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第1章 序論  
 

1.1 研究の背景と目的 

 

1.1.1 鉄道構造物の建設数と経年の進行状況 

鉄道は旅客・貨物の大量輸送を担う必要不可欠な社会資本であるが，この安全・

安定輸送は技術者による構造物の維持管理に向けたたゆまない努力によって支えら

れている．鉄道輸送サービスは，その重要さ故に機能の一時停止に対する社会的合

意形成が困難な場合が多く，かつ，線形上の制約も大きいため，その機能を活かし

ながらの鉄道構造物の更新や大規模補修には長い工期と多額の工費を要する．また，

長距離の区間が同時期に建設されるため，補修・更新時期も同時期となる傾向にあ

り，その施工上の負荷軽減施策が重要となる．したがって，適切な検査に基づく計

画的・効率的保守による長寿命化を図ることが肝要となる．その一方で，速達化や

安全確保等の多様なニーズに応えるべく立体交差化・高架化や短絡ルート化等の整

備が進められてきた結果，表 1.1.1-1 に示すとおり新幹線では路線延長に占める橋り

ょうやトンネルの割合が高くなり，これが維持管理の負荷を大きくしている．  

 

表 1.1.1-1 新幹線開業時および在来線(1984 年時点)の構造物種別の内訳 

路線  橋りょう  トンネル  土構造  開業年  

東海道新幹線 1) 約 32％  約 15％  約 53％  1964 年  

山陽新幹線 1) 約 39％  約 48％  約 13％  1975 年  

東北新幹線  
東京～盛岡 1) 約 72％  約 23％  約 5％  1982 年  

盛岡～函館北斗 2) 約 24％  約 63％  約 13％  2016 年  

上越新幹線 1) 約 60％  約 39％  約 1％  1982 年  

九州新幹線 2) 
新八代～ 

鹿児島中央間 
約 19％  約 69％  約 12％  2004 年  

博多～新八代間 約 65％  約 30％  約 5％  2011 年  

北陸新幹線 2) 
高崎～長野間  約 34％  約 51％  約 15％  1997 年  

長野～金沢間  約 54％  約 44％  約 2％  2015 年  

在来線 1) 約 5％  約 8％  約 87％  ※ 1984 年 時 点  

 

コンクリート構造物は維持管理の負荷が小さいと従来は考えられてきた．しかし

ながら，1999 年 6 月 27 日に山陽新幹線福岡トンネル坑内の覆工コンクリートが剥

落し新幹線車両に直撃する事故が発生し，さらに同年 11 月 28 日には礼文浜トンネ

ル坑内覆工コンクリートの剥落による貨物列車の脱線事故という営業運転列車に剥

落コンクリート片が直接支障する深刻な事故が相次いだ．また，その間にも同年 10

月 9 日に山陽新幹線北九州トンネル坑内の突起コンクリートが剥落し，これを契機
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にＪＲ西日本は山陽新幹線の全トンネルに対してかつてない規模のトンネル総点検

を実施するとともに，運輸省内には学識経験者と鉄道事業者等からなるトンネル安

全問題検討会が設置された．トンネル安全問題検討会によって，一連の事故の剥落

は，施工段階で生じたひび割れが数年オーダーで徐々に拡大し，ひび割れや施工ジ

ョイント等で 3 次元的に囲まれた状態形成を経て発生した局所的現象であり，トン

ネル構造全体の安全性を損なうものではない 3)ことが示された．それと同時に，検

査体系は基本的に従来どおり 4)とするが，「初回」「通常」「特別」に分類された定期

検査における「周期」「目視検査の方法」「打音検査の実施」「記録の方法」に関する

明確化と剥落に対する検査事項が示された．さらに，より確実で合理的な保守管理

に向けた技術開発課題が提言され 5)，これに対し，トンネル覆工表面の変状をレー

ザーで映像にする検査システムの開発による目視検査の効率化や，足場を要せず打

音検査や補修を行える作業車の開発，人による打音検査に替わるレーザーを搭載し

た検査車の開発，トンネル設備の状況や補修履歴をデータベース化したトンネル保

守管理システムの開発等による保守管理の効率化が推進されている 6)-11)．  

鉄道橋については，その建設数は図 1.1.1-1 に示すとおり 2012 年時点で総数

102,293 橋と膨大な数に達し 12)，さらに高度成長期以降に建設された橋りょう構造

物は設計耐用年数を迎えつつある．また，立体交差の重層化等に伴う高度化や，阪

神淡路大震災以降に設置された落橋防止工等の設備の後付けによる支承部周辺の支

障物の増加等により検査や補修の作業環境は厳しさを増している．  
 

 

図 1.1.1-1 鉄道橋の年代別建設数 12) 
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鉄道トンネルは約 20 年前のトンネル安全問題検討会による提言に対して，各鉄道

事業者で維持管理の効率化策が推進されているのに対し，鉄道橋は高速化をはじめ

とする社会的ニーズの多様化への対応が今後さらに見込まれ，新たな課題解決に向

けて現象解明に向けたデータ蓄積等の取り組みを要する状況にある．これらを踏ま

えて，本研究は鉄道橋の維持管理の効率化に資する提案に取り組むものとする．  

1.1.2 鉄道橋建設時の周辺環境と維持管理の推進体制構築の取り組み 

鉄道橋の設計耐用年数は表 1.1.2-1 および表 1.1.2-2 に示すとおりであり，東海道

新幹線や山陽新幹線等の高度成長期の短期間に大量に建設された約 3 割を占める橋

りょう構造物が設計当時に設定されていた耐用年数を超えつつある．これらの状況

を踏まえると，維持管理への対応は，現在，その膨大な対象数量への数的負荷に加

えて，急激な経年劣化の進行に伴う質的負荷が今後さらに増大する状況に直面して

いる．  

 

表 1.1.2-1 鉄道コンクリート鉄道橋の設計耐用年数 

設計標準・規程  設計耐用年数･耐久性に関する考え方  制定年  

建造物設計標準  100 年 13) 1983 年  

土木建造物取替の考え方  
一般にコンクリート構造物の耐久力は半
永久的と考えられ，実際にその寿命はきわ
めて長い 14) 

1974 年  

全国 新幹 線 網建 造物 設 計標 準  疲労を考慮する場合は 70 年 15)  16) ※注  1972 年  

建造物設計標準  
200 万回程度の繰り返し回数に対する RC
構造物の疲労許容応力を設定 17)  1970 年  

※参考  
日本 国有 鉄 道固 定財 産 管理 規程  

「鉄筋コンクリート（以下「RC」という）
造の橋りょう」の耐用年数は 50 年 18) 

1952 年  
通達  

※注：RC 桁およびプレストレストコンクリート（以下「PC」という）桁のスパン
20ｍ未満およびけた座に対して適用する  

 

表 1.1.2-2 鋼鉄道橋の設計耐用年数 19)－ 21) 

設計標準・規程  設計耐用年数･耐久性に関する考え方  制定年  

鉄道構造物等設計標準･同解説  100 年 22) 1992 年  

本四連絡橋調査報告書  100 年 23) 1983 年  

建造物設計標準  新幹線 70 年，在来線 60 年 24) 1983 年  

土木建造物取替の考え方  設計時の想定寿命は普通 50 年程度 14) 1974 年  

全国 新幹 線 網建 造物 設 計標 準  疲労を考慮する場合は 70 年 15)  16) 1972 年  

溶接鋼鉄道橋示方書  
70 年位の寿命を考え ,繰り返し回数 200 万
回程度として疲労許容応力を設定 20) 25) 1960 年  

※参考  
ｱｰｸ溶接鋼構造物設計示方書案  

継手を 5 分類し ,繰り返し回数 200 万回疲
労強度を基準に疲労許容応力を設定 26)  27) 1956 年  

※参考  
日本 国有 鉄 道固 定財 産 管理 規程  

｢鉄骨造の橋りょう｣の耐用年数は 40 年  18) 
1952 年  

通達  

 

鋼鉄道橋については鉄道開業の 2 年後となる 1874 年に大阪・神戸間の武庫川橋り

ょう、下神崎川橋りょう、下十三川橋りょうの錬鉄製トラスの架設を皮切りに，そ
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の後膨大な数量が架設・供用され続けたのをはじめ  28) 29)，建設後 100 年を超えて

もその役割を立派に果たしている橋りょうも多数存在している  30) 31)．  

これに対して，コンクリート鉄道橋は，山陰線島田川橋りょうのスパン 1.8ｍの

アーチ暗きょが 1904 年に架設され，RC 桁としては房総線山生橋りょうが 1924 年

に架設されたのを 初に  28) それ以降については，途中第二次世界大戦を挟んだこ

ともあり，高度成長期以降に占める建設の割合が非常に多い．  

日本海から約 70ｍの場所に面し，地上 40ｍ以上の高さを有する山陰線の余部橋り

ょうは，計画時点から塩害による腐食が懸念されたにも関わらず，RC 製の橋りょ

うの採用が見送られて鋼トレッスル橋が選定された．構造選定時の懸念どおり，完

成から 3 年後に塗装の塗り替えを余儀なくされ，その 2 年後から専属の橋守り 2 名

を常駐して懸命の維持管理により健全性を確保してきた．それにもかかわらず，第

二次世界大戦中の資材不足等による十分な保守作業がままならぬ状況に陥り部材に

孔があく等の事態に至ったと記録されている．この「荒廃期」からの機能回復を経

て，2010 年 8 月に PC5 径間連続エクストラドーズド箱桁橋に架け替えられた 32)－ 34)．

これは，建設工期 1909 年 12 月～1912 年 1 月時点の鉄道橋は RC 製の橋りょうの建

設実績が世界的にも少なく当時は鋼橋が主体であったこと，さらには構造物の使命

を長期にわたって発揮させるためには維持管理の空白期間は許されず常に適切な保

守に努めることが重要であることを示す象徴的な例といえる．  

鉄道橋の脆性破壊による落橋事故は，第二次世界大戦中の 1944 年 12 月に片側主

桁の殆ど全段面が折損した室蘭本線鷲別地下道架道橋の一例だけである．この桁は，

支間 6.7ｍの再用品の I 型桁の上下フランジにカバープレートを溶接し同年 10 月に

架設されたものであった．折損の原因は，カバープレートの設置に際して設計図に

ない衝合溶接がすみ肉溶接による取り付けの後に実施され，かつ開先が十分にとら

れていなかったことによる溶け込み不良が重なり，製作時点でカバープレートの半

ばまでき裂が生じていたことと報告されている 35)  36)．この落橋事象は，終戦間際

の十分な品質管理を遂行できる環境下になかったことが背景的な要因であり，この

極限状態下での事例以外では，脆性破壊による落橋事象は 1872 年の鉄道開業以降の

歴史上で発生していない．2012 年時点で橋りょうの建設総数が 102,293 橋にものぼ

り，かつ，その多くで設計耐用年数を超えて供用している状況 6) にも関わらず，落

橋事象が本例以外に存在しないことは，特筆に値する事実である．  

JR 各社の鋼鉄道橋上部工の 1985 年の調査時点における経年年代別の連数と，そ

のうち A1 ランクの占める割合を図 1.1.2-1 に示す．この図から第二次世界大戦を境

にそれ以前の構造物において A1 ランクの箇所数が急増していることが分かる．特

に，第二次世界大戦以前のものはコンクリート鉄道橋に比べて鋼鉄道橋の A1 ラン

ク箇所数が急増しており，第二次世界大戦時の荒廃期の存在が腐食をはじめとした

変状要因の一つであると考えられる．また，経年 40 年以下の桁についても，経年と

ともに A1 ランクの占める割合が増加しており，経年に伴う変状・劣化の検出割合
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が増加する傾向にある．なお，A1 ランクとは「進行中の変状や性能低下が確認され，

早急に措置を要する」状態をいう．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.2-1 JR 各社の鉄道橋上部工の年代別経年状況（1985 年調査時点） 31)  

 

余部橋りょうや鷲別地下道架道橋，および図 1.1.2-1 の事実から，鉄道の 140 年以

上もの歴史において膨大な数の構造物がその重責を果たし続けている要因は，補修

環境が整わなかった第二次世界大戦時の「荒廃期」を除き，適切な維持管理が継続

的に積み重ねられてきたことであることが分かる．そして，この両輪を担ってきた

のは，検査の勘所を把握した高い技術力を有する熟練技術者の努力と構造物の品質

や健全度の確保に資する維持管理体制の整備である．  

鉄道構造物の維持管理は，戦前までは不具合事象が発生してから対処する事後保

全の考え方に基づいて行われてきた．しかし，「荒廃期」後の構造物の不具合に起因

する事故の多発や図面等の焼失等への対応の必要性が認識され始めたのを機に予防

保全の体制整備が始まったとされている 37)．その後，1956 年に「建造物保守心得

（案）」と「建造物の検査及び措置要領」が制定されたのを契機に維持管理体制の整

備が本格化し，1974 年に制定された「土木建造物取替の考え方」 14）によって構造

物の取り替えや修繕の判断に定期的な検査に基づいた運転保安度と直結した健全度

判定が導入されて，予防保全の実効性の向上が図られた．そして国鉄の財政悪化が

進む一方で速度向上や列車増便等の輸送力強化に対するニーズの高まりに対して，

「建造物保守管理の標準・同解説」 38)  39)が 1987 年に制定されて耐荷力や耐久性，

走行安全性等の性能診断の定量化の在り方や重点点検箇所が示された．この頃，こ

れら健全度判定に必要な定量化の実現に貢献したのが検査機器の進化であり，本標

準では機器の選定や活用手法についても記載されて判断を下すべき主体であるイン

ハウスエンジニアの育成を促進する一方で，検査の積み重ねによる検査精度の向上

を実現することを目的にカルテを導入して予防保全の実効性向上を推進している．
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連数 

経年 
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これら標準等の制定・改訂の積み重ねによって維持管理の考え方が熟成され， 2007

年に性能照査型の体系が集大成された「鉄道構造物等維持管理標準・同解説（構造

物編）」  40)－ 42)が制定され，今日に至っている．  

したがって，構造物の維持管理の在り方を検討する際に，単に建設からの経過年

数だけに着目するのではなく，社会環境の変化や設計耐用年数等の設計思想の変遷

や新技術の導入状況等の構造物建設時の背景を踏まえたメンテナンスシナリオの策

定が重要となる．また，検査時に将来の変状を予想し，カルテ上で検査判定を積み

重ねてその精度向上を図る予防保全の仕組みの実効性をさらに高めるため，検査精

度向上に資する検査機器の進化の重要性がますます高くなっている．この観点から，

開発される計測機器は，客観的・定量的評価指標に対する時系列評価に資する計測

精度を有し，非破壊で簡易な計測が可能なものが望ましく，維持管理の効果・効率

の向上に対する必要性が高まっている今，これら要件を満足する計測器の開発が喫

近の課題となっている．  

1.1.3 鉄道橋における課題となる重点点検箇所と変状 

(1)構造物を取り巻く環境の変化 

鉄道構造物全体に占める橋りょうの数は，表 1.1.1-1 に示すとおり新幹線の整備に

伴って飛躍的に増加している．その一方で，新幹線をはじめとする輸送密度の高い

線区の橋りょう構造物を取り巻く環境は，車両の軽量化にも関わらず，高速化や運

行頻度の増加等のニーズへの対応に伴って，設計当初の想定以上の負荷を余儀なく

されるケースも生じている．  

その傾向が顕著な東海道新幹線を例にとれば，16 両編成の編成質量が 1964 年の

開業時は約 967t であったものが現在は 700t に軽量化された反面，営業 高速度が

開業時は 210km/h だったものが現在は 285km/h に，1 線を通過する列車本数は開業

時の 30 本 /日 43)に対して，2015 年度の通常時は 179 本 /日、多客期における 大実

績 216 本 /日であり飛躍的に増大している 44)．これに伴って，新幹線開業時に対す

る 2015 年時点の列車の編成重量が約 28％減少したことから走行時の軸重の作用と

衝撃荷重の合計は減少する一方で，衝撃荷重の増加に伴い列車通過に伴う応力範囲

は増加している．すなわち，鉄道設計標準 45)-  48)に基づく設計値では，鋼・合成桁

は走行時の軸重の作用と衝撃荷重の合計が約 20％強，減少しているに対し，衝撃荷

重は 24~25％の増加となり，コンクリート桁は列車の軸重と衝撃荷重が約 20％強の

減少，衝撃荷重は 26~27％の増となっている．このことから，列車の速度向上が桁

に及ぼす負荷は非常に大きいことが分かる．なお，在来線では山手線を例にとると

2016 年時点の１線を通過する列車本数は約 310 本 /日であり，こちらも桁に作用す

る列車荷重の繰り返し回数は非常に多くなっている．  

新幹線は全列車が車輪からの集中荷重がほぼ等しい電車列車であり，機関車重連

による等分布荷重が載荷する荷重体系と比較して軸重の載荷が規則正しく，また繰

り返し回数が非常に多くなり疲労に対して厳しい条件となる．これに対し，東海道
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新幹線で適用された疲労設計は，溶接鋼鉄道橋示方書 25)で列車の繰り返し回数 200

万回を疲労限として溶接継ぎ手の形態別に分類した疲労許容応力を用い 37)，さらに，

活荷重を割り増して設計されている 37)49)50)．  

また，1983 年版の建造物設計標準では，列車荷重の割り増しをなくして，軸重・

作用配置および列車本数の影響が取り込まれた．そこでは耐用年数中に通過する列

車本数は，在来線で 90 本 /日を 60 年間で 200 万本，新幹線では N 標準活荷重が 144

本 /日と P 標準活荷重が 36 本 /日の合計 180 本 /日を 70 年間で 460 万本と定められて

いる 24)．なお，この標準における設計上の列車荷重は，在来線の K 荷重が重連の機

関車が合計 23 両編成の列車をけん引することを想定し，新幹線では N 標準活荷重

は 30 両編成の貨物電車を，P 標準活荷重は現在走行しているのと同じ 16 両編成の

旅客電車を想定している．  

輸送需要が高く列車頻度が高い線区では，列車による繰り返し回数は設計時点か

ら大幅に増加し，さらに列車営業 高速度は山陽新幹線で 300km/h，東北新幹線で

320km/h にまで高速化されているのをはじめ，総体的に社会的ニーズが今後も高ま

る傾向にある．列車運行頻度についても，整備新幹線網の整備が既存の線区に接続

する形で進められる状況にあり，高速列車の運行に対する社会的ニーズの高まりと

ともにさらに列車運行本数が増加することが想定される．したがって，これらの設

計当時の想定を超えた事象への対応として，構造物の健全度に影響を及ぼす要因等

の抽出と分析を進める必要が，列車通過時の構造物の挙動等の把握に資するデータ

収集を可能とするツール開発等が課題となる．  

 (2)鋼鉄道橋における変状と重点点検箇所 

鋼鉄道橋における維持管理上の重点取り組み対象の検討にあたり，変状種別の内

訳や発生箇所別のデータに基づき考察する．  

鋼鉄道橋の桁の架け替え原因に関する 1983~1986 年の調査結果を図 1.1.3-1 に示す．

変状に起因する保守困難が原因で取り替えられた桁の変状種別は腐食の占める割合

が約 56％で も多く，次いで構造欠陥および疲労き裂や桁座面の破損を中心とした

支承部の変状，リベット・高力ボルトの緩み等の変状となっている 26)30)．  

 

 

 

 

 

 

図 1.1.3-1 鋼鉄道橋における架け替え要因 30)  

 

腐食の発生は支承部近傍で多く確認されているが，図 1.1.3-2 に示す開床式の桁で

はさらに上フランジとまくら木直下の接触面のような滞水しやすく補修の効果を十

桁自身の変状等で取り替えられたもの 他の要因によって取り替えられたもの

（単位：％）

【凡例】
構造欠陥および変状（腐食除く） 腐食 災害・その他
下部構造の異常 活荷重増大 線路増設等工事 部外工事

13.0 11.8 19.3 10.0
11.3 25.7 8.9
24.6 56.0 19.4
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分に発揮することが困難な箇所でも多く確認され，開床式の桁は腐食の発生しやす

い構造形式と言える．騒音問題が顕在化した東海道新幹線開業以前の鋼鉄道橋の構

造は開床式の桁が多く用いられており，このデータが 1983~1986 年にかけての調査

結果であることを踏まえると，腐食が原因で架け替えを余儀なくされた鋼桁の構造

は，開床式の桁が多いと考えられる．  

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.3-2 代表的な軌道構造の種類と桁の床組構造 

 

しかしながら，リベット桁は概ね設計耐力に余裕があり溶接による付加物がなく，

かつ，海岸近くの環境において腐食の進行を放置するような特別な状況でなければ

従来の C 等級または D 等級レベルを確保できる 51) ．したがって，変状要因として

は，溶接で補強等した箇所の施工上の欠陥や海岸線近くの飛来塩分を受ける等の立

地条件の影響等が考えられるものの，維持管理が適正に行われている通常の環境で

は腐食が原因で取り替えを要する変状に至ることは殆どみられない．この調査結果

が戦後約 40 年の時期に集約されたものであることを勘案すれば，架け替えに至らし

めた桁の変状の主要因は第二次世界大戦以前に架設された橋りょうが戦中の資材入

手が困難で十分な保守が出来なかった「荒廃期」の存在や維持管理上の投資の優先

順位等の施策的な影響が大きいと考えられる．この調査結果は，在来線に関するも

のであり，山陽新幹線以降の新幹線の橋りょうでは東海道新幹線で騒音問題の原因

となった開床式の桁は採用されていない．また，東海道新幹線では概ね 8 年以内 11)，

山陽新幹線では桁の塗り替えが 10 年以内で実施されており 52)，新幹線の橋りょう

においては予防保全的に桁の塗り替えが実施されているため，健全度に大きな影響

を及ぼす程度の腐食は確認されていない 31)．  

JR 西日本が 2003 年に健全度評価 A ランクの全 569 連の鋼桁 1253 箇所を対象に変

状種別および発生箇所を調査した結果を表 1.1.3-1 に示す．なお，本調査結果におけ

る新幹線に関する変状は 2 件でその他は全て在来線における変状である．さらに，

JR 西日本が，在来線の鋼桁に関する変状種別および変状発生割合に対する利用頻度

別・線区重要度別の影響を確認するため，2006 年度から 2007 年度にかけて実施し

た桁の塗り替え等の特別全般検査における A ランク箇所の調査結果を表 1.1.3-2，図

1.1.3-3 に示す．なお，A ランクとは「運転保安，旅客および公衆などの安全ならび

に列車の正常運行の確保を脅かす，またはそのおそれのある変状等がある状態 40) 」

スラブ軌道  
無道床軌道  

支承部  径間部  

バラスト軌道  

閉床式の桁  閉床式の桁  開床式の桁  
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を，特別全般検査とは「2 年に 1 回実施する通常全般検査に加えて，足場設置時等

に近接で入念に行う目視検査」 52)をいう．  

 

表 1.1.3-1 Ａランク変状の種別と発生部位の割合 53)  

 
 

表 1.1.3-1 の調査結果から，変状発生箇所は支承部が全体の約 2/3 を占めており

も多いことが分かる．また，変状種別は腐食・欠食が も多く全体の約 1/3 を占め

ており，次いでリベットまたはボルトの弛緩・脱落，腐食・欠食と続き，その発生

箇所も支承部が多いことが分かる．  

 

表 1.1.3-2 変状内訳 52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  図 1.1.3-3 線路等級別の変状発生状況 52)

 

表 1.1.3-2 および図 1.1.3-3 の調査結果から，以下の特徴が確認できる．  

・腐食・欠食の発生率は 1，2 級線等の重要線区では少なく，4 級線では高い割合を

示している  

・き裂は，列車速度が速く列車本数の多い 1，2 級線で多く発生している  

これらの調査結果を踏まえて，腐食に関する発生傾向を総括すれば以下のとおり

発生部位

変状種別

き裂 8.6 0.3 0.2 0.2 0.9 0.3 10.6

弛緩・脱落 14.3 1.3 0.6 6.7 0.6 23.4

腐食・欠食 17.8 6.2 0.4 0.4 6.9 0.6 0.7 33.0
折損・破断 8.8 0.1 0.7 9.6
変形・破損 4.4 4.4

バタツキ 8.0 8.0

位置ズレ 3.5 3.5

可動不良 0.2 0.2

傾斜 1.0 1.0

隙間 1.0 1.0

材質劣化 0.2 0.7 0.6 1.5

接触 1.1 1.1

建築限界支障 0.2 0.2

その他 2.6 2.6

総計 67.5 8.1 0.1 0.4 0.8 0.2 0.4 15.2 0.9 0.7 1.3 0.6 1.1 2.8 100.0

総計
ﾊﾞｯｸﾙ
ﾌﾟﾚｰﾄ

鋼脚
軌道
材料

付帯
物

共通
その
他

縦桁 横桁
二次
部材

支承
部

主桁 主構
ﾎﾟｰ
ﾀﾙ

床組

（単位 :％）

変状の種類
発生
割合

①き裂 27%

②腐食・欠食 29%
③弛緩・脱落 28%
④ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの折損 4%
⑤その他(バタツキ、
　 接触、沈下など)

12%

計 100%

き裂  

34

34
14

18
(％ ) 

弛緩・脱落  

30

1819

33

腐食・欠食

22
11

25

42

(％ ) (％ ) 

【凡例】※線路等級とは以下に示す軌道破壊量 d(百万 t･km/h)の
区分に基づき線区の重要度を勘案して重要度の高い順
に 1~4 級線と定めたもの 54) 

※軌道破壊量とは当該線区の通過ト
ン数×列車平均速度をいう  

※通過トン数とは対象区間を通過す
る車両の年間累積トン数のことで，
軸重×通過軸数で表される  

1 級線 (d≧1600) 
 2 級線 (600≦d＜1600) 
 3 級線 (200≦d＜600) 
 4 級線 (d＜200) 
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である．  

・新幹線では健全度に大きな影響を及ぼす程度の変状は確認されていない  

・支承部近傍や開床式桁の上フランジとまくら木直下の接触面等の湿潤しやすい箇

所や塗り替え塗装が困難な箇所等における発生割合が多い  

・発生状況は，局部的なものが殆どである  

・戦後の荒廃期における変状の多発の影響が大きい  

・変状発生状況は事業者の経営施策等のメンテナンスシナリオの影響を受ける  

したがって，腐食は鋼鉄道橋の寿命を支配する代表的な変状ではあるものの，維持

管理の負荷が増加する要因は，保守数量の増加や交差条件，経営環境・施策との関

連性が高くなる傾向にある．特に，閑散線区では維持管理の予防保全的な対応が難

しいことを反映して腐食の発生率が高くなる傾向にあるが，列車速度が遅く列車本

数も少なくなる環境下で疲労き裂の割合が減少するのとは対照的な結果となってい

る．  

次に，変状種別に占める発生割合が高く，かつ重要線区での発生率が高い疲労き

裂について考察する．図 1.1.3-1 のデータは疲労き裂の割合が少ない結果となってい

るが，早い段階から疲労を考慮した設計を行う等先見性に優れた設計思想を早期に

組み入れていることや，この調査時点ではスレンダーな全溶接桁の割合が非常に小

さいことが要因として挙げられる．鋼鉄道橋においては 1912 年 2 月に我が国で制定

された初の示方書である鋼鉄道橋設計示方書において既に疲労の概念が盛り込まれ

ている 55)．また，東海道・山陽新幹線における設計には 200 万回の繰り返し回数を

考慮した当時の許容応力度に対して，電車列車の規則正しい荷重載荷条件を勘案し

てさらに軸重を割り増す 16) 20) 43)等の配慮がなされている．全溶接の桁が採用され

たのは東海道新幹線以降であり 20)，溶接桁が主流となった高度経済成長期以降に建

設された鋼桁においては疲労に対する維持管理上の負荷が増加している．事実，東

海道新幹線の開業間もない時期の鋼桁における維持管理上の主たる課題は，想定以

上の列車の衝撃によって生じた 43)支承部の変状と，もうひとつは疲労損傷であった

26)．前者は沓座の破壊等 43)であり，損傷箇所に対する迅速な対応により基本的に解

決に至っている．また，疲労損傷は開床式の鋼桁が中心であり，損傷箇所全てに対

して適切な補強対策を実施したことや車両の軽量化により従来以上の安全性が確保

されている 26)．中長期的な視点では松本嘉司東京大学名誉教授を委員長とする「東

海道新幹線土木構造物調査委員会」から，鋼桁の目視検査，応力測定，変状箇所の

磁粉探傷等の詳細な検査 56)  57)や疲労影響解析を行った結果，補修を含めた適切な

維持管理の継続により大規模な取り替えを要する変状は生じないとの提言を受けて

いる 58)．また，山陽新幹線以降は開床式の鋼桁に替わって騒音対策として合成桁や

コンクリート床板付きトラスが採用されており，同様の問題は発生していない．し

かしながら，東海道新幹線開業後に発生したものと同様の疲労変状はみられないも

のの，経年や高速化・列車本数増等の疲労に対する環境が厳しくなる状況に伴って，
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現象の把握に向けたデータ収集や時系列評価手法の開発の必要性が高まっている．  

疲労き裂は，通常全般検査での目視検査では長さ 10 ㎜以下のものの発見は困難と

の指摘もあり 59)，塗装塗り替え工事で設置される足場を活用した近接目視や応力測

定によってはじめて確認されることが多く 8)，熟練技術者をもってしてもその発見

は容易ではない．これらの事実は，  JR 西日本が 2006 年度から 2007 年度にかけて

実施した表 1.1.3-2 に示した調査結果に対して，特別全般検査での近接目視で初めて

発見可能となった変状割合を示した図 1.1.3-4 からも裏付けられる．これは面的に発

生する腐食は通常全般検査での発見が可能であるのに対して，疲労き裂の発見は非

常に難しいことを示している．  

 

 

 

 

 

図 1.1.3-4 足場の有無による変状発見割合 52) 

 

さらに，支承部については，列車通過時の挙動を目視確認することが困難で，そ

の上，上沓や下沓の接合面等の事実上視認不可能な箇所も存在することから，疲労

損傷の顕在化前にその兆候を捉えることは現実的には困難である．これが支承部近

傍での変状報告が多い一因となっている．  

次に，三木らが構築した鋼橋の疲労損傷事例のデータベースに登録された国内鉄

道橋の事例 61 件における継手型式別内訳と発生年代別の発見件数の内訳を図

1.1.3-5 および図 1.1.3-6 に示す．なお、道路橋における報告は全て溶接構造であり，

46 件中 43 件が 1979~1984 年に集中している．また，国内の鉄道橋における継手形

式別の発生件数内訳では，損傷の 75％が溶接継ぎ手部でそのうちの 62％がすみ肉溶

接部であると報告されている．  

 

 

 

 

 

 

図 1.1.3-5 継手型式別疲労損傷 60)   図 1.1.3-6 疲労損傷発見時期と件数 60)

 

図 1.1.3-5 から，疲労損傷の発生は溶接構造に多いことが分かる．また，図 1.1.3-6

において疲労損傷の発見件数が 1973 年以降に 70％以上を占め，1978 年以降に激減

しているのは，東海道新幹線開業 8 年後に開床式のスルーガーダーの端横桁でのき

0
2
4
6
8

10

山陽新幹線
開 業：1972 新大阪～岡山
延伸開業：1975 岡山～博多

東海道新幹線
開業：1964

上越新幹線
開業：1982

1973～1977年
東海道新幹線の変状報告多数

（年）

（件）

※注：腐食の発見割合は通常全般検査での
発見が可能であるためグラフ化を省略 

4555

き裂の発見内訳  弛緩･脱落の発見内訳  

(％ ) 

61
39

(％ ) 
【凡例】    足場使用により発見できる変状  

  通常全般検査で発見できる変状  

【凡例】
溶接構造 リベット構造 ピン構造

85.3  11.4 
3.3

国内鋼鉄道橋 （単位：％）

※国内鋼道路橋は溶接構造が 100％  



12 
 

裂発見 43)後に新幹線における事象が報告され始め，同種事象に対する初期欠陥対応

が速やかに実施されたことが主要因である 60)． 

JR 西日本の桁の塗り替え等の足場設置時に近接で行う特別検査の調査結果をま

とめた表 1.1.3-2 における変状の発生は，「腐食・欠食」，リベット・ボルト等の「弛

緩・脱落」，「き裂」が各々30％弱を占めており，疲労損傷の割合が高いことが分か

る 53)．また，線路等級別のこの 3 者の内訳は図 1.1.3-7 のとおりである．この結果

から，経営施策上の重点線区である 1・2 級線では，優先的に維持管理の予算が配分

される傾向にあるにも関わらず，列車の輸送量が多く比較的高速走行であるためき

裂の占める割合が非常に多いことが確認できる．  

 

 

 

 

 

図 1.1.3-7 Ａランクの｢き裂｣｢腐食・欠食｣｢弛緩・脱落｣に対する線路等級別内訳 

 

また，表 1.1.3-1 の A ランクの変状発生部位に着目すれば支承部の変状が約 68％

を占めて突出しており，支承部の挙動把握が重要であることがわかる．  

速度向上により 270km/h 以上の高速運転となった新幹線の線区の合成桁 6 連と下

路トラス桁 1 連に対する中山らによる疲労変状発生箇所の調査においては，将来的

に疲労き裂発生の可能性があるのは合成桁の 4 連の支点部のみでその他の箇所は異

常なしという結果が報告されている 61)．さらに，山陽新幹線の合成桁では 2006 年

から導入した橋りょうの塗り替え工事の足場存置時に合わせて至近距離で実施する

特別全般検査により，それまで確認されていなかった疲労き裂が新たに発見されて

いる．そして，その殆どが高力黄銅支承板支承（以下「BP-A 支承」という）のソー

ルプレート溶接前面部で，発生したき裂の程度が軽微であることからき裂発生から

の経過年数が浅いと推定されることが報告されている 62)．これは今後の経年の進行

に伴い，さらに増加する懸念があることを意味する． 

疲労はき裂が生ずるまではその変状が表面化することはなく，さらに，そのき裂

は近接であっても発見は難しく，錆び汁の発生によってはじめて確認されるケース

が少なからず存在する．しかしながら錆び汁の発生はき裂が貫通した後に確認され

るものであり，可能な限り非破壊の簡易な方法で疲労き裂発生の前兆を捉える技術

の開発が維持管理の効率化の上で重要となっている．また，変状の発生が多くみら

れる支承部は地震や洪水での損傷を受け易い箇所でもあるため，特に健全度を適正

に確保しておくことが重要である．支承部は，元々変位量が小さく狭隘で前兆把握

が困難な箇所であること，さらに，山陽新幹線の BP-A 支承部における疲労損傷が

顕在化し始めていることから，その前兆把握に向けた検査精度の向上が鋼鉄道橋に

38

27

35
53

18

29 23

44

33 19

46

35  き裂  
 腐食・欠食  
 弛緩・脱落  

【凡例】

(％ ) (％ ) (％ ) (％ ) 

2 級線  1 級線  3 級線  4 級線  
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おける維持管理上の重要課題である．したがって，本研究における取り組み成果の

検証目標の一つとして，BP-A 支承部における疲労き裂が発生する前兆を捉える維持

管理手法の提案を検討する．   

(3) コンクリート鉄道橋における変状と重点点検箇所 

コンクリート鉄道橋は，一般的に死荷重に対する活荷重の割合が小さいため，東

海道新幹線以前の設計では疲労に関する影響はあまり反映されていなかった．この

ため，東海道新幹線では繰り返し回数が多くなる短スパン，かつ，桁下制限が厳し

い条件の架道橋において桁高制限への対応のため複鉄筋スラブが採用されているが，

その 43％の箇所で疲労によると思われるひび割れが確認された 43) 63)．なお，これ

らの初期欠陥事象については，補修対策が速やかに講じられたため，現時点では疲

労の問題は解決している．また，既存の高架橋部材に対する疲労試験等による検証

の結果，疲労に対する耐力が確保された状態であることが確認され，東海道新幹線

の RC 構造物は適切な維持管理を継続すれば列車の繰り返し荷重による疲労で健全

性が損なわれる状態ではないことが確認されている 64)．一方，山陽新幹線は，東海

道新幹線の実績を踏まえて設計上の疲労耐力は確保されているものの，コンクリー

トの品質不良に起因した変状に関する問題を抱えている．鉄道橋におけるコンクリ

ート上部工の健全度評価が A ランク箇所の割合は，図 1.1.3-8 に示すとおり

1966~1975 年が も多くなっており，山陽新幹線の建設時期と重なる．当時は，高

度経済成長期で大量に土木構造物が建設され，現場での技術者不足に加えて，オイ

ルショックによる建設資材不足や海砂の除塩不足等が変状の原因とされている．そ

の結果，変状対策としては中性化対策に主眼を置くとともに塩化物イオンの移動濃

縮等の複合的要因による鉄筋腐食対策を要することが確認された 65)．これは東海道

新幹線の RC 構造物において対策を要する鉄筋の腐食要因は中性化が主体であり，

将来の進行を見据えた対策を実施すれば概ね問題ない状態であることとは対照的で

ある 58)．また，コンクリート構造物の変状劣化は図 1.1.3-9 に示すとおり時間の経

過とともに加速度的に進行するため，早期に前兆もしくは変状を発見し，迅速かつ

適正に対処することが肝要となる．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.3-8 A ﾗﾝｸ構造物の割合 66)  図 1.1.3-9 劣化機構による劣化進行過程概念 67) 
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PC 桁における耐久性評価を行うために、宮本が経年 19 年以上で草創期の代表的

なもの等の技術的特色を有する桁 28 橋りょうに対する変状調査を行った結果を表

1.1.3-3 および図 1.1.3-10 に示す．なお，対象 28 橋りょうのうち 10 橋りょうが新幹

線の橋りょうである．これらの資料から，変状が多い箇所は支承部という結果とな

っているが，その主たる変状原因は沓の鋼材腐食や可動不良で，ゴム沓には特に目

立った変状がみられないと報告されている 68)．変状がほとんど確認されなかった桁

の反り上がりや支承部の変状以外は，変状原因の多くは施工不良であるため，径間

中央のひび割れ等による剛性低下等の大局的な把握と，支点部の可動状況の確認が

重要となる．  

 

表 1.1.3-3 桁型式別変状箇所数 68) 

 T(I)
形桁 

箱形
桁 

下路
桁 

ﾄﾗｽ 
合
計 

ひび割れ  3 9 2 3 17 

はく落･空洞･豆板  3 6 1 2 12 

変色・遊離石灰  4 14 3 4 25 

鋼材露出  2 9 2 2 15 

経年劣化･凍害  1 7 2 2 12 

排水不良･漏水  3 2 0 1 6 

支承部  4 6 1 0 11 

反り上がり  1 0 0 0 1 

変状現象数計  A 21 53 11 14 99 

橋梁数  B 6 15 3 4 28 

A/B 3.5 3.5 3.7 3.5 3.5 

                    

なお，コンクリート桁の疲労については，一般的にその影響は小さいと考えられ

ていたが，RC 桁については 1970 年に制定された建造物設計標準から 200 万回程度

の繰り返し回数に対する疲労許容応力度が設定されている 69)．  PRC 桁については

1987 年に制定された「PRC けた設計指針（案）」 70)において疲労許容応力度が設定

されている．PC 桁については，同標準に疲労に対して安全であることを検討するこ

ととされ，全国新幹線網建造物設計標準において支間 20m 未満のものに対して別途

疲労許容応力度を設定している 15)が，1983 年に制定された建造物設計標準では一

般に検討しなくよいこととされている 13)．事実，これまで，コンクリート桁で疲労

の問題が顕在化したのは東海道新幹線開業後の桁高制限が厳しく部材厚を絞った箇

所の初期欠陥のみであり，それ以外は特に問題となる事象は顕在化していない． 

コンクリート鉄道橋を取り巻く環境変化に起因する近年顕在化する維持管理上の

課題として桁の共振が挙げられる．1992 年に制定された鉄道構造物等設計標準から

はある程度の共振が許容されており 45)，また，PRC 桁は 1984 年に鉄道橋初となる

桜井線ボケラ橋の供用開始 37)以降 50 連以上の実績を経て 1987 年に設計指針が制定

39

61

支承部の状態 

(％) 
4

96

桁の反り上がり 

(％) 

61
39

ひび割れ 

(％) 
43

57

はく落・ 
空洞・豆板 

(％) 

89

11

変色・ 
遊離石灰 

(％) 

54
46

鋼材露出 

(％) 
43

57

経年劣化 
・凍害 

(％) 21

79

排水不良 
・漏水 

(％) 

【凡例】

 有・異常
 無・正常

図 1.1.3-10 変状発生件数の割合 68) 
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され，以降低剛性の PRC 桁が普及した状況にある 37)．その一方で，新幹線を中心

