
 

論文 段波と定常流の違いに着目した岩手県北部橋梁に作用する津波特性 
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要旨：本研究では，広内橋を対象に，架橋位置と段波・砕波発生位置の関係を把握すること，広内橋に作用

する津波波力を明らかにすることを目的として分析を行った。なお，分析については映像分析と数値解析を

用いて行った。映像分析の結果から，広内橋は，架橋位置が海岸線極近傍にあり桁下高が低いため，海岸線

付近で発生した段波が作用すると推定された。これに対して，数値解析で得られた波面勾配からは定常流が

作用すると推定された。そこで，段波と定常流が広内橋に作用する場合，水平作用力はそれぞれ 2334kN と

327kN であり，約 7 倍の作用力差が生じることがわかった。 

キーワード：橋梁被害，映像分析，数値解析，広内橋，段波 

 

1. はじめに 

東北地方太平洋沖地震の津波が生じた際，流出した橋

梁を撮影した映像が多数存在する。これらの映像を基に，

著者らは，宮城県を中心とした計 7 地区の橋梁（釜石地

区の矢の浦橋，陸前高田地区の気仙大橋，小泉地区の小

泉大橋，歌津地区の歌津大橋，志津川地区の志津川橋，

新北上地区の新北上大橋，閖上地区の閖上橋）の被害分

析を実施してきた。その結果，橋梁に作用する津波は，

津波先端の段波・砕波域によるものではなく，津波先端

以降の準定常流が主であることを明らかにしてきた 1)。

一方，分析してきた地域以外の岩手県北部の久慈湾を撮

影した航空画像や久喜漁港を撮影した画像より，津波先

端においては段波現象が表れていることを確認している

が 2), 3)，三陸海岸沿いに設置された橋梁にはどの様な形

状の津波が作用するのか現在まで明確になっていない。 

そこで，本研究では，PC 桁である広内橋を対象に，広

内橋の架橋位置と，段波・砕波発生位置の関係を把握し，

広内橋に発生する津波作用力を明らかにすることを目的

として，映像分析と数値解析結果，孤立波実験結果を用

いて分析を行った。 

 

2. 岩手県北部の橋梁の被害状況 

図－1 に本研究における分析範囲と被害橋梁の位置を

示す。同図の分析範囲は，久慈港から島越までとした。 

本研究において対象とする橋梁は，分析範囲内の沿岸

に位置する一般国道と一般県道，主要地方道に架橋する

橋梁としている。この橋梁において，津波により損傷を

受けた橋梁は，合計 16 橋（ランク A の橋梁が 6 橋，ラ

ンク C の橋梁が 10 橋）存在している。橋梁の被害ラン

クについては，文献 1) の損傷ランク付けを参考に，ラン 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 九州工業大学大学院 工学研究科建設社会工学専攻（学生会員） 

*2 九州工業大学 工学部建設社会工学科教授 Ph.D.（正会員） 

*3 (株)長大 福岡構造技術部（正会員） 

*4 九州工業大学大学院 工学研究科建設社会工学専攻（学生会員） 

表－1 津波による損傷ランク Aと判定された橋梁の一覧 

一般県道野田長内線 広内橋 単純ポステンPCT桁

一般国道45号 米田橋側歩道橋 単純鋼H桁橋

主要地方道岩平井賀普代線 宮ノ下橋 単純プレテンPC中空床版

主要地方道岩平井賀普代線 声転橋 単純プレテンPCI桁床版

主要地方道岩平井賀普代線 ハイペ沢橋 単純RCT桁

主要地方道岩平井賀普代線 行人橋 単純合成H形鋼桁 上部構造流出

上部構造流出

上部構造流出

上部構造流出（海側側道橋のみ）

洗掘による下部構造
の不安定化，橋台背面土の流出

上部構造流出，胸壁のひび割れ，
橋台背面土の流出

路線名 橋梁名 上部構造形式 損傷状況

図－1 分析対象範囲と対象とする橋梁の位置 
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ク A が落橋あるいは倒壊・半倒壊した橋梁，ランク C が

