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本論文の概要
本論文は，南海トラフを震源とする地震・津波対策としての海岸護岸整備をより早く合
理的に進めるために，重力式海岸護岸の照査基準の合理化という観点と，低コストで整備
できる海岸保全施設の地震・津波対策工法の開発という二つの観点から研究を行ったもの
である．
以下に，各章における研究成果の概要を示す．
第1章では，南海トラフを震源とする地震・津波の切迫性について，既存の資料などから
整理し，早急に海岸護岸の整備が必要であることを考察した．さらに，本研究の目的とす
る「海岸護岸の合理的な設計手法の開発」と「低コストで整備できる海岸保全施設の地震・
津波対策工法の開発」が必要であることを述べるとともに，開発する工法として櫛形鋼矢
板壁構造を選定したことを記した．
第2章では，海岸保全施設の技術上の基準・同解説と港湾の施設の技術上の基準・同解説
の記述を比較検討した．港湾区域内の海岸保全施設の設計においては，港湾の施設の技術
上の基準・同解説を主に用いて，必要に応じて海岸保全施設の技術上の基準を参照するこ
とで適切な設計ができることを明らかにした．
第3章では，本研究でケーススタディとする撫養港直轄海岸保全施設整備事業の事業概
要，設計条件，事業目的および性能規定をまとめた．その過程で，港湾の施設の技術上の
基準・同解説によって当該事業の護岸の要求性能を整理すると護岸の損傷程度として耐震
強化施設（特定）が該当すると考えられること，津波を伴わないレベル2地震動（中央構造
線地震）に対する要求性能と津波に対する使用性（津波による浸水の抑制）を考慮すると
耐震強化施設（特定）よりも変形量の限界値を大きく設定できる可能性があることを明ら
かにした．
第4章では，1995年兵庫県南部地震の港湾被害を分析し，長い延長を持つ海岸護岸の中間
部分を対象として，津波に先行する設計地震の照査基準について考察した．その結果， 1995
年兵庫県南部地震のコンクリート重力式の護岸や岸壁の被害において，隅角部における極
端な変位の抑制効果を受けない箇所については，施設の最大水平変位量と函塊の最大目地
ずれ量の関係は概ね2:1であることを明らかにした．これを踏まえて，コンクリート重力式
の海岸護岸の設計地震に対する残留変形量を護岸天端幅の2倍とする照査基準を提案した．
さらに，延長の長いコンクリート重力式の護岸の中間部分について，目地開き量を推定す
る手法を提案した．また，提案した照査基準に基づく海岸護岸の改良設計のフローと設計
事例を示した．
第5章では，櫛形鋼矢板壁の動的遠心載荷実験と2次元有効応力解析を行い，実務に即し
たパラメータ設定による解析により，模型実験で櫛形鋼矢板壁に発生したモーメントの解
析を行った．櫛形鋼矢板壁の動的遠心載荷実験では櫛部を通じて液状化した砂のすり抜け
が生じていること，このすり抜けによって，櫛形鋼矢板壁に作用する土圧は小さくなると

考えられることを示した．また，2次元有効応力解析FLIP ROSE 2Dを用いた解析において，
櫛形鋼矢板壁の曲げモーメントの解析に適用可能な地盤と櫛形鋼矢板壁の境界条件を見出
した．
第6章では，櫛形鋼矢板壁の矢板法線方向の伸縮を照査に加味するための要素技術とし
て，水平方向に加速度を加えた線形弾性解析で断面変化部付近の水平変位の変化を計算す
る手法を研究した．その結果，2次元と3次元の弾性解析を併用した簡易な計算において，
構造の異なる施設あるいは異なる断面間の境界付近に発生している平均的なせん断ひずみ
に，水平方向変位と鉛直方向変位によって発生が予測されるせん断ひずみの値を考慮して
弾性係数の低減を行うと，被災事例を良く説明することを明らかにした．
第7章では，実在する海岸保全施設の地盤改良が困難な区間に対して櫛形鋼矢板壁工法の
照査基準を考察し，櫛形鋼矢板壁構造の試設計を行った．その結果，櫛形鋼矢板壁構造の
適用が可能であることを明らかにした．
第8章では，本研究で得られた知見を要約し，本研究の成果をまとめた．
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1.1 概説
南海トラフを震源とする地震および津波の危険性，逼迫性が指摘されるようになって 20
年近くが経過した．その間，国土交通省や農林水産省および海岸管理者等は，海岸保全施
設の耐震化や嵩上げを実施してきている．
第一線で津波から市街を守る海岸保全施設，その設計のよりどころである海岸保全施設
の技術上の基準・同解説にも性能設計の考え方が導入され，設計の高度化が図られてきた．
しかしながら，性能設計の考え方を導入した海岸保全施設の設計の事例は，十分に積みあ
がってはおらず，事業担当者や設計コンサルタント各位が創意工夫を入れながら，困難な
設計を行っている事例も多く存在すると思われる．事業担当者や設計コンサルタント各位
の創意工夫が，使われた事例も使われなかった事例も含めて，同世代や後輩の技術者各位
に伝えられていくことも重要であろうと思われる．動的な変形解析を行って，変形量を照
査する設計手法も多く用いられるようになってきた．しかし，変形量を照査する基準値と
して，係留施設のものが参照されていることから，海岸護岸に対する照査基準を合理的に
設定することが必要である．
一方，次の南海トラフを震源とする地震が，2035 年早々にも発生するとされる中，それ
までに必要な海岸保全施設の整備を終えることは不可能なことのように思われる．そのよ
うな中，国や海岸管理者等の地震津波に対する防災・減災施策は，より減災の方へと軸足
を移してきているように思われる．しかしながら，まだまだ，物理的に津波の浸水を阻止
しなければならない施設も多いと思われる．そのような施設としては，南海トラフを震源
とする地震・津波被害からの復旧・復興過程において中心的な役割を担うと思われる施設
や重要な資材や製品を供給する工場などが挙げられる．極端な状況では，
「海岸保全施設は
壊れても，浸水だけを防止すれば，まだなんとかなる．
」といったニーズも存在すると思わ
れる．そのようなニーズに応えるために発案されたものが，短い矢板と長い矢板を組み合
わせて平櫛のような形の矢板壁を構築する櫛形鋼矢板壁工法である．
これらのことから，本論文では，海岸護岸の性能設計にかかる研究として，津波に先行
する地震に対する海岸護岸の照査基準に関する研究と櫛形鋼矢板壁工法の開発を二つの柱
としている．
海岸護岸の性能設計にかかる研究では，地震津波対策として整備される重力式海岸護岸
の津波に先行する地震に対する照査基準について，1995 年兵庫県南部地震における神戸港
の港湾被害を分析し，ある程度の変形を許容しながら津波による浸水の抑制を図ることの
できる照査基準を導いた．
櫛形鋼矢板壁工法の開発では，大型振動台実験および動的遠心模型実験の結果をふまえ
て，櫛形鋼矢板壁に作用するモーメントを推定するともに，延長方向に水平変位が変化す
る場合でも設計できる手法を開発した．
1
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1.2 研究の背景
1.2.1 南海トラフを震源とする地震および地震津波の切迫性
南海トラフを震源とする地震とそれに伴う地震津波の危険性が指摘されてから久しい．
平成 13 年 6 月 28 日の中央防災会議第 2 回においては東海地震と東南海・南海地震につい
て図 1.1 に示したとおり，今世紀前半での発生が懸念される旨の指摘がなされている 1)．

図 1.1 東海地震と東南海南海地震（第 2 回中央防災会議

資料 2)

これを受けて，中央防災会議第 2 回では，(1)今後の地震対策のあり方，(2)東南海・南海
地震等の防災対策の充実，(3)防災基本計画の修正を検討することが決定 2)された．その後，
各々の専門委員会が設置され，検討が開始された．
中央防災会議の検討に先行し，文部科学省の地震調査研究推進本部においては，
「地震調
査研究の推進について －地震に関する観測，測量，調査及び研究の推進についての総合的
かつ基本的な施策－」
（平成 11 年 4 月 23 日）を決定し，この中において，
「全国を概観した
2
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地震動予測地図の作成」を当面推進すべき地震調査研究の主要な課題として，陸域の浅い
地震，あるいは，海溝型地震の発生可能性の長期的な確率評価を開始している．南海トラ
フの地震の長期評価については，平成 13 年 9 月 27 日に公表 3)されている．地震調査研究推
進本部では，その後も最新の知見を入れながら検討が継続されており，平成 25 年 5 月の公
表 4)と平成 29 年 3 月 3 日付の公表 5)によれば，南海トラフを震源とする地震の発生確率は
表 1.1 のとおり，今後 30 年以内に 70%程度と評価されている．
文献 4)では，図 1.2 を示した上で，「過去に起きた大地震の発生間隔は，既往最大と言わ
れている宝永地震（1707 年）と，その後発生した安政東海・南海地震（1854 年）の間は
147 年であるのに対し，宝永地震より規模の小さかった安政東海・南海地震とその後に発
生した昭和東南海（1944 年）
・南海地震（1946 年）の間隔は約 90 年と短くなっている．
このことは，宝永地震（1707 年）以降の活動に限れば，次の大地震が発生するまでの期間
が，前の地震の規模に比例するという時間予測モデルが成立している可能性を示している．
時間予測モデルには，様々な問題点があることが指摘されているものの，このモデルが成
立すると仮定した場合，昭和東南海・南海地震の規模は，安政東海・南海地震より小さい
ので，室津港（高知県）の隆起量をもとに次の地震までの発生間隔を求めると，88.2 年と
なる．
」と記載されている．
1946 年の南海地震から既に 73 年が経過しようとしている．単純に文献 4)の指摘を当ては
めると，次の南海トラフを震源とする地震までの残年数が 15 年であり，次の南海トラフを
震源とする地震の発生は 2035 年早々となる．これらのことから，南海トラフを震源とする
地震および津波は，極めて切迫していることがわかる．
表 1.1 南海トラフで発生する地震の確率（時間予測モデル）4),5)
項目
今後 10 年以内の発生確率
今後 20 年以内の発生確率
今後 30 年以内の発生確率
今後 40 年以内の発生確率
今後 50 年以内の発生確率
地震後経過率
次の地震の規模

将来の地震発生確率等
2013 年 1 月 1 日時点 4)
2017 年 1 月 1 日時点 5)
20%程度
20～30%
40～50%
50%程度
60～70%
70%程度
80%以上
80～90%
90%程度以上
90%程度若しくはそれ以上
0.76
0.81
M8～9 クラス
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図 1.2 南海トラフで過去に起きた大地震の時空間分布 5)

4
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1.2.2 地震・津波対策としての海岸保全施設整備の課題
平成 13 年 1 月の第 1 回防災会議における内閣総理大臣の指示 6)により，地震防災施設の
現状に関する全国調査が実施・公表 7)されている．その結果を，図 1.3 に示す．平成 15 年 3
月時点の結果ではあるが，津波発生の恐れのある海岸保全区域の総延長のうち，未整備の
総延長距離が 59.3%であること，東南海・南海地震の被害予測により，更なる整備が必要と
なる可能性があることが指摘されている．このことより，平成 15 年時点における海岸保全
施設整備の課題として，未整備区間の整備があることが推察される．

図 1.3 海岸保全施設の整備状況 2002 年 3 月現在 7)
一方で，中央防災会議第 5 回において，「今後の地震対策のあり方に関する専門調査会報
告）』に沿って，今後の施策を推進」することが了承 8)された．今後の地震対策のあり方に
5
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ついて 報告 9)では，基本的戦略として，実践的な危機管理体制の確立等，防災協働社会の
実現，先端技術を活用した防災対策の推進といった，ソフトな施策が提言されている．し
かしながら，これらの項目に並んで，効率的・効果的な防災対策の推進として，限られた
予算の中でのメリハリのある対策の推進が挙げられ，ハード・ソフト両面にわたり事業等
を効率的・効果的に展開する方向性も示されている．このことから，必ずしも，施設整備
による地震・津波防災が否定されたわけでは無く，むしろ，より低コストの地震・津波対
策技術を開発することが課題であると考えられる．
それでは，より現在（2017 年）に近い海岸補残施設の整備の状況はどうであろうか．図
1.3 と同様の調査は，平成 17 年と平成 24 年にも実施されており，その結果は国土交通省の
予算概要資料 10),11)などで報告されている．その結果を文献 10)および文献 11)より，図 1.4 お
よび図 1.5 に示す．

図 1.4 海岸における津波対策の現状 10)

