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まえがき  
 本論文は、2003 年 9 月 26 日に発生した十勝沖地震によって被害を受けた、池田町

幕別町を堺にして流れる十勝川を跨ぐ千代田大橋の被災内容と現在に至るまでの復旧

工事の内容を報告するものである。 

復旧工事は被災後の通行止め解除を目的とした緊急復旧工事と架替えまで安全に供

用する事を目的とした応急復旧工事を行った。その他、応急復旧後の地震に対しての

管理体制と現在、工事進行中である新橋の概要についてもここに報告する。 

 
１．十勝沖地震の概要  

2003 年 9 月 26 日午前 4 時 50 分頃に発生した地震は、後に気象庁により「平成 15

年（2003 年）十勝沖地震」と命名された。この地震の震源の深さは 42km、地震の規模

を示すマグニチュードは 8.0 で、観測された 大震度は幕別町などの 6 弱であった

（K-NET 池田では震度 6 弱）。被害は広範囲に渡り、道路、河川、港湾、農業施設など

にも影響が及んだ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         図 1-1  地震の概要と千代田大橋との位置関係          

Tadao Yamaguchi,   Kenji  Yamaguchi,   Takashi  Mizuo .  

 

 
 
 

震央：41.78°N，144.079°E 

千代田大橋 
42°55′11″N ，143°23′21″E 

約 139km 

平成 15 年 9 月 26 日 地震調査研究推進本部地震調査委員会発表（9 月 29 日訂正）「2003
年 9 月 26 日十勝沖の評価」より，「釧路沖で発生した地震とその余震活動」に加筆． 



この地震は、文部科学省の地震調査研究推進本部が平成 15 年 3 月 24 日に公表した

「千島海溝沿いの地震活動の長期評価について」の中で、今後 30 年以内の発生確率が

60%程度、規模は M8.1 前後と推定していた「十勝沖の地震」であると言われている。

発生メカニズム上は、北海道が載っている北米プレートとその下に沈み込んでいく太

平洋プレートの境界付近で発生する「プレート境界型」に分類され、過去にはほぼ同

じ領域を震源とする M8.2 の「1952 年十勝沖」が大きな被害を生じさせた。 

大余震は本震の 1 時間 18 分後、午前 6 時 8 分頃に発生し、震源の深さは 21km、

地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 で、観測された 大震度は浦河町で 6弱あり、

その他は新冠町で 5 強、厚真町で 5 弱などであった（K-NET 池田では震度 4）。  
 

２．千代田大橋の概要  
千代田大橋は、一般国道 242 号の池田町と幕別町の間を流れる十勝川に昭和 29 年、

十勝川を渡る３番目の道路橋として完成した。まず、主径間部の 5 連曲弦ワーレント

ラス桁部（以下、トラス部）は昭和 29 年に架設、その後河川改修に伴い、昭和 41 年

に側径間部（5 連～2 セット）のポストテンション方式 PCT 桁部（以下、PCT 桁部）が

架設され、全体橋長は 706.0m である（図 2-1）。 

橋脚はトラス部が壁式、PCT 桁部は柱式であり、基礎形式はすべてオープンケーソ

ン基礎である（図 2-1）。支持層は凝灰岩･亜炭･砂岩を主体とする池田層であり、ケー

ソン基礎はこの層に支持されている。ただし、左岸側の A-1 橋台、P-1 橋脚の箇所で

は池田層が深い位置にあることから、この上の層である砂礫に支持されている。 

図 2-1 千代田大橋概要図 

 
（側 径 間 部 ）  （主 径 間 部 ）  （側 径 間 部 ）  



３．橋梁の被害概要  

千代田大橋では低水路部のトラス桁部の橋脚橋座と、PCT 桁部の橋脚壁部材に大き

な被害が生じていた。  
トラス部では P8 橋脚下流側の橋座部に大きな損傷が発生していた。これは、初期

に生じた支承台座箱抜き部分のひび割れに凍結融解作用が働き、経年劣化の著しいコ

ンクリートに大きな慣性力が作用し押し抜きせん断力によって、橋座コンクリートが

直角方向に引きちぎられる様に損傷したと推察される。  
ポステン T 桁部の橋脚壁部材の段落し部に損傷が見られたが、その状況には違いが

あった。左岸側（P-2～P-4）では比較的小規模なひび割れであるのに対し、右岸側（P-11

～ P-14）ではコンクリートの剥離･剥落、主鉄筋の座屈なども生じていた。  
被害の概要を、表 3-1、図 3-1～図 3-3 示す。  

 

