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第５章 耐震設計手法 

5.1 耐震計算方法及び耐震性能照査方法の種類 

耐震設計の計算法（応答値の算定）は、静的解析法と動的解析法の 2 つに大別される。適用

に当たっては、静的解析法を基本とし、振動特性が複雑な構造物等については動的解析法も考

慮するものとする。 

土地改良施設に用いる主な静的解析法として、震度法（固有周期を考慮しない）、震度法（固

有周期を考慮する)、震度法（固有周期と構造物特性係数を考慮する）、地震時保有水平耐力

法、応答変位法がある。 

耐震性能の照査法には、許容応力度法、地震時保有水平耐力法、限界状態設計法がある。 

 

[解 説] 

(1) 土地改良施設の耐震設計に適用する計算法は、各構造物の設計基準、指針類（「2.1 設計一

般」参照）に準じ、表-5.1.1 に示す静的解析法（震度法、地震時保有水平耐力法、応答変位法）

を用いることを基本とする。震度法は、構造物の振動特性や考慮する地震動のレベルに応じて、

「固有周期を考慮しない」、「固有周期を考慮する」、「固有周期と構造物特性係数を考慮す

る」の 3 つのタイプに分類される。ただし、振動特性が複雑な構造物などは、必要に応じて、

動的解析法の適用も検討する。動的解析の適用条件や手法については、解説(3)及び「5.7 動的

解析法」を参照されたい。 
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表-5.1.1 施設別の標準とする耐震計算法と参照する設計基準、指針類 

施設名 

耐震計算法 

(重要度 AA 種または A 種)

耐震計算法 

(重要度 B 種) 参照する設計基準、指針類 

（「2.1 設計一般」参照） 
備  考 

レベル 1 レベル 2 レベル 1 

①農道橋(橋脚) 震度法 
地震時保有

水平耐力法 

震度法 

（小規模農道橋）

・土地改良事業計画設計基準設計 

「農道」平成 17 年 

・重要度 AA 種も重要度 A
種と同じ設計法を用いる。

・小農道橋農道橋（橋脚）に

ついては、左記の基準に準

じ、道路橋示方書（平成 2

年）の内容に対応*1 

・これ以外の橋（橋脚）につ

いては、 新の道路橋示方

書（平成 24 年）に準拠*1 

②水路橋・水管橋(橋脚) 震度法 
地震時保有

水平耐力法 
震度法 

・土地改良事業計画設計基準設計 

「水路工」平成 26 年 

・耐震計算法は、左記の基準

に準じ、道路橋示方書（平

成 14 年）の内容に対応す

る。 

③頭首工（堰柱） 震度法 
地震時保有

水平耐力法 
震度法 

・土地改良事業計画設計基準設計 

「頭首工」平成 20 年 

・重要度 AA 種も重要度 A
種と同じ設計法を用いる。

・耐震計算法は、左記の基準

に準じ、道路橋示方書（平

成 14 年）の内容に対応す

る。 

④擁    壁 － 震度法 震度法 
・土地改良事業計画設計基準設計 

「農道」平成 17 年 

 

⑤開水路（水路擁壁含む） － 震度法 震度法 
・土地改良事業計画設計基準設計 

「水路工」平成 26 年 
 

⑥ファームポン

ド 

RC 
構造 

震度法 震度法＊ 震度法 
・土地改良事業設計指針 

「ファームポンド」平成 11 年 

・震度法＊は構造物特性係数

と固有周期を考慮した設

計水平震度を用いる。PC
においては重要度 B 種も

重要度 A 種と同じ設計を

行う。 

PC 
構造 

震度法 震度法＊ 

レベル 1 レベル 2
・土地改良事業設計指針 

「ファームポンド」平成 11 年 震度法 震度法＊

⑦ため池 震度法 

動的応答解析

又は塑性すべ

り解析による

変形量の計算

震度法 
・土地改良事業設計指針 

「ため池整備」平成 27 年 

・重要度区分 AA 種はレベル

1及びレベル2地震動が対

象となる。A 種はレベル 1

地震動が対象となる。 

⑧パイプライン 
縦断 

方向 
応答変位法 応答変位法 応答変位法 

・土地改良事業計画設計基準設計

「パイプライン」平成 21 年 

・左記の設計基準「パイプラ

イン」では、応答変位法を

用いた地震動に対する検

討と地盤変状（地盤の永久

変位）に対する検討を行っ

たあと、地震応答対策を検

討することとしている。 

⑨暗  渠 

（ボックスカ 

ルバート） 

横断 

方向 

応答変位法 

及び震度法 

応答変位法 

及び震度法 

応答変位法 

及び震度法 
・土地改良事業計画設計基準設計

「水路工」平成 26 年 

 

縦断 

方向 

応答変位法 

及び震度法 

応答変位法 

及び震度法 

応答変位法 

及び震度法 

⑩杭  基  礎 震度法 
地震時保有

水平耐力法 
震度法 

・土地改良事業計画設計基準設計

「頭首工」平成 20 年 

・土地改良事業計画設計基準設計

「ポンプ場」平成 18 年  

⑪ポンプ場 

（吸込、吐出し水槽） 
震度法 震度法＊ 震度法 

・土地改良事業計画設計基準設計

「ポンプ場」平成 18 年 

・震度法＊は構造物特性係数

と固有周期を考慮した設

計水平震度を用いる。 

・構造物の特性によっては、

応答変位法や地震時保有

水平耐力法を用いる。 

*1 以下で示す耐震計算については、道路橋示方書（平成 14 年）に対応しており、①農道橋（小規模農道橋以外）については、

別途、 新の道路橋示方書（平成 24 年）を参照されたい。 
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(2)静的解析法 

各静的解析法の概要は以下のとおりである。各手法の詳細は、「5.2」～「5.6」を参照された

い。 

a.震度法（固有周期を考慮しない） 

震度法は、地震力を静的な力(慣性力)に置き換え、それを構造物に作用させて地震力を計算す

る方法である。震度法（固有周期を考慮しない）は、土圧により地震時の振動変位が拘束される

構造物や比較的剛性の高く固有周期の短い構造物に適用する方法で、構造物の固有周期を考慮し

ない設計水平震度を用いる。土地改良施設では、擁壁、開水路、ポンプ場（吸込水槽、レベル 1

地震動）､ファームポンド（RC、レベル 1 地震動）などに適用される。 

ため池は、土地改良事業設計指針「ため池整備」平成 12 年に基づき、震度法を適用する。 

b.震度法（固有周期を考慮する） 

震度法（固有周期を考慮する）は、構造物の振動特性である固有周期を考慮した設計水平震度

を用いる方法であり、固有周期の比較的長い柔な地上構造物等に適用する。土地改良施設では、

レベル 1 地震動の場合の橋梁（農道橋、水路橋、水管橋)、頭首工、ファームポンド（PC）及び杭

基礎（杭仕様の決定）などに適用する。 

 

図-5.1.1 に、震度法（固有周期を考慮しない）及び震度法（固有周期を考慮する）による一般

的な設計フローを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ため池の場合、設計水平震度の地域区分は考慮するが、 

地域別補正係数は用いない。 

図-5.1.1 震度法(固有周期を考慮しない)及び震度法(固有周期を考慮する) による設計フロー 

START 
震度法(固有周期を考慮しない) 

設計水平震度の標準値の設定 

設計水平震度の設定 

(地域別補正係数)×(設計水平震度の標準値)

断面仮定 

慣性力の算定 
(設計水平震度)×(重量) 

構造計算 断面変更

安定計算 
断面照査 

END 

NO 

YES 

START 
震度法(固有周期を考慮する) 

断面仮定

固有周期の算定

設計水平震度の標準値の設定 

設計水平震度の設定 

(地域別補正係数)×(設計水平震度の標準値）

断面変更
慣性力の算定 

(設計水平震度)×(重量) 

NO 

構造計算 

YES 

END

安定計算 
断面照査 



第５章 耐震設計手法 

 

119 

 

c.震度法（固有周期と構造物特性係数を考慮する） 

震度法（固有周期と構造物特性係数を考慮する）は、レベル 2 地震動を対象とした場合に用い

る方法であり、構造物の固有周期を考慮して求めた設計水平震度に対して、構造物の塑性変形に

よるエネルギー吸収を加味して算出した構造物特性係数を乗じ、低減した設計水平震度を用いる。

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）に適用する。 

塑性変形を考慮して設計水平震度を低減させるという考え方は、下記の地震時保有水平耐力法

と基本的に同じであるが、後述するように、安全性の照査は限界状態設計法により部材ごとに行

うという点が異なる。 

 

図-5.1.2 に、震度法（固有周期と構造物特性係数を考慮する）による設計フローを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5.1.2 震度法（固有周期と構造物特性係数を考慮する）による設計フロー 

  

断面の設定

降伏剛性を用いた固有周期の算定

構造諸元の変更

NO

YES 

END

断面耐力の照査 
・破壊モードに対する検討 
・曲げ破壊先行の判定 

START

レベル 2 地震動の設計水平震度 Khc2の算定 
 

   Khc2＝Cz・Cs2・Khc20 
   ここに、Cz     ：地域別補正係数 

Cs2    ：構造物特性係数 
Khc20  ：レベル 2 地震動の設計水平震度の標準値 

断面の設計曲げモーメント Md、設計せん断力 Vd、変形性能

断面力、剛性残存率、 
応答変位の算定 
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d.地震時保有水平耐力法 

地震時保有水平耐力法は、橋梁（農道橋、水路橋・水管橋）の橋脚や頭首工の堰柱等の地震時

の慣性力が支配的な構造物に適用する方法で、レベル 2 地震動に対し、塑性ヒンジの発生による

エネルギー吸収能力を考慮した設計水平震度を用いて、静的に地震時保有水平耐力と残留変形の

照査を行う方法である。 

なお、本書では、地震時保有水平耐力法においては、各構造物の現行規定に準じ、上記の塑性

変形によるエネルギー吸収能力を表す係数に対して、”構造物特性補正係数”という用語を用い

ているが、その意味するところは、「c.震度法（固有周期と構造物特性係数を考慮する）」の”

構造物特性係数”と同じである。この用語の違いは、各構造物が参考とする基準類「表-2.1.1 参

照」の違いによるものである。 

注) 震度法と地震時保有水平耐力法の取扱いについて 

本指針で示す橋梁の橋脚や頭首工の耐震計算法は、道路橋示方書によるものである。同示方書では、平成 14 年の改定以前は、

構造物の弾性域の振動特性を考慮して、地震による荷重を静的に作用させて設計する耐震計算法を震度法、構造物の非線形域の

変形性能や動的耐力を考慮して、地震による荷重を静的に作用させて設計する耐震計算法を地震時保有水平耐力法とそれぞれ定

義していた。これに対し、平成 14 年 3 月の改定において、地震時保有水平耐力法も、震度を用いて静的な値に置き換えて耐震

計算を行うという観点では、構造物に静的に作用する地震力を震度と構造物の重量の積として与えられる静的な力に置き換える

震度法の 1 つの手法と言うことができ、地震時保有水平耐力法も震度法に基づいて行うものとなった。 

本指針では、各土地改良施設の現行規定との整合を図るため、地震時保有水平耐力を震度法とは区別して取り扱うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5.1.3 耐震設計の区分 

(土地改良事業計画設計基準設計「頭首工」(平成 20 年より) 

  

震 度 法静的解析耐震設計 

線形解析動的解析

非線形解析 

地震時保有水平耐力法 

弾性域の振動性を 
考慮した震度法 

道路橋示方書（H14.3 版） 

頭首工基準 

耐震設計 

地震時保有水平耐力法

レベル 1 地震動 震 度 法

レベル 2 地震動 

（動的解析）
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図-5.1.4 に、地震時保有水平耐力法による橋脚の設計フローを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5.1.4 橋脚の地震時保有水平耐力法による設計フロー 

  

橋脚断面の設定

降伏剛性を用いた固有周期の算定

構造諸元の変更 

NO

YES

END

地震時保有水平耐力の照査 

Pa≧Khc・W 
ここに、W：橋脚の重量 

START

レベル 2 地震動の設計水平震度 Kh2の算定 
 

   Khc＝Cz・Cs・Khc0 
   ここに、Cs  ：構造物特性係数 

 

μa   ：許容塑性率 
Khc0  ：レベル 2 地震動の設計水平震度の標準値 

地震時保有水平耐力 Paの算出

残留変位δRの算定

残留変位の照査 

δRa≧δR 

ここに、δRa：許容残留変位 

NO

YES

12

1




a

sC
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e.応答変位法 

応答変位法は、地中構造物などのように地盤各部の相対変位に応じて構造物に応力が生じる場

合に、周辺地盤と構造物との相対変位を地盤のばね（地盤ばね定数）を介して構造物に静的に作

用させて、構造物の応力を求める方法である。パイプライン、暗渠（ボックスカルバート）及び

ポンプ場（吸込水槽）に適用する。 

 

図-5.1.5 に、応答変位法の設計フローを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5.1.5 応答変位法の設計フロー 

  

START

許容値の判定 

水平変位振幅に用いる諸元 

・(レベル 1)設計水平震度と速度応答スペクトル 

・(レベル 2)速度応答スペクトル 

表層地盤の固有周期 

波長

管軸上の水平変位振幅 

検討対象管路の諸元 

地盤ひずみ 

①管体応力・ひずみ(一体及び継手構造管路) 

②継手伸縮量(継手構造管路) 

③継手屈曲角度(  〃  ) 

END

NO 

YES
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表-5.1.2①～②に各解析手法を比較して示す。 

 

表-5.1.2① 耐震計算法の比較 

耐震計算法 
震度法 

（固有周期を考慮しない) 

震度法 

（固有周期を考慮する) 

震度法 

（固有周期と構造物特性係 

数を考慮する) 

基本的な考え方 

・地震力を静的な力（慣性力）

に置き換え、それを構造物に

作用させて計算する方法。 

（慣性力）=（震度）×（重量）

・固有周期の比較的短い剛な地

上構造物に使用。 

・部材の照査は、以下の擁壁、

開水路を除き、許容応力度法

により行う。 

・擁壁、開水路のレベル 2 地震

動に対する部材の照査は限界

状態設計法又は許容応力度法

により行う。 

・構造物の固有周期を考慮した

震度を考えて計算する方法。

・設計震度の設定以外の計算過

程は震度法と同じ。 

・固有周期の比較的長い柔な地

上構造物に使用。 

・部材の照査は許容応力度法に

より行う。 

・構造物の非線形域の特性を考

慮した固有周期により震度を

考えて計算する方法。 

・部材の照査は限界状態設計法

による。 

・レベル 2 地震動に用いられ、

レベル1地震動には用いられ

ない。 

耐震計算に用いる

設計水平震度の 

算 定 式 

・
0hgzhg KCK ・  

 

ここに、 

hgK  ：設計水平震度 

zC  ：地域別補正係数 

0hgK  ：設計水平震度の標準値 

 

0hgK は地盤種別がⅠ、Ⅱ、Ⅲ種に

対し、それぞれ 0.16、0.2、0.24

を標準とする。 

・
101 hzh KCK ・  

・
101 hzh KCK  ・  

・
202 hzh KCK ・  

・
202 hzh KCK  ・  

・
0hzh KCK ・  

 

ここに、 

hK  ：設計水平震度 

zC  ：地域別補正係数 

0hK  ：設計水平震度の標準値

 

0hgK は地盤種別と固有周期によ

り求める。 

 

・
202 hcs2zhc KCCK ・・  

 

ここに、 

2hcK  ：設計水平震度 

zC  ：地域別補正係数 

2sC  ：構造物特性係数で 0.45

  を標準とする。 

20chK
 ：設計水平震度の標準値

 

設計指針「ファームポンド」で

はη(累積塑性変形倍率)=1.0

と 

し、
450

41

1
2 .C s 




 とし

ている｡＊

 

備 考 

・ hgK は、レベル 1、レベル 2の

擁壁、開水路、レベル1のファ

ームポンド(RC)、ポンプ場（吸

込水槽）に適用する。 

・ 1hK 、
1hK 、 2hK 、

2hK  は、暗

渠(ボックスカルバート)の躯

体等の慣性力に適用する。 

・レベル 1 地震動の橋梁(農道

橋水路橋、水管橋)、頭首工及

びファームポンド(PC)に適

用する。 

・耐力算定で、横拘束筋は考慮

せず、終局耐力＝ 大耐荷力

とする。 

・レベル 2 地震動のファームポ

ンド(PC・RC)及びポンプ場

（吸込水槽）に適用する。 

＊ 地震時保有水平耐力法では       を用い、    の場合     となる。この場合  を構造物特性補正係数という。 

  

0.3a 45.0sC sC
12

1




a

sC
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表-5.1.2② 耐震計算法の比較 

耐震計算法 地震時保有水平耐力法 応答変位法 

基本的な考え方 

・基本的な考え方は震度法（固有周期と構造物特

性係数を考慮する)と同様で、構造物の非線形

域の特性を考慮した固有周期により震度を考

えて計算する方法。 

・部材の照査は限界状態設計法と基本的な考え

方が同様である地震時保有水平耐力法による。

・レベル 2 地震動に用いられ、レベル 1 地震動に

は用いられない。 

・地盤の変形を地盤ばねを介して構造物に静的

に作用させ、応力等を求める方法。 

・地表面付近の比較的軟弱な地盤内に設置され

る地中構造物に使用。 

耐震計算に用いる 

設計水平震度及び 

水平変位幅の算定式 

・
0hcszhc KCCK ・・  

 

 
ここに、Khc ：設計水平震度 

Cz ：地域別補正係数 

Cs ：構造物特性補正係数 

Khc0 ：設計水平震度の標準値 

μa ：許容塑性率 

 

・ K h g＝ C z・ K h g 0 

レベル2地震動の杭基礎の安定性の判定でフ

ーチングに作用させる場合に用いる。なお、

レベル 1 地震動は震度法(固有周期を考慮し

ない)による。 

 

( ) 　（レベル１）
2

π
・・・・

π

2
2 H

z
'KTSzU hGVh cos= 1  

( ) ）　（レベル
2

π
・・・

π

2
2

2cos=
H
z

T'SzU GVh  

 
ここに Uh(z) ：地表から深さ z（m）の位置の

水平変位振幅（m） 

SV、S'V ：速度応答スペクトル（m/s） 

TG ：表層地盤の特性値（s） 

K’h1 ：レベル 1 地震動の基盤面にお

  ける設計水平震度 

H ：表層地盤の厚さ（m） 

 

(レベル 1 地震動において、固有周期を考慮しな

い設計水平震度を、K’h1=Cz・K’hc10 により算出 

し、上式により水平変位振幅 Uh(z)を求める。)

備   考 

・耐力算定で横拘束筋を考慮し、終局耐力は 大

耐荷力より小さい値とする。 

・レベル 2 地震動の橋梁（農道橋、水路橋、水管

橋)・頭首工、杭基礎に適用する。 

・パイプライン、暗渠(ボックスカルバート) 

に適用する。 

 

 

(3)動的解析法 

構造物の形状が単純で、その一次振動モードが卓越し、また、主たる塑性ヒンジが生じる箇所

がはっきりしていてエネルギー一定則が適用できる場合には、震度法（固有周期と構造物特性係

数を考慮する）や地震時保有水平耐力法によっても構造物の実際の地震時応答を精度よく近似す

ることができる。しかし、吊橋のような複雑な構造物では、地震動の卓越周期より長い固有周期

の振動モードが多数存在し複雑な振動性状を示す。このような場合には動的解析が必要となる。 

また、原子力施設のような極めて重要度の高い構造物に対しては、詳細な耐震検討が要求され

るため、動的解析が用いられる場合が多い。 

動的解析法は、対象とする構造物又は構造物と地盤を振動モデルにモデル化し、地震入力とし

て地震動波形又は応答スペクトルを入力して解析する方法である。この方法は、前述した 3 タイ

プの震度法、地震時保有水平耐力法及び応答変位法に比べ、より実現象に近い挙動を再現するこ

とができ、原理的にはどのような構造物にも適用できる方法である。 

12

1
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動的解析法の全体フローと考慮すべき項目を示すと、図-5.1.6 のとおりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5.1.6 動的解析法の全体フロー 

