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　本論文は橋梁全体の資産価値を評価するため，まず橋梁各部材の資産的評価を計算する手法を検討した．

これまでの多くの橋梁の施工実績経費から橋梁各部材の単価的な建設必要経費を算出するとともに，橋梁

全体の初期建設費としての資産価値を評価できる手法を検討した．また橋梁点検要領による点検結果のラ

ンクを損傷係数として用いて現存する橋梁の現在の残存資産価値を算出した．これらの残存資産価値と初

期建設費との比を橋梁健全度指数（BHI）と呼び，現存する橋梁の劣化を考慮した健全度をあらわす指標と

した．またこれらの健全度指数についての解析結果を著者らが前論文Dにおいて解析した橋梁総合健全度

に関する解析結果と比較検討して，橋梁健全度指数（BHI）の有効性について検討した．
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1．まえがき

　橋梁の点検評価および維持管理技術を発展させて，有

効なBddge　MImagement　System（BMS）を構築するため

の調査研究活動が近年盛んとなっている．この新しい

BMSの検討内容としては，従来の目視による点検に変

わって，モニタリング技術などを用いて定量的に橋梁の

健全性を評価しようとする内容と2）一5），橋梁の維持管理

費をライフサイクルコスト（LCC）の最適化の問題とし

てとらえて，様々な影響因子を分析する内容に大別でき

る6）一11）．

　本論文の内容はこれらの新しいBMS開発検討の中で，

橋梁の総合的健全度診断評価手法を開発して，橋梁の全

体的維持管理水準を定量的に比較検討できる手法を開発

しようとするものである1）・12＞F14）．

　著者らはこれまでの橋梁の総合的健全度評価を実施す

るための手法として，重み付き平均法を用いる方法を提

案してきたD・珈6）．特に総合的健全度を重み付き平均法

によって評価する際の重み係数を設定する手段として，

熟練したエキスパートの判断を外的基準に用いる数量化

理論II類による解析法を提案した．更に多くの露橋に対

する解析結果やニューヨーク市における重み付き平均法

の内容を基礎データとして，各部材に対する重み係数を

確定し，総合的健全度S、を評価できる手法を提案した，

　さて，これらの総合橋梁健全度評価についての検討内

容は，昭和63年に提案された建設省土木研究所の橋梁点

検要領（案）17）による橋梁各部材に対する目視による物

理的点検データを基礎として，これらの結果を用いて総

合的に健全度として評価する手法を提案したものである．

　一方，米国CaltransおよびAASHTOにおいて用いられ

ている橋梁の維持管理のための総合診断評価システムで

あるPONTIS18）・19），20），21）においては，橋梁健全度指

数（Bridge　Health　Index，　BHI）として橋梁各部材の社会資

本としての資産価値に着目して，橋梁の健全度を評価す

る手法を導入している．橋梁構造は本来，社会資本とし

ての道路ネットワークの重要な構成要素として，社会基

盤施設としての役目を果たしている．また，その維持管

理経費の社会経済的位置付けの必要陛が高まる中で22），

橋梁の資産価値としての側面はますます重要なものと

なっている．

　このような背景から本論文では，橋梁の構造各部の資

産的価値健設に要する費用）に着目して，各橋梁の現

存する資産価値を算出するとともに，点検結果から得ら

れた損傷ランクを資産価値の減少（損傷係数）ととらえ
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る評価方法を導入する．また，各橋梁の総合的健全度評

