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5.5.4 応答変位法による地震力の算定 

(1) 暗渠（ボックスカルバート)及びポンプ場（吸込水槽)は、地震時の地盤と構造物の

相対変位に基づいた地震力（相対変位×地盤ばね定数)、地震時周面せん断力、地震時動水

圧及び地震時慣性力を適切に算定し、構造物の断面耐力及び応力を評価する。 

(2) パイプラインは、地震時における地盤変位を求め、これを地盤－管路間の静的な相互

作用を表す地盤ばね（地盤の剛性係数)を介して管路に伝播する。すなわち、地盤の水平変

位振幅から地盤のひずみを求め、地盤ひずみに伝達係数を乗じて管体ひずみを求め、管体応

力は地盤の水平変位振幅、伝達係数、地震時の波長等により求める。 

継手の伸縮量及び屈曲角度は地盤の水平変位振幅から求める。 

 

[解 説] 

(1)暗渠（ボックスカルバート)の応答変位法による地震力の算定（横断方向） 

地震時水平荷重の算定を、以下に示す。 

a．地盤ばね定数 

地盤ばね定数は、式(5.5.5)により求めるものとする。 

 

 ········································· (5.5.5) 

 

ここに、 kH ：躯体側壁の水平方向ばね定数（kN/m3） 

           kV ：躯体底盤の鉛直方向ばね定数（kN/m3) 

           kHs ：躯体側壁のせん断ばね定数（kN/m3) 

           kVs ：躯体底盤のせん断ばね定数（kN/m3) 

           kH0 ：直径30cmの剛体円版による平板載荷試験の値に相当する水平方

向地盤反力係数（kN/m3） 

           kV0 ：直径30cmの剛体円版による平板載荷試験の値に相当する鉛直方向

地盤反力係数（kN/m3） 

           BH ：荷重作用方向に直交する基礎の換算載荷幅（m） 

           BV ：基礎の換算載荷幅（m） 

           λ ：1/3～1/4 

なお、本項に規定される各因子は以下のとおりである。 

(a) 直径30cmの剛体円版による平板載荷試験の値に相当する水平方向地盤反力係数kH0について、

各種土質試験・調査により求めた変形係数から推定する場合、式(5.5.6)により求めてよいものと

する。 

kH0＝a・E0/0.3 ··············································· (5.5.6) 

ここに、 a ：地盤反力係数の推定に用いる係数（表-5.5.4による) 

E0 ：表-5.5.4による方法で測定又は推定した、解析の対象とする位置で

の地盤の変形係数（kN/m2） 

kH＝kH0×(BH/0.3)
－3/4 

kV＝kV0×(BV/0.3)
－3/4 

kHs＝λkH 

kVs＝λkV 
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表-5.5.4 E0とaの関係 

次の実験方法による変形係数E0（kN/m2) 
a 

常時 地震時 

直径30cmの剛体円版による平板載荷試験の繰り返し曲線から求めた 

 変形係数1/2 
1 2 

孔内水平載荷試験で測定した変形係数 4 8 

供試体の一軸又は三軸圧縮試験から求めた変形係数 4 8 

標準貫入試験のN値よりE0＝2800Nで推定した変形係数 1 2 

(b) 基礎の換算載荷幅BVについては、式(5.5.7)により求められるものとする。ただし、底面形

状が円形の場合には直径としてよいものとする。 

BV＝ VA  ···················································· (5.5.7) 

ここに、 AV :鉛直方向の載荷面積（m2） 

b．地震時荷重 

暗渠躯体に作用する地震時荷重の模式図を図-5.5.10に示す。 

 

図-5.5.10 地震時荷重図 

(a)地震時水平荷重 

地震時水平荷重は、深さzにおける相対変位に地盤ばね定数を乗じるもので、式(5.5.8)により

求めるものとする。 

U(z)、U(zB)は、式(5.5.3)、式(5.5.4)により求める。 

P(z)＝kH・{U(z)－U(zB)} ····································· (5.5.8) 

ここに、 P(z) ：深さzの点における水平方向荷重（kN/m2） 

           kH ：単位面積当たりの地盤ばね定数（kN/m3） 

           U(z) ：深さzの点における地盤の水平方向変位振幅（m） 

           U(zB) ：深さzB(m)における地盤の水平方向変位振幅（m） 

           zB ：地表面から躯体底面までの深さ（m） 
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表-5.5.5 地盤の相対変位と地盤ばね定数の例 

位 置 節点位置 
深度 

（m） 

支配長さ

（m）

地盤の絶対変位

U(z)（m） 

地盤の相対変位

U(z)（m） 

地盤ばね定数 

kH（kN/m3) 

剛域端 0.000 5.17 0.244 0.0237 0.0000 3,619.9 

剛域端 0.088 5.08 0.088 0.0237 0.0001 1,299.5 

ハンチ端 0.175 5.00 0.194 0.0237 0.0001 2,877.4 

ハンチ端 0.475 4.70 0.574 0.0238 0.0001 8,520.8 

 1.323 3.85 0.848 0.0239 0.0002 12,536.2 

地下水位 2.170 3.00 0.999 0.0240 0.0004 14,832.4 

ハンチ端 3.320 1.85 0.725 0.0241 0.0005 10,767.0 

ハンチ端 3.620 1.55 0.194 0.0241 0.0005 2,877.4 

剛域端 3.708 1.46 0.087 0.0241 0.0005 1,299.5 

剛域端 3.795 1.38 0.219 0.0241 0.0005 3,248.7 

底版底面  5.37  0.0237   

基盤面  40.95  0.0000  一 

(b)地震時周面せん断力 

ア.地盤に接する暗渠躯体の外周面には、地震時周面せん断力を考慮しなければならない。 

イ.地震時周面せん断力は、原則として式(5.5.9)により算出するものとする。 
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  ···································· （5.5.9） 

      ここに、 τU ：頂版に作用する地震時周面せん断力（kN/m2） 

           τB ：底版に作用する地震時周面せん断力（kN/m2） 

           τS ：側壁に作用する地震時周面せん断力（kN/m2） 

           SV ：基盤面における速度応答スペクトル（cm/s） 

           TG ：地盤の特性値（s） 

           zU ：地表面から頂版までの深さ（m） 

           zB ：地表面から底版までの深さ（m） 

           H ：表層地盤の厚さ（m） 

           GD ：地盤の動的せん断変形係数（kN/m2） 

              2・
γ

＝ DS
t

D V
g

G  ····································· （5.5.10） 

           γt ：土（地盤）の単位体積重量（kN/m3） 

           g ：重力加速度（9.8m/s2） 

           VDS ：地盤のせん断弾性波速度（m/s） 

VDSについては表-5.5.6により求められるVSiに準拠し、i番目の地層における設計せん断弾性波

速度VDSiを式(5.5.11)により求めるものとする。 
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表-5.5.6 表層地盤のせん断弾性波速度（せん断ひずみとの関係） 

堆積時代別土質 
Vsi（m/s） 

10-3 10-4 10-6 

洪積層 
粘性土   129N0.183   156N0.183   172N0.183 

砂質土   123N0.125   200N0.125   205N0.125 

沖積層 
粘性土   122N0.0777   142N0.0777   143N0.0777 

砂質土    61.8N0.211    90N0.211   103N0.211 

      VDSi＝CV・VSi  ··················································· （5.5.11) 

      ここに、 VDSi ：地盤の動的せん断変形係数GDの算出に用いるi番目の地層における

設計せん断弾性波速度（m/s） 

           VSi ：表-5.5.6により求められるｉ番目の地層におけるせん断弾性波速度

（m/s） 

           CV ：地盤ひずみの大きさに基づく補正係数 

              CV＝0.8（Vsi＜300m/s） 

               ＝1.0（Vsi≧300m/s） 

(c)地震時動水圧 

暗渠内が満水状態の壁体単位面積当たりの動水圧Pは、自由水面のない矩形水槽とすると、 

      
2

・・γ＝
B

KP wh   ··················································· （5.5.12） 

      ここに、 P ：壁体単位面積当たりの動水圧（kN/m2） 

           Kh ：設計水平震度 

           γw ：水の単位体積重量（kN/m3） 

           B ：水路幅（m） 

(d)地震時慣性力 

      Pi＝W・Kh  ······················································ （5.5.13) 

      ここに、 W ：躯体重量（kN） 

           Kh ：設計水平震度 

 

(2)暗渠（ボックスカルバート)の応答変位法による縦断方向の計算方法 

縦断方向の応答変位法に用いる地盤応答値の計算は、以下の方法によるものとする。 

a. 縦断方向の変位・応力の発生は、縦断方向におけるひずみの発生に起因している。埋設管路

の既往の実験やアレー観測等から地盤の変位をsinカーブの進行波として想定し、弾性床上のはり

モデルに発生する断面力及び継手部の相対変位量が解析解として提示されている。「共同溝設計

指針」や「水道施設耐震工法指針」などでは、これらの解析解を用いた設計計算が標準的な方法

として規定されており、本指針においても、原則として式(5.5.14)によって計算される地盤ひず

み（管軸方向）を用いるものとする。 

      εG＝π・Uh/L  ···················································· （5.5.14) 

