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要旨：熊本地震等の過去の地震により，鋼角ストッパー埋込み部のコンクリートに損傷が生じた。本研究で

は，桁端に設置された単体ストッパーを模擬した実大載荷試験および FEM 解析を実施し，桁端のストッパー

埋込み部のコンクリートの破壊性状を検討するとともに，複数のストッパーからなる実桁の埋込み部コンク

リートの破壊性状を FEM 解析により検討した。その結果，実桁のストッパー埋込み部のコンクリートの破壊

性状およびその耐力は，橋軸方向の慣性力作用方向による影響は小さく，ストッパーの配置位置および横桁

の配筋の影響を受けることを確認した。 
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1. はじめに 

 コンクリート鉄道橋梁の支承部は，一般的に図－1 に

示すように，支承本体と移動制限装置，落橋防止装置，

桁座および桁端から構成される。ここで，鋼角ストッパ

ー（以降，ストッパー）は，移動制限装置および落橋防

止装置として用いられる。 

ストッパーを用いたコンクリート鉄道橋の耐震設計

では，復旧性の観点から，桁やストッパーよりも橋脚に

損傷を先行させ，橋脚の弾塑性応答により地震によるエ

ネルギーを吸収させることが一般的である。そのため，

ストッパー本体および桁座，桁端におけるストッパー埋

込み部のコンクリートは，損傷させない設計となってい

る。しかしながら，過去の地震において，橋脚が損傷す

る前に，ストッパー埋込み部のコンクリートにせん断ひ

び割れや支圧によるコンクリートのはく離などの損傷が

生じている 1)。ストッパー埋込み部のコンクリートに損

傷が生じた場合，損傷程度と残存耐力の関係が明確にな

っていない。また，損傷程度や損傷箇所により，復旧に

多くの労力が必要になると考えられる。そのため，スト

ッパー埋込み部のコンクリートの破壊性状を明らかにし，

復旧性を考慮した設計手法が必要である。 

筆者らはこれまでに，設計にて想定するストッパーの

剛体仮定に関する検討を実施し 2)，桁座を模したストッ

パーの載荷試験および FEM 解析により，桁座埋込み部

コンクリートに発生する支圧応力分布や破壊性状に関す

る検討を行っている 3),4),5)。本研究では，桁端に埋め込ま

れた単体ストッパーを模した実大載荷試験および FEM

解析を実施し，ストッパー埋込み部のコンクリートに生

じる支圧応力分布や破壊性状を検討し，FEM 解析により，

複数のストッパーからなる実桁の埋込み部コンクリート

の破壊性状に関する検討を行った。 

 

2. ストッパーの設計 

 鉄道構造物等設計標準・同解説 コンクリート構造 6) 

（以降，RC 標準）では，ストッパー本体，桁座および

桁端におけるストッパー埋込み部のコンクリートの破壊

に関する照査を行う。ここで，RC 標準 6)では設計の仮定

として，ストッパーを剛体と仮定している。桁端の埋込

み部では，ストッパーの防振ゴム被覆により支圧力が伝

達され，ストッパーおよび埋込み部のコンクリートの支

圧応力を等分布としている。一方，桁座の埋込み部では，

ストッパーおよびストッパー埋込み部のコンクリートに

生じる支圧応力分布を三角形分布としている。この支圧

応力分布により，地震時慣性力 Hs に対して，ストッパ

ー本体およびストッパー埋込み部のコンクリートに生じ

る断面力を算定する。 

 ストッパー埋込み部のコンクリートの破壊に関する照

査は，ストッパー埋込み部の支圧破壊，せん断破壊に対

して行う。ストッパー埋込み部のコンクリートの支圧破

壊に関する照査は，図－2 に示す支圧応力分布から埋込

み部の上端および下端における圧縮応力度 σ’1, σ’2, σ’3を

応答値，コンクリートの圧縮強度 f’cを限界値として行う。

σ’1, σ’2, σ’3は，式(1)～(3)により算定する。cはストッパ

ー本体の幅，eは桁端埋込み長である。 
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図－1 支承部の概要 図－2 支圧応力分布 
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 ストッパー埋込み部のコンクリートのせん断破壊に関