価を土木研究所の橋梁点検要領に基づく点検データを用

いて橋梁健全度指数（BHI）として算出する手法につい

ても検討する．

　このような橋梁構造の健全性を，社会資本としての価

値（経済的評価）に基づいて橋梁健全度指数（BHDとし

て評価する手法は橋梁の社会経済的側面に立脚した評価

方法であり，従来の橋梁点検結果に基づく物理的健全度

の評価法や熟練技術者による健全度の総合的判断とは異

なるものである．

　しかし，今後増大する橋梁の維持管理経費およびユー

ザーコスト沼）を含めた補修補強経費が経済社会に及ぼす

影響が大きいことから，橋梁の資産価値としての評価法

を導入して評価しておくことも重要な検討項目と考えら

れる．

　したがって本論文の目的は我国の現在の橋梁点検デー

タを基本として，これらの点検データを有効に活用する

とともに，構造諸元とこれまでの施工実績から簡略に資

産価値を算出できる方法を検討して，全橋梁に対する資

産評価および橋梁健全度指数（BHI）を求めることがで

きる手法を提案するものである．そしてこのような手法

を確立することができれば，将来的にその各項目を精査

して，より現実に近い橋梁の資産評価と健全度指

数（BHI）の結果が得られるものと考えられる．

2．橋梁健全度指数（BHi）の定義

　個々の橋梁は一つの社会（橋梁）資産と考えることが

でき，これらの資産を合理的な計画の下で総合して維持

管理し，長期的な視点からの資産向上を図るための補修

計画が必要である．ここでは，前述したようにCal血ns

およびAASHTOの「PONTIS」において用いられている

橋梁の現状を橋梁資産価値として表すことができる橋梁

健全度指数（BHI）の有効性に着目して検討する，

　橋梁健全度指数は，橋梁各部材の資産評価価値（経済

的価値）に着目して，橋梁全体の建設当初の総資産価値

に対する，供用後の現在の残存資産価値の比として表さ

れる．すなわち橋梁各部材の残存資産価値を評価する際

に橋梁点検データによる各部材に対する物理的劣化を，

損傷による資産価値の低下と見なして計算するものであ

り，経済的資産価値：に物理的点検結果のデータを組み合

わせたものである．橋梁健全度指数（BHI）は式（1）

に示すように定義される，なお，ここでは橋梁健全度指

i数は［25－100］の値をとる．

　橋梁健全度指数（BHI）

　　一観在難（建設費）］×1。。　（1）
　　　　［初期資産（建設費）］

表一1　各部材の資産価値の低下率

部材の損傷度　　　　　損傷係数

1 0．75

皿 0．50

IV 0．25

OK 0

初期資産（建設費）：全ての部材が健全な状態（建設当初）

　　　　　　　　の橋梁全体の建設費

現在資産（建設費）：現在（部材に損傷を有する状態）の

　　　　　　　　橋梁全体の建設費

初期資産は部材毎の建設費について，それぞれ単価お

よび総数量を用いて算出する．主桁を例とすると，

主桁の初期資産＝［主桁単価］×［主桁総数量〕

となり，同様にして求めた橋梁各部材の初期資産の総和

を橋梁全体の初期資産健設費）とする．

　一方，現在資産は各部材の初期資産および橋梁点検

データにおける各部材の損傷度を用いて求める．ここで，

橋梁点検データは建設省の点検要領（案）を基に20項目

の部材箇所に対して点検が実施された結果をデータとし

て用いている。また各部材の損傷度判定基準については

OK～1の5段階とされているが，判定1に関しては早急

な調査および補修等が必要とされることから，実際の点

検データ上ではOK～■の4段階となっている．この橋梁

点検データから二一1に示すような割合で各部材の資産

価値が低下すると考えると，例えば点検データから主桁

の損傷度判定が皿である橋梁における主桁の現在資産は，

主桁の現在資産二［主桁建設費］×0．50

ここで，

　［主桁建設費］＝［主桁単価］×［主桁総数量］

となる。同様にして求めた各部材の現在資産の総和をそ

の橋梁の現在資産（建設費）とする．ここで用いた表一1

の部材の損二度と損傷係数の関係は，PONrlsと同様に損

傷係数を部材の損傷ランクに比例させて用いている．実

際の資産の低下率が部材の損傷ランクに比例しているか

否かは今後詳細に検討する余地があるが，本論文では5

段階の部材損傷ランクに資産低下が等間隔（等分割）で

比例して変化するものと考えている．

　なお，ここで述べる初期資産については，橋梁建設後

の経済的物価変動の影響を受けることから，以下に述べ

るように，現在と同じ構造諸元の橋梁を現時点で新設す

るために必要な経費として算出する．
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表一2　部材項目

（1）　主桁

（2）　床版

（3）　支承

上部工 （4）　高欄

（5）　地覆

（6）　舗装

（7）　伸縮装置

（8）　躯体（橋台・橋脚）
下部工

（9）　基礎

500

（400
N罎

詮
止300

　200

100

命飯桁

畷箱桁

盒鋼床版桁

鱒　ラス

表一3　主桁の形式

材質　　　　単純桁　　　　　　　連続桁

飯桁 虚血

箱桁 箱桁

鋼 鋼床版 鋼床版

トラス トラス

アーチ
フ．レテンホロースラブ ボステン加一スラブ

コンクリート

ホ．スチンT桁 ボステン箱桁

3．橋梁各部材の資産評価

500

0 20　　　　40　　　　60

　　　　支問長（m）

　　（a）　鋼単純桁

80 100

　400稽
詮
止300

凋ト

　200

100

◇二桁

【コ箱桁

△鋼床版桁

○トラス

　橋梁全体の資産評価として，橋梁健全度指数（BHI）

を算出するためには，橋梁の各部材に対する資産評価が

必要となることは前述のとおりである．しかし，我国に