      ここに、 εG ：地盤のひずみ（管軸方向） 
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           Uh :管軸上の地盤の水平変位振幅(m） 

L：波長（m） 

 

図-5.5.11 暗渠の縦断方向の応答変位法に適用する表層地盤の地震時地盤運動の変位振幅分布 

 

b. 地盤が暗渠方向に比較的一様な場合に、暗渠の縦断方向に生じる断面力は以下により求める。

暗渠の継手近傍を除いた断面に生じる断面力は、式(5.5.15)により算定する。 
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  ····································· （5.5.15) 

      ここに、 Ph、PV ：水平面内及び鉛直面内の地震振動による軸力（kN） 

           Mh、MV ：水平面内及び鉛直面内の地盤振動による曲げモーメント

（kN・m） 

           E ：コンクリートのヤング係数（kN/m2） 

           A ：暗渠の断面積（m2） 

           Ih、IV ：暗渠の水平面内及び鉛直面内の断面二次モーメント（m4） 

           Uh、UV ：暗渠の重心位置の深さにおける地震振動の水平方向及び鉛直方

向の変位振幅(m)で、式(5.5.3)及び式(5.5.4)による。 

           L ：地盤振動の波長（m） 

           α1､α2､α3 ：暗渠の縦断方向と、これに直交する水平面内及び鉛直面内の地

盤に生じたひずみの構造物に対する伝達率 

           ξ1､ξ2､ξ3 ：暗渠の継手を設けた場合の断面力低減係数 
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図-5.5.12 暗渠の縦断方向の断面諸定数 

 
図-5.5.13 暗渠の縦断方向の応答変位法で求められる断面力の概念図 

c. 地盤に生じたひずみの構造物に対する伝達率α1、α2、α3は、式(5.5.15)により算出したものを用

いてよい。 
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    ············································· （5.5.17) 

      ここに、 K1、K2、K3：暗渠の縦断方向と、これに直交する水平面内及び鉛直面内 

                 の地盤の剛性係数（kN/m2）である。 

d. 地盤の剛性係数K1、K2、K3は、式(5.5.18)により算出したものを用いてよい。 
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  ··················································· （5.5.18) 

      ここに、Cl、C2、C3 ：地盤の剛性係数K1、K2、K3に対する定数で実験等による調査

結果に基づいて定めるのが望ましい。一般には、C1、C2は1.0、

C3は3.0としてよい。 

          GD ：表層地盤のせん断変形係数（kN/m2）で、式(5.5.19)による。 

      2・
γ

＝ DS
teq

D V
g

G   ················································ （5.5.19) 

          γteq：表層地盤の換算単位体積重量（kN/m3）で、式(5.5.20)による。 

      
H

Hiti
teq

・Σγ
＝γ   ··················································· （5.5.20) 

          γti ：表層地盤の第i層の土の単位体積重量（kN/m3） 

          Hi ：表層地盤の第i層の厚さ（m） 

          H ：表層地盤の厚さ（m） 

          VDS ：表層地盤のせん断弾性波速度（m/s）で、式(5.5.21)による。 

      
G

DS T
H

V
４

＝   ······················································ （5.5.21) 

          TG ：表層地盤の特性値（s） 

          g ：重力の加速度（9.8m/s2） 

e. 暗渠の躯体を接続する継手部における変形量（縦断方向の相対伸縮量）の算出は、「共同溝

耐震設計要領（案）」に示される次式によって行う。 

      joUUUj＝   ···················································· （5.5.22) 

      ここに、 Uj       ：軸方向相対伸縮量（m） 

           oU        ：無限連続はりとした場合の縦断方向の相対変位量 
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EA  ：伸び剛性（kN） 

L  ：継手間隔（kN） 
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K  ：伸び剛性（kN） 

L’  ：みかけの地盤振動の波長で LL 2' （m） 

L  ：地盤振動の波長（m） 

Ua   ：暗渠の縦断方向の地盤の水平地盤振幅（m） 

 zUU ha
2

1
  

引用・参考文献 

ⅰ）日本道路協会：共同溝設計指針（1986） 

ⅱ）日本水道協会：水道施設耐震工法指針・解説（2009) 

ⅲ）日本下水道協会：下水道施設の耐震対策指針と解説（2006) 

 

5.5.5 応答変位法の照査内容 

応答変位の照査は、それぞれの構造物の種類に応じて検討する方向と照査項目及び照査法を

適用する。 

(1) パイプラインは長軸方向において、構造形式に応じ、ひずみ、応力、継手伸縮量・屈

曲角度の照査を行う。 

(2) ポンプ場は横断方向において、曲げモーメント、せん断力、軸力をレベル1地震動では

許容応力度法、レベル2地震動では限界状態設計法で照査を行う。 

(3) 暗渠（ボックスカルバート)は横断方向において曲げモーメント、せん断力をレベル1

地震動では許容応力度法、レベル2地震動では限界状態設計法にて照査を行う。長軸方向に

おいて曲げモーメントをレベル1地震動では許容応力度法、レベル2地震動では限界状態設計

法で照査を行うとともに継手部の変位に対する照査を行う。 

 

[解 説] 

それぞれの構造物の種類に応じ照査項目を記述したが、必要に応じて軸力や残留ひずみの照査

を行う。 

(1)線状地中構造物（パイプライン) 

線状地中構造物の耐震設計は、土地改良事業計画設計基準設計「パイプライン」（平成21年）

等に準拠して計算を行う。まず、速度応答スペクトルから、長軸方向の地盤変位振幅Uh、地盤ひ

ずみεGを求め、次に管体応力やひずみ及び継手を用いる場合は継手伸縮量や継手屈曲角度につい

て検討を行う。 

 

(2)幅広地中構造物（ポンプ場（吸込水槽)) 

耐震設計モデル図、図-5.5.14に示す。基本的には、このような平面骨組モデルを用いて解析

を行い断面力を算定し、部材の耐力照査を行う。照査法はレベル1地震動とレベル2地震動につい

て、それぞれ許容応力度法と限界状態設計法を用いるものとする。 
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図-5.5.14 耐震設計モデル図 

 

(3)中間的地中構造物（暗渠（ボックスカルバート)) 

比較的大きい断面を持つ暗渠（ボックスカルバート)については、横断方向も地盤の変位の影響

を大きく受けやすい。そのため、前述の幅広地中構造物のポンプ場と同様の方法で、ボックスカ

ルバートの横断方向の検討、照査を行う。照査法は、レベル1地震動には許容応力度法、レベル2

地震動には限界状態設計法を用いる。 

一方、長軸方向については、パイプラインと同様、長軸方向の地盤ひずみを算定し、部材に発

生する管軸方向の断面力と耐力の照査を行う。この場合の照査法も、横断方向と同様、レベル1地

震動には許容応力度法を、レベル2地震動には限界状態設計法を適用する。 

 

表-5,5.7 応答変位法における照査法 

構造物種類 
パイプライン 

(線状地中構造物) 

暗渠（ボックスカルバート)

（中間的地中構造物) 

ポンプ場（吸込水槽) 

（幅広地中構造物) 

検討方向と照査項目 

長軸方向： 

・継手伸縮量、

屈曲角（一体

管構造） 

・管体ひずみ・

応力 

（継手管構造） 

長軸方向、横断方向： 

・曲げモーメント、せん

断力、変位 

長軸方向： 

・継手部変位 

横断方向 

曲げモーメント、せん断力、軸力 

照査法 

レベル1 

応答変位法（地盤

と管路間のすべり

は考慮しない) 

許容応力度法 許容応力度法 

レベル2 

応答変位法（地盤

と管路間のすべり

を考慮する) 

限界状態設計法 限界状態設計法 

構造物の特徴 

長軸方向に沿う軸

力、曲げモーメン

トに支配される。 

パイプラインとポンプ場の

両方の特徴を併せ持つ。 

構造物上下端で変位差が大きく、地盤のせ

ん断変形に基づく周面せん断力が支配的。

長手方向の剛性は大きい。 

引用・参考文献 

ⅰ）農林水産省農村振興局：土地改良事業計画設計基準設計「パイプライン」（2009） 

ⅱ）日本水道協会：水道施設耐震工法指針・解説 (1997) 
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5.6 動的解析法 

動的解析法とは、地震時における構造物の動的な挙動を、動力学的に解析して設計する耐震

計算法である。本指針では、エネルギー一定則の適用が限定される場合や振動特性が複数のモ

ードに支配される場合等、振動特性が複雑な構造物に適用するものとする。 

動的解析法は、静的解析法に比べて実際の現象に近い挙動を再現でき、いろいろな構造物や

地盤に適用できる。しかし、モデル化や入力地震動の設定によって解析結果が大きく変化する

ので、目的に合った解析法を適用することが必要である。 

 

[解 説] 

