要

度を踏まえ優先順位を設定．

優先順位1に分類した橋りょうから対策を実施．
老朽化修繕の優先順位



3.２.２ 京都市

計画期間ごとの達成目標



3.２.３ 神戸市

（１）道路橋の維持管理（建設局所管）

①全体橋梁数：2,154橋（橋長2ｍ以上）

②橋長100m以上：約50橋

③50年経過：約55%⇒約73％（10年後）

④橋梁長寿命化修繕計画；

現在第Ⅲ期（H30～R4）

⑤「みちづくり計画（令和4年5月）

の目標値；要修繕86橋の工事完了

（2025年（令和7年）までに）
＊臨港道路や道路公社所管有料道路の橋梁は別管理



3.２.３ 神戸市

（２）橋梁耐震化

①対象橋梁選定の指標（これまでのもの）

〇S55以前の基準・単柱橋脚
〇緊急輸送道路・15m以上
〇跨道・跨線・複断面

②事業計画；
Ⅰ期（H18～20）⇒Ⅱ期（H21･22)⇒Ⅲ期（H23～）

③「みちづくり計画（令和4年5月）」の目標値；
緊急輸送道路の橋梁耐震化⇒建設局所管：108/112橋（2025年度までに）

＊道路公社所管は52橋全体完了目標

・S55より古い
・単柱橋脚

・跨道
・跨線
・複断面

・緊急輸送道路
・15ｍ以上

Ⅰ期事業：対象24橋

Ⅱ期事業：対象14橋

Ⅲ期事業：対象81橋



出典：神戸市ホームページ



3.２.４ 堺市

■堺市耐震強化事業の概要

・本市ではこれまでの取組みとして，管理橋梁749橋のうち，

①緊急交通路に架かる橋りょう

②緊急交通路を跨ぐ橋りょう

③高速道路や鉄道を跨ぐ橋りょう

④津波避難路に架かる橋りょう

を「重要橋りょう」と位置づけ，全150橋を対象に，災害

に強いまちづくりの実現に向けて耐震化を進めてきた．



3.２.４ 堺市
■今後より一層，災害に強いまちづくりを進めるために，

重要橋りょう以外の緊急交通路を補完する道路に関する橋
りょうや横断歩道橋を含めた橋りょうについても耐震化を
進めていく必要がある．

■下記に示す優先度の高い60橋に対して実施

【優先度のポイント】
①緊急交通路を補完する道路に関する橋りょう
➤大規模災害時に緊急交通路等から地域の災害対策拠点施設

等へのルートをつなぐ道路ネットワークを確保するため，
耐震化の優先度を高く設定

②緊急交通路を跨ぐ横断歩道橋

➤横断歩道橋が被害を受けたとき，緊急交通路等に及ぼす影
響が大きいため，耐震化の優先度を高く設定



3.２.４ 堺市
【優先度の分類フロー】

管理橋りょう７４９橋

耐震対策済みか？

耐震対策済みか？

対策不要か？

対策済

155 橋

架替・撤去の予定があるか？

落橋の可能性が低いか？※2

対策不要

472 橋

Yes

No

Yes

Yes

※2：ボックスカルバート形式の橋、

H8以降に建設された橋など

架替・撤去の予定があるか？

落橋の可能性が低いか？※3

緊急交通路や

鉄道を跨ぐ橋か？

通学路に指定されて

いるか？

優先度Ⅲ（低）

9 橋

Yes

対策不要

6 橋

Yes

No

No

Yes

No

Yes

No

1 橋

6 橋

36橋

19 橋

9 橋

28 橋

64 橋

70 橋

5 橋

147 橋

24 橋

376 橋

523 橋

優先度Ⅰ（高）

24 橋

優先度Ⅱ（中）

27 橋

No

352 橋

耐震対策橋りょう ６０橋

※3：H8以降に建設された橋など

優先度Ⅰ（高）

36 橋

優先度Ⅱ（中）

19 橋

対策済

1 橋

※1：令和４年度完了予定

No

緊急交通路に架かる橋

緊急交通路を跨ぐ橋

高速道路や鉄道を跨ぐ橋
津波避難路に架かる橋

Yes

150  橋※1

No 528 橋

678 橋

橋脚のある橋か？

（複数径間の橋か）

Yes 27 橋

No

325 橋

緊急交通路を

補完する道路に

関する橋か？

橋の目的は？
道路橋・人道橋 歩道橋

71 橋



3.２.４ 堺市
■今後は，優先度の分類結果をもとに，長寿命化修繕計画に

基づく補修工事とともに，橋りょうの耐震化を進めていく．

年　　度 H20 … H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

重 要 橋 り ょ う １ ５ ０ 橋

上 記 以 外 の ６ ０ 橋
※

※「緊急交通路を補完する道路などに関する橋りょう24橋」＋「緊急交通路を跨ぐ横断歩道橋36橋」

実施中（Ｒ４完了予定）

計画期間（Ｈ３０～Ｒ１０）

2橋

11橋

26橋
32橋

41橋
48橋

54橋 57橋 59橋 60橋

0橋

20橋

40橋

60橋

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10



3.３ 各道路管理者が管理する橋梁について
管理橋梁データ

備考

RC PC 鋼橋 その他

696 438,079 301 75 316 4 47
