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1.被害率の定義

lつの道路橋の地震による直接被害額をCd (被害を

受けた部分の復旧費),その道路橋を被害時点で新たに

建設するに要する費用をC,とするとき,被害率を

被害率かR-告×100 (%)  (1)

と定義する.無被害ならDi7-0,完全に破壊されて再

建設が必要ならDH- 100となる

地蛋助の強さがほぼ一定と考えられる地域の全橋梁に

対する被害率の平均値を平均被害率と名づける･

平均被害率MDR-‡真DRi (%) (2)

ここに

Df7, -着目地域のi番目の道路橋の被害率

n -その地域内の道路橋の数

である.平均被害率は,着目地域内のある道路橋の被害

率の期待値と考えることができる.

2.被害率細萱の方法と結果

道路橋の被害率を以下の4つの場合に対して調査した.

(a)福井地震の際に家屋倒壊率が50 %以上の地域

に存在した道路橋(17橋)

(b)新潟地震の際に震央から100km　以内の気象庁

震度階Ⅴの地域にあった橋長20m以上の道路橋

(82楕)

(C)宮城県沖地震の願の宮城県内の道路橋(133楕)

(d)宮城県沖地震の際の岩手県北上川水系の道路橋

(20橋)

これら約250橋のうちで,地震による被害額が一応示

されている新潟地産と宮城県沖地震による被災橋80橋に

対しては,地震当時に必要とされる建設費Crを推定す

ることにより,式(1)で被害率を算恵した.建設費は

上部工の型式別に橋面積に比例するものと仮定し,橋面
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巌あたりの建設資は実機の建設費デ-タを最小2乗法で

審理して求めた･この際,柴設年鑑の影等削ま,建設省所

管土木工事費デフレーターによって勘案した.このよう

にして求めた昭和39年度現在の単位面積(1m2)あた

り建設費は,ガーダー橋で94.5千円,トラス橋で93.1

千円, PC橋で616千円, RC橋で62.5千円,ランガ一

橋で98.3千円となった.宮城県沖地謡が発生した昭和

53年の建設費の推定には,上記39年度建設費にデフレ

ーター値2.94を乗じて用いた.

被害額が明示されていない残りの170余橋については,

上記80橋のデ-タに基づく数量化Ⅰ類解析の結果から,

被害率を推定した.すなわち,被害額と必要建設費から

直接推定された80橋の被害率DH(%)を変換して

外的基準Y-(霊3g2RDR日.638 10<DHSl｡｡
0<DR)≦l°

(3)

を定義した.外的基準としてDRを直接使わなかった理

由は,被害率DHの小さいところでの予測精度を高める

ためである.つぎに,定吉報告書等に記載されている情

報から,これら80橋の上部工および下部工の被害程

度を,それぞれ5段階に分類した(表1).表1の分類

をアイテム`,カテゴリーとした数畠化解析結果を表2

に示す.衰2の重み係数を見ると,下部工では被害程

度2の方が被害程度1より小さな重み係数を示している

等,いくつかの不合理な面も現れているが,この解析結

果を用いて被害額不明の170余橋の被害率を推定した･

たとえば,上下部工ともに被害程度が5と判断される道

路橋の被害率は,表2と式(3)から

2,4473 + 1.3090 - 0.0362DH十0.638

DR=86.1 (%)

となる.

以上のように推定した被害率から計算された平均被

害率MDRを表3に示す.宮城県沖地袋においては,

なんらかの被害があった153橋の他に多数の無被害橋が

あった.そこで文献(4)等を参考にして,宮城県内お
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表1数招化解析に用いた被害程度の分類

被害程度 剩�l 

上 部 ���被害軽微,補修不要 茶��"ﾃ8,ﾈﾛx,ﾘﾏ�,ｨ,��辷��,ﾈ,�*)/i7�,ﾈ.�,ﾂ�

2 ���y|ﾘ,ﾈﾋ淫ﾘ,�Xｻ�,ﾈ,��

い損傷,補修を要す. �-�(,�?ﾈ.ｨ.停��"�ｩYH,ﾉ+陋ｨ,僵ｨ*H�2�YHﾕﾉ�(,ﾉ¥��2��9YH,��,ﾙ+ﾉ�ｩNﾘ･�,ﾈ,�*(�ｨﾘr��,ﾘﾏ�,ｨ,亶�-ｨ+x帽ﾄH,ﾂ�/i7�,�.h.づ�ﾓ8-ﾂ�

3 ���y|ﾘ,ﾈﾋ淫ﾒﾈｼyYI4僥｢��痛YIZｩ4竸(ｺﾙ^(�8,�.b�.緯H諍w�r��

4 ���y|ﾘ,ﾈﾋ淫ﾒﾉYIZｩ4僥｢�

填.詐分構造の叔替えに �,X,兒ｩ}�+x.停�

より再使用可. 茶2�ｨｻH,ﾈ*H+�.�,(,h.��Nﾘ･�,ﾉ�X*ｸ*(ﾌ(�/�.��

5 儻ｹ�9�ﾈ,ﾉFｨ�2悦霆H/�ｭﾂ�

む). �,(,IKｹ.�+x.定+ﾘ,h*b�,篳耳叮ｭH,X.�x饋H+R�,H*(+ﾘ�ｨﾘx,ﾒﾃX,�?ﾂ�.ｨ.停�ィ兢ﾉ�Rﾈﾄ"ﾈ4�984ｨ�ｲ�7ｸ8ｸ6x,ﾉNﾘ･�,ﾘ�9YH,��?ﾈ.ｨ.停�

下 部 ���被害軽微,補修不要 ��ﾈｻH�)_ｸﾏﾈ,ﾈ.ﾘ+�*�,ﾂ�ﾅ溢�,ﾓ�,X*�.�*｢ﾉ���

2 ���y|ﾘ,ﾈﾋ淫ﾘ,��ﾘｧｨ,ﾈ,��

い損傷,補修を要す. 冤ｨ,ﾉ^(ｺﾘ/�Tｹwh,h+x.��.h*EG8ﾅ溢�,ﾈ�ｨﾘx,ﾒﾂ�(.�+X*ﾘ,ﾓ8,�?ﾈ.ｨ.停��"儂ﾘ･�7�,ﾘ�9YH,i:�+b�*ﾘﾜY�X,ﾉNﾙ�x,ﾈ.�,ﾈ/��.�,�,H+x.停�

3 ���y|ﾘ,ﾈﾋ淫ﾒﾈｼyYI4僥｢�-�YIZｩ4竸(ｺﾘ,�.h.緯B�諍w��"��

4 ���y|ﾘ,ﾈﾋ淫ﾒﾉYIZｩ4僥｢�

壊一部分構造の取り替え 茶2偃iWI;刋�,ﾈ-ﾘ,ﾉNﾘ･��

により再使用可. �.��ｸ呵岔YH,�?ﾈ.ｨ.停�

5 ��9�ﾉ4僥ｨ�ｲ��ﾉ�痛Fｩ&bﾂ�ﾜ�ｿﾈ,�,r�ｨﾜH諍w�W9Eﾂ��

表2　数星化王類の適用結果

被害程度 劍cみ係数 兔��ｨｭhﾅy�B�

上 部 ���-0.0979 ��緜唐�
2 ����sc��

3 ��縱田��

4 �"��ンB�

5 �"紊Cs2�

下 部 ���0.0000 ��紊ッ�
2 蔦���sC"�

3 ���3ゴb�

4 �����#��

5 ���3����

墓相関係数- 0.8735

予測誤差-0.6809

表3　過去の韻書例から求めた道路橋の平均被害率

対象地震と地域 兌ﾘｼ�ﾘ･�zb�ﾔE"３��デ-タの出典 

福井地質の震度階Ⅶ の地蟻 ��r絣�(1),(2) 

新潟地環の震度階Ⅴ の地蟻 迭絣�(3) 

宮城県沖地震の宮城 県内(環慶階Ⅴ) 亦縒�(4) 

宮城県沖地震の岩手 県内(広庭階IV) ���3r�(4) 

よび岩手県内の平均被害率を求める際の母数は,それぞ

れn-436およびn-170としてある.

3.専門家による平均被害率の予測

道路橋の平均被害率は,橋の強さと地震動の激しさの

兼合いで決まる･この問題を極めて単純化し,道路橋の

耐震件は設計水平震度kで,また地雷動の激しさは気象

庁震度階で代表されるものとする.ところで,多数の橋

が被害を受けた例の数は少ないので,この関係を過去の

震害例の解析だけから求めることは難しい.そこで,

表4の組み合わせに対し,前に定義した平均被害率〟か

Rがどの程度と考えられるかを,橋梁･耐震関係の専門

家を対象としたアンケート調査により検討した5)･アン

ケートは121名の専門家に送付し, 76名(回答率62.8

%)から回答を得た.質問では,被害率ββおよび平均

被害率MDRの意味を説明するとともに一新潟地震で

震央から100km以内の震度階Ⅴの地域にあった橋長20

m以上の道路橋の平均被害率が約5.5 %となることを付

記しておいた.