する照査は，地震時慣性力 Hs を応答値，式(4)に示すコ

ンクリートのせん断耐力 Hsp および式(5)に示す補強鉄筋

の降伏耐力 Hsy を限界値として行う。式(4)における Aτ

は図-2 に示す，せん断破壊面の面積である。せん断破壊

面は，桁端下面におけるストッパー端から 45°で想定す

る破壊線とストッパー中央断面における桁端埋込み長 e

の位置から 45°で想定される破壊線とから成る 3次元の

破壊面である。また，d はストッパー前面から外縁まで

の距離である。式(5)における n および fsy, As は，区間 e

（補強鉄筋の有効範囲）に配置される補強鉄筋の本数お

よび降伏強度，断面積である。 

   τcrpdsp 190 A'f.H ・・・・・    (4) 
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3. 実験概要 

 試験体諸元を表－1 に，材料試験結果を表－2 に，耐

力の算定値を表－3 に示す。また，試験体の寸法，補強

鉄筋の配筋を図－3，載荷状況を写真－1 に示す。 

 試験体は，既往の研究 7)を参考にした桁端を模したス

トッパーであり，埋込み部には厚さ 12mm の防振ゴムに

よる被覆を行っている。また，桁端に埋め込まれるスト

ッパーを 90°回転させた試験体であり，左右に 2 箇所ス

トッパー埋込み部を有する試験体である。表－3 に示す

各耐力は，材料試験結果を用いて算出した各限界値に対

する水平力である。なお，補強鉄筋の本数 n は図－3 に

示す埋込長 eに配置される鉄筋 3 段×2 本である。また，

試験体は，ストッパー埋込み部のコンクリートの破壊性

状を検討するため，ストッパー本体の耐力はストッパー

埋込み部のコンクリートの各耐力よりも大きくなってい

る。ストッパー断面寸法，埋込み長 e および外縁距離 d

は，実橋梁のストッパーを参考に，高さ 300mm，幅 300mm，

鋼材板厚 22mm，e=300mm，d=300mm としている。フー

チング端から載荷点までの距離は，既往の研究 5)を参考

に，図－2 に示す桁座のストッパー埋込み部の支圧応力

を三角形分布と仮定した合力の作用位置（(a－x)/3）とし

た。補強鉄筋は，RC 標準 6)に示す構造細目を参考にコの

字およびハの字の鉄筋を使用し，D16 をストッパー端か

ら補強鉄筋までの距離を 150mm とし，100mm 間隔で配 

表－3 耐力算定値 

支圧

σ'1 コンクリート 補強鉄筋

Hmu Hvu2 Hf1 Hsp Hsy
kN kN kN kN kN

3757 3740 3195 2008 763

Mu:曲げ耐力，S2：桁端部のせん断耐力

ストッパー本体 ストッパー埋込み部のコンクリート

Mu S2
せん断

表－2 材料試験結果 

f'c Ec fy Es fy Es

N/mm2 kN/mm2 N/mm2 kN/mm2 N/mm2 kN/mm2

37.9 21.9 375 197 575 209

ストッパーコンクリート 補強鉄筋

表－1 試験体諸元 
補強鉄筋 防振ゴム

(kN・mm2) (mm)

300

規格
径
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(mm)

外縁
距離
d

(mm)

埋込長

e
(mm)

高さ
幅

板厚
(mm)

SD345
D16
100

300
300
22

C06-1b
12

7.41

×1010
300

備考

実大

ストッパー

曲げ
剛性

規格
厚さ

 
図－3 試験体寸法，配筋（単位：mm） 
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置した。なお，フーチングの寸法は，せん断ひび割れの

発生角度が 70°程度であったこと 4)を考慮して，境界条

件の影響を受けないように幅 2400mm とした。 

 載荷状況を写真－1 に示す。載荷は，鉛直方向の静的

単調載荷とした。なお，フーチングは，図－3 に示す位

置にて PC 鋼棒により固定している。計測項目は，荷重，

載荷位置でのストッパー鉛直変位，ストッパーおよび補

強鉄筋ひずみである。 

 