に高速化のニーズに応えて速度向上が進められる状況にあり，列車通過時の桁の動

的挙動の把握に向けたデータ取得を進め，健全度評価手法の改良に向けた検討を要

する状況にある．山陽新幹線の桁は共振を許容しない設計思想であるが，高速化に

伴い共振現象が確認される状況にあり，状態注視を要する状況にある．  

 (4)本研究において主眼とする重点点検箇所と変状 

鉄道橋は，高速運転の新幹線構造物建設等への挑戦や新技術導入による未経験領

域の課題への遭遇を繰り返し，さらにその約半数が設計耐用年数を超える状況に直

面しているにも拘らず，今もなおその機能を十分に発揮し続けている．この主な理

由として，第二次世界大戦期間中の「荒廃期」を除いて構造物の適切な維持管理が

継続されてきたことはもちろん，環境変化への遭遇や新たな知見を得る度に継続的

な調査・分析がなされ 60)71)‐ 74)，示方書や標準に対策が反映されてきた 16) 20) 26) 43) 

75)ことが挙げられる．  

このようなたゆまない取り組みにも関わらず，構造物の経年の進行や列車の高速

化，列車運行頻度増加等の環境変化に伴い，新幹線を中心とした桁の共振 46)  76)や

BP-A 支承のソールプレート径間側溶接部の疲労き裂 43) 62) 77) 等の新たな事象に直

面している．構造物の本格的な経年劣化の到来やこれらに対する環境変化への対応

を要する状況において，その健全度に関するデータ取得・把握・分析を行い，より

効率的・効果的な維持管理を可能とするシステムを構築する重要性が増している．  

構造物の変状に関する分析結果から，支承部は変状発生が多く，重点点検箇所で

あることを確認した．支承部は，列車通過時の振動や温度変化に伴う伸縮などに対

して自身が巧みに変位することによって桁への負荷を低減しながら列車荷重等の上

部工全ての荷重や地震時等の荷重を下部工に伝える構造上の重要箇所である．さら

に，桁架設時に沓下面に予め設置する鋼製ライナーの誤存置 78)や気温変化に伴う桁

長の変化等による誤差に起因する施工寸法上の不整合の吸収等，施工に起因する負

荷を桁架設完了段階から抱えることもあり，架設後の早い段階からの挙動把握が望

ましい箇所である．列車通過時の桁の挙動は，列車運行の安全確保や乗り心地確保

を目的に設計上の変位制限値が厳しく設定されているが，微細で目視確認すること

が不可能な場合が多い支承部の挙動については特にその状態監視が困難である．ま

た，上沓と下沓の接合面等の視認不可能で状態確認が困難な箇所が存在するため，

その初期段階での変状把握は極めて困難である．さらに，検査環境は，高所・狭隘

で桁下端～桁座面までの間の機器設置上の空間的制約が厳しく，実務上は定量的な

評価が困難で，客観的な評価手法が十分に確立されていないのが実態である．した

がって，支承部における客観的・定量的管理指標の設定や，比 較 的 小 さい変 位 量 の

経時変化の管理・分析に資する高精度の計測システムの構築は維持管理上の重要課題と

なっている．  

注目すべき変状種別としては，鉄道橋の設計耐用年数を支配する要因として表
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1.1.2-1 や表 1.1.2-2 から疲労の影響が大きく，また列車速度の向上に対するニーズ

は高く今後さらに厳しくなる傾向にあることから，疲労に関する対策が重要である

ことが分かる．さらに，疲労き裂は熟練技術者による近接目視でも確認が難しいこ

とから，熟練技術者不足の逆風下において予防保全に基づく効率的な維持管理を実

現するためには，簡易に変状の予兆を検知できる技術の開発が望ましい状況にある． 

これらを踏まえて本研究は，列車通過時の支承部の挙動を評価する指標の提案と

高精度な変位量や繰り返し回数の取得を可能とする計測システムの確立，ならびに

健全度評価に資する手法の提案を主眼に進めることとする．  

1.1.4 鉄道橋において優先的に取り組むべき維持管理上の事象 

経年の進行・調査によって新たに顕在化した設計時に考慮されていなかった代表

的な事象や変状として，桁の共振現象 76)や，合成桁の下フランジとソールプレート

の溶接部における疲労き裂 79)‐ 84)が挙げられる．  

桁の共振現象は，列車の高速化により，その挙動が設計では許容されていない鋼・

複合構造の桁や 1983 年の標準以前の設計基準で建設されたコンクリート桁におい

ても散見され，その状況把握が必要である．一方，後者の鋼鉄道橋におけるソール

プレート溶接部等での疲労き裂については変状の可能性が認められる等した場合に

実施する個別検査や特別検査等では磁粉探傷等の非破壊検査によって確認する 31)  

85)必要があり，目視確認では発見が困難な状況にある 59)．しかしながら，山陽新幹

線では約 200 連の合成桁においてこのようなディテールが採用され 86），また道路橋

でも同様の形式の沓が多く採用される等，重要構造物での適用箇所が多数存在して

おり，この変状の効率的検査手法に対するニーズは高まっている．  

これらの状況を踏まえ，本研究においては，新しい評価指標を導入し，支承部付

近の微細な変位の計測を可能とする高精度な計測システムの開発とそれを用いたこ

れらの挙動解明に取り組む，そして，その実証例として BP-A 支承における可動機

能の健全度評価ならびにそのソールプレート径間側溶接部の角折れ現象等を明らか

にすることを目標の一つとする．さらに，計測値に基づく時系列評価の実現には，

乗車率や貨物の積荷量，さらには列車速度の相違に伴う計測値の変動を補正する技

術の確立が課題であり，この提案と計測波形を用いた実証データの作成に取り組む． 

1.1.5 鉄道橋における検査・健全度評価の実効性向上に向けた課題 

構造物の維持管理は，各現場特状に応じた個別対応を要するため，元々，関係者

間調整や作業計画の策定・準備に多大な時間と労力を要する傾向にある．橋りょう

構造物については，基本的に道路や河川等の支障物と立体交差しているため，それ

らに要する負担が一段と大きくなる傾向にある．さらに，高度経済成長期以降の各

施設や高架化 1) 2)の推進に伴い，立体交差の重層化等による点検・作業箇所の高度

化や，阪神淡路大震災以降に設置された落橋防止工等の設備の後付け等による支承

部周辺の支障度の悪化等により検査や補修の作業環境は厳しさを増している．した

がって，桁に近接した作業を要する際の作業前調整等の負担や狭隘な空間条件や視
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認不可能なことに起因する検査困難箇所の存在によって，適切な時期での検査実施

や早期の変状発見が極めて困難な状況にある．   

元々計測データの取得は物理的・時間的制約による厳しい作業環境が原因で一般

的にコストが高く，直接改善が期待できる補修等に比べて計測による検査判定に対

する維持管理費用の積極的な計上は難しい傾向にある．さらに，桁の挙動が小さく

計測が困難なため客観的指標があまり存在しない結果，技術者個人の技術的判断に

基づく検査結果となり，そのデータのばらつきが生じることが原因で，時系列評価

や次善の策の実施に向けた客観的判断が困難となっている．  

鉄道は長期の輸送サービスの停止や迂回等の対策が困難で多くの場合で現有機能

を活かしながらの夜間の限られた時間間合いでの補修等を余儀なくされるため，維

持・更新費が割高となる．したがって，維持管理費の縮減には，適切なタイミング

での検査とその結果に基づく対策実施による大規模補修の回避が有効となるため，

作業性に優れ，低コストで高精度の計測を実現する検査機器の開発およびその検査

精度の向上が課題となっている．  

また，検査判定は技術者が培った技術力に基づいて定性的に判断されるケースが

多いが，熟練技術者不足の問題は図 1.1.5-1 および図 1.1.5-2 に示すようにその高齢

化の進行が原因で将来さらに深刻化が懸念される状況にある 87）．  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理に対する課題は元々山積していた課題がこのように厳しさを増す状況に

あることに加えて，高度経済成長期に大量に構築された構造物が設計耐用年数を超

えつつあり，今まさに早急な対策実施を要する状況に直面している．また，地方中

小鉄道を中心に経営赤字に悩む事業者も多く，鉄道経営の負荷軽減に向けた鉄道構

造物の維持管理に関する効率化の推進が渇望されている状況にある．  

検査精度の向上に対しては，客観的・定量的評価を可能とする計測機器の開発が

図 1.1.5-1 技能労働者・建設投資の推移 87)  図 1.1.5-2 就業者数の減少 87)
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有効であるが，元々割高な鉄道橋の計測費が新たな評価指標設定による計測機器を

要する場合さらなる費用負担や現場作業負担が生じ，費用対効果が大きく低下する．

したがって，新しい評価指標の導入に際しては，従来の評価指標も併せて計測可能

で，可能な限り非接触で安全性・作業性・経済性に優れ，高精度な計測を実現する

計測機器の開発が実用化に向けた重要課題となる．  

これに対し本研究では，橋りょう検査時の安全性・作業性の向上ならびに実務的

な健全度評価手法の確立を目的に，計測機器システムの開発および所要精度の確保，

さらには支承部の維持管理に資する客観的指標・評価手法の提案に取り組む．  

1.2 既往の研究 

1.2.1 鉄道橋における列車通過時の桁の挙動の計測に基づく検査・健全度評価 

(1)維持管理体制整備と計測機器の活用の取り組み 

従来から用いられてきた鉄道橋の桁における定量的な評価指標としてはたわみ量

や応力・ひずみ計測，振動測定が挙げられる．  

鉄道橋のたわみの計測値は，列車の走行安全性や乗り心地等の要求性能や，応答

値の経時変化率の確認による桁の健全性の評価指標として活用されている 40)  41)．

列車の走行安全性の照査で桁のたわみを制限する手法は東海道新幹線の建設の機会

に始められた 88）．しかし，列車通過時の桁の挙動計測は，既に明治時代から技術者

達が培ってきた勘と経験に基づいて維持管理に活用し，その一方で自ら計測装置を

作成する等して様々な工夫を凝らして取り組まれていた様子を窺い知ることができ

る．土木学会誌第 1 巻ではそれまで汎用的に用いられてきた「らぷう式撓度計」と

新たに考案された「撓度計」に関して討議されており，既に計器を用いたたわみ計

測が行われていたことが分かる．また，本討議の冒頭において，「凡ソ構造物殊ニ橋

梁ノ撓度及振動ヲ確実ニ観測スルコトハ実験工学上ニ於ケル一大要件ニシテ」とあ

り，計測値取得の重要性に対する認識が浸透していたことが分かる 89)．  

維持管理の本格的な体系化は，戦後の復興に向けて荒廃した構造物の財産見積も

りや荒廃量の把握に取り組む機運が高まった昭和 20 年代に早速取り組まれている．

鈴木が河川内の鉄道橋脚の洗掘に関する健全性評価法として橋脚の振動の振幅を指

標として通過する列車の速度に対する安全性に関する閾値や，健全な橋脚の固有周

期ならびに傾斜角等を示す 90)等，定量的・客観的評価に基づく検査精度向上に向け

た取り組みが既に始まっている．国鉄の官庁会計から企業会計への移行方針を受け

て「耐用年数」を定め「減価償却費」を算定するため 1949 年 5 月に鉄道の「財産実

施調査要領」が制定され，1954 年には「保守台帳」が制定されて震災後の図面の消

失等に対する再整備が進められた．これら戦後間もない時期から構造物の量的な把

握を進める一方で，構造物の質的な把握に向けて「建造物審査規程」が 1951 年に制

定され，機器を用いた検査が進められた．昭和 30 年代は土木部門が工事部門と検査
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部門に分離され，さらに「建造物保守心得（案）」と「建造物の検査及び措置要領」

が 1956 年に制定されて検査に関する体制強化・整備が図られた．これに伴い，検査

手法は，トランシットやスケール等を用いた直読から，計測機器を活用した計測へ

と進化し，健全性評価については実耐率等の評価指標が導入される等定量的な評価

指標に基づく計測 91)データを重視した体制の礎が築かれた．昭和 40 年代に入り，

データレコーダーによるデータ収録等の高性能化 92)や，レーザー式変位計等の非接

触式の計測器の導入 93)等による計測機器の高度化が進められた．これによって，「見

て回る」検査中心から機器を用いた「精密検査」の診断結果に基づく修繕や取り替

えの必要性に関する判断の精度向上が進められた．昭和 50 年代に入り，非接触式の

計測装置が開発され，光波測距測角儀や画像系変位計測装置が施工管理の場面で活

用始めた 94)．営野らは，計測点に設置した白熱電球による光源を CCD イメージセ

ンサとデジタル計測回路を内蔵したビデオポジションスケール（以下「VPS」とい

う）と呼ぶカメラで視準し，複数点に対する直角 2 方向の変位量を遠隔から無人計

測出来る画像系変位計測装置を開発した 95)．三藤らは，VPS を用いて PC 橋の張り

出し架設工法による橋面高さの施工管理を行った 96)．  

(2)接触式計測機器の活用 

鉄道の桁のたわみ計測に関する実績のある計測法としては，接触式の計測機器を

用いた計測法が活用されてきた．  

鋼構造物測定・解析の手引き 鋼鉄道橋では桁のたわみの測定はリング式たわみ

計により測定する 38)ことが明記され，鉄道構造物等維持管理標準・同解説（構造物

編） 鋼・合成構造物においても同計測器による測定が安価で も一般的に用いら

れている方法とされている 40)  97)．しかしながら，この計測法は，桁下等の計測点

直下への計測機器の設置や作業前の関係者間調整や安全確保に多大な労力と費用を

要し，さらには，計測点毎にキャリブレーションを要して作業が煩雑となる．また，

ピアノ線の温度変化による伸縮が影響を及ぼす長時間計測や、ピアノ線長が長い場

合で風等が影響する環境下では，計測精度の確保が困難となる等，適用範囲の制約

が大きく，これらの要因がたわみ計測の活用機会を狭めている．  

ひずみ変換式やダイヤルゲージ式，カンチレバー式の接触式変位計は，計測精度

に優れるが，計測対象箇所近くへの設置を要するため離れた箇所の計測には不向き

で，また，大半が高所作業を余儀なくされるため作業性が悪く，用途上の制約が大

きい．これら計測器によるたわみの活用実績としては橋台等を不動点とした端横桁

のたわみ計測等に限られ，たわみ角を 2 点の変位差から計測する際にも一般的に狭

隘な支承部では機器の設置が困難な箇所も多く，適用箇所も限定的となる．  

(3)非接触式計測機器の活用 

非接触式の計測機器としては，鉄道構造物等維持管理標準・同解説（構造物編） 

鋼・合成構造物にも記載され，活用実績のあるレーザー式変位計 40)をはじめ，近年，

桁のたわみや橋脚等の振動を計測可能なものが開発・活用されている．  
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レーザー式変位計は，計測対象点までのレーザー照射による計測が可能で作業性

に優れる反面，視準距離・計測対象面に対する入射角・装置本体の揺れ等の影響が

大きく高速振動する鉄道橋のたわみ量の時系列評価に資する精度確保が難しい．  

坂本らはデジタルカメラにより撮影した動画から， 1 点の動きに着目して撮影距

離・傾斜角を計測し，動画中の計測点の輝度に着目することで，その点の変位量の

算出を実現した非接触の計測方法を開発した 98)  99)．本計測手法は，作業性に優れ

る反面，光学的ノイズの影響を受けやすい輝度を変数として変位を算出するうえに

1 点のみに着目することから，時系列評価に資する精度の確保は難しい．  

上半らは，計測対象物に照射されたレーザーが反射した際の周波数の変化から計

測対象物の振動を検出するレーザードップラー速度計を開発し，列車通過時のたわ

み計測や橋脚の固有振動数の計測を実現した 100) 101)．ただし，本計測手法によるた

わみ計測は，視準距離・装置本体の揺れ等・計測対象面と視準線との交差角の影響

が大きく，支承部のたわみやたわみ角計測のように計測点までの視準線上の支障が

多い箇所への適用は困難である．  

(4)沓の可動状況の評価に用いる指標の計測に関する研究 

桁のたわみ量は，古くから用いられている評価指標で桁全体の大局的な健全度評

価には有効であるが，支承部のような個別部位への評価に関しては有効性に乏しい．

したがって，桁の水平移動量やたわみ角といったこれまで用いられていない管理指

標の計測や桁の複数箇所の同期計測等について今後検討を進めてゆく必要がある．

しかしながら，従来の計測法を用いて変位差からたわみ角を取得する等で複数点の

同期計測をする場合は，計測精度確保には接触式の計測器の選定を要し，これに伴

う計測点分の機器台数の高所での取り扱いを余儀なくされ，その作業性は必ずしも

良好ではない．さらに，橋りょう支点部付近では，元々狭隘であった検査環境が耐

震補強設備の後付等で厳しさを増し、たわみ角や水平変位、鉛直変位等の同期計測

に要する複数機器の設置がますます困難となっている．   

鳥山らは，渦電流式変位センサを用いた計測により隣接する単純桁の桁間の相対

変位 102)や支承部近傍の桁の水平変位の計測波形を得て支承部の可動状況の確認や

桁のたわみの推計値の算出が可能であることを確認した 103)．黒墨らは，桁の下フ

ランジと橋脚の桁座に設置した高精度傾斜計を用いて橋脚の傾斜と支承近傍の桁の

下フランジの傾きを計測し，それらから桁のたわみ角を算出して支承の回転機能を

確認した 104)．  

米田らは，道路橋について，可動支承部が拘束された場合にも適用できる単純桁

ならびに 2 径間および 3 径間連続桁のたわみ基本固有振動数を推定するための実用

算定式を提案した 105)．中野らは，比較的単純な構造の橋りょうを対象とし，高感

度振動センサによる測定波形から固有振動数を推定し，健全性診断への適用性検討

結果について報告した 106)．岩崎らは，道路橋について，支点拘束を有する鋼鈑桁

橋を対象に，支点近傍ひずみと固有振動数の実測値を用いた健全度評価手法を提案
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した 107)．徳永らは，常時微動測定から等価固有周期を推定するための測定手法，

同定手法，換算式と手順を提案し，手法の妥当性および実構造物への適用例を示し

た 108)．青木らは，桁の中央たわみの卓越振動数から，支承部拘束の影響を取り除

いた桁の固有振動数算定式を提案し，PC 橋りょうにこの提案手法を適用し，妥当性

を検討した 109)．  

願永らは，BP-A 支承が用いられている箱型断面上路合成桁を対象に，ソールプレ

ート直上のウェブ，支承前面，支承後面の変位を計測し，その計測値から求めた支

承回転角と支承が正常に水平移動および回転した場合の計算値とを比較することで，

支承の可動状況調査を行った 77)．  

しかしながら，これら手法も計測実施に対する安全性・作業性・経済性に関する

負荷は従来手法と同様で，さらに各々の計測指標に対応した計測装置を用意する必

要があり，計測費の増加を要す等の理由により構造物の健全度評価には殆ど活用さ

れていない状況にある．  

1.2.2 BP-A 支承の可動不良に関する研究 

山陽新幹線以降の合成桁に多く用いられてきた BP-A 支承はその可動状況を非破

壊検査で把握する取り組みが鉄道のみならず道路の分野でも数多く行われてきた．  

徳田らは，  BP-A 支承が用いられている鋼単純 I 桁橋で支承の取り替え前後およ

び取り替え 1 年後の挙動を比較し，支承前面下フランジひずみは，固定側で沓の交

換前に対する交換後が約 20％減であるのに対し可動側で約 10％増加し，可動支承の

水平移動量は改善され，回転角は取り替え直後に著しく低下しその 1 年後には取り

替え前の約 30％改善したことを確認した．さらに，BP-A 支承と BP-B 支承との荷重

載荷時の挙動を確認し，後者は回転機能および支承前面下フランジのひずみについ

て前者と比べて円滑な挙動を示していることを確認した 110)．  

山村らは，単純鋼合成 I 桁橋のゴム支承を有する新設橋と BP-A 支承を有する経年

24 年の橋りょうを対象に，支承機能が健全な場合と低下している場合それぞれに対

して，ひずみ・変位・加速度を測定・解析して，支承の可動状況は，桁の固有振動

数から判定可能であることを示した 111)．  

願永らは，可動不良が生じている BP-A 支承を有する箱型断面上路合成桁の水平移

動性能・回転性能，応力および鋼桁温度を測定し，長期の温度変化に対しては比較

的良好に可動し，ひずみの長期的な蓄積は認められないことを確認した 77)．  

丹羽らは，BP-A 支承を有する箱型断面上路合成桁のソールプレート溶接部周辺の

応力測定，支承変位測定を実施し支承の橋軸方向水平方向の可動不良が支承近傍の

下フランジの圧縮軸力を誘発し，また，支承の回転の可動不良が，ソールプレート

前端近傍における下フランジの局部的な面外曲げを誘発し，支承反力が集中するこ

とを明らかにした 86)．  

田中らは，部材のき裂とともに発生する塗膜のき裂発生に伴う電気抵抗の変化か

らき裂の進展を検知する伝導性表面材を開発した 112) 113)．  
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しかしながら，既往の研究では支承の回転角や主桁たわみ角の値に応答値のピー

ク値 (絶対値が 大の値 )を用いており，時刻歴的・周波数的に動的な挙動に関して

は検討されておらず，経時的な変化を比較する手法が確立されていない．また，た

わみ角を指標とする維持管理に活用されていない理由として，たわみ角の計測精度

の確保が難しいことや，維持管理で活用する上で計測機器の用途が限定的であるこ

とや，計測手法の作業性等が実務レベルに達していないことが挙げられる．  

1.3 序論のまとめと本論文の構成 

1.3.1 序論のまとめ 

鉄道構造物は，新幹線の整備に伴って近年維持管理上の保守量の大きい橋りょう

構造物やトンネルの占める割合が増加傾向にある．さらに，高度経済成長期に大量

に建設された構造物が設計耐用年数に達しつつあり，維持管理に対する負荷は質・

量双方での増大傾向にある．また，桁の変位量は非常に小さく定量的・客観的評価

指標の活用が困難なため熟練技術による定性的評価による評価がなされてきたが，

熟練技術者の減少傾向は厳しさを増している．これに対して検査精度の向上に資す

る高精度の計測が可能で安全性、作業性、経済性に優れた検査機器の開発による構

造物の維持管理の効率化に向けた取り組みが喫緊の課題の一つとなっている．  

橋りょうの維持管理上の重要課題として，重点点検箇所である支承部の検査精度

の向上と列車の高速化に伴う疲労き裂の早期発見に資する検査手法の開発，さらに

はそれらの検査データを活用した維持管理手法の確立が挙げられることを確認した． 

また，近年の橋りょうの維持管理に関する環境の変化事象として，新幹線等の高

速走行列車を中心とした線区における桁の共振が挙げられ，これを反映した維持管

理手法の確立が必要であることを確認した．  

1.3.2 論文構成 

本論文では，まず遠隔・非接触での桁等の変位計測が可能な計測機器システムの

開発概要について述べ，計測精度の確保に向けた対策と計測精度の確認を行い，時

系列管理に資する計測データ処理の対策について述べる．次に，桁の維持管理上の

新たな評価指標を提案し，その評価指標を用いた健全度評価手法を提案し， 後に

提案した健全度評価手法の妥当性を実証データの適用による検証を行う．  

本論文は，6 章より構成されている．以下に各章の概要について述べる．  

第 1 章では研究を行う背景・目的，および既往の研究について述べた．  

第 2 章では，計測機器システムの開発概要と課題について述べる．  

第 3 章では，計測機器システムの精度検証，屋外計測における外乱対策，そして

データ処理による計測波形からの管理に適する波形の抽出手法について述べる．  

第 4 章では，健全度評価指標を提案し，新たな健全度評価指標および第 3 章で示

した解析手法を用いて健全度評価手法を提案する．  
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第 5 章では，第 4 章で示した健全度評価手法に対して，建設から間もない時期に

供用開始された桁と，沓の交換予定のある桁の計測実績を当てはめてその有効性を

検証する．  

第 6 章では，第 1 章～第 5 章を総括して結論を述べる．  

各章の内容をまとめると以下のとおりである．  

 

第 1 章 序論  

 ・研究の背景と目的  

 ・既往の研究  

 ・序論のまとめと本論文の構成  

第 2 章 鉄道橋の変位計測機器システムの開発  

 ・概説  

 ・サンプリングモアレカメラ  

 ・ノンターゲットのたわみ計測手法の開発  

第 3 章 時系列管理に資するデータ抽出手法に関する検討  

 ・概説  

・ＳＭＣを用いた回転角の計測に関する精度検証  

 ・外乱対策および視準距離の短縮対策  

 ・計測波形からの時系列管理に資するデータの抽出  

 ・実橋に対する比較計測による精度検証  

 ・まとめ  

第 4 章 鉄道橋の健全度評価指標および健全度評価手法の提案  

 ・概説  

 ・健全度評価指標および健全度評価手法の提案の意義  

 ・健全度評価手法の提案  

 ・まとめ  

第 5 章 健全度評価手法の検証  

 ・概説  

 ・たわみ角を管理指標として用いることの実効性の検証  

 ・健全度評価手法の妥当性の確認および実効性の検証  

 ・動的理論波形の実効性の検証  

 ・まとめ  

第 6 章 結論  

 ・本研究のまとめ  

 ・今後の課題と展望  

 ・結び  
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第2章 鉄道橋の変位計測機器システムの開発  
 

2.1 概説 

本章では，本研究で開発したサンプリングモアレカメラ（以下「SMC」という）

およびその計測機器システムについて述べる．SMC による変位量算出に用いられ

るサンプリングモアレ法は，図 2.2.1-1 に示す格子点が等間隔に配置された二次元

格子標識（以下「ターゲット」という）を桁に設置するだけで，地上から非接触で

の対象物の計測を実現する手法である．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、ターゲットの設置作業は河川や道路等の支障物がある場合の径間部への事

前調整・設置に対する作業上の負荷を要するものの，設置作業自体はシールによる

貼り付け等の比較的簡易な内容である．そのため作業上の負荷はあまり大きくなく，

一旦，桁にターゲットを設置すれば地上から何度でも計測可能となるため，従来手

法に比べて作業性が大幅に改善する．さらに，列車通過時の桁の微細な挙動を時系

列管理に資する精度での計測を可能とし，これまで定量的・客観的な計測値での維

持管理が困難あった箇所への適用が実現できる．また，変位量は，サンプリングモ

アレ法によって算出される位相差と計測箇所に設置されるターゲットの格子ピッチ

から算出され，カメラの位置や向き，撮影レンズの焦点距離などは算出のパラメー

タには含まれない．このように，ターゲットの格子ピッチは既知であるため，計測

前のキャリブレーションを必要としない点が，従来の画像相関等を利用した変位計

測カメラシステムとは異なる大きな特徴である．  

したがって， SMC を用いた計測により，計測作業の安全性・作業性の向上，支

承部における定量的評価指標の高精度での計測の実現に伴う検査精度の向上や熟練

技術への依存度低下，計測作業のコスト縮減，等の構造物の維持管理上の課題解決

図 2.1.1-1 二次元格子標識 

【凡例】  

Px： x 方向の格子ピッチ  

Py： y 方向の格子ピッチ  

x 軸， y 軸：格子座標系  

xp 軸， yp 軸：画像の座標系  
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に資する検査業務の効率化が期待できる．  

SMC は、1 箇所のターゲットの計測に対して、直角 2 方向の変位および回転角を

高精度で計測できる計測機器であり，従来手法に比べて少ない計測機器で多くのデ

ータ取得が可能となる．   

以下に SMC を用いた計測機器システムについて述べる．  

2.2 サンプリングモアレカメラ 

2.2.1 サンプリングモアレ法の原理 

(1)概要 

サンプリングモアレ法とは，撮影画像とカメラの画素の並びの重ね合わせによっ

てモアレ縞の輝度に関する位相分布画像を得て，その変形前後の位相差から変位量

を求める解析手法である 1)2)3)．撮影画像の輝度分布は，各画素内は全て同一の輝

度値となるため連続的な実数値ではなく，離散的な階段関数で表現できる．したが

って，変形前後の位相差は，輝度に関する連続的な実数値の余弦波で表されるモア

レ縞を活用することによって，１枚の撮影画像に対して位相シフト法を適用して，

精度よく画像内の画素の位相値を求めることができるようになる．モアレ縞は，撮

影画像の格子点を平滑化処理して得られる平行縞（以下，「変形格子」という）に

カメラ内の画素の並びに対して平行に作成された平行縞（以下，「参照格子」とい

う）を重ね合わせることで発生する干渉縞である．モアレ縞は処理装置内で参照格

子を重ねる位置を微小に変化させることでその発生位置を変化させることができる．

すなわち，１枚の撮影画像に対して参照格子を重ねることで位相シフトされたモア

レ縞を複数枚生成することができ，そこから位相シフト法により精度よく実数の位

相値を算出することができる．  

SMC を用いた計測による変位量の算出手順の概略は以下のとおりである．  

①  計測対象箇所に設置した二次元格子標識をデジタルカメラ等で撮影画像を取得

する  

②  撮影画像の格子点を変位方向に対する直角方向に平滑化処理して図 2.2.1-1 に示

す変形格子を得る  

③  これに参照格子を重ね合わせて，１撮影画像に対して複数枚のモアレ縞画像を

得る．  

④  これら複数枚のモアレ縞画像からモアレ縞の位相分布画像を得て，各画素にお

ける変形前後の位相差から変位量を求める  

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンプリングモアレ法は，干渉縞解析等に適用されていた空間的縞解析法 4)5)を

ターゲットの撮影画像の位相解析に適用した位相解析手法である．なお，サンプリ

ングモアレ法における位相値の算出は，参照格子の画素を変形格子における輝度の

間引きと見立て，その間の輝度を線形補間して得られた新たなモアレ縞を用いて行

われる．  

画像上で着目するある画素（以下「着目点」という）の位相値は，まず，参照格

子のサンプリングのスタート点を 1 画素ずつシフトさせた複数のモアレ縞画像を

作成し，各画像間の輝度値の変化量と位相シフト量から輝度値に関する余弦波を作

成して得られた初期位相に相当する．変位量の算出に用いる位相差は，この初期位

相を求める算出処理を変形後の画像の全画素に対して行い，解析領域内のモアレ縞

の位相分布を解析して画素ごとに変形前の位相値の差を算出したものである．これ

によって解析領域内での変位量の分布を得ることができるが，さらに解析領域内で

の平均値を求めることで，解析領域全体の変位を求めることができる．  

本手法は，初期位相が時間軸方向も含めて 3 次元的に多数のデータを使用して算

出されること，各時刻における撮影画像に対しても 2 次元の領域に含まれる多数の

データを使用して算出されること，空間的に低周波成分のみを抽出するアルゴリズ

ムとなっていることで局所的な汚れ等の高周波成分のノイズがカットされること，

等により計測精度を高めた手法となっている．また，1 フレームのみの撮影画像か

ら計測結果が得られるため，時間分解能が高く時刻歴応答波形の極大値・極小値の

頂部付近の計測値を取得しやすいことも計測精度を高めるうえで有利な手法である．  

(2)サンプリングモアレ法による変位量算出手法  

図 2.1.1-1 に示すとおり，格子の座標系である計測の所要直角 2 方向を x 方向， y

方向，これに対する画像上の座標系を， xp 方向， yp 方向，間引き数を kp，二次元

格子標識の x 方向の格子ピッチを Px とした場合，本手法による x 方向の変位量を

求める手順は以下のとおりである．ここでは，間引き数を 3 とした具体例で説明す

る．  

（ 1） 変位前のターゲットの格子点を画像上で y 方向に平滑化処理して図 2.2.1-2

 
y 方向平滑化処理  

図 2.2.1-1 二次元格子標識の平滑化処理  

x 方向平滑化処理  
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の (a)に示す変形格子を作成する．  

（ 2） この変形格子画像に対し一定間隔でサンプリング処理して図 2.2.1-2 の (b)

の①に示す間引き画像を得て，これらの画素に輝度を補間し，図 2.2.1-2 の (c)

の①に示すとおりの輝度値に関する 方向の正弦波を作成したモアレ縞画像を

取得する．このとき着目点 , における輝度は式（2.2.1-1）で表される．  

 

, cos ,  (2.2.1-1) 

 

ここに， , は着目点の輝度， は輝度の振幅， は背景輝度， , は

着目点の位相である．  

（ 3） サンプリング始点を xp 方向に 1 画素シフトさせて同様の作業を kp 回実施し

て図 2.2.1-2 の (c)の⓪～③に示すモアレ縞画像を得る．このとき，サンプリン

グ始点を xp 方向に ν 画素シフトさせて得られた画像の着目点 , における輝

度は式（2.2.1-2）で表される．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, cos , 2  (2.2.1-2) 

 

ここに， , はサンプリング始点を ν 画素シフトさせて得られた画像の着

目点 , の輝度， 	2 は位相シフト量である．  

今回の例では元の撮影画像およびシフトさせて得られた各画像の着目点 ,

における輝度は以下の式（2.2.1-3）～式（2.2.1-6）に示すとおりとなる．  

 

ν=0 のとき  

, cos ,  (2.2.1-3) 

 

図 2.2.1-2 モアレ縞画像の作成  
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ν=1 のとき  

, cos ,
2

 (2.2.1-4) 

 

ν=2 のとき  

, cos ,  (2.2.1-5) 

 

ν=3 のとき  

, cos ,
3
2

 (2.2.1-6) 

 

（ 4） これら kp＋１枚，今回の例では 4 枚のモアレ縞画像を照合して，各モアレ

縞画像における着目点の輝度値を位相の値が「0」である「シフト位相－輝度」

平面に投影し，それらの点，すなわち (シフト位相，輝度 )={2 ， , }の

点をとおる擬似的な余弦波を図 2.2.1-3 に示すとおり得る．  

 

 
 

 

（ 5） 着目点における初期位相  ,  は「シフト位相－輝度」平面に投影さ

れて得られる擬似的な余弦波に式（ 2.2.1-7）に示す位相シフト法を適用して精

度よく算出される 6) 7)．  

 

図 2.2.1-3 任意の着目点における初期位相の取得手法  
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Σ 2 1

Σ 2 1

	 ,  (2.2.1-7) 

 

今回の例の初期位相  ,  は式（ 2.2.1-7）に  , ～ ,  を適用し

て式（2.2.1-8）のとおり得られる．  

 

, tan
, ,

, ,
 (2.2.1-8) 

 

（6） 同様の処理を全画素に対して実施し，解析領域におけるモアレ縞の位相分

布画像を取得する．  

（7） 計測対象物の変位前後におけるモアレ縞の位相分布画像の位相差  ∆  を得

て ,これに格子ピッチ Px を2 で除したものを乗じて変位量  ∆  を算出する．格

子ピッチ Px の長さは既知であるため，計測対象物の変位前後の変位量  ∆  は

式（2.2.1-9）で得られる．  

 

∆
2

	∆  (2.2.1-9) 

 

本手法による y 方向の変位量は，同じ二次元格子標識から同様の手順で求められ

るため，1 枚の二次元格子標識から x 方向， y 方向の変位ならびに回転角を精度よ

く算出することができる . 

