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Lはじめに
　我国の社会基盤整備は高度経済成長期に集中的に進め

られた。以後も継続的な投資がなされており，膨大かっ

様々な状態の道路橋のネットワークが形成され，供用年

数が50年を超える老朽化した橋梁が急速に増加し続け

ている，その老朽化が進む橋梁に対して，維持管理する

ために建設省土木研究所の「橋梁点検要領（案）」1）に基づ

いて点検を実施し，その結果を元に補修・補強を行って

いる．しかし，経済難が続いている現在，市民の社会基

盤に対する意識は高まっておりユーザーのニーズを考慮

し，老朽橋梁を計画的に維持し保全することが必要であ

る，近年，自動車社：会による交通量の増加や道路交通網

の発達による大型車の増加等の社会環境の変化は著しい．

また，我国は自然条件が厳しいため，災害時において道

路網に障害が出た場合，ユーザーにかかる経済的負担は

大きい．よってこれまで迂回路線を検討するユーザーコ

ストの研究が数多く報告されている2）β），

　以上の背景より本研究では，橋梁の維持管理に対して

社会性，経済性の要素を数値化し，総合的な評価によっ

て優先順位をつけることで，合理的，効率的な維持管理

の長期的計画を立案して補修・補強の対象とする橋梁を

選定することを目的としている、

　また，本研究では文献4）を基に災害時庭に迂圓路を利

用した時のユーザーの損失走行経費を考慮した橋梁の重

要度係数γを用いて補修・補強の優先順位を検討する．

2．補修・補強の優先順位

　老朽橋梁において，架け替えや補修・補強の優先順位

は明確に規定されているわけではない．これまで筆者ら

は，社会的，経済的に重要な橋梁をいかに優先的に補
修・補強の対象とするかを決定するために“補修必要度

レベル加”を提案している4）15）．

姻1珈脚ﾉや・・割
ここで，

　α：路線の重要度係数

　γ：橋梁の重要度係数

　Ff：橋梁機能性指数7）

β：走行費用係数

3，：橋梁健全度指数6）

α補正係数

・（1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畠。君。；100

　この（D式の各係数に数値を代入し，加の数値が高い

橋梁から補修・補強の対象とするものである．

3．餐係数の算出方滅

　以下の係数の算出方法は文献6）に記したため概要を

説明する，路線の重要度係数αは三重県の道路整備10

ヵ年整備プログラムB）を参考に生活の安全性向上，生活

の利便性向上，地域の活性化支援などを考慮した．北海

道に適応した路線評価資料を基に，AHP（階層分析法）

9）により重み付けした評価項目を加点方式で評価する．

北海道の国道48路線のうち未開通区間3路線を除いた

45路線について評価を行った．走行費用係数βは交通

量から求めた各交通観測区間の現在価値を単位区間現在

価値で除した係数を用いることとした，＆は橋梁健全度

指数（BHI）を用い，橋梁点検から求められた橋梁の各

部材の損傷度（損傷の程度及び規模）の物理的状況と，

各部材の資産価値などの経済的状況を相関して総合的に

健全度を評価できる指標である，

　本章では加に用いた他の各係数の算出方法について述

べる，

3．1　橋梁の重要度係数γ

　震災時に橋梁が被害を受け，自動車や歩行者の通行が

不可能になった場合，別の安全な路線への迂回が必要と

なり，迂回路線の状態が被災地の復興に大きな影響を及

ぼす．また，橋梁が災害時などに被害を受けた場合，中

小橋梁に比べ長大橋梁は補修・補強費用がかかり，道路

網の復旧に多くの時間を要する．よってこのような状況

になった場合，復旧するまで市民にかかる経済的負担が

大きい橋梁を評価する必要があると考える，

1）橋梁の重要度係数γの算出

　本研究で用いたγの計算式を以下に示す，

　　γごγ＊＋δ　　　　　　　　1　　　　　　　　　　ゆ　・（2）

　　　　　　一！

　　　Cバ1e　δ。C・鴫・・（4）
　　　　　　　　　　　　　　　c，

　　　　　　　　　　　橋梁数

　　　　　　　　　　　　C，、：通常路線の走行経費

　（3）式の橋梁自身の価値を表す再調達価格（初期資

産）Cムは各部材の単価を算出したもので，橋梁の規模

猶＝ ﾛガ◎（3）

　　　η∫司

ここで，

　γ＊：橋梁資産係数：　δ：迂回路係数

　Cゲ橋梁の再調達価格

　11橋長　θ：係i数　η：

　Cゴ：迂回路線の走行経費
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　　　　　　　　　㌔扇～レ　　．」