(1)基本的な考え方 

a. 動的解析は、構造物の耐震計算を行う場合、地震力を実際と同様に時々刻々動的に変化する

波として入力し、構造物各部に生じる変位や加速度などの応答を計算して構造物の安全性を検討

する設計法である。 

震度法や地震時保有水平耐力法は、動的な地震力を静的な地震力に置き換えて行う耐震計算で

あり、構造物の共振や減衰などの動的な挙動は反映されにくい。 

これに対し、動的解析は、構造物の固有周期、減衰定数、非線形履歴特性などの動的特性をモ

デルで表現し解析するため、定数の設定、モデル化などが適切であれば、ある精度で構造物の動

的挙動を計算で表現できる。 

動的解析で基礎を含めた全体で動的応答を求める場合、通常は質量が有限個の節点に集中して

いるとしてモデル化するばね・マス系の質点系（図-5.6.1)で解析する。ただし、土構造物で地盤

との相互作用に着目する場合は、動的有限要素解析（図-5.6.1(c))を利用する場合もある。 

 

図-5.6.1 動的解析のモデル 

b. 動的解析により安全性を照査する場合は、以下の点を確認するものとする。 

(a)解析モデルで想定した箇所以外に塑性化が生じていないこと。 

(b)当該部材に塑性化が生じることにより構造物全体系が不安定にならないこと。 

(c)塑性化を考慮してはならない部材に塑性化が生じていないこと。 
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c. 図-5.6.2に、動的解析法のフローを示す。 

 

①[解析計画] 

    ・対象構造物 

・対象領域 

・線形、非線形 

・一次元～三次元  

②[入力地震動の設定] 

・入力基礎 

・入力波形 

・ 大振幅 

・周波数特性 

 

   

  

 

③[構造物あるいは地盤のモデル化] 

・構造物のモデル化 

・地盤のモデル化 

・構造物－地盤の相互作用のモデル化 

  

   

④[動的解析] 

 (1) 応答スペクトル法 

 (2) 時刻歴応答解析法 

 

 (3) 周波数応答解析法 

 

スペクトルモーダル解析 

時刻歴モーダル解析 

直接積分法 

 

 

⑤構造物各部の応答値 

 

⑥安全性の評価 

図-5.6.2 動的解析法のフロー 

d. 各検討項目の概要と留意点について、以下に示す。 

①解析計画 

解析の対象とする対象（構造物、地盤又は地盤と構造物の連成系）、対象領域（範囲）を決定

する。想定される応答の状態によって、線形解析、非線形解析又はそれらの混合のどの手法を用

いるか設定する。また、一次元モデル、二次元モデル、三次元モデル（軸対称モデルを含む）を

選択する。 

②入力地震動の設定 

入力地震動の設定については、「水道施設耐震工法指針・解説」（2009年（平成21年））、「道

路橋示方書・同解説 Ⅴ耐震設計編」（平成24年)注）及び「コンクリート標準示方書」（2012年)

が参考となる。 

動的解析法として応答スペクトル法を用いる場合には、第２章に規定する加速度応答スペクト

ル（例えば、図-2.2.4）を適用することができる。 

注) 道路橋示方書（平成24年版について） 

本指針で扱う耐震設計の内容については、「2.1 設計一般」において述べたとおり、農道橋以外は、道路橋示方書（平成16

年版）の内容に対応したものである。一方、ここで記載する動的解析の方法等については、本指針で対象とする施設に関す

る設計基準、指針類では明示されておらず、本指針において 新の知見を紹介するという観点から、 新の道路橋示方書（平

成24年版）の記載内容を参照することとした。 

一方、動的解析法として時刻歴応答解析法を用いる場合には、地震動の強度、周期特性、継続

時間、構造物の固有周期、減衰定数等を考慮して、既往の代表的な強震記録を第2章に規定される

加速度応答スペクトルに適合するように振幅調整して求めた加速度波形等を用いることができる。

このときの強震波形の選定においては、次の観点に留意する必要がある。 

i)振幅の調整量をできるだけ小さくするために、振幅調整しようとする強震記録の加速度応答ス
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ペクトルが目標とする加速度応答スペクトルに近似した特性を有すること。 

ⅱ)タイプⅠの地震動については、継続時間が長い特性を、また、タイプⅡの地震動については、

平成7年（1995年）に発生した兵庫県南部地震で得られた強震記録のように継続時間は短いが、

構造物の非線形応答に与える影響が大きい特性を、それぞれ有すること。 

③構造物又は地盤のモデル化 

動的解析を行う対象構造物は、構造物（付属設備を含む）、基礎、地盤及び液体（内容水等）

の組合せで構成されている。動的解析モデルは、その対象と目的に応じてそれぞれを適切にモデ

ル化する。また、構造物と地盤又は構造物と液体の動的相互作用を必要に応じて考慮できる適切

なモデルを採用する。 

構造物の解析モデルは「有限要素によるモデル」、「質点と線材によるモデル」がある。また、

構造物の応答特性により三次元ではなく二次元のモデルとする場合もある。 

 

図-5.6.3(1) 解析モデル例の概略図（1） 
「水道施設耐震工法指針・解説」（2009年3月（平成21年））ｐ.56より 
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図-5.6.3(2) 解析モデル例の概略図（2） 

「水道施設耐震工法指針・解説」（2009年3月（平成21年））ｐ.56より 

④動的解析 

動的解析の原理は、対象とする振動系の運動方程式を解くことに帰着するが、その解き方には

種々の方法がある。 

動的解析法を大別すると、以下のようになる。 

a.応答スペクトルを用い 大応答を求める方法 

(a)応答スペクトル法 

b.想定地震動に対して直接応答を求める方法 
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(a)時刻歴応答解析法 

(b)周波数応答解析法 

これらの動的解析法の概要を、表-5.6.4～表-5.6.7に示す。 

 

表-5.6.4 応答スペクトル法の概要 

解析 

手法 
1．応答スペクトル法（スペクトルモーダル解析法) 

解 
 

説 

線形多自由度の振動系の地震応答が各振動モードの重ね合せで与えられることを利用し、各振動モードごと

の 大応答値を応答スペクトル曲線を用いて求め、これから 大応答値を求めるものである。 

大応答値の近似値を与える方法として、一般的には上記で示した各次の応答値の二乗和の平方根を取る方

法(SRSS法：Square Root of Sum of Squares)が用いられる。 

この方法は、異なる振動モードの固有周期が十分に離れているときにはよい近似を与えるが、これらが近接

した場合には過大な結果を与える場合がある。このような点を補う方法として、完全二次結合法（CQC法：A 
Complete Quadratic Combination Method)の適用も考えられる。 

解 

析 

概 

要 

1．構造物のモデル化 

 

2．固有周期、固有モードの算出 

 

3．各モードに対する応答値の決定 

 

4．応答値の重ね合わせ 

        



n

i
iTAA

1

2  

 

表-5.6.5 時刻歴応答解析法（時刻歴モーダル解析法) 

解析 

手法 

2．時刻歴応答解析法 

(a) 時刻歴モーダル解析法 

解 
 

説

運動方程式における減衰マトリックスが比例減衰で表される場合には、モードの直交条件を使うことによ

り、全体の応答を1自由度系の応答の重ね合せとして表現できる。 

この特性を利用し、各モードごとに等価な1質点系モデルの時刻歴応答を計算してそれらの結果を重ね合わせ

ることにより、対象とする振動系の時刻歴応答を求めるものである。 

解 

析 

概 

要 

1．構造物のモデル化 

 

2．固有周期、固有モードの算出 

3．各モードに対する応答値の決定 

 

4．応答値の重ね合わせ 





n

i
iAA

1
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表-5.6.6 時刻歴応答解析法（直接積分法) 

解析 

手法 

2．時刻歴応答解析法 

(b) 直接積分法 

解 
 

説 

振動系の運動方程式を時々刻々、直接数値積分して応答を求めるものである。積分方法としては、種々の方

法があるが、よく用いられるのは以下の方法である。 

a．ニューマーク（Newmark)のβ法 

b．ウィルソン（Wilson)のθ法 

c．ルンゲークッタ（Runge-Kutta)法 

d．線形加速度法 

e．台形則 

直接積分法では､ある計算ステップごとに剛性マトリクスを変化させて計算することができるため、非線形

振動に対しても、適用が可能である。 

この手法は、吊橋等のように高次のモードを多数含む複雑な振動性状を示す構造物や、弾塑性解析の必要のあ

る場合によく用いられる。 

解 

析 

概 

要 

 

 