おいてこの評価法を導入する場合，我国の橋梁点検デー

タに適合した橋梁各部材の資産評価が必要である．ここ

では橋梁の部材毎の資産評価方法について述べる．

（1）　評価の考え方

　橋梁各部材の資産評価は各部材の建設費および損傷状

況により行うことができる．実務レベルの橋梁建設費は

部材毎の詳細な計算が必要になると考えられるが，ここ

では橋梁点検調書に記載される橋梁各部材の構造諸元

データ足7）を参照して各部材の建設費を算出できる方法に

ついての検討が必要である．また，前論文D・15）では各部

材の橋梁全体の総合健全度に対する重要度を検討し，14

項目の部材を選定して橋梁点検データを再編した．従っ

て，この再編したデータに基づいて橋梁の資産評価を行

うことを考慮し，三一2に示すような主要部材9項目に

対して部材単価を決定することとする．また各部材の単

価設定にあたり，橋梁の架設年による物価変動を考慮し

て現時点に統一する。

（2）　主桁の評価

主桁は材質によって大きく鋼桁とコンクリート桁に分

け単価設定を行う．またそれぞれで単純桁および連続桁

0 　　　　　50　　　　　　　100

　　　　　　　支間長（m）

　　　　（b）鋼連続桁

図一1支間長と単価の関係（鋼桁）

150

に区分し，表一3に示すような形式を考える，これらの

各形式において実際の桁工事費（実績）から，形式毎に

適用される支間長24）で橋体面積あたりの単価（千円／㎡〉

を算出する．ここで，実際の桁工事費の算出においては

標準的な巨体幅員および主桁高・本数等の条件下で計算

している．この結果から支間長と工費単価との関係を直

線近似により表現することで，各桁形式に対する適用支

問長内の単価変動を定式化できる，また工事費を算出す

るにあたり，以下のように仮定した．

［鋼桁］

・工事費は舗装以外の全てを含む．

・架設工はトラッククレーン十ベント工法の工事費と

　する．

［コンクリート桁］

・橋面工単価を20千円／㎡とする．

・架設工は桁形式によりトラッククレーン，架設桁，

　固定支保工および張出架設とする，

鋼桁およびコンクリート桁における形式毎の支間長と
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500

（400
鳩

詮
止300

　200

100

0 50

命単純フ．レテンホロースラフ“

△連続ホ。スチンホロースラブ“

×連続ボステン箱桁（張出架設）

　　　　図一2区間長と単価（コンクリート桁）

　　　　　100　　　　　　　150
支間長（m）

　翻単純ボステンT桁

　○連続ボステン箱桁（固定支保工）

200

稽150

小
止100

　　50

0

幽工費（千円／㎡）

麟現在単価（千円／㎡）

　　　　　　　　y　＝　3．645x　＋　55．901

審麟　　，・1．9388x＋29．735

350

0　　　　　　5　　　　　　10　　　　　15

　　　　　　　最大支間長（m）

図一3物価による比較（RC単純床版桁）

20

表一4RC桁の形式

RC桁
単純ホロースラブ

単純床版桁

物外

アーチ

ラーメン

300

黛250
産200

垣150

珊100

50

0

◇単純ホロースラブ“

1コ単純床版

△T桁
’Oアーチ
×ラーメン

単価の関係について図一1および図一2に示す．ここで

図一1の（a）（b）はそれぞれ単純桁および連続桁である．

　また，表一3に示す形式以外の桁に対しては比率を算

定して単価設定できるものとする．現在ではコンクリー

ト桁に関して，ほとんどがPC桁で建設されることから，

RC桁については比率を用いて単価を決定する．ここで比

率により算出するRC桁の形式を表一4に示す．比率は道

路橋年報（S49～S52年度版）お）を基に算定する．まず，　PC

桁について現在の工費とS49～S52年時点の工費から物

価比率を算定する．この物価比率（S49～S52／H12＝0．65）を

S49～S52年のRC桁工費に掛けて現在の工費単価とする．

ここでRC単純床版桁を例として，　S49～S52年度および

現在の工事費について支問長と単価の関係を比較し

三一3に示す．また，算定したRC桁の形式毎の支問長と

単価の関係ついて図一4に示す．

　同様にしてPC桁とRC桁，ホロースラブとスラブ，プ

レテンとボステンまたは単純桁と連続桁等の比率を算定

し，工費単価を決定する．これらの比率の数値について

は表一5に示す．以上のことにより橋梁点検データ内の

上部工形式について，ほぼ満足できる工事費単価を決定

することができる．

0 　20　　　　　　40　　　　　　60　　　　　　80

　　　　　支問長（m）

図一4　支間長と単価（RC桁）

表一5比率

比　　　率

物価 S49～S52／H12ニ0，65

PC桁とRC桁 PC桁／RC桁＝15
ホローとスラブ 加一／スラブ＝1，16

プレテンとボステン プレテン／ボステン＝0．94

単純桁と連続桁 単純桁／連続桁＝0．94

100

（3）　支承の評価

　支承の工費単価は桁により鋼桁とコンクリート桁に分

けて設定することとし，主桁の場合と同様に表一3に示

すような桁形式毎で考える．

　鋼桁における支承単価は，反力値を求めて沓全反力と

単価の関係を示したグラフ24）により決定する．また橋梁

点検データから支承材質により鋼製支承およびゴム支承

に区分し，支承単価の単位は橋体幅員方向mあたり（千

円／m）とする．なお，ここでも全反力値算出においては

標準的な条件の下で計算しており，支承工事費を算出す

る上で以下のように仮定している，
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表一6　高欄の製品単価および工費単価

