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1. はじめに 

  
レンガの土木建築用材料としての歴史は古く、既に

紀元前２千数百年前の古代帝国バビロニアで用いられ

たといわれている１）。わが国では、明治初期に、殖産

興業の推進に伴い、製鉄や製紙等の官営工場、燈台、

水道、軍事等、多方面の施設建設に適用され始めた2）。

また鉄道施設では、明治から大正にかけての鉄道網の

発展に伴い、石やレンガを材料とするトンネルや橋り

ょう下部構造物が数多く築造された。このような旧式

鉄道構造物の多くは、地震、台風等の自然災害や戦災

にもよく耐え、現在でも健全な姿で供用されている。 

旧式鉄道構造物の一つである石・レンガ積み橋脚は、

経年劣化や用途の高度化に伴い、順次、鉄筋コンクリ

ート造等に置き換えられつつある。しかし、対象とな

る橋脚の数が多く、全てを置き換えるには膨大な経費

と時間が必要となる。そのため、現状の把握のための

健全度調査や耐力評価を正確に行い、必要に応じて適

切な補修・補強を施し、その耐用年数を延ばすような

維持管理が今後重要となる。 

石・レンガ積み橋脚の力学的な問題に関しては、建

造から 100 年以上経過しているものも希ではないこと

もあり、使用されている材料の物性や強度だけでなく、

組積造として耐震性を評価する合理的な手法や有効な

補強工法が確立されていないのが実状である。そこで

本研究では、石やレンガを材料とする旧式橋脚を対象

に、まず過去の地震被害事例を調査し、石・レンガ積

み橋脚の被害形態の特徴を把握した。次に既往の構造

要素試験の結果を再現する数値シミュレーション解析

を実施し、石・レンガ積み橋脚の耐震性評価へのレン

ガ構成則を用いた FEM 解析の適用性について検討した。

さらに、実橋脚を対象とした比較解析を実施し、石・

レンガ積み橋脚の耐震性について検討した。 
 

2. 地震被害事例の調査と分析 

  
石やレンガで造られた橋りょうの地震被害は、国内

では、1891 年濃尾地震、1923 年関東大地震、1948 年

福井地震、1964 年新潟地震、1978 年宮城県沖地震、

1983 年日本海中部地震、および 2004 年新潟県中越地

震で報告されている。 

1891 年濃尾地震では、東海道本線木曾川橋りょう、

揖斐川橋りょうのレンガ橋脚に水平亀裂が発生してず

れが生じる等の被害を受けている3)。1923 年関東大地

震では、図－1 に示す北条線湊川橋りょうの被害を始

め、多数の旧式橋脚で甚大な被害が発生している1)。ま

た、1948 年福井地震では、計 24 本の鉄橋が崩壊し、

鉄道輸送網は約 1 か月停止したとされ、石・レンガ積

み橋脚も被害を受けている4)。最近では、2004 年新潟

県中越地震で、震度７が観測された川口町役場に近い

JR飯山線の魚野川橋りょうにおいて、石積みの旧式橋

脚の表層が部分的に剥落する被害が発生している5)。 

過去の大地震による石・レンガ積み橋脚の被害を分

類すると、①水平方向の切断・横ずれ、②レンガや石

材の剥離・崩落、③橋脚の転倒・崩壊、④橋脚のはら

み・水平亀裂、⑤支承部の破損、となる。これらの被

害のうち、事例が多く、石・レンガ積み橋脚の典型と

言えるのが、①水平方向の切断・横ずれである。なお

この被害形態は、②～⑤の被害形態とも関連性が見ら

れ、橋脚の寸法・形状等によっては③橋脚の転倒・崩

壊に進展した事例も多い。 
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図-1 湊川橋りょうの被害1)

Fig.1 Earthquake damage to Minatogawa bridge1)

 

