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要旨：抗土圧構造物である鉄筋コンクリート造の橋台を対象に，三次元有限要素モデルを用いて翼壁形式が

橋台の設計モデルに影響することを検討した。土留め構造である翼壁を有する橋台の実務設計では，主構造

である胸壁や竪壁等に翼壁の主鉄筋が定着されているにも関わらず，胸壁や竪壁等の設計は翼壁を部材とし

て考慮しない片持ち梁でモデル化し，安全側に設計されているのが現状である。そこで，本研究では胸壁や

竪壁等の合理的な橋台形式の提案を目的とし，4 つの橋台形式について三次元有限要素モデルを用いて固有値

解析等の数値解析を実施した結果，二辺固定版でモデル化する翼壁形式の有効性を示した。 

キーワード：橋台設計，ウィング壁形式，三次元有限要素，固有値解析，静的漸増載荷解析 

 

1. はじめに 

土圧に抵抗する橋台における各部材の実務設計では，

道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編 1)に準拠し，胸壁（以

下，パラペットと称す）を設計する場合は許容応力度設

計法により，Ｔ活荷重，土圧荷重，落橋防止構造の定着

荷重，踏掛版荷重など様々な外力に対して安全性を照査

している。また，パラペットの設計は，パラペット基部

を固定として，ウィング壁の影響を考慮しない片持ち梁

構造として設計している。つまり，ウィング壁の構造は

橋台に接合されているにも関わらず，橋台とは別構造と

してウィング壁を一体構造とみなさずに設計しているの

が実状である。したがって，現行基準によるパラペット

や竪壁の設計方法は，過度に安全側で設計してされてい

ると考えられる。このような橋台の設計に対して，川内

ら 2)はウィング壁を考慮したパラペットが三辺固定の版

として設計可能であることを提案している。しかしなが

ら，橋台も橋脚同様に上部構造を支える下部構造として

落橋させないための役割を担っているにも関わらず耐震

設計では重要視されず，大規模地震時において橋台の各 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部材を対象に動的挙動や抵抗特性に関する研究はあまり

行われていないのが現状である。また，橋台を対象とし

た固有値解析の事例がほとんどなく，橋台形式の合理化

に着目した研究が少ないと思われる。 

そこで，本研究では両端に橋台を有する一般的な道路

橋を対象に，橋台を設計する構造モデルの合理化と経済

的な設計を目指したものである。図－1 に示すような実

橋梁で多く採用されている標準的な橋台形式である逆Ｔ

式橋台に着目した。橋台形式として 4 つの橋台形式を設

定するが，ウィング壁を一つの構造部材と考え，かつ橋

台としての機能を保持できる程度に薄くした堅壁を有す

る新形式の橋台（Type 4）を提案するものである。 

 

2. 解析対象橋台と解析手法の概要 

2.1 解析対象の橋台形状と解析モデル 

解析対象の橋台形式は，ウィング壁形式の違いによる

パラペットの抵抗特性を検証する目的で，4 つの異なる

橋台形式の解析モデルを設定した。橋台形式として図－1

に示すような Type 1，Type 2，Type 3 および Type 4 を 
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図－1 解析対象の橋台形式 

(a) Type 1        (b) Type 2         (c) Type 3        (d) Type 4 

胸壁（パラペット） 翼壁（ウィング壁） 

竪壁 
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図－2 解析モデルの形状寸法 

 

表－1 橋台の各解析モデルの形状寸法 

Descrip- 
tions 

Type 1 
(m) 

Type 2 
(m) 

Type 3 
(m) 

Type 4 
(m) 

L 8.0 8.0 8.0 8.0 
B 6.0 6.0 6.0 6.0 
H 10.0 10.0 10.0 10.0 
l1 2.0 2.0 2.0 2.0 
l2 2.0 2.0 2.0 2.0 
l3 4.0 4.0 4.0 4.0 
l4 － － － 0.5 
h1 2.5 2.5 2.5 2.5 
h2 5.5 5.5 5.5 5.5 
h3 2.0 2.0 2.0 2.0 
h4 － 1.0 － － 
h5 － 3.3 － － 
h6 － － － 1.0 
h7 － － － 1.0 
t 0.5 0.5 0.5 0.5 

 