高欄の破損等の軽微な損傷または損傷無しの橋梁に分類

した。表－1 に示すように，ランク A に属する橋梁は，

コンクリート桁の広内橋，宮ノ下橋，声転橋，ハイペ沢

橋と鋼桁の米田橋側道橋，行人橋の 6 橋である。この橋

梁は，上部構造の流出被害を受けたものの，その他の損

傷も生じている。例えば，広内橋と宮ノ下橋，米田橋側

道橋ではアンカーバーの変形や支承の損傷，ハイペ沢橋

では橋台背面土の流出，声転橋では橋台背面土の流出と

洗堀による下部構造の不安定化が挙げられる。 

被害を被ったコンクリート橋の中で，広内橋の上部構

造重量（4300kN）と浮力（1773kN）の関係は上部構造重

量の方が約 2 倍以上の大きい力であるのに，上部構造が

流出したということは，段波的な力が生じた可能性があ

り，桁に作用する津波形状を把握する必要があると考え

られる。このことから，襲来する津波を撮影した久喜漁

港と位置的にも最も近いため，分析する橋梁は広内橋と

した。 

図－2 に示す広内橋は，県道 268 号の野田長内線で岩

手県九戸郡野田村に位置する桁長 28.4m，幅員 8.2m の

PCT 桁橋である。同図の損傷状況としては，上部構造が

陸側に約 10ｍ流出していた（図中に示す[a]）。また，橋

台のゴム支承部の橋軸直角方向の桁移動制限のために取

り付けるアンカーバーは，海側から陸側にかけて徐々に

折れ曲がり，陸側の 1 本は約 90°に折れ曲がっていた。

陸側のアンカーバーが直角に曲がっているため，桁水平

力により移動して流出したと推察できる（図中に示す

[b]）。 

図－3 に広内橋の地形的特徴を示す。広内橋は海岸線

までの距離が約 10m であり，海岸沿いに位置する道路橋

である。また，架橋位置の沖合には防波堤が無く，天文

潮位から桁下までの高さである桁下高は約 2.5m である。

上記した地形の特徴から，広内橋は津波先端で発生する

段波や砕波の作用環境下にあると考えられる。 

 

3. 岩手県北部の橋梁に作用する津波形状 

本章では，まず，久慈湾や下安家漁港とともに，来襲

する津波を撮影した久喜漁港を対象として，沖合から伝

播する津波の波長や波高，津波形状の変化を確認した。

次いで，映像分析した結果と数値解析の結果を用いて，

広内橋の架橋位置に作用する津波の形状の推定を行った。 

3.1 映像分析を用いた岩手県北部に来襲する津波の分析 

(1) 久喜漁港の地形概要 

図－4 には久喜漁港の撮影位置と撮影範囲を示す。本

章で用いた画像は，久喜漁港の住民が高台から久喜漁港

を撮影したビデオ映像であり，[a]の範囲を撮影している。 

図－5 には，図－4 に示す A-A’断面の津波形状（波高

と波長）の算出方法を示す。図中に示す[2]地点（海岸線

から 80m 位置），[3]地点（海岸線位置）はそれぞれの波

形状が到達した位置を示す。[2]地点，[3]地点の映像時間

は，映像開始時間（0s）から各地点に到達するまでに経

過した時間を示す。[2]地点，[3]地点の津波の形状は，そ

れぞれ映像時間 56 秒，62 秒のキャプチャー画像をトレ

ースした波形状である。同図に示す[2]地点，[3]地点の波

高と波長は，図中に示す[a]二階建ての 10m の高さの家屋

を基に，対比させて推定を行った。なお，同図に示す波

高は水位上昇開始位置から波頭線位置までの波高の差分 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2 広内橋の被害状況 
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図－4 久喜漁港の撮影位置と撮影範囲 

図－3 広内橋の地形的特徴 
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とし，1/4 波長は水位上昇開始位置から波頭線位置まで

