
港湾PC構造物
自主点検調査

港湾PC構造物研究会　技術委員会

平成24年6月



仙台空港
仙台

釜石

松島港浮桟橋

石巻港内港地区浮桟橋

気仙沼浮桟橋

大船渡港永浜地区岸壁

小槌川水門

津軽石川水門

宮古

普代水門

久慈港海上打場場

八戸港魚釣り桟橋八戸港魚釣り桟橋

久慈港海上打場場

普代水門

宮古
津軽石川水門

小槌川水門
釜石

大船渡港永浜地区岸壁

気仙沼浮桟橋

石巻港内港地区浮桟橋

松島港浮桟橋

仙台空港
仙台

青森県

秋田県
岩手県

山形県

福島県

宮城県

 １調査範囲と調査方法

　調査範囲は、津波の影響を受けた青森県・岩手県
・宮城県の港湾・漁港・海岸構造物に適用されている
ＰＣ構造物とし、（表 1-1）福島第一原子力発電所関
連での避難区域や民間施設で立ち入りが困難な施設
については調査対象外としました。調査対象構造物を
図1-1  および表 1-2に示します。
　調査方法は，予め作成した調査シートに基づいて、
陸上からの目視点検により部材の損傷の有無につい
て調査しました。

調査日：平成23年 6月 27日～ 29日

　港湾 PC構造物研究会・技術委員会は、東日本大震災の津波による PC構造物への影響につ
いて、自主点検調査を実施しました。

図１-1 調査対象構造物の位置表 1-1　調査件数

表 1-2　調査対象構造物物一覧

 構 造 種 別 件　数
 PC桟橋 3件
 浮 桟 橋 3 件
 水　　門 3件
 計 9 件

港湾・漁港・空港名 施　 設 　名 構造形式 場　所 完成年

 八戸港 八戸港魚釣り桟橋 PC合成床版桟橋 青森県八戸 1989

 久慈港 久慈港海上打場場 PC桟橋 岩手県久慈市 2008

 普代漁港周辺 普代水門 PCカーテンウォール 岩手県普代村 1984

 宮古港周辺 津軽石川水門 PCカーテンウォール 岩手県宮古市 2007

 大槌漁港周辺 小槌川水門 PCカーテンウォール 岩手県大槌町 2002

 大船渡港 大船渡港永浜地区岸壁 PC桟橋 岩手県大船渡市 2008

 気仙沼港 気仙沼PCポンツーン PC浮桟橋 宮城県気仙沼市 不明

 松島港 松島港浮桟橋 PC浮桟橋 宮城県松島町 1991

 石巻港 石巻港内港地区浮桟橋 PCハイブリット桟橋 宮城県石巻市 2009
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2-1   杭式 PC 桟橋

　久慈港のＰＣ桟橋は海面よりかなり高い位置にあり、震災後の現在も外観的には健全な
状態ですが、完全に津波を被っており、倒れたガードレールの上部は既に修復されています。
しかし、構造物本体に大きな損傷は見あたらず健全な状態であると思われます。

図 2-1-1 杭式 PC桟橋の概要図
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2 調査報告

2-1-1   杭式 PC 桟橋の概要
(1)    調査を行った杭式桟橋

　

2-1-2   被災状況

(1)   久慈港海上打継場ＰＣ桟橋

・久慈港海上打継場 PC桟橋
・大船渡港永浜地区 PC桟橋（水深 -13.0m）

写真 2-1-1 PC 桟橋全景
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(2)   杭式 PC 桟橋の概要
断  面  図



　本ＰＣ桟橋は海面から低いことや大船渡港の津波に関する報道からも完全に水没している
と推察されましたが、大きな損傷も無くほぼ健全な状況でした。基礎構造は直杭と斜杭の組
み合わせですが、１径間の直杭だけの部分は海側へ残留変形が見られました。また、背後の
埋立地と思われる土留護岸は相対的に 20cm 程度沈下しており、桟橋との段差が見られたま
した。
　現在は、ＰＣ桟橋上に所々瓦礫が積まれた状態で、荷役等には使われていません。
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(2)　大船渡港永浜地区ＰＣ桟橋（計画水深 -13.0m）

写真 2-２ PC 桟橋側面 写真 2-３ PC 桟橋全景

写真 2-2 は、ＰＣ桟橋の側面であり、２径間の構造であることが分かります。
写真 2-3 は、調査時（平成 23 年 6 月 29 日）のＰＣ桟橋上面の全景です。