表-5.6.7 周波数応答解析法 

解析 

手法 
3．周波数応答解析法 

解 
 

説

振動系の運動方程式を周波数領域で計算し、構造物の時刻歴応答を求める方法である。時刻領域から周波数領

域へ、あるいはその逆の変換は、一般的に高速フーリエ変換（FFT）が用いられる。 

近では地盤と構造物との相互作用を考慮した地震応答解析を行うことがしばしばあるが、この場合、地盤ば

ねが周波数に依存して変化する複素剛性で表現されるため、本法によって解析を行うことが必要となる。 

解 

析 

概 

要 
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⑤構造物各部の応答値、安全性の照査 

線形モデルの場合は、常時の応答値と地震時の増加分の応答値を重ね合わせて算定する。また、

非線形モデルの場合は、常時の加重を考慮した地震応答解析を行って、地震時の応答値を算出す

る。なお、常時の作用としては、自重、水圧（構造物の内部及び地下水）、上載荷重（覆土、工

作物、群集荷重等）などがある。 

動的解析で得られた応答値の妥当性を構造物のみならず地盤や地盤と構造物の境界の応答値に

対しても不自然なものがないか確認しておくことが重要である。 

時刻歴地震応答解析を行う場合はその計算結果が膨大な量になることが多いため、あらかじめ

計算結果の妥当性の確認方法と照査に必要な応答値を設定しておくとよい。 

応答値データの出力の例として次のものがあり、これらから照査に必要なものを出力するとよ

い。 

ⅰ) 各節点・要素（地盤/構造物）又は着目する節点・要素の 大応答値とその発生時刻 

ⅱ) 大応答値発生時刻の変形図、加速度、応力度、ひずみ、断面力（曲げモーメント、せん断

力、軸力）の分布又は地震継続時間中のこれらの 大値の分布  

ⅲ) 着目する節点の変位・加速度の時刻歴波形及びその周波数特性（フーリエスペクトルなど） 

ⅳ) 着目する構造要素の曲げモーメントー曲率の履歴図  

ⅴ) 着目する地盤要素のせん断力―せん断ひずみ関係図  

[参 考] 頭首工の動的非線形解析例 

この解析例はあくまで動的非線形解析の概要をイメージするために示したものである。よって、

電算出力もそのままで記述してあり、従来単位であったり、英字であったりする。 

図-参5.6.1に解析フローを示す。解析は、以下の手順で行う。 

①作用荷重（入力地震動)の設定 

②モデル化 

③物性値の設定 

④解析（静的・動的) 

⑤断面力の照査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-参5.6.1 解析フロー 
  

断面の選定 

入力地震動の設定

(基礎入力) 
地盤モデル化 構造物のモデル化

G/G0－γ曲線 

h－γ曲線の設定

物性値の設定 

・材料特性 

・非線形特性 etc.

基盤における

地震動の設定

FEM モデル 

自重解析 

入力地震動 

(基礎入力) 
地震応答解析 

断面力照査 

物性値の設定 

・材料特性 

・非線形特性 etc.

START 

END 
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a.作用荷重（入力地震動)の設定 

(a)作用荷重 

ア.常時荷重 

常時荷重は、自重及び表-参5.6.1の重量を考慮する。図参-5.6.2に、作用位置を示す。 

表-参5.6.1 常時荷重一覧表 

 重量（kN) 

管理橋反力 3,332 

ゲート重量   245 

巻上機   196 

巻上機室（機械室)   882 

 

図-参5.6.2 常時荷重の作用位置 

イ.地震時荷重 

表-参5.6.1に示す重量を等価質量として与える。表-参5.6.2に等価質量を示す。作用位置は常

時荷重と同じである。 

表-参5.6.2 等価質量一覧表 

 質量（t） 備  考 

管理橋反力 340 

重量を重力加速度

g＝9.8m/s2で除し

た値 

ゲート重量  25 

巻上機  20 

巻上機室（機械室)  90 

(b)入力地震動 

「道路橋の耐震設計に関する資料」（1997年3月)によるレベル2地震動（タイプ1)、Ⅱ種地

盤の標準地震入力例のうち、 大加速度が388galと も大きな1968年日向灘沖地震（マグニチュ

ード7.5)の振幅調整波を用いる。図-参5.6.3に、振幅調整波を示す。 

 

図-参5.6.3 振幅調整波 
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図-参5.6.4は、地盤のh（減衰定数)－γ曲線である。 

 

図-参5.6.4 h（減衰定数)－γ曲線 

ア.湿潤単位体積重量 

標準的な値とし、砂質土18kN/m3、粘性土14kN/m3とした。 

イ.初期せん断弾性係数：G0 

式(5.6参1)より求める。 

      2
0 S

t V
g

G


  ···················································· (5.6参1) 

粘性土層の場合VS＝100Nl/3（1≦N≦25)·························· (5.6参2) 

砂質土層の場合VS＝ 80N1/3（1≦N≦50)·························· (5.6参3) 

ここに、 G0 ：初期せん断弾性係数 

           γt ：土の単位体積重量（kN/cm3) 

           VS ：せん断波速度（m/s) 

           g ：重力加速度（m/s2) 

           N ：N値 

ウ.初期減衰定数：h0 

(d)で求める減衰定数－ひずみ依存曲線において、せん断ひずみ1.0×10－6の値とする。 

エ.G/G0－γ、h－γ曲線 

G/G0－γ、h－γ曲線は、建設省（現国土交通省)土木研究所の式から設定した。 

 

 

図-参5.6.5 沖積粘土に対するひずみ依存性 
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表-参5.6.3 沖積砂質土の動的変形特性 

γ G/G0 m(γ)－m(γ＝10－6) γ G/G0 m(γ)－m(γ＝10－6) 

10－6 1.000 0.000 2×10－4 0.689 0.156 

2×10－6 0.989 0.018 3×10－4 0.606 0.190 

5×10－6 0.978 0.028 5×10－4 0.500 0.260 

10－5 0.959 0.040 10－3 0.356 0.350 

2×10－5 0.928 0.058 2×10－3 0.228 0.422 

3×10－5 0.905 0.064 3×10－3 0.170 0.448 

5×10－5 0.867 0.080 5×10－3 0.108 0.476 

10－4 0.789 0.116 10－2 0.058 0.480 

＊ G/G0は、平均有効主応力9.8N/cm2における値 

オ.土層の分割 

土層の分割は、せん断波を10Hz透過させるものとし式(5.6参4)より決める。 

      
max

S
max

f

V
H

5
  ·················································· (5.6参4) 

ここに、 Hmax ：分割幅 

           VS ：剛性低下を考慮したせん断波速度（m/s） 

               VS＝VS0/10………………砂質土層 

               VS＝VS0/5 ………………粘性土層 

           VS0 ：せん断波速度（m/s） 

           fmax ：せん断波の透過周波数（10Hz） 

b.モデル化 

(a)概 要 

ア.構造物（上部工） 

図-参5.6.6に、上部工のモデル化を示す。はり部、床版は非線形挙動の影響が小さい部位であ

るため剛体と仮定する。堰柱、門柱は非線形はり要素とする。高さ方向の分割は水平変位δに影響

し、その度合いは門柱の高さが大きくなるほど大きくなる。50分割を標準とする。 

イ.構造物（下部工） 

鋼管杭は非線形はり要素とする。基礎工は剛体とし、はり要素とする。 

 

図-参5.6.6 上部工のモデル 

ウ.地 盤 

地盤は非線形平面ひずみ要素とする。要素分割は縦方向と横方向に分けられる。縦方向の分割
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は式(5.6参4)による。横方向の分割は縦との比（アスペクト比)が構造物周辺では1：2、境界付近

の遠方では1：5程度を限度とする。 

エ.川 水 

川水による動水圧は水をポテンシャル流体要素でモデル化することにより考慮する。ポテンシ

ャル流体とは粘性を無視（渦なし流れ)した流体である。流体要素に必要な物性値は単位体積重量

γwで9.8kN/m3とする。 

(b)FEMモデル 

構造図に基づき、図-参5.6.7に示す要素分割図を作成する。 

(c)境界条件 

ア.自重解析時 

自重解析時の境界条件は以下のとおりである。 

・側方境界………鉛直ローラー 

・下方境界………完全固定 

・杭～地盤………鉛直ローラー 

イ.動的解析時 

動的解析時の境界条件は、以下のとおりである。 

・側方境界………粘性境界 

・下方境界………粘性境界 

・杭～地盤………ノンスリップ 

 

図-参5.6.7 要素分割図 

c.非線形モデル 

(a)概 要 

ア.堰柱、門柱 

鉄筋コンクリート構造物は軸力により曲げ耐力が変動する。この現象を考慮するためM－φの

関係に、図-参5.6.8に示す軸力変動型トリリニア（江戸型)モデルを使用する。このモデルは、

第1降伏点をクラック発生、第2降伏点を断面降伏（コンクリートあるいは鉄筋の降伏)と位置付

けたもので、各降伏点はM－Nインタラクションカーブをもとに軸力により逐次変更される。 
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図-参5.6.8 軸力変動型トリリニアモデル 

イ.第2、3勾配 

トリリニアモデルの第2、3勾配パラメータP1P2(P3P4)を算定するには、図-参5.6.9に示すよ

うに、トリリニア降伏点（ひび割れ、降伏、終局)の曲げモーメントM及び曲率φを決める必要が

ある。以下に、トリリニア降伏点決定方法を示す。 

 

図-参5.6.9 トリリニア降伏点（ひび割れ、降伏、終局) 