の距離とした。その結果，[2]地点では，波高と 1/4 波長

が約 7m と約 30m となった。同様の算出方法を用いて，

[3]地点では，波高と 1/4 波長がそれぞれ約 8m と約 30m

となった。 

(2) 久喜漁港に来襲する津波形状 

本節では，詳細は参考文献２,３に示すが，久喜漁港へ

来襲する津波形状について，久喜漁港を撮影した画像か

ら推定した観測波形を用いて説明する。 

図－6 は，図－5 で推定した津波形状の変化をまとめ

た図である。まず，図中に示す[1]地点を撮影した 38 秒

時の映像から求めた波形状を示す。図中に示す[1]地点の

波形状は，[2]地点の正確な値を用いて，波高が約 7m，

1/4波長が約 30mとしており，短周期波が形成している。

次いで，[2]地点を撮影した 56 秒時の映像より，[2]地点

の波形状は，波高が約 7m，1/4 波長が約 30m，1/4 周期

が約 2 秒の段波状の波が形成している。また，[3]地点を

撮影した 62 秒時の映像より，[3]地点の波形状は，波高

が約 8m，波面勾配が 1/4 の砕波段波が形成している。 

 

(3) 映像分析を用いた津波形状の推定 

図－7 は，久喜漁港の映像分析から広内橋に来襲する

津波形状を推定した図である。久喜漁港と広内橋は図－

4 に示すように，1.3km 離れているものの，距離的に近 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の波が来襲したと仮定し，津波先端部が海岸線に到達 

いため，広内橋に来襲する津波形状は，久喜漁港と同

様した時は，図－6 の(b)に示す[3]地点で見られた砕波段

波が形成したと推定した。ただし，広内橋に来襲した津

波形状は，久喜漁港の防砂堤や山際の反射波の影響がな

いため，久喜漁港で推定した波形や波高のずれが生じて

いる可能性がある。これらの仮定より，広内橋に来襲す

る津波は，約 8m の砕波段波が形状を保ったまま 30m 遡

上し，広内橋の桁に衝突したと推定できる。以上のこと

から，広内橋は，架橋位置が海岸線極近傍にあり，かつ

桁下高が小さいため，津波先端で生じる砕波段波が作用

する環境下にあると考えられ，この様な環境下にある橋

梁は段波が作用する可能性に留意する必要があると考え

られる。 

図－5 津波高さと波長の推定方法（図－4 に示す A-A’断面） 
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図－6 久喜漁港へ来襲する津波形状の変化(図－4 に示す A-A’断面) 

 

図－7 映像分析による広内橋に来襲する津波形状の推定 
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3.2 数値解析を用いた岩手県北部に来襲する津波の分析 