2.2.2 ＳＭＣを用いた計測システムの開発 

(1)ＳＭＣ  

SMC は，撮影した画像にサンプリングモアレ法の位相解析を適用し，カメラ内

部の FPGA（Field Programmable Gate Array）にてリアルタイムに x 方向， y 方向の

変位量を高精度で出力できる機能を内装したカメラである 6)8)9)．撮影速度は，撮

影する画像サイズによってその 大値が決まり，画像サイズが 2048×2048 画素の

場合は 14fps，512×512 画素の場合は 143 fps，128×128 画素の場合は 230 fps である．

そのため，比較的速い振動数に対する計測が可能で，多様なニーズに対応した計測

を実現している． 

SMC を用いた計測法では，一旦，桁にターゲットを設置すれば計測環境が良好

な地上から非接触で複数箇所のたわみ・たわみ角の同期計測が可能となる．これに

より，検査時の安全性・作業効率の飛躍的向上や，たわみ角という新たな指標を用

いた効率的経時管理を導入することが期待できる．  

また，SMC の撮影画像内で焦点の合う箇所については 1 台のカメラで複数点の
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計測が可能となる．相対変位量の取得を実現するこの機能は，近傍のターゲットが

撮影画像内で焦点の合う位置に存在する範囲において適用可能である．本機能は，

桁の沓直上部と橋台の同期計測による相対鉛直変位の算出による支承部において橋

台の変位量を除いた桁そのもののたわみ量の取得その他への活用が期待できる．一

方，画像内に収まらない離れた箇所での同期計測については複数台のカメラのケー

ブルや無線接続によって方向や焦点距離の異なる複数点の撮影フレーム単位での同

期計測を実現した．  

これによって，列車通過時のたわみ計測波形から旅客の乗車率や貨物の積載量の

変動等の不確定要素を反映したたわみ角の理論波形を作成する等，複数点の同期計

測結果の組み合わせによる検討を可能とした．なお，列車通過時の桁の挙動を計測

する際，列車接近に合わせた計測開始には，列車進来合図体制の確保を要する．し

かしなら，山間区間のトンネル出口付近に橋りょうが存在する等の列車進来確認者

の遠方への配置を要する場合や新幹線等の高速列車の場合，その進来確認から現地

通過までの時間が短いためタイムリーな計測開始が困難となる．これに対し，エン

ド同期システムを導入し，列車通過後の適切な時期から必要な時間を遡った変位デ

ータの取得を可能とした．これにより，計測の実施成功確率の向上，計測データ量

の適正化，進来合図要員等の削減に伴うコスト縮減を実現した．  

(2)ターゲット 

ターゲットは図 2.1.1-1 に示す格子状のものを用いる．   

ターゲットの色は，格子点と下地の輝度の差が大きい方が計測精度に対して有利

であるため白と黒を用いることを基本とするが，照度確保上の観点から白地に黒色

の格子点を用いるのが一般的である．また、変位量は式（2.2.1-9）で算出されるの

で格子ピッチの寸法は，計測精度を左右する支配要因となる．したがって，格子ピ

ッチの寸法の精度は，計測対象の所要精度に応じて注意を払う必要がある．  

ターゲットの材質は，所定の要求性能を満足すれば特に問わないが，夜間や照度

確保が困難な箇所でも計測を可能とするために，基本的に再帰反射性素材のものを

用いる．その目的はターゲット上に到達した光のカメラ方向への反射効率を向上さ

せるためである．ターゲットの材質に関する主たる要求性能は以下の 2 点である．  

①  白と黒の等間隔の格子が画像上で確認できること．したがって，再帰反射性素

材のものを除いて，ターゲット表面は反射しにくいものを用いることとする．  

②  計測対象期間での機能確保に資する耐久性を有すること．特に，形状を保持し，

落下に対するリスクが極めて小さいものを使用することは，計測実施上の機能

確保のみならず安全上の必要条件となる．  

③  ターゲットの格子ピッチは，式（ 2.2.1-9）で示されるとおり格子ピッチと精度

は半比例の関係にあるので精度向上の観点からは小さい方が望ましい．しかし

ながら，ターゲットの画像は SMC からの視準距離に応じて視認可能なものと

する必要があるため，実務上は基本的に 10 ㎜ピッチ，条件の良い場合は 5 ㎜
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ピッチのものを用いることが多い．  

ターゲットの大きさは，主に格子ピッチと解析領域と視認性に依存するが，実務

上は格子ピッチと視認性の関係から決定することが多い．計測箇所の選定上は，支

障物との競合回避や対象点への設置の自由度を高めるという観点からはターゲット

の大きさが小さい方が望ましい．しかしながら，解析領域は精度向上の観点上から

は大きい方が有利であり 10)，解析領域の拡大に伴いターゲットも大きくなる．解

析領域は，大きくした場合取扱うデータ量が大きくなるため，撮影速度とのトレー

ドオフを見極めて決定する．これに対し，格子ピッチは精度向上の観点上からは小

さい方が有利であり，計測ピッチを小さくすればターゲットは小さくできる．した

がって，鉄道橋の計測場面ではターゲットの大きさは，格子ピッチが 10 ㎜の場合

は画角の設定範囲が概ね 15 ㎝弱となるため，変位を勘案した余裕代も考慮して 20

㎝角以上，格子ピッチが 5 ㎜の場合は 10 ㎝角以上としている．なお，現状の SMC

を用いた計測では 30 秒間の計測時間に対し解析領域 128×128 画素で撮影速度 100 

fps での実施が標準的である．  

2.2.3 今後の課題と展望 

SMC を用いた計測手法は、ターゲットを計測対象箇所に設置しさえすれば、地

上からの簡易な計測が可能であり、安全性・作業性の向上に寄与し、時系列管理の

効率化に資する定量的・客観的指標を提供できるため、維持管理の効率化への貢献

が期待できる。 

本計測手法の汎用性拡大に向けた課題はターゲット設置を要する点である。しか

しながら、この問題は本手法による計測値を用いた鉄道橋の維持管理がルール化さ

れ、建設時や桁の塗り替え時に合わせてターゲットを設置・更新されることとなれ

ば概ね解決される。この完全非接触での検査を実現する環境作りに向けて、SMCを

用いた計測手法のさらなる技術的価値の向上・事業者認知の獲得や、ターゲットの

設置を必要としない（以下「ノンターゲット」という）計測手法の開発が必要であ

る． 

SMCを用いた計測手法のさらなる技術的価値の向上に向けた計測機器システムの

課題として，計測精度の向上と計測作業の対象物への完全非接触化が挙げられ，そ

の取り組むべき改善・開発策は以下のとおりである． 

①  SMC の標準的な撮影速度である 100 fps で速度 270km/h，車両長 25m の列車を

計測した場合，桁の主たる応答振動数は， 3Hz であり半波長あたりの計測点数

が 16~17 点で極大値近傍を十分に捉えられないケースもあり得る．したがって，

精度向上に向けた課題として計測点の増加，すなわち撮影速度の向上が挙げら

れる．  

②  精度向上に向けた課題として，撮影速度を維持・向上した上での解析領域の拡

大に向けてデータの選別等によるデータ量の縮減やデータの転送方法の改善等

の対策が挙げられる．  
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③  計測作業の対象物への完全非接触化のひとつにターゲット設置後のメンテナン

スフリー化の推進が挙げられる．ターゲットをシール等の計測対象物に貼り付

けるタイプの場合は飛散に繋がる剥離等が生じないものとする必要がある．ま

た，計測対象がコンクリート構造物等で貼り付け・存置が困難な場合は汚れ防

止のため光触媒塗料を用いた塗装によるターゲットの作成が挙げられるが，塗

装作業が下塗り・中塗り・上塗りの各段階での時間的な塗装間隔を要すため新

設や補修工事における足場存置期間中での作業調整を要す等の課題解決が必要

となる．これに対して，自浄機能を有する表面シールの開発等，メンテナンス

フリー化に資するターゲットもしくは汚れ防止材の開発が課題となる．  

④  完全非接触での計測を実現する計測手法の開発が望ましいが，変位量が極めて

小さい支承部での実現は極めて困難である．これに対し，径間部のたわみは，

変位量が比較的大きいため，たわみ角と比べて高い精度を要しないことが多い．

また，直下に支承物が存在することが多く，直接登って行ける支承部とは異な

り，完全非接触での計測に対するニーズは特に高い．径間部のたわみと支承部

のたわみ角を同期計測する場合も，将来的には使用目的によっては径間部のた

わみ計測をノンターゲットの計測手法で行い，高い精度を要する支点部は SMC

を用いて計測する等の活用法も考えられ，径間部のたわみに対するノンターゲ

ットの計測手法の開発が当面の課題である．  

次節に，現時点では更なる精度向上が必要な段階ではあるものの，開発中のノン

ターゲットの計測手法について述べる．  

2.3 ノンターゲットのたわみ計測手法の開発 11) 

2.3.1 ノンターゲットの計測手法の意義 

本計測手法は，計測対象の距離が既知である部材等を活用してターゲットの設置

を伴わないノンターゲットの変位計測を実現するものである．橋りょうの距離が既

知である平行線を有する部材として主桁のウェブ高さ等があり，桁が変位してもこ

の長さが変わらないとの仮定のもと，マスク処理とノイズ除去を行うアルゴリズム

によるたわみ量の算出を実現した．なお，本計測手法はロードスメソッドと命名さ

れている．  

SMC による計測では，ターゲット設置，とりわけ，径間中央への設置に対する

作業性向上が 大の課題である．これに対し，ノンターゲットで変位量を計測する

本計測手法は，SMC を用いた計測手法に比べてやや精度は劣るものの，桁の健全

性を判定する上での基準値内に収まるか否かを確認する等のニーズに十分応え得る

精度での計測が可能である．  

2.3.2 本計測手法の原理 

本計測手法の原理を，図 -2.3.2-1 に示す B2 橋を撮影した画像と時系列ライン画像
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を例に桁のたわみ量の算出過程を説明する．図 -2.3.2-1 の (a)に示す時系列に撮影さ

れた画像に対し，橋りょうの距離が既知である部分を含む範囲を抽出（以下「抽出

範囲」という）し，残りをマスク領域として処理して (b)に示すような画像を得る．

ここで，フーリエ変換をしたときに急変部による余計な周波数成分が現れないよう

に，マスク領域の範囲で徐々に明るさが変化するようなマスクパターンを生成する．

このマスクされた各時系列画像に対して i 軸上の 番目の i =  となる縦方向の画素，

すなわち i =  における j 方向の画素のラインを抽出し， (c)に示すような時系列ラ

イン画像を得る．ただし， νは 0 から「方向の画像サイズ－1」までの整数である．

そのラインに対して 1 次元フーリエ変換を行い，パワースペクトル分布を取得する．

このパワースペクトル分布のうち，平行線間の画素数を波長とする波形の波数（以

下「空間周波数」）の成分のみを抽出し， 1 次元逆フーリエ変換を行う．そうする

ことで，平行線間に相当する位相分布を得て，その変位前後の位相差から変位量を

算出する． 

 

 

 

 

図 2.3.2-1 撮影画像から時系列ライン画像を得る手順 

 

2.3.3 精度検証  

本計測手法の計測精度の検証は，図 2.3.3-1 に示す支間長 40.0ｍの箱断面合成桁

の B2 橋に対して SMC を用いた計測手法と径間中央のたわみ量を比較計測すること

により行った．  

計測条件は，1 月 14 日 15 時 44 分頃の計測，気温 7.2℃，湿度 57％，天候は曇り，

画像サイズは 512×2048 画素，カメラの露光時間は 3 ms，撮影時間は 30 秒，撮影

速度は本計測手法が 30 fps，SMC が 50 fps である．計測時のカメラ配置は図 2.3.3-

(a)撮影画像  (b)マスクされた画像  (c) i = の画素の例の  
 時系列ライン画像  

i  =  
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2 に示すとおりで，視準距離はロードスメソッドの場合は 55ｍと非常に長く設定し，

SMC の場合は正確を期すため 23.2ｍとした．これらの計測条件のもと列車が通過

する際の中央付近を連続的に撮影し，ロードスメソッドにより撮影画像から変位を

算出した．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 2.3.3-1 B2 橋側面図およびターゲット設置位置図  図 2.3.3-2 カメラ設置位置図  

 

図 2.3.2-1 に示した手法により注目箇所の周辺の 200 ラインに対して変位を求め，

それらをパワースペクトル値に関する重み付け平均した結果を図 2.3.3-3(a)に示す．

また，SMC で同時に計測した計測結果と重ねてプロットしたものを図 2.3.3-3(b)に

示す．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) ロードスメソッドによる変位計測結果  

【凡例】 
●:SMC 配置箇所 数字:視準距離 
●:ロードスメソッド 
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図 2.3.3-3 変位解析結果 

 

図 2.3.3-3 に示す比較計測結果から，両者の計測値は，0.5 ㎜程度の差で一致し

ており，位相がよく整合していることがわかる．また，図 2.3.3-3(a)に F で示す列

車通過後の平坦部 3.3 秒間の標準偏差は 0.07 ㎜であった．この比較計測結果から，

本計測手法は桁の健全性を判定する上での基準値内に収まるか否かを確認する等の

ニーズに十分応え得る精度での計測が可能であることが確認された．  

2.3.4 今後の展望 

本手法は，桁の健全性を判定する上での基準値内に収まるか否かを確認する等の

実務での活用レベルに達していることを確認した．また，本計測手法は，カメラに

よって撮影された画像内の既知の長さ部分を有する範囲で変位を算出できるため構

造物全体の連続的な変位分布を取得することも可能であり，従来の計測手法では実

現できなかった活用法の開拓が期待できる．  

今後，さらなる精度向上を促進させ， SMC との同期計測等による活用推進によ

る維持管理の効率化に貢献できるよう取り組んで参る所存である．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) サンプリングモアレ法との比較（0〜8 秒）  

たわみ (㎜ ) 
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第3章 計測の精度確保およびデータ抽出手法に

関する検討  

3.1 概説 

SMC を用いた鉛直変位および回転角の計測精度の検証実績は，視準距離 1.5m で

10 ㎜の格子ピッチに対して実施した藤垣らによる室内精度検証試験から，検証用

に計測しているレーザー変位計との計測値に対して鉛直変位の差 0.02 ㎜，B 点の

回転角の差が 200μrad であることが報告されている 1)．なお，その検証計測に用い

た装置は，片側を回転中心にもつ全長 1000 ㎜の H 鋼の反対側端部を約 1 ㎜の振幅

で単振動させ，回転中心から 710 ㎜の A 点と 890 ㎜の B 点を分解能 0.04 ㎜のレー

ザー変位計で計測するものである．また，SMC を用いた計測により算出された回

転角は B 点に対して直接算出したものである．  

列車通過時の橋りょうの挙動の計測には 20～25 m の視準距離に対する計測能力

を有することが計測機器システムの必要条件となる．したがって，ここでは計測対

象の鉄道橋を列車が最高速度で通過したときに近い振動数で単振動させたときの室

内計測と実務に近い視準距離での屋外計測によって計測精度を検証する．  

3.2 ＳＭＣを用いた回転角の計測に関する精度検証 

3.2.1 単振動の動的挙動に対する計測精度検証 

(1) 概要および目的 

本精度検証試験における回転角は，SMC を用いて計測した 2 点の鉛直変位差を

2 点間の距離で除して算出することとする．これに伴って，回転角の計測精度の検

証は，レーザー変位計で計測した２点の鉛直変位の差から算出した値と SMC を用

いて計測・算出した値との差を精度として評価する．  

精度検証は新規に製作した回転角精度検証装置を用いて，各々の設定条件に対し

て，静止状態の場合と一定周期でターゲットを約 200μrad の振幅で単振動させた場

合の回転角を計測する．ターゲットを 200μrad の振幅で単振動させた回転角を計測

する目的は以下のとおりである．  

１点目は，鉄道橋の桁のたわみ角が概ね 200μrad 以上であり，この対応の実現性

を確認することである．  

2 点目は，計測目標値が極めて小さく，計測値に混入するノイズの割合が高いた

め，規則的に配置された車軸からの作用荷重の周期性を活用し，維持管理に資する

データを抽出することである．なお，データの抽出は，式 (3.2.1-1)を用いて計測波

形に対するフーリエ振幅スペクトル (Fourier Amplitude Spectrum) (以下「FAS」とい
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う )を求めて周波数解析を行い，主たる応答振動数成分，すなわち本実験の場合単

振動の振動数より大きい周波数領域を除去して，ローパスフィルターをかけた波形

（以下「データ処理波形」という）に対して行う．  

 

FAS =｜F  (  f )｜  (3.2.1-1) 

 

ただし，FAS はフーリエ振幅スペクトル，F(  f  )はたわみ波形のフーリエ変換， f

は周波数である． 

3 点目は，最高速度 300km/h の高速列車に対応した計測をすることを想定してい

ることである．したがって，加振振動数は高速列車の最高速度 300km/h に対応さ

せて約 3.3Hz とした． 

 (2) 精度検証実験概要 

本検証計測は SMC の回転角計測機能として計測精度を検証することが目的であ

り，外乱を抑制した場所・温度・光学条件設定で回転角の精度を検証する．計測条

件は，表 3.2.1-1 に示すとおりである． 

 

表 3.2.1-1 精度検証実験の計測条件 

 

精度検証の基準とする回転角の計測値はレーザー変位計を用いる．その仕様を表

3.2.1-2 に示す． 

 

表 3.2.1-2 レーザー変位計の標準仕様 

場所 機械組立工場内１階 

日時 2 月 23 日〜2 月 28 日(※ 工場内無稼働，無人時間帯にて計測を実施)

環境温度 18〜20 度 ※回転角検証ユニット計測範囲内の熱膨張量：最大 1.7μm 

使用レンズ 
視準距離1m:Nicon社製 AI Nikkor 50mm f/1.2S 
視準距離 5m:ケンコートキナ社製ミラーレンズ 400mm F8 ニコン F 

照明条件 
LPL 社製ハロゲンランプ L2371 2 基 
(※ 輝度のチラつきを無くすよう，工場内照明は消灯) 

形式 キーエンス社製 LK-H025 

基準距離 20 ㎜  

測定範囲 ±3 ㎜    (※サンプリング周期が 20μs 以上の場合) 

スポット径 25 x 1400μｍ (※基準距離時) 

サンプリング周期 2.55/5/10/20/50/100/200/500/1000μs より選択 

直線性 ±0.02% of F.S. (F.S. = 6 ㎜ ) 

繰り返し精度 
0.02μm(※ キーエンス標準対象物を基準距離にて移動平均
16384回で測定した数値) 

温度特性 ±0.01% of F.S./℃  (F.S. = 6 ㎜ ) 
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さらに，レーザー変位計の設定仕様を表 3.2.1-3 に示す． 

 

表 3.2.1-3 レーザー変位計の設定仕様 

 

計測値装置の概略は図 3.2.1-1 に示すとおりである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-1 精度検証実験における使用機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 3.2.1-2 回転角精度検証装置概略図 

 

形式 Ｔ 1 側:左側 Ｔ 2 側:右側 

基準距離 19.230 ㎜  19.620 ㎜  

回転中心からの距離 267.394 ㎜  317.344 ㎜  

サンプリング周期 5μs（ 200kHz) 

直線性 ±0.02% of F.S. (F.S. = 0.135 ㎜ ) ±0.02% of F.S. (F.S. = 0.159 ㎜ )  

温度特性 ±0.01% of F.S./℃  (F.S. = 0.135 ㎜ )  ±0.01% of F.S./℃  (F.S. = 0.159 ㎜ )  

※注 :回転バー回転中心からレーザー変位計測位置までの距離および，回転バー端
面からレーザー変位計までの距離は，実測値を示す．  

SMC の 
ローカルコントローラー パソコン SMC

レーザー変位計用
同期ケーブル 

レーザー変位計用データ送信ケーブル 
回転角検証

ユニット

レーザー
変位計 

レーザー変位
計用アンプ 

レーザー変位計 

回転バー 

SMC 

ターゲット  あおり 

防止板 

回転バー 
抑え機構 

回転バー 
回転中心 

レーザー 
変位計用 
アンプ 

317.344 ㎜※ 注  

267.394 ㎜※ 注  

19.230 ㎜※ 注  

19.620 ㎜※

計測範囲 

ターゲット 

回転バー 
抑え機構 

回転バー 

あおり防止板 

モータ 

回転バー回転中心 

モータ 
レーザー変位計 

T 1 T ２

あおり防止板 
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計測対象のターゲットは，図 3.2.1-3 に示すとおりで，試験ケースにおける計測

点間の距離は表 3.2.1-4 に示すとおりである．  

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-3 計測範囲詳細図 

 

次に精度検証試験の実施内容とそのパラメータについて述べる． 

検証試験内容は，表 3.2.1-4 に示すとおり SMC の視準距離とターゲットの格子ピ

ッチによる計測精度との相関関係の把握のため視準距離に対して精度検証する．各

計測ケースとも回転バーを約 3.3Hz 一定周期で単振動させた場合と静止状態に対し

て計測し，また格子ピッチの比較は視準距離 5ⅿの場合に 1 ㎜ピッチと 2 ㎜ピッチ

の比較を行った． 

 

表 3.2.1-4 計測ケースの設定条件 

実験  
ケース 

視準  
距離  
(ｍ) 

格子  
ピッチ 
(㎜) 

測定 範囲  

(画素 ) 

計測 範囲  

(㎜) 

計測 領
域間 距離

(㎜) 
項目  設定 値  

1 1 1 
256×256,  

2 領域  

14.3×14.3 49.662 回転 速度  200r/min 

2 
5 

1 16.1×16.1 50.262 計測 時間  10sec 

3 2 17.0×17.0 51.064 フレームレート 200fps 

 
 
 
 
 
 

露光 時間  500μsec 
レーザー変 位計  
サンプリングレート 200kHz 
レーザー変 位計  

移動 平均  256 回  

基準 取得  計測 前に実 施  

 

(3)精度検証結果 

検証実験における各ケースの結果を図 3.2.1-4～3.2.1-9 に示す．  

検証実験における計測結果として算出した回転角は以下のϕ1～ϕ3 の計測波形お

よびϕ1～ϕ3 のデータ処理波形である．さらに SMC とレーザー変位計によるデー

タ処理波形の値の差を示す．  

ϕ1:レーザー変位計で計測した T1 および T2 の 2 領域間の鉛直変位量の差から算出

した回転角．  

ϕ2: SMC で計測した T1 および T2 の 2 領域間の鉛直変位の差から算出した回転角．  

計測領域Ｔ1～Ｔ2 間距離 
d1(㎜) 

※上記各実験ケースに対して，回転バーを静止さ
せた場合と約 3.3Hz で単振動させた場合で計測
した．  
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ϕ3:計測領域 T1 に対する回転角および計測領域 T2 に対する回転角の平均値．  

なお，データ処理波形の回転角 [μrad]は，測定結果 1024 点のフーリエ解析後，周

波数 3.52Hz 以上の周波数領域を除去するローパスフィルターをかけ，これに対し

て逆フーリエ解析を実施した．周波数 3.52Hz 以上を除去した理由は以下のとおり

である．  

・回転角検証ユニットの動作周波数が 200r/m，すなわち約 3.3Hz であり，周波数

分解能が約 0.195Hz のため，有効周波数の上限を 3.52Hz とした．  

・停止中の測定に 3Hz 以下の変動が目立つため，測定距離を離した際の影響を確

認する必要があるため，本周波数領域は残すこととした．  

【実験ケース 1】  

 視準距離 1ｍ，格子ピッチ 1 ㎜，計測範囲 256×256Pixel の 2 領域の計測条件に対

する計測結果は以下のとおり．  

【実験ケース 1-1】回転バーが静止状態のとき  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-4 視準距離 1ｍ・格子ピッチ 1 ㎜・静止状態の計測波形と計測精度 

 

 

 

【凡例】    ϕ1    ϕ2    ϕ3 【凡例】    ϕ2-	ϕ1    ϕ3-	ϕ1 

データ処理波形 ＳＭＣとレーザー変位計のデータ処理波形の差 

計測波形 

回転角(µrad) 回転角の差(µrad) 

回転角(µrad) 

時間(ms) 時間(ms) 

時間(ms) 

【凡例】    ϕ1    ϕ2    ϕ3 



49 
 

‐400

‐300

‐200

‐100

0

100

200

300

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

‐400

‐300

‐200

‐100

0

100

200

300

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

‐400

‐300

‐200

‐100

0

100

200

300

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

‐400

‐300

‐200

‐100

0

100

200

300

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
‐400

‐300

‐200

‐100

0

100

200

300

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

【実験ケース 1-2】回転バーを単振動させたとき  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-5 視準距離 1ｍ・格子ピッチ 1 ㎜・単振動時の計測波形と計測精度 

 

【実験ケース 2】  

 視準距離 5ｍ，格子ピッチ 1 ㎜，計測範囲 256×256Pixel の 2 領域の計測条件に対

する計測結果は以下のとおり  

【実験ケース 2-1】回転バーが静止状態のとき  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ処理波形 

回転角(µrad) 回転角の差(µrad) 

時間(ms) 時間(ms) 

計測波形 

時間(ms) 

回転角(µrad) 

ＳＭＣとレーザー変位計のデータ処理波形の差 

データ処理波形 

回転角(µrad) 回転角の差(µrad) 

時間(ms) 時間(ms) 

ＳＭＣとレーザー変位計のデータ処理波形の差 

【凡例】    ϕ2-	ϕ1    ϕ3-	ϕ1 【凡例】    ϕ1    ϕ2    ϕ3 

【凡例】    ϕ1    ϕ2    ϕ3 

【凡例】    ϕ2-	ϕ1    ϕ3-	ϕ1 【凡例】    ϕ1    ϕ2    ϕ3 
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図 3.2.1-6 視準距離 5ｍ・格子ピッチ 1 ㎜・静止状態の計測波形と計測精度 

 

 

【実験ケース 2-2】回転バーを単振動させたとき  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-7 視準距離 5ｍ・格子ピッチ 1 ㎜・単振動時の計測波形と計測精度 

 

 

計測波形 

時間(ms) 

回転角(µrad) 

データ処理波形 

回転角(µrad) 回転角の差(µrad) 

時間(ms) 時間(ms) 

ＳＭＣとレーザー変位計のデータ処理波形の差 

回転角(µrad) 

時間(ms) 

計測波形 

【凡例】    ϕ2-	ϕ1    ϕ3-	ϕ1 【凡例】    ϕ1    ϕ2    ϕ3 

【凡例】    ϕ1    ϕ2    ϕ3 

【凡例】    ϕ1    ϕ2    ϕ3 
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【実験ケース 3】  

 視準距離 5ｍ，格子ピッチ 2 ㎜，計測範囲 256×256Pixel の 2 領域の計測条件に対

する計測結果は以下のとおり  

【実験ケース 3-1】回転バーが静止状態のとき  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-8 視準距離 5ｍ・格子ピッチ 2 ㎜・静止状態の計測波形と計測精度 

 

【実験ケース 3-2】回転バーを単振動させたとき  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ処理波形 

回転角(µrad) 回転角の差(µrad) 

時間(ms) 時間(ms) 

ＳＭＣとレーザー変位計のデータ処理波形の差 

計測波形 

データ処理波形 

回転角(µrad) 回転角の差(µrad) 

時間(ms) 時間(ms) 

ＳＭＣとレーザー変位計のデータ処理波形の差 

時間(ms) 

回転角(µrad) 

【凡例】    ϕ2-	ϕ1    ϕ3-	ϕ1 【凡例】    ϕ1    ϕ2    ϕ3 

【凡例】    ϕ1    ϕ2    ϕ3 

【凡例】    ϕ2-	ϕ1    ϕ3-	ϕ1 
【凡例】    ϕ1    ϕ2    ϕ3 
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図 3.2.1-9 視準距離 5ｍ・格子ピッチ 2 ㎜・単振動時の計測波形と計測精度 

 

以上の計測結果の SMC とレーザー変位計による計測値に対して，計測値の差と

標準偏差を表 3.2.1-5 にまとめる．  

 

表 3.2.1-5 SMC による回転角計測波形の精度 

 

 ϕ2-	ϕ1(=A) ϕ3-	ϕ1(=B) |A| - |B| 

視準距離 1ⅿ  
格子ピッチ 1 ㎜  

【実験ケース 1-1】  
静止  5.76 5.11 0.65 

【実験ケース 1-2】  
単振動  -10.25 -11.32 -1.07 

視準距離 5ⅿ  
格子ピッチ 1 ㎜  

【実験ケース 2-1】  
静止  -17.47 -19.40 -1.93 

【実験ケース 2-2】  
単振動  -10.55 -19.88 -9.33 

視準距離 5ⅿ  
格子ピッチ 2 ㎜  

【実験ケース 3-1】  
静止  5.99 25.82 -19.83 

【実験ケース 3-2】  
単振動  -10.81 -3.06 -7.75 

 

 

 ϕ2-	ϕ1(=A) ϕ3-	ϕ1(=B) |A| - |B| 

視準距離 1ⅿ  
格子ピッチ 1 ㎜  

【実験ケース 1-1】  
静止  4.18 4.47 -0.29 

【実験ケース 1-2】  
単振動  10.15 9.30 0.85 

視準距離 5ⅿ  
格子ピッチ 1 ㎜  

【実験ケース 2-1】  
静止  16.92 17.83 -0.91 

【実験ケース 2-2】  
単振動  20.23 20.09 0.14 

視準距離 5ⅿ  
格子ピッチ 2 ㎜  

【実験ケース 3-1】  
静止  23.07 29.17 -6.10 

【実験ケース 3-2】  
単振動  25.45 33.77 -8.32 

 

計測波形 

時間(ms) 

回転角(µrad) 
【凡例】    ϕ1    ϕ2    ϕ3 

単位 :μ rad 

単位 :μ rad 

(a)データ処理波形の値の平均値  

(b)データ処理波形の値の標準偏差  
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これらの実験結果から，回転角の計測精度は，SMC を用いた計測では 2 点間の

鉛直変位差を 2 点間の距離で除して算出した値が直接計測点の回転角を算出した値

より高精度であるという結果が得られた．SMC を用いた計測とレーザー変位計に

よる 2 点間の鉛直変位差から求めた回転角の差は，その最大値は約 50μ rad 以下，

平均値の差が最大 17.47μ rad である．一方，回転角を直接求めた値の平均とレー

ザー変位計による 2 点間の鉛直変位差から求めた回転角の差は，最大 25.82μ rad

であり，2 点間の鉛直変位差から求めた回転角の差の方が良好な結果となった．ま

た，2 点間の鉛直変位差から求めた回転角の標準偏差の差が 24.45μ rad，回転角を

直接求めた値の平均とレーザー変位計による 2 点間の鉛直変位差から求めた回転角

の標準偏差の差が最大 33.77μ rad であり，2 点間の鉛直変位差から求めた回転角の

差の方が良好な結果であった．  

以上より，回転角の計測精度は 2 点間の鉛直変位差から求めた方が１つのターゲ

ットから直接回転角を算出するよりも良好な結果となることが分かる．  

3.2.2 屋外計測精度検証 

SMC の計測精度を検証するため，12 月 27 日に屋外で SMC を用いて 1 枚のター

ゲットから直接，回転角を計測・算出したものと計測装置が付与する回転角を比較

した．計測条件を以下に示す．ターゲットの照度環境は日陰の自然光で外乱の影響

が小さい箇所，天候曇り，最大風速 0.8m/s，気温 9.9℃，視準距離が 30ｍ，フレー

ムレートは 50fps，露光時間は 15ms，レンズの焦点距離は 400 ㎜である．計測装置

の構成は図 3.2.2-1 に，計測状況は図 3.2.2-2 に示すとおりであり，計測目標値とし

て設定する回転角は分解能が 1.5μm のレーザー変位計の鉛直変位差から求めた．  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

精 度 検 証 試 験 は ， 解 析 領 域 の 大 き さ と 精 度 と の 関 係 の 確 認 と ， 解析領域を

350×350 画素とした場合の計測精度を確認した．前者については，回転ステージを 200

図 3.2.2-1 精度検証試験構成図 図 3.2.2-2 精度検証試験状況図  
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μ rad 回転させた時の解析領域の大きさと回転ステージの回転停止後 10 秒間計測

した平均値に対する計測精度との関係を検証した．その実験結果を表 3.2.2-1 に示

す．後者については，回転角を 200μ rad まで 20μ rad ずつ段階的に増加させ，回

転ステージの回転停止後 10 秒間計測した平均値に対する精度検証実験を行った．

その実験結果を表 3.2.2-2 に示す．  

 
  

 

 
解析領域 [pixel]  

100×100 150×150 200×200 250×250 300×300 350×350 
計測値の差  3 -3 -9 -2 -4 -3 
標準偏差  110 70 50 38 34 29 

 

 

 

 

 

計測装置（ﾚｰｻﾞｰ変位計）  SMC 両者の計測値の差  
回転角 (A)  標準偏差  回転角 (B)  標準偏差  回転角の差 (A-B)  

1 1 1(  2) 87(23) 0（ -1） 
24 1 13( 13) 121(29) -11（-11） 
45 2 38( 38) 100(24) -7（ -7） 
65 1 67( 67) 81(23) -2（ -2） 
86 1 81( 80) 48(24) -5（ -6） 

105 1 99( 99) 48(15) -6（ -6） 
126 1 113(113) 41(15) -13（-13） 
145 1 128(127) 48(14) -17（-18） 
167 1 151(151) 29( 9) -16（-16） 
188 1 179(178) 31(13) -9（-10） 
209 1 206(206) 29(10) -3（ -3） 

 

 

実橋計測では一般的に解析領域を 128×128 画素で実施してきたが，転送データの選別

等の改良により解析領域を 256×256 画素に拡大しても従来同様の計測インターバルでの

計測が可能となった．よって，表 3.2.2-1 の結果においてこれに近い 250×250 画素の

解析領域に着目すると，計測装置と SMC との計測時の標準偏差が 38μ rad であり，

100×100 画素や 150×150 画素の解析領域の場合よりデータのばらつきが大きく改善

することが分かる．  

また，表 3.2.2-2 に示す計測結果から，風速 0.8m/s の風によるカメラの揺れ等の

影響が一因と思われるデータの乱れが一部でみられるものの，計測装置と SMC と

の計測平均値の差が 17μ rad 以内に収まっており，高精度の計測結果が得られた．  

本精度検証試験における視準距離 30ｍは実務上，十分な視準距離であり，本計

測試験で良好な精度が確認され，本計測手法は良好な計測条件下では十分な適用範

囲を有することが分かる．  

単位 :μ rad 
表 3.2.2-2 計測データの精度  

※表の｢計測値の差｣は計測装置と SMC の計測値の差をいう  
※「計測値の差」および「標準偏差」を示す値の単位は (μrad)である  

表 3.2.2-1 計測と解析領域の相関  

※ ( )内の数値は 0.5 秒間隔で移動平均した際の平均値を示す  
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3.3 外乱対策および視準距離の縮減対策 

3.3.1 外乱対策の概要 

計測環境の影響が大きい屋外計測においては，個々の外乱要因の抑制策のほか，

外乱の影響軽減策として対象物～カメラ間の視準距離短縮が有効である．とりわけ，

たわみ量と比較して高い精度を要求されるたわみ角についてはその重要性は極めて

高い．  

天候，カメラの揺れ等の外乱は，ターゲットに日向と日陰が混在する状況を避け，

揺れの小さい場所へのカメラの設置や風等の影響を避ける設備を設ける等の基本事

項の実施によりある程度緩和できる．しかしながら，計測値が微細で高い計測精度

を要する鉄道橋りょうのたわみ角の計測は，さらなる外乱抑制対策が必要となる．

そこで，これまでの計測実績を踏まえて，計測精度に対する影響が大きい「大気の

揺らぎ」「水面の反射」，「カメラや下部工の揺れ」対策に取り組んだ．なお，風対

策は防風設備の設置により精度低下の抑制が可能となる．また，これまでの計測実

績から降雨時の影響は軽微である． 

一方，視準距離の短縮策は，外乱要因との遭遇確率の低下やカメラのブレの影響

を抑制する上で有効であるため，この方策について述べる．  

以下，これら対策に関する取り組み概要を述べる． 

3.3.2 大気の揺らぎや水面の反射の影響抑制対策 

大気の揺らぎによる影響は，酷暑期のカメラからターゲットまでの視準線が地面

に近い等の条件のときに大きくなる傾向がある．この検証例として，列車が無載荷

状態の B33-1 橋において，地面から視準線までの高さが異なる 2 箇所のターゲット

を昼間と同日夜間に撮影速度 100fps で計測した鉛直変位量を比較した．計測対象

の B32-1 橋は，河川を南北方向に横断する支間 27.0ｍの上路プレートガーダーで，

単純桁が 20 連以上あるうちの列車進入側から 2 連目の桁である．カメラ設置箇所

の地面～視準線の高さは，地上約 1.1m である．ターゲットは桁のほぼ真西に面す

るウェブに設置し，夜間計測対応として再帰反射性シートを用いた．その設置箇所

は一方が視準高（地面～視準線の高さ）1～2m の径間部，もう一方が視準高約 5m

の支点部とした．気温は，昼間が 25.2℃～32.2℃，夜間が 20.3℃～20.7℃，湿度は

昼間が 23％～34％，夜間が 47％～53％，天候は曇りである．  

計測結果を図 3.3.2-1 に示す．夜間のデータは，地面～視準線の高低差と計測値

の標準偏差との相関性は確認できず，またデータのノイズが小さい．これに対し，

昼間のデータは，地面～視準線の高低差と計測値のデータはほぼ２極化し，地面～

視準線の高低差が小さい場合の計測データのノイズの方が大きくなっている．これ

らの考察結果から，大気のゆらぎ対策として，計測環境を勘案して必要に応じて夜

間計測を実施する等の計測計画の策定が計測精度の向上を図るうえで有効であるこ

とが分かる． 
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次に，水面の反射が計測精度に及ぼす影響を考察し，その対策を考える．  

水面の反射による計測精度の低下は，河川橋りょう等において，視準位置と太陽

との位置関係によってターゲット上に発生した反射光がターゲットの輝度バランス

を崩すことが主要因で生じる．この具体例として河川上に架かる B33-2 橋を 5 両編

成の列車が通過したときの計測データを示す．計測条件は，計測日時が 9 月 8 日

16 時 42 分ごろ，天候終日晴れ，支間 12.5ｍの桁の南南東に面した桁のウェブ面に

ターゲットを設置し，南南東側から計測し，西側に位置する左の支点部と，東側に

位置する右の支点部のたわみ角と径間中央部のたわみを計測した．径間中央部のた

わみの応答波形は，1 両目の前のボギー台車が載荷したところで発生し，次に 1 両

目の後ろのボギー台車と 2 両目の前のボギー台車が通過するときにさらに大きな波

形を確認できる．変位量が大きいたわみの応答波形は，列車通過時の桁の応答を何

とか確認できるが，外乱に対して変位量が小さいたわみ角は列車通過時の桁の応答

を十分に確認できない．特に，水面の反射の影響が大きい東側の支点部で乱れが大

きくなっている．計測画像を確認するとターゲット上を水面の光が移動する様子が

確認でき，水面の反射光がターゲットの輝度バランスを崩すことが乱れの主要因で

あることが確認できた．  

 

 

 

図 3.3.2-1 計測精度に対する大気の揺らぎの影響 

鉛直変位の標準偏差 (㎜ ) 計測日 10 月 7 日  

鉛直変位の標準偏差の平均

昼 間 夜 間

支承部 0.135 0.052

中央部 0.190 0.070
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水面の反射の影響度を確認するために，側面がほぼ真東に正対する河川上に架か

る B33-3 橋において列車無載荷状態での昼間と夜間，シェードの有無による計測波

形を比較した．なお，シェードは厚さ約 1 ㎜のエボナイト製のものを用い，図

3.3.2-4 に示すとおりに設置した．径間中央に設置したターゲットにおける理論上

図 3.3.2-2 計測精度に対する水面の反射の影響 

図 3.3.2-3 計測精度に対する水面の反射の影響 
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の桁の鉛直変位量「0」に対する鉛直変位の計測値の標準偏差を図 3.3.2-5 に示す．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このグラフから，水面の反射が計測精度に及ぼす影響が大きいこと，また，シェ

ードの設置は一定の効果があること，さらに，夜間のノイズは極めて小さく計測環

境として適していることが確認できる．これらの考察結果から，水面の反射対策と

して計測面と日照方向を勘案した計測計画の策定によりその影響の緩和・抑制を図

ることや夜間計測等の水面の反射抑制策の実施が計測精度の向上を図るうえで有効

であることが確認された． 

以上の結果を踏まえ，「大気の揺らぎ」と「水面の反射」対策として，カメラ付

図 3.3.2-5 計測精度に対する水面の反射の影響 

鉛直変位の標準偏差 (㎜ ) 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

晴(12月14日9:00)
曇(12月14日10:20)
曇(12月14日10:40)

晴(2月5日10:40)
曇(2月5日09:41)
曇(2月5日10:20)

晴(2月5日17:31)
曇(2月5日18:13)
曇(2月5日18:27)

シェードあり シェードなし 夜間

図 3.3.2-4 河川橋りょうにおける計測状況 

西

東

北

南

視準距離 
12/14 9:00 21.7ⅿ 
12/14 10:20～40 19.9ｍ 
2/5 9:00～10:40 20.4ｍ 
2/5 17:31～18:27 17.4ｍ 
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近に配置した高指向性 LED 装置と再帰反射性素材を用いたターゲットから成る夜

間計測システムを構築し，計測精度の確保を実現した．この計測状況を図 3.3.2-6

に示す． 

 

 

 

 

ターゲットは，計測時の照度が確実に確保できる場合を除き，ターゲット上に集

光された光のカメラ方向への反射効率の向上を図る目的で，基本的に再帰反射性素

材のものを用いる．一方，照明装置には，直方体状の筐体内に配置された CW

（Continuous Wave）点灯の高輝度 LED 光源とレンズとの距離を調整する機能を具

備し，擬似平行光により拡大結像を形成する高指向性 LED 装置を用いた 2)．擬似

平行光による拡散抑制機能により，ターゲットの照度確保のほか，道路上空の桁を

計測する際のドライバーのグレア現象の抑制による安全性向上や，河川上の桁を計

測する際の照明光の水面の反射抑制を実現した．また，定電流駆動により点灯する

CW 点灯機能を備えた LED 光源を用いることにより，PWM（Pulse Width 

Modulation）点灯にみられるフリッカー現象に起因したターゲット上の輝度の乱れ

抑止の効果を図った．  

3.3.3 カメラや下部工の揺れの影響の抑制対策 

次に，カメラや下部工の揺れ対策を検討する．  

たわみ角に対する計測精度の向上に向けては，1 台の SMC で近傍の複数箇所を

計測する機能を具備させ，2 点間の鉛直変位差からたわみ角を算出することにより，

SMC や下部工の揺れの影響の相殺を図った．  

一般的に，計測対象点のたわみ角は同じ計測箇所のたわみを微分して得られるが，

二点間距離が支間長に比して十分に小さいとき，  Lagrange の平均値の定理より二

点間に存在するある点のたわみ角を表す中点での接線の傾きに近似することができ

図 3.3.2-6 計測状況図 
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る．したがって，二点間のたわみ差から算出されるたわみ角 は，図 3.3.3-1 に示す

ターゲット T1 およびターゲット T2 における計測点の鉛直変位 δ1 および δ2 と計測

点距離  dt を用いて式 (3.3.3.1)で表される．さらに，桁の変位量は支間長に比して十

分に小さいため，微小変位の仮定によりターゲット T1 と T2 の鉛直変位差から得ら

れるたわみ角 θ12 は式 (3.3.3.2)と表すことができる．  

 

 

 

 

tan  (3.3.3.1) 

 

≒  (3.3.3.2) 

 

一般的に，たわみ角はたわみを微分することで得られ，2 点間の中点のたわみ角

は中点での接線の傾きに近似できる．また，二点間の鉛直変位差からたわみ角を求

めるとき，Lagrange の平均値の定理より，2 点間に存在するある点のたわみ角を表

す．2 点間の距離が支間長と比較して十分に小さいとき，2 点間に存在するある点

は 2 点間の中点と近似できるので，式 (3.3.3.2)により得られたたわみ角は，2 点間

の中点のたわみ角として扱うことができる．  

特に支点部のたわみ角を計測する際は，下部工の鉛直変位の影響が大きいため，

本手法を適用することが望ましい．  

なお，相対変位量の取得を実現するこの機能は，近傍のターゲットが撮影画像内

で焦点の合う位置に存在する場合に適用可能である．本機能の活用により，桁の沓

直上部と橋台との相対鉛直変位量の計測による支承部における桁の純変位量の取得

等が可能となる．  

図 3.3.3-1 支承部におけるターゲットの設置状況 

【凡例】  
δ1,δ2 : 鉛直変位量  
dt  :  ターゲット間隔  
T1,T2: ターゲット識別番号  
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この効果の検証は，桁長 22.6m，支間 22.0m の単線鉄骨鉄筋コンクリート桁の

B33-4 橋の支点部に図 3.3.3-1 に示す支承直上に設置した 2 箇所のターゲットを計測

して実施した．１両目が図 3.3.3-2 に示す電気機関車，2 両目以降が図 3.3.3-3 に示

す貨車で編成される貨物列車が通過した場合の列車進出側支点部のたわみ角波形を

計測した．なお，軌道構造はマクラギ下～桁上面にバラストが介在するバラスト軌

道である．また，B33-4 橋は新設桁で列車運行開始後 1 ヶ月以内に計測したため，

基本的に変状がなく，基本的に計測波形の乱れは桁の変状要因が含まれないものと

みなすことができる．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.3-1 に示す沓直上に設置したターゲットに対して桁端側の T1 ターゲットか

ら計測・算出されるたわみ角波形を図 3.3.3-4 に，T1 と T2 のターゲットの鉛直変位

の計測値の差から算出されたたわみ角θ 12 の計測波形を図 3.3.3-5 に示す． 

図 3.3.3-2 電気機関車の車軸配置 

 

1.05 1.05 1.051.05 1.051.05 1.051.05 4.1

2.1
2.052.05

12.1 2.1 4.1 2.1 12.1 2.1

14.2 14.2 6.26.2

20.4

P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2

図 3.3.3-3 貨車の車軸配置 

単位 :ⅿ  

単位 :ⅿ  
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両者を比較した場合，図 3.3.3-5 に示す波形は図 3.3.3-4 に示す波形に比べてノイ