(b)材料パラメータ 

ア.堰柱、門柱、杭基礎 

表-参5.6.4に、堰柱、門柱、杭基礎の材料パラメータを示す。また、図-参5.6.10に堰軸方向の

門柱部に着目した場合のインタラクションカーブを示す。これら降伏、終局水平耐力は、部材断

面の応力分布を二次曲線として求めた。 
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表-参5.6.4 堰柱、門柱、杭基礎の材料パラメータ 

ア.堰軸方向 

区 分 
単位体積重量 換算ヤング係数

換算断面二次 

モーメント ポアソン比 減衰定数 備 考 

(kN/m3) (kN/mm2) (cm4) 

巻上げ機室部 － － － － － 剛体 

門柱部(1) － － － － － 剛体 

門柱部(2) 24.5  24   105,000,000 0.2 0.02  

門柱部(3) 24.5  25     4,590,000 0.2 0.02  

堰柱部 24.5  24 1,260,000,000 0.2 0.02  

床版 － － － － － 剛体 

杭  210       190,000 0.3 0.02  

イ.流心方向 

区 分 
単位体積重量 換算ヤング係数

換算断面二次 

モーメント ポアソン比 減衰定数 備 考 

(kN/m3) (kN/mm2) (cm4) 

巻上げ機室部 － － － － － 剛体 

門柱部(1) － － － － － 剛体 

門柱部(2) 24.5  24    59,700,000 0.2 0.02  

門柱部(3) 24.5  24    20,700,000 0.2 0.02  

堰柱部 24.5 － － 0.2 0.02 弾性体 

床版 － － － － － 剛体 

杭  210       190,000 0.3 0.02  

 

イ.地 盤 

地盤の材料パラメータ及び非線形材料パラメータは、表-参5.6.5に示すとおりである。 

表-参5.6.5 地盤の材料パラメータ及び非線形材料パラメータ一覧 

番 号 層 厚 単位体積重量 
初期せん断

弾性係数 
初期減衰定数 大減衰定数 R－Oモデルのパラメータ 

 （m） γt(kN/m3) G0(kN/m2) h0 hmax α β 

1  1.5 18  86,240 0.05 0.3 1.72 1.78 

2 10.0 18 126,420 0.05 0.3 1.72 1.78 

3  3.0 18 126,420 0.05 0.3 1.72 1.78 

4  4.0 18 173,460 0.05 0.3 1.72 1.78 

5  1.0 18 154,840 0.05 0.3 1.72 1.78 

6 10.0 18 147,000 0.05 0.3 1.72 1.78 

7  6.0 16  59,780 0.05 0.2 0.94 0.92 

8  4.0 16  84,280 0.05 0.2 0.94 0.92 

9  3.5 18 135,240 0.05 0.3 1.72 1.78 
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図-参5.6.10 堰軸方向：門柱部②のインタクラクションカーブ 

ｄ.解析結果 

(a)塑性要素 

図-参5.6.11、図-参5.6.12に、堰軸方向、流心方向断面の塑性要素の分布を示す。堰軸方向の

断面では、門柱、堰柱とも多くの部材で塑性域に達していることがわかる。図-参5.6.13、図-参

5.6.14に、門柱、堰柱における代表的な曲げモーメントM－曲率φの履歴を示す（要素A、Bは図-

参5.6.11参照)。これより、門柱では履歴が曲率の正負側で対象でないことから軸力の変動が大き

いことがうかがえる。一方、堰柱は対称的な履歴となっており、門柱ほど軸力の影響がないこと

がわかる。 

また、流心方向の断面では塑性に至る要素はなかった。これより、このようなタイプの樋門で

は、堰軸方向の断面の耐震性が重要であることがいえる。 

 

図-参5.6.11 塑性要素（堰軸方向)          図-参5.6.12 塑性要素（流心方向) 
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図-参5.6.13 堰軸方向断面、要素AのM－φ曲線      図-参5.6.14 堰軸方向断面、要素BのM－φ曲線 

 

(b) 大応答値 

表-参5.6.6は、各 大値をまとめたものである。これらのうち、堰軸方向の断面における天端

の加速度は、部材の多くが塑性しているにもかかわらず、減衰が小さい。これは、以下のように

説明できる。図-参5.6.15の堰軸方向断面、構造物天端での加速度応答時刻歴とそのフーリエスペ

クトルから、入力加速度と天端での応答は0.39Hz（周期2.56sec)と共に3.6Hz（周期0.23sec)の高

周波数の成分が卓越しているが、構造物基礎では天端に見られる高周波数成分の卓越が見られ

ない（図-参5.6.16参照)。これより、天端での高周波数（3.6Hz)の卓越は、構造物に起因した

現象と考えられる。堰軸方向の構造物の固有周期（初期剛性)を固有値解析から求めると、第1次

が0.22sec（周波数4.56Hz）となる。部材の塑性により構造物の固有周期（周波数）が上がる（下

がる）ことも考慮すると、天端での応答加速度の非減衰は、構造物の共振現象と考えられる。 

 

表-参5.6.6 大値一覧 

 堰軸方向 流心方向 

①入力 大加速度 452（gal) 452（gal) 

②構造物天端での 大加速度 421（gal) 322（gal) 

②/① 0.93 0.71 

ゲートに作用する 大動水圧 － 199（kN/m2) 

ゲートの 大たわみ － 2.69（cm) 

杭に作用する 大動水圧 731（kN/m2) 336（kN/m2) 
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図-参5.6.15 流心堰軸方向断面、構造物天端での加速度 図-参5.6.16 流心堰軸方向断面、構造物基礎での加速度 

時刻歴とそのフーリエスペクトル             刻歴とそのフーリエスペクトル 

引用・参考文献 

ⅰ）日本道路協会：道路橋示方書・同解説 Ⅴ．耐震設計編（2004、2012) 

ⅱ）土木学会：2002年制定 コンクリート標準示方書（耐震性能照査編)（2002) 

ⅲ）土木学会：動的解析と耐震設計 ライフライン施設（1998) 

ⅳ）鹿島建設土木設計本部：(土木設計の要点)耐震設計法/限界状態設計法、鹿島出版会（1998) 

ⅴ）日本電気協会：火力発電所の耐震設計指針（1992) 
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5.7 耐震性能の照査法（一般） 

施設の耐震性能の照査は、構造物の種類及び設計地震動レベルに応じて照査項目を設定し、

所要の耐震性能に見合った照査方法を選択して行うものとする。 

[解 説] 

土地改良施設には多種多様な構造物があり、各構造物の耐震性能の照査は、同一の方法で行う

ことはできない。したがって、「2.5 部材の限界状態と照査の基本」の規定に基づき、各構造物

に対して適切な照査項目及び照査方法を設定して、照査を行うものとする。 

  本指針では、耐震性能の照査は、設計地震動によって生じる各部材の状態が、限界状態を超え

ないことを照査することとしており、レベル2地震動に対しては、表-5.7.1に示すように、基本的

に、限界状態設計法又は地震時保有水平耐力法により行うものとする。一方、レベル1地震動に対

する照査方法は、限界状態設計法ではなく、従来の許容応力度法を標準としている。これは、レ

ベル1地震動に対する耐震性能を満足する部材の限界状態「力学的性能が弾性域を超えない限界の

状態」に対する照査方法として、従来の許容応力度法が十分な実績を有し、適切であると一般に

考えられているためである。なお、上記事項は、RC構造物や鋼構造物における構造部材の照査に

関するものであり、部材のパイプライン、ため池の照査及び擁壁等における剛体の安定計算につ

いては、この限りではない。 

  本節では、これらの照査方法のうち、許容応力度法と限界状態設計法に関する一般的事項につ

いて述べる。地震時保有水平耐力法による照査の方法については、「5.4 地震時保有水平耐力法」

を参照されたい。 

表-5.7.1 施設別の標準的な照査方法 

施設名 設計地震動 耐震計算法 照査方法 備 考 

①農道橋の橋脚 

②水路橋・水管橋の橋脚 

③頭首工の堰柱 

レベル1 震度法 許容応力度法  

レベル2 
地震時保有 

水平耐力法 
地震時保有水平耐力法 小規模農道橋以外 

④擁 壁 

⑤開水路（水路擁壁含む） 

レベル1 

震度法 

許容応力度法  

レベル2 限界状態設計法 

・土地改良事業計画設計基準設計「水路工」

平成26年では、レベル2地震動に対する要

求性能を「健全性を損なわない」とした

場合には、許容応力度法による照査を妨

げないとしている。 

⑥ファームポンド 

（ＰＣ構造、ＲＣ構造） 

⑪ポンプ場 

（吸込、吐出し水槽） 

レベル1 

震度法 

許容応力度法 

 
レベル2 限界状態設計法 

⑦ため池 

レベル1 震度法 円弧すべり法  

レベル2 
動的応答解析又は逆性すべり解析による 

変形量の計算及び照査 
 

⑧パイプライ

ン 

縦断 

方向 

レベル1 

レベル2 
応答変位法 応答変位法  

⑨暗  渠 

（ボックスカ 

ルバート） 

横断 

方向 

・ 

縦断 

方向 

レベル1 

応答変位法 

及び震度法 

許容応力度法  

レベル2 限界状態設計法  

⑩杭  基  礎 

レベル1 震度法 許容応力度法  

レベル2 
地震時保有 

水平耐力法 
地震時保有水平耐力法  
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5.7.1 許容応力度法 