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（2002） 

ⅱ）日本水道協会：水道施設耐震工法指針・解説（1997） 

ⅲ）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） 

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） 

 

(4)耐震性能の照査手法 

耐震性能の照査手法は、許容応力度法、地震時保有水平耐力法及び限界状態設計法に区分され、

各構造物の現行規定による手法を採用することを基本とする。各照査手法の一般事項については、

「5.7 耐震性能の照査法（一般）」を参照されたい。 

  

安全性の評価 

[対象構造物、対象領域]

・線形、非線形 

・一次元～三次元 

 

[入力地震動の設定] 

・入力基盤 

・入力波形 

・ 大振幅 

・周波数特性 

[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 

構造物各部の応答値 

[動的解析法] 

(1)応答スペクトル法    スペクトルモーダル解析法 

(2)時刻歴応答解析法    時刻歴モーダル解析法 

              直接積分法 

(3)周波数応答解析法     
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5.2 設計水平震度 

5.2.1 一般事項 

各種耐震計算方法に用いる設計水平震度の算定方法は、構造物の特性のほか、地盤条件、地

上又は地中構造物及び地震動の特性によって異なり、以下のとおり分類され、それぞれ耐震計

算方法、構造物の特性、地震動レベルに応じて、表-5.2.1 のように適用される。 

(1)構造物の固有周期を考慮しないもの。 

(2)構造物の固有周期を考慮するもの。 

(3)構造物の固有周期と構造物特性係数を考慮するもの。 

(4)構造物の固有周期と構造物特性補正係数を考慮するもの。 

表-5.2.1 設計水平震度の算定方法の適用区分 

設計水平震度の算定方法 耐震計算法 施設名 地震動レベル 照査方法 

固有周期を考慮しない 

震度法 

橋梁 レベル 1 許容応力度法 

 

擁壁 

 

レベル 1、レベル 2 
許容応力度法 

(擁壁、開水路のレ

ベル 2 地震動につ

いては限界状態設

計法又は許容応力

度法) 

 

開水路 

 

レベル 1、レベル 2 

ファームポンド(RC) レベル 1 

ため池 レベル 1 (円弧すべり法) 

暗渠（ボックスカルバート) 

（躯体等の慣性力の算定) 
レベル 1、レベル 2 －＊1 

ポンプ場（吸込水槽) レベル 1 
許容応力度法 

杭基礎（フーチング)＊2 レベル 1 

地震時保有水平

耐力法 
杭基礎（フーチング)＊3 レベル 2 

地震時保有水平耐

力法 

応答変位法 

パイプライン 

（水平変位振幅の算定) 
レベル 1、レベル 2 

「継手構造」＊4 管

体応力等 

「一体構造」軸方

向ひずみ等 

暗渠（ボックスカルバート) 

（水平変位振幅の算定) 

レベル 1 許容応力度法 

レベル 2(タイプⅡ) 限界状態設計法 

ポンプ場（吸込水槽)＊5 

（水平変位振幅の算定) 
レベル 2(タイプⅡ) 限界状態設計法 

固有周期を考慮する 震度法 

橋梁 レベル 1 

許容応力度法 
頭首工 レベル 1 

ファームポンド(PC) レベル 1 

杭基礎(杭仕様の決定、フーチング)＊6 レベル 1 

固有周期と構造物特性係

数を考慮する 
震度法 

ファームポンド(PC、RC) レベル 2(タイプⅠ) 
限界状態設計法 

ポンプ場（吸込水槽)＊5 レベル 2(タイプⅠ) 

固有周期と構造物特性補

正係数を考慮する 

地震時保有水平

耐力法 

橋梁 レベル 2(タイプⅠ、II) 
地震時保有水 

平耐力法 
頭首工等 レベル 2(タイプⅠ、II) 

杭基礎(杭、フーチング)＊7 レベル 2(タイプⅠ、II) 

* 1～7 は [解説] (4)に記載。 

 

 

[解 説] 

(1)固有周期と構造物特性係数の算定 
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a. 「固有周期を考慮しない」とは、固有周期を算定する必要がなく、設計水平震度の標準値が

地盤種別Ⅰ種、Ⅱ種、Ⅲ種に対して定められていることをいい、適用する耐震計算法は基本的に

震度法である。（地盤種別とは、「4.2.2 地盤種別」により求める。) 

b. 「固有周期を考慮する」とは、「4.2.2 地盤種別」により地盤種別を求め、さらに「4.2.3

固有周期」により固有周期を求め、それに対する設計水平震度の標準値を求めることをいい、適

用する耐震計算法は震度法で、これは修正震度法と呼ばれる。 

c. 「固有周期と構造物特性係数を考慮する」とは、b.の算定方法により求めた設計水平震度の

標準値に構造物特性係数を乗じるもので、設計水平震度の標準値を補正することをいい、ファー

ムポンド、ポンプ場（吸込水槽)にあっては構造物特性係数を 0.45 とする。適用する耐震計算方

法は震度法である。 

d. 「固有周期と構造物特性補正係数を考慮する」とは、c.と同様の算定方法で、構造物特性係

数の代わりに構造物特性補正係数を用いて設計水平震度を求めるもので、地震時保有水平耐力法

に適用する。 

 

(2)構造物の特性 

a. 「構造物の固有周期を考慮しないもの」は、慣性力が一様で比較的剛性の高い構造物に適用

する。 

b. 「構造物の固有周期を考慮するもの」は、長大橋や塔状構造物等のように固有周期が長めの

構造物に適用し、固有周期を考慮して補正した設計水平震度を用いる。 

c. 「構造物の固有周期と構造物特性係数を考慮するもの」は、レベル 2 地震動に対する橋脚や

堰柱の耐震設計に適用し、弾性域のみならず、部材の降伏後の塑性域を考慮し、構造物の応答に

よる減衰とじん性による塑性変形能力で補正した設計水平震度を用いる。 

d. 「構造物の固有周期と構造物特性補正係数を考慮するもの」は、橋脚基部に主たる塑性ヒン

ジが生じ、これに伴う長周期化と安定したエネルギー吸収の増大を前提として非線形応答に基づ

く弾性地震力の低減を見込んでいる。すなわち、その非線形応答をエネルギー定則によって近似

的に求めた場合の設計水平震度に補正係数を与えたものである。 

 

(3)設計水平震度の算定方法の適用区分 

表-5.2.1 に、それぞれの設計水平震度の算定方法と適用する耐震計算法、構造物、地震動レベ

ルの区分を示す。 

なお、固有周期を考慮しない設計水平震度は、震度法に用いる設計水平震度と表現されること

が多いが、地震時保有水平耐力法や応答変位法の算定の過程にも用いられる。 

 

(4)表-5.2.1 の留意事項 

＊1 暗渠（ボックスカルバート)の（躯体等の慣性力の算定）とは、躯体等の慣性力を応答変

位法で求める地盤変位をばね定数に変換した外力と合わせるためにのみ用いることから、照査方

法は応答変位法の項を適用する。 

＊2 震度法に基づく杭仕様の決定においては、地盤種別、固有周期に応じた設計水平震度を用

いる。 
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ただし、土の重量に起因する慣性力及び地震時土圧の算出においては、地盤種別に応じた次の

値を用いる。（固有周期を考慮しない Khg＝Cz・Khg0の標準値 Khg0) 

Ⅰ種地盤：0.16 Ⅱ種地盤：0.20 Ⅲ種地盤：0.24 

B 種の場合、レベル 1 地震動において震度法のみで杭仕様が決定される。 

＊3 地震時保有水平耐力法での基礎の耐力の照査に用いるフーチングの設計水平震度は、液状

化判定時の設計水平震度と同様に、地盤種別に応じて次の値を用いる。 

（固有周期を考慮しない Khg＝Cz・Khg0の標準値 Khg0) 

（タイプⅠ）Ⅰ種地盤：0.30 Ⅱ種地盤：0.35 Ⅲ種地盤：0.40 

（タイプⅡ）Ⅰ種地盤：0.80 Ⅱ種地盤：0.70 Ⅲ種地盤：0.60 

＊4 照査方法の詳細について、「継手構造」は、管体応力（ダクタイル鋳鉄管等)、軸方向ひ

ずみ（鋼管)、継手伸縮量、継手屈曲角度で、「一体構造」は、管体応力（ダクタイル鋳鉄管等)、

軸方向ひずみ（鋼管)である。 

＊5 ポンプ場（吸込水槽)のレベル 2 地震動においては、固有周期と構造物特性係数を考慮す

る設計水平震度を用いることを標準とする。なお、構造物の特性によっては、応答変位法や地震

時保有水平耐力法を用いるものとしており、その場合は、表-5.2.1 等を参考に、各手法に準じた

設計水平震度を用いる。 

＊6 レベル 1 地震動における橋梁・頭首工の杭基礎の耐震設計は、基礎工、上部工を含めた

全体系の固有周期を考慮し、震度法及び許容応力度法を用いて行う。すなわち、設計水平震度

は設計荷重（フーチング下端作用力）算定時に用いて杭仕様を決定するのみであり、レベル 1

地震動では構造計算法として一般的に変位法を用いる。 

＊7 レベル 2 地震動における橋梁・頭首工の杭基礎は、レベル 1 地震動で決定された断面に

対して基礎工、上部工を含めた全体系の構造物特性係数を考慮した固有周期を用い地震時保有

水平耐力法にて構造計算を行う。 
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5.2.2 固有周期を考慮しない設計水平震度の算定方法 

固有周期を考慮しない設計水平震度の算定方法は、剛性が高く固有周期の短い構造物である

擁壁、開水路、ファームポンド（RC)及びため池に適用するほか、暗渠（ボックスカルバー

ト)、ポンプ場（吸込水槽)のような地下構造物の慣性力及び動水圧に適用する。 

(1) 基本的な設計水平震度は、式(5.2.1)により求める。 

Khg＝Cz・Khg0 ················································· (5.2.1) 

ここに、 Khg ：地盤面における設計水平震度（小数点以下2桁にとする。 

以下「設計水平震度」においては同じ。) 

Cz ：地域別補正係数(表-4.2.1) 

Khg0 ：地盤面における設計水平震度の標準値(表-5.2.2) 

(2) 暗渠（ボックスカルバート)の躯体の慣性力、動水圧の算定に用いる設計水平震度は、

式(5.2.2)、式(5.2.3)により算定し、対象深さにおける設計水平震度として、地表面と

基盤面の設計水平震度を直線補間し、求めるものとする。またK'h1はパイプライン及び暗

渠（ボックスカルバート)における応答変位法による水平変位振幅の算定にも用いる。 

a．レベル1地震動 

Kh1＝Cz・Kh10 ··············································· (5.2.2) 

K'h1＝Cz・K'h10 ················································ (5.2.3) 

ここに、 Kh1 ：レベル1地震動の地表面における設計水平震度 

Cz ：地域別補正係数 

Kh10 ：レベル1地震動の地表面における設計水平震度の標準値 

(表-5.2.4) 

K'h1 ：レベル1地震動の基盤面における設計水平震度 

K'h10 ：レベル1地震動の基盤面における設計水平震度の標準値 

(表-5.2.4) 

b．レベル2地震動 

Kh2は地盤種別がⅠ種、Ⅱ種、Ⅲ種に対しそれぞれ0.6～0.7、0.7～0.8、0.4

～0.6とする。 

K'h2は地盤種別にかかわらず0.4～0.5とする。 

Kh2 ：レベル2地震動の地表面における設計水平震度 

(表-5.2.5) 

K'h2  ：レベル2地震動の基盤面における設計水平震度(表-5.2.5) 

 

[解 説] 

(1)基本的な考え方 

a. 「固有周期を考慮しない」とは、設計水平震度の標準値が、地盤種別Ⅰ種、Ⅱ種、Ⅲ種に対

して定められていることをいう（地盤種別とは、「4.2.2地盤種別」により求める)。 

b． 地震動による構造物の応答は、地震動の強さ、周期特性、継続時間、地盤種別、構造形式

及び基礎の形式等によって異なる。これらの要素を考慮して、設計水平震度の標準を定めたもの
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である。これは、我が国で観測された394成分の強震記録を解析して求められた地盤種別ごとの

加速度応答スペクトル曲線を基に、近年の地震による道路橋の被災の特徴、観測と実験上の事実

等を考慮して定められたものであり、式(5.2.1)は「道路橋示方書 Ⅴ耐震設計編」に準拠した

ものである。 

c． レベル1地震動に対する土の重量に起因する慣性力又は地震時土圧の算出に用いる設計水平

震度としては、地盤面における設計水平震度を用いることとし、地盤面における設計水平震度の

標準値Khg0は地盤種別Ⅰ種、Ⅱ種、Ⅲ種に対して基本的な値として、道路橋示方書に準拠し、そ

れぞれ、0.16、0.20、0.24とした。これは、土の重量に起因する慣性力や地震時土圧には橋梁等

の構造物の振動が大きく影響しないためである。 

d． レベル2地震動（タイプⅠ）に対する耐震性能の照査における砂質土層の液状化の判定及び

耐震設計上の地盤面より上方にある橋台、フーチング上載土及び杭基礎のフーチングのように、

基礎全体における重量の影響が大きい構造部分の慣性力並びに地震時土圧の算定に用いる設計水

平震度Khgにおいても、式(5.2.1)により算出する地盤面における設計水平震度Khgを用いるもの

とする。 

この地盤面における設計水平震度Khgは、地震時保有水平耐力法と一連になって用いられるため、

式(5.2.1)と同じ式である式(5.2.11)を「5.2.5 固有周期と構造物特性補正係数を考慮する設計

水平震度の算定方法」に示す。 

e． 固有周期を考慮しない設計水平震度を用いた震度法では、本来動的な荷重である地震力を静

的な力で置き換えているため、構造物の振動特性や時間的変動を無視したことになっている。固

有周期が長い構造物では、実際の地震力と異なったものになることに注意する必要がある。 

 

(2)構造物ごとの設計水平震度の標準値Khg0 

設計水平震度の標準値は、基本的な値はあるものの構造物ごとの特性があるため、求め方は構造

物ごとに異なる。 

このため、式(5.2.1)は基本であることを十分考慮して、以下に示す擁壁、開水路、ファームポ

ンド（RC)、杭基礎、ため池、暗渠（ボックスカルバート)及びポンプ場（吸込水槽）の構造物ご

とに適用するものとする。 

a． 擁壁、開水路、ファームポンド（RC)、ポンプ場（吸込水槽)及び杭基礎の安定性の判定で

フーチングに作用させる場合の設計水平震度の標準値 

(a) 擁壁、開水路の設計水平震度の標準値Khg0は、土地改良事業計画設計基準設計「水路工」平

成25年に準拠し、表-5.2.2に示す値を用いる。 

(b) ファームポンド（RC)及びポンプ場（吸込水槽)の設計水平震度の標準値Khg0は、土地改良事

業設計指針「ファームポンド」に準拠し、同指針の基準水平震度Kh01をレベル1地震動の設計水平

震度の標準値Khg0として、表-5.2.2に示すKhg0を用いる。なお、土地改良事業計画設計基準・設

計「ポンプ場」の標準設計水平震度kh0(0.2)を本指針ではKhg0として、同設計基準の取扱いと整

合している。 

(c) 杭基礎の安定性の判定でフーチングに作用させる設計水平震度の標準値Khg0は、「道路橋示

方書 Ⅴ耐震設計編」に準拠し、同示方書のレベル1地震動、レベル2地震動の設計水平震度の標

準値を、表-5.2.2に示す。 
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なお、レベル2地震動にあっては、地震時保有水平耐力法の計算過程に用いられるものである。 

表-5.2.2 構造物ごとの設計水平震度の標準値Khg0 

構 造 物 区 分 
地盤種別 

備   考 
Ⅰ種 Ⅱ種 Ⅲ種 

橋梁 0.16 0.20 0.24 レベル1、震度法 

擁壁、開水路 0.12 0.15 0.18 レベル1、震度法 

擁壁、開水路 0.16 0.20 0.24 レベル2、震度法 

ファームポンド(RC)、 

ポンプ場（吸込水槽) 
0.16 0.20 0.24 レベル1、震度法 

ファームポンド（壁高が5mを超える地

上式の逆T形擁壁式) 

h≦5.0m 0.16

0.20 0.24 レベル1、震度法 5.0＜h≦7.0m 0.18

7.0＜h≦9.0m 0.20

杭基礎の安定性の判定でフーチングに

作用させる場合 

0.16 0.20 0.24 レベル1、震度法 

0.30 0.35 0.40 
レベル2  地震時保有 

(タイプⅠ)、水平耐力法

0.80 0.70 0.60 
レベル2  地震時保有 

(タイプⅡ)､水平耐力法 

b．ため池のレベル1地震動の地盤面における設計水平震度 

ため池の設計水平震度Khgは、土地改良事業設計指針「ため池整備」に準拠し、重要度区分A種、

B種、C種すべてに対し、レベル1地震動のみの耐震設計を行い、同指針の「強震帯地域」、「中

震帯地域｣、｢弱震帯地域」を、それぞれ地域区分のA、B、Cとして、表-5.2.3に示す。 

表-5.2.3 構造物別Khg 

構造物区分 
地域区分 

A B C 

ため池 
均一型 0.15 0.15 0.12 

その他＊ 0.15 0.12 0.10 

＊「その他」とは、ロック材や遮水壁（地盤材料以外) 

等でゾーニングされたものをいう。 

 

(3)応答変位法に用いるパイプライン、暗渠（ボックスカルバート)の設計水平震度 

a． パイプライン及び暗渠（ボックスカルバート)の地下構造物は、基本的に水道施設と共通す

る特性を有していることから「水道施設耐震工法指針」に準拠し、表-5.2.4、表-5.2.5を用いる。 

b． パイプライン及び暗渠（ボックスカルバート)は、レベル1地震動の場合、応答変位法にお

ける地盤の水平（鉛直方向）変位振幅を算定するために、表-5.2.4の設計水平震度の標準値K'h10

を用いて、式(5.2.3)により基盤面における設計水平震度K'h1を求め、式(5.2.4)により算定する。 

レベル1地震動によって発生する地盤の変位振幅は、地表面からz（m）の位置において、式(5.2.4)

により求める。(「5.6.3 応答変位法における地盤の水平変位振幅」参照) 

 
H
z

KTSzU '
1hGVh

2

π
cos

π

2
2

  ····································· (5.2.4) 

ここに、 Uh(z) ：地表面からの深さz（m）における地盤の水平変位振幅（m） 

z ：地表面からの深さ（m） 

SV ：基盤地震動の単位震度当たりの速度応答スペクトル（m/s) 

（図-5.5.7参照) 

TG ：表層地盤の特性値（s) 
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K'h1 ：レベル1地震動の基盤面における設計水平震度 

(式(5.2.3)参照) 

H ：表層地盤の厚さ（m） 

c． パイプラインは、設計水平震度の標準値K'h10である0.15を、水平変位振幅を求める式

(5.2.4)にのみ用いる。 

 