ズが小さくなっており，計測データに含まれるカメラや桁受け部の縦揺れに起因す

るノイズが概ね除去されていることが分かる．以上により，２点間の変位差を用い

てたわみ角を算出する本対策の有効性が確認された．  

3.3.4 視準距離短縮対策 

桁の全体挙動を把握する目的でカメラから径間中央および両支点を同期計測する

場合，基本的に桁下の支障物を避けて 1 箇所に設置したカメラを各々ケーブルで繋

いで同期させる．しかしながら，この場合は一方の支点側にカメラをまとめて設置

するため，他方の支点部のたわみ角の視準距離が長くなる．桁のたわみ角は変位量

が小さく高い計測精度が要するが，他方の支点までの視準距離が長くなるため，所

要の計測精度を確保できないケースがしばしば生じる．特に，夜間帯においては照

明点灯時のターゲットの照度確保が困難となり，計測そのものが困難となるケース

が生じる．  

これに対する支点部のたわみ角の計測精度向上策として，両支点側に各 2 台（以

上）の同期させたカメラを配置し，両支点側から計測した径間中央のたわみの波形

を照合することで全体の同期を確保することとした．このときのカメラ配置例を図

3.3.4-1 に，両岸からの計測波形照合による同期の概念を図 3.3.4-2 に示す．  

これにより，図 3.3.4-1 に示す一方の岸に設置したカメラから支点部までの視準

距離が約 15.5m（水平方向約 15 m，鉛直方向約 4m）の場合，他方の岸までの視準

距離が約 43m であったものが 15.5m まで短縮できる．  

 

図 3.3.3-4  T1 のたわみ角計測波形 図 3.3.3-5 たわみ角θ12 の波形 

-5

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25 30 35
-5

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25 30 35

時間 (s) 時間 (s) 

たわみ角 (10-4rad) たわみ角 (10-4rad) 



63 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この有効性を検証するため，図 3.3.4-1 の 1 箇所集中視準時の遠方の支点部まで

の視準距離が 43m の場合と 2 箇所に分散して支点部までの視準距離が 15.5m とし

た場合を比較するため，同一の支点部を同期計測したたわみ角の計測波形を比較し

た．なお，計測対象は B2 橋で，図 2.3.3-1 に示す左側支点部のたわみ角である．B2

橋の図の左側支点部の下部工は鋼製門型ラーメン橋脚であり，たわみ角の計測波形

は下部工の変位の影響が大きくうける．  

橋りょう

左支点部 中央部 右支点部

ターゲット

3台同期

河川や道路

2台同期 2台同期
SMC

【凡例】

━ 1箇所集中視準

━ 2箇所分散視準

支間長(40.0m)SMC

SMC

図 3.3.4-2 両岸からの計測波形照合による同期概念 

図 3.3.4-1 カメラ設置位置改良前後の配置例 
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その同期計測よって得られたたわみ角のデータ処理波形を図 3.3.4-3 に示す．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.4-3 に示す計測結果から，視準距離 15.5m 計測ケースのデータ処理波形は

変位が大きい下部工の影響を受けつつも，列車通過時のたわみ角の応答波形の極大

値および極小値となる応答位相値は列車載荷状態と概ね整合している．これに対し，

視準距離が 43m の計測ケースのたわみ角データ処理波形は極大値や極小値が不明

確な箇所もみられた．夜間ではこれらの傾向がさらに顕著になり，視準距離短縮対

策が有効であることが分かる．  

以上から，桁全体を同期計測する場合は，変位量の小さいたわみ角の視準距離を

短くし，変位量の大きいたわみの視準距離を長くとることにより，計測精度の確保

に努めることを基本とする．  

複数点を計測した計測値を用いた解析を行う場合は，全体の同期をとることが望

ましいが，ケーブルの接続によるカメラ間の同期接続は計測作業上の負荷も大きい．

これに対し，無線化によるカメラ間の同期接続を行い，作業性の向上と同期接続の

実現性を高めることが重要な課題である．  

3.3.5 外乱対策および視準距離短縮対策のまとめ 

外乱対策として，「大気の揺らぎ」「水面の反射」，「カメラや下部工の揺れ」対策

に取り組み，夜間計測システムの構築と１台のカメラで近傍の複数点を計測できる

機能を具備させることにより，各外乱要因の抑制を実現した． 

また，視準距離の短縮策として，桁全体を同期計測する場合は変位量の小さいた

わみ角の視準距離の短縮による計測精度の向上を実現しているが，さらなる作業の

向上等に向けて無線を活用した計測システム構築等による改善が期待できる．  

しかしながら，桁の変状の進行に伴う計測値の経時変化を把握した維持管理を実

現するためには，データ波形の円滑化等のデータ処理が必要となる．したがって，

次に，このデータ処理手法について検討する． 

図 3.3.4-3 視準距離によるたわみ角データ処理波形の相違 
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3.4 計測波形からの時系列管理に資するデータの抽出 

3.4.1 データ処理の必要性 

遠隔・非接触での計測により高所等の危険箇所での作業量を大幅に縮減して，安

全性・作業性の向上とコスト縮減を可能とした SMC を用いた計測システムを開発

し，さらに外乱対策を実施した結果，屋外計測での精度向上を実現した．しかしな

がら，橋りょう構造物は基本的に高所に位置し桁下に道路や河川等の支障物が存在

するため，一般的に支点部で 20m，径間部で 30m 程度の視準距離を要し，支承部

等の非常に小さい挙動を時系列評価に資する精度に確保することが困難である．し

たがって，桁の変位の計測データの維持管理場面での活用機会拡大を図るためには

計測時の外乱対策だけではなく，計測データの処理による維持管理場面での活用に

資するものに加工する必要がある．  

鉄道は車両種別によって車軸配置が明らかであるほか，貨物列車以外は概ね各車

両とも同じ車軸配置の同じ種別の車両で編成されているため，計測波形の周波数特

性を明らかにすることは解析上有利となる．この鉄道の特性を活かして時系列評価

に資する計測データの抽出手法を以下に示す．  

3.4.2 データ処理手法 

列車の作用荷重は，車輪からの複数の集中荷重の重ね合わせで表現できるため，

車両種別を確認しておけば軸距が分かり，車軸配列も特定できる．また，列車が桁

を通過している間は速度が一定と仮定した場合，列車通過時の桁の動的計測波形の

始終点から桁通過時の列車平均速度を取得できる．したがって，計測波形に対して

列車平均速度と軸距との関係から除去すべき周波数帯を設定して，その加振振動数

より大きい周波成分を除去することにより同数領域のノイズを除去（以下，「ノイ

ズ除去」という）して近似曲線（以下，「データ処理波形」という）を得ることが

できる．このようにして得られたデータ処理波形は，列車通過時の連行荷重に対す

る桁のたわみやたわみ角等の動的応答波形として表現できる．  

データ処理波形の入手に際してのたわみやたわみ角の計測波形に対する周波数解

析は，計測波形の時系列離散データを離散フーリエ変換して を得たものに対し

て考察する．フーリエ変換を実施する時間区間は，基本的に列車が桁に進入する前

から，列車が桁を進出した後の間までを包含した範囲とする．   

データ処理波形の作成例として，先頭車が図 3.3.3-2 に示す電気機関車で，その

後続が図 3.3.3-3 に示す貨車で編成されている貨物列車が B34-1 橋を通過したときの

桁支承部の鉛直変位の計測波形を図 3.4.2-1 に示す．なお，計測波形は図 3.3.3-1 に

示す左のターゲットを計測したものである．また，この計測波形に対するデータ処

理波形を図 3.4.2-2 に示す．このデータ処理波形は，着目すべき最大周波数を定め

るにあたって，編成車両の最小軸距，すなわち図 3.3.3-3 に示す 2.1m の軸距を用い

て電気機関車および貨車の全ての車軸から作用する荷重の影響を包含した近似波形
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を示している．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ処理波形は，なるべく計測波形の原形に近いものを取得することが望まし

い．しかしながら，変位量の小さい箇所等は変位量に対するノイズの混入率が高い

ため，ノイズ除去する周波数帯を低い領域まで広げる方がノイズの混入率低下に有

利となる．さらに，ノイズ除去する周波数帯を低い領域まで広げる方が経時変化に

伴う波形の極大値の変化率を算出するのに有利となる．  

これを確認するため，貨物列車における列車速度 21.9ⅿ /s に対する軸距に応じた

ノイズ除去とデータ処理波形の関係を図 3.4.2-3 に示す．なお，図 3.4.2-3 の計測波

形は先頭の電気機関車と後続の貨車の 3 両目の一部までが桁と通過または載線され

た状態の支点部鉛直変位を示すものである．  

図 3.4.2-1 支承部直上の鉛直変位の計測波形 

図 3.4.2-2 支承部直上の鉛直変位のデータ処理後波形 

経過時間 (s) 

経過時間(s) 
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 図 3.4.2-3 の拡大図は電気機関車が桁上を通過しているときの支点部の鉛直変位

の応答波形を表しているが，電気機関車の最小軸距である 2.5ｍおよび貨車の最小

軸距である 2.1ｍに対するデータ処理波形では極値近傍で約 3 波長分の小さな波形

が確認できる．これに対して，これらより大きい軸距の組み合わせである 10.8ｍ

の軸距や 5.4ｍの軸距に対するデータ処理波形では極値付近で小さな波形が確認さ

れず円滑な波形となる．  

前者は列車走行に起因する応答をより忠実に再現しており最大値の把握を要する場

合に適している．これに対し，後者はデータ処理波形が円滑で最大値の経時変化を

評価する場合に管理しやすい．このように，用途に応じたデータ処理波形を用いて

管理するのが適切である．  

支点部の計測条件が視準距離が長い等で厳しい場合の径間中央のたわみの計測波

形に対する FAS を求めて周波数解析を行ったものを図 3.4.2-4 に，たわみ角の計測

波形に対する FAS を求めて周波数解析を行ったものを図 3.4.2-5 に示す．  

 

 

 

 

 

図 3.4.2-3 除去する周波数帯別の近似波形後波形 

【凡例】  
━  計測データ     ━10.5Hz 以上 (2.1m) 
━  9.1Hz 以上 (2.5m) ━7.9Hz 以上 (2.9m) 
━  4.3Hz 以上 (5.4m) ━2.2Hz 以上 (10.8m) 

内数字は軸距  

鉛直変位 (㎜ ) 

経過時間 (s) 
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多くの場合，図 3.4.2-4 に示すとおり列車から作用する加振振動数は 1 車両分毎

の車両の移動に伴う加振振動数成分が大半を占める．これに加えて，計測データの

時系列管理を行う際に概ね 1 車両分毎の車両の移動に伴う加振振動数より大きい

周波数領域を除去したデータ処理波形を評価対象とする方が一般的に変化率を評価

するうえで管理上有利となる．  

また，図 3.4.2-5 に示すとおりたわみ角の計測波形に対する FAS では，変位量が

小さく，計測条件が厳しい場合等は列車から作用する加振振動数の影響が明確に表

れない場合がある．この場合，同期計測している径間中央のたわみ量は変位量がた

わみ角に比べて大きいため，たわみの計測波形に対する FAS を確認することによ

り，列車からの加振振動数を確認できるため，これに基づいてたわみ角のデータ処

理波形を得ることができる．  

3.4.3 データ抽出に関する適用可能性の検証  

本計測手法を用いて高速走行時の列車を計測する場合は除去可能な周波数帯が小

さくなるのに伴って除去できるノイズが少なくなり，データ処理波形に含まれるノ

イズが多くなる傾向にある．そこで，適切な外乱抑制策のもとで，高速走行する列

車が通過する時の桁の挙動を計測し，軸距に応じたローパスフィルターをかけたデ

ータ処理波形を比較し，除去される周波数帯が小さくなる際の計測データの有効性

を検証する．  

図 3.4.2-4 たわみの計測波形に対する FAS 

図 3.4.2-5 たわみ角の計測波形に対する FAS 
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本機能の検証は図 3.4.3-1 に示す B34-2 橋に対して径間中央および列車進出側支点

部のたわみ角を計測して実施する．  

計測対象の桁は，支間長 25.0ｍ，桁長 25.6ｍの上下線連結材で連結された単線

並列箱断面合成桁である．計測条件は，計測日時 10 月 16 日 19 時頃，気温約

18.7℃，湿度約 68％，天候は終日晴れである．また，SMC の視準距離は図 3.4.3-1

に示すとおりである．なお，計測に用いた SMC は全て同期させている．ターゲッ

トの設置位置は，たわみの計測点が径間中央，たわみ角の計測点が列車進出側支点

部である． SMC はほぼターゲットの正面に据え，仰角はたわみ計測点までが約

23.2 度，たわみ角計測点までが約 23.6 度である．  

 

 

 

 

たわみに関する計測波形および各軸距に応じたデータ処理波形を図 3.4.3-2 に，

たわみ角に関する同様の波形を図 3.4.3-3 に示す．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.4.3-2 B34-2 橋における径間中央たわみのデータ処理波形 

図 3.4.3-1 B34-2 橋・ターゲット設置位置図 

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

17 18 19 20 21 22 23 24 25

計測日時 10 月 16 日 19 時 08 分  

経過時間 (s) 

たわみ (㎜ ) 

【凡例】  
━生データ  
━29.7Hz 以上 (2.5m) 
━14.9Hz 以上 (5.0m) 
━9.9Hz 以上 (7.5m) 
━5.0Hz 以上 (15.0m) 
━4.3Hz 以上 (17.5m) 
(  )内数字は軸距  

【視準距離】支点部：10.596m  径間中央部：10.136m 
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なお，計測対象の列車の車軸配置は図 3.4.3-4 に示すとおりである．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの計測結果から，列車速度が約 269.8km/時（ 74.94m/秒）で，最小軸距

2.5m に対してノイズ除去された概ね 30Hz 以下の周波数帯の波形を重ね合わせて再

現したデータ処理波形についても極大値が確認でき，良好なものとなっていること

が確認できる．  

以上により，SMC を用いた本計測手法は適切にデータ処理することによって，

たわみおよびたわみ角の計測波形を客観的に判読でき，経時変化をトレースするう

えで有効なデータとなり得ることが確認できる．  

 

 

図 3.4.3-3 B34-2 橋における支承部のたわみ角データ処理波形 
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【凡例】  
━生データ  
━29.7Hz 以上 (2.5m) 
━14.9Hz 以上 (5.0m) 
━9.9Hz 以上 (7.5m) 
━5.0Hz 以上 (15.0m) 
━4.3Hz 以上 (17.5m) 
(  )内数字は軸距  

計測日時 10 月 16 日 19 時 08 分  

図 3.4.3-4 列車の車軸配置 

 単位：m 
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3.5 実橋に対する比較計測による精度検証 

SMC と従来式計測器によるたわみとたわみ角の計測値を比較するため，橋りょ

うの径間部同一箇所においてたわみおよびたわみ角を計測した．なお，たわみ角に

ついては 2 点の鉛直変位を計測し，その差を用いて算出した．  

計測対象の B33-1 橋は，図 3.5-1 に示す支間 27.0ｍ，単線・単純桁で開床式の上

路プレートガーダーである．軌道構造は図 1.1.3-2 に示す無道床軌道であり，列車

通過時の桁の応答は主桁に直接設置したマクラギを介して生じる．このため，バラ

ストがマクラギを介して列車からの衝撃を分散させる有道床の桁に比べて列車走行

に伴う衝撃等の影響が直接反映される構造となっている．なお，計測側の主桁には

図 3.5-1 に示す保守点検用の橋側歩道が設置されている．  

従来式計測器は維持管理の実務上最もよく用いられているリング式変位計を採用

し，応答周波数は 55Hz のものを用いた．データ収集ピッチは両者とも 100Hz であ

る．計測概況は図 3.5-1 に示すとおりで，リング式変位計が主桁の下フランジ下面，

SMC のターゲットは主桁のウェブに設置した．SMC によるたわみの計測は支点部

側の T1 ターゲットを，たわみ角の計測は T1 および T2 ターゲットを計測した．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測条件は，計測日時 7 月 15 日 20 時 54 分，気温約 28℃，湿度約 70%，天候晴

天である．SMC を用いた計測は，1 台の SMC で計測点 2 点を視準し，視準距離は

たわみ・たわみ角とも約 15.8m，カメラからターゲットを視準する水平角は約 45

度，仰角は約 10.2 度である．一方，リング式の変位計は計測点直下に 2 台設置し，

リング式変位計のピアノ線長は図 3.5-1 の左側に設置した方が 1,157 ㎜，右側に設

置した方が 1,296 ㎜と好条件で計測した．  

なお，計測対象の列車の車軸配置は図 3.5-2 に示すとおりである．  

 

 

 

 

図 3.5-1 計測箇所概略図 

橋側歩道  

ターゲット  
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B33-1 橋を列車が通過した時の径間部のたわみの比較計測結果を図 3.5-3 に，編成

車両の最小軸距 2.1ｍによる加振振動数に対してローパスフィルターをかけたデー

タ処理波形を図 3.5-4 に示す．   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5-2 旅客列車の車軸配置 

図 3.5-3 SMC とリング式変位計によるたわみの計測波形の比較 
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たわみのデータ処理波形については，SMC とリング式変位計により計測した波

形はよく整合している．また，図 3.5-4 において SMC とリング式変位計によるも

のの差は約 0.35 ㎜開く箇所が見られるものの，極大値近傍における差は 0.20 ㎜以

内に収まっている．桁のたわみは通常径間中央を計測するため変位量が大きく，実

務上は計測精度が 0.1 ㎜オーダー以上であることを勘案すれば，図 3.5-3 および図

3.5-4 に示すグラフの結果から，両者とも実務上十分な精度であると言える．また，

SMC とリング式変位計の計測値の差の大きい箇所は，図 3.5-3 の SMC の計測波形

の乱れの大きい時間帯に自動車が通行し，その照明の光によるノイズであると考え

られる．  

B33-1 橋を列車が通過した時のたわみ角の比較計測結果を図 3.5-5 に，編成車両の

最小距離 2.1ｍによる加振振動数に対してローパスフィルターをかけたデータ処理

波形を図 3.5-6 に示す．  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5-4 SMC とリング式変位計によるたわみのデータ処理波形の比較 

図 3.5-5 SMC とリング式変位計によるたわみ角計測波形の比較 
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図 3.5-5 および図 3.5-6 から，SMC とリング式変位計との計測値の整合性は高く

ないものの，データ処理波形については比較的整合していることが分かる．また，

たわみ角のデータ処理波形については，図 3.5-6 から SMC とリング式変位計によ

るものは概ね整合しているものの，両者のデータの値の差が最大約 1.0×10-4rad と

なるところもみられる．  

たわみ角の比較計測結果については，局所的な乖離もみられることから，次に，

4 章で提案するたわみ角管理波形との比較を行う．たわみ角管理波形はたわみ角に

比べて変位量の大きいたわみ波形とたわみの影響線を重ね合わせ，その際に列車の

1 車両あたりのたわみの影響線に対して適用した倍数をたわみ角の影響線に乗じて，

たわみ角の理論波形を作成し，これと計測値とを比較して評価するものである．  

図 3.5-6 で示される SMC とリング式変位計で計測したたわみ角のデータ処理波

形とたわみ角管理波形を図 3.5-7 に示す．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5-7 最小軸距の加振振動数以下のデータ処理波形とたわみ角管理波形  
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図 3.5-6 SMC とリング式変位計によるたわみ角データ処理波形の比較 
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さらに，SMC とリング式変位計で計測したたわみ角に関する各々のデータ処理

波形とたわみ角の管理波形に対する差の平均値と標準偏差を表 3.5-1 に示す．  

 

表 3.5-1 最小軸距の加振振動数以下のデータ処理波形とたわみ角管理波形の差  

 
管理波形と計測値との差 (rad) 

平 均 値  標 準 偏 差  

SMC ノイズ除去  -0.3×10-4 0.7×10-4 
リング式変位計  ノイズ除去  -0.2×10-4 0.3×10-4 

 

図 3.5-7 および表 3.5-1 より，SMC およびリング式変位計のデータ処理波形はた

わみ角管理波形と概ね一致していることが分かる．表 3.5-1 より，データ処理波形

とたわみ角管理波形との差は，SMC による計測データが平均値では大きいが，標

準偏差では小さくなっている．また，極大値付近の計測値データについては SMC

の方が理論値との差が小さくより高い精度となっている．その一方で，SMC のデ

ータ処理波形とたわみ角管理波形は極大値付近での差が最大約 0.6×10-4rad と大

きいところも存在する．データ処理波形とたわみ角管理波形の差の主要因は，B33-1

橋が開床式で無道床の桁であり，また主桁に橋側歩道が設置されているため，影響

線には存在しない高周波の振動が影響していると考えられる．また，SMC のデー

タ処理波形とたわみ角管理波形の差は，自動車の照明に伴う計測データの乱れも影

響している．そこで，１車両長間隔の合力の連行荷重の作用による加振振動数より

大きい周波数領域を除去したもの (以下「 1 車両長データ処理波形」という )を逆フ

ーリエ変換して橋側歩道等の影響を抑制したデータ処理波形に対する比較を行う．

このデータ処理波形とこれに対して得られたたわみ角理論波形を図 3.5-8 に示す．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5-8 1 車両長の加振振動数以下のデータ処理波形とたわみ角管理波形の比較  
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1 車両長データ処理波形は，橋側歩道等の振動の影響が除去され，たわみ角管理

波形との整合性が高まったことが図 3.5-8 からわかる．  

また，たわみ角理論波形に対するデータ処理波形の極大値の差の最大値は，

SMC による計測値が約 0.15×10-4rad なのに対し，リング式変位計による計測値が

約 0.4×10-4rad であり，SMC による計測値の方が高精度であることが分かる．また，

SMC のデータ処理波形は自動車の通過時の照明の影響が概ね除去されていること

もデータ処理波形とたわみ角管理波形の整合性の向上に貢献している．さらに，た

わみ角理論波形の値に対する SMC によるデータ処理波形の値の差は，計測値より

1 オーダー小さいオーダーであり，  SMC による計測値は高い精度を有していると

言える．   

SMC を用いた計測は，たわみ角を精度良く計測できるため，その計測値は支承

部の健全性を評価する有効な指標となり得る．また，たわみ角の管理波形を活用す

る手法は，剛性の変化等を反映した評価を行えるため，たわみ角の経時変化に基づ

く評価に対して有効である．  

データ処理波形は，1 車両長データ処理波形が列車の加振振動数に対する応答の

主たる振動数成分となり，付属物の振動の影響を除去して，時系列管理に有利であ

ることや理論曲線との比較に適する．したがって，本研究は以降の検討で用いるデ

ータ処理波形は 1 車両長データ処理波形を用いる．  

 

3.6 まとめ 

本章では，SMC を用いた計測における精度確保に向けた外乱対策および時系列

管理に資するデータの抽出について取り組んだ．本章における取組内容は以下のと

おり．  

(1) SMC を用いた計測システムの精度検証 

SMC を用いた計測精度の検証は，時速約 300km/h の列車速度に相当する加振振

動数および 200μ rad の振幅で単振動する棒部材に対する鉛直変位と回転角に対し

て行い時系列評価に基づく維持管理に資する高精度な精度での計測が可能であるこ

とを確認した．また，大気の安定した好条件下で通常の視準距離より長い 30m の

視準距離での屋外での精度検証の結果も同様に良好な結果を得た．よって，計測条

件が良好な場合，時系列評価に基づく維持管理に資する高い精度での計測が可能で

ある．  

(2) 外乱対策 

対策を要する外乱は，計測実績を踏まえて「下部工やカメラの揺れ」「大気の揺

らぎ」「水面の反射」に絞り込みを行った．「下部工やカメラの揺れ」対策は SMC

に直近の複数点を同期計測する機能を具備させ，変位量の小さいたわみ角を 1 台

のカメラで 2 点の鉛直変位差から算出することによって外乱を抑制した．「大気の

揺らぎ」と「水面の反射」は夜間計測システムの構築により高精度の計測実現の環
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境を整備した．また，視準距離の縮減対策は，変位量の比較的大きい径間部のたわ

みの同期計測波形の照合や無線による遠隔に設置されたカメラ間の同期計測体制の

構築により実現した．  

(3)計測データ処理 

鉄道橋の変位量は非常に小さいため，計測装置の開発・改良だけでは時系列評価

に資するデータを抽出することが困難な場合も多く発生する．これに対し，車両種

別を特定すれば，軸重軸距が明らかとなり，また，車軸が規則正しく配列されてい

る鉄道車両の特性を活かし，フーリエ解析してローパスフィルターをかけ逆フーリ

エ変換によるデータ処理を併用することで時系列評価に資するデータを抽出できる

ことを明らかにした．  

これらの取り組みにより，従来計測法と比較計測した結果，計測条件を良好に設

定している従来計測法の計測結果とよく整合し，屋外においても高精度な計測が可

能なことを確認した．  

(4)屋外計測における従来計測手法との比較計測  

屋外での実橋りょうに対する計測精度の検証は桁のたわみの計測で最も実績のあ

るリング式変位計との比較計測により実施した．リング式変位計は計測点直下でピ

アノ線長 1.3ｍ以下の好条件とし，一方，SMC による計測は標準的な視準距離 15

ｍ強で実施したが，SMC によるデータ処理波形の方が精度よく計測できたことを

確認した．  
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第4章 鉄道橋の健全度評価指標および健全度

評価手法の提案  
 

4.1 概説 

鉄道における桁の健全性の定量的・客観的評価指標としては，列車通過時のたわ

みが従来から用いられている．列車通過時の桁のたわみの応答値は，一般的に計測

列車の乗車率や速度によって異なり，応答値を構成する各変数の変動や個々の特性

値の相違等を安全側に包含した設計値や管理基準値との比較によって維持管理に活

かされている．したがって，構造物の性能診断場面においてたわみの計測値の経時

変化を単純比較することは必ずしも適切ではなく，これら計測値の変動要因の補正

を可能とした手法もしくは変数と独立させた評価手法を構築することが望ましい．

桁のたわみやたわみ角等の応答値が計測列車によって異なる主たる要因は列車速度

の相違や旅客の乗車率・貨物の積載量の変動の影響であるが，経時変化的な要因と

して本来の評価対象である変状以外に軌道や防音壁その他付属物の剛性の変状が挙

げられる．桁の剛性の効果は，設計場面において構造物の材料特性値に関する不確

定要素の反映が困難で実態との乖離が生じているが，供用後の環境変化への反映に

ついても同様に難しく，剛性の実態値を反映した管理手法や剛性の経時変化を踏ま

えた客観的な指標を用いた管理手法の構築が必要となる．  

計測値を構造物の維持管理での時系列評価に用いる場合は計測値よりもさらに小

さい変化量が評価対象であり，計測値に占める外乱の影響抑制による計測精度の向

上が重要となる．その一方で，管理の場面においても計測値を構成する列車荷重等

の変数の変動に左右されない管理手法の確立に対する必要性がさらに高くなる．し

たがって，構造物の維持管理精度の向上を実現させるためには，計測等の検査精度

を構造物の変位量の経時変化を見極めることを可能とするレベルに高めるとともに，

これら外的要因の変化を反映した評価手法の確立が必要となる．  

これに対して，本章では旅客や貨物の積載量の変動や桁の剛性の変化によらない

管理手法を提案するとともに，列車速度の相違に伴う桁の動的応答の変化に対する

検討に取り組む．列車速度の相違に伴う桁の動的応答の変化への対応については，

その中でも特に重要な桁の動的応答が急激に大きくなる共振時の理論波形の導出法

の提案ならびに共振速度の推定精度の向上に取り組む．  
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4.2 健全度評価指標および健全度評価手法の提案の意義 

4.2.1 鉄道橋における支承部の現状と維持管理上の課題 

橋りょう検査の重点点検箇所として，列車通過時の振動や温度変化に伴う伸縮な

どに対する桁への負荷を抑制するためにその挙動を巧みに許容しながら列車荷重等

を下部工に伝える支承部が挙げられる．  

支承部は，橋りょうの構造上の重要な役割を担う一方で，構造が複雑なことや検

査環境が厳しい等に起因して予防保全に資するタイムリーな診断や客観的・定量的

指標に基づく管理が困難となっており，変状の も多い箇所となっている．支承部

の列車通過時の挙動は，応答値が微細であるためその把握には接触式の計測機器の

設置を要するが，上沓と下沓の接合面等の事実上視認不可能な部位の存在や作業環

境が高所・狭隘で厳しい等々の理由により，定量的・客観的評価手法が十分に確立

されていないのが実態である．さらに，近年の作業環境は落橋防止工等の設備の後

付け等によって計測機器の設置に必要な空間の確保が困難となり，ますますその厳

しさを増している．  

このような厳しい検査環境を背景にこれまでの構造物の健全度に関する検査判定

は検査技術者が培ってきた熟練技術への依存度が高いのが現状であるが，熟練技術

者不足の問題はその高齢化の進行と後継者不足の問題が相俟って将来のさらなる深

刻化が懸念される状況に直面している．  

これらの状況を踏まえて，構造物の維持管理の効率化や検査精度の向上に向けて

構造物の検査・管理の実務に資する定量的・客観的評価指標の設定ならびにその活

用手法の確立が課題となっている．  

4.2.2 鉄道橋の維持管理に資する管理指標の提案 

(1)新しい管理指標の提案 

新幹線をはじめとした重要線区で橋りょうの重点点検箇所である支承部において

支承の可動不良に起因する変状が顕在化している状況を踏まえて，たわみ角を維持

管理の効率化に資する評価指標として提案する．支承部の桁の挙動は極めて微細で

その計測精度の確保が困難であるが，管理指標に2点の鉛直変位差から算出したたわ

み角を用いることによって，地上から計測するSMCの縦揺れや下部工の変伝の影響

の相殺を図ることによる計測精度の向上効果が期待できる．なお，たわみ角は本来，

中立軸において計測したものを用いるべきであるが，本研究ではウェブ面の下フラ

ンジ近傍を計測し，その回転角をたわみ角と定義した．その主たる理由の一つは，

本研究では桁のたわみ角だけでなく局部変形等の変状を検知する可能性を追求して

おり，変状発生確率の高い箇所の計測を目的としていることにある．二つ目の理由

は，2点間の鉛直変位差からたわみ角を算出する場合，中立軸から も離れた箇所で

鉛直変位量が大きい下フランジ付近でたわみ角を計測する方が計測精度上有利で経

時変化を把握するのに適していることにある．  
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支承部付近のたわみ角や水平変位は，接触式の計測器を用いる従来手法では，一

般的に計測箇所に機器を直接設置する必要があるため高所・狭隘の厳しい作業環境

の影響が大きく，作業前の関係者間調整や安全確保に多大な労力を要する．桁の複

数箇所の同期計測，とりわけ，支点部と径間部の同期計測にいたっては各計測箇所

間の配線接続を要する等の理由で実務上は計測実施が極めて困難な状況にあり，活

用されている例が殆どない状況にある．さらに，たわみ角は計測値が極めて小さい

ため精度確保が困難なこともあり，これまで健全度評価指標としての活用実績がな

い状況にある．  

これに対し，検査作業の効率化については，SMCを用いた支承部におけるたわみ

角の計測による作業性向上，コスト縮減，客観的・定量的評価指標としてのたわみ

角計測に際しての精度向上等検査実施上の課題の解決によって実用レベルへの到達

を実現した．計測箇所にターゲットを一旦設置すれば，地上からの非接触での計測

を可能としたSMCを用いた計測を実用レベルに到達させたことで検査精度の飛躍的

向上が期待できる．たわみ角はその挙動が極めて微細であるが故に計測値に対する

ノイズの混入割合が高くたわみ量が大きい径間部に比して計測精度が低下するもの

の，一旦ターゲットを設置した後は離れた2点を地上から構造物に非接触で同期計測

できるSMCの優位性を活かして，変位量が大きくノイズ混入率の低い径間中央のた

わみ量を同期計測することにより分析精度の向上に取り組む．  

これら検討対象モデル選定に関する概要を以下に述べる．  

(2)BP-A 支承におけるソールプレート溶接部等での疲労き裂の早期検出対策 

たわみ角の健全度評価への適用に向けた検証のモデルとして，山陽新幹線のBP-A

支承を有する桁支承部のソールプレート径間側縁端部で疲労き裂の問題が顕在化し

ている状況を踏まえ，疲労き裂の前兆把握の可能性を検討する．さらに，近年の列

車高速化により顕在化し，共振振動数付近で加振されたときの応答が急激に大きく

なる桁の共振現象を適用対象のモデルとして取り組み，実橋に対する計測値と比較

することにより提案手法の実用性について検証する．山陽新幹線では東海道新幹線

で問題となった騒音対策として合成桁を積極的に採用した結果 1），鋼橋の9割以上で

合成桁が採用され，約200連に及ぶ合成桁はソールプレートと主桁下フランジ部の接

合に全周すみ肉溶接と高力ボルトの併用継手が用いられ 2），また，それらの多くで

BP-A支承が採用されている．近年導入された桁の塗り替えに伴う足場設置期間に行

う特別全般検査等における入念な目視検査によって疲労き裂が発見され始めている

が，その殆どがBP-A支承のソールプレート付近であることが報告されており 3），山

陽新幹線における維持管理上の重要課題の一つとなっている．  

BP-A 支承のベアリングプレートの形状は，上沓と接触する面は平面，下沓と接触

する面は円柱面あるいは球面となっており，鉛直荷重を支持するとともに，平面接

触部が水平移動に追随し，曲面接触部が回転に追随して桁の挙動を円滑化させてい

る．水平変位は，上沓下面に設置された SUS 板とすべり板（または固体潤滑材）お
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よびベアリングプレート面間の鋼材同士よりも摩擦係数を小さくした円滑なすべり

によって確保され，回転変位はベアリングプレートと下沓間の球面加工部材同士の

すべりに依存するため，塵埃の影響が小さいという特徴があるが，経年劣化によっ

て摩擦特性が変動し，水平移動機能や回転機能の阻害に至った状況や，変状に至っ

た報告が挙げられている．ベアリングプレートは黄銅鋳物が用いられており，クリ

ープによる高さ変形が極めて小さく，また，古くから実績を有する等の理由から，

鉄道橋，道路橋，水管橋で多く使用されている 4)．また，BP-A 支承の固定支承は，

上沓に切り欠きを設け，下沓の突起部を嵌合させることで，橋軸方向の移動を拘束

し，かつ温度変化時や地震時に生じる水平荷重を支持する構造となっている．さら

に，可動支承は上沓の切り欠き部とサイドブロックとの間に，移動量に見合った可

動範囲を設けることで水平移動に追随できる構造となっている．  

BP-A 支承を有する桁のソールプレート径間側縁端部の疲労き裂の発生原因は，

BP-A 支承の長期の供用下において主に図 4.2.2-1 に示すベアリングプレートと下沓

間の錆びつきや同箇所への塵埃等の混入による沓の可動不良 5)‐ 8）  やソールプレー

トと主桁下フランジ間の空隙 9）に起因するものである．き裂の発生箇所の傾向が道

路橋ではソールプレートと下フランジ間の溶接ビード止端部の下フランジ側溶接ト

ゥに多い 7）のに対し鉄道橋ではソールプレートと下フランジ間の溶接ルート部に多

い 10）といった違いはあるものの，両者で多数の変状が報告されており，BP-A 支承

を有する桁の支承部の変状の前兆把握が橋りょうの維持管理上の重点課題のひとつ

となっている．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.2-1  BP-A 支承の可動機能と錆びつきおよび塵埃の混入状況 

 

支承部の疲労き裂の予防保全の実効性向上に向けて沓の可動状況を適切なタイミ

ングで検査・補修するためには，予防保全に資するタイムリーな検査を実施可能な

環境整備とその水平変位や回転機能等の時系列評価が可能な健全度評価システムの

構築が必要となる．本研究では，実橋における列車通過時の支承部近傍の計測デー

タを計測し，支承およびその近傍部位の局所的な応力集中につながる挙動の検出手

ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ 

下沓  

ｻｲﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ 

ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ
(新品)の下面 

ｻｲﾄﾞﾌﾞﾛｯｸを切り落とした断面  端補剛材

下ﾌﾗﾝｼﾞ

ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ

ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ

上沓

下沓
回転

水平移動
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法を検討する． 

(3)桁の共振現象等の動的挙動の把握 

桁の動的応答の定量的な評価指標としてのたわみ計測は，長きにわたって列車の

走行安全性と乗り心地，桁の耐力上の安全性等の設計上の要求性能を満足している

ことやその計測値の経時変化に基づく健全性の大局的な確認を目的に活用されてい

る．しかしながら，コンクリート鉄道橋は，1992年版の設計標準 11)（以下「H4標準」

という）が制定されるまでは桁の曲げ剛性の下限値を定めて共振を許容しない方針

に基づいて建設されているにも関わらず，近年の高速化により共振を発生させない

設計条件で建設された桁にも共振現象が散見されている．  

鉄道の桁の設計実務の場面では，列車が速度を持つことによる動的影響は列車の

静的応答に対する割増係数を設定してその影響を付加し，静的荷重を対象とする弾

性構造力学に基づいて設計計算を行っている．外力が静的に作用する場合の桁の鉛

直たわみやたわみ角は，構造材料が均質・等方性との仮定の下でフックの法則に従

う条件下でたわみ曲線が橋軸に直角な断面は変形後も橋軸に直角に平面を保持して

いるという Bernoulli-Euler の仮定，および断面形状不変の仮定や微小変位の仮定に

従って算出される．このとき，集中荷重が作用する桁の変位量は，作用荷重の大き

さに比例し，桁等の剛性に反比例する．しかしながら，設計値算出の目的は，起こ

り得る不確定要素を包含した値の算出であり，合理的な診断を行ううえでは，その

挙動把握の重要性が高まっている．支承部のたわみ角の挙動についても，沓の可動

不良が生じた場合の弱点箇所に大きな負荷がかることが予想され，その場合には動

的応答の推定手法の確立が重要となる．特に共振現象は共振振動数付近で桁が加振

された場合は応答値が急激に大きくなるため，その挙動把握を行い共振時の応答を

推定する手法の確立が重要となる． 

本研究では，提案した健全度評価手法を活用するに際して，沓の可動不良が生じ

た場合の弱点箇所への負荷がかかる状態を確認する．この場合，共振時は弱点箇所

にさらに大きな負荷がかかることが予想されるため，動的挙動を推定する必要があ

るが，推定精度の向上に向けては変位量が大きい径間中央のたわみの応答値に対し

て動的理論波形の算出式の作成に取り組む．なお，診断に必要な共振時のたわみの

動的理論波形の作成にあたっては，SMCを用いた精度の高い計測を行い，その計測

値から得た共振時の諸元を用いる．  

 

4.3 健全度評価手法の提案 

4.3.1 概要 

変位量が小さいたわみ角を管理指標として用いるためには，高い計測精度の確保

とともに旅客の乗車率や貨物の積載量の変動や軌道や防音壁その他付属物の剛性効
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果を織り込んだ経時変化の管理に資する評価手法の確立が必要となる．この経時変

化に資する客観的評価に用いる手法として，支点部と径間部の同期計測によって取

得された同時刻のたわみ計測値を用いて管理上の一指標とすることを検討する．具

体的には，たわみ計測波形から旅客の乗車率・貨物の積載量や桁の剛性，列車速度

に関する変動を反映した評価手法として，たわみ角の管理波形を作成して計測値と

比較する手法，そしてたわみ角とたわみ量の比を橋りょうの維持管理に活用する手

法を提案する．  

 

4.3.2 たわみ角管理波形の提案 

本手法は，たわみ角の計測波形と管理波形を比較することにより桁支承部の挙動

の評価に活用するものである．たわみ角の管理波形の作成に際しては，以下の 2 点

の特性を活用する．まず 1 点目は，計測対象の列車種別を特定すれば軸距すなわち，

作用荷重間隔が明らかとなるため桁への作用荷重位置を特定でき列車通過時の桁の

たわみおよびたわみ角の影響線が作成可能となる鉄道固有の特性である． 2 点目は

たわみ角の挙動が極めて微細で計測値に対するノイズの混入割合が高いため比較的

変位量が大きい径間中央のたわみ量を同期計測し，この情報を活用することによっ

て，データ処理の精度の向上を図ることである．  

本検討については図 4.3.2-1 に示す支間長 Lb，沓の中心からの桁端側への張り出し

量の列車進入側が ℓ1，列車進出側が ℓ2 の単純桁を考える．  

 

 

図 4.3.2-1 時間 T1 のときの列車在線位置および各諸元 

 

たわみ角の管理波形については，図 4.3.2-2 および図 4.3.2-3 に示す方法ならびに

以下の①～④の手順で作成する．   

(1) 1 点集中の移動荷重がはりに作用したときのたわみ量およびたわみ角に関す

る理論曲線を作成する．このとき，1 車両あたりの各車軸の作用荷重（以下，

「軸重」という）は等しいと仮定する．また，列車通過に伴う桁の応答波形

【凡例】  
x(T1):1 両目  
1 車軸目の  
時間 T1 とき  
の位置  
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の始終点から列車の平均速度を算出し，これに基づき桁上で各々の軸重が作