本節では，架橋位置における津波形状を明らかにする

ため，津波伝播遡上解析を実施し，沖合から広内橋へ来

襲する津波形状の変化について説明を行う。 

(1) 解析条件 

本解析手法は，文献 4) を参考に，摩擦及び移流項を考

慮した非線形長波理論を基礎方程式とし，変数の配置法

は Staggered 格子を，差分スキームは Leap-Frog 法を用

いた。解析の主要な諸元は文献 2) に示す通りである。ま

た，文献 2) より，本解析モデルの妥当性評価については，

最大浸水高を比較すると，７箇所の平均実測痕跡高 7.8

ｍにたいして解析値は 7.6m と再現性が高いことを示し

ている。次項では，この解析モデルを用いて津波形状の

変化について説明を行う。 

(2) 沖合から広内橋へ来襲する津波形状の変化 

図－8 は，図－4 に示す B-B’着目断面の数値解析の結

果を用いて，沖合から海岸線へ来襲する津波形状を示す。

海岸線，海岸線より 9000,18000m に津波の最高水位が到

達した，地震発生から 36 分後，40 分後，46 分後の水位

波形は，それぞれ[1]の波形，[2]の波形，[3]の波形とする。

1/4 波長は水位上昇開始位置から最大水位位置までとし

た。[1]の波形の 1/4 波長は 10.5km，[2]の波形の 1/4 波長

は 8.2km，[3]の波形の 1/4 波長は 0.2km であり，波長は

沖合から海岸線に近づくにつれ，短くなっている。広内

橋に作用する津波形状の詳細については，図－9 に示す。 

(3) 数値解析を用いた津波形状の推定 

図－9 は，図－8 と同着目断面の解析結果を用いた広

内橋位置に来襲する津波先端の図である。図－9 に示す

[1]の波面勾配は，津波先端部が広内橋に作用する位置の

勾配を算出した。地震発生から 46 分経過した津波先端部

では，波高が 4.5m，波面勾配が 1/34 であり，波の切り

立ちが見られる。ただし，本解析手法では，海岸線付近

で生じるソリトン分裂津波や砕波は再現できないモデル

を用いており，海岸線近傍の津波挙動が異なると考えら

れるが，段波の発生の有無を確認するため，段波のみを

考慮することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 画像分析を用いた津波作用力の算定 

本章では，観測波高と広内橋の位置関係を基にして，過

年度実施した Z/ah,波高などをパラメータとした孤立波

実験から得た津波波力を広内橋に適用し，広内橋に発生

した津波作用力の評価を行う。 
対象とする孤立波実験については，図－7 に示す画像

分析から算出した観測波高（約 8m）と広内橋の桁位置

を基に，最も作用状況の近い孤立波実験を選定した。具

体的には，観測波高（約 8m）と実橋換算の波高が同程

度となる孤立波（約 7.5m）を対象とし，図－7 に示す観

測波高と広内橋の上部構造の位置関係を示した Z/aHが

0.41 であるため，Z/aHが 0.5 となる孤立波実験を用いる

こととした。なお，詳細は参考文献５，６に示すが，桁

形状はＩ桁でほぼ相似的にも相似できている。 

図－8 数値解析における沖合から海岸線へ来襲する津波形状の変化（B-B’断面） 
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図－9 数値解析による広内橋に来襲する津波形状の推定 
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図－10 は，段波を模擬した 1/50 スケールの孤立波実

験 1)の波形状と桁に作用する津波作用力を併せて示す。 

まず，同図に示す[A1]は，Z/aH＝0.5 の条件で造波した

孤立波が桁に衝突した時の波形状である。孤立波の波高

aHは，桁の高さ（3.4cm）と桁に衝突した時の孤立波の

最大波高を対比して算出した結果，15.2cm となる。孤立

波の 1/4 波長は，孤立波の水面の変曲点における接線が

水位 0 となる位置から，水位が最大となる位置までと仮

定し算出した結果，36cm であった。[A1]の波面勾配は，

波高（15.2cm）と 1/4 波長（36cm）の関係から 1/3 の勾

配となり，図－7 の観測波形の波面勾配（1/4）と大差な

い結果であるため，観測された津波は段波状の波が生じ

たと推察できる。次いで，同図に示す桁に衝突した時の

段波波力は，計 3 回測定した各最大波力の平均であり，

水平波力 Fxが 14.9N，鉛直波力 Fzが 32.2N であり，鉛直

波力が卓越することがわかる。 

図－11は，図－10に示す津波波力を広内橋に適用し，

広内橋に発生する津波作用力の模式図を示す。広内橋に

発生する水平作用力は，2334kN であり，これは，図－

10 に示す水平波力 Fx（14.9N）を実橋換算した 1863kN

を，模型の面積（34m2＝0.0136m2×502）と広内橋の面積

（42.6m2）の面積比の関係から算出した値である。鉛直

作用力も同様に算出した結果，4934kN となった。 

 

5. 数値解析を用いた津波作用力の算定 

本章では，数値解析の結果を用いた津波作用力の算定

を示す。 

図－12 は，四條らの津波実験における桁に衝突する直

前の孤立波の波形を示す 7)。四條らが実施した津波実験

は，津波入射波形の違いが津波波力に及ぼす影響を評価

するため，入射形状と桁下高をパラメータとしたケース

1~11 の孤立波を橋桁模型に作用させた実験である。同図

に示す孤立波の波形は，桁設置位置における最も緩やか

な波面勾配であるケース 1 を示している。同孤立波の波

面勾配は，波高計[3]で計測した水位ηの上昇速度（dη

/dt）を求め，波高計[2]と波高計[3]の水位波形から求まる

波速 c との関係から，2.4°（1/24 の勾配）としている。

この 1/24 の勾配の孤立波は，橋桁に津波が衝突すると，

ほぼ段波波力と持続波力が同等であるため，1/24 の勾配

よりも勾配が緩やかな場合は持続波力が卓越すると考え

られる。よって，図－9 に示す数値解析の 1/34 の波面勾

配では持続波が卓越すると考えられるため，数値解析に

おいて，津波先端で生じる定常流の流れ場によって発生

する津波作用力について検討することとした。 

図－13 に示す水平作用力 Fxは，文献 1)と同様に式（1）

で算出する。文献 1)の定常流実験の結果より，定常流の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場合の鉛直作用力 Fzは，浮力相当の力が作用するとされ