(3) 杭式 PC 桟橋に対するまとめ

　地震動および津波による波力・揚圧力を受けたにもかかわらず、大きな損傷は発生してい
なかったことから、現行の耐震設計法の妥当性が検証されたと考えられます。

港湾PC構造物研究会



4

図 2-２-1 浮桟橋の概念図

(2)   浮桟橋の概要

2-2   浮桟橋

2-2-1   浮桟橋の概要
(1)   調査を行った浮桟橋

　 ・ 石巻港内港地区浮桟橋（ハイブリッド浮桟橋）
・ 松島港浮桟橋（ＰＣ浮桟橋）
・ 気仙沼港浮桟橋（ＰＣ浮桟橋）

(2)-①   浮桟橋の概念

コンクリート

鋼製部材

PC鋼材

鋼製部材

コンクリート PC鋼材

鋼製部材

係留杭

浮体本体

ポンツーン ポンツーン

連絡橋
連絡橋

係留杭

海側

護岸側

図 2-２-2 PC 浮桟橋 図 2-２-3 ハイブリッド浮桟橋
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(2)-②   PC 浮桟橋とハイブリッド浮桟橋



　石巻港内港地区浮桟橋はハイブリッド浮桟橋で、門形の係留杭を有する浮桟橋です。本浮
桟橋は係留杭が門形であったため、津波時に浮体本体が係留杭から外れず元の係留場所に留
まり、水没するような大きな損傷もなく漂流を逃れられたと考えられます。しかし、津波の
影響で連絡橋が落下したため浮体本体のコンクリートが損傷した状態となってました。
　また、係留杭の傾きが観察されましたが、これは津波により浮体本体が浮き上がり門形の
係留杭に大きな力が作用したためと思われます。
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2-2 浮桟橋
2-2-2 被災状況

(1) 石巻港内港地区浮桟橋（ハイブリッド浮桟橋）

　

写真 2-２-1 石巻港内港地区浮桟橋の全景 写真 2-２-２ 連絡橋落下による損傷

写真 2-２-３ 落下した連絡橋 写真 2-２-４ 門型構造の係留杭

　写真 2-2-1 は調査時（平成 23 年 6 月 27 日）の全景。水没するような大きな損傷はなく、
元の係留位置に留まっていました。
　写真 2-2-2 は連絡橋の落下による浮体本体の損傷状況です。

　写真 2-2-3 は水没した連絡橋です。
　写真 2-2-4 は、本浮桟橋の特徴でもある門形の係留杭です。

連絡橋
門型係留杭

浮体の破損
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　ＰＣ浮桟橋である松島港浮桟橋は、係留杭の高さが低かったことや門形係留杭のように閉
合していないので沖まで流されていましたが、現在は，元の設置場所近くにまで曳航されて
係留されています。
　後の潜水調査によりますと、２函は半分水没し側壁または底版のひび割れから函内に海水
が流入したと考えられます。1函は完全に水没しており，底版（底版厚および壁厚：150mm）
に穴が開いていることが確認されました。
　また，係留杭の高さが高い浮桟橋については流されずに元の位置に留まっていました。
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(2) 松島港浮桟橋（ＰＣ浮桟橋）

　

写真 2-２-5 浮桟橋の係留されていた場所 写真 2-２-6 流された浮桟橋（半分水没）

写真 2-２-7 流されなかった浮桟橋

　写真 2-2-5 は浮桟橋が流されたあとの係留杭です。
　写真 2-2-6 は、元の設置場所近くに係留されている半分水没した浮桟橋です。
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残された係留杭

高さの高い係留杭

　写真 2-2-7 は、係留杭の高さが高かったため、流されずに元の位置に留まっていた同じ
松島港にある浮桟橋です。



　気仙沼港浮桟橋はＰＣ浮桟橋で、本浮桟橋も係留杭の高さが低かったこともあり、浮体本
体が係留杭から外れて漂流していましたが、現在は元の場所近くにまで曳航されて係留され
ています。
　係留された浮桟橋の中には半分水没したものありますが、多くの浮桟橋が火災による被害
を受けており、爆裂によるコンクリート損傷やＰＣ鋼材定着部が露出したものもあり、再利
用のためには、早急の補修が必要と思われます。
　また、津波が作用しても浮体本体が係留杭から外れないような対策を施すことが今後の課
題と考えます。
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(3) 気仙沼港浮桟橋（ＰＣ浮桟橋）

　

写真 2-２-8 浮桟橋が係留されていた場所 写真 2-２-9 火災にあった浮桟橋

　写真 2-2-8 は浮桟橋が流されたあとの係留場所です。
　写真 2-2-9 は火災にあった浮桟橋です。
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残された係留杭

(4) 浮桟橋に対するまとめ
　係留形式は高潮対策だけでなく、津波の高さを考慮した津波時の最高潮位で検討すること
が必要であると考えられます。
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(2)  PC カーテンウォール式水門の概要

　

図 2-３-1 PC カーテンウォール式水門の概要図
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2-３ PC カーテンウォール式水門