(4)暗渠（ボックスカルバート)の躯体等の慣性力の算定に用いる設計水平震度 

a． 暗渠（ボックスカルバート)の地震力の算定は応答変位法と震度法にて行う。すなわち、応

答変位法で求める地盤変位をばね定数に変換した外力と、震度法で求める躯体の慣性力、動水圧

を合わせたものを外力として計算する。 

b． 暗渠（ボックスカルバート（横断面)）において、躯体の慣性力や地震時動水圧を荷重とし

て加える場合、震度法による設計に用いる地表面と基盤面における設計水平震度（式(5.2.2)、

式(5.2.3)）を求める。このとき、構造物の上端面及び下端面位置における設計水平震度を求め

る必要がある。 

なお、対象深さにおける設計水平震度は、地表面と基盤面における設計水平震度を直線補間し

て求めるものとする。 

表-5.2.4 パイプライン、暗渠（ボックスカルバート)の設計水平震度の標準値（レベル1地震動)＊ 

地盤種別 

地表面における設計 

水平震度の標準値 

(Kh10) 

基盤面における設計 

水平震度の標準値 

(K'h10) 

Ⅰ種地盤〔TG＜0.2(s)〕 Kh10＝0.16 

K'h10＝0.15 Ⅱ種地盤〔0.2≦TG＜0.6(s)〕 Kh10＝0.20 

Ⅲ種地盤〔0.6(s)≦TG〕 Kh10＝0.24 

＊ 地盤の水平変位振幅の算定は、レベル1地震動の本表のみ用いる。 

 

表-5.2.5 暗渠（ボックスカルバート)の設計水平震度（レベル2地震動) 

地盤種別 

地表面における設計水平 

震度（Kh2)の下限値～上 

限値 

基盤面における設計水平 

震度（K'h2)の下限値～上 

限値 

Ⅰ種地盤〔TG＜0.2(s)〕 Kh2＝0.60～0.70 

K'h2＝0.40～0.50 Ⅱ種地盤〔0.2≦TG＜0.6(s)〕 Kh2＝0.70～0.80 

Ⅲ種地盤〔0.6(s)≦TG〕 Kh2＝0.40～0.60 

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（2002) 

ⅱ）日本水道協会：水道施設耐震工法指針・解説（1997) 

ⅲ）日本道路協会：道路土工擁壁工指針（1999) 

ⅳ）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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5.2.3 固有周期を考慮する設計水平震度の算定方法 

地震力は、構造物の特性、特に剛性と減衰によって明確に支配されており、その特性を組み

込まれた形にしたものが、固有周期を考慮する設計水平震度の算定方法である。 

固有周期を考慮する設計水平震度は、式(5.2.5)により求める。 

Kh＝Cz・Kh0 ······························································ (5.2.5) 

ここに、Kh ：レベル1地震動の設計水平震度 

C z ：地域別補正係数（表-4.2.1参照) 

Kh 0 ：レベル1地震動の設計水平震度の標準値 

 

表-5.2.6 レベル1地震動の設計水平震度の標準値Kh0 

地盤種別 固有周期T(s)に対するKh0の値 

Ⅰ種 

T＜0.1 

Kh0＝0.431T1/3 

ただし、Kh0≧0.16 

0.l≦T≦l.1 

Kh0＝0.2 

1.1＜T 
Kh0＝0.213T-2/3 

Ⅱ種 

T＜0.2 

Kh0＝0.427T1/3 

ただし、Kh0≧0.20 

0.2≦T≦1.3 

Kh0＝0.25 

1.3＜T 
Kh0＝0.298T-2/3 

Ⅲ種 

T＜0.34 

Kh0＝0.430T1/3 

ただし、Kh0≧0.24 

0.34≦T≦1.5 

Kh0＝0.3 

1.5＜T 
Kh0＝0.393T-2/3 

 

 

 

[解 説] 

(1)固有周期を考慮する設計水平震度 

a. 「固有周期を考慮する」とは、「4.2.2地盤種別」により地盤種別を求め、さらに「4.2.3固

有周期」により固有周期を求め、それに対する設計水平震度の標準値を求めることをいう（表

-5.2.6参照)。 

b. 長大橋や塔状構造物等のように固有周期が長い構造物では、地震時の応答が単純でないため、

固有周期を算定しない設計水平震度を適用することはできない。そのため構造物の振動特性を表

-5.2.6のように固有周期を考慮し、補正した設計水平震度を用いる。 

固有周期を考慮する設計水平震度の算定方法は、固有周期を考慮することから短周期から長周

期の固有周期の構造物全てに適用できる。 

c. 式(5.2.5)に適用する構造物は、｢道路橋示方書 Ⅴ耐震設計編」に準拠し、①農道橋、②水

路橋、水管橋の鉄筋コンクリート橋脚及び③頭首工の堰柱、⑥ファームポンド（PC)、⑩杭基

礎の杭仕様を決定する場合とし、適用する地震動レベルは全てレベル1地震動とする。 

 

(2)レベル1地震動に用いられる設計水平震度の標準値（Kho） 

レベル1地震動の設計水平震度の標準値Kh0は、構造物の固有周期Tと地盤種別を表-5.2.6に適

用し、求める。 
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表-5.2.6を図示すれば、図-5.2.1のようになる。 

 

図-5.2.1 レベル１地震動の設計水平震度の標準値 

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（2002） 

 

5.2.4 固有周期と構造物特性係数を考慮する設計水平震度の算定方法 

規模の大きな地震動であるレベル2地震動を考える場合、固有周期と構造物特性係数を考慮

する設計水平震度は、以下により求める。ただし、Khc2は0.3を下回らない値とする。 

Khc2＝Cz・CS2・Khc20 ··········································· (5.2.6) 

ここに、 Khc2 :レベル2地震動の設計水平震度 

（固有周期と構造物特性係数を考慮する) 

Cz ：地域別補正係数 

CS2 ：構造物特性係数で0.45を基準とする。 

Khc20 ：レベル2地震動の設計水平震度の標準値 

（固有周期と構造物特性係数を考慮する) 

ただし、ファームポンド（RC）及びポンプ場（吸込水槽)

に用いる設計水平震度の標準値Khc20は、地盤種別にかかわ

らず、0.70とする。 

 

[解 説] 

(1)固有周期と構造物特性係数を考慮する設計水平震度 

a． レベル2地震動に対し限界状態設計法により終局限界を照査する施設の設計水平震度の算定

方法を示す。対象とする施設はファームポンド（PC、RC)、ポンプ場（吸込水槽)である。 

b. 固有周期と構造物特性係数を考慮する設計水平震度を用いた震度法と同様に、設計水平震度

の算出において、部材のひび割れや塑性範囲を考慮した方法として、地震時保有水平耐力法があ

る。 

 

(2)構造物特性係数 

a． 設計水平震度Khc2は、設計水平震度の標準値Khc20に構造物特性係数CS2を乗じて求められる。
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通常、構造物の減衰定数を5％として求められた加速度応答スペクトル値であるため、構造物の

減衰定数がこれと異なる場合の修正に用いられるのがDhである。また、Dηは、構造物の塑性変

形能力を考慮した値であり、道路橋示方書での設計水平震度を算出する際に用いられる係数に相

当するものである。 

すなわち、 

      CS2＝Dh・Dη 

      Dh＝
h

5  

      Dη＝
η41

1


 

ここに、 CS2 ：構造物特性係数 Dh：構造物の減衰特性値 

Dη ：塑性変形特性値 h ：減衰定数(％) 

η ：じん性率 

また、構造物特性係数CS2はレベル2地震動に対してのみ用いられるものであり、レベル1地震動

に対する耐震設計には用いない。 

なお、レベル2地震動において、構造物特性係数CS2を考慮すると、レベル1地震動の設計水平震

度よりレベル2地震動の設計水平震度の方が小さくなる場合があるので、Khc2は0.3を下回らないも

のとする。 

なお、構造物特性係数CS2は、減衰定数hを5％、じん性率ηを1とすると、Dhは1.0、Dηは0.447とな

って、約0.45の値となる。 

b． 土地改良事業設計指針「ファームポンド」では、PC、RCともに、構造物特性係数CS2は

0.45を用いている。 

 

(3)構造物特性係数と構造物特性補正係数の考え方の違い 

レベル2地震動が作用する際に、構造物に部材の降伏後も塑性変形能力が十分備わっている場

合、構造物の減衰特性と塑性変形能力により、地震のエネルギーを吸収できるので、設計地震力

を低減することができる。 

 

構造物特性係数CS2（震度法（固有周期と構造物特性係数を考慮する）に適用)と構造物特性

補正係数CS（地震時保有水平耐力法に適用）は、ともに振動エネルギーの吸収による低減係数

として、エネルギー定則から導入されたものである。 

 

・設計水平震度Khc2        Khc2＝Cz・CS2・Khc20………………………(1) 

(限界状態設計法に適用)    ここに、Cz ：地域別補正係数 

CS2 ：構造物特性係数（0.45を標準) 

Khc20 ：限界状態設計法のレベル 2地震動にお

ける設計水平震度の標準値 

 

・設計水平震Khc          Khc＝Cz・CS・Khc0 …………………………(2) 

(地震時保有水平耐力法に適用) ここに、CS :構造物特性補正係数 
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                 1-μ21 aS /C   

ここに、μa:許容塑性率 

Khc0 :地震時保有水平耐力法のレベル2地震動における 

設計水平震度の標準値 

 

(4)ファームポンド（PC)の設計水平震度（レベル2地震動タイプⅠ) 

土地改良事業設計指針「ファームポンド」に準拠し、計算方法は式(5.2.6)によるものとする

が、ファームポンド（PC）の設計水平震度の標準値Khc20については「道路橋示方書 Ⅴ耐震設

計編」によるものとし、表-5.2.7の標準値を用い、ファームポンド（RC)に用いる設計水平震度

の標準値Khc20は、地盤種別にかかわらず0.70とする。 

表-5.2.7 ファームポンド（PC)の設計水平震度（レベル2地震動タイプＩ)の標準値Khc20 

地盤種別 固有周期T（S)に対するKhc20の値 

Ⅰ種地盤[TG＜0.2] 

TGは地盤の固有周期(s) 

T≦1.4 

Khc20 ＝0.7 

1.4＜T 

Khc20＝0.876T -2/3 

Ⅱ種地盤 

[0.2≦TG＜0.6] 

T＜0.18 

Khc20 =1.51T 1/3 

ただし、Khc20≧0.7 

0.18≦T≦1.6 

Khc20＝0.85 

1.6＜T 

Khc20＝1.16T -2/3 

Ⅲ種地盤 

[0.6≦TG］ 

T＜0.29 

Khc20＝1.51T 1/3 

ただし、Khc20≧0.7 

0.29≦T≦2.0 

Khc20＝1.0 

2.0＜T 

Khc20＝1.59T- 2/3 

表-5.2.7を、図示すると図-5.2.2となる。 

 

図-5.2.2 ファームポンド（PC)の設計水平震度（レベル2地震動タイプＩ)の標準値Khc20 

(5)ファームポンド（RC)及びポンプ場（吸込水槽)の設計水平震度（レベル2地震動タイプⅠ) 

a． ポンプ場（吸込水槽)は、土地改良事業計画設計指針「ポンプ場」に準拠して、計算方法は

式(5.2.6)によるものとし、図-5.2.3に示すポンプ場（吸込水槽)が、RC構造の地上式の構造形

式に適合する場合、設計水平震度の標準値Khc20は、地盤種別にかかわらず、ファームポンド（RC)

と同様に0.70とする。（ポンプ場（吸込水槽）は、ファームポンドとほぼ同様の構造、規模と

なるため、下記の指針の内容をもとにしている。） 

ただし、ポンプ場(吸込水槽)については、レベル2地震動タイプⅡを考慮する場合は、Khc20=0.80
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を用いる。 

b． 土地改良事業設計指針「ファームポンド」では、レベル1地震動において、ファームポンド

（RC)の固有周期は十分に短いと考えられるので、表-5.2.6の構造物の固有周期によって定まる

基準水平震度のそれぞれの下限値を用いてよいこととしている。レベル2地震動においても、レ

ベル1地震動と同様にファームポンド（RC)では固有周期を0.1秒以下とみなせるので、地盤種

別に関係なく基準水平震度Khc20（本指針では、設計水平震度の標準値Khc20)を、0.7としている。 

 

図-5.2.3 建屋と上下一体構造となるポンプ場（吸込水槽)と地上式のファームポンド（RC) 

引用・参考文献 

ⅰ）日本水道協会：水道施設耐震工法指針・解説（1997) 

ⅱ）日本道路協会：道路橋示方書・同解説 ⅴ．耐震設計編（2002) 

ⅲ）農林水産省構造改善局：土地改良事業設計基準・設計「ポンプ場」（1997) 

ⅳ）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) 

5.2.5 固有周期と構造物特性補正係数を考慮する設計水平震度の算定方法 

橋梁、頭首工のレベル2地震動における設計水平震度Khcは、地震時保有水平耐力法に用い

る設計水平震度の標準値Khc0を、許容塑性率に応じた構造物特性補正係数Csにより低減し、

以下により算定する。 

     Khc＝Cz・CS・Khc0≧0.4 Cz ···································· (5.2.7) 

ここに、 Khc ：地震時保有水平耐力法に用いる設計水平震度 

Cz ：地域別補正係数(表-4.2.1参照) 

CS ：構造物特性補正係数 =
1μ2

1

a

 

Khc0 ：地震時保有水平耐力法に用いる設計水平震度の標準値で、 

表-5.2.8及び表-5.2.9による。 

μa ：許容塑性率  

表-5.2.8 地震時保有水平耐力法に用いるタイプⅠの設計水平震度の標準値Khc0 

地盤種別 固有周期T（s)に対するKhc0の値 

Ⅰ種 
T≦1.4 

Khc0 ＝0.7 

1.4＜T 

Khc0＝0.876T-2/3 

Ⅱ種 

T＜0.18 

Khc0＝1.51T 1/3 

ただし、Khc0≧0.7 

0.18≦T≦1.6 

Khc0＝0.85 

1.6＜T 

Khc0＝1.16T-2/3 

Ⅲ種 

T＜0.29 

Khc0＝1.51T 1/3 

ただし、Khc0≧0.7 

0.29≦T≦2.0 

Khc0＝1.0 

2.0＜T 

Khc0＝1.59T-2/3 
 

(a) 建屋と一体構造形式となるポンプ場(吸込水槽) (b) 地上式のファームポンド(PC) 
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表-5.2.9 地震時保有水平耐力法に用いるタイプⅡの設計水平震度の標準値Khc0 

地盤種別 固有周期T（s)に対するKhc0の値 

Ⅰ種 
T＜0.3 

Khc0＝4.46 T 2/3 

0.3≦T≦0.7 
Khc0 ＝2.0 

0.7＜T 

Khc0＝1.24T -4/3 

Ⅱ種 
T＜0.4 

Khc0＝3.22T 2/3 

0.4≦T≦1.2 

Khc0＝1.75 

1.2＜T 

Khc0＝2.23T -4/3 

Ⅲ種 
T＜0.5 

Khc0＝2.38T 2/3 

0.5≦T≦1.5 

Khc0＝1.50 

1.5＜T 

Khc0＝2.57T -4/3 

 

なお、レベル2地震動（タイプⅠ、タイプⅡ）に対する耐震性能の照査における砂質土層の

液状化の判定においては、式(5.2.8)により算出する地盤面における設計水平震度を用いるも

のとする。また、土の重量に起因する慣性力及び地震時土圧の算出に用いる設計水平震度とし

て、式(5.2.8)のKhgを用いて基礎及び橋台を照査する。 

式(5.2.8)は、式(5.2.1)と同じ式であり、「5.2.2 固有周期を考慮しない設計水平震度の算

定方法」に示す表-5.2.2の（杭基礎の安定性の判定でフーチングに作用させる場合)のことを

いうが、地震時保有水平耐力法と一連になって用いられるため、ここに示すものとする。 

 

Khg＝Cz・Khg0 ················································· (5.2.8) 

ここに、 Khg（レベル2地震動（タイプⅠ、タイプⅡ))：地盤面における設計水平

震度 

Khg0（レベル2地震動（タイプⅠ))     ：地盤面における設計水平

震度の標準値で、地盤種

別がⅠ種、Ⅱ種、Ⅲ種に

対して、それぞれ、0.30、

0.35、0.40とする。 

Khg0（レベル2地震動（タイプⅡ))     ：地盤面における設計水平

震度の標準値で、地盤種

別がⅠ種、Ⅱ1種、Ⅲ種に

対して、それぞれ、0.80、

0.70、0.60とする。 

 

[解 説] 

(1)適用する構造物 

a． 式(5.2.7)は構造物として、水路橋及び水管橋の鉄筋コンクリート橋脚及び頭首工の堰柱並

びに杭基礎に適用する。 

b． 耐震設計上の地盤面より上方にある橋台、フーチング上載土及び杭基礎のフーチングのよ

うに、基礎全体における重量の影響が大きい構造部分の慣性力及びに地震時土圧の算出に用いる

設計水平震度を求める場合に式(5.2.8)を適用する。 
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(2)地震時保有水平耐力法に用いる設計水平震度Khc 

地震時保有水平耐力法に用いる設計水平震度とは、設計水平震度の標準値を許容塑性率に応じ

て低減した震度である。 

地震時保有水平耐力法による耐震設計では、橋脚基部に主たるヒンジが生じ、これに伴う長周

期化と安定したエネルギー吸収の増大を前提として、非線形応答に基づく弾性地震力の低減効果

を見込んでいる。すなわち、1基の下部構造物とそれが支持する上部構造部分を単位とする構造

系を1自由度の振動系に置換し、その非線形応答をエネルギー定則（「5.4.2 地震時保有水平耐

力法による耐震設計の基本」参照)により近似的に求めた場合の震度が、地震時保有水平耐力法に

用いる設計水平震度である。表-5.2.8及び表-5.2.9を図示すると、図-5.2.4となる。 

a． 地震時保有水平耐力法に用いる設計水平震度Khcは、橋脚の構造物特性補正係数CSに応じて式

(5.2.7)により求めるものとする。これは、周期が長い構造物などでは、設計水平震度が極端に

小さくなる場合も生じるが、このような場合でも構造物へ一定以上の耐力を保有させるためであ

る。 

b． タイプⅠの設計水平震度は、設計水平震度の標準値Khc0に地域別補正係数Czを乗じた値が0.3

を下回る場合には、設計水平震度は0.3に構造物特性補正係数CSを乗じた値とする。また、設

計水平震度が0.4に地域別補正係数Czを乗じた値を下回る場合には、設計水平震度は0.4に地域別

補正係数Czを乗じた値とする。 

c. タイプⅡの設計水平震度は、設計水平震度の標準値Khc0に地域別補正係数Czを乗じた値が

0.6を下回る場合には、設計水平震度は0.6に構造物特性補正係数CSを乗じた値とする。また、

設計水平震度が0.4に地域別補正係数Czを乗じた値を下回る場合には、設計水平震度は0.4に地域

別補正係数Czを乗じた値とする。 

 
図-5.2.4 地震時保有水平耐力法に用いる設計水平震度の標準値 

 

(3)構造物特性補正係数CS 

a． 構造物特性補正係数CSは、構造部材の塑性化の程度等の力学的特性を考慮して適切に定め

るものとする。 

b． 完全弾塑性型の復元力特性を有する1自由度振動系にモデル化できる構造系の構造物特性補
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正係数CSは、式(5.2.9)により算出するものとする。 

      
1μ2

1




a

SC  ················································· (5.2.9) 

ここに、 μa ：完全弾塑性型の復元特性を有する構造系の許容塑性率で、鉄筋コンク

リート橋脚の場合には式(5.2.10)により算出する。 

c．鉄筋コンクリート橋脚の許容塑性率μaは、破壊形態に応じて以下により算出するものとする。 

(a)曲げ破壊型と判定された場合の許容塑性率は、式(5.2.10)により算出するものとする。 

      
y

y
a

αδ

δ-δ
1μ u  ··············································· (5.2.10) 

ここに、 μa    ：鉄筋コンクリート橋脚の許容塑性率 

δu    ：「5.4.5水平耐力、水平変位及び降伏剛性」に規定する鉄筋コンク

リート橋脚の終局変位（mm) 