図 1.5 海岸堤防等の耐震化の状況 11)
6
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津波に対する海岸保全施設の整備状況に関しては，図 1.3 の平成 14 年の整備済みの総延
長(35.5%)と整備中(5.2%)の合計が 40.7%である．図 1.4 の平成 17 年では「想定津波より高
い」が 52.4%であるので，12%程度進捗していたものと考えられる．しかし，平成 23 年に
東日本大震災が発生し，多くの海岸保全施設が被害を受けることとなった．それまでの進
捗は，平成 14 年から平成 17 年の間の 3 年間で 12%程度であり，年間 4%程度であったと思
われる．
海岸堤防等の耐震化の状況では，図 1.4 の平成 17 年 3 月時点の「耐震性がある」が 33%，
図 1.5 の「耐震性あり」が約 4 割である．図 1.5 では，東北地方太平洋沖地震および津波で
被害の大きかった岩手県，宮城県，福島県が除かれているが，海岸堤防等の耐震化は着実
に進捗している．その進捗は平成 17 年から平成 24 年の 7 年間に約 7%であり，年間 1%程
度耐震性がある施設が増えている．平成 24 年の調査では約 6 割の海岸保全施設に耐震性が
不足しているか，調査が未了である．平成 17 年から平成 24 年の間に，耐震性があるとさ
れた施設の中には，調査の結果耐震性があると判断された施設も存在するであろうから，
このままのペースで推移すると，全ての海岸施設に耐震性を与えるためにはあと 60 年が必
要となる．
図 1.6 には，海岸事業費の推移 12)を示す．海岸事業費は平成 10 年度からは概ね下降線を
たどっている．平成 22 年度以降については，22 年度に創設された社会資本整備総合交付金
および農山漁村地域整備交付金に従来の補助事業費の大部分が計上されたものによるもの
である．しかしながら，今後，大幅に海岸保全施設を整備する予算が拡張されるとも考え
難い．

図 1.6 海岸事業費の推移 12)

7
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海岸堤防等の津波に対する整備率は年間 4%程度の進捗であり，耐震化の状況は年間 1%
程度の進捗であったと思われる．南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されている市町
村 13)を図 1.7 に示す．これらの市町村の海岸延長を平成 27 年度版海岸統計 12)より集計する
と約 16,000km であり，全海岸延長の約 46%である．一方，堤防および護岸の全延長は約
9,021km である 12)．これから，南海トラフ地震防災対策推進区域の護岸及び堤防の延長は，
約 9,021km×0.46=約 4,100km と推定されよう．次の南海トラフを震源とする地震までの残
年数が 15 年とすると，
残り 15 年でこれらの市町の海岸保全施設の整備を完了することは，
近年の海岸事業費の推移から考えると非常に困難なことのように思われる．

図 1.7 南海トラフ地震防災対策推進地域 13)
人命はソフトな対策によって守ることができるとしても，津波によって浸水する地域に
はハード整備によって浸水から守る必要のある資産も存在すると思われる．そのような資
産としては，例えば，地震・津波後の復旧・復興に必要となる資源の生産工場，生活に必
須な物資の生産工場・配送拠点などが考えられる．このような場所を地震・津波から防護
することが必要であると考えられる．一方で，海岸事業費の大幅な伸びは期待できないと
思われる．このことから，限られた予算の中でのメリハリのある対策の推進を進めるため，
従来よりも合理的な設計思想で，低コストで整備できる海岸保全施設の地震・津波対策工
法の開発が課題であると考えられる．次の南海トラフを震源とする地震までの残年数を考
えると，数年の間に開発から実用化にまで達するような技術開発が求められているものと
考えられる．したがって，研究対象技術には，次のような条件が求められることになろう．
8
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・

既に研究の端緒が開かれた技術であること

・

実事業での使用が想定される技術であること

・

けれども設計手法の開発までにはいたっていないこと

1.3 新しい海岸構造物に関する既往の研究
前項のような認識の下，海岸構造物等に関する新しい技術について，既往の研究結果等
から，幾つかを選んで概観する．
1.3.1 振動水柱を格納した波浪エネルギー吸収型消波構造物
海岸構造物には，単に護岸や堤防としての機能の他に，様々な機能が求められることが
ある．例えば，設置環境に配慮して環境面からのミチゲーションが求められる場合

14)

や，

海岸構造物や港湾構造物のよる反射波による堤前波高を低減する必要がある場合である．
後者の場合には，直立消波ケーソン

15)

が設置される場合がある．直立消波ケーソンは，ケ

ーソン前面部に遊水部が設けられているため，堤体質量が小さくなる場合がある．図 1.8 に，
直立消波ケーソン式の構造物の津波引き波時の安定性を検討した模型実験

16)

の状況写真を

示す．図 1.8 を見ると直立消波ケーソンの前面水深の低下が大きくなるに従って，滑動破壊
から転倒，倒壊に至っていることがわかる．

(a) 津波の引き初め

(b) 滑動状況

(c) 転倒状況

図 1.8 直立消波ケーソンの津波引き波時の安定性検討
末永，小泉，山中らは，波エネルギーの吸収機構として振動水柱に着目し，振動水柱を
格納した波浪エネルギー吸収型消波構造物

17)

を研究している（図 1.9）．振動水柱格納型の

消波構造は，直立消波ケーソンによる構造と比較すると重量比で 1.2 強となる 17)．このこと
から，振動水柱を格納した消波構造は，地震時や津波の引き波時の安定性において直立消
波ケーソンに対して優位となると考えられる．また，振動水柱を格納した構造は，概ね無
筋構造になると考えられるため，スリット部の配筋が過密になりがちな直立消波ケーソン
と比較して，経済的に優位となる可能性がある．

9
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振動水柱の効果によっ
て，前面波高を低減

堤体質量は，前面スリット式
ケーソンの1.2倍を確保

図 1.9 振動水柱を格納した波浪エネルギー吸収型消波構造 17)のイメージ
1.3.2 空気注入不飽和化工法
岡村ら

18)

は，過剰間隙水圧が有効上載圧力と同値になるときの体積ひずみを体積ひずみ

ポテンシャル ∗ と定義し，体積ひずみポテンシャルと液状化強度倍率 IR（不飽和状態での
液状化強度比/飽和状態での液状化強度比）の関係を示している．岡村らの関係式を図 1.10
に示す．
′
∗

=

+

′

(1 −

′

IR =

)
100 (1 + )

= log(6500

∗

+ 10)

ここで，P0 は真空圧を基準とした絶対圧であり，
その他の圧力は大気圧を基準としたゲージ圧である．
P0：静水圧（絶対圧）

図1.10 体積ひずみポテン

σv’：有効上載圧力

シャルと液状化強度倍率の

Sr：飽和度(%)

関係18)

e：土の間隙比
IR：液状化強度倍率
R’：不飽和状態での液状化強度比
R:飽和状態での液状化強度比
この関係式によって，飽和度に対応した液状化強度倍率が推定できるようになった．こ
れを受けて，岡村らは図 1.11 に示すように，地盤中に直接空気を注入することで地盤を不
飽和化し，液状化強度を上げることのできる工法を開発した 19)．
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(a) 注入のイメージ図

(b) トラップされた空気による液状化の抑制イメージ
図 1.11 空気注入不飽和化工法の概念図 19)

この開発過程において，飽和地盤の海岸護岸と不飽和地盤の海岸護岸の動的遠心載荷実
験を行い，不飽和地盤では護岸の変位が小さくなることを確認している
は，ひずみ空間における多重せん断ばねモデル

21)

20)

．また，曽根ら

を用いた動的変形解析プログラム FLIP

ROSE 2D に適用できる空気注入不飽和化工法で改良された砂地盤の液状化強度を算定する
プログラムを開発

22)

し，海岸護岸の遠心模型実験の解析

20)

も行っている．さらに，曽根ら

は FLIP ROSE 2D を用いて重力式の係留施設 22)や矢板式岸壁の背後に位置する胸壁 23)につ
いても，空気注入不飽和化工法の適用性を検討している．その結果，重力式の係留施設に
おいては，図 1.12 に示すように空気注入不飽和化工法のみで岸壁の変位を耐震強化岸壁と
同程度に変形を抑えることができる場合があること

22)

，矢板式岸壁及びその背後の胸壁に

ついては図 1.13 に示すように薬液固化工法との併用することでより効果の高い改良が可能
であること 23)を示している．

(a) 未改良

(b) 空気注入不飽和化工法による改良

図 1.12 重力式岸壁に対する空気注入不飽和化工法による改良効果 21)
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(a) 未改良

(b) 薬液固化工法のみ

(c) 空気注入不飽和化工法のみ

(d) 薬液固化工法と空気注入不飽和化工法の併用

図 1.13 矢板式岸壁とその背後の胸壁に対する薬液固化工法と
空気注入不飽和化工法の併用効果 23)
1.3.3 二重矢板・鋼管杭堤防補強工法
古市，原，谷らは，優れた靭性を有する鋼材料を活用した二重鋼矢板構造に着目し，地
震と津波の複合災害に耐える鋼矢板を用いた堤防補強工法の研究を進めている

24)

．また，

その成果を二重鋼矢板・鋼管杭堤防補強工法の耐震・設計の手引き（初版）25)としてまとめ
ている．
この工法 25)では，図 1.14 に示すように，地震による被災履歴を受けた状態で津波が作用
する場合を「複合災害」と定義し，図 1.15 に示すように，複合災害に対する基本的な考え
方として，次のように示している．
二重鋼矢板・鋼管杭で補強された堤防について，地震による被災を受けても海岸堤防など
の機能を維持するとともに，その後早期に来襲する津波に対しても海岸堤防等の機能が可
能か限り維持されるように「粘り強い構造」を目指すものとする．
具体的な性能照査については，設計者が適切に設定するように示されているようである
が，文献 25)には具体的な設計事例も記載されており，参考にすることができる．
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図 1.14 地震・津波が連続する場合の複合災害の定義 25)
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図 1.15 複合災害に対する二重鋼矢板・鋼管杭での堤防補強の考え方 25)
二重鋼矢板・鋼管杭補強工法は，二重鋼矢板の場合も鋼管杭の場合も支持層に根入れさ
れるため天端の沈下がほとんど無い事が特徴として挙げられている．加えて，鋼管矢板の
場合は堤体の側方変形を低減できる効果，傾斜への適用が特徴として挙げられている．鋼
管杭を用いた場合は，鋼管壁が倒壊せず遮水機能が維持される効果が期待できる旨が示さ
れている．文献 25)より，二重鋼矢板・鋼管杭堤防の基本構造を図 1.16 に示す．

(a) 二重鋼矢板を用いた補強構造

(b) 鋼管杭を用いた補強構造

図 1.16 二重鋼矢板・鋼管杭堤防の基本構造 25)
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1.3.4 櫛形鋼矢板壁工法
中澤，菅野らは，古市，原ら
用いた津波対策工法を

26)

24)

が複合災害に対する検討を発表するより早く，鋼矢板を

を提案している．中澤，菅野らは，護岸堤防の要求性能として，

次の 3 点を整理した．
要求性能として，地震動作用時に所要の堤体高が確保され，かつ構造の安定性および
面的防護が確保可能である．
施工条件として，狭隘な施工スペースでの施工，近接施工が可能である．
津波襲来時に津波の侵入を妨げることが可能であり，かつ構造の安定性が確保される．
その上で，地震による港湾施設の被害事例においては，施工された鋼矢板が鉛直方向に
破断したり，継ぎ手が外れたりした事例が見当たらないことに着目して，鋼矢板を用いた
津波対策工法を提案した．中澤らの提案した工法の概念図を図 1.17 に示す．
a) 対策無しの場合

液状化して護岸が崩れ，津波が侵入する可能性がある
想定津波高

地震前
地震後

b)対策を施した場合

液状化して護岸が少々崩れるが，津波の侵入を防止する
想定津波高

対策矢板

支持矢板
地震後
地震時に変形するが，

地震前

図 1.17 鋼矢板による対策概念 26)
中澤らの提案した工法は，堤防や護岸が地震の作用によって損壊したとしても，堤防・
護岸の背後地盤に施工した鋼矢板の面的防護作用によって背後への津波の侵入を防ぐこと
を最終目標としている．このとき，液状化層全層を対象に鋼矢板を打設するのではなく，
非液状化層まで打設した長い鋼矢板と連続した壁を成す短い鋼矢板を組み合わせることで，
工期の短縮とコストの縮減を図っている．また，1 重の矢板壁によって防護壁を設けること
を前提としているため，背後に構造物が隣接する箇所での施工に適していると考えられる．
この工法は，長い矢板と短い矢板の組み合わせにより，正面から見た場合，あたかも平櫛
のような形状を成している．この工法は「櫛形を成した鋼矢板の壁で津波の侵入を防ぐ」
工法である．このことから，本論文においてはこの工法を櫛形鋼矢板壁工法と呼称するこ
ととする．
15
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1.4 研究の目的
本研究は，1.2.2 地震・津波対策としての海岸保全施設整備の課題での考察を踏まえて，
次の 2 点を目的とした．
・ 海岸護岸の合理的な設計手法の開発
・ 低コストで整備できる海岸保全施設の地震・津波対策工法の開発