設定した。ウィング壁を有しない Type 1 は土留め構造で

ある護岸を兼用するため，ウィング壁を必要としないよ

うな河川を渡河する橋梁に採用されるタイプで，実務設

計の片持ち梁モデルとして検討されている構造形式であ

る。Type 2（片持ち版モデル：パラレルウィング壁）は，

ウィング壁を有する通常の橋梁に用いられる橋台形式で，

ウィング壁の形状が片持ち版として設計されている構造

形式である。Type 3（二辺固定版モデル：フルウィング

壁）は，Type 2 と同様にウィング壁を有するタイプで，

ウィング壁の形式が二辺固定版として設計されている構

造形式である。最後に，Type 4 はウィング壁の拘束効果

を考慮することで竪壁厚さが構造計算で決定される構造

形式で，合理的に設計した形式であり，本研究で提案す

る橋台である。解析対象の橋台の形状寸法は，まず Type 

1 の形式に鉄筋を配置し，交通量などの道路規格を考慮

して実際の道路幅に設定した。これを基に他の Type 2，

Type 3 および Type 4 の形状寸法を決定した。 

図－2 は，橋台の数値解析に用いた三次元有限要素モ

デルの例としてType 2とType 4の形状寸法を表すパラメ

ータを示したもので，4 つの解析モデルの形状寸法のパ

ラメータ一覧を表－1 にまとめて示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－3 要素モデル化の一例（Type 2） 

 

表－2 各橋台形式の材料特性および要素数・節点数 

Properties Concrete  
model 

Reinforcing 
bar model  

E (GPa) 25 200 
υ 0.2 0.3 

y (MPa) － 375.3 
Element type C3D8R T3D2 

Number of elements:    
      Type 1 86784 22664 
      Type 2 90944 114988 
      Type 3 94976 27392 
      Type 4 94016 26706 
Number of nodes:   
      Type 1 95697 22455 
      Type 2 100349 123899 
      Type 3 105937 26254 
      Type 4 105104 25544 

 

L ，B および H はそれぞれ橋台のフーチング長，橋

台幅（道路幅員），橋台の構造高を表す。なお，橋台幅 B 

は構造物の対称性を考慮して半分幅である。橋台幅は，

片側歩道付きの道路幅員を設定している。t はパラペッ

トとウィング壁の厚さを表す。なお，これらの 4 タイプ

とも対称性を考慮した解析モデルである。ただし，本検

討の数値解析モデルでは，従来の橋台形式と合理化した

橋台形式の振動特性を把握するために，橋台背面土の抵

抗は考慮していない。 

 

2.2 解析手法の検証 

橋台の数値解析モデルを構成するコンクリートと鉄

筋の要素モデル化の一例として解析モデルType 2を対象

にして，図－3 に示した。また，図－3(a)にはコンクリー

トをソリッド要素で，鉄筋は図－3(b)に示すようなトラ

ス要素でそれぞれモデル化した。表－2 は，解析対象で

ある 4 つの橋台形式で用いたコンクリートと鉄筋 SD345

の材料特性および要素数と節点数を示した。数値解析は，

解析ソフトウェア ABAQUS3)を適用した。 

まず，パラメータ解析を実施する前に，本解析手法の

妥当性を検証するため，既往の鉄筋コンクリートはり（以

下，RC はりと称す）の実験結果 4)と比較することにした。 

 (a) コンクリートのモデル   (b) 鉄筋のモデル              (a) Type 2           (b) Type 4             
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図－4 鉄筋コンクリートはりの供試体 4) 

 

図－4 は解析対象とした RC はりであり，スパンや断

面寸法等は表－3 に示す断面諸量である。 

支点は単純支持であり，作用荷重は 2 点載荷である。

なお，支持点と載荷点には剛な支圧板が設置されており，

載荷板と支持板は，厚さ t＝30mmと幅 r＝100mmである。

また，このはりのせん断スパン比は 0.5 である。また，

はりの使用材料であるコンクリートと鉄筋（Rebar type）

のヤング係数，ポアソン比との材料特性を，表－4 に示

した。コンクリートの圧縮強度は 55.5MPa で，引張強度

は 3.4MPa である。次に，材料の応力－ひずみ関係は道

路橋示方書・同解説Ⅲコンクリート橋編 5)を参考にした。

コンクリートの一軸圧縮応力－ひずみ関係は最大荷重点

に至る応力上昇域とそれ以降の応力下降域で設定し，鉄

筋の応力－ひずみ関係はひずみ硬化を無視した完全弾塑

性として設定した。 

図－5は，RC はりの作用鉛直荷重と支間中央における

鉛直変位の関係を，解析値と実験値を比較して示したも

のである。荷重は RC はりに作用する鉛直方向の合計力

である。この結果より，数値解析結果が，弾性領域から

一部塑性域にかけて実験結果とよく対応していることが

わかり，解析手法の有効性が示された。 

 