δy    ：「5.4.5水平耐力、水平変位及び降伏剛性」に規定する鉄筋コンク

リート橋脚の降伏変位（mm) 

α ：安全係数で表-5.2.13による 

表-5.2.10 曲げ破壊型と判定された鉄筋コンクリート橋脚の許容塑性率を算出する場合の安全係数α 

照査する耐震性能 
タイプⅠの地震動に対する許容塑 

性率の算出に用いる安全係数α 

タイプⅡの地震動に対する許容塑 

性率の算出に用いる安全係数α 

致命的な損傷を防止する 2.4 1.2 

限定された損傷にとどめる 3.0 1.5 

 

(b) 曲げ損傷からせん断破壊移行型と判断された場合及びせん断破壊型と判定された場合は、許

容塑性率μa は 1.0 とする。 

(c) 曲げ破壊型の鉄筋コンクリート橋脚の水平力－水平変位の骨格曲線は、一般に図-5.2.5に示す

ような完全弾塑性モデルにより表すことができる。 

 

図-5.2.5 曲げ破壊型と判定された場合の地震時保有水平耐力及び許容塑性率 

 

(4) レベル2地震動（タイプⅠ、タイプⅡ)に対する耐震性能の照査における砂質土層の液状化の判

定においては、「道路橋示方書 Ⅴ耐震設計編」に準拠し、式(5.2.8)の地盤面における設計水平
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震度の標準値は、地盤種別に応じて、タイプⅠの地震動に対しては0.30～0.40、タイプⅡの地震動に

対しては0.60～0.80とする。これらは、タイプⅠの地震動については、大正12年の関東地震に際し

て東京周辺で生じた地盤上の加速度は0.3～0.4G程度と推定されていること、また、タイプⅡの地

震動については、1995年の兵庫県南部地震により地盤上で実測された加速度記録が0.6～0.8G程度

であったことを考慮して設定されたものである。 

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（2002) 

 

 

5.3 震度法 

5.3.1 一般事項 

震度法は不規則な振動である地震動の影響を静的な慣性力に置き換え、構造物に作用させる

方法である。 

震度法に用いる設計水平震度の算定方法は、以下の3種類に分けられ、構造物の特性に応じ

て適用される。 

(1)構造物の固有周期を考慮しないもの。 

(2)構造物の固有周期を考慮するもの。 

(3)構造物の固有周期と構造物特性係数を考慮するもの。 

 

[解 説] 

(1)構造物の特性 

「構造物の固有周期を考慮しないもの」は、震度法と従来から呼ばれてきた一般的な耐震計算方

法であり、慣性力が一様で比較的剛性の高い構造物に適用するが、「構造物の固有周期を考慮す

るもの」は、長大橋や塔状構造物等のように固有周期が長めの構造物に適用し、固有周期を考慮

して、補正した設計水平震度を用いる。「構造物の固有周期と構造物特性係数を考慮するもの」

は、レベル2地震動の大規模地震動における鉄筋コンクリート構造物に適用し、弾性域のみならず、

部材の降伏後の塑性域を考慮し、構造物の応答による減衰とじん性による塑性変形能力で補正し

た設計水平震度を用いる。 

 

(2)震度法に用いる設計水平震度の算定方法の適用区分 

構造物の種類、地震動レベル、躯体の慣性力等、地上・地中構造物の別等により、表-5.3.1の

とおり適用される。 

表-5.3.1 設計水平震度の算定方法の適用区分 

設計水平震度の算定方法 耐震計算法 施設名 地震動レベル 照査方法 

固有周期を考慮しない 震度法 

擁壁 レベル1、レベル2 許容応力度法 
(擁壁、開水路のレベ
ル2地震動について
は限界状態設計法ま
たは、許容応力度法)

開水路 レベル1、レベル2 

ファームポンド（RC)、橋梁 レベル1 

ため池 レベル1 (円弧すべり法) 

暗渠（ボックスカルバート)
（躯体等の慣性力) 

レベル1、レベル2 －＊ 
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ポンプ場（吸込水槽) レベル1 
許容応力度法 

杭基礎（フーチング) レベル1 

固有周期を考慮する 震度法 

橋梁 レベル1 

許容応力度法 

頭首工 レベル1 

ファームポンド（PC) レベル1 

杭基礎（杭仕様の決定、フー
チング) 

レベル1 

固有周期と構造物特性係数
を考慮する 

震度法 
ファームポンド（PC、RC) レベル2（タイプⅠ) 

限界状態設計法 
ポンプ場（吸込水槽) レベル2（タイプⅠ) 

＊ 躯体等の慣性力として自重等に設計水平震度を乗じて、応答変位法で求める地盤変位をばね定数に変換した外 

力に荷重として加える。したがって、応答変位法の荷重計算の一部と考える。 

 

適用に当たっては、構造物の特性を考慮した耐震計算法を採用するとともに、「表-2.1.1構造

物別設計基準、指針類と関連基準」に示す諸基準との整合も考慮されている。 

 

(3) 土の重量に起因する慣性力及び地震時土圧の算出に際しては、固有周期を考慮しない設計水

平震度を用いるものとする。 

 

5.3.2 震度法（固有周期を考慮しない) 

固有周期を考慮しない設計水平震度を用いる震度法は、剛性が高く固有周期の短い構造物で

ある擁壁、開水路、ファームポンド（RC)､ポンプ場（吸込水槽）及びため池の耐震設計に適用

するほか、地中構造物の慣性力の算定等に適用する。断面照査は許容応力度法を用いる。 

 

[解 説] 

固有周期を考慮しない設計水平震度を用いる震度法は、1917年佐野利器の「家屋耐震構造論」

の水平震度の概念の発表以来、現在まで長年使われている基本的な手法である。 

震度法は不規則な振動である地震動の影響を静的な力に置き換え、それを構造物に作用させる

地震力算定方法であり、固有周期を考慮しない方法では、地震時の構造物の安定や部材の応力計

算を常時の解析と同様に簡単に行うことができるため、多くの構造物の耐震設計に採用されてい

る。 

(1)震度法（固有周期を考慮しない)の基本 

構造物の重量Wに設計水平震度Khを乗じたW×Khを、構造物の重心位置に地震力として静的に

作用させる。設計震度で想定している地震の規模は、構造物の供用期間内に発生する確率が高い

中規模程度の地震であり、この地震に対して基礎構造物及び地盤が変形しても元に戻り、弾性領

域に収まるように、応力度、支持力、変位を定める。 

震度法の仮定は、慣性力が一様で比較的剛性の高い構造物が平行に運動（並進運動)する場合で、

全地震力W×Khを重心位置で代表させる。しかし、構造物が回転運動を起こしたり、たわみ振動

をする構造物の場合には地震力は一様とならず、全地震力を重心点で代表させることはできなく

なるため、震度法の仮説が成り立たなくなる。 

慣性力＝（構造物の重量W)×（設計水平震度Kh) ················· (5.3.1) 
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(2)設計手順 

一般的な震度法（固有周期を考慮しない)による設計フローを、図-5.3.1に示し、その設計手順

を以下に示す。 

a. 設計しようとする構造物の立地する地盤によって、設計水平震度の標準値を求める。 

b. 基本的な設計水平震度は、設計水平震度の標準値に地域別補正係数を乗じる、式(5.3.2)に

より算出する。 

Khg＝Cz・Khg0 ················································ (5.3.2) 

ここに、 Khg ：地盤面における設計水平震度 

Cz ：地域別補正係数（表-4.2.1参照) 

Khg0 ：地盤面における設計水平震度の標準値 

c. 対象構造物の断面を仮定する。 

d. 設計震度に構造物の重量を乗じて、構造物に作用する慣性力（地震力）を算定する。 

e. 構造物の安定照査及び断面照査を行い、不適正な構造であれば断面を変更して再び照査する。 

「2.6 各種構造物の重要度区分と耐震性能の適用区分」の［耐震計算法］と［部材の構造計算・

照査]の組合せで示すように、断面照査は許容応力度法により行う。 

f. 耐震設計法とは、設計水平震度算定後の照査までの計算をいうが、図-5.3.1及び図-5.3.2に示

すとおり、震度法（固有周期を考慮しない)と震度法（固有周期を考慮する)の断面照査方法

は、許容応力度法による。なお、ため池は円弧すべり法により照査を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ため池の場合、設計水平震度の地域区分は考慮するが、地域別補正係数は用いない。 

設計水平震度の標準値の設定

設計水平震度の設定 

(地域別補正係数)×(設計水平震度の標準値) 

断面仮定

慣性力の算定 

(設計水平震度)×(重量) 

構造計算 断面変更

YES

START 

震度法(固有周期を考慮しない)

NO 安定計算 

断面照査 

END
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図-5.3.1 一般的な震度法（固有周期を考慮しない)による設計フロー 

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（2002) 

ⅱ）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) 

 

 

5.3.3 震度法（固有周期を考慮する) 

固有周期が長めの構造物である橋梁（農道橋、水路橋、水管橋)、頭首工、ファームポンド

（PC）及び杭基礎（杭仕様の決定)のレベル１地震動に適用する。 

また、断面照査は震度法（固有周期を考慮しない設計水平震度を用いる)と同様に許容応力

度法を用いる。 

 

[解 説] 

震度法（固有周期を考慮しない)との違いは、構造物の固有周期により、設計水平震度を補正す

る点である。 

設計水平震度を決めた後の耐震計算の過程は震度法（固有周期を考慮しない)と同じであり、動

的な地震力を静的な力に置き換えていることには変わりない。 

(1)適用する構造物の準拠基準 

橋梁・頭首工等及び杭基礎（杭仕様の決定）は「道路橋示方書」に、ファームポンド（PC）

は土地改良事業設計指針「ファームポンド」に、それぞれ準拠している。 

(2)基本的な考え方 

a. 震度法（固有周期を考慮する)は、修正震度法とも呼ばれ、図-5.3.2の設計フローに示すと

おり、震度法（固有周期を考慮しない)との違いは、構造物の固有周期により設計水平震度を補

正する点である。 

固有周期を考慮する設計水平震度の算定方法は、式(5.3.3)による。 

Kh＝Cz・Kh0 ·················································· (5.3.3) 

ここに、 Kh ：レベル1地震動の設計水平震度 

Cz ：地域別補正係数(表-4.2.1参照) 

Kh0 ：レベル1地震動の設計水平震度の標準値（表-5.2.6参照) 

b. 表-5.3.1及び図-5.3.2に示すとおり、断面照査については、固有周期を考慮しない設計水平

震度を用いる震度法と、固有周期を考慮する設計水平震度を用いる震度法は、許容応力度法に  

よるものとしており、設計水平震度の算定方法が異なるのみである。 
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図-5.3.2 震度法（固有周期を考慮する)による設計フロー 

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（2002) 

ⅱ）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) 

 

5.3.4 震度法（固有周期と構造物特性係数を考慮する) 

ファームポンド（PC、RC)、ポンプ場（吸込水槽)のレベル2地震動に適用する。 

震度法（固有周期と構造物特性係数を考慮する)は、地震時保有水平耐力法と同様に構造物

の非線形域の変形性能やを考慮して、地震による荷重を静的に作用させ地震力を算定する方法

である。断面照査は限界状態設計法を用いる。 

 

[解 説] 

固有周期を考慮した設計水平震度が弾性域において用いられるのに対し、固有周期と構造物特

性係数を考慮する設計水平震度は、さらに塑性域における構造物の塑性変形能力を加味して、固

有周期を考慮した設計水平震度を補正するものである。 

(1)適用する構造物の準拠基準 

ファームポンド（PC、RC）は土地改良事業設計指針「ファームポンド」に準拠している。ポン

慣性力の算定 

(設計水平震度)×(重量) 

構造計算

断面変更

YES

NO 安定計算 

断面照査 

END

断面仮定 

固有周期の算定 

設計水平震度の標準値の設定 

設計水平震度の設定 

(地域別補正係数)×(設計水平震度の標準値) 

START 

震度法(固有周期を考慮する)
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プ場（吸込水槽）は、土地改良事業計画設計基準設計「ポンプ場」に準拠している。 

なお、ポンプ場（地上部)、すなわちポンプ場の建屋は､｢建築基準法」との相違もあり、吸込水

槽とは切り離して、耐震設計を行うものとする。したがって、実際の建屋の設計に当たっては、

建築基準法の関係法規並びに構造設計基準に従うものとする。 

 

(2)固有周期と構造物特性係数を考慮する設計水平震度 

a．設計水平震度は、以下により求める。 

ただし、Khc2は0.3を下回らない値とする。 

Khc2＝Cz・CS2・Khc20 ············································· (5.3.4) 

ここに、 Khc2 ：レベル2地震動の設計水平震度 

（固有周期、構造物特性係数を考慮する） 

Cz ：地域別補正係数 

CS2 ：構造物特性係数で0.45を標準とする。 

Khc20 ：レベル2地震動の設計水平震度の標準値 

（固有周期、構造物特性係数を考慮する) 

b. ファームポンド及びポンプ場（吸込水槽)の設計水平震度の算定方法は、式(5.3.4)によるも

のとし、構造物特性係数は0.45を標準とする。 

(a) ファームポンド（PC)の設計水平震度Khc2の標準値Khc20については、原則として、「道路橋

示方書 Ⅴ耐震設計編」によるものとし、表-5.2.10ファームポンド（PC)の設計水平震度（レ

ベル2地震動タイプⅠ)の標準値KhC20を用いる。 

(b) ファームポンド（RC)及びポンプ場（吸込水槽)の固有周期は0.1秒以下とみなせるので、標

準値Khc20は、地盤種別にかかわらず0.70とする。 

なお、ポンプ場(吸込水槽)については、レベル2地震動タイプⅡを考慮する場合はKhc20=0.80を

用いる。 

 

(3)設計フロー 

図-5.3.3に震度法（固有周期と構造物特性係数を考慮する)により地震力を算出し、限界状態設

計法により断面耐力を照査する設計フローを示す。 

限界状態設計法による断面耐力の照査として、曲げ耐力、せん断耐力、軸方向圧縮耐力の判定

を行う。 
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図-5.3.3 震度法（固有周期と構造物特性係数を考慮する)による設計フロー 

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) 

 

5.3.5 震度法における安定計算と部材の断面力計算 

震度法における安定計算は、以下について検討することを基本とする。 

(1)滑動に対する安定 

(2)転倒に対する安定 

(3)基礎地盤の支持力に対する安定 

(4)背面盛土及び支持地盤を含む全体としての安定性(基礎地盤が軟弱層を含む場合) 

これらの安定計算については、土地改良事業計画設計基準・設計「農道」に準拠するものと

する。 

また、部材の断面力計算については、たて壁、つま先版、かかと版について部材をはりとし

て、曲げモーメント、せん断力を算出する。 

 

[解 説] 

震度法における安定計算の方法について、擁壁を例として以下に示す。 

(1)基本的な考え方 

地震時における擁壁の安定に関しては、一般に滑動に対する安定、転倒に対する安定及び支持

断面の設定 

降伏剛性を用いた固有周期の算定 

レベル 2 の地震動の設計水平震度 Khc2の算定 

Khc2＝Cz・CS2・Khc20 

ここに、 Cz ：地域別補正係数 

     CS2 ：構造物特性係数 

     Khc20 ：レベル 2 地震動の設計水平震度の標準値 

断面の曲げ耐力 Mud、せん断耐力 Vyd、軸方向圧縮耐力 N'oud 構造諸元の変更 

断面力、剛性残存率、

応答変位の算定 

NO

YES 

START

断面耐力の照査 

・曲げ耐力の照査 

・せん断耐力の照査 

・軸方向圧縮耐力の照査 

END
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地盤の支持力に対する安定について検討する。擁壁の安定条件としての安全率・許容値は表-5.3.2

に示すとおりである。支持地盤の内部に軟弱な層が存在したり、斜面上に擁壁を設置する場合に

は背面盛土及び支持地盤を含む全体としての安定について円弧すべり法などにより検討を行い、

必要に応じて対策工を検討する。 

表-5.3.2 擁壁の安定条件としての安全率・許容値 

荷重ケース名 滑 動 転 倒 

 常 時 1.50 B / 6 

地震時(レベル1、2) 1.20 B / 3 

 

(2)滑動に対する安定 

擁壁には、擁壁を底版下面に沿ってすべらせようとする滑動力と、これに対して底版と支持地

盤の間に生じる滑動抵抗力が作用する。滑動抵抗力が不足すると擁壁は前方に押し出されるよう

に滑動する。 

滑動力は主として土圧、地震時慣性力などの外力の水平分力からなり、滑動抵抗力は主として

底版下面と支持地盤の間に生じるせん断抵抗力からなる。滑動に対する安全率Fsは、式(5.3.5)に

よって求められる。 

      
H

BcV
Fs

Σ

・・μ＋Σ
＝

滑動力

滑動に対する抵抗力
＝  ·························  （5.3.5） 

      ΣV ：底版下面における全鉛直荷重（kN/m） 

      ΣH ：底版下面における全水平荷重（kN/m） 

      μ ：擁壁底版と支持地盤の間の摩擦係数 

      c ：擁壁底版と支持地盤の間の粘着力（kN/m2） 

      B ：擁壁の底版幅（m） 

安全率Fsは常時で1.5、地震時には1.2を下回ってはならない。 

安全率の値が所定の安全率を満足できない場合、原則として底版幅を変化させて安定させるも

のとする。ただし、地形条件などの制約によりやむを得ない場合は、基礎の根入れを深くし前面

土の受働土圧を考慮したり、又は突起を設けるなどを考慮しなければならないこともある。 

 

(3)転倒に対する安定 

  擁壁には躯体自重に加え、様々な力が作用する。転倒に関する安定性の検討は以下の方法によ

る。 

  図-5.3.4における、擁壁底版つま先から合力Rの作用点までの距離は、式(5.3.6)によって求め

られる。 

 

     
i

jjiior

V

bHaV

V
MM

d
Σ

・－Σ・Σ
＝

Σ

－ΣΣ
  ·································  （5.3.6） 

     ここに、 ΣMr ：擁壁底版つま先回りの抵抗モーメント（kN・m/m） 

          ΣMo ：擁壁底版つま先回りの転倒モーメント（kN・m/m） 
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          ΣV ：底版下面における全鉛直荷重（kN/m） 

          Vi ：擁壁に作用する荷重の鉛直成分（kN/m） 

          ai ：擁壁底版つま先とViの作用点との水平距離（m） 

          Hj ：擁壁に作用する荷重の水平成分（kN/m） 

          bi ：Hjの作用点の擁壁底版からの高さ（m） 

 

  図-5.3.4中に示した外力は一種類のみであるが、実際には擁壁の設置条件に応じて複数の外力

が作用する場合がある。これら外力の作用位置は外力の種類と作用位置に応じて異なる。 

 
図-5.3.4 合力作用位置の求め方 

  合力Rの作用点の底版中央からの偏心距離eは、式(5.3.7)で表される。 

     d
B

e －
２

＝  ··························································· （5.3.7) 

  転倒に対する安定条件として、常時の合力Rの作用点は、底版中央の底版幅1/3の範囲内になけ

ればならない。すなわち、偏心距離eは式(5.3.8)を満足しなければならない。 

     ６≦ /Be  ··························································· （5.3.8) 

  地震時は、底版中央の底版幅2/3以内になければならない。すなわち、偏心距離eは式(5.3.9)を

満足しなければならない。 

      3/Be  ······················································ (5.3.9) 

(4)支持地盤の支持力に対する安定 

  擁壁に作用する鉛直力は支持地盤によって支持されるが、支持地盤の支持力が不足すると底版

のつま先又はかかとが支持地盤にめり込むような変状を起こすおそれがある。 

  地盤反力度は、式(5.3.10)～式(5.3.13)より求める(図-5.3.5参照)。 

a.合力作用点が底版中央の底版幅1/3(ミドルサード)の中にある場合 

     aq
B

e
B
V

q ≦
６

１＋・
Σ

＝max 





  ·············································· （5.3.10) 