324

（橋長15m以上）

564 319,339 259 47 255 3 38 292

331
(318)※1

626,616 24 23 263 8 77 210

317
（314）※2

588,979 18 22 262 8 74 206

99 98,618 10 23 66 0 32 67

70 81,055 6 15 49 0 14 56

112 79,367 8 67 34 3 88 158

98 65,575 8 54 33 3 83 98

210 195,000 28 94 75 13 27 159

172 184,000 25 78 56 13 25 135

堺市 749 251,000

R3年度末時点データ
耐震対象橋梁の考え方：緊急交通路等にお
ける橋梁（210橋）を対象とする。
※緊急交通路等：緊急交通路や津波避難路
に架かる橋、緊急交通路をまたぐ橋、高速
道路や鉄道をまたぐ橋、緊急交通路を補完
する道路などに関する橋りょう、緊急交通
路等をまたぐ横断歩道橋

形式その他：混合橋、撤去済橋
緊急輸送上の橋梁：横断歩道橋を含む

神戸市
2,154

(橋長2m以上）
（建設局管理）

約470,000

R3年度末時点データ
耐震対象橋梁の考え方：緊急輸送道路に架
かる橋長15ｍ以上の橋を令和８年度までに
完了させる

京都市 2,943 357,877
※緊急輸送上の橋梁は橋長15m以上の橋梁
※跨線・跨道橋は緊急輸送上を除く

大阪市
758

(建設局管理)
728,461

※1：耐震計画重複(13橋)除いた橋体数
※2：橋体数
※跨線・跨道橋を合わせた数
※緊急交通路・避難路

京都府 2150 518,543 R3年度末時点データ

橋梁数
橋面積

総合計（㎡）

形式
跨線・跨道橋数 緊急輸送上の橋梁 考え方等

自治体名 管理橋梁数
管理橋梁

全橋面積（㎡）

耐震対策対象橋梁（上段：耐震対策対象橋梁、下段：耐震対策済橋梁）



3.３ 各道路管理者が管理する橋梁について
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3.4 まとめ・課題 【大阪市】

大阪市 独自性・特異性

管理橋梁に対する耐震化対象橋梁が多い．

管理橋梁数は他都市と比べると少ないが大規模橋梁が多い．

建設年代が古い橋梁が多く，形式や構造が多様

道路橋示方書のフルスペックではなく，予算制約の中で管理橋全体の耐
震性能を徐々に向上させる．

第1段階：落橋防止対策，陸上部高架橋の橋脚補強
第2段階：長大橋等の河川内橋脚補強
第3段階：基礎（液状化対策含む）補強

耐震化対象橋梁を落橋させないようにすることを優先して対策を行った．

南海トラフ地震対策として，津波対策も実施

対策内容と
優先度の
必要性

土木技術者・行政としての判断



3.4 まとめ・課題 【京都市】

京都市 独自性・特異性

管理橋梁数が一番多い．

戦前に建設された橋りょうが多く残るなど，建設後50年以上経過した
橋梁の占める割合は他都市と比べて高い．

耐震対象橋梁は一番少ないが，耐震対象平均橋面積は二番目に大きい．

土木技術者・行政としての判断

耐震補強と老朽化修繕を並行して効率的・効果的に推進するため，
「いのちを守る 橋りょう健全化プログラム」を策定し，橋梁の健全化
の取組を進めている．



3.４ まとめ・課題 【神戸市】
（１）独自性・特異性

～他都市（特に大阪市）との比較～

①小規模な管理橋梁数が多い

・市域面積大 ⇒ 管理道路延長が長い

・起伏に富んだ地形

・大河川が少ない

②耐震化対象率；

・橋梁数の約5% 橋梁面積の約17%

＊臨港道路や有料道路の規模の大きな橋梁

は、別途耐震化が進捗している。

③ｺﾝｸﾘｰﾄ橋の割合が高い（約75%)

（２）行政職としての技術者判

断が求められる主な課題

①財源

・補修予算との関係

②基礎の耐震化未実施

・橋脚・橋桁の対策を優先

③その他

・長寿命化修繕との調整

・供用しながらの工事



3.4 まとめ・課題 【堺市】

堺市 独自性・特異性

他市と比較し管理橋梁数は少ない．

橋梁の耐震補強については、本市地域防災計画や国土強靭化地域計画
に基づき重点的に取り組んできている．

土木技術者・行政としての判断

耐震補強の際には老朽化対策との関連や財政面を考慮しつつ，

ディテールに拘りながらも道路管理者として幅広い視野を持ち

合理的な補修補強の判断を行うことが必要と考える．



3.４ まとめ・課題 【全体】

各自治体によって管理橋梁数など大きく異なっている．

各自治体に応じた耐震計画を策定

統一した耐震計画を策定することはできず，各自治体に応じた耐震計画
を策定する必要がある．

各自治体が橋梁の工学的な条件，社会的な道路の役割，財政的な制約な
ど多くの要素を考慮しながら耐震計画を策定・見直す際に地域の特性を
把握している技術系職員が各自治体には必要であると考える．