2.3 荷重条件と橋軸方向水平変位モニター点 

道路橋示方書・同解説Ⅴ耐震設計編 6)では，上部構造

の橋桁が落橋しないようパラペットに落橋防止装置を設

置することになっている。ここでは，まず荷重条件とし

て，落橋防止装置を介して生じる水平荷重 HF を作用さ

せた。そこで，水平荷重は上部構造の死荷重反力 Rd を

1.5 倍として 4350.00 kN を算定した。解析モデルには構

造の対称性を利用して 2175.00 kN を，図－6(a)に示すパ

ラペット背面方向に 543.75 kN の集中荷重を４点で作用

した。 

次に，静的漸増載荷解析の荷重条件は，前述の静的解

析で設定した 4点における 543.75 kN の集中荷重を初期

状態として段階的に静的水平荷重を増加させることとし

た。増加させる静的水平荷重は，鉄筋の引張応力が降伏

応力に達するまで載荷することとした。 

なお，解析結果については，図－6(b)に示すように橋 

表－3 断面諸量     表－4 材料特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－5 鉛直荷重－支間中央の鉛直変位関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 荷重作用位置        (b)水平変位モニター点 

図－6 荷重条件と橋軸方向水平変位のモニター点 

 

軸方向（X 方向）の水平変位 U を橋台のパラペットとウ

ィング壁が接する交差部の UT1 とし，橋台中央部を UT2

として検証した。また，検証位置における高さ方向のモ

ニター点について，橋台のパラペットとウィング壁が接

する交差部では UT1，UB1 および U1 を橋台のパラペッ

ト頂部・パラペット基部・竪壁基部の水平変位とした。

橋台中央部の高さ方向のモニター点においても，UT2，

UB2 および U2 の水平変位とした。 

 

3. 解析結果および考察 

本検討では，4 つの橋台形式を対象に，ウィング壁を

一つの構造部材と考え，かつ橋台としての機能を保持で

静的な水平荷重 
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きる程度に薄くした堅壁を有する新形式の橋台（Type 4）

の有効性を検証する。まず，静的解析により水平変位を

検討した。次に，固有値解析の検討より地震時の主要な

振動モードを検証した。さらに，静的漸増載荷解析の検

討より堅壁を薄くした合理的なType 4の有効性を検証し

た。 

 

3.1 一定荷重によるモニター位置での水平変位の検討 

図－7 は，4 つの橋台形式を対象にパラペット背面に

静的な水平荷重 2175.0 kN を作用させた時に生じたパラ

ペット頂部・パラペット基部・竪壁基部の各位置におけ

る橋軸方向の水平変位を比較したものである。 

図－7(a)より，パラペット頂部とウィング壁の交差部

においては，各形式ともパラペット頂部で橋軸方向の最

大水平変位が発生し，ウィング壁を有しない Type 1 が最

も大きく 8mm 程度であった。Type 1 の最大水平変位に

対して，パラレルウィング壁を有する Type 2 ではその

62％であり，提案する Type 4 ではその 9％と小さくなり，

フルウィング壁を有する Type 3 ではその 13％程度と非

常に小さくなった。フルウィング壁を有する Type 3 およ

び Type 4 の最大水平変位が非常に小さくなった理由は、

ウィング壁の剛性が大きく影響したと考えられる。これ

より，ウィング壁を考慮することでウィング壁の定着部

がパラペット基部位置での水平変位を拘束しており，パ

ラペットの固定支点と同様な拘束効果を発揮することが

明らかになった。なお，パラペットの基部の位置でも，

フルウィング壁を有する Type 3 と Type 4 の水平変位は，

Type 1 と Type 2 に比べて半分以下に抑えられており，フ

ルウィング壁を設置する影響が表れた。 

一方，橋台の中央部におけるパラペット頂部での橋軸

方向の最大水平変位は，図－7(b)より，Type 1 で最大で

あるが，Type 2 と Type 4 も同程度の水平変位を生じてい

ることがわかった。なお，Type 4 の解析結果においては

竪壁の剛性を小さくしたためと考えられる。この中で最

も水平変位を抑えることができたのは Type 3 で，最大水

平変位は Type 1 の 73％であった。また，パラペット基部

の位置における水平変位も Type 1，Type 2 および Type 4

でほぼ同程度の水平変位を生じており，Type 3 がやはり

水平変位を抑える効果があることがわかった。 

 