4. 解析概要 

 解析対象は，実験にて使用した試験体を対象とした。

解析モデル，荷重および拘束条件を図－4 に示す。解析

モデルは，試験体中央を対称とした 3 次元 1/4 モデルで

ある。フーチング下端にはインターフェースを配置し，

接触時のみ剛とするノーテンションモデルとしている．

また，ストッパーを被覆した防振ゴムは，インターフェ

ース要素にてモデル化した．なお，鉄筋とコンクリート

は完全付着としている．載荷は，PC 鋼棒に 400kN/本の

緊張力を与えた後，実験の載荷位置にて z 方向の強制変

位を漸増させた。  

コンクリートと補強鉄筋の材料構成則を図－5 に示す。

コンクリートと補強鉄筋の材料特性値は表－2 に示す値

を用いた。コンクリートの引張強度および引張破エネル

ギーは RC 標準 6)により算出し，圧縮破壊エネルギーは

既往の研究 8)により算出した。また，防振ゴムは，材料

規格値を用いて RC 標準 6)により法線およびせん断剛性

を算出している．ひび割れモデルは固定ひび割れ，ひび

割れ後のせん断剛性の低減係数はひび割れ直交方向のひ

ずみに応じてせん断剛性を低減する Al-Mahaidi モデル 9)

を用いた。なお，ストッパーは，実験においても弾性領

域であったことから，線形部材としている。 

 

5. 単体ストッパー埋込み部のコンクリートの破壊性状 

5.1 実験結果 

 試験体の荷重－変位関係を図－6，試験体の破壊状況

を図－7 に示す。荷重はフーチングに作用する反力，変

位は載荷点での鉛直変位を示している。試験体は，荷重

150kN までにフーチングの側面にストッパー前面からせ

ん断ひび割れの発生が確認され，荷重の増加とともにひ

び割れがフーチング上端へと進展した。ひび割れがフー

チング上端到達とほぼ同時に最大荷重となり，最大荷重

は 672kN であった。補強鉄筋の荷重－ひずみ関係を図－

8 に示す。補強鉄筋のひずみは，最大荷重以降はひずみ

計の不良により計測できていない。補強鉄筋のひずみは，

最大荷重直前の 664kN 時に降伏に至っており，最大荷重

時には，N 側ハの字の 1 段目の鉄筋のみが降伏に至って

いる。設計で仮定する有効範囲内の鉄筋は 3 段であるた

め，実験値は，補強鉄筋の限界値から決まる水平力 Hsy

を超過していない。最大荷重時には，ストッパー直上の

フーチング天端に，押し抜きせん断によると考えられる

ひび割れが発生している。なお，ストッパー前面に発生

したせん断ひび割れの発生角度は，70°程度であり，設

計で想定する 45°よりも大きくなった。 

 

ストッパーの曲げモーメント分布を図－9 に示す。ス

トッパーの曲げモーメントは，ストッパーの前面および

 
図－4 解析モデル，荷重および拘束条件 

図－5 材料構成則 
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図－6 荷重－変位関係 
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背面にて計測したひずみから曲率分布を算出し，曲げモ 

―メントを算出した。図中には，埋込み部に等分布荷重

が作用すると仮定した設計にて用いる曲げモーメント分

布を併せて示している。曲率から求まるストッパーの曲

げモーメント分布は，等分布荷重を仮定した設計の曲げ

モーメント分布とほぼ等しい。 

5.2 解析結果 

 図－6 中には，FEM 解析による荷重－変位関係を併せ

て示している。解析結果は，最大荷重が 733kN となり，

実験と若干の相違があるものの，概ね一致している。ま

た，図－10 に示す最大荷重時のひび割れひずみ，最小主

応力の分布は，図－7 に示す損傷状況を表現できている

と考えられる。ストッパー単体での埋込み部のコンクリ

ートの支圧応力は，防振ゴムの被覆により，概ね等分布

形状となる。最大荷重時の補強鉄筋の応力分布を図－11

に示す。補強鉄筋は，最大荷重直前の 723kN 時に降伏に

至り，最大荷重までにコの字の 1 段目の鉄筋のみが降伏

に至っている。実験と同様に，ストッパー埋込み部のコ

ンクリートが押し抜かれ，破壊したものと考えられる。 

 