1.5 研究の対象とする技術
本研究で開発する技術は，今後数年の間に開発から実用化にまで達するようなものを想
定している．幸いにも筆者は，国土交通省四国地方整備局において，撫養港海岸直轄海岸
保全施設整備事業に携わることができた．このことから，当該事業を題材として研究を実
施することができた．そのため，この事業の実情を踏まえて，研究対象技術を 1.3 新しい
海岸構造物に関する既往の研究で述べた技術の中から以下のとおり選定した．
振動水柱を格納した波浪エネルギー吸収型消波構造物は，当該事業箇所が小鳴門海峡に
面しており設計波浪が 0.3m 程度であって波浪制御構造物の必要性に乏しいことから研究対
象外とした．
空気注入不飽和化工法は，当該事業課所での使用も念頭において開発されてきた技術で
ある．曽根らの研究

23)

箇所も当該事業区間にある．しかしながら，注入した空気によって

低下した地盤の飽和度の確認方法や地盤中に残留する空気の永続性の点で若干の課題を残
していた．加えて，図 1.13 に示した矢板式岸壁を含む地盤改良よりも，胸壁を杭基礎で改
良した方が安価であることがわかった．このことから，空気注入不飽和化工法も本論文で
は対象外とした．しかし，空気注入不飽和化工法については，継続した研究が行われてい
る事から，早期に実事業に採用されることをを期待したい．
二重矢板・鋼管杭堤防補強工法は，複合災害に対して検討がなされており，靭性に富む
鋼材を用いている．この点では当該事業に適していると考えられる．しかしながら，古市
らの論文

24)

が事業の終盤に近くなって発表されたこと，当該事業箇所は背後が狭隘な箇所

が多く二重矢板は施工が困難であること，撫養港海岸では津波がそれほど大きくないこと
から鋼管杭を用いた構造は高コストとなる可能性があること，この 3 点から本論文では対
象外とした．
櫛形鋼矢板壁工法は，当該事業箇所での使用を念頭に中澤，菅野らが考案した技術であ
る．また，背後が狭隘な箇所でも施工が可能であると考えられる．短い矢板を津波作用に
対する壁に，長い矢板を支持杭とすることで工事費の縮減も図っている．中澤，菅野らは
大型振動台実験を行って，櫛形鋼矢板壁の挙動をある程度，明らかにしているが設計法を
開発するには至っていない．これらのことから，本研究では櫛形鋼矢板壁構造を研究対象
技術とした．
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1.6 本論文の構成
本論文の構成を図 1.18 に示す．
第1章

序論

第2章 海岸保全施設の設計基準
海岸保全施設の主要な設計基準である次の二つを概観し，特徴と関係性を整理する
・海岸保全施設の技術上の基準・同解説
・港湾の施設の技術上の基準・同解説
第3章 撫養港直轄海岸保全施設整備事業の概要とその要求性能
研究におけるケーススタディの対象となった事業の概要と要求性能を整理
第4章 重力式海岸護岸の照査手法に
関する研究
・1995年兵庫県南部地震の港湾被害を分
析し，重力式護岸の照査基準を提案
・撫養港直轄海岸保全施設整備事業にお
ける設計事例を示す

既往の研究
中澤博志，菅野高弘，吉田誠：
鋼矢板を用いた海岸堤防の液状化・
津波対策に関する模型振動台実験
土木学会構造工学論文，
Vol57A，2011.3，p367-377

第5章 櫛形鋼矢板壁に作用する
曲げモーメントの解析に関する研究
・動的遠心模型実験を実施
・2次元の動的変形解析で矢板壁のモーメ
ントを推定する手法を提案

第6章 係留施設の断面変化箇所での
水平変位の法線方向分布の推定に
関する研究
・2次元と3次元の線形弾性FEM解析を用
いた係留施設の法線方向の水平変位
分布の推定方法の開発
第7章

櫛形鋼矢板壁の照査手法に関する研究

断面方向の応力計算

法線方向の応力計算

照査基準の設定
櫛形鋼矢板壁に作用する応力
櫛形鋼矢板壁工法の設計

第8章

結論

図 1.18 本論文の構成
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第 1 章では，研究の序論として，研究の背景と目的，本論文の構成などを述べる．
第 2 章では，性能規定及び照査基準の整理に向けての見通しを良くするために海岸保全
施設の設計の法的要件となる海岸保全施設の技術上の基準・同解説
上の基準・同解説

28)

27)

と港湾の施設の技術

の海岸護岸等に関する設計思想を概観する．

第 3 章では，ケーススタディとなる撫養港海岸直轄海岸保全施設整備事業の概要を述べ
る．
第 4 章では，撫養港海岸直轄海岸整備事業で用いている重力式護岸に対する性能規定を
確認するともに，1995 年兵庫県南部地震における神戸港の港湾被害を分析し，照査基準を
提案する．加えて，重力式護岸の目地開きに対する照査手法とそれを含めた照査のフロー
を提案する．第 4 章の締めくくりとして当該事業での重力式護岸改良の設計事例を示す．
第 5 章では，まず，中澤，菅野の研究を受けて矢板に作用するモーメントを 2 次元の動
的非線形解析で計算した結果を示す．次に，実際の地盤に近い状態での挙動を調べるため
に実施した動的遠心模型実験の結果とそれに対する動的非線形解析の結果を示し，設計に
用いることの出来る地盤と矢板の境界条件を明らかにする．
第 6 章では，櫛形鋼矢板壁に対する護岸法線法の伸縮に対する照査を可能とするため，
構造断面の変化に伴って地震による水平変位量が異なる 2 施設の境界部分での水平変位量
の推定手法について研究した結果を述べる．この章は，櫛形鋼矢板壁の設計に限らず，他
構造にも応用が可能な技術であると考えられることから，独立した章として記述する．
第 7 章では，当該事業箇所を対象に検討した櫛形鋼矢板壁の設計法について，試設計の
結果を交えながら示す．まず，第 2 章，第 3 章を受けて，櫛形鋼矢板壁の性能規定と照査
基準について考察する．次に第 4 章を受けて櫛形鋼矢板壁の護岸断面方向の応力照査につ
いて述べる．次に第 5 章を受けて櫛形鋼矢板壁の断面方向の伸び縮みを含めた照査方法と
試設計の結果を述べる．最後に残された課題を整理する．
第 8 章では，本論文の結論を述べる．

18

第 1 章 序論

参考文献
1)

内閣府 中央防災会議: 第 2 回中央防災会議 資料 2, 2001.6.28,
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/2/pdf/010704-4Nankai-Tokai.pdf

2)

内閣府 中央防災会議: 第 2 回中央防災会議 決定事項,2001.6.28 2001.6.28,
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/2/ketteizikou.html

3)

地震調査研究推進本部 地震調査委員会: 南海トラフの地震の長期評価について,
2001.9.27,
http://www.jishin.go.jp/main/chousa/01sep_nankai/

4)

地震調査研究推進本部 地震調査委員会: 南海トラフの地震活動の長期評価（第二版）
について, 2013.5.24,
http://www.jishin.go.jp/main/chousa/kaikou_pdf/nankai_2.pdf

5)

地震調査研究本部:長期評価結果一覧 活断層及び海溝型地震の長期評価結果一覧
（2017 年 1 月 1 日での算定）
（平成 29 年 3 月 3 日改訂）, 2017.3.3,
http://www.jishin.go.jp/main/choukihyoka/ichiran.pdf

6)

内閣府 中央防災会議: 第 1 回中央防災会議 中央防災会議における内閣総理大臣指示
事項, 2001.1.26,
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/1/sonota2.html

7)

内閣府(防災担当):地震防災施設の現状に関する全国調査（最終報告）について,
2003.1.15.
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/h15/030115shisetu.html

8)

内 閣 府 中 央 防 災 会 議 : 第 5 回 中 央 防 災 会 議
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/5/index.html

9)

中央防災会議「今後の地震対策のあり方に関する専門調査会」:今後の地震対策のあり
方について 報告, 記者会見資料, 2002.7.1.
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/senmon/kongo/houkoku/index.html

記 者 会 見 資 料 ,

10) 国土交通省港湾局: 平成 18 年度 港湾局関係予算概要海岸関係データ,2006.1.
http://www.mlit.go.jp/kowan/yosan/h1801/52.pdf
11) 国土交通省港湾局: 平成 25 年度 港湾局関係予算概要海岸関係データ,2013.2.
http://www.mlit.go.jp/common/000989508.pdf
12) 国土交通省 水管理・国土保全局

編：海岸統計 平成 27 年度版

13) 内閣府 防災情報のページ 南海トラフ地震防災対策推進地域,
http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/pdf/nankaitrough_chizu.pdf
14) 村上仁人,水口裕之,上月康則,井福誠,野田巌,岩村俊平,山本修一:エコシステム式海域環
境保全工法を導入した直立構造物の環境配慮機能の評価，土木学会 海岸工学論文集,
第 54 巻, pp.1281-1285, 2007.
15) 谷本勝利,吉本靖俊:直立消波ケーソンの反射率に関する理論及び実験的研究,港湾空港
技術研究所報告, Vol.21, No.3,1982
16) 有川太郎,佐藤昌治: 越流した津波の引波時における岸壁の安定性に関する研究, 土木
19

第 1 章 序論

学会論文集 B2（海岸工学）, Vol.69, No.2,I_971-I_975,2013
17) 末永慶寛,小泉勝彦,山中稔,長谷川修一:振動水柱を格納した波浪エネルギー吸収型消波
構造に関する研究，土木学会論文集 B3(海洋開発),Vol.70, No.2,I_277-I_282,2014
18) Mitsu Okamura and Yasumasa Soga: Effects of pore fluid compressibility on
liquefactionresistance of partially saturated sand, Soils and Fundations Vol.46,
No.5, pp.695-700, 2006.
19) Air-des 工法研究会：空気注入不飽和化工法(Air-des 工法)技術マニュアル,2012
20) Air-des 工法研究会：空気注入不飽和化工法(Air-des 工法)技術マニュアル参考資
料,2012.
21) Iai, S., Matsunaga, Y. and Kameoka, T.: Strain space plasticity model for cyclic
mobility, Report of the Port and Harbour Research Institute, Vol. 29, No. 4, pp.
27-56, 1990.
22) 曽根照人，小泉勝彦，浅田英幸，新川直利，藤井直，山浦昌之，岡村未対: 空気注入不
飽和化工法の開発 その 9：レベル 2 地震動に対する照査の一例, 土木学会第 67 回年
次学術講演会,III-254,pp.507-508, 2012.
23) 曽根照人，小泉勝彦，山根信幸，深田久，藤井直，山浦昌之，岡村未対：矢板式岸壁
に 対 す る 空 気 注 入 不 飽 和 化 工 法 の 適 用 , 土 木 学 会 第 71 回 年 次 学 術 講 演
会,III-225,pp.449-450, 2016.
24) 古市秀雄,原忠,谷美宏,西剛整,乙志和孝,戸田和秀：地震・津波の複合災害に耐える鋼矢
板堤防補強法に関する研究,地盤工学ジャーナル Vol.10,No.4,pp.583-594,2015.
25) 国立大学法人高知大学,株式会社技研製作所,新日鐵住金株式会社：二重鋼矢板・鋼管杭
堤防補強工法の耐震・耐津波設計の手引き,2016.6.
26) 中澤博志，菅野高弘，吉田 誠：鋼矢板を用いた海岸堤防の液状化・津波対策に関す
る模型振動台実験，土木学会構造工学論文集，Vol.57A，pp.367-377，2011.3.
27) 海岸保全施設技術研究会編：海岸保全施設の技術上の基準・同解説，2004.
28) 日本港湾協会：港湾の施設の技術上の基準・同解説，2007.