４ 大阪府北部地震を事例とした地震時の
道路施設の被害と復旧・緊急・応急期の対応



４.1 大阪府北部地震の概要と調査
4.1.1 大阪府北部地震の概要

(1) 発生日時：平成30年6月18日 7時58分

(2) 震央地名：大阪府北部（北緯34.8，東経135.6）

(3) 震源の深さ：13キロメートル

(4) 規模：マグニチュード 6.1

(5) 震度（大阪府）

震度6弱 大阪市北区，高槻市，枚方市，茨木市，箕面市

震度5強 大阪市（都島区，東淀川区，旭区，淀川区），豊中市，吹田市，

寝屋川市，摂津市，交野市，島本町

震度5弱 大阪市（福島区，此花区，港区，西淀川区，生野区），池田市，

守口市，大東市，四条畷市，豊能町，能勢町

(6) 津波：影響なし

https://www.fdma.go.jp/disaster/info/items/
190820oosakafuhokubujisinn32.pdf



4.1.2 調査内容

(1) 調査対象

阪神高速道路株式会社，西日本高速道路株式会社，

大阪府，大阪市，高槻市，茨木市

(2) 調査内容（ヒアリング）

• 被害状況の把握の時期，方法（いつ頃，どのように）

• 対策の検討，決定，実施のプロセス

• 地震を通して明確になった道路管理上の課題や教訓，それらを踏まえた道路管理運用の
見直し

• 個々の技術者が種々の問題をどのように検討し，その判断がどのように活かされたのか，
「技術者判断の活用」に注目

４.1 大阪府北部地震の概要と調査



4.2.1 被害状況

本体構造物の損傷は確認されず，遮音壁外装板や料金所の階段設備などの付属
構造物にわずかな損傷が見られた程度

空港集約料金所階段のコンクリート片の落下 遮音壁外装板の落下

４.2 阪神高速道路



4.2.2 災害経過及び対応

地震災害の予防，応急対策及び災害復旧に関する具体的運用事項が「震災対策マニュ
アル」（当時平成29年10月版）に定められている

特別巡回計画

・交通部門が観測震度に対して策定

・地震発生後概ね3時間以内に大阪・神戸・京都の各管内の巡回が完了可能な体

制を求める

道路構造物等の状況把握点検計画

・保全部門が観測震度に対して策定

・地震発生後速やかに各管内の主要な点検を開始し，完了可能な体制を求める

４.2 阪神高速道路



4.2.2 災害経過及び対応

当時の震災対策マニュアルでは，大阪・神戸・京都各管内の通過自治体または地
震影響地域（路線から10km圏内）のいずれかで震度4以上の地震を観測した場合，
“通行規制”“特別巡回”“道路構造物等の状況把握点検”を実施

震度
通行規制等措置 初動活動

本線 入路 特別巡回 状況把握点検
4 注意喚起 注意喚起

実施 実施5弱 減速指示 通行禁止
5強以上 通行禁止 通行禁止

震度別通行規制と初動活動内容

４.2 阪神高速道路



4.2.2 災害経過及び対応

災害対応の時系列

日時 主な対応（活動）状況

6/18 7:58

7:59

8:20

8:50

10:30

11:28

大阪府北部を震源とする地震発生
（M6.1，最大震度6弱）

全線通行止（特別巡回・状況把握点
検開始）

災害対策本部（本社）・現地推進本部
（大阪・神戸・京都）設置
路上点検開始（最終開始9:45）
路下点検開始（最終開始11:30）
11号池田線路下点検開始
第1回災害対策本部会議
路上点検完了

日時 主な対応（活動）状況

6/18 11:30

12:15

13:00

13:07

13:20

14:00

第2回災害対策本部会議
第3回災害対策本部会議
11号池田線除き通行止解除
11号池田線を除く路下点検完了
11号池田線路下点検完了
11号池田線通行止解除
第4回災害対策本部会議（最終）