表 3-1  主な被害状況と問題点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 主な被災箇所 

 

図 3-2 P-8 橋脚橋座の被災状況     図 3-3 P-13 橋脚柱の被災状況 

部 位 壁 橋 座

被害状況
●ひび割れ
●剥離
●鉄筋変形

●ひび割れ

問 題 点 ●余震による損傷拡大の可能性
●余震による損傷拡大の可能性
●支承が受ける水平力を支持で
  きない可能性

  

P-2~4 橋脚 
柱部材の曲げひび割

P-11~14 橋脚 
柱部材の曲げひび割

P-8 橋脚 
橋座のひび割れ 

  



４．緊急復旧対策工  
被災状況は前項に示した通りである。これにより、供用上の安全性と余震に対する

安全性に問題があるとの判断から、全面交通止めとして緊急復旧工事に着手した。 

千代田大橋は池田町と幕別町・帯広市を結ぶ重要橋梁であることから、一刻も早い

供用再開が必要であった。 

緊急復旧工事の内容は、①P13 橋脚の鋼板巻立て②P8 橋脚沓座部の補強を緊急復旧

工事として完成させ、片側交互通行の制限付きで供用を再開した（９月２９日）。その

後、③PCT 桁部全損傷橋脚に巻立て補強を実施し、全面通行解除とした（１０月５日）。 

橋脚の鋼板巻き立て補強は、ひび割れ箇所へのモルタル注入、コンクリート剥落箇

所の断面修復、鋼板巻立てによる断面補強を行った（図 4-1）。沓座の損傷に対しては、

沓座外周部に PC 鋼棒定着ブラケットをつけた鋼板を巻立て、PC 鋼棒で緊張し鋼板に

より沓座を拘束した。また、ひび割れ箇所にはモルタルを注入した（図 4-2）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-1 橋脚の鋼板巻立て         図 4-2 橋座の鋼板巻立てと PC 鋼棒緊結  

 
５．緊急復旧対策工の効果の確認 

緊急復旧工事では、 も被害の大きかった P-13 橋脚を含んだ PCT 桁部の損傷橋脚に

鋼板巻立てによる曲げ補強を実施した。これは、被災前の状態に修復し通行規制を解

除する目的で行った復旧対策である。 

その後、各補強橋脚の振動特性からその復旧対策工の効果を確認する目的でダンプ

トラックによる「制動加振実験」とこの地震で観測された地震動を用いて被害状況を

シュミレーションするため「FEM 解析」を実施した。 

図 5-1 に制動加振実験概要図を示す。ダンプトラックを橋脚上にある２支承ライン

の内、固定支承側から 10km/h で走行させ、橋脚中心の 1.0ｍ手前で急制動をかけて、

上部工を介して橋脚の橋軸方向に水平動を与えた。振動の計測には、サーボ型加速度

計を使用し、図 5-1 に示すように橋脚天端、張出し下端、主鉄筋段落し位置、ケーソ

ン天端の計４箇所に設置した。なお、加振実験は、側径間橋脚それぞれに対して２回

実施している。 

図 5-2、図 5-3 に計測データをもとに算出した固有振動数および振動モードを示す。

各橋脚の振動特性は、２回の実験結果が概ね一致しており妥当な結果と考えられる。  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-1 制動加振実験概要図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-2 側径間起点側 P-2～P-4 橋脚振動モード  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-3 側径間終点側 P-11～ P-14 橋脚振動モード 

 

 

 



図 5-4 FEM 解析の結果  
 
起点側の P-2～P-4 橋脚は、明瞭な１次モードを示し、終点側の P-11、 P-12、 P-14

の振動モードは、概ね１次モードを示しており、どちらも健全な状態と考えられる。

しかし、P-13 橋脚においては張出し下端付近で大きく湾曲し S 字状の振動モードとな

り、本来の健全な状態では想定し難く損傷が懸念される。  
また、FEM 解析を用いたシュミレーションの結果を図 5-4 に示す。P-13 橋脚地表面

（段落し部）付近では被災状況と一致しているほか、P-8 橋脚のケーソン基礎河床付

近においても損傷の可能性がある事が報告された。１ ）  
 以上より、恒久的復旧にはケーソン基礎の損傷状況の確認とその補修・補強が必要

である。しかし、施工箇所、方法、期間、費用など実状は極めて困難である。従って、

『実施可能な補強工法の採用』と『地震計を用いた管理体制の高度化』による≪応急

復旧工事≫を行って、新橋完成まで供用するものとした。 

 

