
2022 年 3 月 16 日福島県沖の地震による新幹線高架橋被害調査レポート 

藤野 陽三 1)，矢部 正明 2)，Dionysius Siringoringo3)，西尾 真由子 4) 

 

１．調査の概要 

2022 年 3 月 16 日 23:36 に福島県沖で発生した地震（M7.4）により，新幹線高架橋に損傷

が発生するとともに，車両の脱線が発生した．ほぼ 1 年前の 2021 年 2 月 13 日の地震（M7.3）

によっても新幹線高架橋では同様な被害が発生している．1995 年兵庫県南部地震以降，我

が国では耐震補強を進めてきた．新幹線高架橋においても鋭意進めてきたが，さまざまな制

約の中で，東北新幹線においても完了していない状況にある．そのような中で，耐震補強の

効果を改めて確認し，今後の耐震補強の在り方を考えることが重要であると考え，地震後 3

週間余りが経過してしまったが，被害箇所を調査することとした． 

調査箇所は，土木学会地震工学委員会地震被害調査小委員会で公開された情報の中から

図 1-1 に示す東北新幹線に関する構造物被害[1]を参考に選定した．調査実施日は 2022 年 4

月 6 日，福島駅から調査用乗用車で国道 4 号を北上し，福島県白石市の新幹線脱線現場周

辺（東京駅よりおよそ 283.5km～284.3km 付近）の高架橋等被害と復旧状況を調査してから，

南下して福島県国見町の東北自動車道国見 IC 付近（東京駅よりおよそ 270.7km 付近）の新

幹線高架橋で発生したラーメン橋台脚柱被害現場を調査した．その後に福島駅に戻りなが

ら，JR 東北本線伊達駅周辺（東京駅よりおよそ 263.5km～263.9km 付近）の新幹線高架橋の

被害と復旧状況を調査し，およそ 6 時間の行程であった．   

 

 

図 1-1 東北新幹線に関する構造物被害発生箇所の一例[1] 
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２．白石市金華山トンネル近く新幹線脱線現場（東京駅より約 283.5km～284.3km付近） 