用する位置もしくは時間を特定する．列車速度は，列車が桁を通過する間は

一定との仮定のもと列車の平均速度を用いる．これにより，図 4.3.2-2 に示す

1 両目先頭の車軸～4 番目の車軸までのたわみ理論曲線が得られる．  

(2) 対象列車の軸距から，各軸重が作用する位置もしくは時間，すなわち軸重の

相対的な位置を設定し，1 車両あたりのたわみ量及びたわみ角に関する理論曲

線を作成する．これにより，図 4.3.2-2 に示す 1 両目～4 両目のたわみ理論曲

線が得られる．  

(3) 1 車両あたりのたわみ理論曲線をたわみの計測波形と一致するように，任意の

倍率を乗じてそれらの波形を重ね合わせる．以上の手順で，図 4.3.2-2 に示す

全編成車両に対するたわみ近似曲線が得られる．  

(4) たわみ角の評価に用いる管理波形の作成は同様の手順で実施する．まず，上

記①および②の手順で 1 車両あたりの理論曲線を作成する．次に，たわみ近

似曲線の作成時において 1 車両あたりのたわみ理論曲線に乗じた倍数と同じ

倍数を 1 車両あたりのたわみ角理論曲線に乗じ， 後にこれらを重ね合わせ

ることにより，図 4.3.2-3 に示すとおりたわみ角の管理波形を得る．  

 

 

 
 

 

なお，列車走行時の車軸を介した移動荷重 P1 がこの桁に作用した場合の径間中央

編成全車両のたわみ近似曲線

4両目のたわみ
理論曲線

3両目のたわみ理論曲線

2両目のたわみ理論曲線

1両目のたわみ理論曲線

図 4.3.2-2 列車通過時の桁の径間中央におけるたわみ近似曲線の作成手順 

たわみ δc 

0 

x(T1) 
距離  

 
━ 1 両目 1 車軸 目のたわみ理 論曲 線  ━1 両 目 2 車軸 目 のたわみ理論曲 線  
━1 両 目 3 車軸 目のたわみ理 論曲 線 ━ 1 両 目 4 車軸 目 のたわみ理論曲 線  

【凡例】 ℓ
16

 

δA0 
-ℓ1  0 

48EI
 

1/4  
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のたわみ δc の理論曲線は以下の式 (4.3.2-1)～ (4.3.2-4)のとおりである．  

 

ℓ 0 のとき   

16
∙ ∙  (4.3.2-1) 

0
2
のとき   

6
∙ ∙

3
8 2

 (4.3.2-2) 

2
のとき   

6
∙ ∙

8
∙

2
 (4.3.2-3) 

ℓ のとき   

16
∙ ∙  (4.3.2-4) 

 

 

 

 

 

編成全車両のたわみ角近似曲線
1両目のたわみ角理論曲線

４両目のたわみ角

理論曲線３両目のたわみ角理論曲線

２両目のたわみ角理論曲線

図 4.3.2-3 列車通過時の列車進入側桁支点部におけるたわみ角の管理波形の作成手順 

━1 両目の 1 車軸目のたわみ角理論曲線     
━1 両目の 2 車軸目のたわみ角理論曲線 

━1 両目の 3 車軸目のたわみ角理論曲線  
━1 両目の 4 車軸目のたわみ角理論曲線  

【凡例】  

ℓ
3

 

1/4  

たわみ角 θA 

0 距離 x  
θ A0 0 

-ℓ1  

16EI
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同じく，列車走行時の車軸を介した移動荷重 P1 がこの桁に作用した場合の列車進

入側のたわみ角 θA の理論曲線は以下の式 (4.3.2-5)～ (4.3.2-7)のとおりである．  

 

ℓ 0 のとき   

3
∙ ∙  (4.3.2-5) 

0 のとき   

6 ∙
∙ ∙ ∙ 2  (4.3.2-6) 

ℓ のとき   

6
∙ ∙  (4.3.2-7) 

 

たわみの計測波形を活用してたわみ角の管理波形を導出する手法は，桁の動的応

答の影響が小さい場合には静的理論波形は計測値に概ね整合する．しかし，動的応

答の影響が大きい場合，特に列車の加振振動数が桁の共振領域付近の場合は計測波

形の振幅が大きく，計測波形の極大値と極小値の両方を本手法から導いたたわみ角

管理波形と整合させることは難しい．したがって，共振していない計測波形から共

振時の応力範囲や繰り返し回数を推定する等して疲労に関する検討を行うような場

合は共振の影響を反映する必要がある．  

したがって，次節において，近年顕在化している桁の共振領域における動的応答

波形の作成手法を提案する．  

 

4.3.3 鉄道橋におけるたわみの動的理論式の作成 

(1)計測値に対する動的応答の反映・補正の必要性 

鉄道橋を取り巻く も大きな環境変化としては，列車運行速度や列車運行本数の

増大が挙げられる．列車通過時における桁の動的挙動は列車速度の影響が大きく，

ある特定な列車走行速度，すなわち列車による加振振動に対する桁の主たる応答振

動数成分 (以下「基本振動数」という )が桁の基本固有振動数と一致する場合に各桁

固有の動的挙動の急変をもたらすことが既往の研究において理論的に示され，その

検証がなされている 12)－ 16)．近年，列車の高速化や一定基準の共振を許容した低剛

性桁の開発により，桁の共振現象が散見されるようになり，その挙動把握の重要性

が高まっている．とりわけ，新幹線をはじめとする高速走行の電車列車は，その編

成車両全てが規則的に配置されたほぼ等しい軸重が高速で繰り返し作用する連行荷

重である．近年，その共振を励起しやすい連行荷重によってもたらされる加振振動

数が高速化に伴い桁の固有振動数付近に達しつつある．  

しかしながら，鉄道橋の設計思想は，コンクリート橋については H4 標準 11)制定
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前の設計基準で，また鋼橋については今も，基本的に共振を許容していないにも関

わらず，これら設計基準で建設された鉄道橋においても共振現象が散見される状況

にある．この共振現象は，振幅の増大のみならず，振動の繰り返し回数の増大をも

たすため桁の疲労の検討のうえでも，その挙動把握が重要となる．   

桁のたわみは動的応答の定量的評価指標として明治時代からその実用化に取り組

まれている様子を窺い知ることが出来 17)，設計上の要求性能や健全性を大局的に把

握することを目的に長きにわたって活用されている．しかしながら，桁のたわみ量

は，計測列車の種別等の条件が同じであっても，列車速度の相違，乗車率等に起因

する作用荷重の変動，桁の剛性の変化等によって異なる．特に共振発生時は，桁の

応答は共振が発生していないときに比べて大きく異なる．実務場面の管理としては

たわみの計測値そのものが性能診断の判断対象であり，一般的にこれら変動要因に

対するたわみ量の補正は行わず，変動余裕を見込む形で閾値が設定されている．し

たがって，高速化に伴い列車からの加振振動数が桁の基本固有振動数付近に達して

桁の共振現象が散見される状況に対し，列車速度の変動に伴う計測値の補正技術確

立の重要性が高まっている．列車が鉄道橋を通過する際の動的荷重や桁の挙動に関

する推定式の対象は，新設構造物の設計が目的であり，一般的に施工等の過程にお

ける不確定要素を包含する必要があるため実態よりも安全側に見積もられている．

列車通過時の桁のたわみの挙動も同様であり，基本的に設計値が実測値より安全側

の結果となる．設計上は，桁の剛性は実態よりも低く算定され重量は実態よりも大

きく算定されるが，一般的に実態値に対する設計値の乖離度は剛性の方が大きいた

め基本固有振動数が実態よりも小さく評価され，共振を発生させる設計上の列車速

度は実態よりも遅い速度に設定される傾向にある 16)18)19)．九州新幹線の博多～鹿児

島中央間や東北新幹線の盛岡～新青森間において行った開業前検査における桁のた

わみは，実測値が設計値の概ね 30％以下との報告もなされており，これを受けて，

桁剛性の設計値に剛性補正係数を乗じて低減する設計が，九州・東北の数連の実績

を経て，北陸新幹線の設計で取り入れられている 18)20)．したがって，列車の高速走

行区間における桁の診断にたわみ量を評価指標として用いる際は，共振が発生指定

していない計測波形から実態に即した桁の基本固有振動数や減衰比を用いて桁の共

振振動数付近の加振振動数の列車が通過した時の影響を推定することが診断精度向

上のうえでの要件となる．  

そこで本項では，列車通過時の桁の動的応答を反映したたわみ波形の簡易な理論

的作成法を提案し，より実態に近い桁のたわみ量の推定と基本固有振動数の推定精

度向上に取り組む．その過程において，実態に即した桁の基本固有振動数や減衰比

等の動的応答に関する指標の推定手法を示したうえで，2004 年版の現鉄道設計標準

（以下「H16 標準」という） 21)から得られる動的応答 大値と計測波形との比較を

行いその妥当性を検証する．  
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 (2)設計手法におけるたわみの動的応答値の推定 

鉄道橋における列車通過時の動的応答解析は大地 12)，伊藤 14)，松浦 22)  23)，岡田

ら 15)16)などによって体系整備が進められた．ここでは桁の曲げ剛性の下限値を定め

て共振を許容しない設計思想で設計基準類が体系化され，この方針に基づいて鉄道

橋の設計が行われた．  

しかしながら，列車の高速化に伴って列車通過時の加振振動に対する桁の主たる

応答振動数が桁の共振領域に達する状況を迎え，高速領域における共振対策を織り

込んだ設計手法の確立および既設構造物での共振現象の把握に対する必要性が高ま

っている．これに PRC 桁等の低剛性桁の導入が進む状況も相俟って，高速領域にお

ける動的応答の研究が涌井ら 24)，曽我部ら 25)，宇野ら 26)によって進められた．曽

我部らによるこれら研究成果を反映した現行の設計手法では，共振現象を許容する

反面，動的応答に不安全側のリスク要因を包含させた衝撃係数やたわみの設計手法

が提案された．これに基づき，コンクリート鉄道橋については H4 標準 11)制定以降

は共振をある程度許容した設計手法が取り入れられている．なお，これら既往の研

究により，列車走行時の単純桁の動的応答の支配的要因は，列車速度のほか，荷重

の作用間隔，桁の支間長，桁の固有振動数および減衰比，編成車両数であることが

確認されている．  

列車通過時の桁は列車の静的荷重のみならず，列車が速度をもつことによる動的

荷重の作用を受ける．動的影響度を示す指標に，列車通過時の桁の静的応答 大値

に対する動的応答 大値 の増加分の比という形で式 ( 4.3.3-1 )で定義される衝撃

係数 27)や静的応答 大値 に対する動的応答 大値 の比 / で表される動的応答

倍率 I 25)が用いられる．  

 

 ( 4.3.3-1 ) 

 

ここに， は衝撃係数， は動的応答で動的たわみまたは応力の 大値， は静的

応答で静的たわみまたは応力の 大値が用いられる．  

桁のたわみの静的応答波形・動的応答波形および列車の載線状態とたわみ応答波

形との相関関係を図 4.3.3-1 に示す．  
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図 4.3.3-1 桁のたわみの静的・動的応答波形および列車の載線状態との相関関係  

 

なお，動的応答波形は桁の基本固有振動数に近い走行速度の列車によって加振さ

れた計測波形であり，静的応答波形は車軸ごとのたわみの影響線を足し合わせて得

られた列車通過時のたわみの影響線である．桁全長に列車が載線している時間帯を

定常区間，列車が桁に進入してから定常区間までと定常区間から列車が桁を進出す

るまでの時間帯を過渡区間といい，列車が桁を進出した後の桁が自由振動している

時間帯を自由振動区間とする．  

また，設計に用いる衝撃係数 は式 ( 4.3.3-2 )のとおりで表される 27)．  

 

1 1 1 ( 4.3.3-2 ) 

 

ここに， は式 ( 4.3.3-3 )に示す速度パラメータ を用いて，  H16 標準 21)準拠の衝

撃係数算出ソフトウェア，または H16 標準に示されたノモグラムから得られる速度

効果の衝撃係数である．また， は式 ( 4.3.3-5 )で表される車両動揺の衝撃係数であ

る 27)．  

 

2
 ( 4.3.3-3 ) 

 

ここに， は列車 高速度， は式 ( 4.3.3-4 )に示す設計上の基本固有振動数である．

は部材のスパン長であるが，ここでは単純桁を取り扱うため支間長とする．  

 

2
∙

∙
 ( 4.3.3-4 ) 

 

ここに， は桁の曲げ剛性， は重力加速度， は死荷重である．  

‐2

0

2

4

6

0 5 10 15

δdδs

iδs

桁に列車進入

桁を列車進出

過渡区間定常区間過渡区間 自由振動区間

たわみ (㎜ )  

時間 (秒 )  

【凡例】 
   静的応答波形 
   動的応答波形 
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鉄道設計標準では列車荷重載荷時と非載荷時で基本固有振動数が異なる鋼鉄道橋

以外はたわみの計測波形から基本固有振動数を算出することとしているが，本研究

では，動的応答に対する基本固有振動数や減衰比の感度が高いことから列車載荷の

影響を反映する．なお，検討過程では簡易式から求めた目安となる値を概算確認し

たうえでその妥当性を確認した．基本的に共振を許容しない鉄桁や合成桁の基本固

有振動数は列車通過時の概算値は na =70 Lb
 -0 .8，列車非載荷時概算値は na =180 Lb

 -1 .0

となりこれを用いる 28)．また，H 鋼埋め込み桁等の鋼・複合鉄道橋は 2016 年版の

設計標準 29)で，コンクリート鉄道橋は H16 標準 21)で共振の発生を許容した設計思

想に則り，式 ( 4.3.3-4 )を用いることとしている．しかしながら，本研究においては

鋼・複合鉄道橋の単純桁の基本固有振動数の概算値 na は 2002 年版を適用して，列

車種別や列車速度に応じて概ね na =c･Lb
 -0 .8 で表される．ここに， c の値は ,  電車・

内燃動車荷重で c =55，新幹線に対しては 高速度 210km/h のときで c =55， 高速

度 260km/h のとき c =70， 高速度 300km/h のとき c =80 を用いる 30)．同様にコン

クリート鉄道橋の場合は，1992 年版の 高速度 260km/h のとき na =55  Lb
 -0 .8  11)を参

考値として適用する．  

軌道状態や車両の整備状況の不整に伴う車両動揺の影響を反映したいわゆる「車

両動揺の衝撃係数」は式 ( 4.3.3-5 )で表される．  

 

10
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 ( 4.3.3-5 ) 

 

衝撃係数は式 ( 4.3.3-3 )より列車速度と基本固有振動数を変数に持つことが確認

できる．したがって，列車の連行移動荷重による加振振動数が基本固有振動数に近

づくと大きな動的応答，すなわち共振が生じる．加振振動数が基本固有振動数と一

致し部材に 大の動的応答が生じる状態，すなわち式 ( 4.3.3-6 )を満足する状態をこ

こでは完全共振と定義する．  

 

 ( 4.3.3-6 ) 

 

ここに， 	 は完全共振時の桁の応答振動数（以下「完全共振振動数」という），

すなわち基本固有振動数 vpr は完全共振を励起する列車速度（以下「共振速度」と

いう）， は 1 車両あたりの車両長である．  

したがって，たわみの計測波形から列車の走行安全性と乗り心地，桁の耐力上の

安全性を診断するには，完全共振発生時における列車速度やたわみ量の推定手法の

確立が必要となる．  
本章では，維持管理の効率化要件の一つとして実務に資することを目的に汎用表
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計算ソフトを用いた完全共振時の桁のたわみ波形作成法の提案に取り組んだ．すな

わち，共振が発生していない計測波形から静的応答理論波形を作成し，桁の特性を

反映した基本固有振動数および減衰比を得て，これらに基づいた完全共振波形の作

成により実態に則した応答値や基本固有振動数の把握に資する手法を提案する．  

(3) 基本固有振動数および基本振動数の推定 

コンクリート桁は，活荷重に対する死荷重の割合が大きいため，自由振動の基本

振動数は列車通過時の基本固有振動数と概ね一致する．したがって，コンクリート

桁の基本固有振動数の推定には自由振動区間で求めた基本固有振動数を用いるのが

一般的である．しかしながら，共振振動数付近では，衝撃係数の変化量が大きいた

め，衝撃係数に対する振動数の変化量の感度が極めて高い．したがって，本検討で

は基本固有振動数 の推定値は，自由振動区間の周波数解析から求め，桁の死荷重

に加えて列車荷重を反映した補正を行って動的理論波形を作成することとする．ま

た，動的理論波形の作成の上で重要な減衰比の算出値はばらつきを持っており，同

一構造物であっても計測列車によって異なる 26) ．このため，5 列車に対する 4 主桁

の計測結果，すなわち 20 個の計測波形から得られたデータに対する平均を用いた．

なお，鋼桁は鉄道設計標準 31)において基本的に共振を許容しない設計とされている

ことから本検討対象から鋼桁を除外する．  

列車通過時の桁のたわみ波形は遠隔・非接触で高精度な計測が可能な SMC を用

いて支間 46.77m，単線並列 PC4 主桁のＢ 4 橋を計測した．たわみの計測箇所は各主

桁の径間中央を 2 台の SMC を用い，支点部は 1 箇所につき各 1 台を用いて図 4.3.3-2

に示す 12 箇所を 10 台の SMC で同期計測した．   

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.3-2 たわみ計測時のターゲット設置箇所 

 

計測条件は，列車 1～6 が計測日 10 月 12 日，天候曇りで，列車 7 が計測日 9 月

29 日，天候晴れで，視準距離約 2.8～8.6 m で，全列車ともフレーム速度 100fps，解

析領域 128×128 画素である．計測対象は車両長 25.0m，車両数は 8 両または 16 両の

列車で軸重配置は図 3.4.3-4 のとおりである．検討対象の径間中央のたわみ波形は，

支点部の変位の影響抑制のため，計測値に対して両支点部の鉛直変位量の平均値の

差をとって支点部鉛直変位の影響の抑制を図り，桁の純然たるたわみの応答に近い

S1 側支点部  

下り線側の桁  

桁平面図  

S2 側支点部  

上り線側の桁  

径間中央付近の桁断面図  

※NG は上り線の主桁，TG はﾀｰｹﾞｯﾄを表す 
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（以下「純たわみ」という）波形を用いた．これら計測対象箇所のターゲット設置

位置は図 4.3.3-3 に示すとおりである．  

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.3-3 計測時のターゲット設置位置 

 

計測時のカメラ配置と視準距離を図 4.3.3-4 に示す．列車が走行した際の も下り

線側の主桁（以下「NG1」という）のたわみ計測値のデータ処理波形･両支点部の鉛

直変位のデータ処理波形の平均値・純たわみのデータ処理波形およびその他計測条

件を図 4.3.3-5～図 4.3.3-11 に示す．なお，列車速度は計測波形から算出した．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4.3.3-4 SMC 配置箇所と視準距離    図 4.3.3-5 NG1 径間中央計測波形(列車 1) 

 

 

 

 

 

 

 

単位：㎜

ｄｓ1 ｄｓ2 ｄｖ1 ｄｓ3 ｄｖ2 ｄｓ4 ｄｓ5 ｄｓ6 ｄｓ7 ｄｖ3 ｄｖ4

NG1 － 625 25 75 25 300 30 - - 25 -

NG2 － 625 25 75 25 625 - - - 80 -
NG3 － 665 25 75 25 625 - - - 250 -
NG4 60 415 240 150 25 - - 120 175 - 600

主桁
S1側支点部 径間部 S2側支点部

【凡 例 】 
●は SMC 配 置 箇 所  
数字は視準距離を示す ‐2

0

2

4

6

7 12 17 22

たわみ (㎜ )  

時間 (秒 )  

 
時刻 :18:20，気温 :19.3℃  
湿度 :79％，  風速 :0.7  m/s  
車両数 :16 両  
列車速度 :73m/s  

【計測条件】  

 
  純たわみ波形  
  計測波形  

両支点部鉛直変位の平均値  

【凡例】 
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図 4.3.3-6 NG1 径間中央計測波形(列車 2)  図 4.3.3-7 NG1 径間中央計測波形(列車 3) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
図 4.3.3-8 NG1 径 間中 央計 測波 形 (列車 4)  図 4.3.3-9 NG1 径 間中 央計 測波 形 (列車 5) 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 図 4.3.3-10 NG1 径間 中 央計 測波 形 (列車 6)  図 4.3.3-11 NG1 径 間中 央計 測波 形 (列車 7) 

 
列車 1 の計測波形は，その波形から完全共振に近い挙動をしていると考えられる

ため，この波形を動的理論波形の提案式から得られた波形の妥当性を検証する際の

検証用波形とする．また，本手法の目的は任意の計測波形を用いた完全共振波形の

推定であるため，列車 2～6 の計測波形を用いて，動的理論波形を作成する．列車 7

の波形は自由振動区間の計測時間が短いため減衰比等のデータ取得は行わず，動的

理論波形の妥当性を検証するための基準となる列車 1 より唯一速度が遅い列車であ

ることから検証データの一部として活用する．  

ＮＧ 1～ＮＧ 4 の計測波形に対する基本固有振動数の推定値 と定常区間での基
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両支点部鉛直変位の平均値  

【凡例】 

 
時刻 :18:12，気温 :19.3℃  
湿度 :79％，  風速 :0.6  m/s  
車両数 :8 両  
列車速度 :79m/s  

【計測条件】  
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  純たわみ波形  
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両支点部鉛直変位の平均値  

【凡例】 

 
時刻 :18:45，気温 :19.1℃  
湿度 :80％，  風速 :0.5  m/s  
車両数 :16 両  
列車速度 :84m/s  

【計測条件】  
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  純たわみ波形  
  計測波形  

両支点部鉛直変位の平均値  

【凡例】 

 
時刻 :18:55，気温 :19.2℃  
湿度 :80％，  風速 :0  m/s  
車両数 :8 両  
列車速度 :84m/s  

【計測条件】  
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両支点部鉛直変位の平均値  

【凡例】 

 
時刻 :19:11，気温 :18.8℃  
湿度 :80％，  風速 :0.5  m/s  
車両数 :16 両  
列車速度 :84m/s  

【計測条件】  
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【凡例】 

 
時刻 :19:53，気温 :18.4℃  
湿度 :80％，  風速 :0  m/s  
車両数 :8 両  
列車速度 :83m/s  

【計測条件】  
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時刻 :16:20，気温 :29.1℃  
湿度 :72％，  風速 :3.1  m/s  
車両数 :8 両  
列車速度 :70m/s  

【計測条件】  

 
  純たわみ波形  
  計測波形  

両支点部鉛直変位の平均値  

【凡例】 
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本振動数の推定値 を求める．なお，ここでは，桁の基本固有振動数の推定値 は

自由振動区間の基本振動数を求めた後，列車が桁に載線した際の荷重を反映した補

正処理により基本固有振動数 を得る．そして，これらを用いて得られた理論波形

に対する妥当性を検証する．  

ＮＧ1 の計測波形に対する の算出結果を図 4.3.3-12～図 4.3.3-17 に示す．さら

に，ＮＧ1～ＮＧ4 の計測波形に対する の算出結果から得られた基本固有振動数

の推定値 と定常区間での基本振動数の推定値 ，そして各列車の速度 v を表

4.3.3-1 に示す．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.3-12 列車 1 通過時の NG1 の    図 4.3.3-13 列車 2 通過時の NG1 の  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.3-14 列車 3 通過時の NG1 の    図 4.3.3-15 列車 4 通過時の NG1 の  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.3-16 列車 5 通過時の NG1 の    図 4.3.3-17 列車 6 通過時の NG1 の  
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【周波数解析対象時間】  
図 4.2.3-6 における 14~24sec 
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【周波数解析対象時間】  
図 4.2.3-7 における 14~24sec 
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【周波数解析対象時間】  
図 4.2.3-8 における 13~23sec 
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【周波数解析対象時間】  
図 4.2.3-9 における 15~25sec 
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【周波数解析対象時間】  
図 4.2.3-10 における 15~25sec 
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【周波数解析対象時間】  
図 4.2.3-5 における 14~24sec 
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注：このグラフのみ縦軸の
大値は 250 ㎜としている  
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表 4.3.3-1 列車速度および周波数解析から求まる基本固有振動数･基本振動数 

列車  
NG1 NG2 NG3 NG4 列車 速度  

v (m/s ) 
用途  

fpr (Hz) fbr (Hz) fpr (Hz) fbr (Hz)  fpr (Hz) fbr (Hz)  fpr (Hz) fbr (Hz) 
列 車 1 2.83 2.93 2.83 2.93 2.83 2.93 2.83 2.93 73 検 証 用 データ 

列 車 2 2.93 3.13 2.93 3.13 2.93 3.13 2.93 3.13 79 
動的理論
波形作成
に用いる
データ  

列 車 3 2.93 3.32 2.93 3.32 2.93 3.32 2.93 3.32 84 
列 車 4 2.93 3.13 2.93 3.13 2.93 3.13 2.93 3.13 84 
列 車 5 2.93 3.32 2.93 3.32 2.93 3.32 2.93 3.32 84 
列 車 6 2.93 3.13 2.93 3.13 2.93 3.13 2.93 3.13 83 

 

により求めたいずれの計測波形に対する基本固有振動数 も全体平均の

2.91Hz に概ね収束しているが 2.83Hz と 2.93Hz に 2 極化している．また，基本周波

数 は計測波形の定常区間に対して同様の手順で得られ，列車速度に応じた値のば

らつきを持つがこちらも 3 種類であることが確認できる．  

基本固有振動数の推定値が 2 極化している主要因は周波数解像度の影響であると

推察できる．周波数解像度はサンプリング周波数を要素数で除して得られるため，

基本固有振動数の推定値 に対しては要素数が 1024 のため約 0.10 Hz，定常区間で

の基本振動数の推定値 に対しては 16 両で要素数が 512 のため約 0.20 Hz，8 両で

要素数が 256 のため約 0.39 Hz である．8 両編成の列車の を求める場合，定常区

間の計測時間が短く，十分な要素数を確保できないため の推定精度が低下したも

のと考えられる．よって，目算値を採用し，その妥当性確認のため から算出し

て得られた推定値を照合することとする．すなわち，表 4.3.3-1 においては基本固有

振動数 は 2.83Hz と 2.93Hz に 2 極化しているが，基本固有振動数の推定値 は，

2.83Hz と 2.93Hz の間の数値であることをもってその妥当性を確認するものとする． 

主桁ＮＧ 1～ＮＧ 4 の列車通過時の径間中央におけるたわみの計測波形に対する

目算による基本固有振動数の推定値 と定常区間での基本振動数の推定値 ，そし

てＢ 4 橋における基本固有振動数の設計値 n と概算値 na を表 4.3.3-2 に示す。  

 

表 4.3.3-2 設計基本振動数・概算値および目算から求まる基本固有振動数･基本振動数 

列車  
NG1 NG2 NG3 NG4 設計値  用途  

fpr (Hz) fbr (Hz) fpr (Hz) fbr (Hz)  fpr (Hz) fbr (Hz)  fpr (Hz) fbr (Hz) n (Hz) na (Hz)  

列 車 1 2.84 2.88 2.84 2.89 2.83 2.88 2.83 2.88

2.40 2.54 

検 証 用 データ 

列 車 2 2.89 3.09 2.89 3.09 2.89 3.07 2.88 3.09
動的理論波
形の作成に
用いるデー
タ  

列 車 3 2.95 3.33 2.94 3.34 2.92 3.34 2.92 3.34
列 車 4 2.96 3.31 2.95 3.31 2.94 3.31 2.92 3.29
列 車 5 2.93 3.32 2.93 3.33 2.92 3.32 2.90 3.33
列 車 6 2.99 3.27 2.93 3.25 2.92 3.25 2.92 3.21

 

Ｂ 4 橋の計測波形の基本固有振動数 は表 4.3.3-2 の列車 2～6 より fpr≒2.92Hz と

推定できる．この推定値は FAS により算出された表 4.3.3-1 で算出された 2.83～2.93
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の間にあり，概ね妥当と考えられる．また，基本固有振動数の設計値 n は式（  4.3.3-4 ）

から 2.40Hz，基本固有振動数の概算値は na  =55  Lb
-0 .8≒2.54Hz と得られ，設計値は実態

値より低振動数領域で共振が発生するよう定められていることが分かる．なお，列

車 1 の動的応答はこの基本固有振動数と基本振動数とが概ね一致しており，完全共

振に近い挙動を示しており検証用波形とする．また，基本周波数 は計測波形の定

常区間に対して同様の手順で得られ，列車速度に応じた値のばらつきを持つことが

確認できる．   

 (4) 動的応答を反映した減衰振動波形の作成 

桁が振幅 ，加振振動数 の強制力 2 によって加振されたときの応答 (以下

「過 渡 振 動」 と い う )は 式 （  4.3.3-7 ）に示 す 自 由振 動 の たわ み の 応答 値 と式

（ 4.3.3-8 ）に示す定常振動の応答値 の和で表すことができる 32)．なお，規則正し

い移動荷重が載荷する条件の過渡振動の加振振動数 は計測波形の図 4.2.3-1 に示す

定常区間の基本周波数 と一致するため動的理論波形の作成過程では に代えて

を用いる．  

 

2
2

2  （  4.3.3-7 ） 

2  （  4.3.3-8 ） 

 
ただし，η は対数減衰率でこれを式（  4.3.3-9 ）に適用して減衰比 を得る． は桁

の基本固有振動数の推定値， は式（ 4.3.3-10 ）に示す自由振動の振動数， は初期

変位，	 は初期速度， は式（  4.3.3-11 ）に示す定常振動の振幅， は式（ 4.3.3-12 ）

に示す強制力と定常振動の位相差である．  

 

2
 （  4.3.3-9 ） 

1  （  4.3.3-10 ） 

	

1 ⁄ 2 ⁄

 
（  4.3.3-11 ） 

2 ⁄

1 ⁄
 （  4.3.3-12 ） 

 
ただし， 	 は静的応答波形の定常区間の振幅である．  

自 由 振 動 区 間 の 包 絡 線 は ( ， は 定 数 ) で 近 似 で き ， ≪ 1の と き 式

（ 4.3.3-10 ）より， ≒ となり， と η の関係を表す式（  4.3.3-13 ）を得る．  

≒  （  4.3.3-13 ） 
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以下の関係式から，Ｂ 4 橋の減衰比 は，完全共振に近い挙動を示す列車 1 以外の

計測波形の自由振動区間に対する包絡線の近似曲線を用いることとする．この近似

曲線は正と負の両領域に対して求め， k は両者から得た絶対値の平均値とし，これ

から対数減衰率 η を得て，減衰比 が得られる．  

列車 1～6ＮＧ1 のたわみの計測波形を示した図 4.3.3-5～図 4.3.3-11 の自由振動区

間の正領域に対する包絡線の近似曲線を図 4.3.3-18～図 4.3.3-23 に示す．  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                      

 
         

 

 

 

 

 

 

 

                     

 
        

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

ＮＧ1～ＮＧ4 の包絡線から得られる k，対数減衰率 η，減衰比 を表 4.3.3-3～表
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図 4.3.3-18 列車 1 通過時の NG1 の包絡線  図 4.3.3-19 列車 2 通過時の NG1 の包絡線  

図 4.3.3-20 列車 3 通過時の NG1 の包絡線  図 4.3.3-21 列車 4 通過時の NG1 の包絡線  

図 4.3.3-22 列車 5 通過時の NG1 の  図 4.3.3-23 列車 6 通過時の NG1 の  
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4.3.3-5 に示す．包絡線の近似曲線は計測波形の正と負の両領域に対して求め， k は

両者から得た絶対値の平均値とし，対数減衰率 η を得て，減衰比 を求めた．表の上

段がノイズ処理波形に対する値，下段が計測生データに対する値を示す．  

 

表 4.3.3-3 Ｂ 4 橋の各主桁における k 

列車  
主桁と波形  

列 車 2 列 車 3 列 車 4 列 車 5 列 車 6 平均  

NG1 
生（計測）波 形  0.330 0.375 0.401 0.455 0.439 0.400 
ﾃﾞｰﾀ処 理 波形  0.313 0.435 0.425 0.402 0.402 0.395 

NG2 
生（計測）波 形  0.318 0.370 0.328 0.444 0.470 0.386 
ﾃﾞｰﾀ処 理 波形  0.307 0.344 0.401 0.408 0.483 0.389 

NG3 
生（計測）波 形  0.292 0.338 0.369 0.325 0.383 0.341 
ﾃﾞｰﾀ処 理 波形  0.285 0.324 0.298 0.314 0.371 0.318 

NG4 
生（計測）波 形  0.289 0.387 0.283 0.380 0.322 0.332 
ﾃﾞｰﾀ処 理 波形  0.293 0.329 0.328 0.324 0.322 0.319 

 

表 4.3.3-4 Ｂ 4 橋における各主桁の対数減衰率 η (％)  

列車  
主桁と波形  

列 車 2 列 車 3 列 車 4 列 車 5 列 車 6 平均  

NG1 
生（計測）波 形  11.4 12.9 13.7 15.6 15.0 13.7 
ﾃﾞｰﾀ処 理 波形  10.8 15.0 14.6 13.8 13.8 13.6 

NG2 
生（計測）波 形  11.0 12.8 11.3 15.2 16.1 13.3 
ﾃﾞｰﾀ処 理 波形  10.6 11.9 13.8 14.0 16.6 13.4 

NG3 
生（計測）波 形  10.1 11.7 12.6 11.1 13.1 11.7 
ﾃﾞｰﾀ処 理 波形  9.8 11.2 10.2 10.8 12.7 10.9 

NG4 
生（計測）波 形  10.0 13.4 9.7 13.0 11.0 11.4 
ﾃﾞｰﾀ処 理 波形  10.1 11.4 11.3 11.1 11.0 11.0 

 

表 4.3.3-5 Ｂ 4 橋における各主桁の減衰比   (％)  

列車  
主桁と波形  

列 車 2 列 車 3 列 車 4 列 車 5 列 車 6 平均  

NG1 
生（計測）波 形  1.8 2.1 2.2 2.5 2.4 2.2 
ﾃﾞｰﾀ処 理 波形  1.7 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 

NG2 
生（計測）波 形  1.7 2.0 1.8 2.4 2.6 2.1 
ﾃﾞｰﾀ処 理 波形  1.7 1.9 2.2 2.2 2.6 2.1 

NG3 
生（計測）波 形  1.6 1.9 2.0 1.8 2.1 1.9 
ﾃﾞｰﾀ処 理 波形  1.6 1.8 1.6 1.7 2.0 1.7 

NG4 
生（計測）波 形  1.6 2.1 1.5 2.1 1.8 1.8 
ﾃﾞｰﾀ処 理 波形  1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

 

表 4.3.3-5 より，生波形から得られる減衰比はややばらつきがみられるのに対し，

データ処理波形に対する減衰比は概ねまとまった値となるため，後者を採用し，自

由振動区間におけるＢ 4 橋の減衰比を 2.0%と推定する．  

(5) 径間中央におけるたわみの動的理論波形の作成 

 径間中央におけるたわみの動的理論波形の作成にあたり、まずたわみの静的応答波

形の推定式を求める．  

Bernoulli-Euler の梁理論は，平面保持の仮定，断面不変の仮定に基づいた弾性構
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造力学における初等梁理論である．弾性構造力学では，外力は静的に作用し，構造

材料は均質・等方性で，フックの法則に従い，構造物の変形は微小変形理論に従う

としている． Bernoulli-Euler の梁理論によってたわみ波形を再現するために図

4.3.3-24 に示すモデルを考える．  

 

 

図 4.3.3-24 静的応答波形作成モデル 

 

曲げ剛性 の単純桁において位置 に集中荷重 が鉛直方向に作用するときの桁

の位置 のたわみ , は以下の式（  4.3.3-14 ）～（  4.3.3-17 ）で表される．  

 

(i) 0 ℓ のとき   

,
6

･ ℓ ･ ･ ･ 1  （ 4.3.3-14 ） 

(ii) ℓ ℓ のとき   

(ii-i) 	0 ℓ   

,
6

･ ℓ ･ ･ ℓ  （ 4.3.3-15 ） 

(ii-ii) 	ℓ   

,
6

ℓ 2 ℓ  （ 4.3.3-16 ） 

(iii) ℓ ℓ ℓのとき   

,
6

ℓ 1  （ 4.3.3-17 ） 

 

たわみの影響線すなわち静的応答の理論波形は，車軸の影響線 , の重ね合わせ

により作成する．静的応答波形は計測波形の定常区間に対して時間平均して得た振動

中心 に，影響線の定常区間の振動中心を合致させることにより，P/EI 算出する

ことなくその実態値を反映できる．なお，その定常区間の振幅 は，静的応答の理

論波形の定常区間の振幅となる．  

これらたわみの静的応答波形の推定式を用いて動的理論波形を求める．  

動的理論波形の作成は，車両と構造物との相互作用による動的応答の減衰効果の

x s

P

ℓ1 ℓ2Lb
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影響および車両動揺の影響は反映しないとの条件に基づいて進めた．車両と構造物

との相互作用による動的応答の減衰効果の影響は，設計モデルにおいても反映され

ておらず，かつ設計の衝撃係数の算出値が実態に対して十分大きな値をとるという

実績に基づいて反映しないこととした．一方，Ｂ 4 橋における車両動揺の影響は，

支間長が 46.77m と十分な長さを有してかつ重要線区で入念に軌道保守されてその

状態も良好であることから車両動揺の影響は十分小さいとして式（  4.3.3-5 ）に示す

の影響を考慮しないこととした．車両と構造物との相互作用による動的応答の減

衰効果や車両動揺の影響を反映しないことの妥当性についても，実測値との比較に

より 5 章にて検証する．  

過渡振動の応答値 は式 （  4.3.3-7 ）で表される ，および式 （  4.3.3-8 ）で表 される

の和として式（  4.3.3-18 ）で表される．  

 

 （ 4.3.3-18 ） 

 

たわみの動的理論波形の過渡振動の自由振動成分が静的波形の定常区間の振動中

心から始まると仮定し，その初期変位を 0 とした場合，初期速度は静的応答波形の

振動中心のときの速度 vs0 すなわち 大速度となる．  

なお，これら各指標の関係は図 4.3.3-25 に示すとおりである．  

 

 
図 4.3.3-25 動的理論波形作成過程で用いる各指標 

 

よって，式 （  4.3.3-7 ）～式 （  4.3.3-12 ），式 （  4.3.3-18 ），および静的応答波形の

大速度 vs0 から以下の式（  4.3.3-19 ）～式（  4.3.3-22 ）が得られる．  

 

0 sin 0 （ 4.3.3-19 ） 

 （ 4.3.3-20 ） 

過渡区間 過渡区間定常区間 自由振動区間

過渡振動

（振動数：fbr）

自由振動

（振動数：fd）

αa：定常振動の振幅

αs：静的応答波形の振幅

vs0：初期速度

0

δave 

【凡例】  
  動的理論波形  

  定常振動の応答波形
 自由振動の応答波形
 静的応答波形  

時間 (s) 

たわみ (㎜ ) 
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2 cos2
2

2
sin2  

												 2 sin2 2 cos2  

（ 4.3.3-21 ） 

2 cos	 2   

0 2 cos  （ 4.3.3-22 ） 

 

ここで，初期変位を定常区間の振動中心に平行移動し，初期速度は静的応答波形

の 大速度とした場合，過渡振動の応答値 は式（  4.3.3-23 ）で表される．  

 

sin cos2
sin cos 2

sin2

sin	 2  

（ 4.3.3-23 ） 

 

よって，たわみの動的理論波形は，桁への列車進入～進出の間は過渡振動の式

（ 4.3.3-23 ）を，その後は自由振動の式（  4.3.3-7 ）を用いることによって作成可能と

なる．  

 

4.3.4 たわみ角・たわみ比を用いた健全度評価手法の提案 

(1)たわみ角とたわみの比を指標とする手法の概要 

本手法は，単純梁に集中荷重が作用するときのたわみやたわみ角の値が，荷重の

大きさに比例し，桁等の剛性に反比例することに着目してその比を時系列管理上の

管理指標とするものである．  

本手法の特徴はたわみ角とたわみの比をとることによって，荷重と桁の剛性の項

を相殺することができ，列車からの作用荷重の変動や経時的に剛性が変動したとき

の影響を排除した評価を実現できることにある．  

も簡単な具体例として，図 4.3.4-1 に示す支間長 Lb の単純梁に集中荷重 P が支

点 A から距離 x のところに作用したときを考える．載荷点の曲げモーメント M は

M=Px(Lb-x)/Lb となり，特に桁中央に載荷したとき，すなわち x＝Lb/2 の時は M=P Lb  

/4 となる．したがって，径間中央のたわみ δc と支点 A 部のたわみ角 θA は以下の

式 (4.3.4-1)および式 (4.3.4-2)で表される．  
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図 4.3.4-1 集中荷重が作用したときの単純梁の変位量 

 

48
 (4.3.4-1) 

16
 (4.3.4-2) 

 

となる．なお， θB は支点 B 部のたわみ角，RA は支点 A 部の支点反力，RB は支点 B

部の支点反力である．  

ここで，たわみを無次元化するためにたわみ量を支間長で除した値 bc L/ （以下「た

わみスパン比」という）たわみ角 θA とたわみスパン比で除して得られる比（以下「た

わみ角・たわみ比」という）は，式（ 4.3.4-1）および式（ 4.3.4-2）から式 (4.3.4-3)