材質　　　製品単価（円／阻）　工費単価（千円／m）

鋼製 34，400 39

アルミ製 41，500 46

ステンレス製 41，200 46

コンクリート製 13，100 18

表一7伸縮装置の種類別工費単価

材質　　　　　伸縮装置の種類　　　　　単価（千円／m）

鋼 フィンカ㌧ジョイント（開発局標準タイプ） 310

SPジョイント（SP－505型） 90

ゴム ハマハイウエイジョイント　（YHT－50型） 100

マウラージョイント（E－80型） 160

◎
o
ら
。
っ

道においては鋼床版実績が少ないことから鉄筋コンク

リート床版相当に統合して換算した．

O
ゆ
N

O
o
◎

二一8　地覆の標準断面

　・ゴム支承は積層ゴムタイプ支承を設定する．

　・据付費を含む．

　主桁の場合と同様に桁形式毎に支間長と単価の関係を

直線近似により定式化する．鋼桁に関して形式毎の支問

長と支承工費単価の関係を図一5および図一6に示す．こ

こで（a）および（b）はそれぞれ単純桁および連続桁である．

　一方，コンクリート桁については主として工事実績値

から単価設定を行う，実績値より単純桁（プレテンホロー

およびボステンT桁）はゴム支承のみとし，連続桁（ボ

ステンホローおよびボステン箱桁）については鋼製支承

およびゴム支承を考える．またコンクリート桁における

単価の単位は主桁1本あたり（千カ日1本）または支承1

個あたり（千円／1個）とし，鋼桁と同様，桁形式毎に支

間長と単価の関係を定式化する．ここで連続ボステン箱

桁を例に支間長と支承単価の関係を図一7に示す，

　その他の桁形式の支承単価については，主桁単価を決

定した際の比率を用いることができることとし，橋梁点

検データ内の橋梁に対して，ほぼ満足できる支承単価の

設定ができる．

（4）　床版の評価

　床版については実績値を参考にして単価を決定する．

また前述のように橋梁点検データの性質を十分に考慮し

た上で，単価の単位を選定する，床版単価の単位は橋体

面積あたり（千円／㎡）とし，また単価の決定に際して以

下のように仮定する．

　・鉄筋コンクリート床版相当とする．

　・足場工は吊り足場とし，単価は4（千円／㎡）とする．

以上，床版単価は40（千円／㎡）とする．なお，北海

（5）　高欄の評価

　高欄の単価は床版の単価設定と同様，実績値を基にす

る．ここで実績値および橋梁点検データより製品として

は鋼製，アルミ製ステンレス製およびコンクリート製

の4種類を考える．高欄単価の単位は橋長方向mあた

り（千円／m）とし，高欄材質別の製品単価（円／m）およ

び工費単価（千円／m）について表一6に示す．ここで単

価の決定において以下のように仮定している．

　・高欄工据付費の単価4900（円／m）を含む．

（6）　地覆の評価

　地覆についても床版の場合と同様，実績値：を基に単価

を決定する．ここで地覆は橋梁点検データよりコンク

リートとし，工事実績値から図一8に示す標準的な断面

を仮定する．また単価単位を橋長方向mあたり（千円／m）

とし，地覆の工費単価は16（千円／m）とする．

（7）　舗装の評価

　舗装も床版と同様，実績値に基づき単価決定を行う．

舗装単価の単位は橋体面積あたり（千円／㎡）とし，工事

実績を考慮して以下のように仮定する．

　・アスファルト舗装とし，舗装厚は8cmとする，

　・床版防水工の単価2520円／㎡を含む．

以上から舗装単価は6（千こ口㎡）とする．

（8）　伸縮装置の評価

　伸縮装置においてもまた，床版と同様に実績値から単

価を決定する．ここではまず，橋梁点検データから材質

は鋼製およびゴム製を考え，標準的な4種類（鋼製1，

ゴム製3）を設定する。また単価単位は橋体幅員方向m

あたり（千円／m）とし，表一7に伸縮装置の単価を示す．

ここで，ゴム製伸縮装置に関しては実績値を考慮してマ

ウラージョイントの単価とする．

（9）　躯体（橋台・橋脚）の評価

躯体工事費は躯体高や基礎形式により工費単価に変動

58

一轟0一



3500

3000

：ミ2500

止2000

H　1500

1000

500

◇直接基礎

○鋼管杭φ600

ロ揚所打ち杭φ1000
△場所打ち杭φ1200
×深礎杭φ2500

3500

3000

蓋2500

止2000

H1500

1000

0 5　　　　　10　　　　　15

　　　躯体高（皿）

（a）　逆T式橋台

20

500

3500

O鋼管杭φ600
ロ場所打ち杭φ1000
△場所打ち杭φ12qo
×深礎杭φ2500

3500

0 5　　　　　10　　　　　15

　　　躯体高（m）

（a）壁式橋脚

20

3000

雀2500
＼

申2000
）

H　1500

1000

500

◇直接基礎

○鋼管杭φ600
［コ場所打ち杭φ1000

△場所打ち杭φ1200

0　　　　　　5　　　　　　10　　　　　15

　　　　　　　　躯体高（m）

　　　　　（b）　壁式橋脚

　図一9　躯体：高と躯体工費の関係

3000

璽2500

止2000

H　1500

1000

500

○鋼管杭φ600
［］場所打ち杭φ1000

△場所打ち杭φ1200

［
］

20 0　　　　　　5　　　　　10　　　　　15

　　　　　　　　身区f本高（m）

　　　　　（b）壁式橋脚

　図一10　躯体高と基礎工費の関係

20

表一8躯体の形式別の適用躯体高および工費単価

形式　　　躯体高（m）　単価（千円／m）

逆T式 5～15 1，930

橋台 重力式 5 500

箱式 15～20 6，700

逆T式 5～20 2，730
橋脚

壁式 5～15 1，880

表一9基礎の形式別単価（千円／m）

基礎形式　　　　　　　単価（千円／m）

鋼管杭（φ600） 1，650

杭 場所打ち杭（φ1000～1200） 1，550

深礎杭（φ2500） 2，220

ケーソン 4，340

があり，橋梁点検データのみからでは工費算出の精度が

低くなる部分と考えられる．しかし，過去の工事実績

図24）等を十分検討した上で，橋梁点検データの構造諸元

を参照して躯体の単価設定が出来るように過去の工事費

の実績を評価する．ここで参考として，逆T式橋台およ

び壁式橋脚における躯体高と躯体工費の関係をそれぞれ

図一9（a）（b＞に示す．これから躯体工費は躯体高により大

きく変動することが分かる．また基礎形式による工費の

変動は躯体高の場合に比べて小さく無視できると考えら

れる．しかし，橋梁点検データに躯体高が記述されてい

ないことを考慮して，各躯体形式で標準的（平均的）な

躯体高の工費単価をとることとし，工事実績より各形式

の適用躯体高内の単価を平均して，それぞれの形式にお

ける工費単価とする．単価単位は橋体幅員方向mあた

り　（千円／田）とし，形式別の適用躯体高および躯体単価

を表一8に示す．また，その他の形式はこれらの単価を

準用できることとする．

（10）　基礎の評価

　基礎工については大きく杭とケーソンに分けて考える．

基礎工の工事費は，杭基礎では杭長または橋台および橋

脚の躯体高により，またケーソンでは掘削工法および深

さ等により大きく変動する．ここで参考として，杭基礎

を例に逆T式橋台および壁式橋脚における躯体高と杭基

礎工費の関係についてそれぞれ図司0（a）（b）に示す．こ

れより同形式の基礎であっても，杭基礎工費は橋台およ
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表一10各橋梁の諸データ