     ここに、qa：許容支持力（kN/m2） 
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図-5.3.5 地盤反力度の求め方 

     aq
B

e
B
V

q ≦
６

１－・
Σ

＝min 





  ·············································· （5.3.11) 

b.合力作用点が底版中央の底版幅1/3(ミドルサード)の外にある場合 

     aq
eB

V
q ≦

－２

Σ
・

３

４
＝max  ················································· （5.3.12) 

     qmin＝0 ····························································· （5.3.13) 

 

(5)たて壁の設計(片持ばり式擁壁) 

たて壁は、底版との結合部を固定端とする片持ばりとして設計する。部材設計において考慮す

る荷重は、常時では常時主働土圧の水平分力を、地震時では地震時主働土圧の水平分力とたて壁

自重の地震時慣性力とし、主働土圧の鉛直分力及びたて壁自重は無視してよい(図-5.3.6参照)。

この場合の壁面摩擦角δはφ/2とする。 

 

図-5.3.6 たて壁の設計断面力（AA’断面） 

引用・参考文献 

ⅰ）日本道路協会：道路土工 擁壁工指針（1999） 

ⅱ）農林水産省構造改善局：土地改良事業計画設計基準・設計「農道」（1998） 
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5.4 地震時保有水平耐力法 

5.4.1 一般事項 

地震時保有水平耐力法による耐震設計は、構造物の塑性変形を考慮し、地震による荷重を静

的に作用させて設計する。 

震度法や応答変位法は地震力算定の方法であるのに対し、地震時保有水平耐力法は地震力算

定から照査までを含めた方法である。 

レベル2地震動における橋梁・頭首工及び杭基礎に適用する。 

 

[解 説] 

震度法（固有周期を考慮しない)や震度法（固有周期を考慮する）は、構造物の弾性域の振動特

性を用いて、地震荷重を静的に作用させて設計する設計法である。これに対して、地震時保有水

平耐力法は、構造物の塑性を考慮して、地震による荷重を静的に作用させて設計する耐震計算法

である。 

すなわち、地震時保有水平耐力法は、実際に起こり得る地震力を考慮して、構造物に損傷が生

じ、破壊に至るという過程を追跡して設計する耐震計算法であり、鉄筋コンクリート橋脚の耐力

と損傷の関係を基に、耐震設計で考慮する地震と構造部材や構造物に許容される損傷度を定めて

設計するものである。 

地震時保有水平耐力法は、1995年の兵庫県南部地震による土木構造物の被害状況から、構造物

のじん性の確保の重要性が強く認識されたことにより、耐震計算法として規定されるようになっ

たものである。地震時保有水平耐力法により、大地震でも構造物が急激に破壊することなく、粘

り強く抵抗する耐震性能の高い構造物の設計が可能になった。 

(1)道路橋示方書におけるレベル2地震動の設定 

道路橋示方書のタイプⅠの地震動は、1923年の関東地震に際して、東京周辺で生じた地震動を

このタイプの地震動の例として捉え、距離減衰式等により地盤上の加速度は0.3～0.4G程度と推定

されていること、地盤にある振動が生じた場合に橋に生じる加速度は、一般には、地盤の加速度

の2～3倍程度になることを考慮し、我が国で観測された394成分の強震記録の加速度応答スペク

トルの統計解析結果を基に定めた標準加速度応答スペクトルに、固有周期ごとの減衰定数の補正

を加え、設計水平震度の標準値を定めた。 

一方、タイプⅡの地震動は、1995年の兵庫県南部地震により地盤上で観測された加速度強震記

録に基づき、地盤種別ごとに分類して定めた標準加速度応答スペクトルに、固有周期ごとの減衰

定数の補正を加え、設計水平震度の標準値を定めた。また、この標準加速度応答スペクトルは特

別に大きなピークは平滑化して求めている。 

 

(2)設計水平震度の算定方法 

設計水平震度の算定方法は、以下に示すとおりとする。 

a.橋梁、頭首工のレベル2地震動における設計水平震度 

固有周期と構造物特性補正係数を考慮する設計水平震度で、式(5.4.1)による。 

この設計水平震度は、構造系を1質点の振動系に置換し、その非線形応答をエネルギー一定則に
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よって近似的に求めた場合の設計水平震度を与えるものである。 

Khc＝Cz・CS・Khc0≧0.4 ······································· （5.4.1) 

ここに、  Khc ：地震時保有水平耐力法に用いる設計水平震度 

Cz ：地域別補正係数(表-4.2.1参照) 

CS ：構造物特性補正係数 =
1μ2

1

a

 

μa ：許容塑性率  

Khc0 ：地震時保有水平耐力法に用いる設計水平震度の標準値で、表-5.2.11

及び表-5.2.12による。 

b.杭基礎の安定性の判定でフーチングに作用させる場合の設計水平震度 

固有周期を考慮しない設計水平震度の算定方法による。 

Khg＝Cz・Khg0 ················································ (5.4.2) 

ここに、 Khg (レベル2地震動(タイプⅠ、タイプⅡ))：地盤面における設計水平震度 

Khg0(レベル2地震動(タイプⅠ))     ：地盤面における設計水平震度

の標準値で、地盤種別がⅠ種、

Ⅱ種、Ⅲ種に対して、それぞれ、

0.30、0.35、0.40とする。 

Khg0（レベル2地震動(タイプⅡ))    ：地盤面における設計水平震度

の標準値で、地盤種別がⅠ種、

Ⅱ種、Ⅲ種に対して、それぞ

れ、0.80、0.70、0.60とする。 

c.適用する構造物 

(a) 水路橋及び水管橋の鉄筋コンクリート橋脚及び頭首工の堰柱並びに杭基礎に適用する。小規

模農道橋を除く農道橋については、 新の道路橋示方書に準拠するものとしており、設計水平震

度の設定などは必ずしもここでの記載内容によらない。 

(b) 耐震設計上の地盤面より上方にある橋台、フーチング上載土及び杭基礎のフーチングのよう

に基礎全体における重量の影響が大きい構造部分の慣性力、及び地震時土圧の算出に用いる設計

水平震度を求める場合に、式(5.4.2)を適用する。 

 

(3)地震時保有水平耐力法による設計手順 

地震時保有水平耐力法による橋脚設計フローを、図-5.4.1に示す。その手順は以下のとおりとな

る。 

a.設計した断面に基づき、降伏剛性を用いた橋脚の固有周期を算定する。 

b.固有周期、許容塑性率μaを考慮して構造物特性補正係数CSを求め、式(5.4.1)により設計水平

震度Khcを算定する。 

c.設定した断面に基づき、橋脚の地震時保有水平耐力Paを算出する。 

d.式(5.4.31)により地震時保有水平耐力の照査を行う。 

Pa≧KhcW 
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ここに、Pa ：地震時保有水平耐力（kN）(式（5.4.31)参照) 

W ：等価重量（kN）(式（5.4.32)参照) 

e.次式により橋脚の残留変位δRの照査を行う。 

δRa≧δR  

ここに、δRa ：許容残留変位（m） 

δR ：地震時の残留変位（m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5.4.1 橋脚の地震時保有水平耐力法による設計フロー 

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「頭首工」（2008） 

ⅱ）日本道路協会：道路橋示方書・同解説 Ⅴ．耐震設計編（2002) 

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) 

NO

NO

橋脚の断面の設定 

降伏剛性を用いた固有周期の算定 

レベル 2 地震動の設計水平震度 Khc の算定 

 

Khc＝Cz・CS・Khc0 

ここに、 Cz ：地域別補正係数 

CS ：構造物特性補正係数 

 
ここに、μa：許容塑性率 

Khc0 ：地震時保有水平耐力法に用いる設計水平震度の標準値 

地震時保有水平耐力 Paの算出 構造諸元の変更 

残留変位 δRの算定 

START 

地震時保有水平耐力の照査

Pa≧Khc・W 

ここに、W：等価重量 

残留変位 δRの照査 

δRa≧δR 

ここに、δRa：許容残留変位 

YES

END 

YES
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5.4.2 水平耐力法による耐震計算の地震時保有基本 

レベル2地震動に対し、橋梁（農道橋、水路橋、水管橋)の橋脚及び頭首工の堰柱等、地震の

影響が支配的な構造部材は、塑性ヒンジの発生によるエネルギー吸収能力（じん性）を考慮し

た設計水平震度に相当する慣性力を用いて、地震時保有水平耐力法により耐震計算を行うもの

とする。 

特に、重要度AA種の橋に対しては、地震後の残留変位を判定しなければならない。 

[解 説] 

(1)部材の塑性化によるエネルギー吸収能力（じん性）の考慮 

規模の大きい地震が生じた場合、構造部材の強度を向上させることだけで地震に抵抗するには

限界があるため、構造部材が塑性域に入っても適切な粘りを持たせ、エネルギー吸収能力を高め

ることにより構造部材に生じる損傷を限定される範囲にとどめ、同時に構造系全体としての崩壊

を防止することが重要である。 

地震時保有水平耐力法では、図

-5.4.2に示すように、主たる塑性ヒ

ンジがどこに生じるかを想定し、主

たる塑性ヒンジにおいて確実にエ

ネルギー吸収を図り、構造物として

の安全性を確保する。このため、橋

脚基部に主たる塑性ヒンジが生じ

る場合には、基礎や支承部を橋脚基

部の水平耐力以上に設計し、設計で

想定したように橋脚基部に塑性ヒ

ンジを誘導するという橋構造物全

体系を考慮した設計法となってい

る。 

 

(2)構造物の破壊現象 

図-5.4.3は、鉄筋コンクリート橋脚模型の正負交番繰返し載荷実験を一例として、橋脚の水平

変位と損傷の進展状況を示したものである。ここで、1δyは橋脚の降伏変位の単位である。これに

よれば、鉄筋コンクリート橋脚の損傷は、ひび割れの発生、ひび割れの進展、かぶりコンクリー

トのはく離、軸方向鉄筋の座屈・破断によって 終的に破壊に至る過程をたどる。 

また、鉄筋コンクリート橋脚の水平耐力と水平変位の関係は図-5.4.4に示すようになり、弾性

状態から、軸方向鉄筋の降状により水平耐力が一定になり、その後のかぶりコンクリートのはく

離や軸方向鉄筋の座屈・破断等により水平耐力が低下するというように、損傷の進展とともに水

平抵抗が変化する。構造物に損傷が生じるということを考慮して耐震計算を行うためには、この

ような構造物の挙動（損傷の進展、水平耐力－水平変位関係）を十分把握することが重要である。 

図-5.4.2 塑性ヒンジの発生 
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図-5.4.3 鉄筋コンクリート橋脚の損傷進展の一例 

 

図-5.4.4 鉄筋コンクリート橋脚の水平耐力と水平変位の関係 

 

(3)エネルギー一定則を用いた非線形応答 

構造物の非線形域の挙動を考慮して耐震計算するためには、非線形応答を適切に求める必要が

ある。地震時の非線形応答を求める手法には動的解析法などがあるが、地震時保有水平耐力法は、

動的な現象を静的に置換えて非線形応答を求める耐震計算法であり、1質点系の振動を基本にした

エネルギー一定則を用いて弾性地震応答から非線形地震応答を求める。 

地震時保有水平耐力法による耐震計算では、図-5.4.2に示すように、橋脚基部に主たる塑性ヒ

ンジが生じ、これに伴う長周期化と安定したエネルギー吸収の増大を前提として非線形応答に基

づく弾性地震力の低減効果を見込んでいる。 

式(5.4.1)による設計水平震度は、1基の下部構造とそれが支持する上部構造部分を単位とする

構造系を1質点の振動系に置換し、その非線形応答をエネルギー一定則によって近似的に求めたも

のである。 

ここで、エネルギー一定則とは、弾塑性復元力特性を有する1質点系構造物が地震動を受けた場

合には、弾塑性応答と弾性応答の両者の入力エネルギーがほぼ同量となるという考え方に基づく

近似的な解析法である。すなわち、上部構造の慣性力の作用位置において橋脚に水平荷重を作用

させた場合に、その位置における水平変位δ－水平力Pの関係は、図-5.4.5のように簡略化して表

すことができる。橋脚基部が塑性域に入った場合には、△0ABと□0CDEの面積が等しくなるよう

に弾塑性応答が生じるというものである。したがって、塑性域に入っても橋脚の水平耐力が急激

に減少することなく変形できる領域が大きければ、塑性域に入る水平力Pyは小さくてもよいこと

になる。 

1基の下部構造とそれが支持する上部構造部分を単位とする構造系を1自由度とみなすためには、
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式(5.4.1)に用いる許容塑性率はこの構造系全体の許容塑性率である必要があるが、ここでは主た

る塑性化が橋脚基部に生じると想定して、式(5.4.1)の許容塑性率として橋脚躯体の許容塑性率を

用いる。 

 

図-5.4.5 橋脚の弾塑性応答変位 

 

(4)地震時保有水平耐力法による設計フロー 

図-5.4.1をより詳細にした地震時保有水平耐力法による設計フローを、図-5.4.6に示す。 
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図-5.4.6 地震時保有水平耐力法による設計フロー 

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「頭首工」（2008） 

ⅱ）日本道路協会：道路橋示方書・同解説 Ⅴ．耐震設計編（2002) 

ⅲ）総合土木研究所：基礎工 1997 Vol.25 No.3 (1997) 

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)  

NO 

断面の設定 

部材の耐力、降伏剛性の算定 

(1) コンクリート及び鉄筋の応力度－ひずみ曲線

(2) 曲げモーメントと曲率の関係 

(3) 水平耐力、水平変位、降伏剛性の算定 

固有周期の算定 

(降伏剛性、地盤ばねを考慮)

せん断耐力 PSの算出 終局水平耐力 Pu の算出 

YES 

せん断耐力 PS0の算出 

YES 

NO 

曲げ破壊型 

Pa＝Pu 

 

曲げ損傷から 

せん断破壊移行型 

Pa＝Pu 

μa＝1.0 

せん断破壊型 

Pa＝PS0 

μa＝1.0 

設計水平震度、 

慣性力の算出 

許容値の算出（地震時 

保有水平耐力、許容変位) 断面力、変位の算出 

NO 

YES 

落橋防止システムの設計 

START 

破壊形態の判定 

Pu≦PS 

照 査

Pu≦PS0 

END 
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5.4.3 応力度－ひずみ曲線 

(1)コンクリートの応力度－ひずみ曲線 

コンクリートの応力度－ひずみ曲線は、図-5.4.7に基づき式(5.4.3)により算出する。 
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ここに、 σc ：コンクリート応力度(N/mm2) 

σcc ：横拘束筋で拘束されたコンクリートの強度(N/mm2) 

σck ：コンクリートの設計基準強度（N/mm2) 

εc ：コンクリートのひずみ 

εcc ：コンクリートが 大圧縮力に達する時のひずみ 

εcu ：横拘束筋で拘束されたコンクリートの終局ひずみ 

Ec ：コンクリートのヤング係数（N/mm2) 

Edes ：下降勾配（N/mm2) 

ρs ：横拘束筋の体積比 

Ah ：横拘束筋1本当たりの断面積（mm2) 

s ：横拘束筋の間隔（mm) 

d ：横拘束筋の有効長（mm)で、帯鉄筋や中間帯鉄筋により分割

拘束される内部コンクリートの辺長のうち も長い値とす

る。 

σsy ：横拘束筋の降伏点（N/mm2) 

α、β ：断面補正係数で、円形断面の場合にはα＝1.0、β＝1.0、矩

形断面、中空円形断面及び中空矩形断面ではα＝0.2、β＝

0.4とする。 

n ：式(5.4.4)で定義する定数 
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図-5.4.7 コンクリートの応力度－ひずみ曲線 

 

(2)鉄筋の応力度－ひずみ曲線 

鉄筋の応力度－ひずみ曲線は、図-5.4.8に示すとおりである。 

 

図-5.4.8 鉄筋の応力度－ひずみ曲線 

 

[解 説] 

躯体の降伏水平耐力Py、終局水平耐力Pu及び降伏変位δy、終局変位δuを求めるのに必要なコン

クリート及び鉄筋の応力度－ひずみ曲線並びに曲げモーメントと曲率の関係(｢5.4.4 曲げモー

メントと曲率の関係」参照)を求める。 

(1) 曲げ破壊型の鉄筋コンクリート橋脚の水平力と水平変位の関係を算出する際に用いるコンク

リートの応力度－ひずみ関係式としては、式(5.4.3)、式(5.4.4)のように、横拘束効果を見込ん

だ式を用いる。 

ここに、横拘束筋とは、軸方向鉄筋を取り囲む帯鉄筋と部材断面中に配筋される中間帯鉄筋か

ら構成される。ここでは、帯鉄筋や中間帯鉄筋により横拘束されたコンクリートの応力度－ひず

み関係を評価することから横拘束筋と呼んでいる。 

(2) 鉄筋の降伏ひずみεsyは、降伏点σsyをヤング係数Esによって除して求めるものとする。 

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「頭首工」（2008） 

ⅱ）日本道路協会：道路橋示方書・同解説 ⅴ．耐震設計編（2002) 
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5.4.4 曲げモーメントと曲率の関係 

ひび割れ限界の曲げモーメントMc及び曲率φcは、式(5.4.10)及び式(5.4.11)により算出す

るものとする。 

      Mc＝Wi(σbt＋Ni/Ai） ········································· (5.4.10) 

      φc＝Mc/EcIi ················································· (5.4.11) 

ここに、 Mc ：ひび割れ曲げモーメント（N・mm) 

φc ：ひび割れ曲率（mm-1) 

Wi ：上部構造の慣性力の作用位置から数えてi番目の断面における

軸方向鉄筋を考慮した部材の断面係数（mm3) 

σbt ：コンクリートの曲げ引張強度（N/mm2) 

    σbt＝0.23σck
2/3 ······························ (5.4.12) 

σck ：コンクリートの設計基準強度（N/mm2) 

Ni ：上下部構造の重量により上部構造の慣性力の作用位置から数

えてi番目の断面に作用する軸力（N) 

Ai ：上部構造の慣性力の作用位置から数えてi番目の断面におけ

る軸方向鉄筋を考慮した部材の断面積（mm2) 

Ec ：コンクリートのヤング係数（N/mm2) 

Ii ：上部構造の慣性力の作用位置から数えてi番目の断面におけ

る軸方向鉄筋を考慮した部材の断面二次モーメント（mm4) 

 

[解 説] 

(1)i番目の断面に作用する軸力Ni及び曲げモーメントMi 

中立軸は収束計算により、下記の式(5.4.13)を満足する位置として求める。断面内の分割数は

50分割程度とする。 

      



n

j
sjsj

n

j
cjcji AAN

11
  ······································· (5.4.13) 

      ここに、σcj、σsj ：j番目の微小要素内のコンクリート及び鉄筋の応力度 

（N/mm2) 

ΔAcj、ΔAsj：j番目の微小要素内のコンクリート及び鉄筋の断面積（mm2) 

曲げモーメントMi及びその曲率φiは、式(5.4.14)及び式(5.4.15)により求める。 

      



n

j
sjjsj

n

j
cjjcji AxAxM

11
  ··································· (5.4.14) 

      00 x/ci    ··················································· (5.4.15) 

ここに、 Mi ：上部構造の慣性力の作用位置から数えてi番目の断面に作用する曲

げモーメント（N・mm) 

φi ：上部構造の慣性力の作用位置から数えて i番目の断面の曲率
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（mm-1) 

xj : j番目の各微小要素内のコンクリート又は鉄筋から断面の図心位置

までの距離（mm) 

εc0 ：コンクリートの圧縮縁ひずみ 

x0 ：コンクリートの圧縮縁から中立軸までの距離（mm) 

 