6. 実桁ストッパー埋込み部の破壊性状 

6.1 実桁の破壊性状に影響を及ぼす諸要因 

前章では，桁端に埋め込まれた単体ストッパーの載荷

試験および FEM 解析を実施した。その結果，ストッパ

ー埋込み部のコンクリートの支圧応力分布は，設計で仮

定する等分布荷重となり，その破壊性状は，埋込み部の

コンクリートのせん断破壊であったと推察される。ここ

で，実桁では，ストッパーは，桁の端部横桁に複数本設

置される。埋込み部のコンクリートの破壊性状には，橋

軸方向の慣性力作用方向，ストッパーの配置間隔および

横桁の配筋が影響するものと考えられる。そこで，実桁

をモデルとした FEM 解析により，慣性力の作用方向，

ストッパーの配置間隔および横桁の配筋が実桁のストッ

パー埋込み部のコンクリートの破壊性状に与える影響を

検討した。 

6.2 解析条件 

解析対象は，橋長 20m の RCT2 主桁とし，横桁に 2 本

のストッパーが配置された実桁である。横桁の配筋は，

軸方向，側方鉄筋が D19，せん断補強鉄筋が D16，スト

ッパーの補強鉄筋は，D19 および D16 である。解析モデ

ルおよび荷重，拘束条件を図－12 に示す。解析モデルは，

横桁中央を対称とした 3 次元 1/2 モデルである。材料構

成則は，図－5 と同様とし，材料特性値は，RC 標準 6)

を参考に表－4 に示す値を用いた。なお，ストッパーは

線形部材とし，ストッパー側面にはインターフェースを

  
図－8 補強鉄筋の荷重－ひずみ関係（実験） 
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  図－9 ストッパーの曲げモーメント分布 
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図－10 ひび割れひずみと最小主応力の分布  

 

図－11 補強鉄筋の応力分布（解析） 
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配置している。表－5 に解析ケースを示す。解析ケース