脱線現場は，金華山トンネルを仙台方面に抜けてすぐの箇所で，新白石き電区分所の直上

付近となる(付録-写真①)．脱線現場を中心に約 800m 区間の高架橋被害を調査した．この

調査区間の地震動強度は，気象庁発表の白石市亘理町で震度 5 強[2]，防災科学技術研究所 K-

NET 白石（MYG016）で震度 5 強[3]となるが，JR 東日本の新白石き電区分所では SI 値約 89，

加速度約 583gal が観測されている[4]．東北新幹線建設時の地質図によれば，洪積礫質土の上

に沖積粘性土・砂質土・礫質土が約 25m 堆積しており[5]，周辺地盤も軟らかいと思われる．  

新幹線の地震による脱線は，2004 年新潟県中越地震での高速走行中での車両が初めてで

あり，以後，脱線防止対策が JR 各社において進められた．2011 年東北地方太平洋沖地震で

は試験運転中の新幹線が，2016 年 4 月の熊本地震においても停止中の新幹線の車両脱線が

あり，今回が 4 回目である．今回，幸いなことに，M7.4 の地震が発生する約 2 分前にほぼ

同じ震源位置で M6.1 の地震があり，早期地震検知システムはそれを感知し，走行中の新幹

線の速度を落とす指示を自動的に発信し，その効果で，脱線した車両はほぼ停止中であった

と理解している[6]，[7]．一方，脱線した箇所の高架橋は地震により損傷が発生しており，損傷

が脱線に及ぼす影響を明らかにする必要があると思われる． 

当該調査区間での被害は，主に 2 層ラーメン構造の高架橋の中間層横梁の損傷であった

(写真 2-1)．2 層ラーメン構造の高架橋を構成する部材の中で相対的に耐力比が小さい部材

[8]に損傷が生じたことから，地震動によって構造物に生じる被害としては想定通りといえる．

しかし 800m 程度の調査区間にわたって，横梁の復旧工事の内容は樹脂注入や横梁部のコン

クリートの再構築が行われており，横梁損傷の程度にばらつきがある点が着目された(写真

2-1，写真 2-2，付録-写真②～⑩)．東北新幹線は線路延長に対して高架橋の占める割合は約

56%と大きく，標準設計が採用されている[9]．当該調査区間の高架橋が，建設時に標準設計

が採用されているかは不明ではあるが，標準設計が採用されていたにしては，当該調査区間

の高架橋の耐震補強の状況は隣接する高架橋間で異なっている．2 層ラーメンの上下層の橋

脚柱が共に補強されたスパン，上層の橋脚柱のみが補強されたスパン，上下層の橋脚柱とも

に未補強のスパンが混在している．2 橋であるが，4 径間の 2 層ラーメン高架橋の中層横梁

にハンチを増設し横梁のせん断補強（RB 工法[10]）が施されている高架橋もある．耐震補強

が実施されている箇所で横梁損傷がみられる一方，耐震補強未実施でも損傷が見られない

スパンもあった (付録-写真⑧)． 

   

写真 2-1 2層ラーメン高架橋の横梁復旧工事     写真 2-2 新白石き電区分所付近の復旧工事 



新幹線が脱線した高架橋区間でもほとんどのスパンで横梁損傷の他に損傷は見られなか

ったが(付録-写真⑧～⑩)，高架下に新白石き電区分所があるところでは大掛かりな復旧工

事が実施されており，横梁だけでなく上層の橋脚にも損傷があったように見受けられた 

(写真 2-2,付録-写真⑪～⑬)．  

 

３．国見 IC 付近の新幹線橋脚被害（東京駅より約 270.7km付近） 

 東北自動車道国見 IC 入口につながる県道 46 号道路にかかる跨道橋の福島駅側のラーメ

ン橋台の脚柱で大きな被害があった(写真 3-1, 写真 3-2)．この調査区間の地震動強度は，気

象庁発表の国見町藤田で震度 6 強[2]，JR 東日本の新藤田補助き電区分所では SI 値約 91，加

速度約 811gal が観測されている[4]．東北新幹線建設時の地質図によれば，地表部から洪積礫

質土と洪積粘性土が互層となっており[5]，周辺地盤は良好な地盤と思われる． 

損傷した橋台は 2 層ラーメンの立体ラーメン構造で，上層脚柱は鋼板巻き立てによる耐

震補強が実施済みであった．調査時は復旧工事の実施中であり，跨道橋支承部真下の下層脚

柱の最も大きい損傷状況[1]，[11]は，直接見ることができなかったが，上層で桁をジャッキア

ップする様子を見ることができた(付録-写真⑭，⑮)．同じラーメン橋台を構成する 4 本の

脚柱でもその損傷状況は，異なっていた．例えば，せん断破壊したと思われ復旧工事が行わ

れていた脚柱(付録-写真⑯，⑰)に線路直角方向に並行に配置されている脚柱には，特徴的

なひび割れが観察された( 写真 3-2, 付録-写真⑱)．後者のひび割れは，橋脚でねじりまた

はねじり曲げの変形が生じた可能性が考察された．一方，この対岸である仙台駅側のラーメ

ン橋台でも，支承真下の脚柱 1 基と中間層横梁で復旧工事が実施されていた(付録-写真⑲～

㉑)．この橋台も 2 層の上層の脚柱のみで耐震補強が実施済であった．  

この現場の被害状況で特に着目されるポイントは，跨道橋ラーメン橋台において，脚柱ご

とに損傷形態が異なること，また曲げ破壊先行として耐震補強の優先度が低いと判断され

耐震補強が未実施であった下層の脚柱[12]で，大きな損傷が生じたことである．実際の耐震補

強の状況を考慮して橋全体系として検証が必要と考えられる． 

 

                                            

写真 3-1 第 1小坂街道架道橋の被害            写真 3-2  脚柱に生じたひびわれ 

 

  