ここで、石積みレンガ橋脚の切断・横ずれによる被

害形態の特徴は、図－1 に示すように橋脚の中間部

（地表面から橋脚高の 1/4～1/5 程度の位置）で橋脚が

水平に切断されて横ずれを起していることである。こ

の被害形態は、おそらく貧配合コンクリート等による

中詰の打継面に起因したものと予想される。そこで

石・レンガ積み橋脚の水平耐力や変形性能等の耐震性

を評価するには、このような破壊挙動を表現しうる解

析手法を用いる必要がある。 
 

3. 組積造の数値解析手法の検討 

  
3.1 既往の解析手法 

石・レンガ積み構造物の耐震検討は、これまで歴史

的建築物等を中心に数多く実施されてきた。これらの

検討において最も多く適用されてきた解析手法は、汎

用プログラムSAPやNASTRANを用いた線形FEM解析であっ

た。しかし最近では、解析技術の向上に伴い、構造要

素の力学モデルに非線形特性を考慮したFEM解析も実施

されるようになり、ハギヤソフィア大聖堂の地震時の

亀裂発生予測や耐力評価等の検討6)、レンガ造アーチ高

架橋における不等沈下の影響や耐震性能評価等の検討

事例7)がある。なお、これらの検討は、いずれも鉄筋コ

ンクリート構造の構成則を用いたFEM解析を適用した事

例である。このように従来の研究の多くは、石・レン

ガ積み構造物の耐震性を解析的に評価する場合、組積

構造を連続体と見なしてFEM解析を適用してきた。 

石・レンガ積み構造物は、地震による実被害や図－2、

図－3に示すような既往の載荷試験結果8)によれば、水

平方向の切断・横ずれの破壊挙動において、最大耐力

後に脆性的な破壊挙動を示すのではなく、目地部やレ

ンガ劣化部等を亀裂が進展することに伴い、耐荷力を

保持したまま水平変位が増加するような傾向を有して

いる。それに対してコンクリートの構成則を用いた連

続体モデルのFEM解析では、荷重～変位関係の最大耐力

到達後に耐力が急激に低下してしまい、上記のような

変形挙動を適切に表現できない。 

3.2 レンガ構造の構成則の採用 

土木・建築分野における構造物の耐震性評価では、

耐力のみならず変形性能も照査できる手法が望ましい。

石・レンガ積み橋脚の耐震性の検討においても将来的

には、軌道修復や復旧性の観点から性能規定が設けら

れることが予想されるため、耐力だけでなく地震時変

形性能も重要な評価項目となると考えられる。 
 

 

 

壁厚 

(380mm または 320mm) 

図-2 レンガ壁の載荷試験8）

Fig.2 Loading test on brick masonry wall8) 

 

 

試験体は計 3 体 

A-1 と A-2 は壁厚 380mm 

A-3 は壁厚 320mm 

図-3 載荷荷重～変位曲線8）

Fig.3 Loading force-displacement relations 8)
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図-4 Rankine-Hillの降伏条件9),10)

Fig.4 Rankin-Hill yield condition9),10)

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 引張軟化特性 
Fig.5 Characteristic of tension softening 

 

このような状況も踏まえ、本研究では、従来のコン

クリートの構成則に代えて、最近提案されているレン

ガ構造材料の構成則を用いたFEM解析の適用性について

検討した。 

P.B. Lourencoらは、目地を含むレンガ積み構造の力

学特性を擬似的な連続体としてモデル化した構成則を

提案している9),10)。この構成則は、図－4に示すように

Rankineタイプ（引張側），Hillタイプ（圧縮側）から

成る降伏条件を仮定し、それぞれ異方性を有するモデ

ルとなっている。また、引張側および圧縮側とも破壊

エネルギーの概念に基づいて、それぞれの軟化特性を

モデル化している。特に引張側の軟化特性は、コンク

リート構造等に適用されている軟化特性とは異なり、

図－5に示すようなひずみ速度に依存して見かけの強度

が増加するような軟化特性となっている。 

3.3 構成則の適用性の検討 

図－2および図－3に紹介した既往の載荷試験結果8)を

利用して、上述のレンガ構成則を取り入れたFEM解析手

法の適用性を検討した。この載荷試験は、明治28年竣

工の旧法務省赤レンガ棟の改修工事に際し、既存レン

ガ造壁体の強度を把握する目的で実施された実大強度

試験の一つである。実際のレンガ造の壁を用い、図－2

に示すような試験体を現地で計３体成型し、試験体底

表-1引張軟化に関する材料定数 

Table 1 Material properties for tension softening 

水平：gftx 0.02

鉛直：gfty 0.04

クラック粘性値（N・s/mm2） ｍ 10000

引張破壊エネルギー（N・mm/mm
2
）

 
表-2 解析における引張強度  

Table 2 Strength conditions for analysis 

圧縮強度

f'c（N/mm
2
) 水平 鉛直

1 6.25 0.10 0.20 1/30

2 6.25 0.06 0.12 1/50

3 6.25 0.06 0.06 1/100

4 6.25 0.03 0.03 1/200

5 6.25 0.015 0.03 1/200

強度比
（引張/圧縮）

引張強度:ft (N/mm
2
)