は，慣性力の作用方向，ストッパー位置および横桁配筋

の有無をパラメータとした 7 ケースである。 

6.3 慣性力の作用方向の影響 

 慣性力の作用方向をパラメータとした case1～6の荷重

－変位関係を図－13 に示す。載荷方向の異なるケースの

最大荷重比はそれぞれ，case1/case4=1.05，case2/case5= 

1.03，case3/case6=1.02 である。また，最大荷重時の最小

主応力分布の一例を図－14 に示す。ストッパー前面の応

力状態は載荷方向によらずほぼ同様である。このため，

慣性力の作用方向が，実桁の破壊性状に及ぼす影響は小

さいと考えられる。 

6.4 ストッパー間隔の影響 

 図－13 に示す荷重－変位関係において，ストッパー間

のあきが小さくなるほど，最大荷重が小さくなっており，

最大荷重の比はそれぞれ，case2/case1=0.92，case3/case1= 

0.84，case5/case4=0.95，case6/case4=0.86 となった。隣接

するストッパーとせん断破壊面が重なる影響であると考

えられ，主桁端とのあきよりも隣接ストッパーとのあき

の影響が大きいと考えられる。最大荷重時の最小主応力

分布の一例（case4～6）を図－15 に示す。ストッパーの

あきが小さくなるほどストッパー前面に生じる圧縮力の

方向が橋軸直角方向となっており，隣接するストッパー

の影響を受けている。隣接ストッパーとのあき cと外縁

までの距離 dとの比 c/dが case3，6 の 1.3 程度の場合，

ストッパー埋込み部のコンクリートの破壊性状は隣接ス

トッパーの影響が大きいと考えられる。過去の地震によ

り損傷した桁端 3)を写真－2 に示す。写真－2 では，隣接

するストッパー間にひび割れが発生している。このとき

の c/d=1.14 であり，本解析結果の妥当性を示している。 

6.5 横桁の配筋の影響 

 case5，7 の荷重－変位関係を図－16 に示す。横桁鉄筋

ありとした case5と横桁鉄筋なしとした case7の最大荷重

の比（case5/case7）は 1.16 となり，case5 がやや大きくな

った。図-17 に示す，case7 の最大荷重時の最小分布応力

は，ストッパー前面に生じる圧縮力の方向が橋軸直角方

向となっており，case6 に近い分布形状となった。横桁の

鉄筋がない場合，隣接ストッパーの影響を受けやすくな

るものと考えられる。また，図－18 に示す最大荷重時の

図－12 実桁の解析モデルおよび荷重，拘束条件 
表－4 実桁の材料特性値 

f'c Ec fy Es fy Es

N/mm2 kN/mm2 N/mm2 kN/mm2 N/mm2 kN/mm2

主桁 40.0 31.0

横桁 30.0 28.0
ストッパー
板厚9mm

24.0 25.0 - - - 200

コンクリート 補強鉄筋 ストッパー

部位

345 200 - -

表－5 解析ケース 

隣接ストッパー
とのあき

主桁端
とのあき

外縁
距離

c c' d
(mm) (mm) (mm)

1 1000 150 3.3

2 700 300 2.3
3 400 450 1.3
4 1000 150 3.3
5 700 300 2.3
6 400 450 1.3
7 700 300 2.3 無

橋軸
方向
L2

有
300

Case
慣性力

の
方向

c/d
横桁
鉄筋の
有無

橋軸
方向
L1

図－13 荷重－変位関係（case1～6） 

0

300

600

900

1200

1500

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

水
平
荷
重

(
k
N
)

水平変位(mm)

case1
case2
case3

case1       case4
case2       case5
case3       case6

 
図－14 最大荷重時の最小主応力分布（case1，4） 

図－15 最大荷重時の最小主応力分布（case4～6） 

写真－2 過去の地震により損傷した桁端 3) 
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鉄筋応力分布では，ストッパー補強鉄筋だけでなく，横

桁の鉄筋にも引張応力が生じ，特に，せん断補強鉄筋が

降伏している。横桁の鉄筋もストッパーの押し抜きに抵

抗していると考えられる。しかしながら，case5 と case7

のコンクリートの破壊面側の鉄筋量の比（case5/case7）

は 1.50 であり，鉄筋量の増加率に対して最大荷重の増加

率は小さい。  

 

7. まとめ 

本稿では，単体のストッパー埋込み部コンクリートの

破壊性状に関する実大載荷試験および FEM 解析を実施

し，複数本のストッパーが配置された実桁のストッパー

埋込み部コンクリートの破壊性状に与える諸要因につい

て検討した。本検討により得られた所見を以下に示す。 

(1) 単体ストッパーの載荷試験および解析では，最大荷

重までにせん断破壊面を交差する補強鉄筋の一部が

降伏したものの，補強鉄筋の有効範囲にある鉄筋す

べては降伏に至らず，ストッパーの前面のコンクリ

ートが押し抜かれ破壊に至った。 

(2) 実桁のストッパー埋込み部のコンクリートの破壊性

状は，橋軸方向の慣性力作用方向による影響は小さ

いと考えられる。慣性力の作用方向による最大荷重

の比は 1.0 程度であった。 

(3) 実桁のストッパー埋込み部のコンクリートの破壊性

状は，隣接ストッパーとのあきの影響を受けると考

えられる。隣接ストッパーとのあきが小さくなるほ

ど，最大荷重が低下し，c/d =3.3 と c/d =1.3 の最大荷

重の比は，0.85 程度となった。 

(4) 実桁のストッパー埋込み部のコンクリートの破壊性

状は，横桁鉄筋の有無による影響を受けると考えら

れる。しかしながら，鉄筋量の増加率 1.50 に対して，

最大荷重の増加率は小さく，横桁鉄筋の有無による

最大荷重の比は 1.16 であった。  
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図－16 荷重－変位関係（case5，7） 
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図－17 最大荷重時の最小主応力分布（case5，7） 

図－18 最大荷重時の鉄筋の応力分布(変形倍率×100) 

 

- 684 -