20

第 2 章 海岸保全施設の設計基準

第2章

海岸保全施設の設計基準

第 2 章では，性能規定及び照査基準の整理に向けての見通しを良くするために海岸保全
施設の設計の法的要件となる海岸保全施設の技術上の基準・同解説 1)と港湾の施設の技術上
の基準・同解説 2)の海岸護岸等の記述を概観する．

2.1 海岸保全施設の設計に関係する法令等
2.1.1 海岸法関係
海岸法は「津波，高潮，波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護する
とともに，海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り，もつて国土の保全
に資することを目的とする．
」法律である．海岸法第 2 条では，海岸保全施設が次のとおり
定められている．
第二条

この法律において「海岸保全施設」とは，第三条の規定により指定される海

岸保全区域内にある堤防，突堤，護岸，胸壁，離岸堤，砂浜（海岸管理者が，消波等の
海岸を防護する機能を維持するために設けたもので，主務省令で定めるところにより指
定したものに限る．
）その他海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設（堤防
又は胸壁にあつては，津波，高潮等により海水が当該施設を越えて侵入した場合にこれ
による被害を軽減するため，当該施設と一体的に設置された根固工又は樹林（樹林にあ
っては，海岸管理者が設けたもので，主務省令で定めるところにより指定したものに限
る．
）を含む．
）をいう．
岸田 3)は海岸法の目的について『海岸法の究極的な目的は，国土の保全に資することにあ
る．従って，海岸法は，河川法，砂防法などと同様の国土保全法としての性格を持ってい
るということができる．』と述べている．また，『海岸法においては，法手続き的には「海
岸保全区域の指定」に始まる』
，
『海岸保全区域のみが海岸法の適用対象となるものであり，
海岸防護，国土保全の目的を達成するため必要のある海岸を指定し，海岸保全区域として
管理するものとしたものである．
』とも述べている 3)，更に『海岸管理の変遷が災害を契機
としていることに密接に関係していたために，防護を主体とする「海岸保全区域」につい
て海岸法を適用して，公物管理をしていくというシステムになったことが理解できる．』3)
と述べている．岸田は，海岸保全施設の指定については次のようにも述べている．
海岸保全施設の指定の権限を有するものは，当該海岸を管轄する都道府県知事である．
海岸保全施設を指定する場合の都道府県知事は，(3)に規定する「海岸管理者」たる立場で
は無く，当該都道府県における海岸行政の統括責任者たる立場に立つものである．この指
定事務は，地方自治法上の国の機関委任事務として位置づけられ，主務大臣の監督に服す
るものである．』（ここで述べられている機関委任事務は，現在の法定受託事務のことであ
る．
）
これまでの内容から，海岸法にかかる工事や維持修繕，付帯工事などを行う場合には，
もれなく海岸保全施設に指定されなければならないことが理解できる．一方で，海岸保全
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施設の指定には，海岸保全施設に指定することの出来ない範囲や重複することを前提とし
てその手続きを定めた区域がある．
海岸保全施設に指定出来ない範囲について，岸田は次のように解説している．
『一方で，海岸保全施設を指定することの出来ない範囲も定められている．これは，海
岸においては，海岸法制定前においても海岸を対象とした種々の行政が行われており，又
種々の法制が存在していた．特に直接海岸を対象として国土保全の見地から区域を定めて
行政が行われている場合があれば同一の目的の行政が同一の区域につき重複して行われる
事となり適当ではないので，海岸法では既にそれらの区域が指定されている場合において
は，当該区域については，海岸保全施設の指定が出来ないこととして重複を避けているわ
けである』
岸田は，重複を前提としている範囲については，次のように解説している．
『逆に，重複することを前提としてその手続きを定めた区域がある．港湾法に基づく港
湾区域，港湾隣接地域及び公告水域，ならびに漁港法による漁港区域である．この趣旨は，
海岸法が海岸を保全し，国土の保全に資することを目的とするのに対して，港湾法及び漁
港法の目的とするところが「港湾管理者の設立による港湾の開発，利用及び管理の方法を
定め港湾の開発，利用及び管理の適正を期すること」，及び，
「水産業の発達を図り，これ
により国民生活の安定と国民経済の発展とに寄与するために漁港を整備し，及びその維持
管理を適正にすること」であり，目的が異なっているものではあるものの，港湾法及び漁
港法に基づく行政においても国土保全の見地が全くないとはいいがたく，その工事におい
ても海岸保全施設に類似した工事が行われ，海岸法に規定すると類似した取締まりがなさ
れるのであるが，その目的にする点においては海岸法ほど国土保全の見地が強くないもの
である．従って，国土保全の見地からする行政は海岸法の制定があった後においては，全
て海岸法によっておこなわれることになったため，海岸保全施設に重複して指定すること
とし，海岸法を適用することとしたものである．
』
そもそも，海岸法の施行前は，当時の運輸省は港湾区域については国土保全の全面的な
権限と責任を有しており，農水省も干拓堤防や漁港行政では海岸に対する国土保全の行政
を行っていた．このことから，海岸法については，当時の建設，運輸，農林 3 省の所管区
分が明確にされた上で立法された経緯がある．これらのことから，海岸保全施設には，同
時に港湾施設でもあり，漁港施設でもある施設が存在する．このような重複区間のイメー
ジと海岸管理者，海岸管理の所管省庁（昭和 31 年）の関係を，文献 3)より図 2.1 に示す．
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図 2.1 海岸保全区域の重複区間のイメージ 3)
海岸法の第 14 条には以下のとおり記されている．
（技術上の基準）
第十四条

海岸保全施設は，地形，地質，地盤の変動，侵食の状態その他海岸の状況

を考慮し，自重，水圧，波力，土圧及び風圧並びに地震，漂流物等による振動及び衝撃
に対して安全な構造のものでなければならない．
２

海岸保全施設の形状，構造及び位置は，海岸環境の保全，海岸及びその近傍の土

地の利用状況並びに船舶の運航及び船舶による衝撃を考慮して定めなければならない．
３

前二項に定めるもののほか，主要な海岸保全施設の形状，構造及び位置について，

海岸の保全上必要とされる技術上の基準は，主務省令で定める．
国土交通省と農林水産省は，平成 16 年 3 月 23 日付で海岸保全施設の技術上の基準を定
める省令（平成 29 年 9 月時点での最終改訂は，平成 26 年 12 月 10 日付）を発出している．
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2.1.2. 法定受託事務
一方，海岸法によって地方自治体が行う事務は，地方自治法第二条の９に規定される第
一号法定受託事務（地方自治法別表第一）に位置づけられている．地方自治法第二百四十
九条の９には，法定受託事務について以下のとおり定められている．
（処理基準）
第二百四十五条の九

各大臣は，その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道

府県の法定受託事務の処理について，都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たり
よるべき基準を定めることができる．
２

次の各号に掲げる都道府県の執行機関は，市町村の当該各号に定める法定受託事

務の処理について，市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定め
ることができる．この場合において，都道府県の執行機関の定める基準は，次項の規定
により各大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない．
一

都道府県知事

市町村長その他の市町村の執行機関（教育委員会及び選挙管理委

員会を除く．
）の担任する法定受託事務
二

都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する法定受託事務

三

都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務

３

各大臣は，特に必要があると認めるときは，その所管する法律又はこれに基づく

政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について，市町村が当該第一号法定受託
事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる．
４

各大臣は，その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受

託事務の処理について，第二項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し，同項の規定に
より定める基準に関し，必要な指示をすることができる．
５

第一項から第三項までの規定により定める基準は，その目的を達成するために必

要な最小限度のものでなければならない．
地方自治法第二条の９に基づき，海岸法においても法定受託事務を処理するに当たりよ
るべき基準が定められ，平成 16 年 4 月 12 日付で通知がされている．
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2.1.3 海岸保全施設の技術上の基準・同解説
海岸保全施設の技術上の基準・同解説 1)は，同序文によれは，
『本解説書は，同法第 14 条
第 1 項及び第 2 稿並びに上記の省令の解釈と運用について解説したものであり，農林水産
省及び国土交通省の海岸事業担当者，関係研究機関の海岸研究者からなる海岸保全施設技
術研究会での検討を経て，この度刊行の運びとなったものです．
』とあり，先の海岸法第 14
条と海岸保全施設の技術上の基準を定める省令が根拠となっていることがわかる．
また，
「はじめに」では，通知の目的として，以下の記述がある．
本通知は，海岸法（昭和 31 年法律第 101 号）
（以下「法」という．
）第 14 条 1 項及び第 2
項の規定並びに同条第 3 項の規定に基づく海岸保全施設の技術上の基準を定める省令（平
成 16 年 3 月 23 日 農林水産・国土交通省例第 1 号．以下「省令」という．
）に関し，適切
な解釈と運用に資するものである．なお，下記項目のうち，1.1，…筆者中略…,3.10.6 につ
いては地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の 9 第 1 項に規定する法定受託義務
の処理基準とし，その他の部分については動法第 245 条の４第 1 項に規定する技術的な助
言とする．
また，
「海岸保全施設築造基準について」
（昭和 22 年 3 月 28 日 62 構改 D 第 28 号，62 水
港第 370 号，港災第 337 号，県河海発第 5 号）は廃止する．
通知の目的の解説には，海岸法第 14 条の規定について，『第 1 項は，全ての海岸保全施
設について，その建設に当たって考慮すべき構造の安全に関する一般原則を規定した訓示
的規定である．
』
，
『第 2 項は，全ての海岸保全施設について，その形状，構造及び位置につ
いて考慮するべき内容･･･中略･･･を規定している．
』
，『第 3 項に規定する省令は，第 1 項及
び第 2 稿に定めるもののほか，堤防などの主要な海岸保全施設に適用されるべき「海岸の
保全上必要とされる技術上の基準」を定めたものである．
』と記述されている．
また，海岸保全施設の技術上の基準には，法定受託事務処理基準にあたる事項が明記さ
れている．これらのことから，海岸保全施設の技術上の基準・同解説の根拠は，海岸法と
地方自治法であることがわかる．
続く第 1 章総論 1.1 海岸補選施設の技術上の基準の性格＜処理基準＞には，以下の通り
の記載がある．
本通知は，最低限の要件としての技術上の基準を示したものであり，海岸保全施設の形
状，構造及び位置については，海岸法の目的である「海岸の防護」，「海岸環境の整備と保
全」及び「公衆の適正な利用」を考慮し，適切なものとする．
また，本通知では性能規定を基本としており，海岸保全施設が満足すべき「目的」，「機
能」
，
「性能」と，その性能の「照査法」について現時点での知見に基づいて記述している．
加えて，解説には(2)最低限の要件としての技術上の基準として『より効果的・効率的に
海岸保全施設の設置を行うためには，技術上の基準に適合した上で，新たな知見や工法が
現場に生かされることが必要であり，設計に自由度が確保されることが必要』
，
『設計者は，
必要に応じ，技術上の基準に規定の無い事項についても，技術上の基準の趣旨を踏まえ，
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模型実験及び信頼のおける数値計算等の方法により，機能，安全性等を照査の上，適切と
考えられる方法を採用することができる』ことが記されている．
一方，解説

技術上の基準の性能規定には，
『性能規定の導入により，変形をある程度許

容する設計法や新しい構造形式の提案などが容易にできるなどのメリットが期待される．
ただし，その場合，その性能を適切に照査する技術が必要となる．性能を照査する具体的
方法については，本解説の記述によるほか，「海岸施設設計便覧」4) を参考にすることがで
きる．
』
，
『通知及び解説における「照査法」は，現在の技術の水準及び実務での使用の容易
性を考慮し，代表的な評価法を記述している．性能設計における「照査法」は「信頼性設
計法」を用いるのが一般的である．しかし，現時点では全ての性能について信頼性設計に
基づく照査技術が確立されているわけではないため，設計者に照査法の選択，設定をゆだ
ねることにより設計実務の混乱，設計コストの増大を招くことにならないよう，この技術
が確立されていない部分については従来の仕様規定型の記述としている．
』と書かれている．
更に，
『なお，「海岸施設設計便覧」においては，長年にわたって機能を発揮してきた施設
の仕様（形状・構造等）は，
「実績」により照査されたものとして記載している．設計実務
においては，このような記述を参考にし施設の使用を定めることができる．』とあり，
「実
績」に沿って形状・構造等を定めることができる一方，性能設計の使用を促しつつ，性能
設計の乱用を戒めるものになっていると考えられる．
海岸保全施設の技術上の基準の要求性能を併記したものを付録の付表 1 左欄に示す．基
準中の準用規定については，筆者の責任で適宜，記載の順序を入れ替えて記述している．
また，本研究に関係しない構造形式についての記載は適宜省略している．
これまでの内容から，海岸保全施設の技術上の基準の性格をまとめると以下のとおりと
なろう．
海岸法 14 条に規定する海岸保全施設の海岸の保全上必要とされる最低限の要件を定め
る技術上の基準である．
同時に，海岸に関する法定受託事務の処理基準と技術的助言である．
記述は，性能規定を基本としており，性能設計の考え方を導入している．
しかし信頼性設計法の確立していない部分については従来の仕様規定型の記述である．
「海岸保全施設設計便覧」を参考にすることができる．
性能は，天端高さ，表法勾配によって評価する．
安全性能の照査は，波力，地震力，土圧等に対して安全な構造とするよう規定されて
いる．
透水を抑制する旨の記述がある．
安全性能の照査は，信頼性のある適切な手法で行う．
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2.2 港湾施設の設計基準
ここでは，海岸保全施設と他の施設が重複する場合の一例として，港湾の施設について
の設計基準の位置づけを確認しておく．海岸保全施設の重複する港湾の施設については，
図 2.1 のとおり，港湾法に基づく港湾区域，港湾隣接地域及び公告水域に限定される．
2.2.1 港湾法関係
港湾法第 56 条の 2 の 2 には，港湾の施設の技術上の基準に関する記述がある．
（港湾の施設に関する技術上の基準等）
第五十六条の二の二

