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集中豪雨による橋梁の被災原因調査解析と対策工
豪雨災害の現地調査結果とレーダ雨量データ等に基づく考察
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1. はじめに

た。

近年、河川計画を上回る異常な集中豪雨とそれに伴う

高千穂鉄道橋梁および耳川町村道の橋梁
の被害の概要

3.

河川関連構造物の被害が多発している。
2004 年の福井、飛騨高山水害、2005 年の宮崎水害に
おける橋梁被害はその例である。福井、飛騨高山、宮崎

高千穂鉄道は 1937 年に開通した単線鉄道であり、そ

水害では、戦前に建設されたプレートガーダの鉄道橋が

の橋梁の 5 橋の内 4 橋が谷底河川上に設置されている。

計 11 橋被災するとともに、宮崎水害では昭和 40 年代に

桁は上路プレートガーダ形式、およびトラス形式で、支

建設されたトラスおよび合成桁の道路橋が計 3 橋被災し

間長（桁高）は、13.4（1.5）～35.4（1.7）ｍである。
耳川町村道の橋梁の被害を受けた 3 橋は、2 橋が昭和

た。
本研究では、まず、現地で発生した被害状況を調査し

40 年代に完成したトラス橋、1 橋が昭和 50 年代に完成

た。その後、レーダ雨量データを用いて河川流量を求め

したプレートガーダ橋である。支承は、ピン支承、支承

るとともに被害原因を推定し、異常豪雨に対する橋梁の

板支承で、ともにアンカーボルトで固定されたものであ

対策工を検討した。

る。
表-1 に、高千穂鉄道と耳川町村道の橋梁の架橋地点の

なお、2004 年の福井水害における鉄道橋梁の被災原
因の調査解析に関しては、既に報告している

。

河川および今回の被害等の概要を示す。高千穂鉄道橋脚

1）、2）

本報告では、2005 年の宮崎水害における橋梁被害の

の特徴は、岩着の無筋橋脚であり、被害の特徴はそれら

被災原因の調査解析結果と対策工に関する検討結果を示

の岩着橋脚が打継目から曲げにより剥れ被災したことで

した。

ある。
耳川町村道の橋梁の特徴は、支承がピン支承であり、

2. 2005 年宮崎水害の概要

被害の特徴は、支承部で破壊したことである。本調査に
より、被害時は、高千穂鉄道の橋梁、耳川町村道の橋梁

2005 年の台風 14 号は、9 月 6 日から 7 日にかけて九
州を通過し、宮崎県では累積雨量が 1400mm を超える記

ともに最高水位時には、桁は没水していたことが判明し
た。

録的な豪雨を降らせた。その結果、宮崎県では県北の延
岡市を流れる五ヶ瀬川流域では中流の高千穂鉄道の橋梁

4. 被害状況調査結果

の 2 個所、日向市を流れる耳川流域では中流の町村道の
図-1 に高千穂鉄道橋梁の位置図、図-2～6 に高千穂鉄

3 個所において、橋脚被災や橋桁流出等の被害が発生し

道橋梁の調査結果、図-7 に耳川町村道の橋梁の位置図、
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図-8～12 に耳川町村道の橋梁の調査結果を示す。なお、
図-1、7 の右側が下流を、図-2～6 および図-8～12 の図
内の矢印は流向を示す。
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図-2に示すように、第1鉄橋では河川内の無筋橋脚6本

すように、第3鉄橋は上路トラス橋で垂直材、および、

の中で3本が、1本おきに打継目から曲げにより剥れ被災

斜材に根付きの長さ8.0ｍ程度の杉の流木が突き刺さっ

していた。また、残存している橋脚の頂部には流木が見

ていたが、倒壊は免れた。図-8,9は小原橋、図-10,11は

られ、洪水時には、桁に流木が作用したことが観察され

小布所橋である。図に示すように、ともに下弦材と支承

た。図-3に示すように、第1鉄橋の桁は洪水流により650

を接続するボルト部が破壊されており、トラス部は、洪

ｍ下流へ流出していた。図-4,5に示すように、第2鉄橋

水流により流出し、原型を留めていなかった。図-12に

では、円柱橋脚が3本、楕円柱橋脚が2本存在していたが、 示すように、尾佐渡橋は、支承板部で破壊されており、
円柱の橋脚のみが岩盤から剥れ被災していた。図-6に示

Table 1

合成桁は反転して流出していた。

表-1 高千穂鉄道橋梁、および、耳川町村道の橋梁の被害の概要
Damaged situation of the bridges in Takachiho Railway line and the Mimi river basin