４.2 阪神高速道路



4.2.2 災害経過及び対応
地震当日の路面点検・路下点検の実施状況

４.2 阪神高速道路



4.2.3 得られた教訓

（1）地震発生後の早期通行止め解除

構造物に被害がほぼなかったものの，点検作業等に約5時間を要した

➢ 道路構造物や施設に被害がないからこそ安全であることを早く確認し，高
速道路が提供する機能の損失を最小とすることが重要

（2）入路閉鎖作業の機械化・遠隔化

数多くある入路閉鎖作業を人手に頼らざるを得なかった

➢ 現地に出向いて人手に頼らざるを得ない仕事と，ICTや遠隔制御に委ねるこ
とが可能な仕事を適切に組み合わせるための技術開発が必要

４.2 阪神高速道路



4.2.4 教訓を踏まえた運用の見直し

見直し項目 大阪府北部地震以前 現在

基
準

地震時通行禁止基準 本線：震度5強以上
入路：震度5弱以上

震度5強以上

通行禁止地域区分（通行止めエリア）
の細分化

大阪地区：1エリア
兵庫地区：1エリア

大阪地区：3エリア
兵庫地区：3エリア

地震影響地域の考え方 路線から10km圏内の地震計観測

値で判断

路線から3km圏内の地震計観測

値で判断
構造物点検（路下点検）基準 震度4以上 震度5弱以上

通行再開のために必要となる路下点検
基準

震度5弱以上 震度6弱以上・震度5強以上で路面

異常箇所

運
用

入路閉鎖措置の役割分担 交通管理隊・料金所スタッフで分
担

入口遠隔閉鎖装置の設置・拡大

地震時の入路閉鎖・路面点検の方法 入路閉鎖完了後に路面点検を実
施

入路閉鎖と並行して路面点検を実
施

大阪府北部地震後に見直した通行規制等に関する基準・交通管理運用

４.2 阪神高速道路



４.3 西日本高速道路

■供用年 ：S38年（S31年道示）
（改築）：H10年（ H2年道示）
（拡幅）：H16年（ H8年道示）

■橋 長 ：71.7m
■上部構造：RC中空床版橋
■下部構造：壁式ロッカー橋脚

：ラーメン式、扶擁壁式橋台
■基礎構造：RC杭、場所打ち杭

：矩形ケーソン

至 京都至 吹田

4.3.1 被害状況（高槻市：土室高架橋）
震源から地表面直線距離3.6km



４.3 西日本高速道路
4.3.1 被害状況（土室高架橋）

：名神建設時(S38) ：改築時(H10) ：中分拡幅時(H16)

ひび割れ



４.3 西日本高速道路
4.3.2 地震発生後の対応について

日付 時刻 状況

H30.6.18

7:58 地震発生・本線通行止め

7:58 路面点検開始

8:15 路下点検開始

12:00 路面・路下点検完了

各事務所 路面・路下点検，結果報告

・土室高架橋他２橋のロッカー橋脚の一部損傷

・橋梁ジョイント部盛り上がり 等

13:00 通行止め解除（走行に影響ある損傷は応急的に車線規制）

H30.6.19 0:00 ロッカー橋脚点検

H30.6.20 高架下占用者等協議開始

H30.6.21 クラック幅確認（2人／班の3交代制）

H30.6.23 クラック幅自動計測機取付け

通行止め開始基準は震度5弱，地震発生後に本線通行止め，路面・路下点検を即時実施した．

路面・路下点検において道路構造物に異常がないことを確認し，13:00に通行止めを解除した．



４.3 西日本高速道路
4.3.3 土室高架橋の当時の対応

地震発生後，中間支点のロッカー橋脚全てにクラックが発生．
クラックは軽微なもので通行止めは不要であったことから，
応急処置が完了するまでクラックの進展状況をモニタリングし，管理した．