レベル1地震動に対して許容応力度法による照査を行う場合は、部材の各断面に作用する応

力度が、部材を構成する材料の許容応力度以下であることを確認する。 

[解 説] 

許容応力度は、式(5.7.1)で算定される。 

      
ν

0
a


  ····················································· (5.7.1) 

ここに、 σa ：許容応力度 

           σ0 ：材料の強度 

           ν ：安全率 

設計計算は各材料を弾性体として仮定して行われるので、「弾性設計法」とも呼ばれる。許容

応力度は、部材を構成する各材料の力学特性（応力－ひずみ関係）に応じて適切に設定すること

により、各材料は常時の荷重に対して弾性範囲内にあるように設計され、これによって破壊に対

する安全性が確保される。また、同時に、過大な変形や変位による使用性の低下や、過大なコン

クリートのひび割れ発生による耐久性の低下に対する安全性も間接的に考慮される。 

この設計法は非常に簡便であり、実績も豊富である。しかし、以下のような問題点が指摘され

ている。 

(a) 材料の力学特性が非線形を示す場合、断面力とそれにより材料に発生する応力度が比例しな

いため、破壊に対する安全率と許容応力度を定める際の安全率が必ずしも一致しない。すなわち、

構造物又は部材の終局状態に対する安全率が不明確であり、破壊に対する安全性を一定に保つた

めには合理的ではない。 

(b) 材料強度や作用荷重のばらつき、構造解析における誤差、部材寸法のばらつき、構造物の重

要度等の不確定要因を一つの安全率に総括して考慮している。そのため、各不確定要因と安全率

との関係が不明確である。 

 

5.7.2 限界状態設計法 

レベル2地震動におけるファームポンド（PC、RC）、ポンプ場（吸込水槽）、暗渠（ボック

スカルバート）の破壊に対する安全性の照査は、限界状態設計法により行うものとする。 

本指針では、レベル2地震動に対する構造物の耐震性能は、「致命的な損傷を防止する」と

いうレベルを目標とすることから、構造物躯体の終局限界状態を想定し、部材の終局耐力を求

め、設計地震動による断面力が曲げ破壊及びせん断破壊に対して致命的な損傷を防止できるか

どうかを照査するものとする。 

また、曲げモーメントMと曲率φの関係、若しくは水平力と水平変位の関係についてエネル

ギー一定則が成立する形のバイリニア型で定義し、部材の材料非線形性を考慮する。また必要

に応じ変位などについて照査する。 
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[解 説] 

(1)一般事項 

限界状態設計法は大規模なレベル2地震動に対し、構造物躯体の塑性域までを考慮して、構造物

の耐震性能を評価する合理的な耐震設計法のひとつである。部材のひび割れ、初降伏、降伏及び

終局状態を考慮し、降伏状態からの塑性域を考慮して部材の耐力や応答塑性率などによる変形に

ついて照査を行うことから、健全性を損なわない場合や致命的な損傷を防止する等の構造物の耐

震性能に関連付けた耐震設計が可能であり、性能照査型の設計を行うものである。 

限界状態設計法自体は構造物躯体の断面解析における照査法であり、耐震設計に用いる地震動

の評価は定義していない。そのため、ファームポンド（PC、RC）、ポンプ場（吸込水槽）の地震

動の評価については、設計水平震度Khc2をもとに慣性力で評価することになる。一方、暗渠（ボッ

クスカルバート)、ポンプ場（吸込水槽、応答変位法)の地下構造物については、地震動を速度応

答スペクトルで評価し、応答変位法によって地盤のせん断変位から、構造物への作用力を算定する

必要がある。 

ｱ)耐震設計における限界状態設計法の位置付け 

レベル2地震動に対する耐震設計においては、地震動の大きさが極めて大きく、変形が非線形領

域に大きく入り、地震荷重を力として据えることが難しくなり、エネルギーを考えた変形による

安全性評価が必要となる。 

すなわち、耐力の照査と併せて、変形に関する判断規準（限界状態)を規定して、安全性を評価

するという限界状態設計法を適用することにした。 

これは、部材の断面力と断面耐力を照査するという従来の力の体系からより発展した形態であ

り、地震時保有水平耐力法も基本的に同じ考え方に立っている。 

「限界状態設計法」は、以下のような特徴を有しており、「許容応力度法」や「終局強度設計

法」の不合理な点を排除した、合理的な設計法として位置付けることができる。 

(a) 限界状態という概念が導入され、これが定量的に定義されたことにより、安全性、使用性、

耐久性等の確保といった、部材断面の異なる状態（使用状態、終局状態）に対する要件が、一つ

の設計体系としてまとめられている。 

(b) 荷重と材料強度に関する事項が別々に扱われており、それらに関する不確定要因が、要因ご

とに部分安全係数により合理的に考慮されている。 

ｲ)限界状態の定義 

限界状態とは、「その限界を超えると、構造物が機能を失い、設計の目的とする条件を満足し

なくなる状態」のことである。検討すべき限界状態には各種のものがあるが、荷重レベルや検討

方法の相違に基づいて、終局限界状態、使用限界状態、疲労限界状態の3つに大別するのが一般的

である。たとえば、「コンクリート標準示方書」（1996年)によれば、各限界状態は以下のように定

義されている。 

a.終局限界状態 

終局限界状態は、 大耐荷能力に対応する限界状態である。すなわち、構造物又は部材がはか

いしたり、転倒、座屈、大変形等を起こし、安定や機能を失う状態である。表-5.7.2に、主な終

局限界状態の例を示す。 

  



第５章 耐震設計手法 

 

224 

 

表-5.7.2 終局限界状態の例 

断面破壊の終局限界状態 

剛体安定の終局限界状態 

 

変位の終局限界状態 

変形の終局限界状態 

 

メカニズムの終局限界状態 

構造物又は部材の断面が破壊を生じる状態 

構造物の全体又は一部が、一つの剛体の構造体として転倒その他により 

安定を失う状態 

構造物に生じる大変位によって構造物が必要な耐荷能力を失う状態 

塑性変形、クリープ、ひび割れ、不等沈下等の大変形によって構造物が 

必要な耐荷能力を失う状態 

不静定構造物がメカニズムへ移行する状態＊ 

＊ 不静定構造物等が部分的な損傷によって、当初期待していた支持機構（耐荷機構若しくは支持メカニズ

ム)と異なる（不安定な)支持機構に移行する状態（又は支持機構そのものの喪失) 

b.使用限界状態 

使用限界状態は、通常の使用性や耐久性に関連する限界状態である。すなわち、構造物又は部

材が過度のひび割れ、変位、変形、振動等を起こし、正常な使用ができなくなったり、耐久性を

損なったりする状態である。表-5.7.3に主な使用限界状態の例を示す。 

表-5.7.3 使用限界状態の例 

ひび割れの使用限界状態 

 

変形の使用限界状態 

変位の使用限界状態 

 

損傷の使用限界状態 

 

振動の使用限界状態 

 

有害振動発生の使用限界状態 

ひび割れにより美観を害するか、耐久性又は水密性や気密性を損ねるか

する状態 

変形が構造物の正常な使用状態に対して過大となる状態 

安定、平滑を失うまでには至らないが、正常な状態で使用するには変位

が過大となる状態 

構造物に各種の原因による損傷が生じ、そのまま使用するのが不適当と

なる状態 

振動が過大となり、正常な状態で使用できないか、不安の念を抱かせる

状態 

地盤等を通じて周辺構造物に有害振動を伝播し、不快感を抱かせる状態

c.疲労限界状態 

疲労限界状態は、構造物又は部材が繰返し荷重により疲労破壊を生ずる状態である。構造物又

は部材が破壊するという意味で終局限界状態に含めて考える場合もあるが、破壊が荷重強度でな

く、応力振幅や繰返し数で規定されるため、終局限界状態とは別に定義されている。 

ｳ)限界状態設計法が具備すべき条件 

限界状態設計法は、「いくつかの限界状態を設定し、設計時点における各種の不確定要因を設

計変量として考慮することにより、構造物又は部材が限界状態に達する確率を許容限度以下とす

るための設計体系」と定義できる。すなわち、限界状態設計法が具備すべき条件として、以下の

事項を挙げることかできる。 

a.限界状態の定量的な定義 

(2)で述べた各限界状態が、定量的及び明確に定義されていなければならない。例えば、構造物

又は部材の終局限界状態は、その状態における構造物又は部材の強度により、また使用限界状態

は、その状態で構造物又は部材が満足しなければならない変形量、ひび割れ幅等の条件により定

量的に定義される必要がある。 

b.設計時点における不確定要因の合理的な取扱い 

構造物の設計時点においては、以下のような種々の不確定要因が存在する。 

(a)使用期間内に作用する外力の変動及び実際に作用する外力と設計荷重との差異 

(b)材料強度のばらつき、断面寸法の誤差、材料試験結果を実構造物へ適用する際に含まれる不確

実さによる部材及び構造物の強度のばらつき 

(c)施工精度のばらつき 
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(d)解析、設計計算における仮定、近似 