ているため浮力のみの値である。式中の流速 v は，平面

座標上における広内橋位置を着目した 8 点の最大流速の

平均値を用いている。式中の抗力係数 Cdは文献 8)に基づ

いて算出している。 

21
2x w d hF C v Aρ=                (1) 

 

図－12 四條らの津波実験における孤立波波形 
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図－11 波高約 7.6mの段波を模擬した孤立波における広

内橋に発生する津波作用力 
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図－13 数値解析を用いた定常流の場合の広内橋に発生

する津波作用力 
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ここで，ρwは水の密度，v は広内橋位置の最大平均流

速（3.1m/sec），Ahは上部構造の下流側の被圧面積，Cd 

は抗力係数（1.55） 

同図より，水平作用力は，数値解析より算出した最大流

速を式(1)に代入し算出した結果，水平作用力は 327kN で

ある。鉛直作用力は，浮力相当の力であるため 1773kN

であると考えられる。 

前述した結果から，図－11 に示す段波の水平作用力と

鉛直作用力は 2334kN，4934kN であるのに対して，図－

13 に示す定常流の水平作用力と鉛直作用力は 327kN，

1773kN であり，段波と定常流による水平作用力と鉛直作

用力は，それぞれ約 7 倍，約 3 倍の作用力差が生じるこ

とがわかった。また他の橋梁の分析では定常流による作

用力推定と橋梁の被害程度が一致することがすでに明ら

かになっている 9),10)。 

以上のように，津波作用力を算出した結果を踏まえる

と，広内橋には段波が生じた可能性が高いと考えられる。

一方，本解析手法を用いた数値解析では，図－８に示す

ように波の前傾化は生じるものの，海岸線付近の段波の

様な急な立ち上がりを再現できていないと考えられる。 

 

6. まとめ 

本研究では，PC 桁である広内橋を対象に，広内橋の架

橋位置と，段波・砕波発生位置の関係を把握し，広内橋

に発生する津波作用力を明らかにすることを目的として，

映像分析と数値解析を用いて分析を行った。 

本研究から得られた知見と結果を以下にまとめる。 

(1) 久喜漁港で観測した波形より，海岸線手前で発生し

た約 8m の砕波段波は，数秒で海岸線に到達するた

め，海岸線の極近傍に存在し，桁下高が小さい広内

橋には砕波段波が作用すると推定できる。また，画

像分析から算出した観測波高（約 8m）を基に，実

スケールの波高が同程度の孤立波を対象として，津

波実験を実施した。画像分析による波面勾配(1/4)と

孤立波の波面勾配(1/3)は概ね一致しており，観測さ

れた津波は段波状の波が生じたと考えられる。これ

らの結果から，架橋位置が海岸線の極近傍かつ段波

波高よりも桁下高が小さい場合は，段波が作用する 

可能性を留意する必要があると考えられる。 

(2) 画像解析を用いて，津波実験から得た津波波力を広

内橋に適用した場合の上部構造に発生する津波作用

力の評価を行った。その結果，桁に衝突した時の波 

高約 7.5m の段波は，水平作用力が 2334kN，鉛直作 

用力が 4934kN であり，鉛直波力が卓越することが

わかる。 

 

(3) 数値解析を用いて，広内橋に発生した津波作用力の

算定を行った。四條らが実施した 1/24 の勾配の孤立

波の結果から，数値解析の 1/34 の波面勾配では，持

続波が卓越すると考えられ，定常流の流れ場によっ

て広内橋に発生する津波作用力について検討した。

その結果，水平作用力と鉛直作用力は 327kN，

1773kN となった。一方，本解析手法を用いた数値解

析では，波の前傾化は生じるものの，海岸線付近の

段波の様な急な立ち上がりを再現できていないこと

が考えられる。 
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