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は じ め に

1995年の兵庫県南部地震において多
くの橋梁が被災して混乱が生じたことを
教訓に，道路橋の耐震補強が進められ
ています．国土交通省では緊急輸送道
路における損傷のおそれのある橋梁のう
ち，広域応援部隊等が移動するための
県庁所在地間を結ぶ道路に存在する橋
梁約8 000橋について，2017年度までに
橋梁の重大な損傷を防止する対策を完
了する計画です．国土交通省管轄の緊
急輸送道路にある橋梁の耐震化状況を
表に示します．耐震対策の中でも比較
的大規模な橋梁では橋脚に作用する慣
性力を低減するために，免震構造を採
用するケースが増加しています．橋梁の
免震工法は，図１に示すとおり，橋桁
などの上部構造を積層ゴムやダンパーで
構成された免震支承で支持することで，
地震時の上部構造の振動を長周期化・
高減衰化し，上部構造に作用する慣性
力を低減でき，耐震性を向上させてい
ます．
しかしその一方で添架管路に対しては
厳しい設置環境が生じています．上部
構造と下部構造の相対変位が増加し，

変位方向も橋軸方向に加え，橋軸直角
方向に振動します．このため，免震構造
を考慮していない従来の添架方法では，
地震時の相対変位に追従できず，管路
およびケーブルの損傷が発生する可能性
があります．免震橋に添架した管路の損
傷イメージを図２に示します．
2007年の新潟県中越沖地震において，
免震橋梁に添架した他企業管路で甚大
な被害が生じており，早急な耐震対策
を検討する必要があります．
今回，免震橋梁の地震時の挙動を分

析して，橋梁添架設備に必要とされる
変形性能を明確にし，対策技術につい
て検討を実施しました．

従来の橋梁添架方法

現行の橋梁添架設備は図３に示すよ
うに橋台部や橋脚部等の相対変位発生
個所に伸縮継手を設置しています．温
度伸縮と地震時伸縮量を見込んで設
計されているものの，想定された変位
方向は橋軸方向のみであり，変位量
も±10 cm程度で，免震支承によって
発生する大変位は想定していません．橋
台部と添架管の支持金物の間隔が短い
場合や橋桁端部の開口部を通して添架
している場合は，管軸直角方向の変位
により，管路およびケーブルが容易に損
傷してしまうことが想定できます．
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近年，橋梁の耐震対策として免震化が進められていますが，既存の橋梁添架設備

は温度伸縮や地震動を見込んで伸縮構造を採用しているものの，免震支承の変形ま

では見込んでおらず，大地震時に管路および収容ケーブルが損傷するおそれがあり

ます．そこで，ここでは免震橋添架設備に必要とされる変形性能を明確にし，市販

の管材を利用した経済的な対策により，通信サービスの途絶からケーブルを保護す

る技術を開発しましたのでその概要を紹介します．
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表　緊急輸送道路にある橋梁の耐震化状況

損傷のおそれ

うち，落橋・
倒壊のおそれ

対策済・
対策不要

緊急輸送道路全体（約５万橋）

広域応援部隊等
が移動するため
の県庁所在地間
を結ぶ道路

その他の緊
急輸送道路

約16％
（約8 000橋）

約14％
（約7 000橋）

０％

約70％
（約35 000橋）

約４％
（約2 000橋）

出典：国土交通省道路局ホームページより

図１　免震橋梁の地震時の 
変位イメージ 
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免震橋梁の地震時挙動分析

NTTの通信管路が添架されている橋
梁で，ゴム支承を有する26橋を対象に，
設計で想定される水平変位量について調
査しました．その結果，免震支承を採用
した形式の場合は，橋軸方向の設計変
位量がおおむね30 cm程度となっており，
直角方向にも変位可能となっていること
が判明しました．また，調査した橋梁の
中で最大変位が予測される橋梁につい
て，地震時の挙動を動的解析により詳
細分析をしました．解析に用いた地震動
はレベル２地震動とし，東海地震等を想
定したプレート境界型の大規模な地震動
と兵庫県南部地震のような内陸直下型
地震動の２タイプの地震について動的解
析を行っています．解析結果は，橋台部
において橋軸方向で60 cm，管軸直角
方向で40 cmの相対変位が添架管に作
用する結果となり，本数値を目標値とし
て，ケーブル防護により通信機能を確保
できる耐震対策工法を検討しました．

既存橋梁添架設備の地震時挙動

免震橋梁の地震時の大変位が作用し
た場合の既存添架設備の挙動について，
実験的に確認を行いました．
（1） 管軸方向圧縮試験
添架管本体および伸縮継手の変形特

性や破壊に至る大変位時の挙動を把握す
るために，添架管軸方向の圧縮試験を静
的載荷試験により実施しました（図４）．
添架管の中に光ファイバケーブルを挿入
し，添架管破壊後の伝送損失の状態を
把握します．なお，光ファイバケーブル
には平均的な摩擦張力を負荷しました．
圧縮試験の結果，10数cmの圧縮変