Case
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tif κ& 部より800mmの位置にセットした載荷用ジャッキで水平

方向に単調載荷しながら載荷点の変位を計測し、レン

ガ壁体の荷重～変位関係を明らかにした。 

ftig 本検討では、汎用FEMプログラムDIANAを用い、この

載荷試験で得られた荷重～変位関係を再現できる数値

シミュレーションを行ってレンガ構成則の適用性を検

討した。解析に用いた材料定数は、載荷試験の際に実

施された各種調査および要素試験8)の結果に基づいて表

－1のように設定した。ただし、既往の調査結果より目

地部を含むレンガブロックとしての引張強度について

は、試験結果が得られていない。そこで本検討では、

表－2に解析ケースを示すように、引張強度定数とその

異方性をパラメータとし、レンガ構成則の適用性を検

討した。なお、レンガ構成則を規定するその他のパラ

メータには、既往の研究成果9),10)を参考に、一般的な

推奨値を適用した。 
各ケースにおける頂部水平変位と荷重の解析結果を

図-6に示す。図－3に示した壁厚の厚いA-1とA-2の載荷

試験結果とこれらを比較すると、引張強度を圧縮強度

の約1/30にした場合は、載荷試験の最大耐力の約3倍程

度の耐力値となり、この最大耐力後に値がやや急激に

低下する傾向となった。これに対して、強度比を約

1/100～1/200程度とした場合は、既往載荷試験の最大

耐力（2～2.5kN）と整合する結果となり、その荷重～

変位関係も既往載荷試験における定性的な傾向を概ね

模擬できている。なお、この強度比は、レンガの引張

許容応力度を単体圧縮強度の1/80にするという旧設計

規準の規定11)の比にも概ね整合している。また、引張

強度の異方性は、Case-4とCase-5で有意な差が見られ

ないことより、今回のような載荷試験では、影響度が

低いと考えられる。 
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図-6 荷重～変位曲線の比較結果 

Fig.6 Simulation results for force-displacement relation 

 

このように限られた比較検討ではあるが、レンガ構

成則による FEM 解析は、壁体の耐荷力と変形挙動を概

ね表現でき、石・レンガ積み橋脚の耐震性を評価する

上で、有効な解析ツールになる可能性を有することが

わかった。ただし、石・レンガ積み構造物の変形挙動

を精度良く評価するためには、各構造物に応じて要素

試験を実施し、軟化特性やレンガ構成則の構成パラメ

ータを正確に設定する必要がある。 

 

4. 石・レンガ積み橋脚の耐震性の検討 

  
4.1 実橋脚を対象とした比較解析 

レンガ構成則を取り入れた FEM 解析により、いわゆ

るプッシュオーバー解析を行って、実際の石・レンガ

積み橋脚の耐震性を検討した。ここで検討対象とした

のは、明治 43 年に建造されたスパン 60m の A 橋りょう

に用いられている、図－7 に示す形状・寸法を有する

橋脚である。これを基本モデル（Case-1）として、橋

脚高、上部工重量等が橋脚の耐震性に与える影響につ

いて感度分析を行った。上部工重量に関しては、基本

モデルを標準としてスパンに応じて設定した。また、

石・レンガ積み橋脚の中には、内部に貧配合コンクリ

ートが中詰されているものもある。そこで中詰の平面

寸法（水平断面）を 1.8m×6.2m（高さ 5.0m）とし、中

詰の有無による影響についても検討した。表－3 に解

析ケースを示す。今回は橋軸方向のみを検討した。 

解析モデルは、図－8 に示すように平面応力要素を

並列して結合させることにより、擬似的な 3 次元モデ

ルとした。境界条件は、簡便のため底面固定とした。

載荷荷重は、上部工を含む自重解析を行って常時の応

力状態を求め、これを各要素の初期値とした上で、上

部工の慣性力に対応する水平荷重を橋脚頂部に変位制

御方式で漸増させながら作用させた。 

 