に示すとおりとなる．  

  

⁄⁄ 3 (4.3.4-3) 

 

また，等分布荷重 w が載荷した場合の径間中央のたわみ δc と支点部のたわみ角 θA

は以下の式 (4.3.4-4)および式 (4.3.4-5)で表される．  

 

5
384

 (4.3.4-4) 

24
 (4.3.4-5) 

 

 

このとき，たわみ角・たわみ比は，式 (4.3.4-4)および式 (4.3.4-5)から式 (4.3.4-6)に

示すとおりとなる．  

 

⁄⁄ 3.2 (4.3.4-6) 

                           

θA θBδc

支間長 Lb

P
A B

x
径間中央 Lb/2
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支点 A から x の位置に集中荷重 P が作用するときの径間中央のたわみ δc は以下の

式 (4.3.4-7)および式 (4.3.4-8)で表される．  

 

0 のとき  
12

3
4

 (4.3.4-7) 

のとき  
12

3
4

 (4.3.4-8) 

 

また，支点部のたわみ角θ A は以下の式 (4.3.4-9)で表される．  

 

6 ∙
2  (4.3.4-9) 

 

このとき，たわみ角・たわみ比は，式 (4.3.4-7)～式 (4.3.4-9)から式 (4.3.4-10)および

式 (4.3.4-11)に示すとおりとなる．  

 

0 のとき  /
8 2

3 4
 (4.3.4-7) 

のとき  /
8 2

3 4
 (4.3.4-8) 

 

式 (4.3.4-9)から得られる値は x を変数にもつが，列車種別すなわち軸距が同じであ

ればたわみの極大値をとるときの列車の載線位置は基本的に同一箇所であるため，

概ね一定値に収束する．なお，たわみ角・たわみ比はたわみの極大値をとるときの

たわみ角およびたわみの変位量もしくは，変位量の小さいたわみ角の極大値をとる

ときの値または両者の平均値のいずれかを目的に応じて選定するものとする．  

式 (4.3.4-3)および式 (4.3.4-6)から，支承部が健全で列車からの作用荷重が一様な場

合，たわみ角・たわみ比は基本的に 3～3.2 付近の値に収束する．なお，支承部が全

く健全な場合であっても，径間中央に支障物が存在する等で計測位置を径間中央に

設定できない場合や列車からの作用荷重のばらつきが大きい場合は，たわみ角・た

わみ比が 3～3.2 付近から外れる度合が大きくなるので，設置位置の補正や列車特性

に応じた考察を加える必要がある．ただし，桁のたわみ量については，一般的に変

位量が も大きく変位量に対するノイズの割合が大きい径間中央の計測値を用いる

こととし，支障物等でそれが困難な場合は可能な限り径間中央等の変位量の大きい

箇所を計測点に選定し，径間中央に対するたわみの量の位置補正を行うこととする． 
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(2)たわみ角・たわみ比の適用範囲 

桁の径間中央のたわみの応答は対象橋りょうの支間長や列車通過時における支間

長と列車長との相関関係によって大きく異なるため，その特徴を踏まえた管理手法

を設定する必要がある．  

列車通過時の桁の動的応答は，支間長 Lb と車両長 Lv の比である無次元化スパン

Lb/Lv≧2.0 のときは共振時のピークの衝撃係数は小さくなり，Lb/Lv=K+0.5（K は正

の整数）のときは速度効果の衝撃係数の１次共振点の消失スパンとなり，その逆に

Lb/Lv が整数倍の場合は衝撃係数が大きくなる 33)．  

静的応答についても，支間長が長くなれば桁のたわみの応答の振幅が小さくなり，

また，Lb/Lv=K  +0.5（K は正の整数）のときも振幅が小さくなる．車両長が 25m で

車軸配置が図 3.4.3-4 に示す 16 両編成の列車が各代表支間長を有する桁を通過した

ときの支間中央のたわみの影響線および支点部のたわみ角の影響線を図 4.3.4-2 に

示す．同様に車両長が 20m で車軸配置が図 3.5-2 に示す 8 両編成の列車が各代表支

間長を有する桁を通過したときの支間中央のたわみの影響線および支点部のたわみ

角の影響線を図 4.3.4-3 に示す．代表支間長は，図 4.3.4-2 では車両長の 1 倍，2 倍，

そして，1.5 倍，2.5 倍のケースと 5 章で B52-2 橋として検証で取り扱う桁と同じ支間

長のケースを選定し，図 4.3.4-3 では車両長の 1.5 倍および 1 倍に近く 5 章で B52-3

橋として検証で取り扱う桁と同じ支間長のケースを選定した．なお，影響線の作成

に際しては，各車軸から作用する軸重は全て等しく，各桁の剛性も等しいとの仮定

で行った．実際の桁の剛性は一般的に支間長が長くなるのに伴って大きくなるため，

振幅は短スパンの桁に対する長スパンの桁の割合はさらに小さくなる．よって、長

スパンの桁は応答値のピークが不明確になる傾向にあり，これら特性を把握した上

での本手法の活用が必要となる．  

 

  
図 4.3.4-2 車両長 25m の列車通過時の支点部たわみ角・径間中央のたわみの影響線 
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たわみ たわみ角

25m：車両長と等しい支間長

37.5m：車両長の1.5倍の支間長

45.2m：B52‐2橋の支間長．車両長の２倍に近い支間長

50m：車両長の２倍の支間長

62.5m：車両長の2.5倍の支間長

【凡例】 たわみ  たわみ角



 

106 
 

  

図 4.3.4-3 車両長 20m の列車通過時の支点部たわみ角・径間中央のたわみの影響線 

 

図 4.3.4-2 および図 4.3.4-3 より，Lb/Lv=k+0.5 の場合は桁のたわみおよびたわみ角

の応答値のピークが不明確になり，Lb/Lv が整数倍の場合は桁のたわみおよびたわみ

角の応答値のピークが不明確になる傾向が確認できる．  

したがって，Lb/Lv=k+0.5 の場合で支間長が長く，桁の剛性が大きく計測条件が良

好でない等の厳しい条件が重なる場合は計測波形の極大値を見つけることが困難な

こともあり得る．このような場合は，たわみ角・たわみ比にたわみ角と同時刻のた

わみの値を用いる等状況に応じた手法を用いることとする．  

 

4.4 まとめ 

本章では，鉄道橋の支承部で変状が多く，重要線区の変状として疲労き裂が多い

状況を踏まえ，SMC を用いた高精度な計測データを適用した健全度評価指標を提案

した．列車通過時の変位量が微細である桁支点部の変位量に対して，計測値に対す

るノイズの混入割合が小さく，列車通過時の桁の挙動の情報の精度が比較的高い径

間部のたわみの同期計測データを活用し，データ処理の精度向上を図った．  

また，「列車の作用荷重の変動」「桁の剛性の変化」「列車速度の相違」が鉄道橋の

時系列評価上の課題である状況に対し，従来から活用されていた桁のたわみ量と新

たに管理指標として提案したたわみ角を組み合わせることによって，これらに左右

されない健全度評価手法を提案した．特に，近年の高速化等に伴う桁の共振現象の

顕在化に対し，計測列車と桁の共振時の「列車速度の相違」を補正する動的理論式

を提案した．これら健全度評価手法に関する提案内容は以下のとおり．  

(1) 新たな健全度評価指標の提案 

支承部付近の桁の疲労き裂の前兆把握の方策として，SMC による鉛直変位差を計

測する手法によりデータ処理後の精度確保が可能となったたわみ角を管理指標とし

て提案した．  

(2) たわみ角管理波形を用いた健全度評価手法の提案  

「列車の作用荷重の変動」，「桁の剛性の変化」，「列車速度の相違」に左右されな

い時系列評価に資する健全度評価の一手法として，列車通過時の桁径間部のたわみ

の同期計測データを活用して計測列車や桁に関するデータを反映したたわみ角管理
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30m：車両長の1.5倍の支間長

20.5m：B52‐3橋の支間長．車両長に近い支間長

【凡例】 たわみ  たわみ角
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波形を提案した．この理論波形により，たわみ角のデータ処理波形と照合すること

によって沓の可動状況やソールプレート径間側縁端部の角折れ状況の確認や，たわ

み角の計測データの突出値等に対する精度の妥当性の判断等が期待できる． 

 (3) 振動論方程式を用いた桁の共振時におけるたわみの動的理論波形の作成 

列車通過時の桁の応答値が急激に大きくなる共振現象の問題が顕在化する状況に

対し，共振現象が発生していない桁のたわみの応答波形からその桁固有の特性値を

求めることによって桁の共振時の理論波形が推定できる動的理論波形を提案した．

桁の共振時の理論波形の推定式の作成に際して用いる桁固有の特性値は，桁の減衰

比，基本固有振動数であり，SMC を用いることによって比較的簡易に複数の計測波

形を取得し，これらの推定値を算出する手法を提案した．また，桁の剛性や載荷重

を直接求めることなく，計測波形と影響線から桁の剛性の実態値を反映した静的応

答波形を作成する手法を示した． 

 (4) たわみ角・たわみ比を用いた健全度評価手法の提案 

「列車の作用荷重の変動」，「桁の剛性の変化」，「列車速度の相違」に左右されな

い時系列評価に資する桁の支承部の健全度評価のもう一つの手法として，支承部の

たわみ角に対する列車通過時の桁径間部のたわみ量の比をとったたわみ角・たわみ

比を提案した．これにより，一計測列車あたりの桁の支承部の挙動や多くの列車の

計測データを俯瞰してたわみ角・たわみ比の推移を比較できるため，支承部の挙動

把握への活用が期待できる． 

本章において提案した桁の健全度に関する評価指標や評価手法は，第 5 章でその

妥当性を検証する．  
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第5章 SMCを用いた健全度評価手法の検証  
 

5.1 概説 

ここでは新たに提案する健全度評価手法の妥当性の確認ならびにその有効性の検

証を行う．その方法は，鉄道橋の列車通過時の挙動を SMC を用いて計測したデー

タを第 4 章で提案した評価手法に適用することによって行った．  

まず，新たに健全度評価指標として提案したたわみ角の計測実績を示してその実

現性を確認する．次に，提案した健全度評価手法に計測データを適用してその妥当

性を検証する．すなわち，たわみ角の管理波形およびたわみ角・たわみ比を用いた

健全度評価手法の検証は，実測値に対する整合状況を確認することによって行う．

そして，動的理論波形における完全共振振動数の推定精度の検証ならびに応答波形

の妥当性の確認についても計測データとの比較によって行う．  

たわみ角の適用範囲を考える目安として，図 3.4.3-4 に示す車軸配置を有する列車

が BP-A 支承を有する桁を通過する時のたわみ角の計測波形の 大値が も小さい

計測例を抽出する．  BP-A 支承の沓直上のたわみ角の計測実績を示した図 5.1-1 よ

り，B52-1 橋の計測波形が も小さい計測例であり，B52-1 橋の計測波形を対象とする． 

 

  

 
 
B52-1 橋の側面図を図 5.1-2 の赤線部分で示す．B52-1 橋のたわみ角が精度よく計測

できていることの検証は，支点部 S4 の下部工は変位量の大きい鋼製門型橋脚であ

るため，両支点部の鉛直変位の影響を除いた上でたわみ角管理波形と比較する必要

がある．すなわち，両支点部の鉛直変位差から生ずる回転角の影響を除いたたわみ

角（以下「純たわみ角」という）および純たわみ量を用いて作成したたわみ角管理

波形と純たわみ角波形を比較してその妥当性を検討する必要がある．しかしながら

B52-1 橋については，鋼製橋脚側の支点部の計測を実施しておらず，純たわみ量や純

0

1

2

3

4

5

6

0 20 40 60 80 100

支間長 (m)

たわみ角 (10-4rad) 
【凡例】  

B2  B52-1 B52-2 B52-4  

B34-2  

β1 β2 β3 β4 β5 β6 
β7 β8 β9 β10 β11  
β12 β13  β14 β15 
上り線  下り線  

※赤字かつ頭文字が｢B｣で記載の橋り
ょうは本章の検証で用いた橋りょう  

図 5.1-1 ＢＰ-Ａ支承を有する橋りょうにおけるたわみ角の計測 大値 

β7 橋  
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たわみ角の算出が不可能である．よって，たわみ角の 大値が も小さい橋りょう

の一つで両支点部と径間中央を計測している B52-2 橋に対してたわみ角の計測波形

とたわみ角管理波形とを比較してその計測波形が精度よく計測されていることを確

認する．  

 

 

 

さらに，新設桁で供用間もない時期に計測を実施した B52-3 橋の計測波形と一方の

支点部の沓の交換を実施した B52-4 橋の計測波形を比較し，健全度評価への実効性に

ついても確認する．特に，B52-4 橋については，支承部の疲労き裂の前兆となる沓の

回転不良とソールプレート径間側縁端部の角折れ現象の把握の実現性について確認

する．  

鉄道橋におけるたわみ角の管理波形の作成やたわみ角とたわみの比を用いた健全

度評価手法，ならびに動的理論波形の妥当性の確認は，SMC を用いて橋りょうの支

承部付近のたわみ角と径間部のたわみを同期計測し，そのデータと比較することに

よって行う．  

たわみ角管理波形の実効性の確認は，新設桁で供用間もない時期に計測を実施し

た B52-3 橋の計測波形との整合状況を比較することによって行う．さらに，支点の一

方が鋼製門型ラーメン橋脚である B34-2 橋についても対象とし，このような支点部の

鉛直変位が大きい橋りょうに対してもたわみ角管理波形の適用の可能性を確認する． 

たわみ角・たわみ比の実効性の確認についても，新設桁の B52-3 橋と一方の支点部

の沓の交換を実施した B52-4 橋を適用してその実効性を確認する．  

図 5.1-1 において β7 橋は複線桁であるにも関わらず，上下線でたわみ角の計測

大値が大きく異なる．これは下り線の計測時に桁の共振現象が発生したことが主た

る原因であり，桁の共振時の挙動把握が重要であることが分かる．したがって，桁

の共振時のソールプレート径間側緑端部の計測例をたわみ角・たわみ比の指標で確

認し，支承部における疲労き裂の前兆把握へのたわみ角・たわみ比の活用を検討す

る．  

なお、本章におけるデータ処理波形は，特段の記述がない限り基本振動数より大

きい周波数領域を除去したときの波形を抽出したものを逆フーリエ変換することに

図 5.1-2  Ｂ52-1 橋の側面図およびターゲット設置位置図 

【凡例】 
F:固定沓   M:可動沓 
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よって，ローパスフィルター後の各周波数成分の波を重ね合わせたものを用いる．  

5.2 たわみ角を管理指標として用いることの実効性の検証 

5.2.1 たわみ角の 小変位量の計測実績 

桁支承部のたわみ角の計測波形の 大値が も小さい計測例として，図 5.1-2 の

赤線部分に示す 4 径間連続箱断面合成複線桁の B52-1 橋におけるＳ5 支点部の沓直上

のたわみ角の計測波形を示す．なお，S4 支点部の下部工は図 5.2.1-1 に示す鋼製門

型ラーメン橋脚である．  

計測条件は，計測日時 11 月 20 日 15 時 59 分頃，気温 18.5℃，湿度 57％，天候晴

れである．計測時のカメラ配置と視準距離は図 5.2.1-2 に示すとおりで撮影速度は

100 fps である．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たわみ角のデータ処理波形は図 5.2.1-3 に示すとおりで，変位量の 大値が約 1.3

×10-4rad であるが，列車通過時の応答をとらえることができている状況が確認でき

る．なお，B52-1 橋を通過する列車は図 3.4.3-4 に示す車軸配置を有する列車である．  

  

  

 

B52-1 橋は桁下の鉄道との交差角が小さいため，4 径間連続の単線並列桁としてそ

の中間支点部が図 5.2.1-1 に示す鋼製門型ラーメン橋脚で剛結され，制振工として箱

‐0.5

0

0.5

1

1.5

2

18 20 22 24 26 28

図 5.2.1-3 Ｂ52-1 橋支承部たわみ角データ処理波形 

たわみ角 (10-4rad) 

時間 (s) 

図 5.2.1-1  Ｂ52-1 橋のＡ-Ａ断面図 図 5.2.1-2  Ｂ52-1 橋計測時のＳＭＣ配置図 

【凡例】  
  たわみ角データ処理波形  

【凡例】 
●:SMC 配置箇所 
数字:視準距離 

列車進行方向  
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桁の中にコンクリートが打設され，全体的に桁のたわみ量を抑制しているほか，以

下の地域特性的要因から桁の変位量を抑制する設計となっている．  

・豪雪地帯であり，積雪荷重に対する耐力確保や桁下の空頭を確保した設計とな

っている．  

・積雪対策として貯雪スペースを確保するために路盤コンクリート高が一般のも

のに比べて高くなっており，桁の剛性が設計値に比べて大きい．  

・風雪対策や騒音対策として高欄高さが高くなっており，桁の剛性が設計値より

大きい．  

しかしながら，B52-1 橋の鋼製橋脚側支点部は変位量が大きいため，支点部の変位

の影響の抑制を図って純たわみ量及び純たわみ角に対してたわみ角管理波形と比較

して計測データの妥当性を確認すべきであるが，鋼製橋脚側支点部の計測を実施し

ておらず純たわみ量や純たわみ角の算出が不可能な状況である．したがって，B52-1

橋の代わりにたわみ角管理波形の導出が可能な B52-2 橋に対してたわみ角管理波形

とたわみ角データ処理波形を比較してその妥当性を確認する．  

B52-2 橋の概略構造は，図 5.2.1-4 に示すとおりで，鉄骨鉄筋コンクリート造の単

線並列の単純桁である．  また，ターゲットの設置位置は図 5.2.1-4 に示すとおりで

ある．なお，B52-2 橋を通過する列車は図 3.4.3-4 に示す車軸配置を有する列車であ

る．  

 

 

 

 

計測条件は，計測日時 11 月 27 日 17 時 41 分頃，気温 7.1℃，湿度 75％，天候雨

である．計測時のカメラ配置と視準距離は図 5.2.1-5 に示すとおりで，撮影速度は

100fps である．  

列車進出側支承部の桁のたわみ角のデータ処理波形は図 5.2.1-6 に示すとおりで，

変位量の 大値が 1.9×10-4rad 程度であるが，概ね精度よく列車通過時の挙動をと

らえていることがわかる．  

 

 

300支間長　27200300

S1S2
100

6
0 6
0

100

6
0

100

図 5.2.1-4  Ｂ52-2 橋の構造一般図 
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B52-2 橋は B52-1 橋と同様の地域特性的要因のほか，β10～β13 橋とともに計測対象

の列車が旅客の乗車率が 0％で低速運行区間であるため比較的変位量が小さい応答

値を示している．  

B52-2 橋は列車通過時の も桁支承部のたわみ角の応答値の小さい桁の一つであ

り，本計測結果を桁支承部のたわみ角の計測実現性の検証に用いることは妥当であ

ることが分かる．また，BP-A 支承を有する合成桁の支承部付近の 大たわみ角は，

図 5.1-1 に示すとおり概ね 2.0×10-4rad 以上であることから，たわみ角を管理指標と

して支承部付近の時系列評価に活用可能であることが確認できる．  

5.2.2 桁の支承部における下フランジの角折れ現象の把握の実現性に関する検証 

(1)検証手法の概要および検証対象橋りょう・計測条件の概要 

ここでは，たわみ角が桁の支承部付近の定量的・客観的な健全度評価指標として

活用が可能であるかを検証する．検証には沓直上とソールプレート径間側縁端部の

たわみ角を計測し，沓直上の回転角と対象箇所の回転角を相対的に評価することで

沓およびその近傍箇所の局所的な応力集中や変形に関する把握の実現性を検討する． 

検証計測は，図 5.2.2-1 に示す沓直上のたわみ角 θ1 およびソールプレートの径間

側縁端部を跨いだ 2 点間のたわみ角 θ2 に対して実施した．なお，支承部直上のウェ

ブに当て板補強をしている場合は，当て板の径間側縁端部を跨いだ 2 点間のたわみ

角 θ2 に対して検証計測した．  
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図 5.2.2-1 支承部の回転機能ならびに応力集中確認時のターゲット配置図 

【凡例】 
θ1：沓直上のたわみ角 
θ2：ソールプレート縁端部を跨いだ箇所の 
  たわみ角 
δ1， δ2， δ3：各計測箇所の鉛直変位 
T1， T2， T3：各計測箇所に設置したターゲット  

ベアリングプレート 

例:BP-A 支承の場合 

図 5.2.1-5 Ｂ52-2 橋計測時の SMC 配置図 図 5.2.1-6 たわみ角計測波形と管理波形 

時間 (s) 

たわみ角  
(10-4rad) 

【凡例】  
  たわみ角データ処理波形 
  たわみ角管理波形  

【凡例】 
●:SMC 配置箇所 
数字:視準距離 

列車進行方向  

T1 T2 

T3 
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検証対象の桁は，在来線における単線桁の列車運行開始後 1 ヶ月以内の鉄骨鉄筋

コンクリート桁である B52-3 橋および経年 40 年以上の新幹線の上下線連結材で連結

された単線並列箱断面合成桁を有する B52-4 橋を選定した．B52-3 橋を図 5.2.2-2 に示

し，B52-4 橋を図 5.2.2-3 に示す．構造諸元は，B52-3 橋が支間長 20.5ｍ，桁長 21.1ｍ

の単純桁で，B52-4 橋が支間長 45.2ｍ，桁長 46.0ｍの単純桁である．ターゲットの設

置位置は，B52-3 橋は図 5.2.2-2 に，B52-4 橋は図 5.2.2-3 に示すとおりである．なお，

B52-4 橋の列車進出側の支承部については，沓の交換施工に伴うターゲットの配置替

えを余儀なくされたため，沓の交換前後でターゲットの設置位置がやや異なる．  

B52-4 橋は，列車進出側の沓が経年劣化により交換されており，交換前後の計測結

果を比較してその挙動を確認する．沓交換前の，列車進入側の変状はドライパッキ

ングの割れ程度であり現時点で交換や補修等は予定されていない．なお，沓交換後

の計測は，沓交換前と同じ地点からの計測を沓交換の概ね 2 カ月後に実施した．  

B52-3 橋の計測条件は，計測日時 4 月 10 日 0 時 38 分頃，撮影速度 50 fps で計測，

気温 12℃，湿度 77％，天候曇り，SMC の配置は図 5.2.2-4 に示すとおりである．  

沓交換前の B52-4 橋の計測条件は，計測日時 3 月 22 日 16 時 43 分頃，撮影速度 100 

fps，気温 14.6℃，湿度 54％，天候晴れ，風速 2.7m/s，SMC の配置は図 5.2.2-5 に示

すとおりである．沓交換の概ね 2 カ月後の B52-4 橋の計測条件は，計測日時 4 月 27

日 16 時 36 分頃，撮影速度 100 fps，気温 18.9℃，湿度 42%，天候曇り，風速 0.4m/s，

SMC の配置は図 5.2.2-5 に示すとおりである．  

 

 

 
図 5.2.2-2 Ｂ52-3 橋側面図およびターゲット設置位置 
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桁を通過する列車の車軸配置は B52-3 橋が図 3.5-2 に，B52-4 橋が図 3.4.3-4 に示す

とおりである．なお，列車速度は，一定と仮定して計測波形から算出した．B52-3 橋

において計測した列車速度は約 35m/s，B52-4 橋において沓の交換前に計測した列車

速度は約 66m/s，沓の交換後に計測した列車速度は約 82m/s である．   

上記計測条件のもとで列車通過時の B52-3 橋および B52-4 橋を計測し，各橋りょう

Ｆ
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図 5.2.2-4 Ｂ 52-3 橋計測時のＳＭＣ配置図および計測箇所 

図 5.2.2-5 Ｂ52-4 橋計測時のＳＭＣ配置図および計測箇所 

図 5.2.2-3  Ｂ52-4 橋側面図およびターゲット設置位置 

【凡例】 
●:SMC 配置箇所 
数字:沓交換後の視準距離 
   ()の中は沓交換前の視準距離 

列車進行方向  

列車進行方向  
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の支承部付近のたわみ角のデータ処理波形を比較することにより，本手法による疲

労き裂の前兆となる角折れ現象の把握の可能性について検証する．  

(2)新設桁におけるたわみ角の計測波形 

B52-3 橋を列車が通過した際の列車進出側および列車進入側の支承部付近のたわ

み角のデータ処理波形を図 5.2.2-6 に示す．また，同時に SMC の直角 2 方向を計測

できる機能を示すために，水平変位のデータ処理波形も合わせて示す．  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設桁で基本的に経年等による劣化がないとみなすことができる B52-3 橋のたわ

み角の応答波形は図 5.2.2-6 に示すとおりその回転機能が正常で，列車進出側の支承

部のたわみ角の応答波形が理論と整合した挙動を示している．  

これに対し，列車進入側の支承部は図に示す各応答波形の位相および応答値が概

ね整合している．理論との不整合が認められる点としては，沓直上のたわみ角と径

間側のたわみ角の大小関係が僅かに逆転していることが挙げられる．この理由とし

ては，列車進入側が固定沓で落橋防止工部の拘束効果が大きく，図 5.2.2-7 に示すと

おり支点部に設けられている鋼角ストッパーによって支承部の回転が抑制されてい

ることが一因であると考えられる．  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.2-6 列車通過時のたわみ角および水平変位のデータ処理波形 
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【凡例】 θ1    θ2  水平変位  

     たわみ角管理波形   

たわみ角 (10-4rad) たわみ角 (10-4rad) 水平変位 (㎜ ) 水平変位 (㎜ ) 
Ｂ52-3 橋列車進入側 Ｂ52-3 橋列車進出側 

【凡例】━ θ1  ━θ2  ━水平変位  

時間 (s) 時間 (s) 
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また，水平変位については  図 5.2.2-6 の列車進出側と列車進入側のデータ処理波

形を比較した場合，両支点部で極大値が 0.1 ㎜程度の差がみられるものの支承部の

水平変位の波形はたわみ角の波形と位相も整合しており，良好な計測結果が得られ

ていると言える．なお，水平変位の応答波形は，図 5.2.2-2 に示すまん中のターゲッ

トすなわち T2 ターゲットを計測したものをグラフ化した．  

これらの結果から，SMC を用いた計測が，変位が小さい支承部においても沓の回

転機能の状態把握に資する精度の確保を実現していることが確認された．  

(3)沓の交換が実施されたＢ52-4 橋における検証 

沓交換前の B52-4 橋を列車が通過した際の支承部付近のたわみ角データ処理波形

を図 5.2.2-8 に，沓交換の約 2 ヵ月後の B52-4 橋を列車が通過した際の支承部付近の

たわみ角のデータ処理波形を図 5.2.2-9 に示す．なお，本計測時は両支点部が同期計

測されていないため，同一の列車を計測しているにも関わらずグラフ上の計測時間

の表記が両支点部間で異なる．  
 
 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1.0

0

1.0

2.0

3.0

4.0

26 28 30 32 34

図 5.2.2-8 沓交換前の列車通過時の支承部のたわみ角データ処理波形 

時間 (s) 

たわみ角 (10-4rad) 
B52-4 橋列車進出側  

凡例   θ1  

     θ2 

たわみ角 (10-4rad) 

時間 (s) 

B52-4 橋列車進入側  

凡例   θ1  θ2 

図 5.2.2-7 鋼角ストッパー設置状況概略図 
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これに対し，B52-4 橋の列車進入側の支承部については，図 5.2.2-8 および図 5.2.2-9

から以下のことが分かる．  

・沓直上のたわみ角 θ1 はソールプレートの径間側縁端部を跨いだ 2 点間のたわみ角

θ2 との大小関係が一部逆転する場合もありその回転機能は必ずしも円滑ではない

ものの，たわみ角 θ1 とたわみ角 θ2 の応答波形の傾向は概ね一致している．  

・列車進出側の沓の交換前後でもたわみ角 θ1 とたわみ角 θ2 の応答波形の傾向はあ

まり変化していない．  

これに対し，B52-4 橋の列車進出側の沓交換前の支承部は，図 5.2.2-8 からその回転

機能が円滑ではないこと，さらに，支承部を外れて剛性が低下する箇所においてた

わみ角が大きくなっていることから角折れが生じていたことが分かる．また，沓交

換後の挙動を示した図 5.2.2-9 に示すとおり，B52-4 橋の列車進出側の沓交換後の沓

直上のたわみ角 θ1 と径間側のたわみ角 θ2 との波形が概ね整合している．このこと

から沓の交換によって支承部の回転機能は回復していることが確認できる．しかし

ながら，沓交換後の列車進出側のたわみ角 θ1 は，振幅がたわみ角 θ2 よりも小さく，

また，変位量もたわみ角 θ2 よりも小さい．列車進入側の支承部もたわみ角 θ1 の方

がたわみ角 θ2 より小さくなっているが，沓直上部はソールプレート等の存在によっ

て剛性が高く，隣接桁との連結による回転の拘束力が働くことが主要因と考えられ

る．  

たわみ角 θ1 とたわみ角 θ2 の乖離度は，列車進出側の支承部の方が列車進入側の支

承部よりも大きくなっている．この理由は，BP 沓の交換前後の可動状況は交換前に

対する交換直後のたわみ角が交換 1 年後の 30～40％に留るとの徳田ら 1)による調査

結果にあるように計測日が沓の交換から約 2 ヶ月後で十分な期間が経過していない

ことが主な原因と考えられる．   

以上の結果は，列車進出側の沓が経年劣化対策として交換が実施されたこと，ま

時間 (s) 

たわみ角 (10-4rad) 
B52-4 橋列車進出側  凡例   θ1  θ2 

図 5.2.2-9 沓交換の約 2 ヵ月後の列車通過時の支承部のたわみ角データ処理波形 

時間 (s) 

たわみ角 (10-4rad) 
B52-4 橋列車進入側  

凡例   θ1  θ2 



120 
 

た，列車進入側の沓は現時点で交換予定・補修予定がなく，かつ目立った変状報告

がないという検査判定結果と整合する．  

 (4)まとめ 

 新設桁および経年 40 年以上の桁の沓の交換前後の計測結果から，支承部付近のた

わみ角の計測による角折れ現象の把握が可能なことが明らかとなった．  

5.3 健全度評価手法の妥当性の確認および実効性の検証 

5.3.1 たわみ角管理波形の妥当性の確認および実効性の検証 

(1)対象の橋りょうの概要および計測条件 

たわみ角の管理波形の妥当性の確認および実効性の検証は，変状が殆んどなく，

理論に近い挙動を示すことが期待できる新設桁と経年 40 年以上で桁に対する目立

った変状報告はないものの下部工の一方の変位が大きい桁に対して実施する．検討

対象の桁は図 5.2.2-2 示す B52-3 橋および図 5.3.1-1 に示す B34-2 橋で列車通過時の計

測データを適用した． 

 

 

 

 

B34-2 橋は，図 5.3.1-2 に示すとおり同じ支間長の単純桁が 5 連連続し，図 5.3.1-1

に示す計測対象の G1 桁は B34-2 橋の列車進行方向の も列車進出側の桁である．ま

た，G1～G5 桁を支持している橋脚 P1～P4 は変位量の大きい鋼製門型ラーメン橋脚

である． 

 

図 5.3.1-1 B34-2 橋側面図・断面図およびターゲット設置位置 
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計測時に B52-3 橋を通過する列車は図 3.5-2 に示す車軸配置を有する列車，B34-2 橋

を通過する列車は図 3.4.3-4 に示す車軸配置を有する列車である．また，B52-3 橋お

よび B34-2 橋は通過する列車の車両長が支間長とほぼ等しい橋りょうであり，両橋り

ょうとも列車通過時の動的応答が大きくなる傾向にある．とりわけ，B34-2 橋は，図

5.3.1-2 に示すとおり車両長とほぼ同じ支間長の単純桁が 5 連連続しており，動的応

答を励起しやすい橋りょうである 3)．  

B52-3 橋の計測条件は，計測日時が 4 月 9 日 22 時 25 分頃，気温が 11.4℃，湿度が

81％，その他の条件は図 5.2.2-6 の計測時と同じである．  

B34-2 橋の計測条件は，計測日時が 10 月 16 日 18 時 22 分頃，天候晴れ，気温 18.7℃，

湿度 68％である．SMC は全て同期させて図 5.3.1-2 に示す配置とし，100fps で計測

した．なお，検証計測での解析領域は全て 128×128 画素とした．ターゲットの配置

箇所は図 5.3.1-1 に示すとおりである．  

 (2)新設桁の計測波形との比較によるたわみ角管理波形の妥当性の確認  

B52-3 橋の計測は列車運行供用開始の約 1 ヶ月後に実施した．したがって，計測時

の B52-3 橋は，経年等による劣化がなく，列車通過時の支承部の挙動が正常でたわみ

角の応答波形は基本的に管理波形と整合することが期待出来る．この正常な挙動が

期待できる B52-3 橋に対し，移動荷重として作用する車軸が沓を跨いで桁上を移動す

る際の詳細なたわみ角等の応答状況を確認することによって管理波形の妥当性を確

認する．  

B52-3 橋の列車通過時における径間中央のたわみのデータ処理波形および列車進

出側支点部のたわみ角のデータ処理波形，さらに，本研究の提案手法のたわみ計測

波形から導かれたたわみ角管理波形，そして支承部のたわみ角が極大値・極小値を

示すときの列車車軸の載荷位置を図 5.3.1-3 に示す．  

 

 

 

 

 

1
7
4
0
0

1
7
2
0
0

1
74
00

1
7
2
0
0 1
1
4
0
0

支間長

26500 27075 27175 27075 26500
25000

線路中心

d

支間長 25000 支間長 25000 支間長 25000 支間長 25000

1 d2 d3 d4 d5 d6 d7

d1＝9.635m

＝カメラ設置位置
d2＝7.591m

d3＝10.596m

d4＝11.112m

d5＝10.136m
d6＝11.451m

d7＝10.999m

G1

P1

G2 G3 G4 G5

P3

P2 P4

図 5.3.1-2 B34-2 橋付近の橋りょう平面図 
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たわみ角の管理波形とたわみ角のデータ処理波形は，図 5.3.1-3 に示すとおり比較

的よく整合している．支承部の状態が健全である B52-3 橋と整合することから，たわ

み角管理波形を健全度評価に用いることは妥当であることが分かる．  

一方，たわみ角とたわみのデータ処理波形に着目すると，たわみ角は列車進出側

の支承部の応答値を示しているため，理論上はたわみ角の極大値はたわみの極大値

に対して時間的に 0.05 秒遅れる．これに対し，データ処理波形の差は 0.04 秒の遅

れとなっており，その傾向も含め，両者の位相および波形の形状はよく整合してい

る．また，たわみ角が極大値となるときの計測経過時間 2.40 秒付近に着目すると，

列車の載荷位置は図 5.3.1-3 に示すとおりであるが，たわみの極大値となる桁上の車

輪配置が左右対称となるのは，たわみ角が極大値となる直前の計測経過時間が 2.36

秒付近のときであり，たわみの極大値と時間的に整合する．さらに，列車の車輪が

支点部を跨いで移動するときの計測経過時間が 2.89 秒付近の桁の挙動に着目する

と，車輪が支点部を跨ぐのに伴って，支点部付近の車輪荷重によってたわみ角が局

所的に上下方向に反転している状況がグラフから確認できる．したがって，本計測

波形は列車通過時の桁の挙動が精度良く計測されているとともにたわみ角の管理波

形とデータ処理波形が概ね整合していることが分かる．  

以上から，たわみ角管理波形が計測波形に基づく桁の健全性の評価に対する実効

性を有することが分かる．  

(3)列車通過時の下部工の鉛直変位量が大きい場合に対する適用の可能性の検証 

次に，複雑な構造系に対してもたわみ角管理波形が適用可能かを確認する．  

検討対象の B34-2 橋およびその隣接構造物は図 5.3.1-1 および図 5.3.1-2 に示すとお

りである．なお，B34-2 橋は，経年 40 年以上の上下線連結材で連結された単線並列
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図 5.3.1-3 Ｂ52-3 橋における列車通過時のたわみ波形・たわみ角波形 
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箱断面合成桁で，列車進出側の桁端部は桁連結工が設けられている．列車進出側の

隣接構造物は線路方向の径間長 8.0ｍのラーメン橋台，その隣接桁は支間長 7.2ｍ，

桁長 8.0ｍのスラブ桁，さらにその隣接構造物は 2 径間のラーメン高架橋で比較的

変位量が小さい RC 構造である．一方，列車進入側は，下部工が径間長 17.4ｍの鋼

製門型ラーメン橋脚で，隣接桁は計測対象の桁と概ね同じ構造諸元である．したが

って，列車通過時の桁支点部の変位量は，列車進入側が列車進出側より大きな値を

示す傾向にある．計測対象は，桁の支承部のたわみ角および径間部のたわみ，ラー

メン橋台の列車進入側支承部直下および隣接桁支承部直下の鉛直変位量，鋼製門型

ラーメン橋脚の当該桁側支承部直下付近の鉛直変位量である．B34-2 橋の列車通過時

における径間中央のたわみのデータ処理波形および列車進出側のたわみ角のデータ

処理波形，さらにたわみ角管理波形を図 5.3.1-4 に示す．  

B34-2 橋の列車進入側の下部工は鋼製門型ラーメン橋脚であるため，列車通過時の

桁は複雑な挙動を示す．そこで，複数台の SMC を用いた同期計測によって列車通

過時の桁全体の挙動を解析することにより，支承部のたわみ角の挙動ならびにたわ

み角管理波形の妥当性を検証した．列車通過時の両支点部の鉛直変位のデータ処理

波形および両者の応答値に関する平均値と差の波形を図 5.3.1-4 に示す．  

 
 

 

 

 

図 5.3.1-4 より，下部工が鋼製門型ラーメン橋脚である列車進入（S2）側の支承部

の変位量が大きく，下部工が RC ラーメン橋台である列車進出（S1）側の支承部の

鉛直変位の応答波形と概ね逆位相であるにもかかわらず，両支承部の鉛直変位の平

均値の応答波形は S2 側の鉛直変位と概ね同位相となっている．桁そのものの挙動

を確認するため，支承部の変位の影響を除いた純たわみの応答波形に対してたわみ
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【凡例】  
S2 側支点部鉛直変位  
S1 側支点部鉛直変位  
支点部鉛直変位の差分  
（（S2 側）‐（S1 側））
支点部鉛直変位の平均  

注 :S2 は列車進入側を  
S1 は列車進出側を表す

鉛直変位(mm) 

図 5.3.1-4 列車通過時の両支点部鉛直変位と両者の差および平均 

時間(s) 
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角管理波形の適用の可能性を検討した．径間中央のたわみ量から両支承部の鉛直変

位量の平均値を差し引いた純たわみ波形を用いて得た列車進出（S1）側の支承部の

たわみ角管理波形と列車進出（S1）側の支承部のたわみ角のデータ処理波形から両

支承部の鉛直変位差から生じる回転角を差し引いて得られた純たわみ角波形を図

5.3.1-5 に示す．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.1-5 より，純たわみ角のデータ処理波形とたわみ角管理波形は概ね一致して

いることが分かる．しかし，列車進出前は両者の応答値がよく一致しているが列車

が桁を進出する直前は両者にやや位相差が生じ，さらには列車が桁に進入した直後

は桁の振幅が大きい状態であるが進出前は振幅が小さくなっている．  

両者の位相差が生じたことおよび列車進入直後の応答波形の振幅が大きな応答を

示す主な原因は以下のとおりである．  

・列車通過後も桁がやや自由振動していることからも分かるとおり，列車の加振振

動数が桁の固有振動数に近く，桁が共振していること  

・計測対象の桁の前に列車が載荷する構造物が同スパンの桁で共振を励起しやすい

構造系であること  

・列車が桁に載荷直後は桁の固有振動の位相と列車の加振振動の位相が概ね一致し

ていたのが，両者の振動数の差によって列車進出前は桁のたわみ角の応答波形を

形成する固有振動の位相と列車の加振振動の位相の差が拡大したこと  

これらのことからたわみ角の管理波形は完全共振時には振幅の増大に対応しきれ
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図 5.3.1-5 B34-2 橋における列車通過時の純たわみ角データ処理波形の導出 
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時間(s) 

【凡例】  
純たわみ角  
たわみ角管理波形  
たわみ角データ  
処理波形  
両支点部の鉛直変  
位差による回転角  
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ず応力範囲を特定する際は共振時の動的応答倍率に応じた補正等を要するものの，

極小値との整合を要さず極大値側の整合のみを求める場合には適用可能である．ま

た，完全共振振動領域以外ではたわみ角のデータ処理波形とたわみ角の管理波形が

概ね一致する．  

 