(2)初期降伏及び終局限界時の曲げモーメントMy0、Mu並びに曲率φy0、φu 

断面の も外側に配置された軸方向引張鉄筋に生じるひずみが降伏ひずみεsyに達したときの曲

げモーメント及び曲率を求め、これらを初期降伏モーメントMy0、初期降伏曲率φy0とする。また、

外縁の軸方向圧縮鉄筋位置におけるコンクリートのひずみが終局ひずみεcuに達した時の曲げモ

ーメントと曲率を、それぞれ終局曲げモーメンMu、終局曲率φuとする。 

曲げモーメントMと曲率φの関係は、完全弾塑性形のバイリニアモデルとして図-5.4.9のように

示すことができる。このM－φ関係からエネルギー定則を用いて弾性応答値から、弾塑性応答値（曲

率)を算定することができる。 

 
図-5.4.9 曲げモーメントと曲率の関係（バイリニアモデル) 

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「頭首工」（2008） 

ⅱ）日本道路協会道路橋示方書・同解説 Ⅴ．耐震設計編（2002) 
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5.4.5 水平耐力、水平変位及び降伏剛性 

単柱式鉄筋コンクリート橋脚のひび割れ水平耐力Pc、降伏水平耐力Py及び終局水平耐力

Pu並びに降伏変位δy及び終局変位δuは、タイプⅠ及びタイプⅡの地震動それぞれに対して、以下に

より算出するものとする。 

(1)ひび割れ水平耐力Pc 

ひび割れ水平耐力Pcは、式(5.4.16)により算出するものとする。 

      
h

M
P c

c   ··················································· (5.4.16) 

ここに、 Mc ：部材基部断面のひび割れ曲げモーメント（N・mm) 

h ：部材基部から上部構造の慣性力の作用位置までの距離（mm) 

ただし、hは単柱式橋脚の場合。 

(2)降伏水平耐力Py及び降伏変位δy 

降伏水平耐力及び降伏変位は、それぞれ、式(5.4.17)及び式(5.4.18)により算出する。 

      
h

M
P u

y   ···················································· (5.4.17) 

      
0

0
y

y

u
y M

M    ················································ (5.4.18) 

ここに、 δy0 ：橋脚基部断面の 外縁にある軸方向引張鉄筋が降伏するとき

の水平変位（以下「初期降伏変位」という。)（mm) 

Mu ：橋脚基部断面の終局曲げモーメント（N・mm) 

My0 ：橋脚基部の断面の 外縁にある軸方向引張鉄筋が降伏すると

きの曲げモーメント（N・mm) 

降伏限界は、完全弾塑性型骨格曲線における弾性限界とする。 

 

(3)終局水平耐力Pu及び終局変位δu 

終局水平耐力及び終局変位は損傷断面に生じる塑性ヒンジを考慮して、それぞれ、式

(5.4.19)及び式(5.4.20)により算出する。 

      
h

M
P u

u   ···················································· (5.4.19) 

         2/LhL ppyuyu    ··································· (5.4.20) 

ここに、 h ：部材基部から上部構造の慣性力の作用位置までの距離（mm) 

Lp ：塑性ヒンジ長（mm)で、式(5.4.21)により算出する。 

Lp＝0.2h－0.1D ····················································· (5.4.21) 

D ：断面高さ（mm）（円形断面の時は直径、矩形断面の時は解析

方向に対する断面寸法) 

φy ：橋脚基部断面における降伏曲率（mm－1) 

φu ：橋脚基部断面における終局曲率（mm－1) 

終局限界は、軸方向圧縮鉄筋位置においてコンクリートのひずみが終局ひずみに達する時とする。 
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(4)水平力－水平変位の骨格曲線 

水平力－水平変位の骨格曲線は、単柱式鉄筋コンクリート橋脚の水平力－水平変位関係をモ

デル化した図-5.4.10に示す完全弾塑性型とする。 

 

図-5.4.10 単柱式鉄筋コンクリート橋脚の水平力－水平変位関係のモデル化 

(5)降伏剛性Ky 

降伏剛性は、式(5.4.22)により求める。 

      
y

y
y

P
K


  ·················································· (5.4.22) 

 

[解 説] 

初期降伏変位δy0は、式(5.4.23)により算出してもよい。 

       ydyy  0  

          2≒ /yyy i

m

i
iiii 




1
11  ····································· (5.4.23) 

骨格曲線における降伏曲率φy（mm－1)は、式(5.4.24)により算出するものとする。 

      0y

0yM
M u

y    ···················································· (5.4.24) 

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「頭首工」（2008） 

ⅱ）日本道路協会道路橋示方書・同解説 Ⅴ．耐震設計編（2002) 
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5.4.6 せん断耐力 

せん断耐力は、式(5.4.25)により算出するものとする。 

     Ps＝Sc＋Ss ·················································· (5.4.25) 

     Sc＝cccecptτcbd ·············································· (5.4.26) 

     
 

a

dA
S syw

s
1.15

cossin  
  ······································ (5.4.27) 

ここに、 Ps ：せん断耐力（N） 

Sc ：コンクリートが負担するせん断耐力（N） 

τc ：コンクリートが負担できる平均せん断応力度（N/mm2)で、 

表-5.4.1の値とする。 

表-5.4.1 コンクリートが負担できる平均せん断応力度τc（N/mm2) 

コンクリートの設計基準強度σck（N/mm2) 21 24 27 30 40 

コンクリートが負担できる平均せん断応力度τc（N/mm2) 0.33 0.35 0.36 0.37 0.41

Cc ：荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数で、 

表-5.4.2の値とする。 

表-5.4.2 地震動のタイプ別補正係数Cc

地震動 補正係数 

タイプⅠ 0.6 

タイプⅡ 0.8 

Ce ：橋脚断面の有効高dに関する補正係数で、表-5.4.3の値とする。

表-5.4.3 部材断面の有効高dに関する補正係数Ce 

有効高（mm) 1000以下 3000 5000 10000以上 

Ce 1.0 0.7 0.6 0.5 

Cpt ：軸方向引張鉄筋比ptに関する補正係数で、表-5.4.4の値とする。

表-5.4.4 軸方向引張鉄筋比ptに関する補正係数Cpt 

軸方向引張鉄筋比（％） 0.2 0.3 0.5 1.0以上 

Cpt 0.9 1.0 1.2 1.5 

b ：せん断耐力を算定する方向に直角な方向の橋脚断面の幅（mm)

d ：せん断耐力を算定する方向に平行な方向の橋脚断面の有効高 

（mm) 

pt ：軸方向引張鉄筋比で、中立軸よりも引張側にある主鉄筋の断面

積の総和をb・dで除した値（％） 

Ss ：帯鉄筋が負担するせん断耐力（N） 

Aw ：間隔a及び角度θで配筋される帯鉄筋の断面積（mm2) 

σsy ：帯鉄筋の降伏点（N/mm2) 

θ ：帯鉄筋と鉛直軸とのなす角度(°) 

a ：帯鉄筋の間隔（mm) 
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[解 説] 

部材のせん断耐力は、コンクリートが負担する部分と帯鉄筋が負担する部分に分けてせん断耐

力を算出するもので、コンクリートが負担するせん断耐力はコンクリートが負担できる平均せん

断応力度から、また、帯鉄筋が負担するせん断耐力は帯鉄筋の降伏点から求めるものである。 

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「頭首工」（2008） 

ⅱ）日本道路協会：道路橋示方書・同解説 Ⅴ．耐震設計編 (2002) 

5.4.7 破壊形態の判定 

鉄筋コンクリート橋脚の破壊形態は、式(5.4.28)により判定するものとする。 

Pu≦Ps ：曲げ破壊型 

Ps＜Pu≦Ps0 ：曲げ損傷からせん断破壊移行型  ·················· (5.4.28) 

Ps0＜Pu ：せん断破壊型 

ここに、 Pu ：5.4.5に規定する鉄筋コンクリート橋脚の終局水平耐力（N） 

Ps ：5.4.6に規定する鉄筋コンクリート橋脚のせん断耐力（N） 

Ps0 ：5.4.6に規定する正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数を

1.0として算出される鉄筋コンクリート部材のせん断耐力（N） 

[解 説] 

鉄筋コンクリート橋脚の破壊形態は、5.4.5で算定する終局水平耐力と、5.4.6で算定するせん

断耐力の大小関係から、曲げ破壊型、曲げ損傷からせん断破壊移行型、せん断破壊型の3種類に分

類することとした。破壊形態により地震時保有水平耐力（「5.4.8 地震時保有水平耐力」参照)

及び許容塑性率（「5.4.9 許容塑性率」参照)を求める。 

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「頭首工」（2008） 

ⅱ）日本道路協会：道路橋示方書・同解説 Ⅴ．耐震設計編 (2002) 

5.4.8 地震時保有水平耐力 

地震時保有水平耐力Paは、式(5.4.29)により算出するものとする。 

Pu（曲げ破壊型)(ただし、Pc＜Pu) 

Pa＝ Pu（曲げ損傷型からせん断破壊移行型) ···················· (5.4.29) 

Ps0（せん断破壊型) 

ここに、 Pa ：鉄筋コンクリート橋脚の地震時保有水平耐力（N） 

Pc ：5.4.5に規定する鉄筋コンクリート橋脚のひび割れ水平耐力（N） 

 

[解 説] 

地震時保有水平耐力Paは、破壊形態に応じて算出する。 

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（2002) 
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5.4.9 許容塑性率 

許容塑性率μaは、以下により算出するものとする。 

(1)曲げ破壊型 

式(5.4.30)により算出するものとする。 

      
y

yu
a 





 1  ·············································· (5.4.30) 

ここに、μa ：鉄筋コンクリート橋脚の許容塑性率 

δu ：5.4.5に規定する鉄筋コンクリート橋脚の終局変位（mm) 

δy ：5.4.5に規定する鉄筋コンクリート橋脚の降伏変位（mm) 

α ：安全係数で、表-5.4.5による。 

表-5.4.5 曲げ破壊型と判定された鉄筋コンクリート橋脚の許容塑性率を算出する場合の安全係数 

照査する耐震性能 

タイプⅠの地震動に対する許容 

塑性率の算出に用いる安全係数 

α 

タイプⅡの地震動に対する許容 

塑性率の算出に用いる安全係数 

α 

限定された範囲にとどめる 3.0 1.5 

致命的な損害を防止する 2.4 1.2 

 

(2)曲げ損傷からせん断破壊移行型、せん断破壊型 

許容塑性率は1.0とする。 

 

[解 説] 

許容塑性率は地震時保有水平耐力と同様、破壊形態に応じて求める。曲げ破壊型の場合は安全

係数を考慮し求める。 

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「頭首工」（2008） 

ⅱ）日本道路協会：道路橋示方書・同解説 Ⅴ．耐震設計編 (2002) 
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5.4.10 地震時保有水平耐力法による安全性の判定 

(1)地震時保有水平耐力の照査 

橋脚に対しては、式(5.4.31)を満足するように耐震設計を行う。 

Pa≧KhcW ················································· (5.4.31) 

ここに、 Pa ：鉄筋コンクリート橋脚の地震時保有水平耐力（N） 

Khc ：レベル2地震動の設計水平震度 

W ：地震時保有水平耐力法に用いる等価重量(N)で、以下により算

出する。 

W＝WU＋CPWP ····························· (5.4.32) 

cp ：等価重量算出係数で、表-5.4.6による。 

表-5.4.6 等価重量算出係数 

曲げ破壊型又は 

曲げ損傷からせん断破壊移行型 
せん断破壊型 

0.5 1.0 

WU ：当該橋脚が支持している上部構造部分の重量（N） 

WP ：橋脚の重量（N） 

(2)橋脚の残留変位の照査 

重要度AA種の橋梁に対しては、式(5.4.33)により地震後の残留変位を判定する。 

δR≦δRa ··················································· (5.4.33) 

ここに、δR ：橋脚の残留変位（mm)で、式(5.4.34)により算出する。 

δR=cR(μr－1)(1－γ)δy ························· (5.4.34) 

δRa ：橋脚の許容残留変位(mm)で、原則として橋脚下端から上部構

造の慣性力の作用位置までの高さの1/100とする。 

cR ：残留変位補正係数で、鉄筋コンクリート橋脚では0.6とする。 

μr ：橋脚の 大応答塑性率で、式(5.4.35)により算出する。 

              



















 1
・・

2

1
2

a

0hcz
r

P
WKC  ·················· (5.4.35) 

r ：橋脚の降伏剛性に対する降伏後の二次剛性の比で、鉄筋コンク

リート橋脚では0とする。 

δy ：橋脚の降伏変位（mm) 

Cz ：4.2.1に規定する地域別補正係数 

Khc0 ：5.2.5に規定するレベル2地震動の設計水平震度の標準値 

 

[解 説] 

(1)地震時保有水平耐力の照査 

式(5.4.31)は、地震時保有水平耐力法では、「当該部材の地震時保有水平耐力が設計水平震度
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に構造物の等価重量を乗じて求められる地震力を上回るように設計する」ことを意味している。 

橋脚の慣性力を求める際の等価重量算出係数は、曲げ破壊型か、曲げ損傷からせん断破壊移行

型か、又はせん断破壊型かに応じて表-5.4.6の値を用いる。 

曲げ破壊型と判定された場合は、橋脚躯体の等価重量を橋脚躯体重量の1/2としているが、これ

は上部構造の慣性力の作用位置に等価重量を作用させた場合の曲げモーメントと橋脚躯体に等分

布に慣性力を作用させた場合の曲げモーメントが躯体基部で等しくなるようにしたためである。 

 

(2)残留変位の照査 

重要度AA種の橋梁（水路橋、水管橋)及び頭首工については、式(5.4.33)により、地震後の残

留変位を照査する。 

残留変位の照査の目的は、橋脚の非線形域において大きなじん性を許容する設計を行えば、そ

れに応じた非線形（塑性)応答変位が生じることにより、地震後に大きな残留変位が生じるためで

ある。残留変位が過大になると、復旧工事が困難になることから、過度のじん性に頼った設計は

避けなければならない。 

a.応答残留変位 

残留変位の照査は式(5.4.33)を用いて行う。 

b.許容残留変位 

許容残留変位は、原則として橋脚下部から上部構造の慣性力の作用位置までの高さの1/100、す

なわち橋脚の回転角として1/100(rad)とする。 

以上の説明は、一本柱形式のRC橋脚に対する地震時保有水平耐力法の設計概念である。ラ

ーメン橋脚やラーメン橋等の不静定構造の橋に対しても、可能な限り一本柱の手法に準じた形の

地震時保有水平耐力法が開発されており、｢5.4.11 部材の非線形性を考慮した静的増分解析

（プッシュオーバー解析)の流れ」で概説する。 

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「頭首工」（2008） 

ⅱ）日本道路協会：道路橋示方書・同解説 Ⅴ．耐震設計編 (2002) 

 

5.4.11 部材の非線形性を考慮した静的増分解析（プッシュオーバー解析)の流れ 

レベル2地震動では、構造物の塑性域における部材の非線形性を考慮して、終局時の断面力

（構造計算)と断面耐力を適切に把握し、部材の安全性を照査する必要がある。特に複数の塑

性ヒンジが発生する不静定構造物については、静的増分解析（プッシュオーバー解析)を行い、

その崩壊メカニズムを把握する場合もある。 

 

[解 説] 

断面力の計算は部材の非線形性を考慮しなければならないが、エネルギー一定則が成立する場

合は、弾性（線形)骨組計算でよい。しかし、暗渠（ボックスカルバート)、ラーメン橋脚、ラー

メン橋、ポンプ場（吸込水槽）及び杭基礎（ラーメン構造）は不静定構造物となり、プッシュオ

ーバー解析（増分解析)を実施して、塑性ヒンジの発生状況など、崩壊メカニズムを追跡して設計

することを原則とする。不静定構造物の計算についてラーメン橋脚を例にとり、地震時保有水平
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耐力法に基づく断面耐力の算定法及び断面力の算定や計算の流れを示す。 

なお、ラーメン橋は、「道路橋示方書 Ⅴ耐震設計編」では、レベル2地震動に対して、動的

解析法を適用することになっている。しかし、静的解析制御法であるプッシュオーバー解析は、

不静定構造物の崩壊に至るまでのプロセスと構造系全体の 終耐力の確認、さらに作用地震力に

対する応答変位の照査の点から、他の構造物と同様、非常に有効な方法である。 

(1)崩壊メカニズムと静的増分解析（プッシュオーバー解析) 

a. ラーメン橋脚は、地震荷重を受けた場合、橋脚基部以外に橋脚上部に塑性化が発生すること

から、塑性ヒンジの発生予想箇所に塑性回転ばねを用い、またその他の箇所のはり要素、柱要素

については線形要素を用いて、橋梁系全体の塑性ヒンジの発生荷重、耐力や塑性変位の照査を行

う必要がある。ラーメン橋を骨組構造モデルで表し、変位を増加させた静的増分解析（プッシュ

オーバー解析)が一般的である。 

 

図-5.4.11 プッシュオーバー解析のモデル例（ラーメン橋) 

b. ラーメン橋脚やラーメン橋、暗渠（ボックスカルバート)、さらにポンプ場（吸込水槽)、杭

基礎などの不静定構造物が大規模な地震動を受ける場合、構造物の各部材に順次複数の塑性ヒン

ジが発生するが、一本柱のように塑性ヒンジが発生し、すぐに崩壊することはない。したがって、

このような不静定構造物については、構造物全体系の崩壊メカニズムを追跡して、構造物全体系

の耐力を把握し設計する必要がある。 

このような現象を考慮した構造計算法として、静的増分解析（プッシュオーバー解析)が適用さ

れることが多い。 

ここで下図のようなラーメン橋脚を例に、塑性ヒンジの特定及び終局水平耐力の算定の方法を

簡単に説明する。 

ラーメン橋脚にAからFまでの6個の塑性ヒンジを設定し、上部構造の慣性力の作用位置に水平

力を静的に漸増させると、水平力－水平変位の関係が得られる。この結果、6箇所の塑性回転ばね

のうちD、C、A、Fと順次降伏が生じ、4個の塑性ヒンジが生じていることがわかる。このときの

水平力の 大値を終局水平耐力Puとするものである。 

 

図-5.4.12 上部構造の慣性力の作用位置における水平力P-水平変位δの関係 
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このように、静的増分解析は、構造物を骨組構造モデルで表し、変位若しくは荷重を漸次増加

させて各部材の降伏や破壊（塑性モデルの発生)を逐次追跡して、構造物全体系の崩壊へ至るプロ

セスを表現する静的解析法である。地震時保有水平耐力法、限界状態設計法の両方に適用される。 

(2)静的増分解析（プッシュオーバー解析)の流れ（ラーメン橋脚) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5.4.13 静的増分解析（プッシュオーバー解析)の流れ（ラーメン橋脚) 

 

(3)終局水平耐力 

図-5.4.13で示すように、コンクリートの応力度－ひずみ曲線、鉄筋の応力度－ひずみ曲線を計

算し、非線形解析を行う。帯鉄筋による横拘束効果を見込んだ応力度－ひずみ曲線を使用する。 

水平力 P－水平変位 δ（増分解析) 

(1) 降伏状態の判定 

(2) 塑性ヒンジ発生後の骨組モデル 

(3) 終局変位 δの計算 

(4) 構造系全体の水平力 P－水平変位 δの 

関係 

せん断耐力の計算 

安全性の照査 

(1) 破壊形態の判定 

(2) 安全性の照査 

・水平耐力 Pa≧Khc・W 

・残留変位 δR≦δRa 

NO

YES 

OK 

END 

A 

B

断面形状の変更

配筋の変更 

震度法による設計で決定した橋脚躯体形状を

初期値として設定 

応力度一ひずみ曲線の計算 

(1) コンクリートの応力度－ひずみ曲線 

(2) 鉄筋の応力度－ひずみ曲線 

断面耐力（曲げ耐力)の計算 

(1) 引張鉄筋降伏時      ：My－φy 

(2) コンクリート終局時  ：Mu－φu 

① コンクリート部分の分割 

② 鉄筋部分の分割 

③ 応力度の算定 

・ コンクリート 

・ 鉄筋 

④ 断面の曲げ耐力の算定 

初期剛性の計算 

(1) 降伏剛性の算出箇所（塑性ヒンジの設定)