高千穂鉄道の橋梁

耳川町村道の橋梁

橋梁

第 1 鉄橋

第 2 鉄橋

第 3 鉄橋

小原橋

小布所橋

尾佐渡橋

川幅(m)

130

85

95

115.5

75.3

56.2

河床勾配

1/270

1/94

1/350

1/295

1/2154

1/429

橋脚形状（支承）

楕円柱

楕円,円柱

楕円柱

(ピン支承)

(ピン支承)

(支承板支承)

橋脚の基礎状態

岩着

岩着

岩着

－

－

－

桁上～基礎(m)

11.0

15.5

19.1

10.1

12.1

15.3

橋脚の被害状況

曲げ破壊

剥れ被災

被害なし

支承破壊

支承破壊

支承破壊

桁の流出距離(m)

650

50

被害なし

157

600

50

被災前の鉄道橋の位置

流れの方向
流れの方向

図-1 高千穂鉄道位置図
Fig.1 Takachiho railway bridge (R.B.) locations

図-2 第１鉄橋の被災状況
Fig.2 Damaged situation of R.B#1

図-3 第 1 鉄橋桁の流出状況
Fig.3 Damaged beam of R.B#1

被災前の鉄道橋の位置
流れの方向
流れの方向

流れの方向
図-4 第 2 鉄橋の被災状況
Fig.4 Damaged situation of R.B#2

図-5 第 2 鉄橋の被災状況
Fig.5 Damaged situation of R.B#2
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図-6 第 3 鉄橋の状況
Fig.6 Damaged situation of R.B#3
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被災前のトラス橋の位置
流れの方向

流れの方向

図-7 耳川町村道の橋梁位置図
Fig.7 Collapsed Bridges of the Mimi river

図-8 小原橋の被災状況
Fig.8 Damaged situation of Obaru Bridge

図-9 小原橋桁の流出状況
Fig.9 Damaged gierder of Obaru Bridge

被災前の道路桁橋の位置
痕跡水位
流れの方向
流れの方向
破壊した支承部
図-10 小布所橋の被災状況
Fig.10 Damaged situation of Ofusyo Bridge

図-11 小布所橋の支承部状況
Fig.11 Ofusyo Bridge support section

5. 橋梁の被災原因の解析

図-12 尾佐渡橋の被災状況
Fig.12 Damaged situation of Osado Bridge

図-13 から、五ヶ瀬川流域では、3 日間に、高千穂鉄
道橋の直上流の支川で、最高で 1455mm もの集中豪雨

橋梁の被災原因を解析するためには、被災時の橋梁に

が発生したことが示された。

作用した河川流量、水深、流速、流体力を求めて、橋梁
1310 00.0’

の耐力と比較検討する必要がある。以下に、各値の算出

1310 07.5’

1360 15.0’

1310 22.5’

1310 30.0’

1360 37.5’

方法と結果を示す。

320 50’

5.1 被災時の橋梁に作用した河川流量の算出
320 45’

橋梁は、河川の上流から下流に渡って広く分布してい
る。一方、降雨は、流域全体に均一に降るのではなく、
mm

時空間分布を持って降る。このため、降雨の時空間分布
を考慮した各橋梁架橋地点での河川流量を求める必要が

900

タよりも細密に表現できるレーダ雨量データが気象業務

600

1310 00.0’

橋梁地点での河川流量を求めた。用いた流出解析プログ

Miwa

RB # 1
●

320 35’

▲

1310 07.5’

1360 15.0’

1310 22.5’

1310 30.0’

1360 37.5’

図-13 3 日間のレーダ雨量積算データの分布図
Fig.13 3-day cumulative radar rainfall of the basin

ラムは、英国のランカスター大学が作成したＴＯＰ―Ｍ
ＯＤＥＬを当社が改良したものである。

として示す。

●

0

ダ雨量データと地形条件等を用いて流出解析を行い、各

13 には高千穂鉄道の橋梁の位置を、第１鉄橋を RB#1

● RB # 2

300

支援センターから公表されている。本文では、このレー

年 9 月 5 日～7 日の 3 日間積算値の分布図を示す。図-

RB # 3

1200

ある。ここで、近年、降雨の時空間分布を地上雨量デー

図-13 に五ヶ瀬川におけるレーダ雨量データの 2005

320 40’