　△　対象橋梁　　働鯵轡　迂回路線　　團圏劉　河川

　　　　　　　図一1　迂圓路の設躍

や部材の種類によって変化する値である．北海道橋梁の

再調達価格の合計を橋梁数ηで除したものを平均再調達

価格とした．この橋梁の価値を表す橋梁資産係数ア＊に，

（4）式の損失走行経費（CゴーC。）を通常の走行経費q，

で除した迂回路係数δを加算したものを橋梁の重要度係

数γとした，（2）式より長大橋等の資産価値が高い橋梁，

迂回時にユーザー負担が大きい路線を選定することがで

きる．

2）迂野路の選定

　迂回路の対象路線は交通容量，物資輸送といった幹線

的役割を考慮し，基本的に国道または道道とする．ここ

で迂回路とは通常の道路の通行が不可能となった場合の

代替の役割を果たす経路のことである．したがってここ

では，迂回の距離が50km以内でかつ通常路の距離の2

倍以下であるものを迂回路とするという選定条件を設け

た．ただし，該当する迂回路線が無い場合に限り比較的

高規格な市町村道，農道等も対象とし，距離等の制限を

設けないこととした，また，各条件の中で迂回路が複数

存在する場合は距離の短い迂回路を選定した，

　実際の設定には，国道橋梁と迂回路の位置を確認する

ため道路現況図を用いた，また，距離の計測は連続的に

縮尺可能な電子地図10）を用い，対象となる通常路線と

迂回路線の起点から終点までを距離とした，

　迂回路設定の例として図一玉のように，△の対象橋梁が

通行不可能になった場合，迂回路として道道（太点線）と市

道（点線）の2ルートが考えられる．しかし，本研究では迂回

路選定の条件として国道，道道を優先するため，ここでは

50㎞以内の道道を迂回路とする，

3）走行経費Cの算出

　道賂交通センサスIDより各交通観測地点での交通量

データを用い，国土交通省道路局・道路IRサイトの費

用便益分析マニュアル12）を参考に各車両別（乗用車，

表一1　橋梁の重要度係数γ算出例

バス，小型貨物車，普通貨物車）の走行経費C（総走行

時間費用Cτ，総走行費用CR）を算出した．走行経費C

の算出式を以下に示す．

①走行経費Cの算定

C＝C7了＋CR

ここで，

　Cア：総走行時間費用　　CR：総走行費用

②総走行時間費用crの算定

Cr＝〔～。、乙・α・60／レア

ここで，’