２人／班の３交代制で
２時間おきに現地でひび割れ定期観測する損傷進行管理体制を構築

当初，２日後にはひび割れ計測システムを設置し，ひび割れ状況の
自動通知体制を構築予定であった．

→バッテリー等電源設備の確保に時間を要し，
自動通知体制の構築が５日後になった．
その間，現地班が体制を継続することとなった．



４.3 西日本高速道路
4.3.4 土室高架橋 応急処置と恒久対策

パイプ支保工による仮受完了後，損傷の進行管理体制を解除した．

恒久対策
①ロッカー橋脚のせん断補強及び上端アンカーバーを補強し，

ロッカー橋脚及び橋脚上下におけるヒンジ構造の耐力を確
保した．

②変位を許容する端支点免振支承の支点構造を解消し，
両端を「固定化」することで上部構造の変位を拘束した．

パイプ支保工による応急処置

現況の土室高架橋ロッカー橋脚

RCによる一体化

鋼板巻立て

鋼ブレス材による一体化



４.3 西日本高速道路
4.3.5 通行止め基準の見直し

震度6弱の大阪府北部地震を受けて損傷が軽微であったことから，通行止め

基準について下記の通り見直しした．

以前：気象庁震度5弱以上 以降：気象庁震度5強以上

※ただし，以下のいずれかに該当する区間については震度5弱で通行止めとする．

①防災上特に注意が必要な構造物（盛土・切土を含む）を有する区間

例：軟弱地盤上で，路面段差等の変状が現れている盛土区間等

②道路区域外からの災害に特に注意が必要な箇所を有する区間

例：道路区域外危険個所（落石，地すべり等）に隣接する区間等

③その他，防災上特に注意が必要な区間

（基準運用における留意事項）

なお，大雨等の異常気象時に発生した地震等，複合的な事象その他により，

道路機能に多大な支障を及ぼす可能性が生じた場合は，機動的に通行止め開始基準

の引き下げ等適切に対応するものとする．



4.4.1 道路被害状況

４.4 大阪府

大阪府管理の公共土木施設における被災は軽微なものであった．
分類 場所 被災状況

道路（大阪モノレール） 小路駅 エレベータ・エスカレータ損傷，駅舎損傷

道路（大阪モノレール） 万博記念公園駅 駅舎損傷

道路（大阪モノレール） 宇野辺駅 エレベータ損傷，駅舎損傷

道路（大阪モノレール） 南茨木駅 エスカレータ損傷，駅舎損傷

道路（大阪モノレール） 沢良宜駅 駅舎損傷

道路（大阪モノレール） 摂津駅 エスカレータ損傷，駅舎損傷

道路（大阪モノレール） 豊川駅 駅舎損傷

道路（大阪モノレール） 豊中市新千里東町 分岐器損傷

道路（大阪モノレール） 吹田市千里万博公園地内 分岐器損傷

道路（大阪モノレール） 茨木市天王 分岐器損傷

道路 余野茨木線 石積の腹見出し，舗装クラック

道路 茨木亀岡線 補強土壁損傷

道路 長尾八幡線 擁壁傾き，擁壁破損，歩道舗装クラック

河川 一級河川天野川 堤防天端クラック

下水道 清水みらいセンター 焼却炉内フィルター破損

下水道 高槻水みらいセンター 防音壁吸音パネル脱落



4.4.1 道路被害状況

４.4 大阪府

①余野茨木線 茨木市上音羽地内

③長尾八幡線 枚方市長尾荒阪

②茨木亀岡線 茨木市大字安威地内

石積はらみ 石積はらみ

舗装クラック

補強土壁損傷

手摺傾き

擁壁傾き 目地部ずれ

擁壁破損 舗装クラック

舗装クラック

高槻線 水道管損傷による道路陥没

大阪モノレール ロックシリンダ破損

宇野辺駅 駅舎損傷



4.4.2 地震発生後の対応

４.4 大阪府

・地震発生後道路パトロール等において路面に異常がないことを確認

→道路パトロールおよび現地調査の結果，大阪北部地震において大阪府による交
通規制は実施していない．

（高槻線水道管の損傷等による規制は占用物件管理者により実施）

・住民・通行人の通報より発覚した歩道部のクラック等は現地調査を即日実施し，
被害状況，通行にあたっての支障有無を確認した．

また歩道部の応急処置は当日実施し，その後，クラック補修箇所や構造物に変
状がないか道路パトロールにより把握し，進展状況を確認している．



4.4.2 地震発生後の対応

４.4 大阪府

① 余野茨木線（茨木市上音羽地内）
H30.6.19 13時15分 住民からの通報

⇒ 現地調査の結果，通行に支障なしと判断したため，通行規制なし
17時50分 モルタル注入し応急工事が完了

H30.11.19～R1.8.30 復旧工事

② 茨木亀岡線（茨木市大字安威地内）
H30.6.29 13時00分 通行人からの通報

⇒ 現地調査の結果，通行に支障なしと判断したため，通行規制なし
H30.10.25～H31.2.28 復旧工事

③ 長尾八幡線（枚方市長尾荒阪1丁目地内）
H30.6.19 13時53分 道路パトor通報により現地確認

14時45分 レミファルトによりクラックの応急処置を完了
⇒ 現地調査の結果，通行に支障なしと判断したため，通行規制なし

H30.10.1～H31.2.28 復旧工事



4.4.3 大阪府北部地震を受けて

４.4 大阪府

(1) 通勤途中発災時の職員参集先に関するルール見直し

発災時刻（AM7:58）が朝の通勤時刻と重なり，電車内に閉じ込められる職員が出るなど初動体
制の確立に時間を要した．そこで通勤途中に発災した場合のルールを下記の通り新たに定めた．

・既に勤務先にいる場合は，そのまま勤務先にて対応する．

・通勤途中の場合は，公共交通機関の運行状況等を踏まえ，通常勤務先と緊急時参集命令先まで
の到着時間を考慮し，早く参集できる方に参集とする．

・職員がどこに参集したかわかるように，庁内安否確認システムの運用について参集先を入力す
る．

(2) 踏切遮断状況の情報共有体制

地震により踏切が長時間にわたって遮断されたことにより交通渋滞が発生し，緊急車両にも影
響が生じた．そのため，近畿運輸局，鉄道事業者と連携し踏切遮断状況を把握して道路管理者，
警察，消防等と情報共有する仕組みについて，地震・津波時初動マニュアルを改訂し定めた．



４.5 大阪市
4.5.1 被害状況

①歩道コンクリート平板の損傷，②車道部下がり等，
大阪市管理道路施設の損傷は軽微なものであり，市
内全域でも数箇所程度，市民生活に多大な影響を及
ぼす甚大な被害はなかった．

①コンクリート平板の損傷は，大阪市直営によりコ
ンクリート平板及び地先境界ブロックを復旧した．

②車道部下がりについては，試掘時に埋設企業体と
大阪市が立会し，埋設物の施設被害がないことを確
認後，復旧のうえ規制を解除した．

①歩道コンクリート平板の損傷

②車道部下がり



４.5 大阪市
4.5.2 地震発生後の対応

管轄する各現場事務所で，所属に出勤した職員および自宅から近い現場事
務所に参集した職員により，参集途上の被害情報や市民通報及び緊急交通路
（広域重点，広域，地域），避難路，他の主要道路などから，順次緊急点検
を実施し所管施設の被害状況を把握した．