水域施設，外郭施設，係留施設その他の政令で定める港湾の施

設（以下「技術基準対象施設」という．）は，他の法令の規定の適用がある場合において
は当該法令の規定によるほか，技術基準対象施設に必要とされる性能に関して国土交通
省令で定める技術上の基準（以下「技術基準」という．
）に適合するように，建設し，改
良し，又は維持しなければならない．
２

前項の規定による技術基準対象施設の維持は，定期的に点検を行うことその他の

国土交通省令で定める方法により行わなければならない．
３

技術基準対象施設であつて，公共の安全その他の公益上影響が著しいと認められ

るものとして国土交通省令で定めるものを建設し，又は改良しようとする者（国を除く．
）
は，その建設し，又は改良する技術基準対象施設が技術基準に適合するものであること
について，国土交通大臣又は次条の規定により国土交通大臣の登録を受けた者（以下「登
録確認機関」という．
）の確認を受けなければならない．ただし，国土交通大臣が定めた
設計方法を用いる場合は，この限りでない．
４

前項の規定による確認を受けようとする者は，国土交通省令で定めるところによ

り，国土交通大臣又は登録確認機関に確認の申請をすることができる．
５

前二項に定めるもののほか，確認の申請書の様式その他確認に関し必要な事項は，

国土交通省令で定める．
2.2.2 技術基準対象施設
具体的な技術基準対象施設は，港湾法施行令第 19 条で定められており，次のとおりであ
る．
（港湾の施設）
第十九条

法第五十六条の二の二第一項 の政令で定める港湾の施設は，次に掲げる港湾

の施設（その規模，構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く．
）とする．
ただし，第四号から第七号まで及び第九号から第十一号までに掲げる施設にあつては，港
湾施設であるものに限る．
一

水域施設

二

外郭施設（海岸管理者が設置する海岸法 （昭和三十一年法律第百一号）第二条第一
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項 に規定する海岸保全施設及び河川管理者が設置する河川法 （昭和三十九年法律第百六
十七号）第三条第二項 に規定する河川管理施設を除く．
）
三

係留施設

四

臨港交通施設

五

荷さばき施設

六

保管施設

七

船舶役務用施設

八

旅客乗降用固定施設及び移動式旅客乗降用施設

九

廃棄物埋立護岸

十

海浜（海岸管理者が設置する海岸法第二条第一項 に規定する海岸保全施設を除く．
）

十一

緑地及び広場

本研究で対象とする護岸は外郭施設に分類される．本研究でケーススタディを行う護岸
は，第 3 章に示すとおり，港湾区域に所在するため港湾施設となる．
港湾法施行令第 19 条 2 と 10 には『海岸管理者が設置する海岸法 （昭和三十一年法律第
百一号）第二条第一項 に規定する海岸保全施設を除く．
』旨が記載されている．更に，港
湾法施行規則第 28 条には，
『その規模，構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施
設』から除かれるものとして，次の記載がある．
第二十八条

令第十九条 及び第二十条 の国土交通省令で定める港湾の施設は，次に掲

げる港湾の施設（令第二十条 の国土交通省令で定める港湾の施設にあつては，第七号を除
く．
）とする．
一

ろかいのみをもつて運転する船舶を専ら係留するための係留施設

二

都市公園法 （昭和三十一年法律第七十九号）第二条第一項 に規定する都市公園又

は都市計画施設（都市計画法 （昭和四十三年法律第百号）第四条第五項 に規定する都市
計画施設をいう．
）である公園で国が設置するものに設けられる施設として地方公共団体又
は国が建設し，又は改良する係留施設
三

漁業を行うために必要な施設（港湾管理者が建設し，又は改良する港湾施設を除く．
）

四

砂防法 （明治三十年法律第二十九号）第一条 に規定する砂防工事及びその砂防工

事にあわせて施行される工事として国土交通大臣又は都道府県知事が建設し，又は改良す
る港湾の施設
五

海岸法第二条第一項 に規定する海岸保全施設に関する工事及び同法第十七条第一

項 の規定によるその工事にあわせて施行される工事として海岸管理者が建設し，又は改良
する港湾の施設
六

河川法第八条 に規定する河川工事及び同法第十九条 の規定によるその河川工事に

あわせて施行される工事として河川管理者が建設し，又は改良する港湾の施設
七

当該港湾の港湾計画において，大規模地震対策施設として定められておらず，かつ，

当該港湾に関し定められている災害対策基本法第四十条 の都道府県地域防災計画又は同
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法第四十二条 の市町村地域防災計画において定められていない緑地及び広場
港湾の施設の技術上の基準・同解説 2)では，これらの法令上の体系を図 2.2 のように取り
まとめている．

図 2.2 港湾の施設の技術上の基準の法令上の体系 2)
多賀谷 5)は，港湾法第 56 条 2 の 2 の技術基準対象施設の範囲について，以下のように詳
解している．
（技術基準対象施設の範囲）
① 水域施設，外郭施設，係留施設
本条一項が「港湾施設」ではなく「港湾の施設」と言う表現を用いているのは，港湾管
理者が設定する港湾区域もしくは臨港地区内に位置する「港湾施設」のみではなく，水域
施設，外郭施設，係留施設については，港湾区域，臨港地区外にあるものでも対象となる
という趣旨によるものである．
したがって，五十六条に定める公告水域である港湾にも，企業等の専用岸壁である五十
六条の三の適用がある水域施設の水域施設，外郭施設，係留施設にも適用される．マリー
ナ，シーバース等が港湾区域外，公告水域外に立地している場合でも，この技術上の基準
に準拠しなければならない．ただし，水域施設，外郭施設，係留施設のうち，海岸保全施
設，係留施設のうち，海岸保全施設・河川管理施設であるものは，海岸管理者・河川管理
者がその技術基準を担保するので除く．
② 臨港交通施設，荷さばき施設，保管施設，船舶役務用施設，廃棄物埋め立て護岸，
（海
岸保全施設ではない）海浜，緑地及び広場
これらは，港湾区域，臨港地区内にある港湾法上の港湾施設である限りで，技術基準適合
性の対象となる．
③ 旅客乗降用固定施設及び移動式旅客乗降用施設
ただし，以上の三類型に該当する施設でも以下の場合は対象外である．
-

櫓櫂（ろかい）のみをもって運転する船舶を専ら係留するための係留施設

-

都市公園又は都市計画施設である公園で国が設置するものに設けられる施設として地
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方公共団体又は国が建設し，又は改良する係留施設
-

漁業を行うために必要な施設（港湾管理者が建設し，又は改良する港湾施設を除く）

-

砂防法に規定する砂防工事等として国土交通大臣又は都道府県知事が建設し，又は改
良する港湾の施設

-

海岸保全施設に関する工事等として海岸管理者が建設し，又は改良する港湾の施設

-

河川工事等として河川管理者が建設し，又は改良する港湾の施設

-

港湾計画において，大規模地震対象施設として定められておらず，かつ，都道府県地
域防災計画・市町村地域防災計画においても定められていない緑地及び広場
多賀谷の詳解によって，港湾区域，臨港地区，公告水域外の海岸保全施設は技術基準対

象施設ではないこと，さらに，港湾区域，臨港地区，公告水域内であっても，海岸管理者
によって設けられる海岸保全施設は，技術基準対象施設ではないことがわかる．このこと
は逆に，港湾区域等の中に港湾管理者によって設けられる海岸保全施設は技術基準対象施
設であることを示している，ここで，港湾管理者と海岸管理者が同一の都道府県知事であ
ったとしても，法的人格は異なると理解されている．このことから，港湾区域等の海岸保
全施設においては，海岸保全施設の技術上の基準・同解説と港湾の施設の技術上の基準・
同解説の両方が適用されると解されている．
2.2.3 港湾の施設の技術上の基準・同解説
港湾の施設の技術上の基準・同解説には，2.1.2

性能設計の体系として以下の記述があ

り（ただし，引用中の文献番号は筆者が変更している．
），図 2.3（港湾の施設の技術上の基
準・同解説では，図-2.1.2）が示されている．
港湾の施設の性能設計に関する基本的な枠組みとしては，文献 6)7)8)9)を上位規格として考
え，図-2.1.2 のような整理がなされている

10)．ここで，目的とは当該施設を必要とする理

由，要求性能とは目的を要求性能が保有しなければならない性能を説明責任の観点から平
易に表現したものであり，性能規定とは要求性能が満たされるために必要な照査に関する
規定を技術的観点で表現したものである．この目的，要求性能，性能規定の回送に応じて，
上位の基準に相当する「港湾の施設の技術上の基準を定める省令」
（以下，省令と称す）で
は施設の目的及び要求性能を，また省令に適合する要件を定めた「港湾の施設の技術上の
基準の細目を定める告示」
（以下，告示と称す）では，性能規定を定めている．
性能照査とは性能規定が満足されることを照査する行為のことであり，その手法につい
ては特定の手法が義務付けられているものではない．すなわち，具体的な性能照査手法や
許容される破壊基準，変形量等の限界値は設計者の判断に委ねられている．よって，本書
の位置づけは，性能規定化された基準が設計者に正しく理解されるための附属資料（参考
資料，以下「附属書」と呼ぶ）であり，性能照査規定や許容される破壊確率，変形量等の
限界値の標準的な考え方が限界値の例を示しているものである．ただし，これは新しい技
術の開発，導入の促進を阻害するものではない．なお，施設の性能照査に当り，告示に示
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される以外の性能規定を設定し，要求性能を満足することを確認することや直接要求性能
を満足することができれば，当該施設は基準に適合するものと考えることができる．

図 2.3 港湾の施設の技術上の基準の性能の階層及び性能照査の位置づけ 2)
（港湾の施設の技術上の基準・同解説では，図-2.1.2）
以上のように，港湾の施設の技術上の基準は，海岸保全施設の技術上の基準以上に明確
な性能設計を導入している．そして，港湾の施設の技術上の基準・同解説にも，技術上の
基準に示した要求性能を『当該施設が果たすべき最低限の役割として定めている．』
（2.1.3
技術基準対象施設の目的）ことが示されている．
このような性能設計を導入した港湾特有の背景は，港湾の施設の技術上の基準 第 1 章
1.1 港湾の施設の技術上の基準の改正（性能規定化）の目的中にうかがうことができる．
1.1 節には『また，WTO（国際貿易機関）に加盟している我が国は，TBT（貿易の技術的障
壁に関する）協定により，ISO（国際標準化機構）等において策定される国際規格を遵守す
ることが義務付けられていることから，ISO2394「構造物の信頼性に関する一般原則」等に
対応した技術基準の策定が必要である．そして，この技術基準の国際整合化は，我が国産
業の国際活動の促進や外国企業の参入によるコストの縮減をもたらし，事業者や消費者の
負担を軽減することにつながる』と記載されており，国際規格への適応が性能設計導入の
背景にあったことがわかる．
港湾法をはじめとする一連の法令と港湾施設の技術上の基準では，性能設計の導入に伴
って，セーフティネットの枠組みを設けている．その枠組みについても，多賀谷の詳解が
わかりやすいので以下に転載する．
（性能規定化）
従来，この意味での技術基準の確保は，国土交通大臣が省令，告示により設計方法（構
造物の規格（材料，寸法等）等細部を規定する仕様基準）を施設の種類ごとに定め，その
設計方法に準拠して建設・改良・維持されることで図られてきた（昭和四十八年改正によ
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り導入）
．国の直轄工事，補助事業においては，この仕様基準に合致しているかの審査が工
事の妥当性にかかる審査に含まれ，また，港湾管理者も当然仕様基準に準拠して，水域施
設・外郭施設・係留施設等を建設等することとされてきた．専用岸壁等の水域施設等につ
いては，都道府県知事への届出に際して，技術上の基準に適合しているかのチェックがな
され，適合していない場合には，必要な改善命令を受ける仕組みが設けられてきた（五十
六条の三第二項）
然るに，施設等の安全性を国が一律に定める仕様への合致によって確保するのではなく，
国は求められる安全性等にかかる性能上の基準のみを定め，その性能に合致する仕様・設
計は民間の発意に委ねられるべきであるという，いわゆる「性能設計化」平成十八年改正
により港湾の施設についても導入された．
（基準適合性確保の仕組み）
国土交通大臣が省令，告示によって定めた仕様基準に合致した設計方法を用いる場合に
は，従来と同じようにその適合性審査がなされる．これに対し，性能基準にのみ準拠して
対象である港湾の施設を建設・改良・維持しようとする場合においては，
① 公共の安全その他公益上影響が著しいと認められる港湾の施設である場合には，その性
能基準適合性について，仕様基準の場合と比較するとより高度な検証が必要であり，こ
の高度な検証は国自体もしくは国の評価を代行する登録確認機関によって行われる．
（二項）
② それ以外の施設については，港湾管理者による評価（自ら建設する場合，ならびに三十
七条一項）による許可をする場合）
，都道府県知事による評価（五十六条の三による水
域施設等の建設・改良の届出）がなされることとなる．
上に記された国土交通大臣が省令，告示によって定めた仕様基準に合致した設計方法が，
第五十六条の二の二第三項のただし書きの設計方法（多賀谷の指摘する仕様基準に合致し
た設計方法）であり，港湾の施設の技術上の基準・同解説に「告示