４．伊達駅付近の新幹線橋脚被害（東京駅よりおよそ 263.5km～263.9km 付近） 

 福島県伊達市細谷にある東日本旅客鉄道東北本線の伊達駅付近の 2 層ラーメン構造の高

架橋の中層横梁に損傷が生じていた．当該調査区間では，橋脚柱の耐震補強が行われていな

い高架橋に被害が生じていた（写真 4-1）．この調査区間の地震動強度は，気象庁発表の福島

伊達市前川原で震度 6 弱[2]である．東北新幹線建設時の地質図によれば，地表部から洪積層

に相当する福島層の礫質土がほぼ一様に堆積しており[13]，周辺地盤は硬い地盤と思われる． 

 

５．今後に向けた検証 

不静定構造物である鉄道 RC ラーメン高架橋の耐震補強の要否判定は，橋を構成する柱部

材単位に行われている[14]が，耐震補強後の橋の耐震性能の変化，および動特性の変化の有無

を検証する必要があるのではないか．特に国見 IC 付近ラーメン橋台で，耐震補強の優先度

が低かった下層の脚柱に大きな損傷が生じたこと，また 4 本の脚柱で損傷モードが異なっ

たことを明らかにすることは，意義があると考えられる．検証を行う際には，脚柱や梁だけ

でなく梁と柱の接合部に生じる損傷を評価できるように，補強部を含む部材の詳細な FE モ

デルによる非線形動的応答解析を実施しなければならないと考えられる． 

新幹線脱線イベントへの検証を行うならば，高架橋中間層横梁での損傷発生事象との関

連を考慮することもポイントとなる． 

 

６．感 想  

藤野 陽三 

橋梁をはじめ，構造物の地震による損傷は，地震入力の大きさと構

造性能との関係で決まることは物理現象であるが故に明らかである．

1995 年の兵庫県南部地震のあと，阪神高速道路の神戸線に沿って被

害を見た際，同じような高架橋でも，大きく損傷を受けたものの隣

で，被害をほとんど受けていない例にいくつも遭遇し，以来，被害

が発生した理由と被害が発生しなかった理由を明らかにすることが

 

写真 4-1伊達駅周辺の 2 層構造ラーメン高架橋の中層横梁に生じた被害の一例 



耐震工学の進歩だと思い，関心を持ち，私なりに努力してきたつもりである．損傷は一ゼロ

で割り切れるような線形現象ではなく，複雑な非線形な現象であることが多く，加えて地盤

の空間的変化や地震動の時間的空間的変動も加わり，問題は複雑さを極める． 

 1995 年の兵庫県南部地震以降，我が国でも耐震補強が進み，その効果は被害地震が発生

するたびに，耐震補強の効果を見ることができた．耐震補強も主構造に加え，付属物にも対

象を拡げている． 

 今回の地震では，一般の土木建築構造物の大きな被害が報告されていない中で，新幹線が

脱線し，高架橋の被害もところどころに発生し，復旧に 3 週間を要した．東北新幹線という

大動脈の一つが一部にせよ，長期間にわたり運休することの社会的インパクトは大きい．

2004 年の新潟県中越地震，2011 年東北太平洋沖地震，2016 年熊本地震に加えて今回の地震

での新幹線の脱線，高架橋の被害は新幹線の耐震補強，地震対策を考え直す機会になること

と思われる 

 今回の調査は 1 日だけで，3 か所に限定され，被害の全貌を見たわけではないが，地震動

がさほど強烈ではなかった割には高架橋の被害が目立ったように感じた．耐震性能を判定

し，限られた予算の中でプライオリティをつけて，補強を進めるという基本的な考え方はよ

いと思うが， 

1） ラーメン高架橋という立体構造物の耐震性能を部材単位で照査することで十分なのか， 

2） 全体系で動的な解析で検討すべきなのは，どのような場合か？ 

3） 耐震補強をしたあとの構造系で損傷モードが変化し，新しい弱点が生まれていないか  

などの問題を，今回の地震被害を見ながら，考える必要があるように強く感じた． 

 