【道路】幹線道路の目視点検大型標識・歩道橋の点検等

【橋梁】橋上走行確認，桁下遠方目視調査

被害状況を災害対策本部で集約し，優先順位の高いものから順次，緊急措置
や復旧を実施していった．被害は軽微なものであり，復旧方法を改めて検討
する事例はなかったものと思われる．

→運用の見直し等，該当事項特になし．



4.6 高槻市
4.6.1 道路被害状況

 主たる道路被害は，段差，ひび割れ，隆起，ブロック塀の倒壊による通行止め．

 道路橋に被害がほとんど生じなかったのは，スパンの短い単純桁が多いため．

 道路上への瓦の落下やブロック塀の倒壊など，市民から多数通報が寄せられた
ため，安全資機材（カラーコーン）を置いて注意喚起を行った．安全資機材は
市内だけで約2000個必要であった．

主な被害状況 備考
市道各所：段差23段，ひび割れ・隆起69件
市道栄町306号線：ブロック塀倒壊により通行止め
府道大阪高槻線（下田部町）：大阪広域水道企業団送水
管の破損による道路陥没により通行止め
名神高速道路，新名神高速道路：上下線通行止め

7/12 20:00解除

6/19 9:40解除
6/18 13:20解除



4.6.3 災害経過及び対応

地震発生直後から公共土木等
に関する被害状況の調査及び
災害応急対応を開始．

991件の災害応急対応を実施
（通報による）
・住宅等の損壊により生じた
道路障害物の除去

・一般通行者への安全対策
及び地震災害等に伴う調査

4.6 高槻市



災害対応の検証と得られた教訓

(1)受援計画の策定

 地震発生直後より，自衛隊のLO（連絡幹部）や近畿地方整備局のリエゾン（災
害対策現地連絡員），大阪府の緊急防災推進員など，延べ2900人を超える応援
があったが，応援職員に必要な資料が整っていないなど，応援職員の受け入れ
に課題があった．

 この教訓を生かし，より効果的かつ実効性の高い受援体制を確立するために，
具体的な応援要請や受け入れ体制等を定めた受援計画を令和2年度に策定した．

(2)業務継続計画の見直し

 平成28年に策定した業務継続計画は，「有馬高槻断層帯の大規模地震を想定し
たもの」であった．大阪府北部地震のような中規模災害時では必ずしも十分に
機能しなかった．

4.6 高槻市



 非常時の優先業務と，非常時に停止する通常業務のすみわけや，対応職員数に
ついての見通しが十分ではなかったことが課題として明らかとなった．

 この教訓を踏まえて，業務継続計画に中規模地震を想定した項を追加し，災害
時の業務体制や必要職員数について検討を行った．

(3)緊急時連絡体制の構築

 大阪府北部地震の際，一般の電話回線がつながり難く，国や府，インフラ事業者
などとの情報共有，連絡に一部時間を要した事案があった．

 防災関係機関と平常時から顔の見える関係を構築するとともに，災害時における
各機関の応急対策業務を共有し，円滑な連携を図ることの重要性が確認された．

 これを踏まえて，関係機関との間に社用携帯による専用のホットラインが設けら
れ，緊急時にも連絡の取れる体制が構築された．

4.6 高槻市



4.7 茨木市
4.7.1 道路等の危険箇所への対応件数

 茨木市では，地震発生直後から主要道路についてパトロールをするとともに，
市民から通報のあった箇所について応急措置が実施された．

 主な道路被害は，外壁やブロック塀の倒壊等による通行止め，路面のひび割れ．



4.7.2 災害経過及び対応

(1)道路パトロールによる道路被害把握

 地震発生直後から通勤途中の職員が自主的にパトロールし，被害状況をスマホ
で撮影して市に報告．電話はつながらなかったがLINEはつながった．

 地震発生当日6/18は，市指定の地域緊急交通路，一級河川に架かっている橋梁，
バス路線，通報の有った箇所のパトロールを実施．交通途絶箇所等について情
報収集を行い，収集した被害情報をもとに障害物の除去等を直ちに行った．

 地震発生翌日の6/19は，被害報告や通報の有った箇所のパトロールを実施した．

 パトロールのメンバー，車，ルートは，防災訓練の一環で策定済であり，決め
てあった通りに運営をしたため，非常にスムーズにパトロールを実施できた．

 平成30年1月の防災訓練の際にハンディ型の防災行政無線を準備し，電話がつ
ながらない場合でも防災行政無線を用いて職員間で連絡が取れる体制を構築し
ていた．地震発生当日，午前10時頃まで電話が不通であったが，防災行政無線
を利用して連絡を取り合うことができた．