第五十六条の二の二

第三項のただし書きの設計方法」および「巻末資料 巻末１. 第五十六条の二の二第三項の
ただし書きの設計方法の標準式」として記載されている．
港湾の施設の技術上の基準・同解説における要求性能等を付録の付表 1 右欄に示す．基
準中の準用規定については，筆者の責任で適宜，記載の順序を入れ替えて記述している．
また，本研究に関係しない構造形式についての記載は適宜省略している．
これまでの内容から，港湾の施設の技術上の基準・同解説の性格をまとめると以下のと
おりとなろう．
港湾法 56 条の 2 の 2 に規定する港湾の施設の技術上の基準であって，要求性能を当該
施設が果たすべき最低限の役割として定めている．
性能規定化された基準が設計者に正しく理解されるための附属資料である．
国際基準，学会基準等を上位基準として性能設計を導入している．
しかし，従来の仕様設計型の照査手法も「ただし書きの設計方法」として記載してい
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る．
護岸の要求性能は，防潮堤の要求性能を準用し，防潮堤の要求性能は係船岸の要求性
能を参照する．
防潮堤の性能規定では，設計津波に対する照査において設計津波に先行する地震の作
用を受けることを適切に考慮することとされている．
設計津波又は偶発波浪から背後地を防護する必要がある防潮堤にあっては，設計津波
又は偶発波浪から背後地を防護するために所要の諸元を有する．
主たる作用が設計津波，偶発波浪又はレベル 2 地震動である偶発状態に対して，要求
性能に応じて，作用による損傷の程度が限界値以下であること．
海岸護岸に対するレベル 2 地震動の作用による損傷の程度の限界値は，具体的には示
されていないが，耐震強化施設のレベル 2 地震動に対する変形量の限界値の標準的な
考え方を参照して設定することができる．

2.3 海岸護岸の照査にかかる海岸保全施設の技術上の基準・同解説の記述と港湾の施
設の技術上の基準・同解説の適用
付録の付表 1 を見ると，全体的に港湾の基準の記述が細かく，海岸保全施設の技術上の
基準・同解説をほぼ網羅していることがわかる．これは，海岸保全施設の技術上の基準・
同解説が農林水産省農村振興局，農林水産省水産庁，国土交通省河川局（現

水管理・国

土保全局）
，国土交通省港湾局相互の協議の元に作成されたことを考えると，個々の担当部
局の設計基準のほうが詳細であるのは，無理からぬことのように思われる．また，海岸保
全施設の技術上の基準・同解説の方が 3 年早く改訂されたことも両基準の記述の差に影響
していると思われる．したがって，海岸保全施設と港湾施設の共用護岸については，港湾
の基準で設計し，必要に応じて海岸保全施設の技術上の基準に立ち返ることで護岸の設計
が行えるものと考えられる．ただし，付表 1 を見ると，海岸保全施設の技術上の基準･同解
説 3.3.5 目的達成性能の照査＜処理基準＞の表法勾配に関する記述と 3.3.6 安全性能照査＜
処理基準＞の透水の抑制が港湾の基準には見当たらず，注意が必要であると思われる．
また，港湾の施設の技術上の基準においても，護岸の設計津波に先行する地震動やレベ
ル 2 地震動の変形量の限界値は，耐震強化施設に対する考え方を参照できることとなって
はいるが，その値は，30cm から 1m 程度以上と幅がある．このことから，護岸の合理的な
設計を行うためには，護岸の地震動に対する変形量の限界値を研究する必要があるものと
思われる．

2.4 まとめ
海岸保全施設の設計基準として，海岸保全施設の技術上の基準・同解説と港湾の施設の
技術上の基準を概観した．その結果，次のことがわかった．
海岸保全施設の技術上の基準は，海岸法第二条に規定される海岸保全施設に適用され
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る．
港湾の施設の技術上の基準は，港湾法第五十六条の二の二の技術基準対象施設に適用
される．
港湾区域等に所在する海岸保全施設については，両基準が適用される．
両基準とも必要とされる最低限の基準を定めている．
両基準とも性能設計の考え方を導入しているが，具体的な記述の部分では，相違があ
る．
海岸保全施設の技術上の基準・同解説には仕様規定型の記述が多く，安全性能の具体
的照査方法については，信頼性のある適切な手法で安全な構造とするよう規定されて
おり，具体的な手法の適用は設計者にまかされている．
港湾の施設の技術上の基準・同解説は，性能設計の手法をほぼ全面的に導入しており，
具体的な照査式と部分係数も記述されている．
これらのことから，港湾区域内の海岸保全施設の設計に当っては，港湾の施設の技術
上の基準・同解説を主に用いて，必要に応じて，海岸保全施設の技術上の基準を参照
すれば良いと思われる．
海岸保全施設の技術上の基準・同解説では，護岸の性能を表法勾配でも評価し，透水
を抑制する旨の記述があるが，港湾の施設の技術上の基準には，そのような記載は見
当たらないため，留意が必要である．

参考文献
1)

海岸保全施設技術研究会編: 海岸保全施設の技術上の基準・同解説, 2004.

2)

社団法人日本港湾協会: 港湾の施設の技術上の基準・同解説, 2007.

3)

岸田弘之: 海岸管理の変遷から捉えた新しい海岸制度の実践と方向性, 国土技術政策
総合研究諸資料, No.619, 2011.

4)

土木学会：海岸施設設計便覧, 2000

5)

多賀谷一照：詳解 逐条解説 港湾法,第一法規, 2012.

6)

ISO2394:General principles on reliability for structures,1998

7)

国土交通省：土木・設計にかかる設計の基本, 2002.

8)

土木学会：包括設計コード（案）（性能設計概念に基づいた構造物設計コード作成のた
めの原則・指針と用語 第一版）,2003.3.

9)

地盤工学会：性能設計概念に基づいた基礎構造物等に関する設計原則,2006.3.

10) 長尾毅,川名太：港湾構造物の設計法の性能規定化について，土木学会第 60 回年次学術
講演会, 2005.
34

第 3 章 撫養港直轄海岸保全施設整備事業の概要とその要求性能

第3章

撫養港直轄海岸保全施設整備事業の概要とその要求性能

第 3 章では，ケーススタディとする撫養港海岸直轄海岸保全施設整備事業の概要と護岸
の要求性能について述べる．

3.1 事業の目的
海岸保全施設の中には，1959年の伊勢湾台風や1961年の第二室戸台風の教訓により整備
されたものも多く，多数の施設が建設後50年近く経過している1)．このような古い海岸保全
施設の中には，経年劣化により地震や液状化などに対する耐震性を保持していないものや
近年の想定地震に対応していないものも多く，耐震性の確認や耐震性向上が喫緊の課題と
なっている．このような中，南海トラフを震源とする地震などの津波から市民を防護する
ために，老朽化した海岸保全施設を改良する事業が実施されている．このような海岸保全
施設の改良事業の一つが撫養港直轄海岸保全施設整備事業2)である．（文献2)は，事業で用
いた砂圧入式静的締固め工法について紹介したものであるので，ここで示す参考文献とし
ては適していないかもしれない．しかし，最も早い時期に事業について記述された文献で
あることから，ここで紹介している．砂圧入式静的締固め工法に興味のある方もご一読い
ただければ幸いである．）
撫養港海岸の事業位置図と港湾区域図を図3.1に示す．撫養港は徳島県鳴門市に所在する
地方港湾である．徳島県の最も古
い港であり，奈良・平安時代から
土佐泊漁港区域

港が開かれていた3)とされる．江戸
時代には，吉野川中流で生産され
る藍，たばこ，砂糖や地元で生産
される塩を大阪，江戸，遠くは北
海道まで積み出していた3)．近代に

撫養港 港湾区域
（土佐泊漁港区域を除く

徳島県 鳴門市 撫養港
(a) 撫養港位置図

(b) 撫養港港湾区域図 徳島県の港湾2011に加筆
図3.1 撫養港の位置
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は大阪方面行きの汽船航路で栄えたが，明石海峡大橋の開通に伴い，航路は廃止されてい
る3)．港の主な係留施設は小鳴門海峡と撫養川に面している．撫養港の港湾区域の内側に，
土佐泊漁港の漁港区域があり，この部分は港湾区域から除かれている．仮に，土佐泊漁港
の海岸保全施設を整備しようとした場合，主務大臣は農林水産大臣となる．
図3.2に事業着手前の撫養港の海岸護岸の状況を示す．撫養港海岸の護岸は，1961年の第
二室戸台風の高潮被害の発生を受けて，高潮対策として整備されたものであり，事業着手
時点で約35年が経過していた．写真にある護岸のクラックは全て貫通クラックであり，幅
は2～3cmである．図3.2より，一見して老朽化が進んでいることがわかる．地元の方の話で
は「阪神淡路大震災の前は，こんなクラックは無かった．」とのことであり，この変状は，
老朽化した護岸に1995年兵庫県南部地震の地震動が作用したために生じたものと考えられ
る．このことは，撫養港の護岸の地震に対する脆弱性を示しているものとも言える．これ
らのことから，南海トラフを震源とする地震が発生した場合は，地震に伴う津波によって，
背後地域が甚大な被害を受けることが想定された．これを受けて，港湾管理者であるとと
もに海岸管理者でもある徳島県と協議を行い，国土交通省 四国地方整備局が直轄海岸保全
事業として撫養港海岸の改良を実施することとなった．

図3.2 事業着手前の海岸護岸の状況
図3.3に当該事業の事業位置図を示す．事業対象となる護岸の背後は鳴門市の中心市街地
であって，図3.3中には当該事業対象区間の後述する設計津波による浸水域も示している．
防護面積は約330ha4)である．事業当該事業の採択時4)の調査によれば，防護範囲の単位面積
当たりの資産額は徳島市街地に匹敵するものであった．
当該事業の目的は地震津波から護岸背後の市民を守ることであるが，改良する護岸は第
二室戸台風後に高潮対策として整備されたことから，事業の目的は「海岸を整備すること
によって，高潮や地震津波が発生しても当該海岸背後地域の生活，経済活動に多大な支障
を生じさせない．」と定義されている．
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研究対象事業の採択時事業費は135億円，B/Cは3.2であった4)．現時点では，事業費162億
円，B/Cが2.55)であると見積もられている．このことから，当該事業で社会的に許容される
事業費は135~162億円であったとみることができる．

図3.3 撫養港海岸事業位置図5)

3.2 設計条件
3.2.1 想定地震
当該事業では，設計地震としてレベル 1 地震動，レベル 2 地震動として東南海・南海地
震および中央構造線地震を想定している．事業箇所直下のマグニチュード 6.5 地震も推定し
たが明らかに中央構造線地震よりも小さかったことから照査には用いていない．以下に，
想定地震の概略を示す．
a)