(2) 初期剛性の計算 

固有周期の計算 

(1) 骨組モデルの設定 

(2) 部材剛性 

(3) 荷重 

（上部工死荷重反力、橋脚自重及び 

基礎自重) 

(4) 水平変位 δの計算 

軸力－終局曲げモーメント相関曲線

(1) N－Mu の計算 

(2) N－Mu 相関曲線の作成 

START 

B 

A 
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コンクリートは、図-5.4.7に基づき、式(5.4.3)～式(5.4.9)によって算出する。鉄筋は図-5.4.8

に示すとおりである。なお、部材の曲げモーメント－曲率関係により復元力特性を定義した簡便

な骨組モデルによっても、実用上は十分な精度で鉄筋コンクリートラーメン橋脚の地震時保有水

平耐力及び許容塑性率を算定することができる。 

(4)面耐力の算定 

断面の曲げ耐力はコンクリート部分及び鉄筋部分を適切に分割して求めた応力度－ひずみ関係式

を用いた水平力と水平変位の関係により求める。 

以下に断面の曲げ耐力を求める計算の概要を述べる。曲げ耐力は軸力Nを受ける場合を想定して

N－M関係を考慮した条件で計算する。 

a.コンクリート部分の分割 

断面をn等分した細片に分割して計算する。 

(a)矩形断面 

 

図-5.4.14 矩形断面の耐力算定用分割 

      
n

H
l   ······················································ (5.4.36) 

      BlAi ・  （i＝1、2、3…n） ······························· (5.4.37) 

       
2

・
l

liYci

  1  （i＝1、2、3…n） ························· (5.4.38) 

ここに、B ：断面幅（cm） 

H ：断面高（cm） 

n ：コンクリート断面の分割数 

Δl ：コンクリート断面の細片の長さ（cm） 

ΔAi ：    〃          の断面積（cm2） 

Yci ：圧縮縁からコンクリート細片図心までの距離（cm） 
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(b)円形断面 

 

図-5.4.15 円形断面の耐力算定用分割 

      
n

R
l

・2
  ···················································· (5.4.39) 

       
2

・
l

liYci

  1  （i＝1、2、3…n） ························· (5.4.40) 

       22・2 RYRb cii   （i＝1、2、3…n） ······················ (5.4.41) 

ΔAi＝Δl・Δbi （i＝1、2、3…n) ····························· (5.4.42) 

ここに、 R ：コンクリート断面の半径（cm） 

 n ：コンクリート断面の分割数 

 Δl ：コンクリート断面の細片の高さ（cm） 

 Δbi ：     〃     の幅（cm） 

 ΔAi ：     〃     の断面積（cm2） 

 Yci ：圧縮縁からコンクリート細片までの距離（cm） 

b.軸方向主鉄筋 

(a)矩形断面 

 

図-5.4.16 軸方向主鉄筋（矩形断面) 

ここに、 B ：断面幅（cm） 

H ：断面高（cm） 

dｉ ：圧縮縁から鉄筋図心までの距離（cm） 

Asi ：鉄筋量（cm2）(i＝1、2、3…nd) 

nd ：鉄筋の配置段数 

軸方向鉄筋は、主鉄筋と側鉄筋に分けて考える。 
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主鉄筋は、圧縮鉄筋、引張鉄筋にそれぞれ圧縮縁からの距離と、その位置での鉄筋量を与える。 

(b)円形断面 

円形断面は、円周上に均等に分布する帯状の鉄筋として扱い、円周上を等分割した細片として計

算する。 

 

図-5.4.17 円形断面の鉄筋 

      
sn

 2
  ····················································· (5.4.43) 

      
s

s
si n

A
A   ···················································· (5.4.44) 

         issssi RRRRY cos・  ·································· (5.4.45) 

       
2

・
  1ii  （i＝1、2、3…n） ························· (5.4.46) 

ここに、 Δθ ：分割角度（rad） 

As ：全鉄筋量（cm2） 

ΔAsi ：全鉄筋細片の断面積（cm2） 

Ysi ：圧縮縁から細片図心までの距離（cm） 

ns ：分割数 

Rs ：円形断面中心から円周上に均等に分布する鉄筋までの距離（cm） 

θi ：圧縮縁から直角に引いた円形断面中心線からi番目の細片の円形 

断面中心線からの角度(°) 

c．側鉄筋 

側鉄筋は、均等に分布する帯状の鉄筋として扱う。 

コンクリートの分割長Δlになる分割数を決定し、側鉄筋を細片に分割する。 

 

図-5.4.18 側鉄筋 
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l

SSH
n Lu

s 


  ··············································· (5.4.47) 

      
s

Lu
s n

SSH
l


  ·············································· (5.4.48) 

       
Lu

s
srslss SSH

l
AAA




 ・  ···································· (5.4.49) 

       
2

・ s
suci

l
liSY

  1  （i＝1、2、3…ns） ···················· (5.4.50) 

 

ここに、 B ：断面幅（cm） 

           H ：断面高（cm） 

           Su ：断面圧縮側の鉄筋無効長（cm） 

           SL ：断面引張側の鉄筋無効長（cm） 

           Asl ：左側鉄筋の全鉄筋量（cm2） 

              
Lu

sl

SSH

A


の鉄筋量が（H－ Su－ SL）の幅に均等に分布してい

るものとする。 

           Asr ：右側鉄筋の全鉄筋量（cm2） 

              
Lu

sr

SSH 
 の鉄筋量が（H－ Su－ SL）の幅に均等に分布してい

るものとする。 

           Δl ：コンクリート分割長（cm） 

           ns ：側鉄筋の分割数 

           Δls ：  〃  分割長（cm） 

           ΔAss ：  〃  細片の断面積（cm2） 

           Yci ：圧縮縁からコンクリート細片までの距離（cm） 

d．応力度 

(a)コンクリート 

コンクリートの各細片位置でのひずみを与えて、σ－ε曲線より応力度分布を求める。 

 

図-5.4.19 応力度分布 
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(b)主鉄筋 

軸方向主鉄筋位置でのひずみεsiを与えて、主鉄筋のσ－ε曲線より応力度σsiを求める。 

 

図-5.4.20 応力度σsi 

(c)側鉄筋 

側鉄筋の各細片位置でのひずみεssiを与えて、主鉄筋のσ－ε曲線より応力度σssiを求める。 

 

図-5.4.21 応力度σssi 

e.断面の曲げ耐力 

(a)コンクリートの圧縮力C 

      ci

n

i
iAC 




1
・ （N） ··········································· (5.4.51) 

ここに、 ΔAi ：細片の面積（mm2） 

     σci ：細片の中心でのコンクリートの応力度（N/mm2） 

     n ：コンクリート断面の分割数 

(b)軸方向主鉄筋T1 

      



nd

1i
sisi1 AT ・ （N） ·········································· (5.4.52) 

ここに、 Asi ：各段の主鉄筋の断面積（mm2） 

           σsi ：  〃  の応力度（N/mm2） 

           nd ：主鉄筋の配置段数 

(c)側鉄筋T2 

      



ns

1i
ssiss2 AT ・Δ （N） ········································· (5.4.53) 

ここに、 ΔAss ：細片の面積（mm2） 

           σssi ：細片の中心での応力度（N/mm2） 

           ns ：側鉄筋の分割数 
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(d)断面耐力 

作用軸力Nと内力C+T1+T2がつり合う中立軸Xを求めれば、曲げ耐力Myは、 

N＝C＋T1＋T2 ················································ (5.4.54) 

           



sd n

1i
ssi0ssisssi0

n

1i
sisi

n

1i
ci0ciiy YYAYYAYYAM ・・・  ···· (5.4.55) 

より求まる。 

 

図-5.4.22 終局曲げ耐力 

f.せん断耐力Psの計算 

終局水平耐力時に各塑性ヒンジ点に発生するせん断力と各塑性ヒンジ点でのせん断耐力を求める。 

せん断耐力は次式により求めるが、詳細は「5.4.6せん断耐力」を参照する。 

Ps＝Sc＋Ss ·················································· (5.4.56) 

ここに、 Sc ：コンクリートが負担するせん断耐力（N） 

           Ss ：帯鉄筋が負担するせん断耐力（N） 

      Sc＝cc・ce・cpt・τc・ｂ・d ···································· (5.4.57) 

      
 

a

dA
S syw

s
1.15

cossin・・  
  ···································· (5.4.58) 

表-5.4.1～表-5.4.4を用いるに当たって、コンクリートの設計基準強度、断面の有効高、軸方

向引張鉄筋比が表に示した値の中間にある場合は、線形補間によってτc、ce、cptを求めてよい。 

(a)有効高dの取り方 

部材断面の有効高dの取り方を、矩形断面、円形断面及び中空矩形断面の場合について、図- 

5.4.23、図-5.4.24に示す。矩形断面では、有効高は圧縮縁から側方鉄筋を無視した引張鉄筋の重

心位置までの距離とする。円形断面では、円形断面を面積の等しい正方形断面に置き換え、置き

換えられた正方形断面の圧縮縁から、引張鉄筋の重心位置までの距離を有効高とする。なお、円

形断面での幅の取り方としては面積の等しい正方形断面の幅とする。 

ア．矩形断面での有効高d 

 

図-5.4.23 有効高 
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イ．円形断面での有効高d及び有効幅ｂ 

鉄筋は全鉄筋量、Asが円周上に均一に分布しているものとする。 

 

図-5.4.24 有効高及び有効幅 

(b)引張鉄筋比pt 

ア.矩形断面での引張鉄筋Ast 

引張側の断面高1/2の範囲にある鉄筋を引張側鉄筋とする。 

 

図-5.4.25 引張鉄筋 

イ.円形断面での引張鉄筋Ast 

総鉄筋量の1/4を引張鉄筋とする。 

 
図-5.4.26 円形断面での引張鉄筋 

      
4

s
st

A
A   ····················································· (5.4.59) 

ここに、 As ：全鉄筋量（cm2） 
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ウ.引張鉄筋比pt 

引張鉄筋比ptは、次式より求める。 

    
db

A
p st

t
･

＝   ······················································· (5.4.60) 

外縁の圧縮鉄筋位置でのひずみがコンクリートの終局ひずみεcuになり、作用軸力Nと内

力C+T1+T2がつり合う中立軸Xを求めれば、終局曲げ耐力Muは、 

N＝C＋T1＋T2 ················································ (5.4.61) 

           



ns

1i
ssi0ssisssi0

nd

1i
sisi

n

1i
ci0ciiu YYAYYAYYAM ・・・  

  ············································· (5.4.62) 

より求まる。 

g．断面耐力 

軸力Nが作用する場合、鉄筋降伏時曲げ耐力は、引張側 外側の鉄筋が降伏ひずみεsyになるもの

として耐力を求める。 

 

図-5.4.27 断面耐力 

ここに、 
20

H
Y  （矩形断面） 

RY 0  （円形断面） 

h．初期剛性の計算 

固有周期及び地震時保有水平耐力の照査に用いる「初期剛性」は、骨組モデル（全断面有効）に

死荷重を作用させ、各塑性ヒンジの発生する可能性がある箇所で生じている軸力に基づき求められ

る曲げモーメントM－φ関係より算出される「降伏剛性」とする。また、はり弾性域は、はり中央断

面のM－φ関係より算出される降伏剛性とする。 

(a)降伏剛性 

降伏剛性は以下の8箇所程度で算出することを標準とする。 

 

図-5.4.28 塑性ヒンジの想定位置 
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A：引張側柱下端部塑性ヒンジ点   B：引張側柱上端部塑性ヒンジ点 

C：はり端部下面引張部塑性ヒンジ点 D：はり端部上面引張部塑性ヒンジ点 

E：圧縮側柱上端部塑性ヒンジ点   F：圧縮側柱下端部塑性ヒンジ点 

G：はり中央下面引張部       H：はり中央上面引張部 

降伏剛性は、全断面有効とした骨組モデルに死荷重を作用させ、各降伏剛性算出箇所に生じる

軸力に基づき、 外縁引張鉄筋が降伏する場合の曲げモーメントMyと曲率φyより算出する。 

 

図-5.4.30 降伏曲げモーメントMyと曲率φy 

           εsy ：鉄筋の降伏ひずみ 

           εc ：コンクリートの圧縮ひずみ 

           x ：中立軸（cm） 

           N ：作用軸力（kN） 

           My ：鉄筋降伏時の曲げ耐力（kN・ｍ) 

      
x
c

y

  （m-1) ················································· (5.4.63) 

      
y

yM
EI


 (kN･m2) ············································· (5.4.64) 

           EI ：降伏剛性 

(b)塑性回転モデルの採用（はりにハンチの影響を考慮する場合) 

 

図-5.4.31 ハンチの影響 

(c)初期剛性 

初期剛性、降伏剛性算出箇所で求まった降伏剛性と、その位置での全断面有効の剛性との比（低

下係数)を求め、各部材の全断面有効の剛性を低下係数を用いて低減する。 

低下係数の部材適用範囲は、図-5.4.33のとおりである。 

図-5.4.29 降伏曲げモーメント My と曲率φy の算定 

図-5.4.32 塑性回転ばねモデル（完全弾塑性型） 
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図-5.4.33 剛性低下係数の部材適用範囲 

           βt ：引張側柱剛性低下係数 

           βc ：圧縮側柱剛性低下係数 

           βb1 ：はり端部（下面引張)剛性低下係数 

           βb2 ：はり端部（上面引張)剛性低下係数 

           βb3 ：はり中央部（下面引張)剛性低下係数 

           βb4 ：はり中央部（上面引張)剛性低下係数 

各降伏剛性算出位置（位置図)の低下係数を、βa～βfとすれば、初期剛性算出時の低下係数は、 

      
2

ba
t

 
  ·················································· (5.4.65) 

      
2

fe
c





  ·················································· (5.4.66) 

      ここに、βb1＝βc、βb2＝βd、βb3＝βe、βb4＝βf で与えられる。 

i．固有周期の計算 

設計振動単位が、1基の下部構造とそれが支持している上部構造部分からなる場合は、以下の条件

で固有周期を計算する。 

      2.01T  ·················································· (5.4.67) 

ここに、  T ：設計振動単位の固有周期(s) 

            δ ：耐震設計上の地盤面より上にある下部構造の重量の80％と、それが支

持している上部構造部分全重量に相当する力を、慣性力の作用方向

に作用させた場合の上部構造の慣性力の作用位置における変位（m） 

(a)骨組モデル 

固有周期計算用の骨組モデルは、次の2モデルを考慮する。 

 

図-5.4.34 骨組モデル（固有周期計算用) 
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(b)部材剛性 

部材剛性は、降伏剛性より算出した初期剛性を用いる。 

(c)荷 重 

固有周期計算用の荷重は、上部工死荷重反力、橋脚自重及び基礎自重を考慮する。 

ア．上部工死荷重反力 

上部工反力を水平力として載荷する。 

 

図-5.4.35 上部工死荷重反力 

イ．自 重 

橋脚自重は、重量の80％を水平力として載荷する。 

 

図-5.4.36 自重 

WP＝Ac・γc・0.8（kN /m) ······································ (5.4.68) 

ここに、 Ac ：部材断面の断面積（m2） 

           γc ：鉄筋コンクリートの単位体積重量（kN /m3） 

    基礎重量相当分の水平荷重は、フーチング重量WF1、WF2（入力値)の80％を載荷する。 

ウ．水平変位 

固有周期計算のための変位は、以下より求める。 

 

図-5.4.37 水平変位δ 
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           δ ：上部工慣性力作用位置での水平変位（m） 

           d ：はり軸線から上部工慣性力位置までの距離（m） 

           δ0 ：はり中央点でのはり軸線上の変位（m） 

           θ1 ：左柱上端位置での回転角（rad） 

           θ2 ：右柱上端位置での回転角（rad） 

とすれば、δは次式より求まる。 

     d・00    ············································· (5.4.69) 

     
 

2
21

0

 
  ·············································· (5.4.70) 

j．軸力－終局曲げモーメント相関曲線 

塑性ヒンジの発生する可能性のある点（塑性ヒンジ点)での軸力Nと終局曲げモーメントMuの相

関を中立軸をいろいろ変化させて計算し、相関曲線を作成する。 

(a)N－Muの計算 

 

図-5.4.38 軸力N－終局曲げモーメントMuの計算 

ア.圧縮側 外縁鉄筋位置でのコンクリートのひずみを終局ひずみεcuとする。 

イ.中立軸xを仮定し、ひずみ分布を求める。 

ウ.応力度σ－ひずみεの関係から、応力度を求める。 

エ.応力度σから断面図心（H/2位置)での断面に働く軸力N、曲げモーメンMuを求める。 

(b)N－Mu相関曲線 

中立軸xをいろいろと変化させて、それぞれN－Muの関係を計算し、それぞれの点を直線で結んだ

曲線を相関曲線とする。 

 

図-5.4.39 N－Mu相関曲線 

(5)増分解析 

増分解析により構造系全体の水平力と水平変位の関係を求める。 

ラーメン橋やラーメン橋脚等の不静定構造物の場合、複数の塑性ヒンジが発生することから、

部材の降伏状態を順次追跡して、構造物全体系の崩壊機構（メカニズム)を把握して、耐力、変位
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を求める必要がある。計算手順としては、上部構造の慣性力の作用位置において水平力を漸増さ

せ、水平力－水平変位の関係から、構造物全体系の、降伏及び終局の耐力及び変位を順次求める

ものである。以下にその算定方法を示す。 

 

図-5.4.40 断面力算定の水平荷重 

a.計算の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5.4.41 計算フローチャート 

START

骨組みモデルに死荷重（上部工反力含)を載荷させ各塑性ヒンジ点での

軸力 Nd 及び曲げモーメント Md を計算する 

橋脚はり部に水平力 ΔP を与え、各塑性ヒンジ点での軸力、曲げモーメント

の変化量（ΔNc、ΔMc)を計算する 

塑性ヒンジが発生していない各塑性ヒンジ点の軸力 Nd＋ΔNc、曲げモーメ

ント Md＋ΔMc が N－Mu 相関曲線上に到達するまで Δδを漸増させる 

各塑性ヒンジ点のどれかが N－Mu 曲線にある場合、その点が降伏状態と判

定し、ヒンジ点を発生させる 

B 

YES

NO 

各塑性ヒンジの M－φ関係を深め、終局回転角を算定

終局変位 δuの計算（各塑性ヒンジにおける終局水平変位を 

算出し、それらの 大値を終局水平変位とする。) 

B 
複数の塑性ヒンジが発生し、終局水平耐力とする

水平力の 大値が発生したか? 