橋長
im）

幅員
im）

上部工形式
躯体形式 基礎形式

支承 高欄
伸縮

葡u橋台　　橋脚 橋台　　　橋脚

A橋 60 12 2径間連続鋼飯桁 逆丁式 壁式 杭基礎 杭基礎 鋼 鋼 鋼

B橋 16 8 2径問単純プレテンPC床版 逆T式 壁式 杭基礎 杭基礎 ゴム 鋼 ゴム

C橋 65 6 2径間単純鋼湯桁 半重力式 壁式 ケーソン基礎 ケーソン基礎 鋼 鋼 鋼

表一11各部材の建設費（千円）および点検結果（損傷度）

主桁 床版 支承 高欄 地覆
躯体 基礎 総建設費

i千円）
舗装

伸縮

葡u 橋台　　橋脚 橋台　　橋脚

65，880 28，080 16，584 4，716 1，920 4，lI8 7，368 46，392 22，536 39，600 19，800

A橋 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
256，994

15，104 0 120 1，258 512 732 3，744 30，928 15，024 26，400 13，200

B橋
皿 皿 OK OK OK OK OK 皿 皿 OK OK

107，022

82，176 14，976 12，128 5，109 2，080 2，231 5，526 6，000 11，268 57，276 28，638

C橋 H H H w IV OK OK OK OK OK OK
227，408

表一12　各橋梁の健全度指数

上部工建設費（千円）　下部工建設費（千円）　　初期資産（千円）　　　現在資産（千円）　橋梁健全度指数（BHI）

A橋 128，666 128，328 256，994 256，994 100

B橋 21，470 85，552 107，022 76，494 71．5

C橋 124，226 103，182 227，408 143，651 63．2

び橋脚の躯体高により影響されることが分かる．しかし，

橋梁点検データでは杭長および躯体高が不明であるため，

ここでも実績値等を参考に各基礎形式で標準的（平均的）

な杭長および躯体高を決定して単価を設定する．一方，

ケーソン基礎については多数の工事実績より工費を平均

化して単価を設定した。ここで基礎の単価単位は橋体幅

員方向mあたりとし，形式毎の工費単価を表一9に示す．

また，橋梁点検データにおいて杭基礎の形式が不明な場

合は実績値より最も実績が大きいとされる鋼管杭基礎と

する，

　以上，選定した9項目の主部材に関して工費単価の設

定を行った．本論文では橋梁点検データの活用を前提と

して単価設定を行っているが，実際の工事費算出に必要

なデータと橋梁点検データの性質の差は大きく，現場に

立つ技術者の視点からでは精度的に不十分であると考え

られる．しかし，多数ある橋梁に対して総合的に維持管

理する上で，これまでに蓄積されてきた橋梁点検データ

の活用は有効であると考えられ，現時点のみならず，長

期的な視野で部材の劣化状況や資産価値の時間的推移を

把握できるものである．

　また橋梁点検データとその他のデータを統合させ，

個々の橋梁に対するデータを増やすことで，より実務に

近い各部材の単価設定および資産評価ができ，評価精度

の向上が期待できると考えられる，

4．橋梁健全度指数の解析

　本章では個々の橋梁の橋梁健全度指数（BHI）について

解析および検討を行う．なお，橋梁健全度指数の算出に

おいては3章で決定した各部材の単価および橋梁点検

データにおける各部材の損傷度を損傷係数として用いる．

この健全度指数による検討は橋梁各部材の残存資産価値

を評価する際に，橋梁点検データによる各部材に対する

物理的劣化度を損傷による資産価値の低下と見なして計

算しており，経済的資産評価に物理的点検結果のデータ

を組み合わせることが出来る点が利点である．ここでは

実際の橋梁に対して橋梁健全度指数を解析し，その結果

を検証すると共に全体的な傾向を把握する．

（D　解析・データ

　本解析では橋梁点検データを活用することから，北海

道の国道橋に対して昭和63年以降，点検が実施された全

橋梁を解析の対象とする．北海道の国道に架設されてい

る橋梁の内，平成11年度現在までに点検が実施された橋

梁は全2552橋（点検回数による重複を含む：重複データ

総数558橋）で，この内3章での単価決定の際，各部材