矢部 正明 

新幹線脱線現場には，上下層の脚柱が鋼板巻き立て補強，中層横梁と

柱の接合部にハンチを増設し横梁のせん断補強が行われている高架橋

があった．その高架橋に生じた被害は，中層横梁ではなくハンチに損

傷が生じており耐震補強設計で意図したどおりの損傷が生じている．

しかし，構造系に生じる変位の大きさに応じて順次損傷個所が変化す

るラーメン高架橋のような不静定構造では，どの部材をどう補強する

かによって橋に生じる状態が異なるため，耐震補強の要否判定や耐震補強設計は，部材単位

ではなく，橋として行う必要があることを再認識した．脚柱に大きな損傷が生じていた国見

のラーメン橋台も，橋単体で見れば単純な構造であるが，その両端部で支持されている桁の

質量は大きく異なっており，橋の耐震性を評価する際には，橋単体の剛性分布や質量分布の

バランスだけでなく，隣接する橋の影響も適切に評価しないと，橋に生じる状態を正しく評

価することができないと感じた． 

 



Dionysius Siringoringo 

Damages on the crossbeam of the two-level portal frame are somehow 

expected from design viewpoint. However, type and extent of damage vary 

between crossbeams, even when they are in the same group of portal frames. 

It will be interesting to investigate in detail why the same rigid frame viaduct 

has different damage patterns. The damage to the Shinkansen pier near the 

Kunimi IC was not exactly as expected from the design point of view. It is 

important to further investigate why such damage occurred. In order to prevent similar accidents in 

the future, it is necessary to investigate the type and condition of similar piers of the viaduct along the 

Tohoku Shinkansen. 

2 層ラーメン構造高架橋の中間層横梁の損傷は，設計の観点から何らかの形で予測されてい

たものと考えられる．しかし同じラーメン構造にある場合でも，損傷の種類と程度が横梁間

で異なっていた．この理由を詳細に調査することは興味深いトピックとなる．国見 IC 付近

の新幹線橋脚被害は，設計の観点からは正確に予想されたものではなかった．そのような損

傷が発生した理由をさらに調査することが重要である．同様の被害が将来起きることを未

然に防ぐため，東北新幹線高架橋における同様の橋脚種類およびそれらの状態を調査する

必要がある． 

 

西尾 真由子 

このたびの調査で最も興味を持ったのは，主に鋼板巻き立てによる耐

震補強後の高架橋の振動特性がどの程度変化するのか，という点であ

る．新幹線高架橋の耐震補強では，補強前の構造物を照査してせん断

破壊が先行する橋脚を優先的に補強するということであるが，特に新

幹線脱線現場付近では，2 層ラーメン構造で上段の橋脚にのみ補強が

実施されているスパン，上下段ともに補強されているスパン，そして

補強は実施されていないスパンが混在していた．これを「全体系」で見ると振動特性が補強

前後で変化し，補強後に新たに補強が優先されるべき箇所が生じている可能性はないだろ

うかと思った．ただし「全体系」といっても，長く連続する高架橋において，どこからどこ

までを 1 つの系として振動特性を調べることが適切であるのか，また適切とされているの

か，という点も興味深い．  

 その後に現場を訪れた国見 IC 付近の橋脚損傷では，耐震補強工事が進んでいてもせん断

破壊型の損傷が生じたことに強い印象を持った．ここでも 2 層ラーメン構造の上段には補

強が施されていたことから，補強後の地震応答の変化について改めて興味深く思った．特に

ここでは，同じラーメン構造物で橋脚の損傷程度や形態が異なっていたことから，これを調

べるには詳細に断面をモデル化した FE 解析が必要ではないかと感じた．もしも構造物の実

際の規模・スケールと，照査や評価でのスケールおよびモデル化の程度に齟齬があり，損傷

の発生や形態への見落としを生んでいたら，それを明らかにすることは今後の耐震性能評

価や補強の策定に向けて重要になるかもしれない． 
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教授）には，コンクリート構造の耐震性能に関して有益なアドバイスをいただいた．ここ

に記して謝意を表す． 
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