　g：交通量（台／日）　ム：走行延長（㎞）

　α：時間価値原単位（円／台・分）

　F：混雑時平均旅客速度（㎞Vh）

③総走行費用CRの算定

．CR＝9・かみ

ここで，

C：交通量（置旧）左走行延長（㎞）
　わ：走行経費原単位（円／台・km）

一（5）

・・
i6）

・・ i7）

　以上の式を用いて車種別の費用を加算し，通常路線と

迂回路線の距離の年聞の走行経費Cを求めた．迂回路

の走行経費C4に関しては通常の路線の交通量が迂回路

に流動したものとし，通常路線を利用しているユーザー

が迂回路線を利用する場合の損失走行経費はCrC，、で

算出される．

4）橋梁の重要度係数γの算出結果

　橋梁の再調達価格は2456橋のデータを用い，損失走

行経費の算出については道東地域の国道道路橋梁853橋

を算出した，表一1に橋梁の重要度係数γのデータを示

す．また，二一2に各建設部別データの平均値を示す．

　橋梁の重要度係数γは迂回距離，通常距離と橋長に左1

右されるものであるため，表一董よりB，D，　E橋は通

常距離31、に比べ迂回距離晶が長いため迂回路係数δは

高くなる．また，今回対象とした橋梁の中で橋長100m

以下の橋梁が約8割を占めているため，長大橋のA，C

橋はγ＊が高くなる．以上の2っの係数を足したものがγ

になり，F，　G橋のように通常路線に対して迂回距離が

短い小橋梁はγが低い値を示す．したがってB橋のよ

うな小橋梁でも近くに迂回路線がない場合は橋梁の：重要

度係数γは高くなる．

　蓑一2より全体として迂回距離∫4は通常距離∫，、の2

倍弱となっており，走行経費にも同じ傾向がある．しか

蓑一2　路線選定結果
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畿一3　補修必要農レベルの算趨例

橋梁名 路線の重要度　走行費用
@係数α　；係数 聡醐講橋欝要度 驚繊麗灘欝 堀職

　　iLnLn｛順位

A橋 0．820上　23．46 0，32マ　i　　lt32｝　　　　　　11．64 8tli　　93、30 15．04；　4 143．goi　1

B硫 0．8槍i　　12．00 3．968　｝　　　0．05ξ　　　　　　　　4．02 81フr　66．50 60．56τ　2　　「
61．16i　3　　工
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G橋 α810「　　1．05 Oj　32 0，21｛　　0．34 　　」R6．11　　60．90
。33i，、 翫13｛35

H鑛 。0喬85t　　t12 0‘32噛 15．55τ　　5．87 9α81　90渇6 α881177 4．56i　41
； 『

l　l．li　1 『　　l　　l 1　｝ ！　l　l……”

@　｛

騰
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L橋 α810　　　　1，58 0．353　　　　0．29　　　　　　　　α64 100　　　　97．60

0151242 0181242
Avera　e　　　　　　　O．685　1　　　　　　1．02　　　　0．616　，　　0．97　i　　　　　　　1．59　　　　　　　76．6　1　　　　79．67　　　289　　　　　　　　　4．59