2-3-1 PC カーテンウォール式水門の概要

(1) 調査を行った水門

　・ 津軽石川水門
・ 小槌川水門
・ 普代（ふだい）川水門

正  面  図

下流側

管理橋

PCカーテンウォール
堰柱（せきちゅう）

上流側
側  面  図

堰柱（せきちゅう）PCカーテンウォール
左  

岸
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25000 
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　津軽石川水門の対象津波高さは，明治 29 年 に発生した三陸大津波を考慮してT.P+8.5m
で計画されていましたが、今回の津波痕跡高は、T.P+10.41mと報告されています。
　今回の調査では、堰柱部分の管理用梯子に損傷が確認されていますので、津波はカーテ
ンウォールを越流したと考えられますが、ＰＣ構造のカーテンウォールおよび管理橋の損傷
は確認されていません。
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写真 2-3-1 津軽石川水門の全景

　写真 2-3-1 は、調査時（平成 23 年 6 月 28 日）の津軽石川水門の全景です。
　写真 2-3-2 は損傷が確認されなかった管理橋です。
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2-3-2 被災状況

(1) 津軽石川水門

　

写真 2-3-2 管理橋

　小槌川水門の対象津波高さは，明治 29 年 に発生した三陸大津波を考慮してT.P+6.4m
で計画されていたが，今回の津波痕跡高は、T.P+11.00mと報告されています。
　今回の調査では，津波はカーテンウォールを越流したと考えられるますえが、ＰＣ構造の
カーテンウォールおよび管理橋の損傷は確認されていません。

(2)　小槌川水門

写真 2-3-３小槌川水門の全景 写真 2-3-４ PC 構造カーテンウォール

　写真 2-3-3 は、調査時（平成 23 年 6 月 28 日）の小槌川水門の全景です。
　写真 2-3-4 は、損傷は確認されなかった PC構造のカーテンウォールです。

カーテンウォール



　普代川水門の対象津波高さは、明治 29 年 に発生した三陸大津波を考慮して T.P+14.5m
で計画されていました。今回の地震による津波はカーテンウォールを越流して、ポストテ
ンション方式ＰＣ単純 T桁橋の管理橋を落橋させましたが、ＰＣ構造のカーテンウォール
の損傷は確認されていません。
　水門を越流した津波は、水門から 200ｍの位置で停止し、背後地の住宅などの被害が少
なかったと報告されています。普代川水門の周辺は、津波に対して堤防や防潮堤を含めて
一体的に整備されており、それぞれの構造物が津波外力に対して有効に機能したため、津
波による被災を防げたと思われます。さらに両岸とも山の斜面となっており、地形的な面
も有利に機能したことが考えられます。
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写真 2-3-5 普代川水門の全景

　写真 2-3-5 は、普代川水門の全景です。
　写真 2-3-6 は、カーテンウォールを越流した津波により落橋した管理橋です。

港湾PC構造物研究会

(3) 普代川水門

　

写真 2-3-6 管理橋の落橋

　小槌川水門の対象津波高さは，明治 29 年 に発生した三陸大津波を考慮してT.P+6.4m で
計画されていましたが，今回の津波痕跡高は、T.P+11.00mと報告されています。
　今回の調査では，津波はカーテンウォールを越流したと考えられるますえが、ＰＣ構造の
カーテンウォールおよび管理橋の損傷は確認されていません。

(2)　小槌川水門

落橋を免れた管理橋

落橋した管理橋

2-3-3  水門に対するまとめ

　ＰＣ構造のカーテンウォールは、津波による波力や揚圧力に対して十分な耐荷力があるこ
とを確認できました。しかし，カーテンウォールを越流した津波はＰＣ構造の管理橋を破壊
させているので、今後設定されると思われるレベル２の津波に対して、管理橋の要求性能を
明確にする必要があると考えます。
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2-4 その他の港湾 PC構造物

2-4-1 片持ち張出し PC桟橋

(1)  調査を行った片持ち張出し桟橋

　

断  面  図

　八戸港の魚釣桟橋は、片持ちの張出し構造であるため津波来襲時には下から上にかなり大
きな揚圧力が働いた思われます。目地部は損傷していますが、部材本体は一ヶ所クラックが
見られただけで大きな損傷は見られません。

(2) 片持ち張出し PC桟橋の概要

写真 2-4-1 魚釣桟橋全景

・八戸漁港桟橋

アンカー

手摺り 手摺り
アンカー

PC床版

設置ケーソン

コンクリートブロック

8000

3000

(3)　被災状況

写真 2-4-2  目地部・地覆の損傷

　写真 2-4-1 は、調査時（平成 23 年 6月 28 日）の魚釣桟橋の全景で、PC床版が設置ケーソ
ンの上に張り出すように配置されています。
　写真 2-4-2 は、 プレキャスト床版の目地部の損傷状況。剥離しているのはタイル貼り付け
用のモルタルで、本体の PC床版部分の損傷は殆ど見られませんでした。
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