位で鋼管が伸縮継手内で硬質ビニル管
に突き刺さるかたちで継手が破損し，
ケーブル外被が損傷するケースが確認さ
れたことから，免震支承へ添架する場合
は，伸縮量を向上させる対策を行う必
要があります．
（2） 管軸直角方向試験
管軸直角方向の載荷試験は，図５に

示すような静的載荷試験により，管軸

直角方向変位が生じた際の添架管本体，
伸縮継手の挙動を把握し，圧縮と同様
に添架管中の光ファイバケーブルの伝送
損失を把握します．
管軸直角方向変位試験の結果，弱点

部は伸縮継手部であり，曲げ力により急
激に破損し，管内に収容された光ケーブ
ルにも急激な曲げおよび引張力が作用す
ることで，光ファイバ心線の断線が生じ
る結果となりました．管軸直角方向変
位の限界領域は伸縮継手と第一支持点
の間隔が小さいほど厳しくなるため，現
場環境に応じて対策実施の要否を検討
する必要があります．

対策案の検討と耐力確認試験

市中の管材を利用することにより，橋
軸直角方向および橋軸方向への大変位に
対応可能な工法を検討した結果，図６に
示すように波付硬質ポリエチレン管（可
とう管）と大変位に追従可能な伸縮構造

をとることで，大変位に対応可能な工法
の試作を行いました．さらに，スリット
入波付硬質ポリエチレン管を使用するこ
とで既存橋梁（ケーブル収容管）の対策
実施が可能な工法の試作も行いました．
試作モデルについて，一軸振動台を用
いた繰り返し変形試験を実施することに
より，対策工法の適用領域の確認を行
いました．試験方法は，図６に示すよう
な桁端部の開口部を通過する厳しい環
境を想定して，橋軸方向もしくは橋軸
直角方向の振動を徐々に増加させ，管
材の破損および収容されたケーブルの伝
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図２　免震橋添架管路の損傷イメージ 

・橋軸方向および橋軸直角方向に振動 
・水平360°に大きな変位が発生 
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従来の伸縮継手では， 
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添架設備 

図３　既存の橋梁添架設備 
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送損失を確認しました．
橋軸方向の一軸振動試験の結果，対

策工法は，伸縮構造が機能し，大変位
に対して管材の損傷や収容ケーブルの障
害は発生しないことが確認できました．
橋軸直角方向の一軸振動試験の結果，
対策案は，光ファイバが地震時の荷重に
より伝送障害を生じる限界角度まで，ほ
ぼすべての領域で収容ケーブルを保護す
ることが確認できました．管軸直角方向
の適用領域を図７に整理して示します．

実地震動による性能評価試験

２軸振動台による加振実験を行い，実
際の地震波による対策工法の信頼性を確
認しました． 加振実験に用いた地震波
は，動的解析によりもっとも大きな変位
が予測される兵庫県南部地震クラスの内
陸直下型地震動による免震支承の振動
を再現しました．既設添架設備がどのよ

うに破損し，通信障害に至るのか，対策
工法は実際の地震の際にどのような挙動
を示すのかについて確認しました．
試験の結果，既存添架設備は，振動

により伸縮継手部が離脱し，露出され
たケーブルを管端部どうしの衝突で擦り
潰すようにケーブルの断線が発生してい
ます．写真１の左側の写真は離脱した
管端部が衝突し，継手部が破損した事
例です．右側の写真は，離脱した既存
添架管により収容ケーブルが急激に曲げ
られ断線した損傷例を示します．
対策工法は，管材および収容ケーブ

ルに損傷は生じず，免震橋梁の大変位
に対して通信サービス途絶を防止する効
果があることが確認できました．写真２
に対策案の実地震動による加振状況を
示します．

今後の予定

今後は，多条多段設置した場合の耐
震性能の確認および耐火防護が設置さ
れた区間での挙動確認，長期信頼性の
評価を行い，2009年度に施行工事での
施工性検証等を経て実現場に導入する
予定です．
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大規模地震に関する世間の関心は高まるば
かりです．NTTアクセスサービスシステム
研究所では，社会の動向・技術革新に追従し，
安心・安全な通信サービスを提供できるよう
設備の耐震技術の向上に取り組んでいます．

◆問い合わせ先
NTTアクセスサービスシステム研究所
シビルシステムプロジェクト
管路系グループ
TEL 029-868-6220
FAX 029-868-6259
E-mail n.segawa ansl.ntt.co.jp

写真１　既設添架管路の実地震波
振動試験　

写真２　対策技術の実地震波振動試験
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図７　管軸直角方向の適用領域 
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図６　対策工法のイメージ 
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PV75: φ75 mm差込継手硬質ビニル管 
VP100: φ100 mm塩化ビニル管 