レベル１地震
当該事業のレベル１地震動は，確率論的地震危険度 6),7)に基づいて，長尾，平松らが常時

微動観測に基づいたゾーニングを行って作成したもの 8)を用いている．港湾におけるレベル
１地震動の解説については，文献 9)に詳細な解説と整理が成されている．図 3.4 に文献 8)よ
り，常時微動観測に基づくゾーニングの結果を示す．
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b) レベル 2 地震
当該事業では，港湾の施設の技術上の基準に基づき，以下のレベル 2 地震動を設定した．
・東南海・南海地震
当該事業の着手は平成19年であったことから，津波を伴う南海トラフ地震としては，中
央防災会議の東南海・南海地震等に関する専門調査会が発表したもの10)を用いている．図3.5
に設計地震の震源域を示す．この地震による事業実施箇所の初期地盤沈降量は，0.7mと見
込まれている．図3.5の震源域から発生する地震動を経験的グリーン関数法11)を用いて予測
した．予測された地震基盤での地震動を文献8)のサイト増幅特性を用いて地表にまで引き上
げ，それを工学的基盤まで引き下ろすことで工学的基盤の東南海・南海地震の地震動を作
成した．
・中央構造線地震
撫養港は，図 3.6 に示すとおり，中央構造線(讃岐山脈南縁－石鎚山脈北縁東部)の断層面
上に位置

12)

しているため，直下型のレベル 2 地震として中央構造線地震を想定した．中央

構造線地震の断層パラメータ 12)を表 3.1 に示す．中央構造線地震の地震波も，文献 8)のサイ
ト増幅特性で一度地表にまで引き上げた後，工学的基盤まで引き戻している．
c)

東南海・南海地震地震動（設計地震）
図3.7には，本研究での主なテーマとなる東南海・南海地震の工学的基盤面での2E波を示

す．特に断りの無い限り，本研究では，ここに示す東南海・南海地震動を設計地震と称す
る．なお，設計においては，図3.7の地震動を護岸断面方向に角度変換して用いている．
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図3.4 常時微動観測に基づくゾーニング（文献8)に加筆）

図3.5 東南海・南海地震の震源域10)
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①
②
③
④
⑤

金剛山地東縁－和泉山脈南縁
紀淡海峡－鳴門海峡
讃岐山脈南縁－石鎚山脈北縁東部
石鎚山脈北縁
石鎚山脈北縁西部－伊予灘

図3.6中央構造線の概略断層位置

文献11)

表3.1 中央構造線地震の断層パラメータ12)
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(a) 西側ゾーンの設計地震動

(b) 東側ゾーンの設計地震動

図3.7 撫養港海岸直轄海岸保全施設整備事業における設計地震動
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3.2.2

設計津波

設計津波の候補としては，次の二つが検討された．一つ目は設計地震である東南海・南
海地震に伴って発生する津波である．二つ目は，1854年の安政南海地震津波の発生位置を
当該海岸護岸に最も危険になるように調整したものである．図3.8に二つの設計津波候補の
波源域を示す．なお，文献10)と同時期に，東海・東南海・南海の3連動地震の検討も行われ
ている13)が，当該事業箇所に来襲する津波の最大津波水位については，東南海・南海地震と
東海・東南海・南海地震で差が無いことを津波の数値シミュレーションで確認している．

(a) 調整安政南海地震

(b) 東南海・南海地震
図3.8 設計津波候補の波源域

図3.8の二つの津波について，津波の数値シミュレーションを行い，事業箇所へ到達する
津波高さを比較した．その結果を工区分割とともに図3.9に示す．津波高さの計算潮位は事
業実施箇所である撫養港のH.W.L.である．事業箇所の津波高さは調整安政南海地震の方が
大きかったことから，設計津波は安政南海地震を調整したものとされた．このため，当該
事業においては，設計地震の震源と設計津波の波源は一致していない．
当該事業箇所の③工区には，公営の競艇場が存在している．競艇場には，防風柵と波除
堤を兼用した構造物が設置されており，この防風波除堤の耐震性と津波に対する安定性が
不明であった．このことから，防風波除堤が地震・津波によって破壊されない場合と破壊
される場合，すなわち，防風波除堤がある場合と無い場合の調整安政南海地震の津波シミ
ュレーションを行った．その結果を図3.10に示す．図3.10の結果を受けて，工区ごとに津波
高さが大きくなる方を設計津波として採用することとした．
図3.11に事業箇所における設計津波の時刻歴の一例を工区の分割とともに示す．図3.11
より，津波の到達が地震発生後40分程度，津波高さはC.D.L.+4m程度であることがわかる
表3.2に，工区毎の設計津波高さを示す．
表3.2 設計津波水位（C.D.L.）
工区
①工区
②工区
③工区
3.87
3.85
3.83
設計津波高さ(C.D.L.) m
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凡例：工区分割

西側端部

西側端部

東側端部
想定安政南海地震津波
中央防災会議

4.0

3.5

想定安 政南海地 震津波
中央防 災会議
4.0

3.5

3.0

3.0

(a) ①工区の最大津波水位
西側端部

(b) ②工区の最大津波水位
東側端部

西側端部

4.5

東側端部

4.5

想定安政南海地震津波
中央防災会議

最大津波水位（D.L. m）

最大津波水位（D.L. m）

東側端部

4.5
最大津波水位（D.L. m）

最大津波水位(D.L. m)

4.5

4.0

3.5

想定安政南海地震津波
中央防災会議
4.0

3.5

3.0

3.0

(c) ③区の最大津波水位

(d) ④工区の最大津波水位

③工区の地形条件：防風波除堤を考慮していない
図3.9 設計津波候補の比較
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防風波除堤（有無を比較）

①工区
②工区
③工区

④工区

図3.10 防風波除堤の有無による津波水位の相違

(a) ②工区前面

(b) ④工区前面
図3.11 設計津波の時刻歴

3.2.3 地盤条件
図3.12に事業箇所の想定地層断面図を示す．護岸背後の地盤高さはC.D.L.+3m程度である．
地表から4～8mの厚さで埋立土の層が存在する．その下には，沖積の砂質土層が存在する．
沖積砂質土層の厚さは場所によって異なり，薄いところでは約3m，厚いところで約25mで
ある．

図3.12 事業区間の想定地盤断面図
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埋立土層と沖積砂質土層の繰り返し三軸圧縮試験結果を図3.13に示す．埋立土層のRL20
は0.2程度，沖積砂質土層のRL20が0.2～0.3である．繰り返し三軸圧縮試験結果から，設計地
震動が作用した場合の液状化安全率を求めると埋立土層で0.78～1.19，沖積砂質土層で0.34
～1.32となった．このことから，設計地震の作用時には埋立土層と沖積砂質土層は液状化す
る可能性があることがわかる．沖積砂質土層の下には沖積粘性土がC.D.L.-30m程度まで堆積
している．C.D.L.-30m付近から工学的基盤面まで洪積粘性土と洪積砂質土が工学的基盤面ま
で存在する．工学的基盤面は最も深いところでC.D.L.-76m付近である．

(a) B(埋立土)層

(b) As1(沖積砂質土1)層

(c) As2(沖積砂質土2)層

図3.13 液状化層の繰返し三軸圧縮試験結果

3.3 護岸改良の必要性
3.3.1 護岸改良の必要性
図3.14に既存の海岸護岸のうち最も水平変位量が大きくなると想定された②工区の標準
断面を示す．断面の位置は図3.12で▽で示した位置である．初期地盤沈降量が約0.7m，地盤
の液状化層厚が23m程度であることから液状化による排水沈下量を3%程度の見込んだ場合
には0.7mの沈下が想定される．このことから，護岸天端は4.315-0.7-0.7＝2.915m程度には沈
下するものと考えられる．表3.2の設計津波高さがC.D.L.+3.85mであることから，護岸の変
形や液状化による排水沈下も見込んだ堤防のかさ上げを行う必要があることがわかる．

図3.14 護岸（②工区）の標準断面図
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3.3.2 既存護岸の動的変形解析
既存海岸護岸の耐震性を評価するため，ひずみ空間における多重せん断ばねモデル14)を用
いた動的変形解析を行った．使用した解析コードはFLIP ROSE 2Dである．解析にあたって
は，有効応力の減少を塑性せん断仕事に応じて算定するマルチスプリングモデルを使用し，
非排水条件で解析している．時間積分法等の解析条件は，一般に用いられる標準的な方法15)
に準拠している．図3.15にその結果を示す．入力水平地震動は図3.7(b)に示したものの護岸
法線に直交する断面方向の成分と鉛直動を同時に作用させている．護岸の残留水平変位は
2.8m，護岸天端の沈下量は0.37mであった．作用地震が兵庫県南部地震よりも小さいと考え
られるにも関わらず兵庫県南部地震で神戸港の港湾施設に発生した水平変位に近い変位が
生じている．このことからも，この護岸は設計地震には耐えられず，改良が必要であるこ
とがわかる．
3.3.3 大型振動台実験による既存護岸地震時挙動の確認
護岸の動的変形解析の結果を見る限り，この護岸は転倒や倒壊はしないものの，海側に
変位することで護岸としての機能を失う．このことから，本研究で提案する照査基準を用
いることができると考えられる．しかしながら，更に護岸の破壊モードを確認するために
現地から採取したAs1層の砂を用いた大型振動台実験を行った．大型振動台実験の結果につ
いては中澤ら16)によって一部が報告されている．文献16)で鋼矢板を用いた液状化対策案の比
較のための基本ケースとして示されているものがそれである．実験の詳しい条件などは文
献16)を参照いただくこととし，本論文では大型振動台実験による護岸の変形モードに着目し
た結果のみを示す．
中澤らの論文16)では示されていない加震前後の護岸の変形量のスケッチを図3.16に示す．
黒線が加振前のスケッチ，赤線が加振後のスケッチである．実験は，As1層の砂で行われて
おり，B層の存在は考慮されていない．そこが現地の条件とは異なっているが，図3.16から
もわかるとおり，護岸は倒壊するには至っていない．この護岸の変形量のIaiの相似則17)を摘
要して実物の変位に換算した場合，模型地盤の変位はλ1.5＝(1/30)1.5＝1/164.32である．した
がって，護岸の水平変位は1.27m，鉛直変位は5.73mとなる．動的変形解析とは異なり，水
平変位よりも鉛直変位の方が大きい結果とはなったが，この実験結果においても，護岸に
何らかの対策が必要であることが示唆される．
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図3.15 既設護岸の動的変形解析結果