これらの不確定要因を合理的に考慮することにより、構造物又は部材が限界状態に達する確率

を許容限度以下にすることが可能となる。 

限界状態設計法には、設計時点における不確定要因を確率事象としてとらえ、確率論（信頼性

理論)により限界状態に達する確率を直接求めるものから、工学的判断により全く確定論的に設計

を行うものまで種々の方法がある。その中で、限界状態設計法に基づく設計基準類に一般的に採

用されている部分安全係数設計法は、荷重作用の変動及び材料強度のばらつきを統計データに基

づいて確率論的に扱い、他の不確定要因は部分安全係数と呼ばれる安全係数で考慮する方法であ

る。 

ｴ)安全係数と修正係数 

部材の断面力や断面耐力の計算を行う上で、荷重や部材、材料剛性さらに、部材寸法などのば

らつきや、構造解析の不確実性等について、「コンクリート標準示方書 構造性能照査編」(2002

年、土木学会)に準じて考慮するものとする。 

a.安全係数 

(a)安全係数は、材料係数γm、荷重係数γf、構造解析係数γa、部材係数γb及び構造物係数γi

とする。 

(b)材料係数γmは、材料強度の特性値からの望ましくない方向への変動、供試体と構造物との材料

特性の差異、材料特性が限界状態に及ぼす影響、材料特性の経時変化等を考慮して定めるものと

する。 

(c)荷重係数γfは、荷重の特性値からの望ましくない方向への変動、荷重の算定方法の不確実性、

設計耐用期間内の荷重の変化、荷重特性が限界状態に及ぼす影響、環境作用の変動等を考慮して

定めるものとする。 

(d)構造解析係数γaは、断面力算定時の構造解析の不確実性等を考慮して定めるものとする。構

造解析係数γaは、一般に1.0としてよい。 

(e)部材係数γbは、部材耐力の計算上の不確実性、部材寸法のばらつきの影響、部材の重要度、

すなわち対象とする部材がある限界状態に達したときに、構造物全体に与える影響等を考慮して

定めるものとする。 

部材係数γbは、断面耐力算定式に対応して、それぞれに定めるものとする。 

(f)構造物係数γiは、構造物の重要度、限界状態に達したときの社会的影響等を考慮して定めるもの

とする。 

構造物係数γiは、一般に1.0～1.2としてよい。 

b.終局限界状態による安全性照査 

部材断面の破壊を対象とする終局限界状態による安全性照査においては、荷重から設計断面力

を求める過程で荷重係数γfと構造解析係数γaの2つの安全係数を、また、材料強度から設計断面耐

力を求める過程で材料係数γmと部材係数γbの2つの安全係数を設定し、さらに設計断面力と設計断

面耐力を比較する段階で構造物係数γiを設定した。これらの安全係数は、その数値はともかく、概

念的には他の限界状態に対しても適用できる。性態照査の流れに対する安全係数を図-5.7.1に示

す。また、安全係数により配慮されている内容を表-5.7.4に、標準的な安全係数の値を表-5.7.5

に示す。 
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図-5.7.1 性能照査における安全係数(2012年制定 コンクリート標準示方書より) 

表-5.7.4 安全係数により配慮されている内容 

配慮されている内容 取扱う項目 

断
面
耐
力 

１．材料強度のばらつき 

(1) 材料実験データから判断できる部分 

(2) 材料実験データから判断できない部分（材料実験データの不足・偏り、 

品質管理程度、供試体と構造物との材料強度の差異、経時変化等による) 

２．限界状態に及ぼす影響の度合 

３．部材断面耐力の計算上の不確実性、部材寸法のばらつき、部材の重要度、 

破壊性状 

 

 

特牲値

f k(N/mm2) 
 
 
材料係数γm 

部材係数γb 

断
面
力 

１．荷重のばらつき 

(1) 荷重の統計的データから判断できる部分 

(2) 荷重の統計的データから判断できない部分（荷重の統計的データの不足・ 

偏り、設計耐用期間内の荷重の変化、荷重の算定方法の不確実性等による) 

２．限界状態に及ぼす影響の度合 

３．断面力等の算定時の構造解析の不確実性 

 

 

荷重の特性値Fk

荷重係数γf 

 

構造解析係数γa

構造物の重要度、限界状態に達したときの社会的経済的影響等 構造物係数γi 

表-5.7.5 標準的な安全係数の値(線形解析を行う場合、2012年制定 コンクリート標準示方書より) 

安全係数 

 

要求性能(限界状態) 

材料係数γm 
部材係数 

γb 

構造解析係

γa 

作用係数 

γf 

構造物係数

γi 
コンクリート 

γc 

鋼材 

γs 

安全性（断面破壊） 1.3 
1.0または

1.05 
1.1～1.3 1.0 1.0～1.2 1.0～1.2 

安全性（疲労破壊） 1.3 1.05 1.0～1.3 1.0 1.0 1.0～1.1 

使用性 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

c.修正係数 

材料強度及び荷重に関して、特性値とは別の体系の規格値又は公称値が決まっている場合は、

これらの特性値は規格値又は公称値を修正係数によって変換する必要がある。 

(a)修正係数は、材料修正係数ρm及び荷重修正係数ρfとする。 

(b)材料修正係数ρmは、材料強度の特性値と規格値との相違を考慮して定めるものとする。 

(c)荷重修正係数ρfは、荷重の特性値と規格値又は公称値との相違を考慮して、それぞれの限界

状態に応じて定めるものとする。 

ｵ)地震動の評価 

限界状態設計法では地震動の評価を定義していないことから、固有周期と構造物特性係数を考

慮する設計水平震度Khc2や応答変位法による速度応答スペクトルS'Vを別途算定して適用するものと

する。 

a.固有周期と構造物特性係数を考慮する設計水平震度Khc2を用いる場合 

地震時保有水平耐力法と同様に、構造物の塑性変形によるエネルギー吸収能力を考慮し、構造

物特性係数CS2を適切に決定して設計水平震度の標準値Khc2を低減させた設計水平震度Khc2を算

っ

っ
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定する必要がある。ファームポンド及びポンプ場（吸込水槽)の場合、構造物部材の塑性変形能力

によるエネルギー減衰を考慮して、構造物特性係数CS2を用いて、設計水平震度を補正する。 

b.速度応答スペクトルを用いる場合 

地中構造物、例えば暗渠（ボックスカルバート)やポンプ場（吸込水槽)など地震時の挙動が地

盤変位に支配される場合は、速度応答スペクトルを用いる。速度応答スペクトルは「水道施設耐

震工法指針」のレベル2地震動に対する設計用速度応答スペクトルS'Vを採用する。 

ｶ)照 査 

照査を行うには、以下に示す項目に留意して、設計地震力の下で部材に発生する断面力や変位

（曲率)を算定しなければならない。また、部材の断面耐力を求めるとともに、曲げモーメント－

曲率の関係式を求める必要がある。 

a.設計水平震度を用いて、静的な計算を行う場合は、力学特性を線形とした線形モデルを用いて

もよい。ただし、この場合の剛性は降伏剛性とする。なお、断面力、変位はエネルギー一定則等、

適切な方法で求めなければならない。 

b.不静定構造物の場合には、構造物全体系が崩壊しないことを確かめるために、崩壊機構を追跡

できる増分解析（プッシュオーバー解析)による非線形静的解析を実施するものとする。対象構

造物としては、ラーメン橋脚や杭基礎（複数杭）等がある。 

レベル2地震動に対する耐震設計における照査内容については、第2章で述べたように、重要度

AA種の橋梁と頭首工については、「致命的な損傷を防止する」以外に「限定された損傷にとどめ

る」と定義される耐震性能を考慮する。一方、これ以外の重要度A種の構造物については、「致命

的な損傷を防止する」のレベルのみについて、検討することにしている。1996年制定の「コンクリ

ート標準示方書 耐震設計編」において定義されている耐震性能レベルと照査内容は、表-5.7.6

のように対応している。 

なお、耐震性能レベルと照査内容は、「コンクリート標準示方書 耐震性能照査編」(2002)に

新たに定義されているが、本指針では他の示方書等との整合を図るため、1996年制定の「コンク

リート標準示方書 耐震設計編」の規定を踏襲することとする。 

表-5.7.6 限界状態設計法における耐震性能レベルと照査内容（レベル2地震動) 

対象構造物* 耐震性能 
コンクリート標準示方書・耐震設計編（1996年制定) 