1500

図-14 に本解析範囲の最下流点である 三輪(Miwa)
地点におけるレーダ雨量データを用いた流出計算の流量
解析結果と、三輪地点における水位観測値を用いて推定
した流量の比較を示す。また、図-14 には、流域平均時
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支間長分、合計 1 支間長分が作用したと仮定した。

タを用いた流出計算の流量解析結果と、三輪地点におけ

表-2 に、高千穂鉄道橋の橋脚基礎の破壊部での曲げ

る水位観測値から推定した流量は、ほぼ等しく流出解析

発生応力と終局耐力の比較表を示す。折損した無筋コン

結果の妥当性が示された。また、三輪地点におけるピー

クリートの終局耐力σca1、岩盤から剥離したコンクリー

3

ク流量は、8000ｍ /ｓを越えた大流量であったことが示

トの終局耐力σca2は、OGAWAの実験値３）を用いた。
表-2 から、橋脚および桁に作用した流体力により、

された。

第 1 および第 2 橋梁の橋脚が剥れまたは折損被災したと
0

8000

20
40

0

120

では桁に作用する流体力を見込んでいないことから、
表-2 の第 1 および第 2 橋梁の結果は妥当であると推察
される。なお、図-1 には、流木が作用している状況は
示されているので、被災時には流木による衝撃力が加わ
っていた可能性が高い。
一方、第 3 橋梁は河川軸に対して約 45°の角度で建

9/8 00:00

100
9/7 12:00

2000
9/7 00:00

80

9/6 12:00

4000

9/6 00:00

60

9/5 12:00

6000

判定された。過去の最高水位は桁下であり、また、設計
Rainfall (mm/hr)

Rainfall
Sim. Q
Obs. Q

10000

9/5 00:00

Discharge (m3/s)

12000

設されたトラス橋で、洪水時には桁の 6 割の高さが水没
し、流木が残存したが橋梁は未破損であった。福井水害
においても、河川軸に対して約 45°の角度で建設され

図-14 五ヶ瀬川三輪水位観測地点の流出解析結果
Fig.14 Simulated hydrophs at the Miwa gauging staion

たプレートガーダ橋で、洪水時には桁が水没し、流木が
残存したが未破損の橋梁が存在した。このような状況か
ら、第 3 橋梁が未破損であった要因は、河川軸に対する

被災時の橋梁に作用した水深、流速、流体力の

5.2

橋梁の設置角度が考えられる。この要因に関しては、今

算出と橋梁の耐力との比較

後の水理模型実験により解明する計画である。

橋脚および桁に作用した流体力 F は（1）式で表され
る。

表-3 に耳川町村道の橋梁支承の破壊部でのせん断力
と終局耐力の比較を示す。なお、小原橋と尾佐渡橋は、

F =ｗ・ Cd・
（V2/2g）
・A -----------------(1)

河川が湾曲している場所に架けられていた。これらの橋
に対して、表-3 には、湾曲を考慮した流速も併記した。

ここで、流速Vは、流量Q、水深ｈ、河床勾配i、から

表-3 から、桁に作用した流体力により、支承部のボ

マニングの流速公式を用いて算出した。なお、水深ｈ、

ルトが、せん断破壊したと判定された。これらの橋も、

河床勾配i は、現地調査結果を用いた。円柱橋脚の抗力

過去の最高水位は桁下であり、また、設計では桁に作用

係数はCd1：0.8、桁の抗力係数はCd2：1.0 を用いた。

する流体力を見込んでいないことから、表-3 の結果は

また、ｗは水の単位体積重量、A は流水の作用面積で

妥当であると推察される。

ある。なお、桁に作用した流体力は左右橋脚間の半分の
表-2 高千穂鉄道橋脚基礎の破壊部での曲げ発生応力と終局耐力の比較表
Table 2 Comparison of Besding stress and bearing capacity of the Takachiho line railway brigde pier foundations

橋梁 流量
川幅
3
No (ｍ /ｓ) (m)

河床 桁上～基礎の 流速 V
高さ(m)
勾配
(ｍ/ｓ)

第1

7320

130

1/270

11.0

5.6

第2

7100

85

1/94

15.5

5.6

第3

6050

95

1/350

19.1

4.5

底面幅(ｍ)
（形状）
2.5
（楕円）
4.4
（円）
4.4
（円）
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比較