において選定した形式と異なり，またその選定した形式

内での準用が不可能である形式の橋梁（314橋）は省く

こととし，データ総数は2238橋として解析を行う．
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表一13　橋梁健全度指数の分布

橋梁健全度指数（BHI）　　　橋梁数（％）

100 417　（19）

90～100 417　（19）

80～90 483　（21）

70～80 390　（17）

60～70 248　（11）

50～60 174　（8）

40～50 70　（3）

40以下 39　（2）

合計 2238（100）

平均値 81．4

60～70
1偶

　　　40以下
40～50
　　　　2％

図一11橋梁健全度指数の分布

90～100
　19％

（2）　解析結果の具体例

　解析結果の具体例として，ここでは2径間を有する橋

梁A橋B橋およびC橋（A橋およびC橋：鋼桁橋B
橋：コンクリート桁橋）の3橋について計算例を示す．

これらの各橋梁の橋長，幅員および各部材の形式等の諸

データについて表一10に示す，これらの諸データと3章

で決定した各部材の単価を用いて部材毎の建設費および

橋梁全体の総建設費を算出できる．その結果と橋梁点検

データにおける各部材の損傷度を表司1に示す．ここで

部材毎に上段は建設費（千円），下段は4段階の損傷度を

示しており，最右欄は橋梁全体としての総建設費である．

総建設費は橋梁の規模または形式等により異なる．これ

らのデータから定義に基づいて各橋梁における橋梁健全

度指数を算出した結果を表司2に示す．ここでA橋のよ

うに9項目全ての部材に損傷がない場合，橋梁健全度指

数は100となり部材に何らかの損傷がある場合，その損

傷の規模および程度に応じて橋梁健全度指数は低下する．

（3）　解析結果の全体的傾向

橋梁の維持管理水準を確認するため，北海道における

国道橋2238橋の橋梁健全度指数の分布を表一13に示す．

表一14　数量化理論による総合健全度評価の分布

総合健全度評価　　　　　橋梁数　（％）

評価OK 904（4Q）

評価IV 830（37）

評価皿 ’　　　431（19）

評価R 73（3）

合　計　　　　　　　2238（100）

表司5　重み付き平均法による総合健全度評価値の分布

St　Rating　　　　　　　　　　　　　　橋梁数　（％）

5．0 417（19）

4．5～5．0 986（44）

4．0～4．5 589（26）

3．5～4，0 185　（8）

3．0～3．5 54　（2）

3．0以下 7　（0）

合　計 2238（100）

平均値 455

ここで，橋梁健全度指数を8段階に分割し，それぞれに

おける橋梁数および全橋梁数に対する割合（％）を表中の

橋梁数の欄に，また全橋梁2238橋の橋梁健全度指数の平

均値を最下欄に示している，またこれについての円グラ

フを図一郭に示す．これらから北海道全域における橋梁

の維持管理状況を把握することが可能である．橋梁健全

度指数の平均値は81．4と高く，また全体の約60％の橋梁

が80以上の橋梁健全度指数であることより，維持管理水

準は比較的高いことが分かる．

5．橋梁健全度に関する他の計算結果との比較

　著者らは橋梁健全度に関する研究として，前論文加5）

において他の解析法について報告している．ここでは本

論文の解析で用いた北海道の国道橋データ（全2552橋）

を対象として解析結果の比較検討を行い，解析結果およ

び橋梁健全度指数の妥当性について検証する．

（1）　比較の概要

　著者らによるこれまでの橋梁健全度に関する研究の中

から，数量化理論および重み付き平均法による解析結果

と比較する．これらの解析は実綿データに対するエキス

パートの判定結果を基礎として，橋梁全体に対する総合

健全度を判定するものである．前者は数量化理論を適用

して橋梁の総合健全度を判定するもので，後者は更にそ

の解析結果から各部材（14項目）の重み係数値を求めて

総合健全度評価値（S、Rating以下Stと記す）を算出す

るものである．数量化理論による解析において橋梁の総
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蓑一16　14項目部材