5.3.2 たわみ角･たわみ比の妥当性の確認および実効性の検証 

(1)対象橋りょうの概要および評価手法の概要 

ここでは，たわみ角管理波形の検証で確認した新設桁と沓が交換された橋りょう

の計測波形をたわみ角・たわみ比を用いた健全度評価手法に適用してその妥当性の

確認および実効性の検証を行う．対象橋りょうとして，図 5.2.2-2 に示す単線の桁で

列車運行開始の１ヵ月以内に計測した B52-3 橋および図 5.2.2-3 に示す B52-4 橋を選定

した．なお，両者とも単純桁である．計測対象の列車は，B52-3 橋は先頭車が図 3.3.3-2

に示す車軸配置を有する電気機関車で，2 両目以降が図 3.3.3-3 に示す車軸配置を有

する貨車で編成される貨物列車，B52-4 橋は図 3.4.3-4 に示す車軸配置を有する列車

である．たわみ角・たわみ比を用いた健全度評価の例としてグラフの縦軸に支点部

のたわみ角と径間部のたわみのデータ処理波形から得たたわみ角・たわみ比を，横

軸に計測対象列車の先頭からのたわみの極大値数分をとり，たわみ角・たわみ比の

値をプロットしてその分布状況から沓の可動状況やソールプレート径間側縁端部の

角折れ等の把握を試みる．グラフの横軸の表記は，数字が桁上に載荷している車両

の先頭からの序数，「F」は該当車両の前の台車，「B」は該当車両の後の台車である．

なお，電気機関車は 3 つの台車を有するため「F」および「B」の表記は行っていな

い．  

なお，ここでは，沓直上のたわみ角 θ1 と径間部のたわみ量の比をたわみ角 θ1・た

わみ比，ソールプレート径間側縁端部のたわみ角 θ2 と径間部のたわみ量の比をたわ

み角 θ2・たわみ比という．  

(2)健全な橋りょうに対するたわみ角・たわみ比の適用による本手法の妥当性の確認 

B52-3 橋におけるたわみ角・たわみ比の値は，支承部のたわみ角および径間中央の

たわみのデータ処理波形を用い，抽出する値は径間中央のたわみ量の 大値とその

同時刻の列車進出側支点部のたわみ角の値を用いて算出した．なお，図 5.2.2-1 に示

す沓直上のたわみ角 θ1，ソールプレート径間側縁端部を跨いだたわみ角 θ2 は各ター

ゲットにおける鉛直変位に対するデータ処理波形の値を用いて算出した．  

B52-3 橋を貨物列車が通過した際のたわみ角・たわみ比の推移は，たわみ角 θ1・た

わみ比を図 5.3.2-1 に，たわみ角 θ2・たわみ比を図 5.3.2-2 に示す．計測条件は図 5.2.2-4

と基本的に同じである．なお，各列車の 初と 後のたわみ角・たわみ比の値は，

荷重の載荷状態が他と異なる． 初の値は電気機関車で荷重が大きく作用荷重の変

動割合が小さいため概ね収束するため，他の値と同様の表記とした．その一方で，

後の値は後続の車両がなく 後の 2 両の荷重バランスの影響が大きいため白抜き
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載荷台車

計測対象θ１

（θ１使用時の平均値3.09）＞（θ2使用時の平均値3.05）

電気機関車：3.15～3.19に収束

全体として2.93～3.33に収束
平均値3.09

計測日時4月9日22時～4月10日0時30分

1・2F 6B・7F 11B・12F 16B・17F 21B・22F 26B・27F

【凡例】
― ― 列車１ ― ― 列車２ ― ― 列車３ ― ― 列車４
― ― 列車５ ― ― 列車６ ― ― 列車７ ― ― 列車８
※白抜きは最後尾の貨車を示す
※１両目は電気機関車，２両目以降は貨車
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載荷台車

計測日時4月9日22時～4月10日0時30分

電気機関車：3.08～3.13に収束

全体として2.86～3.33に収束
平均値 3.05

計測対象θ２

1・2F 6B・7F 11B・12F 16B・17F 21B・22F 26B・27F

たわみ

θ1

θ2

【凡例】
― ― 列車１ ― ― 列車２ ― ― 列車３ ― ― 列車４
― ― 列車５ ― ― 列車６ ― ― 列車７ ― ― 列車８
※白抜きは最後尾の貨車を示す
※１両目は電気機関車，２両目以降は貨車

の点で表現した．また，本計測は両支点部の挙動把握を目的としていたため，たわ

みの 大値を示した時刻のたわみ角・たわみ比を算出した．  

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.2-1 たわみ角 θ1・たわみ比の推移   図 5.3.2-2 たわみ角 θ2・たわみ比の推移 

 

たわみ角 θ1・たわみ比は，図 5.3.2-1 から電気機関車載荷時の値は 3.15～3.19 の

間に収束し，貨車についても車両ごとの荷重のバラツキが大きいにもかかわらず

2.93～3.33 の間に収束している．また，たわみ角 θ2・たわみ比は，図 5.3.2-2 から電

気機関車の影響が大きい 初の値は 3.08～3.13 の間に収束し，貨車が載荷している

場合の値についても 2.86～3.33 に収束している．また，たわみ角 θ1・たわみ比の平

均値はたわみ角 θ2・たわみ比よりやや大きく，大小関係も整合している．たわみ角・

たわみ比の理論値は， 初の値が貨車の積荷積載量が概ね満載のとき 3.17，貨車の

みが載荷しているときのたわみ角・たわみ比は 3.11 である．したがって，支承部直

上のたわみ角・たわみ比は理論値付近に収束しており，計測値から判断される支承

部の可動状況は良好であることが分かる．  

本検討結果より建設間もない B52-3 橋は健全な状態で沓の可動状況も良好なため，

たわみ角・たわみ比は概ね一定の範囲に収束し，また，たわみ角 θ1・たわみ比がた

わみ角 θ2・たわみ比を上回っている．列車 4 通過時の列車進出側支点部のたわみ角

の応答波形を示した図 5.3.2-3 および列車進入側支点部のたわみ角の応答波形を示

した図 5.3.2-4 からもたわみ角 θ1 およびたわみ角 θ2 の波形がよく整合していること

が確認でき，たわみ角・たわみ比は列車進出側も同様に概ね一定の範囲に収束する

ことが分かる．  

図 5.3.2-2 において列車 3 のたわみ角 θ2・たわみ比が突出している値が確認され

るが，この車両通過時はたわみ角 θ2 のたわみ角 θ1 に対する大小関係が僅かに逆転

して 0.43×10-4rad だけ θ2 が θ1 より大きな値を示している．たわみ角・たわみ比は 1

列車の計測から得られる多数のデータを俯瞰できるため少ない列車計測本数で桁の

状態を把握するのに適するが，その反面微細な計測値同士の比であり，このような

僅かな計測値の変化に対しても数値変動の感度が高いことに留意する必要がある．  

たわみ角・たわみ比 たわみ角・たわみ比  
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図 5.3.2-3 列車進出側たわみ角計測波形 図 5.3.2-4 列車進入側たわみ角計測波形 

 

B52-3 橋における貨物列車のたわみ角・たわみ比の値は， 初の値は非常によく収

束しているが，その後の値はややばらついている状況が確認できる．この主な理由

は，まず，B52-3 橋の支間長が車両長よりわずかに長いという条件において，先頭車

両が重量の大きく軸重の変動が殆んどない電気機関車でその後続が貨物の積載荷重

の変動が大きい貨車で編成される貨物列車が計測対象列車ということにある．さら

に，たわみおよび列車進出側のたわみ角が 大値をとる列車の載荷状態は図 5.3.2-5

に示すとおりであり，たわみ角・たわみ比の 初の値は基本的に先頭車である電気

機関車の作用荷重の影響が大きいため変動が小さく，2 両目以降は 2 両分の貨物の

積載量のバランスの影響を受けて変動が大きくなる．なお，各列車の 後尾に対す

るたわみ角・たわみ比の値は連行荷重の載荷状態が異なるため，管理値としての扱

いから除外することとする．  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より，健全な橋りょうにおけるたわみ角・たわみ比は概ね理論値付近に収束

図 5.3.2-5 たわみまたはたわみ角が極大値を示すときの荷重配置 
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【凡例】 
赤字 :径間中央たわみ 大時の  
  電気機関車中心位置 (理論値 ) 
黒字 :列車進出側支点部たわみ角  
  大時の電気機関車中心位置  

【凡例】 
赤字 :径間中央たわみが極大値を示す時の  
  貨車中心位置 (理論値 ) 
黒字 :列車進出側支点部たわみ角が極大値

を示す時の貨車中心位置  

凡例
 たわみ角 θ1 のﾃﾞｰﾀ処 理波 形  
 たわみ角 θ2 のﾃﾞｰﾀ処 理波 形  

凡例
たわみ角ﾃﾞｰﾀ処 理 θ1

たわみ角ﾃﾞｰﾀ処 理 θ2
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することを確認した．  

(3)支承機能が低下した橋りょうにおけるたわみ角・たわみ比の推移 

ここでは一方の支点側で沓の交換が実施され，もう一方の支点側では目立った変

状報告がない B52-4 橋で，沓交換前後のたわみ角・たわみ比の推移を確認し，たわみ

角・たわみ比を用いた健全度評価手法の実効性を検証する．  

B52-4 橋におけるたわみ角・たわみ比の値は，径間部のたわみ量の極大値とその同

時刻の列車進出側支承部のたわみ角の値を用いて算出した．また，たわみ角・たわ

み比を算出する際のたわみ角 θ1，たわみ角 θ2 は各ターゲットにおける鉛直変位に対

する計測値から算出し，径間部のたわみ量は径間中央の変位量に換算したものを用

いた．沓が交換される前後で計測した列車進入側と列車進出側の支承部のたわみ

角・たわみ比のデータを図 5.3.2-6 に示す．図 5.3.2-6 における「沓交換前の進出側」

支承部および「沓交換前の進入側」支承部のたわみ角・たわみ比は図 5.2.2-8 に示す

グラフの波形から算出し，「沓交換後の進出側」支承部および「沓交換後の進入側」

支承部のたわみ角・たわみ比の値は図 5.2.2-9 に示すグラフの波形から算出したもの

である．  

 
 

 

 

 

列車進入側支承部のたわみ角 θ1 およびたわみ角 θ2 の挙動は，両者のたわみ角・

たわみ比とも理論値 3.289 に対して 2.81～4.12 付近に収束しており，沓の取替前後

で両者の相対関係は基本的に変化がみられない．  

これに対し，列車進出側支承部のたわみ角については，沓の取替前後でたわみ角・

たわみ比が異なった推移の傾向を示す．たわみ角 θ1 の挙動は沓の取り替え前は十分

な回転機能を発揮せずたわみ角・たわみ比の推移が不規則で 0.41～2.88 の範囲で推
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たわみ角・たわみ比  

図 5.3.2-6  沓取替前後の支承部におけるたわみ角・たわみ比の推移 

【凡例】  
列車進出側 交換後  θ1    θ2    平均  
      交換前  θ1    θ2    平均  
列車進入側 交換後  θ1    θ2     
      交換前  θ1    θ2        理論値  

載荷台車  
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移しているのに対し，沓の取り替え後は取替の初期段階の十分な回転機能を発揮す

るには至っていない状態であるものの，桁全体と位相が整合した規則的な挙動を示

している．また，たわみ角 θ1 およびたわみ角 θ2 のたわみ角・たわみ比の平均値は

概ね理論値付近に収束しており，たわみ角 θ1 およびたわみ角 θ2 のたわみ角・たわ

み比の和，すなわち支承部付近の総体的な回転量は概ね同様であるが，支承部直上

の回転機能が十分でない場合は，ソールプレート径間側の縁端部付近に応力集中が

発生することが分かる．  

本ケースは実際に支承部の変状が認められて沓が交換された事例であり，本ケー

スにおける沓の交換前のデータは，今後，沓の交換時期の目安の一つとして活用で

きるものである．今後，このような沓の交換前後のデータの収集を進め，本指標に

よる変状対策の閾値の設定等による維持管理の効率化を推進してゆくことが重要と

なる．  

次に，固結等が原因で回転不良が発生した沓を有する桁において共振現象がソー

ルプレート径間側縁端部の角折れ現象に与える影響を検証する．検証は列車進出側

支承部における共振の影響が大きい場合と共振の影響が小さい場合を比較すること

によって行う．沓交換前の共振現象が比較的大きい場合の支承部のたわみ角データ

処理波形を図 5.3.2-7 に示す．なお，沓交換前の列車進出側支承部における共振の影

響が小さい場合のデータ処理波形は図 5.2.2-8 に示したもので比較する．また，沓交

換前の共振の影響が小さい図 5.2.2-8 の波形計測時の径間部のたわみのデータ処理

波形および共振の影響が大きい図 5.3.2-7 の波形計測時の径間部のたわみのデータ

処理波形を図 5.3.2-8 に示す．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沓交換後の共振の影響が小さい場合の列車進出側支承部のたわみ角データ処理波

形を図 5.3.2-9 に示す．なお，沓交換後の列車進出側支承部における共振時のたわみ

図 5.3.2-7 沓交換前･共振時のたわみ角 図 5.3.2-8 沓交換前の径間部のたわみ 

Ｂ 52-4 橋列車進出側  

時間 (秒 ) 

たわみ角 (10-4rad) 

凡例
  共振の影響が大きいとき 
(図 5.3.2-7 と同一計測時のデータ )
  共振の影響が小さいとき 
(図 5.2.2-8 と同一計測時のデータ )

時間 (秒 ) 

凡例
 たわみ角 θ1 のﾃﾞｰﾀ処 理 波 形  
 たわみ角 θ2 のﾃﾞｰﾀ処 理 波 形  

たわみ (㎜ ) 
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角データ処理波形は図 5.2.2-9 に示したもので比較する．また，沓交換後の共振の影

響が大きい図 5.2.2-9 の波形計測時の径間部のたわみのデータ処理波形および共振

の影響が小さい図 5.3.2-9 の波形計測時の径間部のたわみのデータ処理波形を図

5.3.2-10 に示す．  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沓交換前において共振現象があまりみられない図 5.2.2-8 に示すデータ処理波形

と共振現象が比較的大きい図 5.3.2-7 に示すデータ処理波形に対するたわみ角・たわ

み比，そして沓交換後の共振現象があまりみられない図 5.3.2-9 に示すデータ処理波

形と共振現象が比較的大きい図 5.2.2-9 に対するたわみ角・たわみ比を図 5.3.2-11 に

示す．  
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1 3 5 7 9 11 13 151・2F 3B・4F 5B・6F 7B・8F 9B・10F 11B・12F 13B・14F 15B・16F

図 5.3.2-11 列車進出側支承部のデータ処理波形に対するたわみ角･たわみ比の推移 

図 5.3.2-10 沓交換後の径間部のたわみ 

たわみ  
(㎜ ) 

時間 (秒 ) 

Ｂ 52-4 橋列車進出側  

凡例
  共振の影響が大きいとき 
(図 5.2.2-9 と同一計測時のデータ )
  共振の影響が小さいとき 
(図 5.3.2-9 と同一計測時のデータ )

図 5.3.2-9 沓交換後･共振影響小のたわみ角 

たわみ角  
(10-4rad) 

時間 (秒 ) 

凡例
 たわみ角 θ1 のﾃﾞｰﾀ処 理 波 形  
 たわみ角 θ2 のﾃﾞｰﾀ処 理 波 形  

【凡例】  
交換後 共振の影響大  θ1    θ2 
    共振の影響小  θ1    θ2 
交換前 共振の影響大  θ1    θ2 
    共振の影響小  θ1    θ2  理論値  

たわみ角・たわみ比  

載荷台車  
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列車進出側支承部付近のたわみ角・たわみ比の推移を示した図 5.3.2-11 のグラフ

から，沓の可動状況と共振現象がたわみ角・たわみ比の推移に及ぼす影響として以

下のことが確認できる．  

沓の交換前のたわみ角 θ2・たわみ比は，共振の影響が大きいときが共振の影響が

小さいときと比較して理論値との差が全体的に大きくなっている．たわみ角 θ1・た

わみ比と理論値との差は共振の影響の大小に関係なく概ね同様の値を示しているが

共振の影響が大きいときの方が小さいときに比べて円滑な挙動を示している．  

これに対し，沓の交換後は共振の影響の大小に関係なく理論値付近に概ね収束し

ている．したがって，沓の可動不良が生じてたわみ角 θ1 の挙動が円滑でない場合，

共振時にソールプレート径間側縁端部等での角折れが大きくなることが分かる．  

なお，目立った変状のない列車進入側支承部付近については，図 5.3.2-6 に示した

たわみ角・たわみ比の推移は，沓の交換前が共振の影響が小さく，沓交換後が共振

の影響が大きいものであるが，たわみ角 θ1・たわみ比は全体的に共振の影響が認め

られない．また，たわみ角 θ2・たわみ比は沓の交換前は一部やや大きい値を示す箇

所もみられるものの概ね理論値付近に収束し，交換後については全体的に理論値付

近に収束している．  

よって，たわみ角・たわみ比の推移は沓が変状していない場合は共振に対する影

響は限定的で概ね理論値付近に収束し，列車からの作用荷重や桁の剛性の変化のみ

ならず，列車通過に伴う動的な影響に対しても相殺効果が発揮されている．  

桁の共振は，列車の加振作用に対する桁の応答値が急激に大きくなる現象であり，

桁の固有振動数付近の加振振動数で走行する列車が存在する可能性がある場合，桁

の共振時のたわみ角の推定値を算出する手法の確立が重要となる．  

これに対し，次節にて，桁の基本固有振動数および減衰比を振動論方程式に適用

して得られる共振振動数付近の動的理論波形と共振振動数に近い挙動を示した計測

例にて比較検証し，共振時に近い加振振動数が作用したときの動的応答倍率の推定

の可能性を確認する．なお，列車通過時の桁の応答に対する動的応答を精度よく把

握するため，桁の径間中央のたわみに対して動的理論波形の式の妥当性を検証する． 

 

5.4 動的理論波形の実効性の検証 

ここでは SMC を用いて計測した桁のたわみの応答波形から桁の基本固有振動数

や減衰比等の実態値を振動論方程式にあてはめて得た動的理論波形の実効性を検証

する．実効性の検証は動的理論波形と計測波形との比較や，設計上の動的応答倍率

との比較によって行う．動的理論波形に関する提案手法の実効性の検証は完全共振

に極めて近い動的挙動を示す列車 1 のデータ処理波形を選定した．設計上の共振波

形との比較はＢ 4 橋における完全共振時の理論波形に対して H16 標準に準拠した設
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計上の理論波形（以下「設計波形」という）との比較により実施した．なお，H16

標準で定義されている衝撃係数は設計 大応答値を算出することが目的であり設計

波形は定義されていないが，ここでは定常区間の振動中心に対して速度効果の衝撃

係数から算出した振幅と完全共振振動数から成る波形を設計波形とする．  

動的理論波形および静的応答波形の定常区間の振動中心は，図 5.4-1 に示すデー

タ処理波形の定常区間のたわみの平均値から ≒3.28 ㎜を得る．さらに，この静的

応答波形から，定常区間の振幅 =0.227 ㎜，振動中心の速度 =5.26 ㎜ /s を得る．

動的理論波形はこれらを式 (4.3.3-23)に適用して求め，設計波形は定常区間の振動中

心に対して速度効果の衝撃係数から振幅を算出し，波形を重ね合わせて作成した．  

 

 

 

図 5.4-1 定常区間の振動中心および静的応答波形の導出 

 

これらを用いて，Ｂ 4 橋の 4 主桁のうちの NG1 の径間中央における列車 1 通過時

の純たわみデータ処理波形およびこれと同条件の動的理論波形を比較する．  

動的理論波形は，列車載荷時の荷重の影響を反映する場合と反映しない場合の理

論波形に対する影響を見極めるためこれら 2 ケースを示す．なお，列車載線時の荷

重の影響を反映する場合，定常区間におけるたわみ波形の極値は車両 2 両分の 8 軸

載荷時に発生するため，車両 2 両分の作用荷重をみかけの桁死荷重の増加分とする．

したがって，式 (4.3.3-4)に基づき基本固有振動数に車両 2 両分の重量 Dt を反映して

(D/(D+Dt))1/2 を基本固有振動数に乗じ，減衰比にその逆数を乗じる補正を行う．  

この動的理論波形において列車が桁に載荷している影響を反映した場合と反映し

ない場合の波形と列車 1 通過時の純たわみのデータ処理波形を図 5.4-2 に示す．  
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【凡例】  静的応答波形  データ処理波形  
たわみ (㎜ ) 

時間 (秒 ) 

≒0.227 ㎜  
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図 5.4-2 から，列車載荷中の影響を反映しない場合の動的理論波形と計測波形は

定常区間の極大値は増加傾向にある．これに対し，列車荷重が桁に載荷した影響を

反映した動的理論波形の定常区間の 後の 3 つの極大値は微減傾向を示し，計測波

形の極大値の増加傾向とは整合しない結果となった．  

次に，動的理論波形の完全共振振動数付近の動的応答値の推移および列車の計測

値との整合性の確認を目的として，動的理論波形，計測波形，設計波形の列車速度

に応じた動的応答の推移を比較検討する．すなわち，完全共振振動数付近の列車速

度および列車 1~7 と同じ列車速度に対応する基本振動数 に対して動的応答倍率を

算出した．また，列車 1，3，5 が 16 両編成，列車 2，4，6 が 8 両編成であり，列車

2，4，6 と同じ列車速度に対応する基本振動数 に対して動的理論式から動的応答

倍率を算出する場合は 8 両対応の値を算出し，その他の場合は 16 両編成の場合の値

を算出した．これらの算出結果を表 5.4-1 および表 5.4-2 に示す．  

なお，動的応答倍率 I とは，静的応答に対して動的応答がどの程度の大きさであ

るかを示す指標であり，式  (5.4-1)で表される．  
 

1  (5.4-1) 

 
表 5.4-1 計測列車と同条件の動的理論値とデータ処理波形から得られる動的諸元  

対象

列車  
 v 

計測列車と同条件
の動的理論値 

データ処理波形からの算出値 
記事  

 I  v  I 

列 車 1 2.90 261 1.259 2.259 2.90 261 0.474 1.474 検証用データ 

列 車 2 3.09 278 0.568 1.568 3.09 278 0.257 1.257 動的理論波形

作成用データ 

列車 2，4，6

は 8 両編成 ,他

は 16 両編成  

列 車 3 3.34 301 0.222 1.222 3.34 301 0.150 1.150 

列 車 4 3.31 298 0.252 1.252 3.29 296 0.154 1.154 

列 車 5 3.33 300 0.232 1.232 3.33 300 0.127 1.127 

列 車 6 3.25 293 0.307 1.307 3.21 289 0.112 1.112 

列 車 7 2.78 250 0.678 1.678 2.78 250 0.290 1.290 検証用データ 
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【動的理論波形の諸元】  

列車載線荷重不含時 fpr=2.92Hz， fbr=2.90Hz =2.0％  
列車載線荷重反映時 fpr=2.82Hz， fbr=2.90Hz =2.1％  

たわみ (㎜ ) 

時間 (秒 ) 

【凡例】  
  動的理論波形 (列車載線荷重反映時 ) 

動的理論波形 (列車載線荷重不含時 ) 
 データ処理波形 (純たわみ ) 

図 5.4-2 NG1 の径間 中央における列車１のたわみデータ処理 波形と同条 件の動 的理 論波 形  
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v(km/h) (Hz)  I  v(km/h) (Hz)  I 
240 2.67 0.431 1.431  240 2.67 0.636 1.636 
259 2.88 1.194 2.194  250 2.78 1.124 2.124 
261 2.90 1.256 2.256  252 2.80 1.182 2.182 
263 2.92 1.271 2.271  253.8 2.82 1.231 2.231 
265 2.94 1.220 2.220  256 2.84 1.175 2.175 

     258 2.87 1.098 2.098 

 

なお，設計波形の動的応答倍率は H16 標準に準拠した以下の①～⑦の仮定に基づ

く衝撃係数算出ソフトウェア「Vepp-I」を用い 3)，動的理論波形から得た値と同様

に速度効果のみを考慮した値とした．  

・桁は粘性減衰を有し，Bernoulli-Euler の梁理論に則り変形する．  

 ・桁の減衰定数ξは 2.0%である．なお，減衰定数は式  (5.4-2)で表され，減衰比

で近似できる．  

 

2π
1

8
≒ ζ (5.4-2) 

  

・列車は 16 両編成である．  

・車体・台車・車軸は剛体とし，質点でモデル化する．  

・線路構造物は有限要素を用いてモデル化する．  

・車輪とレール間の力学モデルには，車輪軸がある遊間をもって軌道上を走行す

る蛇行動モデルを適用する．  

・共振領域では，軌道の乱れの影響と速度効果の連成効果が無視できない程度と

みなして，設計上の完全共振振動数以降の振動数領域で衝撃係数を 大値で一

定とした．  

 以上の検討結果を反映した動的理論波形，データ処理波形，設計波形から得られ

る列車速度と動的応答倍率の関係を図 5.4-3 に示す．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)列車の載荷荷重を考慮しない場合  (b)列車の載荷荷重を反映した場合  

表 5.4-2 各列車速度の場合の動的理論値  



135 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 50 100 150 200 250 300

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.4-3 動的理論波形･データ処理波形･設計波形における列車速度と動的応答倍率 

 

図 5.4-3 から設計波形は実態よりも低い振動数領域，すなわち安全側で完全共振

振動数が設定されていることが確認できる．これは桁の剛性 EI が一般的に設計値よ

りも実測値の方が大きく 2)‐ 4)，死荷重は実測値の方が小さいものの，前者の割合の

方が後者の割合を上回る 6)7)という事実と合致する．これに対し，動的理論波形は実

態値の完全共振振動数を用いているため実際の完全共振振動数とよく整合すること

が期待できる．ただし，実態値の算出に対する前提条件の適合性を確認することが

重要であり，ここでは計測波形から求めた基本固有振動数すなわち共振振動数の算

出方法について計測値との比較により確認する．  

図 5.4-3 に示す動的理論波形のグラフから，桁上に列車の載荷荷重を反映してい

るときと反映しないときでは動的理論波形の完全共振振動数が異なり，B4 橋を列車

が通過したときの計測波形から得られる動的応答倍率の推移と比較すると列車載荷

荷重を反映した動的理論波形から得た動的応答倍率の推移とは整合しない．これに

対し，自由振動区間から基本固有振動数を算出した動的応答倍率の推移，すなわち

列車載荷荷重を反映しない方は計測波形から得られる動的応答倍率の推移とよく整

合する．  

図 5.4-2 に示す定常区間の波形の増減傾向および図 5.4-3 に示す計測波形の動的応

答倍率の推移から推定される完全共振振動数との整合状況を踏まえ，コンクリート

桁の動的理論波形の導出に用いる基本固有振動数は，自由振動区間から算出したも

のを用いる．すなわち，動的理論波形は列車載荷荷重を考慮しない場合のものを用

いる．  

なお，列車 2，4，6 は 8 両編成であり，その他の 16 両編成の応答を算出している

データ曲線に比して，やや小さな値を示している．  

一方，設計波形は図 5.4-2 に示すグラフから完全共振振動数が 2.92Hz のときの時

速 263km/h の列車速度から得た速度効果の衝撃係数 =1.38 を用いて振幅を算出し，

これに完全共振振動数を与えた波形を静的応答波形の振動中心に重ね合わせて作成

列車速度 v
(㎞ /h) 

2.38 

240 263 

【凡 例 】 
○設 計 上 の基 本 固 有 振 動 数 到 達 時 の動 的 諸 元  
□□動 的 理 論 波 形 の動 的 応 答 倍 率  ▲▲計 測 波 形 の動 的 応 答 倍 率  
□▲16 両 編 成   □▲8 両 編 成     動 的 理 論 値 (列 車 載 線 荷 重 不 含 時 ) 
  動 的 理 論 値 (列 車 載 線 荷 重 反 映 時 )     計 測 波 形 の動 的 応 答 倍 率  

動的応答倍率 I 

列車の載荷荷重を考慮しない場合の  
完全共振時の列車速度  
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した．これによって得られた完全共振時の動的理論波形と設計波形のグラフを図

5.4-4 に示す．また設計上の衝撃係数に車両動揺の衝撃係数 を反映した 大値・

小値も併せて示す．  

 

 

 

図 5.4-4  NG1 径間中央における完全共振時の動的理論波形と設計波形 

 

図 5.4-2 より，列車 1 のデータ処理波形とこれと同条件の動的理論波形は 1 両目

のたわみの振幅および位相が概ね整合しているが，理論波形と計測波形のたわみの

差が徐々に広がる結果となっている．一方，設計標準において速度効果の衝撃係数

は「極めて再現性が高い」 8)とあるように図 5.4-4 に示すとおり，動的理論波形の

大値が設計値と概ね一致している．  

動的理論波形および設計波形の三者の推定精度を定量的に比較するため，データ

処理波形の諸元を比較する，16 両編成で列車速度が完全共振時とほぼ等しい場合列

車 1 の走行条件の動的応答倍率を表 5.4-3 に，列車 2 の走行条件すなわち 8 両編成

で列車速度が完全共振振動数時の列車速度より約 5m/s 大きい場合の動的応答倍率

を表 5.4-4 に示す．  

 

表 5.4-3 列車 1 の計測波形に対する動的応答倍率の比較 

手法  
動的応答倍率 I 
(データ処理波形

に対する比)  

減衰比  
(%) 

基本固有振動数  
(Hz) 

基本振動数  
(Hz) 

 
(Hz) 

理論波形  2.26（1.53）  2.0 2.92 計測波形に同じ  0.02 

設計波形  2.38（1.56）  2.0 約 2.67 以上  計測波形に同じ  -0.23 以上  

ﾃﾞｰﾀ処理波形  1.53（  ‐  ）  2.0 2.92 2.90 0.02 

 

‐4

‐2

0

2

4

6

8

10

5 9 13 17 21 25

【動的理論波形の諸元】  

列車載荷荷重不含時 fpr=2.92Hz，fbr=2.92Hz =2.0％
たわみ (㎜ ) 

時間 (秒 ) 

【凡例】  
動的理論波形 (列車載荷荷重不含時 ) 
設計波形  

●  反映時の設計波形の 大値･ 小値  
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表 5.4-4 列車 2 の計測波形に対する動的応答倍率の比較 

手法  
動的応答倍率 I 

(データ処理波形に 

対する比)  

減衰比  
(%) 

基本固有振動数  
(Hz) 

基本振動数  
(Hz) (Hz) 

理論波形  1.57（1.25）  2.0 2.92 計測波形に同じ -0.17 

設計波形  2.38（1.89）  2.0 約 2.67 以上  計測波形に同じ -0.42 

ﾃﾞｰﾀ処理波形  1.26（  ‐  ）  2.0 2.92 3.09 -0.17 

 

 表 5.4-3 および表 5.4-4 より，動的理論波形および設計波形はデータ処理波形よりも

動的応答倍率が大きく，安全側の評価となっている．この傾向は完全共振時も同様で

あることが図 5.4-3 や表 5.4-3，表 5.4-4 から確認できるが，設計波形の完全共振振動

数は実態よりも低い周波数領域から高止まりさせており，この高止まりの範囲におい

ては完全共振振動数と基本振動数との差が大きくなるほど動的応答倍率の乖離度合は

大きくなる．  

 また，図 5.4-3 から完全共振振動数付近では桁の動的応答倍率は急激に大きくなり，

完全共振振動数付近の動的応答は完全共振振動数と基本振動数との差「 」の

感度が高く，完全共振振動数の推定精度が重要であることが分かる．なお，列車 2 は

8 両編成であるため，16 両編成の想定の設計波形とは乖離度合が大きくなっており，

編成列車の車両数を反映可能な本手法の有効性が確認できる．  

動的理論波形および設計波形が計測波形に対して大きな値をとる理由として考え

られる原因は以下のとおりである．1 点目は列車による動的荷重が全て Fsin2 の

規則的な加振力で与えられかつ，全て基本振動数に反映されると仮定していること， 

2 点目は列車と桁との動的相互作用による動的応答の減衰効果の影響が反映されて

いないことが挙げられる．  

1 点目は，列車から桁に作用する加振力は各車軸から各々異なる動的荷重が作用

するため実態の載荷は規則的な正弦波で表現される変動とならず，桁の応答も全て

が基本振動数での応答とならないこと，さらに桁は隣接構造物や下部工の挙動の影

響を受けることに起因する．なお，本検討では両支点部の鉛直変位量の平均値を差

し引いて桁の純たわみ波形を算出して検討しているため，径間中央のたわみ量に包

含される沓の変形や下部工の変位の影響は概ね抑制されている．列車の加振力が桁

のたわみの応答値に及ぼす影響を確認するため，列車 1 の加振力による基本振動数

への寄与率を考える．計測列車の加振振動に占める基本振動数成分の割合は主に以

下の仮定に基づいて求める．  

 ・加振振動の振動数分布は基本振動数成分とその他の振動数成分から構成される．

桁の応答波形の基本振動数は 2.90Hz であるため，2.63Hz～3.03Hz の振動数帯を

基本振動数成分とする．  

 ・たわみ量が 大のとき，重ね合わせた波の位相は一致しているとみなすことが
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できる．  

たわみの計測波形の周波数特性は，たわみ波形の時系列離散データを離散フーリ

エ変換することで算出したパワースペクトル密度（以下，「PSD」という）により考

察する．PSD 算出式を式  (5.4-3)に示す．  

 

| | ・2

・
 (5.4-3) 

 

ここで， は周波数， は式  (5.4-4)に示すたわみまたはたわみ角のフーリエ変

換 (㎜または rad)， は計測時の撮影速度 (fps)， は計測波形の要素数である． こ

のとき，PSD の周波数分解能は (Hz)となる．  

 

ｰ

 (5.4-4) 

 
はたわみまたはたわみ角の波形であり， は周波数の関数となる．実際の計測

データ は離散的であり，またフーリエ変換計算アルゴリズムも FFT(高速フーリ

エ変換 )であるが，実用的には式  (5.4-4)と考えて良い．  

 列車 1 がＮＧ1 通過時の定常区間における基本振動数付近に占める周波数成分と

その他の周波数領域のたわみの PSD の比は，図 5.4-5 に示すとおり概ね 92：8 とな

る．よって，たわみのフーリエ振幅スペクトルにおける基本振動数成分を x(㎜ )，そ

の他成分を y(㎜ )とすると 92：8=  x2： y2 で表され， x： y≒77：23 となる．なお，フ

ーリエ変換をおこなった時間区間は，図 5.4-5 に示す定常区間内の時間帯に対して

実施した．よって，加振振動の基本振動数成分が 大たわみ量に寄与する割合は約

77％とみなすことができるため，式 (4.3.3-23)で示される過渡振動の振幅を 0.77 倍し

た動的理論波形と計測波形との整合状況を確認することとする．  

 

 

図 5.4-5 列車 1 のたわみのパワースペクトル密度  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0 10 20 30 40 50

92% 
PSD(㎟ /Hz) 

周波数 (Hz) ‐2

0

2

4

6

7 9 11 13 15 17

2.63 
3.03 

解析対象時間 8.58～13.69s 



139 
 

 

2 点目は，列車と桁との動的相互作用による桁の動的応答の減衰効果である．曽

我部 3)らの研究の数値シミュレーションにおいて車両長 25ｍ，支間 50m の減衰比

2.0％の同一スパン 10 連の条件での衝撃係数が，列車と桁の相互作用無しの場合は

約 1.35 であるのに対し，相互作用有の場合は約 1.00 と約 25％減少することが報告

されている．この数値シミュレーションは車両長の整数倍の支間長の桁が連続して

配置された共振を励起しやすいモデルであるが，車両性能は検討時から 15 年以上経

過の間で，車体間ヨーダンパやセミアクティブサスペンションやボルスタレス台車

の導入等 9‐ 11)によって車両側の性能向上に伴う桁の共振抑制効果の向上も期待で

きることを踏まえてこの検討結果を反映する．  

これらの影響を反映した動的理論波形の補正波形と列車 1 の計測波形を図 5.4-6

に示す．  

 

 

  
図 5.4-6 動的理論波形・動的理論波形の補正波形・データ処理波形 

 

図 5.4-6 に示すとおり動的理論波形の補正波形は計測波形と約 13％の差となるが

共振現象を予測する数値と考えれば安全側の評価と出来，実務上の一指標となり得

ると考えられる．両者の差が生じた原因は，加振条件に現場で生じる乱れの影響を

反映せず，起こり得る 大値を示すため列車による加振振動が全て基本周波数を有

する動的挙動に反映されるとしていること，車両と構造物との相互作用による動的

応答の減衰効果を反映していないことであり，列車 1 計測時の実態に合ったこれら

条件を反映することで列車 1 によるたわみの応答波形と動的理論波形の補正波形が

概ね整合した．  

また，図 5.4-2 および図 5.4-6 に示す波形の比較結果や図 5.4-3 に示す動的応答倍

率の推移より設計波形に車両動揺の影響の衝撃係数 を反映した場合は応答値がさ

らに過大な結果となる．設計で算出する衝撃係数は，「安全性に対しては実測値を包

絡する 大値の期待値と定義させる必要がある」 8)ため起こり得る 大値を算出す

‐4
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0.684 ㎜

たわみ  
(㎜ ) 

時間 (秒 ) 

【凡例】  
    動的理論波形 (列車載荷荷重

不含時 ) 
    動的理論波形の補正波形  
    データ処理波形 (純たわみ ) 
●   を反映した時の設計波形の  
   大値･ 小値  

【動的理論波形の補正波形の諸元】  
列車載荷荷重不含時 :fpr=2.92Hz， fbr=2.90Hz， =2.0％  
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ることとした結果，一般的に設計値が実測値より大きな値となる．また，車両動揺

の影響の衝撃係数 は，設計場面では「軌道不整等の程度に依存してばらつくもの

であり，使用性の照査で用いる際は 3/4 に低減してよい」8)との方針であり，軌道の

不整，レール継ぎ目，車輪のフラット現象等によるもので確率的要素の強いもの 2)

である．したがって，動的理論波形を算出する際の車両動揺の影響の衝撃係数 の

取り扱いは，検討線区を走行する車両や軌道の整備状況を勘案しつつ，図 5.4-3 に

示すような複数の計測値と動的理論値から得られる動的応答倍率を比較することに

よって反映の程度を検討するのが適切である．本検討例においては，対象線区が高

速走行列車専用線区で軌道整備状況が良好であること，計測箇所付近はロングレー

ル化されてレール継ぎ目が存在しないこと，車両の整備状態が良好であることを念

頭に，列車 2~7 に対する理論値と計測値の関係が図 5.4-3 に示す状況であることを

勘案して車両動揺の影響の衝撃係数 は反映しないこととした．なお，支間長が小

さい場合や軌道整備状態が良好でない場合等の車両動揺の影響を無視できない場合

は別途式 (4.3.3-5)によってその影響を反映する必要がある．  

一方，速度効果の衝撃係数 は，設計実務で活用される設計標準にも「極めて再

現性が高い」8)と記載されており，図 5.4-4 に示すとおり動的理論波形と設計波形は

大値・ 小値とも概ね一致する．また，図 5.4-6 に示すとおり列車 1 の条件に合

わせて導出した動的理論波形の補正波形と列車 1 のデータ処理波形が概ね一致して

いることから，本提案手法の妥当性が確認できる．  

Ｂ 4 橋における列車 1 通過時の純たわみのデータ処理波形の 大値 5.2 ㎜に対し，

完全共振時の動的理論波形の 大値 7.8 ㎜，設計波形の 大値は速度効果の項のみ

を考慮した場合は 8.3 ㎜，車両動揺の影響も考慮した場合は 9.0 ㎜である．なお，

設計限界値は，設計標準に定める「乗り心地から定まる桁のたわみの限界値」およ

び「常時の走行安全性から定まる桁のたわみの設計限界値」から，走行安全性につ

いては 52 ㎜，乗り心地については 27.5 ㎜と得られ，基準値内に収まっている．主

桁 NG2～NG4 の径間中央の純たわみに関するデータ処理波形の 大値は NG2 が 5.0

㎜，NG3 が 4.7 ㎜，NG4 が 4.6 ㎜であり，全て設計限界値内に収まり，桁のたわみ

に対する走行安全性ならびに乗り心地に関する要求性能は満足されている．   

その他実務への活用については，疲労の検討への活用が挙げられる設計波形は自

由振動を考慮していないため，応力範囲を検討事項とする疲労の検討等には不向き

である．これに対し，動的理論波形のたわみ量の 大値はデータ処理波形よりも約

5 割の安全側の評価となっているが，これは非合理的なものではなく起こり得る

大値を示しており，実態に近い低減を検討する際は数本の計測波形との比較により

動的応答値の低減率を検討する等が適切である．また，完全共振振動数については

精度よく推定できており，速度向上検討時や完全共振振動数と合致する加振振動数

の速度を有する列車走行時の応答値の推定への活用が可能となる．  

本手法による理論波形の精度向上に向けては，基本固有振動数や減衰比等の諸元
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の推定精度のさらなる向上に取り組む必要がある．これに対しては応答波形の極値