終局耐力
σca
(N/mm2)

破壊
形式

1.40

≒

0.18～2.6

コンクリ剥離

2.04

≧

0.18～2.6

岩盤剥離

0.51

≦

0.18～2.6

未被災

発生応力
σ
(N/mm2)
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表-3 耳川町村道の橋梁支承の破壊部でのせん断力と終局耐力の比較表
Table 3 Comaparion Shear force of the collapsed bridge’s support section with bearing capcity of the Mimi River Basin

桁上～基礎
発生流速
ボルト径
の
V
(ｍｍ)
高さ(m)
(ｍ/ｓ)
4.9
1/295
10.1
Ｍ24
（6.4）

橋梁名

流量
(ｍ3/ｓ)

川幅
(m)

河床
勾配

小原橋

5790

115.5

小布所橋

5570

75.3

1/2154

12.1

Ｍ24

5.4

≒

5.6

尾佐渡橋

4730

56.2

1/429

15.3

Ｍ24

4.2
（5.5）

≒

5.6

比較
≒

終局耐力時の
流速 Va(ｍ/ｓ)

破壊
形式
支承ボルトの
せん断破壊
支承ボルトの
せん断破壊
支承ボルトの
せん断破壊

6.0

流速Ｖの（ ）内の数値は、河道の湾曲の影響を考慮した値。

6.

今後の豪雨に対する対策工の検討
福井、飛騨高山、宮崎水害における橋梁被害の要因

は、設計では考慮されずに、また、過去にも経験の無
かった、桁に流水が作用するような異常な洪水流下に
おいて、流体力により岩盤からの橋脚基礎の剥れ、橋
脚コンクリートの剥れ折損、または、支承部ボルトの
せん断破壊により被災したことである。
このような豪雨に対する対策の検討としては、

図-15

明石海峡大橋 3P 下部工における捨石洗掘防止工の
施工状況6）
Fig.15 Scour prevention works in Akashi Bridge

1）今後に発生が予想される降雨パターンに対する洪水

橋脚

流量の推定
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ 護床ブロック

2）その洪水流下における橋脚の安全性の検討4）

現河床面

▽

3）現状で橋脚の安全性が低い場合における補強工等の
追加の検討5）
が挙げられる。

鋼矢板Ⅲ型

また、補強工としては、以下の方法等が挙げられる。
4）洗掘に対する補強として、捨石やブロックを用いた
洗掘防止工の施工：図-15６）参照、
5）洗掘と基礎の根入れ不足に対する補強として、矢板
等による根入れ深さの増強と洗掘防止工の施工：図16７）参照

図-16
Fig.16

矢板等による根入れ深さの増強と
洗掘防止工の施工状況７）
Pentrated reinforcement setting by the plank
to prevent scouring

6）岩盤と基礎の付着強度の不足に対する補強として、
ロックアンカーの施工：図-17 参照
7）橋脚（橋台）の打ち継目の付着強度の不足に対する

橋脚

補強として、アンカー筋の施工：図-18 参照
8）橋脚（橋台）と桁の支承の付着強度の不足に対する

岩盤

補強として、移動制限装置の施工：図-19 参照
なお、橋梁の補強工の他に、側岸の敷地に余裕があ
れば、その敷地内でのバイパス8） の施工も、橋梁に対
する流体力の軽減に有効である。

ロックアンカー
図-17 アンカーによる岩盤と基礎の付着強度の補強状況
Fig.17 Reinforcement circumstance of bond strength of
the base rock and the foundation by the anchor

04-5

大成建設技術センター報 第39号(2006)

結論

7.

本報告では、2005 年宮崎水害における橋梁被害の中
で、五ヶ瀬川中流の高千穂鉄道の橋梁 3 個所、耳川中
流の町村道の橋梁 3 個所の被害の調査結果を示した。
また、レーダ雨量データを用いて河川流量を求めると
ともに被害原因を推定し、その妥当性を示した。
これらの結果から、異常豪雨に対する対策の検討方
法と補強方法を示した。
今後、本報告の内容を、同様な事例の対策工の検討
に参考にしていただき、被害軽減が行われれば幸いで
ある。
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図-18 アンカー筋による打ち継目の付着強度の補強状況
Fig.18 Reinforcement circumstance of bond strength of the
striking joint due to anchors
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