耐震性能レベル 照査内容 

重要度A種の構造物 

1.ファームポンド 

2.暗渠 

（ボックスカルバート) 

3.ポンプ場 

（吸込水槽) 

致命的な損傷 

を防止する。 

耐震性能：致命的な損傷を防止す 

る。 

構造物全体系が崩壊しない。 

 

部材の一部ぶ耐荷力を失っても、構

造系としては地震直後に作用してい

る荷重すなわち、構造物の質量、上

載荷重、土圧、水圧等に対し、抵抗

する余力を残していることが必要で

ある。 

1.破壊モードの判定 

2.塑性じん性率と応答塑性率 

 塑性じん性率を超える部材の塑性

ヒンジ部は次式を満足する必要が

ある。 

Vyd/Vmu≧2 

Vyd：曲げ降伏が想定される区間の

設計せん断力 

Vmu：部材が曲げ耐力Muに達す

る時の、部材各断面のせん

断力 

3.塑性化しても耐荷力を保持するこ

とが必要な部材については、「限

定された損傷にとどめる」に対す

る照査と同じ検討が必要。 

（詳細は「5.7.3 限界状態設計法に

おける安全性の照査」参照) 

＊ 重要度AA種の橋梁及び頭首工は、耐震性能の「限定された損傷にとどめる」について、地震時保有水平耐力法によっ 

て照査を行う。 
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ⅰ）土木学会：2002年制定 コンクリート標準示方書（構造性能照査編)（2002) 

ⅱ）土木学会：コンクリート標準示方書（設計編)（1996) 

ⅲ）鹿島建設土木設計本部：(土木設計の要点)耐震設計法/限界状態設計法、鹿島出版会（1998) 

 

(2)限界状態設計法における安全性の照査 

1) 鉄筋コンクリート構造物の各部材に生じる曲げモーメント、せん断力、軸方向力は、原則と

して線形理論により計算することとする。 

2) レベル2地震動の破壊に対する安全性の照査は、「コンクリート標準示方書 設計編」標準3

編2章に準じて行うものとする。 

a.一般的な破壊に対する安全性の照査 

レベル2地震動の破壊に対する安全性の照査は、式(5.7.2)により設計断面力Sdの設計断面耐力Rd

に対する比に、構造物係数γiを乗じた値が、1.0以下であることを確かめることにより行うものとす

る。 

γiSd/Rd≦1.0（構造物係数γi＝1.0) 

(a) 設計断面耐力Rdは、部材断面の耐力R(fd)を算定し、これを部材係数γbで除した値とする。 

Rd＝R(fd)/γb ··························································································· (5.7.3) 

部材係数γbは、表-5.7.4を参照。 

(b) 設計断面力Sdは、断面力S(Fd)を算定し、これに構造解析係数γaを乗じた値を合計したものとす

る。 

Sd＝ΣγaS(Fd)（構造解析係数γa＝1.0) ························ (5.7.4) 

b.設計断面力の算定 

設計断面力Sdは、構造計算により求めた曲げモーメントM及びせん断力Sに荷重係数γfと構造解析係

数γaを乗じて求める。 

設計曲げモーメント Md＝γa・γf・M（N･mm) ···················· (5.7.5) 

設計せん断力    Vd＝γa・γf・S（N） ························ (5.7.6) 

ここに、Vd ：設計せん断力 

ここで、荷重係数は設計荷重に乗じるべきであるが、本指針が対象とする荷重は全て荷重係数γf

が1.0であるため、曲げモーメント及びせん断力に乗じてよいものとする。 

c.曲げモーメントに対する安全性の照査 

(a)設計断面耐力 

設計曲げ耐力Mud（単鉄筋長方形断面の場合)は、式(5.7.7)により算定するものとする。 

      b
cd

yds
ydsud /

b'f

fA
dfAM 










・・1.7

・
・ （N/mm2) ······················· (5.7.7) 

ここに、 As ：引張鉄筋の断面積（mm2) 

           fyd ：鉄筋の設計引張降伏強度（fyk/γs)（N/mm2) 

           fyk ：鉄筋の引張降伏強度（SD295Aの場合、295N/mm2) 

           γs ：鋼材の材料係数＝1.0 
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           d ：部材の有効高さ（mm) 

           f'cd ：コンクリートの設計圧縮強度（f'ck/γc)（N/mm2) 

           f'ck ：コンクリート設計基準強度（N/mm2) 

           γc ：コンクリートの材料係数＝1.3 

           γb ：部材係数＝1.15 

           b ：部材幅（mm) 

(b)破壊に対する安全性の照査 

破壊に対する安全性は、式(5.7.8)を満足することとする。 

γi・Md/Mud≦1.0（構造物係数γi＝1.0) ··························· (5.7.8) 

d.軸方向力に対する安全性の照査 

(a)設計断面耐力 

軸方向圧縮耐力は、以下の方法で算定する。 

軸方向圧縮力を受ける部材においては、軸方向圧縮耐力の上限値N'oudは、帯鉄筋を使用する場

合は式(5.5.14)により、また、らせん鉄筋を使用する場合は、式(5.7.9)と式(5.7.10)のいずれか大

きい方により、それぞれ算定するものとする。 

N'oud＝(0.85f'cdAc＋f'ydAst)/γb ··································· (5.7.9) 

N'oud＝(0.85f'cdAe＋f'ydAst＋2.5fpydAspe)/γb ························· (5.7.10) 

ここに、 Ac ：コンクリートの断面積（mm2） 

         Ae ：らせん鉄筋で囲まれたコンクリートの断面積（mm2） 

         Ast ：軸方向鉄筋の全断面積（mm2） 

         Aspe ：らせん鉄筋の換算断面積（＝πdspAsp/s）（mm2） 

         dsp ：らせん鉄筋で囲まれた断面の直径（mm） 

         Asp ：らせん鉄筋の断面積（mm2） 

         s ：らせん鉄筋のピッチ（mm） 

         f'cd ：コンクリートの設計圧縮強度（N/mm2） 

         f'yd ：軸方向鉄筋の設計圧縮降伏強度（N/mm2） 

         fpyd ：らせん鉄筋の設計引張降伏強度（N/mm2） 

         γb ：部材係数で、一般に1.3としてよい。 

(b)破壊に対する安全性の照査 

破壊に対する安全性は、式(5.7.11)を満足することとする。 

γi・N'd/N'oud≦1.0（構造物係数γi＝1.0) ··························· (5.7.11) 

ここに、 N'd ：設計軸方向圧縮力（N） 

e.せん断力に対する安全性の照査 

(a)設計せん断耐力Vyd 

Vyd＝Vcd＋Vsd ················································· (5.7.12) 

ここに、Vcd ：せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力(N)で、式

(5.7.13)による。 
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Vcd＝βd・βp・βn・fvcd・bw・d/γb ································ (5.7.13) 

ここに、 βd＝ d/10004  ただし、βd>1.5となる場合は、1.5とする。 

           βp＝ wp1003  ただし、βp>1.5となる場合は、1.5とする。 

           pw＝As/(bw・d) 
           As ：引張鋼材の断面積（mm2） 

           pw ：引張鋼材断面積の腹部断面積に対する比率 

           βn＝1＋M0/Md（N'd≧0の場合) ただし、βn＞2となる場合は2とする。 

＝1＋2M0/Md（N'd＜0の場合) ただし、βn＜0となる場合は0とする。 

           Md ：設計曲げモーメント（N・mm） 

           M0 ：設計曲げモーメントMdに対する引張縁において、軸方向力によって

発生する応力を打消すのに必要な曲げモーメント（N・mm） 

           fVCd＝0.20 cd'f3 （N/mm2） 

           f'cd ：コンクリートの設計圧縮強度（N/mm2） 

           bw ：腹部の幅（mm） 

           d ：有効高さ（mm） 

           γb ：部材係数、一般に1.3としてよい。 

           Vsd ：せん断補強鋼材により受け持たれる設計せん断耐力(N)で、式

(5.7.14)による。 

Vsd＝{Awfwyd(sinαs＋cosαs)/Ss}z/γb ··························· (5.7.14) 

ここに、 Aw ：区間ssにおけるせん断補強筋の総断面積（mm2) 

           fwyd ：せん断補強筋の設計降伏強度（N/mm2)で、400N/mm2以下とする。 

           αs ：せん断補強筋が部材軸となす角度(°) 

           Ss ：せん断補強筋の配置間隔（mm） 

           z ：圧縮応力の合力の作用位置から引張鋼材図心までの 距離(mm)、

一般に、d/1.15としてよい。 

           γb ：部材係数、一般に1.15としてよい。 

(b)破壊に対する安全性の照査 

破壊に対する安全性は、式(5.7.15)を満足することとする。 

γi・Vd/Vyd≦1.0（構造物係数γi＝1.0) ···························· (5.7.15) 

ここに、 Vd ：設計せん断力（N）  Vyd ：設計せん断耐力（N） 

引用・参考文献 

ⅰ）農林水産省構造改善局建設部：土地改良事業設計指針「ファームポンド」（1999) 
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