3.2 固有値解析による検討 

固有値解析による検討は，従来の橋台形式と竪壁厚さ

を合理化した橋台形式の振動特性を把握するために，表

－2 に示した材料特性を有する 4 つの橋台形式の解析モ

デルに対する固有値解析結果を，表－5 に示した。 

なお，X 方向，Y 方向および Z 方向は，それぞれ橋軸

方向，鉛直方向および橋軸直角方向を表す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) パラペット頂部とウィング壁の交差部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 橋台中央部 

図－7 橋台の橋軸方向水平変位の比較 

 

また，有効質量比は振動モードごとの分担量や揺れや

すさを示す指標であり，地震時にどの振動モードが主要

であるかを判断することができる。 

図－8 および図－9 は X 方向(橋軸方向)，Y 方向(鉛直方

向)および Z 方向(橋軸直角方向)の主要な変形モードを示

した。 

これらの固有値解析結果より，Type 1 では X 方向の主

要なモードは 1 次モードで，最大有効質量比は 31.7％で

あり，50％を下回る結果であった。また，Y 方向の主要

モードは 7 次モードで，最大有効質量比は 70.6％で，主

要なモードと考えられる。さらに，Z 方向の主要モード

は 2 次モードで，最大有効質量比は 34.4％であった。 

次に，Type 2～Type 4 では，X 方向の主要モードはい

ずれも 2 次モードであり，最大有効質量比は 38.4％，

49.7%，53.0%と大きくなった。なお，1 次モードの有効

質量比がいずれも非常に小さいのは，Type 1 に比べて橋

台上方の端部に設置されたウィング壁の影響が考えられ

る。 

また，Y方向の主要モードは，Type 2が10次モードで，

Type 3 と Type 4 では 12 次モードとなり，その時の最大

有効質量比は 66.7％，74％であった。最後に，Z 方向の

主要モードは Type 2 と Type 3 では 4 次モードで，Type 4

では 5 次モードであり，最大有効質量比は 53.86％，29.6%

および 32.1%であった。橋台主構造の壁に二辺固定支持

するフルウィング壁を設置することによる拘束効果が，

Type 2 より向上していることが明らかになった。 
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(c) Z 方向           

図－8 Type 2 の主要なモード図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Z 方向          

図－9 Type 4 の主要なモード図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 引張応力－引張ひずみの関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 水平荷重－引張ひずみの関係 

図－10 静的荷重漸増解析の結果（鉄筋） 

 

これらの解析結果より，橋台の剛性が大きいことが確

認でき，さらに，この条件は固有周期 0.10sec 未満の構

造物の固有周期に影響を与えていることが判明した。こ

れらより、ウィング壁の配置の仕方が橋台の主要モード

に影響を与えることがわかった。また，ウィング壁によ

る拘束効果が大きく寄与することで橋台の全体剛性が大

きくなったためであり，上部構造の支間が大きい橋梁形

式を設計する場合には，パラペット・竪壁の水平抵抗を

表－5 各橋台形式の固有値解析結果 

(a) X 方向 

(a) X 方向

   

  

(b)  Y 方向 

(b)  Y 方向 
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大きくするために，ウィング壁を土留め構造の機能だけ

に限定せず，橋台の抵抗特性を向上する目的でウィング

壁を設置することは有効であると考えられる。 

 