アンケ-ト調査から求められた平均被害率MDRの平

均と標準偏差を表5にまとめた.また,アンケートの

各変数Xl～X12 (蓑4参照)の間の相関係数を表6

に示す.表6によれば,いくつかの変数間には極めて

高い相関があることがわかり,設計震度と気象庁震度

階の変化にともなって道路橋の被害率が増減するという

ことに開し,専門家の考え方が非常に簡単な関係に要約

されうることを示している.したがって,専門家の考え

方の流れが,現在の技術水準における被害予測の1つの

基準になりうるものとすれば,表3に示した実地震に

よる被害率との組み合わせにより,設計震度と震度階の

変化による道路橋平均被害率〟か尺の合理的予測が可能

である.

なお,アンケ-卜では, ｢一般的な規模の道路橋(1

等橋)を耐震的にするために,どの程度の建設費の増加
Hlt日日川日日日日Hl‖HlMl川lM日日‖lMM日日日日川日日lMlH日日日日日日日日日日日日日日IlH‖川lH川‖川lM日日MlMHHM日日‖HHHlll‖HMMllMH川Hlt日日川lH日日日日lHH川1
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が許容されると考えるか｣という質問に対する回答も求

めたが,その結果は平均20.8%の増加を許容する(標準

偏差11.8%)と言うものであった5).

4.ま　と　め

前節までの調査結果をまとめれば以Fのようになろう.

(1)地震により比較的広い地域内の道路橋が受ける

被害を,全体として定迫的に表す指標(平均被害率MD

H)が定義できた.

(2)過去のいくつかの窟害例を,この指標で整理し

たところ,かなり納得できる数値が得られた(表3).

(3)専門家に対するアンケートにより,設計水平震

度と気象庁震度階の組み合わせによって,道路橋の平均

被害率がどのように変化するかを検討した.

(4)アンケートから得られた予測結果(表5)は,

震害例から求めた値とかなり良い対応を示しており,こ

のアンケート結果がある種の解析に有用な資料となりう

ることがわかった.

表4　設計水平ぷ度と気象庁態度階の組み合わせ

k宗度階 �Hu��Ⅴ ��B�Ⅶ 

0.10 膚ﾂ�X2 父2�X4 

0.20 芙2�X6 父r�X8 

0.30 膚r�XlO 浮"�Xは 

表5　専門家へのアンケート調査から得ら

れた道路橋の平均被害率

(上段　平均値;下段　棟準偏差)･

気象庁雷度階 設計水平蛋皮 �Hu��Ⅴ ���Ⅶ 

0.10 白繧�8.0 ��ゅb�37.3 
(2.2) 茶������(16.3) 茶#R紕��

0.20 ��綯�3.6 湯絣�21.6 
(1.0) 茶2綯��(10.3) 茶�ゅ"��

0.30 ���"�1.3 釘綯�12.3 
(0.5) 茶�絣��(5.3) 茶�"�2��

表6　変数　Xl～X12　の柏関係数

Xl 父"�X3 父B�X5 父b�XT 父��Xg 膚ﾄ��Xll 父�"�

Xl 鋳�����0.498 ��經���0.473 ��繝���0.597 ��紊3R�0.448 ��緜3"�0.603 ��紊Cr�0.372 

X2 ��1.000 ��繝���0.590 ��ﾃ3�r�0.848 ��纉Cb�0.703 ����湯�0.551 ��纉�b�0.734 

X3 �� �������0.815 ���3�B�0.748 ��繝釘�0.828 ���#���0.533 ��繝���0.745 

X4 �� ��1.000 ���3#2�0.551 ��緜CB�0.902 ���#Cb�0.473 ��經�2�0.735 

X5 �� �� �������0.497 ���#モ�0.318 ��繝C2�0.702 ���3CB�0.311 

X6 �� �� ��1.000 ��繝#��0.660 ���3�B�0.739 ��繝���0.720 

X7 �� �� �� �������0.782 ���#�r�0.562 ��纉#R�0.818 

X8 �� �� �� ��1.000 ���#s"�0.518 ��縱Cb�0.919 

X9 �� �� �� �� �������0.541 ���#釘�0.283 

XlO �� �� �� �� ��1.000 ��緜S"�0.582 

Xll �� �� �� �� �� �������0.804 

Xl2 �� �� �� �� �� ��1.000 

本報文は猪熊の修士論文の一部をまとめたものであり,

データの詳細は文献(5)を参照されたい.最後になっ

たが,アンケート調査に御協力いただいた多くの方々に

深甚なる謝意を表する.

(1980年4月1日受理)
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