END
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b.降伏状態の判定 

各塑性ヒンジ点に生じる断面力（軸力、曲げモーメント)がN－Mu相関曲線上に到達する水平力

Piを求める。 

 

図-5.4.42 N－Mu関係 

Me＝α・ΔMe  ··············································· (5.4.71) 

Ne＝α・ΔNe  ··············································· (5.4.72) 

ここに、 Md ：死荷重による曲げモーメント（kN・m） 

           Nd ：死荷重による軸力（kN） 

           ΔMe ：単位水平変位Δδによる曲げモーメント（kN･m） 

           ΔNe ：単位水平変位Δδによる軸力（kN） 

           Me ：降伏状態になる水平変位力による曲げモーメント（kN･m） 

           Ne ：降伏状態になる水平変位力による軸力（kN） 

αが求まれば、この場合の水平力Piは、次式により求まる。 

      Pi＝α・ΔP ··················································· (5.4.73) 

ここに、ΔP ：単位水平変位Δδによる水平力（kN) 

 

各塑性ヒンジ点でPiを求め、 小のPiである塑性ヒンジ点が 初に降伏する。 

c.塑性ヒンジ発生後の骨組モデル 

塑性ヒンジに達した点は塑性ヒンジ点として部材端処理を行い、引き続き水平力を漸増して、

次の塑性ヒンジ発生点を見つける。 

 

 
図-5.4.43 塑性ヒンジ発生後の骨組モデル化 

d.終局変位δuの計算 

終局変位は、各塑性ヒンジ発生箇所における塑性回転角θp－水平変位δ関係と、それぞれの箇所で
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の終局塑性回転角θpuとから求まる各終局変位δuiのうち も大きな値をδuとする。 

e.θp－δ関係 

変位δを漸増し、その時の塑性ヒンジ点での塑性回転角θpを求める。 

 

 

図-5.4.44 塑性回転角θp 

 

 
図-5.4.45 塑性ヒンジ点での塑性回転角θp 

f.終局塑性回転角θpu 

θpuは、次式より求める。 

      yp

y

u
pu L 


 ・・










 1  ··········································· (5.4.74) 

ここに、 θpu ：塑性ヒンジにおける終局塑性回転角（rad） 

φy ：降伏時の曲率（m－1） 

φu ：終局時の曲率（m－1） 

Lp ：塑性ヒンジ長（m） 

φy、φuは、終局水平耐力時の各塑性ヒンジ位置に生じている軸力に基づき求められる曲率である。 

 

図-5.4.46 終局水平耐力時の各塑性ヒンジ位置の曲率 
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g.終局変位δu 

終局変位δuは、θp－δ関係から、塑性回転角θpが終局塑性回転角θpuになる変位を終局変位δuとする。 

 

図-5.4.47 塑性回転角θpと変位δの関係 

h.水平力P－水平変位δの関係 

水平変位漸増解析及び塑性回転角から、以下の水平力－水平変位関係が得られる。 

 

図-5.4.48 水平力－水平変位関係 

      
0

0
y

u
yy P

P
   ················································· (5.4.75) 

ここに、 δy ：降伏時の水平変位（m） 

           δy0 ：一つ目の塑性ヒンジが形成されるときの水平変位（m） 

           δu ：終局時水平変位（m） 

           Pu ：終局水平耐力（kN） 

           Py0 ：一つ目の塑性ヒンジが形成されるときの水平力（kN） 

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「頭首工」（2008） 

ⅱ）日本道路協会：道路橋示方書・同解説 Ⅴ．耐震設計編 (2002) 

ⅲ）日本道路協会：道路橋の耐震設計に関する資料（1997) 
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5.5 応答変位法 

5.5.1 一般事項 

地中構造物のように地盤の動きに構造物の動きが依存する場合、地盤各部の相対変位に応じ

て構造物に外力が生じることになる。この相対変位を地盤ばねを介して、構造物に静的に作用

させる方法が応答変位法である。 

(1) 線状地中構造物（パイプライン)は長軸方向、幅広地中構造物（ポンプ場（吸込水槽))

は横断方向、中間的地中構造物（暗渠（ボックスカルバート))は長軸方向と横断方向につ

いて検討する。 

(2) パイプライン継手部は管軸方向継手伸縮量及び屈曲角度について検討する。 

さらに、付帯構造物との取付け部等の特殊部分や地盤急変部等の複雑な挙動が予想される

部分の耐震計算については、必要に応じて動的解析を行って安全性を照査する。 

(3) 規模の大きい暗渠（ボックスカルバート)、ポンプ場（吸込水槽)等では、地盤の変

位の影響のみならず、構造物の慣性力や水槽内の動水圧についても考慮する必要がある。 

 

[解 説] 

埋設管路及び暗渠（ボックスカルバート)は、一般に断面の外周の長さと比較して構造物軸方向

の長さが長く、かつ、見かけの単位体積重量も周辺地盤と比較して相対的に軽いために、地震時

に自身の慣性力よりも、周辺地盤の動きに支配されるものと考えられる。地中の線状構造物であ

る埋設管路及び暗渠（ボックスカルバート)の耐震計算は応答変位法によることを原則とし、計算

される管体発生応力、ひずみ等により安全性を照査する。 

また、暗渠（ボックスカルバート)及びポンプ場（吸込水槽)の横断面の耐震計算については、

埋設管路に比べ比較的マッシブであるという理由などから、従来震度法が多く採用されているが、

それぞれの構造物の挙動特性を考慮して応答変位法又は震度法によって計算することにする。 

一方、付帯構造物との取付け部等の特殊部分や地盤急変部等については、その種類や条件によ

って、地震時に局所的に大きな応力、ひずみ及び相対変位を生じる場合のあることが予想されるた

めに、応答変位法等によるほか、必要に応じて動的解析等を行って安全性を照査することが望ま

しい。 

(1)地中構造物の耐震解析法 

地中構造物に関する既往の設計基準類で示されている耐震解析法には静的解析法として震度法及

び応答変位法、動的解析法として有限要素法がある。ここで、静的解析法は、地中構造物が地震

時に変形する状態のうち、構造系に もクリティカルな状態を静的な地盤一構造物系モデルに置

き換え、静的に置き換えられた地盤変位及び地震荷重をそのモデルに作用させることにより、構

造物の応答を評価する手法である。この手法では、地盤一構造物系モデルへの静的地震外力を求

めるため、地盤のみの地震応答解析を実施する必要はあるものの、地盤一構造物系全体の地震応

答解析の実施と、そのために必要な構造部材の復元力特性の履歴特性を与える必要がなく、動的

解析法に比べて解析時間やモデル化に必要な情報量が少ないという利点を有している。しかし、

地中構造物の地震時挙動を静的過程に置き換えていることから、構造物の各部位の損傷から崩壊

に至る過程を時々刻々評価していないため、その手法の精度は動的な損傷・崩壊過程と同様であ
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る場合にのみ保証されているということに留意する必要がある。 

レベル1地震動に対する耐震性能を照査する手法として震度法が用いられてきたが、兵庫県南部

地震以降、応答変位法及び動的解析が主要な耐震解析法として用いられるようになっている。こ

こで、震度法とは図-5.5.1に示すように、地震時に構造物周辺地盤から構造物に作用する土圧、

躯体慣性力を構造物モデルに作用させることにより構造物に発生する変位、断面力を求める手法

であり、剛な壁体を有する構造物の設計に用いられる手法である。 

また、応答変位法は、図-5.5.2に示すように、構造物を地盤と構造物の相互作用を表す軸方向

ばねとせん断ばねで支持し、地盤変位による構造物に作用する土圧、構造物周辺のせん断力、さ

らに躯体慣性力を作用させることにより構造物に発生する変位、断面力を求める手法である。 

 

図-5.5.1 震度法による解析モデルの概念      図-5.5.2 応答変位法による開削工法による地中構造

物の解析モデルの概念 

 

(2)応答変位法の設計フロー 

応答変位法の設計フローは図-5.5.3に示すとおりであり、その設計手順を以下に示す。 

a.地盤変位の算定手法の選定を行う。これには以下のような手法がある。 

(a)既往の実測記録を用いて推定する手法 

(b)地盤応答解析によって地盤変位を算定する手法 

(c)応答スペクトル曲線を用いて地盤変位を求める手法 

b.a.の手法により、地盤変位分布を算定する。 

c.地盤ばね定数を算定する。 

d.対象構造物の断面を仮定する。 

e.b.で算出した地盤変位を、c.の地盤ばねを介して作用させ、構造物の応力等を求める。 

f.構造物の安定照査及び断面照査を行い、不適正な構造であれば断面を変更して再び照査する。 
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図-5.5.3 応答変位法による設計フロー 

 

(3)応答変位法による耐震計算のモデル化による分類 

地中構造物には、その用途に応じていろいろな構造形式や規模があるが、地震時の地盤の振動

特性（図-5.5.4参照)と応答変位法による耐震計算におけるモデル化という観点から分類すると、

表-5.5.1に示す3種類に分類され、下記a.～c.に示す地中構造物の形状的な特徴を踏まえて各種

設計基準が整備されている。 

  

NO

地盤変位の算定手法の選定 

START

既往の実測記録 地盤応答解析

地盤変位分布の算定 

地盤ばね定数の算定

断面仮定

構造計算 断面変更 

安定照査

断面照査

END

応答スペクトル曲線 

 ・固有周期 

 ・応答スペクトル 

 ・設計水平震度を使用 

YES
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表-5.5.1 地中構造物の特徴 

構造物種類 構造物特性 

a．線状地中構造物 

（パイプライン) 

長手方向に長く、主として長手方向に沿う軸力、曲げモーメント 

が支配的となる地下構造物 

b．幅広地中構造物 

（ポンプ場（吸込水槽)) 

平面的に幅が広く、主として地震時の地盤のせん断変形に基づく 

周面せん断力が支配的となる地中構造物 

c．中間的地中構造物 

暗渠 

（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 
a.とb.の中間的な挙動を示す地中構造物 

 
図-5.5.4 地震時の表層地盤の波形 

a.線状地中構造物 

長手方向に沿う軸力、曲げモーメントを対象とした耐震設計法を採用している構造物には、パ

イプラインの埋設管路がある。 

図-5.5.5に示すように、線状地中構造物では、(b)のように、構造物周囲の地盤が一様に運動すれ

ば、地震動の加速度の大きさに反比例し、構造物の応力は大きくならない。これに対して、(c)、(d)

のように、地盤の運動が一様でなければ、地震動の加速度が比較的小さくても、構造物は曲げを受

けたり圧縮伸張を受けたりし、大きな応力が発生する可能性がある。したがって、長手方向の地

震による地盤変位(c)、(d)から構造物に生じる応力や断面力を算出し、構造物の耐力を照査するも

のとする。 

 
図-5.5.5 地盤の変位と線状地中構造物 

b.幅広地中構造物 

横断面の地盤のせん断変形に基づく周面せん断力を対象とした耐震設計法を採用する構造物には、

ポンプ場（吸込水槽)がある。 

図-5.5.6に示すように、幅広地中構造物では、図-5.5.5(b)のように構造物周囲の地盤が運動した

場合、構造物の断面が大きいため、構造物上下端で変位差が生じ、常時の応力に対して地震に伴

う大きな負荷応力が発生する可能性がある。これに対し、図-5.5.5(c)、(d)のように、構造物長手
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方向に曲げや圧縮伸張を受けても、長手方向、軸直角方向の剛性が大きいため、構造物の応力は

大きくならない。 

したがって、横断面の地震による地盤変位差から構造物に生じる応力や断面力を算出し、構造

物の耐力を照査するものとする。 

 
図-5.5.6 地盤の変位と幅広地中構造物（ポンプ場) 

c.中間的地中構造物 

線状地中構造物と幅広地中構造物の両者の設計法による耐震設計法を採用している構造物には、

暗渠（ボックスカルバート)がある。 

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（2009) 

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) 

ⅳ）地盤工学会：地盤・基礎構造物の耐震設計（2001) 

ⅴ）建設コンサルタンツ協会：橋梁・地下構造物の耐震設計の現状と地震災害時における土木技術者のありかたについて（2000) 

5.5.2 応答変位法における設計地震動（速度応答スペクトル、設計水平震度) 

応答変位法に用いる設計地震動は表層地盤の固有周期、地震動レベルに応じた速度応答スペ

クトル及び設計水平震度を用いるものとするとして計算する。 

(1)応答変位法に用いる速度応答スペクトル 

レベル1地震動においては、単位震度当たりの速度応答スペクトルSＶを用いる。レベル2地

震動においては、速度応答スペクトルS'Vを用いる。 

(2)地下構造物の設計水平震度 

レベル1地震動における地盤の水平変位振幅の算出に用いる設計水平震度は基盤面における

設計水平震度とする。 

躯体の慣性力や地震時動水圧の算出に用いる設計水平震度は基盤面における設計水平震度及

び地表面における設計水平震度とする。 

 

[解 説] 

(1)応答変位法に用いる速度応答スペクトル 

a.レベル1地震動の速度応答スペクトルSV 

単位震度当たりの速度応答スペクトルSV（レベル1)は、表層地盤の固有周期に応じ図-5.5.7

から求める。このスペクトルは表層地盤の固有周期、減衰定数hg（20％)の1自由度系にモデル

化し、これに 大加速度を1.0G（G：重力加速度)に引き伸ばした地震動記録を作用させたと

きに発生する 大相対速度を示したもので、計算結果に工学的判断を加えて単純化したもので

ある。 
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図-5.5.7 設計用速度応答スペクトル（レベル1地震動) 

b．レベル2地震動の速度応答スペクトルS'V 

レベル2地震動に対しては、図-5.5.8に示す速度応答スペクトルを用いるものとする。図- 

5.5.8は、兵庫県南部地震において、断層から10km以内の基盤及び岩盤表面で観測された5波

形をもとに、非超過確率90％（ 大値として100cm/s）及び70％（ 大値として70cm/s)として

設定された速度応答スペクトルである。本指針では、非超過確率90％の速度応答スペクトルを用

いることを原則とする。 

 

図-5.5.8 設計用速度応答スペクトル（レベル2地震動) 

(2)地中構造物の設計水平震度 

a. 地中構造物（パイプライン、暗渠（ボックスカルバート)及びポンプ場（吸込水槽))におい

て、応答変位法でレベル1地震動の地盤の水平変位振幅を算定するために、震度法による設計に

用いる基盤面における設計水平震度K'h1(式(5.5.2)参照)を求める。 

b. ボックスカルバート（横断面)及びポンプ場において、躯体の慣性力や地震時動水圧を荷重

として加える場合、震度法による設計に用いる地表面と基盤面における設計水平震度（式(5.5.1)、

式(5.5.2))を求め、構造物の上端面及び下端面位置における設計水平震度を求める。 

c. 設計水平震度を算出するための標準値は、速度応答スペクトルのレベル1地震動、レベル2地

震動に応じてそれぞれ用いる。 
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d. 暗渠（ボックスカルバート)及びポンプ場（吸込水槽)は、レベル1、レベル2地震動にかかわ

らず応答変位法及び震度法による慣性力や動水圧を考慮する。 

e. 震度法による耐震計算に用いる設計水平震度 

(a)レベル1地震動における設計水平震度 

地中構造物の耐震計算を震度法で行う場合の設計水平震度の標準値（レベル1地震動)は、基盤

面K'h10と地表面Kh10を用いて求める。基盤面K'h10と地表面Kh10の設計水平震度の標準値は、表

-5.5.2による。なお、各深さにおける設計水平震度はの標準値K'h10とKh10を直線補間して求める。 

ア.地表面における設計水平震度 

Kh1＝Cz・Kh10 ················································· (5.5.1) 

イ.基盤面における設計水平震度 

K'h1＝Cz・K'h10 ················································ (5.5.2) 

ここに、 Kh1 ：レベル1地震動の地表面における設計水平震度 

           Cz ：地域別補正係数（図-4.2.1、表-4.2.1参照) 

           Kh10 ：レベル1地震動の地表面における設計水平震度の標準値 

           K'h1 ：レベル1地震動の基盤面における設計水平震度 

           K'h10 ：レベル1地震動の基盤面における設計水平震度の標準値 

設計鉛直震度(KV1)を考慮する場合には、KV1＝K'h1/2とする。 

レベル1地震動のKh10、K'h10を表-5.5.2に示す。 

 

表-5.5.2 地中構造物の設計水平震度の標準値（レベル1地震動) 

地盤種別 

地表面における設計

水平震度の標準値 

(Kh10) 

基盤面における設計 

水平震度の標準値 

(K'h10) 

Ⅰ種地盤 

〔TG＜0.2(s)〕 
Kh10＝0.16 

K'h10＝0.15 
Ⅱ種地盤 

〔0.2≦TG＜0.6(s)〕 
Kh10＝0.20 

Ⅲ種地盤 

〔0.6(s)≦TG〕 
Kh10＝0.24 

＊ TGは地盤の特性値(s) 

(b)レベル2地震動における設計水平震度 

基盤面K'h2と地表面Kh2の設計水平震度は、表-5.5.3による。なお、各深さにおける設計水平震

度は直線補間して求める。 

レベル2地震動のKh2、K'h2を表-5.5.3に示す。 
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表-5.5.3 地中構造物の設計水平震度（レベル2地震動) 

地盤種別 

地表面における設計

水平震度(Kh2)の下

限値～上限値 

基盤面における設計 

水平震度(K'h2)の下 

限値～上限値 

Ⅰ種地盤 

〔TG＜0.2(s)〕 
Kh2＝0.60～0.70 

K'h2＝0.40～0.50 
Ⅱ種地盤 

〔0.2≦TG＜0.6(s)〕 
Kh2＝0.70～0.80 

Ⅲ種地盤 

〔0.6(s)≦TG〕 
Kh2＝0.40～0.60 

＊ TGは地盤の特性値(s)を示す。 

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（2009) 

 

5.5.3 応答変位法における地盤の水平変位振幅 

応答変位法における構造物に作用する断面力、応力、ひずみなどは地震時における地盤の水

平変位振幅から算定する。 

 

[解 説] 

(1)地盤変位 

実際の地震によって生ずる地盤の変位分布は極めて複雑と考えられるが、ほとんどの設計基準

では、実務設計のために簡略化し、図-5.5.9に示すように、水平面内では正弦波形、表層地盤鉛

直面内では1/4正弦波形としている。 

 

図-5.5.9 耐震設計における入力地盤変位 

 

(2)設計用入力地震動 

地中構造物の設計に用いる入力地震動は、直接構造物に作用する地震動としてではなく、周辺

地盤及び地盤－構造物系の振動を評価するために設計基盤位置で設定される。 

耐震解析法のうち静的解析法では構造物側方の構造物の影響を含まない地盤における水平方向の

地盤変位分布、特に構造物位置における水平方向の地盤変位分布が必要となる。それらは、地盤

のせん断波速度構造を単純なモデルに置き換え、その1次モードに対する式により求められる。式
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(5.5.3)、式(5.5.4)に、この振動理論を用いて求められた式を示す。 

(3)レベル1地震動における地盤の水平変位振幅 

レベル1地震動によって発生する地盤の変位振幅は、地表面からz(m)の位置において式(5.5.3)

で求める。 

       
H
z

'KTSzU hGVh
2

π
cos

π

2
12

  ····································· (5.5.3) 

ここに、 Uｈ(z) ：地表面からの深さz(m)における地盤の水平変位振幅(m) 

           z ：地表面からの深さ(m) 

           SV ：基盤地震動の単位震度当たりの速度応答スペクトル（m/s） 

               （図-5.5.7参照) 

           TG ：表層地盤の特性値(s)(「4.2.2 地盤種別」参照) 

           K'h1 ：レベル1地震動の基盤面における設計水平震度 

               (式(5.5.2)による) 

           H ：表層地盤の厚さ（m） 

また、地盤の鉛直方向変位振幅UVを考慮する場合には、UV＝
2

1
Uhとする。 

(4)レベル2地震動における地盤の水平変位振幅 

レベル2地震動によって発生する地盤の変位振幅は、地表面からz(m)の位置において式(5.5.4)

で求める。 

       
H
z

T'SzU GVh
2

π
cos

π

2
2

  ········································ (5.5.4) 

      ここに、 Uh(z) ：地表面からの深さz(m)における地盤の水平変位振幅（m） 

           z ：地表面からの深さ（m） 

           S'V ：基盤地震動の速度応答スペクトル（m/s） 

(図-5.5.8参照) 

           TG ：表層地盤の特性値(s) 

           H ：表層地盤の厚さ（m） 

また、地盤の鉛直方向変位振幅UVを考慮する場合には、UV＝
2

1
Uhとする。 
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