主桁1（腐食）

主桁2（亀裂・破断，ひび割れ）

主桁3（脱落，遊離石灰他）

上部構造 2次部材

床版1（剥離鉄筋露出）

床版2（床版ひび割れ）

床版3（遊離石灰他）

下部構造 躯体
基礎
支　承

高欄
その他 地覆

舗装
伸縮装置 図一13数量化理論による総合健全度評価の分布

表一17総合健全度評価

OK：現状維持

IV：軽い補修を要する

皿：大がかりな補修を要する

II：補修より架け替えをすすめる

21

6
7

3

17

P7

P6

6

10

P0

8
2

応

11

2

　6

S
5

　
3
・
謡 團鋼橋

|コンクリート橋一鷲「「．3

3，0～3．5　3．0以下

　主桁1

　主桁2

　主桁3

2次部材

床版1

　床版2

　床版3

　　躯体

　　基礎

　　支承

　　高欄

　　地覆

　　舗装

伸縮装置

　　　　　　重み係数（％）

　　図一12各部材の重み係数

合健全度はOK～Hの4段階で評価される。一方，重み付

き平均法では橋梁が完全に健全な状態でS、は最大値の

5．0となる．ここで前述したように，健全度指数による

解析において対象としたデータ（全2552橋）の内，橋梁

健全度指数を算出することができない橋梁を省いている

ことより，ここでも同様に削除し，データ総数は2238

橋として解析する．

　それぞれの解析結果について表司4および表司5に

図一14重み付き平均法による総合健全度評価値の分布

示す．これらは解析結果の全体的傾向を比較するため，

表一13と同様な形式としており，橋梁数の欄に評価値毎

の橋梁数および全橋梁数に対する割合（％），重み付き平均

法については最下欄にS、の平均値を示している．なお，

参考として解析で選定した部材項目（14項目）について

表一16に示す．また数量化理論による総合健全度の評価

値については表一17に示している．一方，重み付き平均

法で用いる各部材の重み係数については鋼橋およびコン

クリート橋に分けて図司2に示している1い5）．また，各

解析結果についてそれぞれ図一13および図一14に全体

的な分布を円グラフで示す．

（2）　橋梁健全度指数による解析結果との比較

　数量化理論および重み付き平均法による解析結果と本

論文における橋梁健全度指数による解析結果を比較検討

する．まず，解析結果の全体的な傾向について比較する．

数量化理論による解析結果との比較では，図司1および

図一13より健全度指数90以上を数量化理論における評

価OK，また健全度指数70～90を評価W，健全度指数50～
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100