4.7 茨木市



4.7.2 災害経過及び対応

(2)補修工事

 茨木市では，直営の工事班（茨木市職員）を有しており，地震後，速やかにひ
び割れ補修等の軽微な被害の補修工事を行った．直営の工事班を持っているた
め，茨木市では迅速な対応が可能であった．

 規模の大きい被害は外部業者に発注したが，茨木市安全サポートボランティア
協会（土木系業者の団体）が，対応可能な業者を仲介した．このように，茨木
市では災害時に連携をとれる体制が確立している．

4.7 茨木市



4.7.3 災害情報の収集伝達

 地震発生後，直ちに地震情報，被害状況の把
握および応急対策の実施のための情報収集及
び伝達活動を実施した．

 各担当が収集した情報は，危機管理課執務室
のホワイトボード等に集約し，関係班と調整
しながら対応にあたった．

 具体的な土木施設の被害状況は，土木班の建
設管理課にて紙の資料を見ないと確認できな
い状況であった．

 この経験を踏まえ，現在ではクラウド型のシ
ステムを導入している．災害用スマートフォ
ンや庁内のパソコンで情報の確認や被害報告
が行えるシステムを構築している．

4.7 茨木市

市内の道路被害状況（土木班による地図への
とりまとめ，左：市街地図，右：拡大図）



4.7.4 災害対応の検証と得られた教訓

(1)技術者判断が活かされた事例

 数分おきに電話等で報告される被害の内容から，現地に見に行く順番の決定や，
見に行った結果，どこから手を付けるかの決定など，判断しなければならない事
項が次から次へと生じる．災害対応には，指揮・命令を出す部署の判断のスピー
ドが重要であり，判断が遅れると対応も遅れる．意思決定権を持つ課長が，係長
クラスに判断を委ねたことで，平時とは違う迅速な意思決定が可能となった．

(2)直営の工事班

 茨木市は直営の工事班を持っているので，迅速な対応が可能であった．

(3)資機材について

 道路上に屋根瓦が落下するなど通行に支障が生じた箇所に置く緊急資機材が不足
し，交通開放に時間を要した．また，通行止め等に必要な安全資機材が発災直後
に足りなくなった．地震後，資機材の数を増やし，点在配置を行った．

4.7 茨木市



4.7.4 災害対応の検証と得られた教訓

(4)情報収集及び情報共有体制

 現場情報の収集整理のための通信機器や情報共有体制が十分に整備できていな
かったという課題が判明した．この課題を踏まえ，災害時優先電話の機能を有す
る災害用スマートフォン（災害時に通信制限のかからない優先ダイヤル）の配備
を行った．上記に加え，職員がリアルタイムで災害情報を把握・入力できるクラ
ウド型の防災情報システムも導入した．Google Mapを利用したシステムで，道路
被害，避難所の開設状況等にアクセスが可能となっている．

(5)業務継続計画の見直し

 茨木市では有馬高槻断層帯を震源とする直下型地震が発生した場合を想定してい
た．大阪府北部地震の際，茨木市内には被害のあるエリアと被害のないエリアが
あり，被害のないエリアの市民には被害の深刻さが伝わり難く，通常業務も地震
発生前と同様の対応が求められたため，一部の職員は業務過多となった．この教
訓を踏まえ，中小規模地震も想定した業務継続計画に改訂した．

4.7 茨木市



4.7.4 災害対応の検証と得られた教訓

(6)地域防災計画の見直し

(7)茨木市災害対策本部対策部別活動マニュアルの見直し

(8)茨木市職員防災訓練と防災訓練の重要性

 平成28年度までは机上訓練が中心であったが，平成28年の熊本地震等地震を踏
まえて，平成29年度に防災訓練のあり方を見直した．机上訓練から，実働を主
体とした実践的な防災訓練へと発展させ，市のすべての部課が参加して，平成
30年1月に第1回目の訓練を実施したところであった．また，この訓練結果をも
とに，同マニュアルの改訂（記述内容の具体化等）が行われ，第2回目の訓練
を6月30日に控えている状況で，6月18日に大阪府北部地震が発生した．

 平成30年1月の第1回目防災訓練により，防災行政無線を用いた災害対応の訓練
ができていたことや，第2回防災訓練に向けて災害発生後の道路パトロールの
体制・ルートを詳細に決定していたことも，迅速な対応につながった．