Y(橋軸直交方向)

X(橋軸方向)

H=5.0m

B=4.0m

D=8.2m 

1.3m 

3.0m

1.65m 

0.6m 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-7 旧式橋脚の一般図 

Fig.7 Dimensions of old type pier 

 

 
中詰コンクリート 

 

 

 

 

 

 

 

 

水平荷重 

 

図-8 解析モデルの概念図 
Fig.8 Schematic drawing of analytical model 

 

表-3 比較解析の概要 
Table 3 Outline of comparative analysis cases 

解析ケース 橋脚高(m) 上部工重量(kN) スパン(m) 中詰

Case-1 6.65 1450 60 ﾚﾝｶﾞ

Case-2 6.65 1450 60 貧配合ｺﾝｸﾘｰﾄ

Case-3 6.65 480 20 ﾚﾝｶﾞ

Case-4 6.65 480 20 貧配合ｺﾝｸﾘｰﾄ

Case-5 4.65 1450 60 ﾚﾝｶﾞ

Case-6 4.65 1450 60 貧配合ｺﾝｸﾘｰﾄ

Case-7 9.65 1450 60 ﾚﾝｶﾞ

Case-8 9.65 1450 60 貧配合ｺﾝｸﾘｰﾄ

Case-9 4.65 480 20 ﾚﾝｶﾞ

Case-10 4.65 480 20 貧配合ｺﾝｸﾘｰﾄ  
 

レンガおよび中詰の貧配合コンクリートの基本的な

材料定数は、実橋りょうの材料試験結果12)に基づいて

表－4、表－5 に示すように設定した。今回の解析では、

強度と剛性の異方性は考慮せず、レンガ構成則を規定

するパラメータは、前述のレンガ壁体の解析と同じ値

を用いた。中詰コンクリートは、コンクリート標準示

方書13)に準拠してその材料力学モデルを設定した。 

平面応力要素 

（厚さを考慮） 

平面並列モデル間 

：面要素（剛） 

基礎固定 

レンガ 

レンガ 
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Case4 (480kN：ﾚﾝｶﾞ+中詰材）

表-4 レンガの材料特性 

Table 4 Material properties of brick 

圧縮強度（N/mm
2
） f'c 20.0

引張強度（N/mm2） ft 0.1

ヤング率（N/mm2） E 5000

ポアソン比 μ 0.07

単位体積重量（kN/m3） ρ 18

引張破壊エネルギー（N・mm/mm
2
） gft 0.04  

 

表-5 中詰コンクリートの材料特性 

Table 5 Material properties of internal concrete 
圧縮強度（N/mm

2
） fc 9.1

ヤング率（N/mm2） E 674

ポアソン比 μ 0.1

単位体積重量（kN/m
3
） ρ 23

圧縮側ピークひずみ ε'peak 0.027

引張強度（N/mm
2
） ft 0.1  

 

基本モデルを含む代表的な 4 ケースについて、解析

結果を図－9 に示す。解析結果は、設計震度と関連付

けるために、荷重を上部工重量によって除し、水平震

度に換算している。いずれのケースも、最大荷重到達

以降も急激な値の低下は見られない結果となっている。

上部工重量の影響は、換算水平震度で評価すると、

480kN の方が 1450kN に比べて約 2.6 倍の水平震度とな

った。また、今回の結果では、中詰の有無により水平

震度～変位関係に大きな変化は見られなかった。 

次に、図－10 に各ケースの換算水平震度の最大値を

上部工重量と中詰の条件で整理した。これより得られ

た知見を以下に示す． 

①スパンの長さによらず、橋脚高さが高くなるにつれ

て、水平震度が小さくなる傾向となった。 

②スパンが長く上部工重量が大きい長大橋りょうの水

平震度が低く、橋脚高が高いトップヘビーな形状寸

法になるほど水平震度は小さくなった． 

③中詰の貧配合コンクリートの有無が水平震度に与え

る影響は小さい結果となった。 

なお、同等スパンの下路トラス橋りょうを支える

石・レンガ積み橋脚の耐震診断事例14)によれば、橋脚

が終局耐力に達する水平震度は 0.82 となっている。今

回の基本モデル（Case-1）の結果は、この水平震度と

ほぼ同じレベルであった。 

4.2 ノモグラムの作成 

前述のように、レンガ構成則を取り入れた FEM 解析

を行うことによって、石・レンガ積み橋脚の耐震性を

定量的に評価する道筋ができた。しかし、この詳細な

解析手法の実施には、解析条件の設定や解析結果の評

図-9 水平震度～変位曲線の結果 

Fig.9 Results of horizontal seismic coefficient-displacement relation 
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図-10 水平震度の比較結果 