90～100

　80～90
健

全70～80
度

指60～70
数
　50～60

40～50

40以下

100

90～100

國評価OK

ロ評価IV

圏評価皿

山評価H

　　0％　　　　　　　　　　　50％　　　　　　　　　　　100％

　　　　　　　野営割合（％）1

図一15数量化理論による解析結果との比較

　80～90
健

全70～80
度

指60～70
数
　50～60

40～50

40以下

・髪

1
．．．
Y。次三貯∵・r㌧バ甑ぺ・∵…＝・　　　　・

1鳳二 @「燐い　　　．獲鑛灘麩　「騨
1

胴w
@
監

圏5

m：コ4．5～5．0

｣4，0～4．5

?3．5～4，0

翌R，0～3，5

?3．0以下
1嘘「「三

・0％ 　　50％

二二割合（％）

100％

図司6重み付き平均法による解析結果との比較

70を評価皿，更に50以下を評価Hと考えると，ほぼ同

程度の割合となっている．一方，重み付き平均法による

解析結果との比較では，図一11および図一14より健全度

指数100は橋梁が完全に健全な場合であることからS、は

5。0となるが，その他，健全度指数80～ユ00をSt：4．5～

5．0，健全度指数60～80をS、：4，0～4．5，健金度指数40～

60をS、：3．5～4．0，最後に健全度指数40以下をS、：3，5

以下と考えると，ここでもほぼ同程度の割合となってい

る．以上のことから，これら3つの解析結果において健

全度外価値の全体的分布は同様であると言える．なお，

本論文の解析において対象とした橋梁の建設年代につい

て本論文では触れていないが，供用年が20年～40年の

ものが支配的である．前述したように各橋梁の現在の資

産価値の評価内容には，現在までの維持補修経費の大小

に依存する点も無視できない．本論文の資産価値の評価

においては，これらの影響は無視しているが，将来ライフ

サイクルコスト（LCC）を考慮して社会資産を検討する際

には橋梁の初期建設費，維持補修経費およびユーザーコ

ストの3項目を考慮して検討すべきである．

　次に個々の橋梁の判定結果に着目して解析結果を比較

したものを図一15および図一16に示す．横軸は回数割合

（％）を示しており，全橋梁（2238橋）を健全度指数によ

り8段階に区分した場合における区分毎の数量化理論お

よび重み付き平均法による健全度評価結果との比較であ

る，

　図一拓より数量化理論との比較では，評価OKの橋数

割合は健全度指数の低下に伴い減少し，また評価豆の橋

数割合は健全度指数40以下の場合を最大（全体の約30％）

として，健全度指数の上昇に伴いその三二割合は減少す

る，評価IVおよび評価皿に関しては，健；全度指数100以

外で評価wが約50％，評価mは20～30％程度となっている．

一方，図一16より重み付き平均法との比較では，S、：5．0

およびSt：3，0以下の附合を除いては，健全度指数により

橋数割合はそれぞれ増加または減少傾向を示している．

　数量化理論による解析では，理論自体が定量的な統計

学的手法であることより，多少の誤差が含まれる26）・27）

と考えられるものの，大きな相異としては各部材の重み

係数の決定方法にあると考えられる．数量化理論よる解

析および重み付き平均法による解析は共に，橋梁全体と

しての健全渡に対ずる各部材の重要度を重み係数として

いるのに対し，橋梁健全度指数においては各部材の資産

価値，すなわち建設費を重みと考えている．この結果，

健全度指数による解析では，建設費が高価である部材は

重みが大きくなり，各部材の損傷状況を経済的視点から

評価した結果になっていると考えられる．

6．結論

　本論文では橋梁の資産評価に用いる各部材の単価設定

および検討，個々の橋梁における健全度指数の解析，お

よび他の橋梁健全度に関する解析結果との比較・検討を

行った．この結果，得られた事項について要約すると以

下のようになる，

（1）橋梁点検データの精度および橋梁工事実績値等を

　　十分に考慮して，ほぼ妥当な各部材の単価決定およ

　　び資産評価をすることができた，

（2）各部材の単価および橋梁点検データを用いて個々

　　の橋梁の健全度指数を算出した結果，橋梁を資産と

　　して橋梁の損傷状況から経済性を考慮した評価が

　　可能であることを確認した．

（3）橋梁健全度指数の解析結果と著者らがこれまでに

　　解析した数量化理論に基づく橋梁健全度ランクに
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関する結果と比較し，両者の対応関係が明確となっ

た．

　本論文における各部材の単価決定は，標準的な形式を

基にしていることから，橋梁点検データ全てを活用する

形式を取っていない．従って，更に検討を重ねてより多

くの構造形式についての単価を決定する必要があると思

われる．

　本研究の目的は長期的な視点で橋梁維持管理のための

合理的な維持管理計画を立案できるシステムを開発する

ことにある，本論文の解析結果における橋梁健全度指数

は橋梁の社会資産としての価値を評価するもので，各部

材の物理的状況に対して，経済性を含めた健全度評価値

となる．この橋梁健全度指数は橋梁ネットワーク全体と

しての現況の把握，並びに経済的効果の将来予測に活用

でき，この活用法については今後の検討事項である．

　橋梁の資産価値の総合的評価においては，橋梁各部材

の経年的損傷や地震等による損傷を劣化要因として評価

する観点の他に，補修補強による資産価値の増加，及び設

計で想定した性能が適切であったために構造が長持ちす

ることによる資産価値の水準維持の影響など今後詳細に

検討すべき課題も多い．

　また，CaltransのRichard　WShepard氏によれば，　Calな㎜3

では州内の各橋梁の健全度指数を80％以上となることを

目指しているとのことであり，今後の維持管理水準の指

標となるものである．
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ASSET　EVALUAnON　OF　EACH　BRIDGE　MEMBER　AND　ANALYSIS　OF　BRIDGE
　　　　　　　　　　　　　　　　HEALTH　NDEX（BHI）

Toshi）舳d　OS㎜A，　Shuichi　MKAMI，皿qユe　TAMBA，　Satoshi　SASAKI　and　Ker瞬i】KEDA

　As　bridge　is　a　part　of　road　Detwork　and　social　asset，　the　asset　value　of　bridge　is　dealt　with　in　this　paper．

Degradation　of　member　is　considered　as　the　decrease　of　asset　value．　To　evaluate　the　asset　value　of　a　whole

bridge，　each　asset　value　of　structural　member　is　investigated．　Taking　each　structural　dimension　into　accoしmt，

the　initial　cost　of　a　whole　bridge　can　be　calculated　as　an　asset　value．　Inspection　data　given　by　bridge　inspectiorl

manual　is　used　as　deterioration　factor　and　present　rpmaining　asset　value　is　evaluated　including　deterioration．

Taking　the　ratio　between　a　rernaining　asset　value　aBd　initial　cost，　the　ratio　is　called　Bridge　Health　Index

（BHI）．　And　those　result　of　BHI　is　compared　with　the　result　of　previous　paperI）and　validity　of　BHI　is　analyzed，
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