付近の計測ピッチをさらに密にして極値近傍の計測データを増加させる等による計

測精度の向上が必要であり，さらなる計測速度の向上対策に取り組みが動的応答値

の推定精度向上に向けて重要である．  

 

5.5 まとめ 

本章では，本研究で提案した健全度評価手法に SMC を用いて鉄道橋を実測した

データを適用してその有効性を検証した．本章における検証結果は以下のとおりで

ある．  

(1) 鉄道橋支承部のたわみ角の計測適用範囲の確認 

高速走行列車走行線区において BP 沓を有する 20 橋りょうの支点部たわみ角を調

査し，各橋りょうを計測して得られたデータ処理波形の 大値が 1.4×10-4rad～

5.5×10-4rad であった．たわみ角の 大値が も小さい橋りょうの一つである β9 橋

のデータ処理波形とたわみ角の管理波形とを比較した結果，両者の波形はよく整合

した．時系列評価に資する精度を有していることが確認され，たわみ角が鉄道橋支

承部における可動状況の評価に適用可能であることが明らかとなった．  

(2) 支承部ソールプレート径間側縁端部の角折れ現象の把握の実現性に関する検証 

新たに健全度評価指標として提案したたわみ角の支承部付近の挙動は，たわみ角

θ1 およびソールプレートの径間側縁端部を跨いだ 2 点間のたわみ角 θ2 のデータ処理

波形を比較した結果，新設桁の支承部および経年 40 年以上の桁で目立った変状報告

がない支承部においては波形が概ね一致した．その一方で，経年 40 年以上の桁の沓

の交換を要した支承部の沓交換前のデータ処理波形からはソールプレートの径間側

縁端部の角折れ現象を確認できたのに対し，沓交換の約 2 ヶ月後のデータ処理波形

からは沓が円滑に可動しソールプレートの径間側縁端部の角折れ現象は概ね解消さ

れていることを確認できた．以上の結果から，ソールプレート径間側縁端部の疲労

き裂の前兆把握が可能であることが明らかとなった．  

(3) たわみ角管理波形の妥当性に関する検証 

たわみ角管理波形は，供用間もない新設桁のデータ処理波形を適用して比較した

結果，概ね整合した．また，変位量の大きい鋼製橋脚を下部工に持つ橋りょうに対

してもたわみとたわみ角のデータ処理波形から下部工の鉛直変位の影響を差し引い

た「純たわみ」と「純たわみ角」を適用比較した結果，たわみ角管理波形は純たわ

みと概ね整合した．したがって，新たに健全度評価手法として提案したたわみ角管

理波形は，たわみ角の計測データとの比較による健全性評価への汎用性が明らかと

なった．  

(4) たわみ角・たわみ比の妥当性に関する検証 

新設桁の支承部におけるたわみ角・たわみ比は計測した 8 本の列車のデータが概

ね理論値付近に収束する結果となり，支承部の可動状況は良好であることが確認で
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きた．同様に経年 40 年以上の桁の目立った変状報告がない支承部におけるたわみ

角・たわみ比も，共振の影響が大きいデータと小さいデータの両者とも概ね理論値

付近に収束した．  

その一方で，経年 40 年の桁の沓の交換を要した支承部の沓交換前のたわみ角・た

わみ比は，沓直上部は値が小さく挙動が不規則で，ソールプレートの径間側縁端部

の値が大きくなった．また，沓交換後のたわみ角・たわみ比は，沓直上部およびソ

ールプレートの径間側縁端部の値も理論値付近に収束した．共振の影響は沓の交換

後は特にたわみ角・たわみ比の値の推移には表れなかったが，沓の交換前は沓直上

の可動状態が円滑でなく十分な回転機能を発揮できない影響がソールプレート径間

側縁端部の負荷となって表れる状況が確認された．  

したがって，新たに健全度評価手法として提案したたわみ角・たわみ比は，橋り

ょう支承部の挙動を反映しており健全性評価に適用可能であることが明らかとなっ

た．  

(5) 動的理論波形の提案式の妥当性に関する検証 

列車 1 の通過時に共振現象を示した桁のたわみの応答波形と提案した桁のたわみ

の推定式に列車 1 の基本振動数を適用して得られた理論波形を比較した結果，応答

値は推定式から得た値が大きいものの，位相やたわみの応答値の推移の傾向が整合

した．桁のたわみの推定式および 7 本の列車のデータ処理波形およびこれらの基本

振動数を変数とする動的理論波形から得られる動的応答倍率の推移を比較した結果，

同様の増減傾向を示すとともに，桁のたわみの推定式の導出に用いた桁の固有振動

数と 7 本の列車の計測波形から推定される完全共振振動数が概ね一致した．  

また，提案した桁のたわみの推定式に共振現象を示した列車 1 の基本振動数を適

用して得られた理論波形に対し，列車による加振振動の基本振動数成分が 大たわ

み量に寄与する割合と列車と桁との動的相互作用による動的応答の減衰効果を反映

した結果，列車 1 通過時の桁のたわみの応答波形との差が約 1 割となった．したが

って，桁の完全共振時のたわみの動的理論波形と応答値との差は，主に列車通過時

の加振振動の基本振動数への寄与率，列車載荷荷重の影響，桁と列車の連成相互作

用の影響であることを示した．  

 動的理論波形導出の取り組みで得られた知見をまとめると以下のとおりである．  

①  実在する桁の列車通過時のたわみ計測波形から基本固有振動数と減衰比を比較

的高い精度で推定する手法を示した．  

②  Bernoulli-Euler の梁理論によるたわみの影響線と計測波形の定常区間の振動中

心を整合させることによりたわみの静的応答波形を得る手法を示した．  

③  振動論の式を発展させた桁の完全共振時の動的応答を反映したたわみ波形の導

出法を提案した．これにより，列車の編成車両数その他の条件に応じた動的応

答波形の導出による，線区や現場特情を反映した共振時の桁の応答値の推定が

可能となった．  
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④  提案手法による動的応答の評価は，列車速度を変数と動的応答の推定値を反映し

た桁の診断に適した汎用的な手法であることを確認した．  

⑤  提案手法は応力振幅や繰り返し回数を表現できるため，桁の疲労診断に資するた

わみの理論波形となる．  

以上の結果から，提案した桁のたわみの推定式は，列車速度を変数とした動的応

答の起こり得る 大値の推定や，共振が発生する列車速度の推定を実現した診断に

資する手法であると言える．  

以上から，支承部の新しい管理指標として提案したたわみ角は維持管理の実用レ

ベルでのデータ取得が可能であり，また，提案した管理手法は列車からの作用荷重

の変動や桁の剛性の変化，列車速度の相違を反映した比較評価を可能としたもので

あると言える．  
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第6章 結論および今後の課題  
 

6.1 本研究のまとめ 

本論文は，鉄道橋の桁における維持管理に関する課題を踏まえ，鉄道橋の維持管

理の効率化に資する計測機器の開発および定量的・客観的指標に基づく維持管理手

法について取りまとめたものである．  

我が国の鉄道は 150 年近い歴史を持ち，100 年以上も鉄道の安全輸送を支え続け

ている橋りょうが今もなお，多数存在する．鉄道橋の建設量の推移は第一次世界大

戦や第二次世界大戦中に建設数量は落ち込んだものの，その後高度経済成長期の大

量に建設された期間以降も一定規模を維持している．高度経済成長期に建設された

鉄道橋が設計耐用年数を迎えつつあり構造物の維持管理の負荷がますます大きくな

る一方で，落橋防止工の後付けや立体交差の重層化等によって検査環境も厳しさを

増し，公共財源の逼迫する状況や熟練技術者の減少傾向も相俟って，維持管理を取

り巻く環境はますます厳しくなりつつある．その一方で，社会的ニーズに応えた近

年の高速化の推進等により，桁の疲労き裂や共振現象への対応等新たな変状等への

対応を要する状況にある．これに対し，作業性がよく地上からの高精度な計測を実

現した SMC を用いた計測システムを開発し，これまで計測が困難であったたわみ

角の計測や複数箇所の同期計測を可能とした．桁の性能や健全性評価を簡易に実施

する定量的・客観的指標としては，桁の径間中央のたわみが長きにわたって用いら

れているが，その他は計測対象箇所まで計測機器を持ち込む等の対応を要すため，

検査をタイムリーに実施することが困難な状況にある．また，桁のたわみ量は「列

車からの作用荷重の変動」「桁の剛性の変化」「列車速度の相違」の影響が大きく，

これら変動要素を安全側に織り込んでいる設計値もしくは管理基準値に対する計測

値との比較による健全性評価や性能評価には適用可能であるが，時系列評価には適

さないため，維持管理での活用機会は限定的となっている．  

これに対し，作業性・安全性に優れ外乱抑制対策を実現した SMC を用いた計測

システムの構築による高精度な計測を可能とし，時系列管理に資する抽出データを

用いた健全度評価指標およびそれを用いた健全度評価手法を提案した．  

 

第 1 章では，本研究の背景および目的，さらに既往の研究を示した．また，本研

究の目的として研究の背景で挙げた課題に対して重点的に取り組むべき箇所や前兆

を把握すべき変状等を明らかにしたうえで研究題目を示した．  

 

第 2 章では，安全性・作業性に優れ，高精度な計測を実現するサンプリングモア
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レ法の原理および SMC を用いた計測システムの概要，さらにその課題を示した．

また，SMC を用いた計測手法の課題のひとつはターゲットの設置を要する点にある

がその対策として精度は SMC より劣るもののターゲットの設置を要さず 1 ㎜以内

の精度で計測可能な開発中の計測手法の概要および SMC との比較計測結果を示し

た．  

 

第 3 章では，SMC の計測精度を示すとともに屋外での計測実現に向けた外乱対策

ならびに時系列管理に資するデータ抽出手法を示し，従来から実務的に用いられて

きた計測手法との比較計測により高い精度で計測可能であることを示した．これに

よって，SMC を用いた屋外での遠隔からの計測を実現するとともに，検査の効率化

に資する計測データの取得ならびに時系列評価に資する計測データの抽出方法を示

した．  

 

第 4 章では，第 2 章および第 3 章にて示した列車通過時の桁の応答値に関する抽

出データを用いた時系列管理に資する以下の評価指標および評価手法を提案した．  

①  定量的・客観的評価指標としてのたわみ角の提案  

重点点検箇所として も変状が多い支承部で近年顕在化している疲労き裂の前兆

把握の手法のひとつとして沓の可動状況やソールプレート径間側縁端部の角折れ現

象の把握が期待できる客観的指標としてたわみ角を提案した．  

②  たわみ角管理波形の提案  

計測対象の変位量が小さく応答値に対するノイズの割合が高いたわみ角の応答波

形の妥当性の判断や応答値と理論値との差を評価する指標として比較的変位量が大

きくノイズの割合が小さいたわみの応答値を用いて導出するたわみ角の管理波形を

提案した．  

③  桁の共振時におけるたわみの動的理論波形の提案  

列車通過時の桁の応答値が急激に大きくなる共振現象の問題が顕在化する状況に

対し，加振振動数が桁の共振振動数に達していない桁のたわみの応答波形からその

桁固有の特性値を求めることによって桁の共振時の動的応答倍率を推定できる動的

理論波形を提案した．  

④  たわみ角・たわみ比を用いた健全度評価手法の提案  

「列車からの作用荷重の変動」「桁の剛性の変化」「列車速度の相違」に左右され

ない時系列評価に資する桁支承部の健全度評価手法の一つとして，桁径間部のたわ

み量に対する支承部のたわみ角の同期計測データの比をとったたわみ角・たわみ比

を提案した． 

 

第 5 章では，第 4 章にて提案した桁の評価指標および評価手法に SMC を用いて

鉄道橋の桁を計測したデータを適用してその有効性を検証した．  
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①  SMC 用いた計測によるたわみ角計測の実効性の確認  

高速列車走行線区においてたわみ角の 大値が も小さいうちの一橋りょうのデ

ータ処理波形とたわみ角の管理波形がよく整合し，たわみ角が鉄道橋支承部の可動

状況の評価に適用可能であることを示した．また，沓直上のたわみ角とソールプレ

ート径間側縁端部のたわみ角の応答波形の比較により疲労き裂の前兆把握が可能で

あることが明らかとなった．  

②  たわみ角管理波形の実効性の確認  

たわみ角管理波形は，実際に営業線で供用されている列車の計測実績を適用して

検証した結果，提案したたわみ角管理波形は，たわみ角の計測データとよく整合し

健全性評価手法として適用可能であることを確認した．  

③  たわみ角・たわみ比の実効性の確認  

たわみ角・たわみ比は，実際に営業線で供用されている列車の計測実績を適用し

て検証した結果，提案した健全度評価手法は，検査結果の内容とよく整合し健全性

評価手法として適用可能であることを確認した．  

④  動的理論波形の妥当性に関する確認  

桁のたわみの動的応答を表す理論式は，実際に営業線で供用されている列車の計

測実績との比較検証により，動的理論波形は計測値と位相が整合し，応答値の増減

は同様の傾向を示したが，応答値が計測値より大きい値を示した．この動的理論波

形の応答値に加振エネルギーの分散効果や車両と桁の連成効果を反映した結果，概

ね応答値も一致し，動的理論波形の有効性を確認した．  

6.2 今後の課題と展望 

本研究では，鉄道橋の検査精度の向上に資する計測システムを構築し，構造物の

維持管理に資する評価手法を提案し，営業線を走行する計測データを適用してその

妥当性を確認した．しかしながら，汎用性の拡大に向けて，さらなるデータの検証

が必要であり，その実現に向けた課題は以下の点が挙げられる．  

①  SMC による計測の場合，ターゲットの設置に要する作業負担が大きいことへの

対応が挙げられる．これに対する対策は，まず，ノンターゲットのたわみ計測機

器の実効性を高めてこれを活用できる機会を増やすこと．2 点目として，SMC

を用いた計測を広く社会認知を図り，事業者の維持管理業務に組み込み，新設構

造物の建設時や鋼桁の塗り替え工事等の足場が設置されている際にターゲット

を設置することをルール化することが挙げられる．  

②  時系列管理に資するものとするためには，構造物の建設初期の変状が認められな

い状態や理論値でとり得る範囲を逸脱した状態や一定の変状が認められた場合

等の計測値を収集し，構造物の状態と比較することによって，健全度判定の閾値

の設定に関する信頼性を高めることが重要である．  
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6.3 結び 

後に，空間的制約が大きい従来計測法ではたわみ角や複数の変位量の同期計測

が事実上極めて困難であったが，従来式計測器に代えて，安全性，作業性，経済性，

および適用範囲の汎用性に優れた SMC による計測を実用レベルへの到達を実現し

た．橋りょうの弱点箇所である支承部については，たわみ角を指標に用いて飛躍的

に作業性が向上した SMC を用いた計測手法によって計測データに基づいてその挙

動を客観的に把握できることから，構造物の長寿命化に寄与できる維持管理・補修

計画の策定が期待できるものと確信する．  
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付録 1 東海道新幹線の開業直後と現在の動的応答値  

ここでは，第１章の「 1.1.3 鉄道橋における課題となる重点点検箇所と変状」で

用いた根拠データを示す．  

東海道新幹線の開業当時と現在の最高速度で，支間長が 10m，20m，30m， 40m，

50m の単純桁を通過した際の活荷重および衝撃係数は以下のとおり．  

（1）合成桁の活荷重および衝撃係数  

合成桁の固有振動数の概算値は列車通過時の概算値は na =70 Lb
 -0 .8 であり，これ

を用いて衝撃係数を算出する．各支間長に対する衝撃係数を表 1-1～表 1-5 に示す． 

 

表 1-1 支間長 10m の場合  

 
列車最高  

速度  
（km/h）  

基本固有  
振動数  
（Hz）  

速度効果の  
衝撃係数  

車両動揺の  
衝撃係数  

衝撃係数  

現在  285 
11.1 

0.36 
0.13 

0.54 

開業当時  210 0.26 0.43 

 

表 1-2 支間長 20m の場合  

 
列車最高  

速度  
（km/h）  

基本固有  
振動数  
（Hz）  

速度効果の  
衝撃係数  

車両動揺の  
衝撃係数  

衝撃係数  

現在  285 
6.37 

0.31 
0.12 

0.46 

開業当時  210 0.23 0.37 

 

表 1-3 支間長 30m の場合  

 
列車最高  

速度  
（km/h）  

基本固有  
振動数  
（Hz）  

速度効果の  
衝撃係数  

車両動揺の  
衝撃係数  

衝撃係数  

現在  285 
4.61 

0.29 
0.11 

0.42 

開業当時  210 0.21 0.34 

 

表 1-4 支間長 40m の場合  

 
列車最高  

速度  
（km/h）  

基本固有  
振動数  
（Hz）  

速度効果の  
衝撃係数  

車両動揺の  
衝撃係数  

衝撃係数  

現在  285 
3.66 

0.27 
0.095 

0.39 

開業当時  210 0.20 0.31 

 

表 1-5 支間長 50m の場合  

 
列車最高  

速度  
（km/h）  

基本固有  
振動数  
（Hz）  

速度効果の  
衝撃係数  

車両動揺の  
衝撃係数  

衝撃係数  

現在  285 
3.06 

0.26 
0.087 

0.37 

開業当時  210 0.19 0.29 
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これらを活荷重に対して取りまとめたものを表 1-6 に，衝撃荷重に対して取りま

とめたものを表 1-7 に示す． 

 

表 1-6 鋼・合成桁の活荷重  

 支間長：10m 支間長：20m 支間長：30m 支間長：40m 支間長：50m 

現在  1076 1025 995 974 958 

開業当時  1384 1328 1294 1270 1251 

増加率（%） -22.2 -22.8 -23.1 -23.3 -23.5 

 

表 1-7 鋼・合成桁の衝撃荷重 

 支間長：10m 支間長：20m 支間長：30m 支間長：40m 支間長：50m 

現在  0.54 0.46 0.42 0.39 0.37 

開業当時  0.43 0.37 0.34 0.31 0.29 

増加率（%） 24.7 24.5 24.6 24.9 25.2 

 

（2）コンクリート桁の活荷重および衝撃係数  

鋼鉄道橋桁の固有振動数の概算値は列車通過時の概算値は na =80 Lb
 -0 .8 であり，

これを用いて衝撃係数を算出する．各支間長に対する衝撃係数を表 1-8～表 1-12 に

示す．  

表 1-8 支間長 10m の場合  

 
列車最高  

速度  
（km/h）  

基本固有  
振動数  
（Hz）  

速度効果の  
衝撃係数  

車両動揺の  
衝撃係数  

衝撃係数  

現在  285 
12.7 

0.31 
0.13 

0.49 

開業当時  210 0.23 0.39 

 

表 1-9 支間長 20m の場合  

 
列車最高  

速度  
（km/h）  

基本固有  
振動数  
（Hz）  

速度効果の  
衝撃係数  

車両動揺の  
衝撃係数  

衝撃係数  

現在  285 
7.28 

0.27 
0.12 

0.42 

開業当時  210 0.20 0.34 

 

表 1-10 支間長 30m の場合  

 
列車最高  

速度  
（km/h）  

基本固有  
振動数  
（Hz）  

速度効果の  
衝撃係数  

車両動揺の  
衝撃係数  

衝撃係数  

現在  285 
5.26 

0.25 
0.11 

0.38 

開業当時  210 0.18 0.31 
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表 1-11 支間長 40m の場合  

 
列車最高  

速度  
（km/h）  

基本固有  
振動数  
（Hz）  

速度効果の  
衝撃係数  

車両動揺の  
衝撃係数  

衝撃係数  

現在  285 
4.18 

0.24 
0.095 

0.35 

開業当時  210 0.17 0.29 

 

表 1-12 支間長 50m の場合  

 
列車最高  

速度  
（km/h）  

基本固有  
振動数  
（Hz）  

速度効果の  
衝撃係数  

車両動揺の  
衝撃係数  

衝撃係数  

現在  285 
3.50 

0.23 
0.087 

0.33 

開業当時  210 0.17 0.27 

 

これらを活荷重に対して取りまとめたものを表 1-13 に，衝撃荷重に対して取りま

とめたものを表 1-14 に示す． 

 

表 1-13 コンクリートの活荷重  

 支間長：10m 支間長：20m 支間長：30m 支間長：40m 支間長：50m 

現在  1041 995 968 948 933 

開業当時  1348 1297 1266 1244 1226 

増加率（%） -22.8 -23.3 -23.6 -23.8 -23.9 

 

表 1-14 コンクリートの衝撃荷重 

 支間長：10m 支間長：20m 支間長：30m 支間長：40m 支間長：50m 

現在  0.49 0.42 0.38 0.35 0.33 

開業当時  0.39 0.34 0.31 0.29 0.27 

増加率（%） 23.6 23.4 23.6 23.8 24.1 
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付録 2 動的理論波形の作成に関する資料  

ここでは，第４章の「 4.3.3 鉄道橋におけるたわみの動的応答値に関する」で用

いた根拠データを示す．  

2.1 ＮＧ2～ＮＧ4 の計測波形 

ＮＧ 2～ＮＧ 4 の計測波形に対する純たわみのデータ処理波形は図 2.1-1～図

2.1-21 に示すとおり．  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 列車 1 通過時の NG2 計測波形    図 2.1-2 列車 2 通過時の NG2 計測波形 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-3 列車 3 通過時の NG2 計測波形    図 2.1-4 列車 4 通過時の NG2 計測波形  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-5 列車 5 通過時の NG2 計測波形    図 2.1-6 列車 6 通過時の NG2 計測波形  
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図 2.1-7 列車 7 通過時の NG2 計測波形    図 2.1-8 列車 1 通過時の NG3 計測波形  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-9 列車 2 通過時の NG3 計測波形      図 2.1-10 列車 3 通過時の NG3 計測波形  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-11 列車 4 通過時の NG3 計測波形    図 2.1-12 列車 5 通過時の NG3 計測波形  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-13 列車 6 通過時の NG3 計測波形    図 2.1-14 列車 7 通過時の NG3 計測波形  
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図 2.1-15 列車 1 通過時の NG4 計測波形    図 2.1-16 列車 2 通過時の NG4 計測波形  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-17 列車 3 通過時の NG4 計測波形    図 2.1-18 列車 4 通過時の NG4 計測波形  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-19 列車 5 通過時の NG4 計測波形    図 2.1-20 列車 6 通過時の NG4 計測波形  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-21 列車 7 通過時の NG4 計測波形  
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2.2 ＮＧ2～ＮＧ4 の  

ＮＧ2～ＮＧ4 の純たわみのデータ処理波形に対する は図 2.2-1～図 2.2-18 に示

すとおり．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-1 列車 1 通過時の NG2 の       図 2.2-2 列車 2 通過時の NG2 の  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-3 列車 3 通過時の NG2 の       図 2.2-4 列車 4 通過時の NG2 の  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-5 列車 5 通過時の NG2 の       図 2.2-6 列車 6 通過時の NG2 の  
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図 2.2-7 列車 1 通過時の NG3 の       図 2.2-8 列車 2 通過時の NG3 の  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-9 列車 3 通過時の NG3 の       図 2.2-10 列車 4 通過時の NG3 の  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-11 列車 5 通過時の NG3 の       図 2.2-12 列車 6 通過時の NG3 の  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-13 列車 1 通過時の NG4 の       図 2.2-14 列車 2 通過時の NG4 の  
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図 2.2-15 列車 3 通過時の NG4 の       図 2.2-16 列車 4 通過時の NG4 の  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-17 列車 5 通過時の NG4 の       図 2.2-18 列車 6 通過時の NG4 の  

 

 

2.3 ＮＧ2～ＮＧ4 の包絡線 

ＮＧ2～ＮＧ4 の計測波形に対する自由振動区間の包絡線は図 2.3-1～図 2.3-18 に

示すとおり．  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-1 列車 1 通過後の NG2 包絡線      図 2.3-2 列車 2 通過後の NG2 包絡線 
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  包絡線  
  極大値を結んだ線  

計測波形  

【凡例】 
δ=1.7464e-0 . 253 t  

純たわみδ (㎜ ) 

時間 t(s) 

 
  包絡線  
  極大値を結んだ線  

計測波形  

【凡例】 
δ=0.4251e-0 . 277 t  

純たわみδ (㎜ ) 

時間 t(s) 



付録 - 10 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-3 列車 3 通過後の NG2 包絡線      図 2.3-4 列車 4 通過後の NG2 包絡線 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-5 列車 5 通過後の NG2 包絡線      図 2.3-6 列車 6 通過後の NG2 包絡線 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-7 列車 1 通過後の NG3 包絡線      図 2.3-8 列車 2 通過後の NG3 包絡線 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-9 列車 3 通過後の NG3 包絡線      図 2.3-10 列車 4 通過後の NG3 包絡線 
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  包絡線  
  極大値を結んだ線  

計測波形  

【凡例】 
δ=0.1582e-0 . 356 t  

純たわみδ (㎜ ) 

時間 t(s) 

 
  包絡線  
  極大値を結んだ線  

計測波形  

【凡例】 
δ=1.738e-0 .269 t  

純たわみδ (㎜ ) 

時間 t(s) 

 
  包絡線  
  極大値を結んだ線  

計測波形  

【凡例】 
δ=0.4562e-0 . 291 t  

純たわみδ (㎜ ) 

時間 t(s) 

 
  包絡線  
  極大値を結んだ線  

計測波形  

【凡例】 
δ=0.1692e-0 . 41 t  

純たわみδ (㎜ ) 

時間 t(s) 

 
  包絡線  
  極大値を結んだ線  

計測波形  

【凡例】 
δ=0.0905e-0 . 327 t  

純たわみδ (㎜ ) 

時間 t(s) 

 
  包絡線  
  極大値を結んだ線  

計測波形  

【凡例】 
δ=0.1374e-0 . 331 t  

純たわみδ (㎜ ) 

時間 t(s) 

 
  包絡線  
  極大値を結んだ線  

計測波形  

【凡例】 
δ=0.0854e-0 . 342 t  

純たわみδ (㎜ ) 

時間 t(s) 
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図 2.3-11 列車 5 通過後の NG3 包絡線      図 2.3-12 列車 6 通過後の NG3 包絡線 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-13 列車 1 通過後の NG4 包絡線      図 2.3-14 列車 2 通過後の NG4 包絡線 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-15 列車 3 通過後の NG4 包絡線      図 2.3-16 列車 4 通過後の NG4 包絡線 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-17 列車 5 通過後の NG4 包絡線     図 2.3-18 列車 6 通過後の NG4 包絡線 

 

 
  包絡線  
  極大値を結んだ線  

計測波形  

【凡例】 
δ=0.2937e-0 . 512 t  

純たわみδ (㎜ ) 

時間 t(s) 

 
  包絡線  
  極大値を結んだ線  

計測波形  

【凡例】 
δ=0.1009e-0 . 391 t  

純たわみδ (㎜ ) 

時間 t(s) 

 
  包絡線  
  極大値を結んだ線  

計測波形  

【凡例】 
δ=0.1504e-0 . 365 t  

純たわみδ (㎜ ) 

時間 t(s) 

 
  包絡線  
  極大値を結んだ線  

計測波形  

【凡例】 
δ=0.0874e-0 . 289 t  

純たわみδ (㎜ ) 

時間 t(s) 

 
  包絡線  
  極大値を結んだ線  

計測波形  

【凡例】 
δ=1.8047e-0 . 277 t  

純たわみδ (㎜ ) 

時間 t(s) 

 
  包絡線  
  極大値を結んだ線  

計測波形  

【凡例】 
δ=0.4843e-0 . 296 t  

純たわみδ (㎜ ) 

時間 t(s) 

 
  包絡線  
  極大値を結んだ線  

計測波形  

【凡例】 
δ=0.251e-0 .544 t  

純たわみδ (㎜ ) 

時間 t(s) 

 
  包絡線  
  極大値を結んだ線  

計測波形  

【凡例】 
δ=0.1376e-0 . 471 t  

純たわみδ (㎜ ) 

時間 t(s) 
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2.4 設計上の衝撃係数および動的応答倍率の算出とたわみの応答値 

(1)設計上の衝撃係数および動的応答倍率 

速度効果の衝撃係数 =1.38（「Vepp-I」を用いて算出）  

 車両動揺の衝撃係数 ＝10/（65+Lb ）＝10/（65+46.77）≒0.089 

 よって，衝撃係数   i = ( +1)( 	 +1)-1 =(1.383+1)(0.089+1)-1 ≒1.60 

 したがって，動的応答倍率 I = i +1 = 1.60+1 = 2.60 

 速度効果のみを考慮した場合は I = +1 = 1.38+1 = 2.38 

(2)設計上のたわみの応答値 

列車 1 におけるデータ処理波形の定常区間のたわみの平均値 =3.282 ㎜であり，

これを静的応答波形の振動中心として静的応答波形を得る．  

その静的応答波形の定常区間の振幅 =0.227 ㎜を得て，動的応答波形の最大値  

＝（ i +1）×（ +  ）=2.60×(3.282+0.227)=9.1234≒9.1 ㎜  

動的応答波形の最小値  

＝ -（  -  ）=2×3.282-9.1234=-2.5594≒ -2.6 ㎜  

速度効果しか反映しない場合は，動的応答波形の最大値  

＝（ i +1）×（ +  ）=2.38×(3.282+0.227)=8.35142≒8.4 ㎜  

動的応答波形の最小値  

＝ -（  -  ）=2×3.282-8.35142=-1.78742≒ -1.8 ㎜  

以上のとおりなる．  

 

2.5 列車 1 の減衰比  

ＮＧ1～ＮＧ3 の純たわみのデータ処理波形に対する列車 1 のＮＧ1～ＮＧ4 の包絡

線から得られる k，対数減衰率 η，減衰比 を表 2.5-1 に示す．  

 

表 2.5-1 列車 1 のＮＧ1～ＮＧ4 の包絡線から得られる k，対数減衰率 η，減衰比  

 NG1 NG2 NG3 NG4 
k 0.395 0.389 0.318 0.319
η 13.6 13.4 10.9 11.0
 2.2 2.1 1.7 1.8

 

以上より， の平均値を算出して列車 1 減衰比 ≒2.0％を得る．  

 

2.6 列車１のＮＧ２～４における動的理論波形 

列車 1 のＮＧ2～ＮＧ 4 における動的理論波形は図 2.6-1～図 2.6-3 に示すとおり． 
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図 2.6-1 NG2 の動的理論波形        図 2.6-2 NG3 の動的理論波形 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.6-3 NG4 の動的理論波形 

 

 

2.7 動的理論波形・計測波形・設計波形の動的応答倍率 

本文の表 2.7-1 および表 2.7-2 における動的応答倍率の算出過程は以下のとおり． 

 

表 2.7-1 列車 1 の計測波形に対する動的応答倍率の比較 

手法  動的応答倍率  算出過程  

理論波形  2.21 ≒7.6208÷3.442（完全共振時 2.24≒7.7029÷3.442） 

計測波形  1.53 ≒5.2660÷3.442 

設計波形  2.38 =1.38 より， +1=2.38 

 

表 2.7-2 列車 2 の計測波形に対する動的応答倍率の比較 

手法  動的応答倍率  算出過程  

理論波形  1.57 ≒5.651÷3.605（完全共振時 2.24≒7.7029÷3.442）  

計測波形  1.26 ≒4.532÷3.605 

設計波形  2.38 =1.38 より， +1=2.38 

 

 

 

‐4

‐2

0

2

4

6

8

10

5 10 15 20 25 30

‐4

‐2

0

2

4

6

8

10

5 10 15 20 25 30

‐4

‐2

0

2

4

6

8

10

5 10 15 20 25 30



付録 - 14 - 
 

2.8 新幹線車両の性能向上 

2007 年 7 月から営業運転されている N700 は，左右制振制御システムとして比例

電磁式リリーフ弁による無段階制御の減衰力を電流値の大きさで制御できるセミア

クティブサスペンションや空気バネによる車体傾斜装置の採用により乗り心地が改

善されている．セミアクティブサスペンションは，台車の牽引装置の中心ピン付近

の台車枠と車体の間の枕木方向に装備され，減衰力を無段階で制御するとともにト

ンネルと明かり区間での線路データマップを元にそれぞれの区間で最適な制御パラ

メータを選択する機能をもつ．700 系では一部の車両のみに搭載されていたが，本

系列では全車両に搭載することで乗り心地の改善を図っている．  

1992 年営業運転開始した 300 系以前のヨーダンパは台車 -車体間で機能・配置さ

れるものであったが最後尾車の左右の振動対策として，1997 年営業運転開始した

500 系以降の車両から車体間ヨーダンパの設置が主流となっている．  

まだ，新幹線には導入されていないが，一部優等列車には可変減衰上下動ダンパ

を用いた上下制振制御システムが導入される等今後さらに車両の制振機能の向上が

期待できる．  

 

2.9 動的理論波形作成手順 

まずは，再現したい計測波形を用意する．  

そして，その計測波形における列車や橋梁の諸元を用いて，梁理論より桁中央鉛

直たわみの影響線を作成する．ただし，ここでは P/EI=1 としてたわみを算出して

いる．作成した影響線を図 2.9-1 に示す．  

 

図 2.9-1 桁中央鉛直たわみの影響線  

 

次に，影響線と計測波形の列車載荷時のたわみの振動中心が等しくなるように，

影響線を補正する．（具体的には，影響線のたわみ値を，影響線の列車載荷時のたわ

みの振動中心の値で除した後，計測波形の列車載荷時のたわみの振動中心の値を乗

ずる．）（列車載荷時のたわみの振動中心の値は，2 個目の波の頂点から 15 個目の波

の頂点までの平均値としている．）この処理により，影響線と計測波形の P/EI を一

致させる．また，影響線と計測波形の列車載荷時間を一致させる．（ただし，影響線
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と計測波形では振動数が若干異なるため，各車両の載荷時間を完全に一致させるこ

とは出来ない．今回は，15 個目の波が頂点を取る時間を一致させている．）これら

の処理を施した影響線を静的応答波形とする．静的応答波形と計測波形の比較図を

図 2.9-2 に示す．  

 
図 2.9-2 静的応答波形と計測波形の比較  

 

次に，桁の減衰比や固有振動数，列車の加振振動数等を用いて，振動論により強

制振動波形を作成する．車軸が 8 軸載荷した場合と 6 軸載荷した場合の波形を作成

する．（作成方法は後述．）8 軸載荷時の強制振動波形を図 2.9-3 に示す．  

 

図 2.9-3 8 軸載荷時の強制振動波形  

 

 図 2.9-4 に，静的応答波形の振動部分のたわみ値を振動中心の値に置き換えたグ

ラフを示す．（最初に振動中心に達する点から最後に振動中心に達する点までの値を

全て振動中心の値に置き換える．）  

  

図 2.9-4 静的応答波形（振動中心）  

 

 図 2.9-4 に，図 2.9-3 の 8 軸載荷時の強制振動波形を重ね合わせる．重ね合わせ



付録 - 16 - 
 

る際，横軸（時間）は，強制振動波形と計測波形の 15 個目の波の頂点を一致させ

ている．縦軸（たわみ値）は，振動中心を一致させている．  

また，16 個目の波に関しては，頂点を取る時に載荷している車軸は 6 車軸である．

したがって，16 個目の波の振動中心から頂点までは，6 軸載荷時の強制振動波形を

重ね合わせたものを図 2.9-5 に示す．  

 

 

図 2.9-5 静的応答波形（振動中心）＋8 軸強制振動波形＋6 軸強制振動波形 

 

最後に，6 軸載荷時の強制振動波形の 16 個目の波の頂点のたわみ値を初期変位と

し，初期速度を 0 とした図 2.9-6 に示す自由振動波形を作成し，同様に図 2.9-5 に重

ね合わせ，図 2.9-7 を得る．  

 

 

図 2.9-6 自由振動波形  
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図 2.9-7 静的応答波形（振動中心）＋8 軸強制振動波形  

＋6 軸強制振動波形＋自由振動波形  

 

振幅 F，加振振動数 fbr の強制力 Fsin2π fbrt によって加振されたときの応答δは， 

sin cos2
sin

sin2  

								 sin	 2  

で表される．ここで，  

1 ⁄ 2 ⁄

 

：静的変位量  

：桁の固有振動数  

である．（他の記号の説明は省略）  

今回は，（F/k を計算することが難しいため，）振動論により 8 軸載荷時の強制振

動波形を作成する際は，δ s は静的応答波形の振幅としている．6 軸載荷時の強制振

動波形を作成する際は，（強制力の振幅 F が載荷している車軸の数に比例すると考

えて，）δ s は 8 軸載荷時の 6/8 倍としている．  

 

 

2.10 列車載線によるみかけの桁死荷重の増加の影響の反映の検討 

たわみの設計限界値は鉄道設計標準変位制限で，常時の走行安全性に対しては表

2.10-1 のとおり，乗り心地の使用性に対しては表 2.10-2 のとおり定められている． 
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表 2.10-1 常時の走行安全性から定まる桁のたわみの設計限界値 

適用区分 最高速度 
(km/h) 

桁または部材のスパン長 Lb(m) 
対象列車 連数 Lb＜50 50≦Lb＜70 Lb≧70 

新幹線 

単連 
260 Lb / 700 
300 Lb / 900 
360 Lb / 1100 

複数連 
260 Lb / 1200 Lb / 1400 
300 Lb / 1500 Lb / 1700 
360 Lb / 1900 Lb / 2000 

電車・ 
内燃動車 

単連 
130 Lb / 500 
160 Lb / 500 

複数連 
130 Lb / 500 
160 Lb / 600 

機関車 
単連 130 Lb / 400 

複数連 130 Lb / 600 Lb / 700 

 

表 2.10-2 常時の走行安全性から定まる桁のたわみの限界値  

適用区分 最高 
速度 

(km/h)

桁または部材のスパン長 Lb(m) 
対象
列車

連数 Lb＜30 30≦Lb＜40 40≦Lb＜5050≦Lb＜6060≦Lb＜70 Lb≧70 

新

幹

線 

単連 
260 Lb/ 2200 Lb/ 1700 Lb/ 1200 Lb/ 1000 
300 Lb/ 2800 Lb/ 2000 Lb/ 1700 Lb/ 1300 Lb/ 1100 
360 Lb/ 3500 Lb/ 3000 Lb/ 2200 Lb/ 1800 Lb/ 1500 

複数連
260 Lb/ 2200 Lb/ 1700 
300 Lb/ 2800 Lb/ 2000 
360 Lb/ 3500 Lb/ 2800 Lb/ 2200 

電
車
・ 
内
燃
動
車 

単連 
130 Lb/ 500 

160 Lb/ 500 

複数連
130 Lb/ 900 Lb/ 700 

160 Lb/ 1100 Lb/ 800 
機
関
車 

単連 130 Lb/ 500 
複数連 130 Lb/ 900 Lb/ 700 
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援を賜りました．副センター長  福岡孝典氏，松本健太郎氏，七村和明氏には実務に

携わる生の声を的確にご教示頂くとともに現場データの取得に関するご協力を頂き

ました．ここに厚くお礼申し上げます．  



橋守支援センター理事長  阿部允氏には初対面でありました筆者に熱意のこもっ

たご指導をいただき感動的な金言を賜りました．ここに厚くお礼申し上げます．  

建設塗装工業㈱取締役  谷田聡氏にはターゲットの設置に関して懇切丁寧にご助

言を頂くとともに温かいご支援をいただきました．ここに厚くお礼申し上げます．  

筆者に博士課程にて研究に携わる機会を与えて頂き，温かいご指導・ご支援を賜

りました，ジェイアール西日本コンサルタンツ (株 ) 代表取締役社長  七川研二氏，

取締役  土肥弘明氏，取締役  山下茂樹氏，技術顧問  長山喜則氏，そして直属の上司

であります常務執行役員  今中富博氏に厚くお礼申し上げます．  

ジェイアール西日本コンサルタンツ (株 )技師長  矢島秀治博士には，学位取得に関

する動機付けから，技術全般に関するご指導，叱咤激励，筆者の学位取得環境整備

にわたるまで幅広くご支援・ご指導賜りました．ここに心よりお礼申し上げます．  

職場で共に頑張って頂きました技術企画部次長  泉敏夫氏にはいつも温かいご支

援を頂きました．玉井博貴氏，武内宣夫氏，津野義博氏には実橋りょうでの計測デ

ータの取得・整理に精力的に取り組んで頂き，データ取得の過程やこれらの成果か

ら多くの知見を得ることができました．ここに厚くお礼申し上げます．  

このように多くの皆様に支えられて学位論文として取り纏めることができたこと

を改めて実感するとともに，皆様方への感謝の念に堪えません．心より感謝申し上

げます．  

 

 最後に学位取得に際し，いつも優しく励まし支えてくれた妻  千佳と心温まる応援

で勇気と活力を与えてくれた長男  晃大と次男  知暉に心より感謝します．  

 

2017 年 9 月  
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