4.7 茨木市



４.８ まとめ・考察
道路管理者 阪神高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 大阪府

管理道路 自動車専用道路 高速自動車国道・自動車専用道路 一般国道（指定区間除く）・府道

道路被害
・付属構造物（遮音壁外装板や
料金所の階段設備など）に
わずかな損傷

・ ロッカー橋脚の損傷
・ 橋梁ジョイント部の盛り上がり

・ 石積のはらみ出し ・ 舗装クラック
・ 擁壁傾き，擁壁破損
・ 補強土壁損傷

被害情報 ・ 職員による点検 ・ 職員による点検
・ 職員によるパトロール，調査
・ 住民，通行人の通報

復旧・緊急・
応急期の対応

・ 全線通行止 ・ 路上点検
・ 路下点検 ・ 通行止解除

・ 本線通行止め ・ 路面点検
・ 路下点検 ・ 通行止め解除
・ ロッカー橋脚の点検，計測，恒久対策

・ 道路パトロール・現地調査
・ 応急工事，応急処置
・ 通行規制なし

課題や
得られた教訓

・ 地震発生後の早期通行止め
解除，入路閉鎖作業

・ 最大震度6弱を観測したが通行

支障となる構造物損傷はなし

・ 震度6弱の地震を受けて損傷が

軽微

・ 通勤途中発災時の初動体制の
確立

・ 踏切遮断による交通渋滞

運用の
見直し等

・ 通行規制等に関する震度基準，
通行禁止地域区分の見直し，
入路閉鎖の迅速化

・ 通行止め基準の見直し
・ 職員参集先に関するルール見直し
・ 踏切遮断状況の情報共有体制

に関する初動マニュアル改訂

技術者判断
・ 耐震対策完了と損傷なしの状況
・ 観測震度の分布情報
・ 料金スタッフの役割拡大

・ 損傷軽微の状況
・ 過去大規模地震を受けての

災害対応力の強化

・ 緊急時の勤務先，参集先の
各自判断による選択

・ 関係機関との情報共有の必要性



４.８ まとめ・考察
道路管理者 大阪市 高槻市 茨木市

管理道路 一般国道（指定区間除く）・府道・市道 市道 市道

道路被害
・ 歩道コンクリート平板の損傷
・ 車道部路面の下がり

・ 路面の段差，ひび割れ，隆起
・ ブロック塀の倒壊による通行止め

・ 外壁やブロック塀の倒壊等によ
る通行止め ・ 路面のひび割れ

被害情報
・ 出勤及び参集職員による

被害情報や市民通報
・ 市民通報

・ 通勤途中の職員等によるパト
ロールや市民通報

復旧・緊急・
応急期の対応

・ 順次緊急点検
・ 被害状況の把握
・ 埋設企業体との立会

・ 注意喚起・道路障害物の除去
・ 応援の受け入れ・災害対処や

支援実施のための情報共有

・ パトロール・障害物の除去
・ 通行の禁止，制限なし
・ 応急措置・補修工事

課題や
得られた教訓

・ 被害は軽微
・ 応援職員の受け入れ，

災害情報の共有と外部発信
・ 非常時優先業務，対応職員数

・ 防災訓練の重要性
・ 直営の工事部隊やボランティア

協会との連携
・ 通常業務の停止

運用の
見直し等

（なし）

・ 受援計画の策定
・ 業務継続計画の見直し
・ 関係機関との

専用ホットラインの設置

・ 意思決定の迅速化
・ 情報収集及び共有体制の強化
・ 資機材の点在配置
・ 業務継続計画等の見直し

技術者判断
・ 出勤及び参集職員による

被害情報の収集
・ 埋設物の被害確認

・ 中規模災害を想定した計画の必要性
・ 緊急時連絡体制構築の必要性

・ スマートフォンの活用
・中小地震を想定した計画の必要性



４.８ まとめ・考察
(1)地震対策の有効性
 地震対策が行われた橋梁等において，構造的に深刻な損傷が無かったことは，これまでの耐震補強な
どの有効性を示すとともに，道路管理運用の見直しにおける技術者判断の根拠となっている．

(2)通行機能の維持
 高速道路における地震対策では，道路の通行機能を維持し，社会活動等への影響を最小限にするため
に，構造物の損傷を防ぐ対策に加え，通行止めによる機能の損傷を最小化する対策も行われている．

 耐震対策の実施状況と今回の地震による構造物の損傷状況を踏まえ，通行規制の基準となる震度等の
見直しが行われた．

(3)災害規模と業務継続計画
 中規模災害に対応した業務継続計画が必要であるとの判断のもと，中規模災害を想定した業務継続計
画の追加見直しが行われた．

(4)災害情報の収集と共有
 一般道路における災害情報は，職員による点検やパトロールのほかに，出勤及び参集職員からの情報
や市民通報によりもたらされた．

 災害応急対応における通信の確保，収集された情報の共有等の重要性が再認識され，関係機関との専
用のホットラインの設置や，職員間で災害情報を共有するためのスマートフォンを活用した防災情報
システムの導入などが行われた．



５ おわりに

 本小委員会では，橋梁耐震という土木施設，耐震技術を対象としながらも，
それを計画，設計，管理，対応する人，技術者に着目しているところに特徴
がある．

 耐震対策において，適用された耐震基準の年代による無機質な順位付けでは
なく，技術者判断が活かされた事例はなにか？道路管理者におけるゼネラリ
ストとしての技術者視点と，橋梁会社などにおけるスペシャリストとしての
技術者視点の違いはなにか？など，本小委員会や各ＷＧで議論をする際に，
そこに関わる技術者の判断，視点を強く意識することを心がけた．

 本小委員会の活動を通じ，橋梁耐震を向上させるためには，コンピュータや
機械ではなく，技術の素養を持つ人間が活躍することが重要であることを共
有したい．
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