3.3 静的漸増載荷解析による検討 

静的漸増載荷解析の結果より，図－10(a)に竪壁前面に

おける鉄筋の引張応力／降伏応力と引張ひずみの関係を

示す。この図より，ウィング壁を有しない Type 1 では降

伏に至っていることが確認でき，ウィング壁を有するそ

れ以外の橋台形式ではすべて降伏に至っていないことが

確認できた。また，片持ち版として設計する三角形形状

である Type 2 の引張応力／降伏応力は，ウィング壁を有

しない Type 1 に比べ約 3％程度低減されていた。これに

対して，二辺固定版として設計する長方形形状である

Type 3 および Type 4 の引張応力／降伏応力は，ウィング

壁を有しない Type 1 に比べ約 33％および 35％低減され

ていた。このことより，二辺固定版として設計する長方

形形状であるType 3およびType 4の剛性や拘束効果に対

する有効性が示された。 

次に，竪壁前面における引張鉄筋に着目した水平荷重

と引張ひずみの関係を図－10(b)に示す。この図から，ウ

ィング壁を有しない Type 1 に比べて，ウィング壁を有す

るそれ以外の橋台形式では同じ変形に対する抵抗荷重が

向上していることが確認できた。ウィング壁を有する橋

台形式の中でも，片持ち版として設計する三角形形状で

ある Type 2 に比べて，二辺固定版として設計する長方形

形状であるType 3およびType 4の同じ変形に対する抵抗

荷重の向上が示された。これは，ウィング壁の形式に影

響すると考えられる。従って，土留め構造であるウィン

グ壁の影響が竪壁の鉄筋引張ひずみに大きく寄与してお

り，引張鉄筋の曲げ応力の低減や部材厚の削減につなが

ると考える。 

 

4. 結 論 

本研究では，両端に橋台を有する一般的な道路橋を対

象に，橋台構造の合理化や経済性などを総合的に判断し

て多く採用されている標準的な橋台形式である逆Ｔ式橋

台に着目した。特に，二辺固定版で設計されるフルウィ

ング壁を一つの構造部材と考えることを提案し，橋台の

抵抗特性を中心に従来型の橋台を解析的検討により比較

した。検討内容は，4 つの橋台形式を対象に，静的解析

による橋軸方向水平変位，固有値解析および静的漸増載

荷解析の影響とした。 

本研究により，得られた知見を以下に示す。 

(1) 静的水平荷重による橋軸方向水平変位の解析結果よ

り，ウィング壁を有する橋台タイプにおいては橋軸 

 

方向の水平変位に差異は確認できなかった。これよ

り，ウィング壁を数値解析モデルに考慮することで，

ウィング壁が橋台主構造に結合されている定着位置

でパラペットを設計する支点効果になっていること

が判明した。 

(2) 有効質量比や主要な振動モードに着目した固有値解

析の結果より，ウィング壁を有しない Type 1 に比べ

て，ウィング壁を有する橋台タイプの固有周期は大

きくなっていることが確認できた。このことは，ウ

ィング壁による拘束効果が大きく寄与することで橋

台の全体剛性が大きくなったためであると考えられ

る。また，上部構造の支間が大きい橋梁形式を設計

する場合には，パラペットの水平抵抗を大きくする

ためにもウィング壁の設置は有効であることが確認

できた。 

(3) 静的漸増載荷解析では，4 つの橋台形式についてウィ

ング壁形式の違いや拘束効果について検証した結果，

片持ち版として設計する三角形形状である Type 2 に

比べて，二辺固定版として設計する長方形形状であ

る Type 3 では同じ変形に対する抵抗荷重が示された。

つまり，ウィング壁を土留め構造として採用するこ

とに加えて，橋台の主構造であるパラペットや竪壁

の構造設計に活用することが可能となった。また，

Type 3 の竪壁厚を合理化する本検討で提案した橋台

形式である Type 4 の竪壁厚さを薄くできる可能性が

確認できた。 

 

今後は，竪壁厚を合理化した提案橋台の Type 4 に関し

て，構造設計に反映できように，ウィング壁の拘束効果

を考慮した竪壁の限界厚さやウィング壁主鉄筋の定着範

囲などの詳細な検討が必要と考える。 

 

参考文献 

1) 日本道路協会：道路橋示方書・同解説，Ⅳ下部構造

編，丸善，2012.3 

2) 川内惇美，山尾敏孝，筒井光男，國見 玲：橋台パラ

ペットの簡易設計方法の提案と地震時挙動の検討，

土木構造・材料論文集，第 25 号，pp.57-66，2009.12 

3) Dassault Systems Simulia Corp.：Abaqus／CAE User’s 

Manual 6.11，Providence，RI，USA，2011. 

4) 日本計算工学会編：計算力学レクチャーシリーズ 7 

鉄筋コンクリート構造の離散化極限解析法, 丸善，

pp.51-56，2005.5 

5) 日本道路協会：道路橋示方書・同解説，Ⅲコンクリ

ート橋編，丸善，2012.3 

6) 日本道路協会：道路橋示方書・同解説，Ⅴ耐震設計

編，丸善，2012.3 

-36-