６．応急復旧内容と工事報告  
前項より実施可能な補強工法として、ケーソン基礎の補強が困難なトラス桁部には、

落橋防止対策ならびに橋座部に対してアラミド繊維補強を施す事とした。また、 PCT
桁部には、張出し下端の断面急変部の鋼板巻き立て補強と、ぜい性的な破壊を防ぐた

め PC 鋼棒によるせん断補強が必要となった。  
また、補強後の管理体制として、 も被害を受けた P-13 橋脚上に地震計を取り付け、

水平加速度 200gal 以上で警報表示板により通行止めを知らせて本橋の点検を行う事

とした。これは、復旧後の橋脚が水平震度 0.27 相当の応答加速度（約 270gal）まで

であれば、損傷を生じる事なく橋の健全性を損なわないとの検討結果から、管理基準

値としては 270gal を安全側に丸めて、200gal としたものである。  
【トラス桁部】 

①．落橋防止装置の強化：現状の落橋防止システムが不十分な箇所について、落橋

防止構造、変位制限構造を設置した。（図 6-1、図 6-2、図 6-3、図 6-4）  
②．橋座部の補強：橋座部の補強としてアラミド繊維シートで補強を行った。P-8

と同様に橋座コンクリートの劣化が著しい箇所とし P-5～P-7 の 3 基について

は上流側のみ。P-9、 P-10 の 2 基は上下流とも実施した。（図 6-5）  

 【T桁部】P-13 

河 床

【トラス部】P- 8 



      

図 6-1 落橋防止チェーン        図 6-2 桁連結ケーブル 

         

図 6-3 変位制限構造          図 6-4 段差防止構造 

     

   図 6-5 橋座部アラミド繊維巻立て    図 6-6 鋼板巻立て 

           
図 6-7 起点側警報表示板       図 6-8 終点側警報表示板 



【PCT 桁部】 

 ③．橋脚の補強：右岸側橋脚 P-11～ P-14 の 4 基について張出し部分への鋼板の巻

立て範囲の追加と、せん断補強として PC 鋼棒の設置を行う。（図 6-6）  
【管理体制】  

④．警報表示板の設置：警報表示板を WISE システムと連動させ、規定の 200gal 以

上の地震が発生した場合、通行規制を知らせる。（図 6-7、図 6-8）  

 
７．新橋の概要  

近年、主径間部の橋脚の洗掘が著しくケーソン基礎の安定性に懸念がある事、原設

計の耐震基準が昭和 14 年（1939 年）と、現行道示から 7 代前の耐震設計基準を採用

している事等から橋梁の耐震性能を検討する必要性が生じていた。また、橋梁の幅員

が 5.5m と狭隘で歩道もないことから、円滑で安全な車輌通行の妨げになっているなど

抜本的な問題解決の対策も求められていた。 

このような状況を背景に平成 14 年度，平成 15 年度と管理調査業務を進めて、橋梁

の耐震性，耐久性などの評価を行い、架け換えを実施する事となった。 

 新設される千代田大橋の概要は次の通りである。図 7-1 に完成予想ＣＧを示す。 

・路線名   一般国道２４２号     ・道路規格 第３種第２級 幹線 

・交通量区分 Ｃ交通          ・設計速度 60km/h 

・地盤種別  Ⅰ種地盤         ・地域区分 Ａ地域 

・橋  長  705.0 m          ・幅  員 10.5m（有効幅員） 

・上部工形式 11 径間連続細幅鋼箱桁橋 

・下部工形式 Ａ１橋台 逆Ｔ式橋台（場所打ち杭基礎） 

       Ａ２橋台 逆Ｔ式橋台（直接基礎） 

       P1～ P10 橋脚 小判型壁式橋脚（直接基礎） 

 
 
 
 
 
 

図 7-1 完成予想ＣＧ 

あとがき  
 今回の被災では 終的に架替えによる本復旧が決定されたため、橋脚基礎損傷の可

能性はあるが、落橋防止装置の設置・橋脚竪壁部の補強等を行い、管理体制を強化す

ることにより新橋完成まで管理していくこととした。  
本報告にあたり、震災後から調査検討・設計業務、緊急復旧工事、応急復旧工事、

また地震検討会などご協力頂いた関係各社・各位の皆様に感謝の意を表します。  
 
参考文献 1)平成 15 年十勝沖地震検討会資料  
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