しB建設部は距離，走行経費ともに他建設部に比べ低

い値となったが，これは市街地周辺に道道が多く存在し

たためである．また，A建設部の迂回路線の走行経費が

高い値となっているが，これは都市にある河川に架かる

橋梁が少なく迂回が遠方になることと，迂回の交通量が

多かったためである，

3．2　檎梁機饒性指数（鳥PI）趣

　橋梁などの構造物は建設後の社会環境の変化により，

そのものに期待される機能も変化する，そこで，橋梁機

能性指数（BPI）は現在保有すべきであると要求される

性能を評価する、橋梁機能性評価における階層図は，機

能性殻計基準の要求機能をもとに作成した7）．また，機

能的項目の階層化に基づくAHP（階層分析法）9）による

18名のアンケートの結果より，重み係数を算出し平均

値を用いる，

　橋梁機能性評価の結果を100点満点の指数で表すこと

とし，重み付けされた各項目について，それぞれを1点

満点で評価する．次にその点数⑦に各項目の重み係数

（励をかけ，その算出された各項目の点数の合計が，

100点満点で評価された機能性評価点数となる．つまり，

式（8）より機能性評価点数を求める、

機能性評価轍・朋・Σ（伽吻）
　　　　　　　　　　　　　’司

　（8）

　各項目の1点満点評価点数ωの算出方法は，評価項

目ごとに1つ以上の点検項目を設け，その点検項目に従

って点検を行うことで，加点方式より各項目を1点満点

評価する，これにより，橋梁の機能性を定：量的に評価で

きる．

4．補修必要魔レベル加の検認

　前章で示した算出方法により関連するパラメータを算

出し，補修必要度レベルLηを橋梁機能性指数（BPD

が算出済みである北海道国道の道路橋梁243橋を検討対

象どした．また以前の損失走行経費を考慮しないδ＝0

とした場合を砺とした．また，（1）式の補正係数をα司，

（7）式の係数をう略とし，補修必要度レベル加の算出結

果の一例を叢一3に示し分析結果について考察する．

嬉．1　i瞳失走行経費の影響

　ここで，A橋と白橋を比較すると順位が入れ替わっ

ている，これはA橋の橋梁の資産価値は低いが迂回に

よる損失経費が大きいために橋梁の重要度係数γが高く

なり総合的に補修必要度が高くなったためである，また，

加1の順位が下位に位置するE橋，H橋に関しても迂回

路係数δが大きく反映している，

4．2　補修必要魔レベル加の算出結果

　順位が一番高くなったA橋のBHI，　BPIが低くないが，

α，β，γ値が高いため社会的，経済的に重要：度が高く補

修・補強を優先的に行う必要があるという結果になった．

しかし，実際に補修・補強を行う場合はBHI，　BPIの値

が80以下の橋梁を対象にする等の基準を設ける必要が

ある．社会的・経済的な重要度が高いことから、予防的

な補修等の実施についての検討が必要となると思われる。

　B橋はβ値，C嬌はγ値：が高くD橋はBHIが低く，

順位が上位になっている．また，E橋はγ値が高いため

に加が高く，βHIが低いF橋よりも順位が上位にきて，

一方G橋はB田，BPIが低いためにγ値が高いH橋よ
りも順位が高い，順位が下位の1橋，L橋はBHL　BPI

が高く補修・補強の必要性は少なく，γ値も低いために

現在のところ補修・補強の対象にはならない，

　本研究で算出した242橋の加の分布を図一2に示す．

図一2の左縦軸は度数，右縦軸は各加以下の度数を全

度数で割った累積相対度数を表す．その結果加の多く

は5以下に分布しており，橋梁数より加づ以上の橋梁

が主に補修・補強の対象になる．加ロ10以上の橋梁が

16橋あるが，これらの橋梁は優先的に補修・補強の対

象に入ってくる，今後加＝5以上の橋梁を補修・補強し

ていくことで5未満の橋梁の補修必要度レベルが上がっ

たときに即座に対応できるように補修・補強計画をする

必要があると考える．例として図一2に補修・補強が十

分に行われず経年劣化や周辺環境の変化により全橋梁の

BHIとBPIが5ポイントと下がったときの補修必要度

レベルを加rとし算出した．累積相対度数を比較すると
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表一4　路線別の各係数の平均値（8建設部）

加略以下で砺は加より低くなっていることから，
ム解5以下の橋梁が減り五肝5以上が増えている．今後こ

のような傾向になることは危険であるため長期的な維持

補修計画を行い補修・補強を行っていく必要がある，こ

れらより，橋梁点検調査によって得られたデータを用い

て解析し，架設位置の地域と路線，橋梁の重要度を評価

することで，社会的に優先度の高い橋梁を選定し，どの

橋梁を優先的に補修・補強候補に挙げるかを判断するこ

とができる．

4．3　國道種劉における比較

　B建設部の227橋をネットワークの規模や利用用途が

異なる2桁国道と3桁国道に分類し算出した。叢一4よ

り2桁国道の方が3桁国道に比べα，βが高い．これは

路線延長が約300㎞と規模が大きいため±也域に与える

影響が大きく，都市間を結ぶもので路線の利用者が多い

ことがあげられる，一方，3桁国道はδが高く，路線に

対するネットワークは少ない傾向がある．加は2桁国

道の方が高くなった，図一3の左縦軸は富加の度数を

全度数で割った相対度数，右縦軸は紬織以下の度数を

全度数で割った累積相対度数を表す，相対度数は3桁

国道の加二〇～3，2桁国道の加＝3～5が高い値を示して

おり，累積相対度数は3桁国道：が加＝0～3，2桁国道は

ム炉2～5で大きく増加している。以上の結果より2桁国

道の方が捕修・補強の必要性は高いと考える，

5．憲と：め

　本研究では，橋梁の災害時の損失等についての定量的

な評価の手法について述べるとともに，橋梁の補修・補

強計画の優先順位を決定するために補修必要度レベル

加を提案した．最後にまとめとして要約すると以下の

ようになる．

1）路線の重要度係数α，走行費用係数β，橋梁の重要

　度係数γを用いることで，路線や地域における橋梁

　　の重要度係数を考慮した補修の優先順位を算出する

　　ことができた．

2）橋梁の各部材の損傷状況を経済的視点から評価した

　橋梁健全度指数（HHI）に各種の重要度を考慮する

　　ことで，社会的に優先度の高い補修・補強の順位付

　　けを具体的数値で明確に算出することができた，

今後の課題としては，

1）北海道全地域の橋梁に対しての損失走行経費，橋梁

　機能性指数（BPI）を算出することにより加を地域

　別に比較し検討する，

2）実際の維持管理予算を考慮したときに加の順位が

　上位の橋梁から補修・補強することは難しいために

　予算内で最適な補修橋梁を選定する手法を検討する．
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