Fig.10 Comparative results of horizontal seismic coefficient 

 

価等に高度な知識と多大な労力が必要であるので、で

きれば条件の異なる橋脚について予め耐震性を評価し

ておき、ノモグラム（簡易計算図表）を作成しておく

と有用な資料となる。そこで、実際に供用されている

別の 4 橋りょうについて解析し、前述の A 橋りょうの

解析結果に加えて、橋脚の形状と上部工重量から、耐

震性の程度を簡易に判断できるようなノモグラムを作

成した。ここでも、橋軸直角方向に比べ換算水平震度

が低い橋軸方向を対象とした。 

A 橋りょうについては、中詰コンクリートの影響が

小さかったことから、レンガのみの解析ケースの結果

を採用した。別の 4 橋りょうの構造条件を表－6 に示

す。また C、D、E 橋りょうについては、舗装や洗掘等

の影響も把握するため、解析モデルにおいて、周辺地

盤の影響を地盤ばね要素によって適切にモデル化した。 

全ての解析結果より得られたノモグラムを図－11 に

示す。ここで図中に示す直線は、各ケースの最大荷重

より代表的な水平震度ごとに上部工重量を換算し、そ

れらを震度ごとに近似した直線で、各橋脚の耐震性を

判断する目安となる。この図からも、上部工重量が大

きい長大橋りょうや躯体幅／躯体高が小さいスレンダ

ーな橋脚ほど、一般的に水平震度が低くなることが理

解できる。 
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表-6 橋脚の構造条件 

Table 6 Structural conditions of bridge pier 
橋りょう名 橋脚高(m) 上部工重量(kN) スパン(m) 中詰

Ｂ 6.54 400 19.15 ﾚﾝｶﾞ

Ｃ（舗装後） 2.74 142 6.70 ﾚﾝｶﾞ

Ｃ（舗装前） 6.80 142 6.70 ﾚﾝｶﾞ

Ｄ(第１橋脚） 11.89 270 12.90 ﾚﾝｶﾞ

Ｄ(第２橋脚） 15.24 270 12.90 ﾚﾝｶﾞ

Ｅ（洗掘前） 4.43 470 22.10 貧配合ｺﾝｸﾘｰﾄ

Ｅ（洗掘後） 8.00 470 22.10 貧配合ｺﾝｸﾘｰﾄ  

 

図-11 換算水平震度のノモグラム 

Fig.11 Nomograph of horizontal seismic coefficient 

 

5. まとめ 

  
石やレンガを材料とした旧式の鉄道橋脚の耐震性に

ついて検討を行った。まず過去の地震被害事例を分析

した結果、橋脚の切断・横ずれが主な被害形態である

ことが明らかになった。次に数値解析手法の検討を行

い、レンガ構成則を用いた FEM 解析は、レンガ構造物

の荷重～変位関係の最大耐力や変形特性等を概ね模擬

できることが明らかになった。ただし、変形特性の正

確な評価のためには、対象構造物ごとに要素試験を実

施し、レンガ構成則を規定する軟化特性や構成パラメ

ータを正確に設定する必要がある。 

レンガ構成則を取り入れた FEM 解析により、実際の

石・レンガ積み橋脚の耐震性を検討した。橋脚高、上

部工重量等を検討パラメータとした比較解析の結果よ

り、上部工重量が大きい長大橋りょうの橋脚や橋脚高

の高いトップヘビーな形状寸法の橋脚の耐震性が低い

ことが明らかとなった。また、計 5 橋りょうを対象と

した耐震解析の結果に基づいて、橋脚の形状と上部工

重量から、橋脚の耐震性の程度を簡易に判断できるよ

うなノモグラム（簡易計算図表）を提案した。このよ

うな簡易な評価手法による耐震診断と、路線としての

重要度等を考えあわせることで、より合理的に耐震補

強の優先度等を検討することが可能になると考えられ

る。 
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