クラック

図3.16 既設護岸の大型振動台実験結果（護岸の変形図）

3.4 要求性能
撫養港海岸護岸の性能階層のうち，目的と要求性能は以下のように設定されている．
3.4.1 目的
海岸を整備することによって，高潮や地震津波が発生しても，撫養港海岸背後地域の生
活，経済活動に多大な支障を生じさせない．
3.4.2 要求性能
・使用性：使用上の不都合を生じずに使用できる性能のことであり，想定される作用
に対して損傷が生じないか，又は損傷の程度がわずかな修復により速やか
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に所要の機能が発揮できる範囲に留まること．
・修復性：技術的に可能で経済的に妥当な範囲の修繕で継続的に使用できる性能のこ
とであり，想定される作用に対して損傷の程度が，軽微な修復により短期
間のうちに所要の機能が発揮できる範囲に留まること．
・安全性：人命の安全等を確保できる性能のことであり，想定される作用に対してあ
る程度の損傷が発生するものの，損傷の程度が施設として致命的とならず，
人命の安全確保に重大な影響が生じない範囲に留まること．
港湾の施設の技術上の基準・同解説 1)では，設計地震あるいは設計津波に先行する地震に
対する護岸の損傷程度は，耐震強化施設の損傷程度を参照できることとなっている．耐震
強化施設は「特定」と「標準」に大別されている．港湾の施設の技術上の基準・同解説の
「特定」と「標準」の解説は，以下のとおりである．
①特定（緊急物資輸送対応）
耐震強化施設（特定（緊急物資輸送対応））では，レベル二地震動に関する偶発状態に
対して，使用性を確保する必要がある．ここで，この使用性は，必ずしも，レベル二地震
動の作用後に当該施設が全く損傷しないことを意味しているのではなく，当該施設が緊急
物資の輸送に対して支援を及ぼさない程度の損傷に留まる必要があることを意味してい
る．
②標準（緊急物資輸送対応）
耐震強化施設（標準（緊急物資輸送対応））では，レベル二地震動に関する偶発状態に
対して，修復性を確保する必要がある．ここで，この修復性は，レベル二地震動の作用に
より損傷した場合であっても，応急復旧により，一定期間の後に，緊急物資の輸送が行う
ことができるように回復できる程度の損傷に留まる必要があることを意味している．個々
でいう一定期間とは，レベル二地震動の作用後の約一週間程度の期間を意味している．
上では，「特定」と「標準」の主な相違点は，レベル二地震動の作用後に緊急物資輸送
の機能を回復できるまでの期間である．
撫養港海岸の海岸保全施設では，地震の発生から津波の到達まで約 40 分であることを考
慮すると，津波に対する使用性（津波による浸水の抑制）に関しては，修復を行っている
時間的余裕は無いものと考えられる．このことから，津波に対する使用性は耐震強化施設
（特定）に対応するものと考えることができる．
耐震強化施設のレベル 2 地震動に対する変形量の限界値の標準的な考え方について，耐
震強化施設（特定（緊急物資輸送対応））以下のとおり記載されている．なお，引用文献
の番号は筆者が変更している．
(a) 耐震強化施設（（特定）緊急物資輸送対応）
耐震強化施設（（特定）緊急物資輸送対応）の残留変形量の限界値は，機能上の観
点から，標準的には 30～100cm 程度，残留傾斜角の限界値は 3 度程度とすることがで
きる．例えば，緊急修復用の材料等が常備されており，かつ応急復旧の体制が整備さ
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れているため，大きな変形が生じても使用性が確保されると判断される場合には，残
留変形量の限界値を 100cm 程度とすることができる．なお，限界値の設定にあたって
は，1995 年兵庫県南部地震直後の緊急支援物資等の運搬実績等も参考にすることがで
きる．また，緊急時の船舶の接岸に関しては，残留変形量よりも係留施設に法線の出
入り（凹凸変位量）が重要であるとの指摘もあり 18)），凹凸変位量の限界値をまず設
定し，次に，凹凸変位量と残留変形量との相関性を利用して，残留変形量の限界値を
導く考え方もある．
上の引用のうち，最後の文（下線は筆者が記した）は，重要な示唆である．耐震強化施
設（特定）の残留変形量にとらわれずに，係留施設の凹凸変位量に相当する指標を用いて
許容される損傷程度を設定できることができると考えられる．この考え方を，港湾の施設
の技術上の基準・同解説 第 2 編 2.3 要求性能に示されている図 2.3.1 設計状態と要求性
能の関係の概念に基づいて整理したものが図 3.17 である．
図 3.17 では，耐震強化施設（特定）の損傷程度と地震の年超過確率の関係を青色線で示
している．耐震強化施設（特定）は，全ての地震に対して使用性を確保できる損傷程度に
留めることが求められている．一般の海岸保全施設の場合は，オレンジ色の線で示すよう
に，レベル 1 地震動に対しては使用性を確保できる損傷程度に留める必要があるが，レベ
ル 2 地震動などの偶発状態に対しては施設の安全性を確保できれば良く，修復性は問われ
ていない．撫養港海岸保全施設については，中央構造線地震が津波を伴わないことから，
中央構造線地震に対して，使用性を確保する必要が無く，東南海・南海地震に対して使用
性を確保すれば良い．この使用性を確保する損傷程度は，必ずしも耐震強化施設（特定）
と同じでなくても良い．このことから，撫養港海岸保全施設の地震を対象とした要求性能
のイメージは，緑線のように設定することが可能であると考えられる．このように，津波
に対する使用性を確保するポイントを設定することができれば，港湾海岸における海岸保
全施設の合理的な設計が可能になると考えられる．
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(a) 設計状態と要求性能の概念 （港湾の施設の技術上の基準・同解説 1） 図

2.3.1）

損傷程度
耐震強化施設(特定)
1000 年～1,600 年に一回程度
(中央構造線の地震)※

撫養港海岸保全施設

緊急物資輸送対応

一般の海岸保全施設

偶発状態

100～150 年に一回程度
(東南海・南海地震)※
ポイント：
津波に対しては使用性を確保

年超過確率

修復性

使用性

永続状態

変動状態

数十年に一回程度
(レベル 1 地震動)

安全性

地震を対象とした要求性能のイメージ
港湾の施設の技術上の基準・同解説 p.50 に加筆
※撫養港海岸では内陸活断層の地震の方が東南海・南海地震よりも地震動が大きく、年超過確率は低い。

(b)

(a)に対応した撫養港直轄海岸保全施設整備事業における要求性能のイメージ

図 3.17 撫養港直轄海岸保全施設整備事業における設計状態と要求性能の関係

3.4.3 性能規定
3.4.2 に示した要求性能を踏まえて，当該事業における想定地震に対する護岸の性能規定
は，表 3.3 のように設定されている．事業開始時点（平成 19 年）においては，粘り強いと
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いった概念に基づく海岸護岸の整備は実施されておらず，性能規定には反映されていない．
しかし，事業実施段階においては，社会的に許容される事業費の範囲内で，粘り強い化を
行っている．
表 3.3 撫養港直轄海岸整備事業における想定地震動に対する性能規定
想定地震動

設計状態

発生確率

対象波浪
条件

レベル1地震動

変動状態 75年に1回

高潮

レベル2地震動
(東南海・南海地震)

偶発状態 100～150年に1回程度

津波

レベル2地震動
1,000年～1,600年に1
偶発状態
(直下型：中央構造線)
回程度

潮汐

対象構造物の状態（要求性能）

要求性能に対する性能規定

使用性
変位量が使用性(高潮)に対する許容
(防潮堤の機能を損なわず継続して使用する 変位量以下であること
ことに影響を及ぼさないこと)
構造的安定
変位量が使用性(津波)に対する許容
津波に対する使用性
変位量以下であること
(津波から背後地を防護できること)
構造的安定
安全性
ある程度の損傷が発生するものの、
(防潮堤の機能が損なわれた場合であって
損傷の程度が施設として致命的でな
も、人命の安全等を確保できること)
いこと(※1)

(※1)地盤高がH.W.L.より高いため、通常潮汐に対しては安全性を確保できると考えられる。

3.5 まとめ
第 3 章では，本研究におけるケーススタディの対象事業である撫養港直轄海岸保全施設
整備事業の概要，設計条件，護岸改良の必要性および要求性能の考え方を示した．事業の
要求性能を示す過程において，以下の事項を指摘することができる．
護岸改良の必要性の検討から，護岸の嵩上げや改良が必要である．
港湾の施設の技術上の基準・同解説により，当該事業の護岸の要求性能を整理すると，
護岸の損傷程度としては，耐震強化施設（特定）が該当すると考えられること．
その残留変形量の限界値は，標準的には 30～100cm 程度，残留傾斜角の限界値は 3°程
度と考えられること．
しかしながら，津波を伴わないレベル 2 地震動（中央構造線地震）に対する要求性能
と，津波に対する使用性（津波による浸水の抑制）を考慮すると，耐震強化施設（特
定）よりも損傷程度を大きく設定できる可能性があること．
これらのことから，設計に用いる海岸護岸の損傷程度の研究とそれに基づいた照査基準
の設定が必要であると考えられる．

参考文献
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3)

西田素康：撫養港の「みなと文化」, 港別港文化アーカイブス 徳島県 撫養港, みなと
総合研究事業,一般財団法人みなど総合研究財団,
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重力式海岸護岸の照査手法に関する研究

4.1 研究の目的
第 3 章のまとめにおいて，設計に用いる海岸護岸の損傷程度の研究とそれに基づいた照
査基準の設定が必要であることを指摘した．重ねて，第 3 章では，港湾の施設の技術上の
基準・同解説に重要な示唆があることも示した．ここで，第 3 章 4 節 2 項で示した示唆の
中で参照されている論文 1)について，内容を確認しておく．
一井らは，兵庫県南部地震において地震後に岸壁に係留された船舶と岸壁の被災変形量
を研究し，岸壁天端の最大水平変位よりも岸壁法線の凹凸の程度が岸壁の利用可能度の指
標に成り得るという結果を得ている．この論文の中では，被災後に実際に利用された係留
施設の多くが，被災状況から船舶の接岸に必要な施設延長（100m）の中での法線の凹凸変
位量が 0.5m 以下であったことが指摘され，岸壁の最大水平変位と施設延長 100m と 130m
での凹凸変位量の関係が図 4.1 のとおり示されている．

図 4.1 最大水平変位と凹凸変位量の関係 1)
図 4.1 を見ると，ばらつきは大きいが，最大水平変位が大きくなるほど凹凸変位量も大き
くなる傾向がみられる．海岸護岸においても，一井らの指摘した凹凸変位量に相当するも
のと護岸の最大水平変位の関係が見出せれば，港湾の施設の技術上の基準・同解説で参照
できることとされている耐震強化施設（特定）の残留変形量の限界値に代わる照査基準が
得られるものと考えられる．
しかし，残留変形量の限界値が見出され，照査基準が得られたとしても，その照査基準
を満たすことが現実的に困難であれば，照査基準としては使用しにくい．このことから，
本章の研究では，照査基準を得るとともに，第 3 章で示した実事業に対して，その照査基
準の適用性を確認することを目的とする．
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4.2 研究の方法
地震によって生じた構造物の被害は，重要な臨床事例と考えられる．このことから，本
章の研究は，一井ら 1)と同様に，港湾施設および海岸施設の被災事例を分析，研究すること
によって，残留変形量と照査基準を考察する．その後，第 3 章で示した実事業をケースス
タディとして適用し，課題が生じれば解決策を講じていくこととした．
4.2.1 研究対象とする地震被害
国内において海岸保全施設や港湾施設に大きな被害を与えた地震の代表例は，1995 年兵
庫県南部地震と平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震である．そして，両地震とも港
湾施設については，詳細な被害報告

2),3)

が出されている．ここで，文献

2),3)

から，被災に対

する記述を比較してみる．図 4.2 には，文献 2),3)から，係留施設の水平変位量の図を転載す
る．図 4.2(a)が 1995 年兵庫県南部地震における神戸新港西第 3 突堤東岸壁の上部工の法線
出入りである．(b)が平成 23 年東北地方太平洋沖地震の小名浜港 No.5

5・6 号埠頭の変位

量である．
ここで，図 4.2(a)では施設両端の水平変位が記載されているのに対し，(b)では施設両端
の水平変位がゼロとなっている．1995 年兵庫県南部地震の被災調査担当者によると「被災
測量の担当技術者が被災の状況や現場の痕跡を判断し，被災前の施設法線を推定した上で
測量を行った．」とのことである．東北地方太平洋沖地震 3)では，岸壁や護岸の水平変位が
数値として記録されていないか，記録されている場合でも計測した際の仮法線が施設の両
端を直線で結んだものであるものがほとんどであり，文献 2)と同様の被災前法線の記載があ
る護岸等は，１箇所のみである．東北地方太平洋沖地震では津波被害が大きく，被災前法
線の特定が非常に困難であったと考えられる．これらのことから，文献 3)では，施設の被災
前の法線が特定できなかったため，施設の両端を結んだ直線からの水平変位量を計測した
結果が記載されているものと考えられる．施設両端の水平変位が全くゼロであるというこ
とは考えにくいことから，文献 3)では施設の水平変位を小さい側に測量している可能性があ
ると思われる．しかしながら，一井らの研究 1)にあるように係留施設の使用可否の判断に必
要な指標の一つが法線の直線性である．法線の直線性を評価するには，旧法線からの測量
結果よりも施設両端を直線で結んだ基準線からの水平距離の方が使いやすい．このことか
ら，被災直後において文献 3)に記載された測量結果は，極めて重要な価値を有していたと考
えられる．
本研究では，文献 3)の結果が施設の水平変位を過小に評価している可能性を考慮し，文献
2)

の事例を用いて，護岸の設計地震に対する変形量の限界値の検討を行うこととした．
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(a) 文献 2)

1995 年兵庫県南部地震 神戸港新港西 第 3 突堤東の変位量

(b) 文献 3) 平成 23 年東北地方太平洋沖地震 小名浜港 No.5

5・6 号埠頭の変位量

図 4.2 文献 2)と文献 3)の水平変位に対する記述の比較
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4.2.2 1995 年兵庫県南部地震の概要
気象庁 4)によれば，兵庫県南部地震の震源事項は，次のとおりである．
震源時

1995 年 1 月 17 日

05 時 46 分 51.8 秒

震央

東経 135°02.3′，北緯 34°35.7′

深さ

16km

マグニチュード

Mjma(気象庁マグニチュード)

7.2

Mw（モーメントマグニチュード） 6.9
消防庁 5)による人的・物的被害を表 4.1 に示す．
表 4.1 兵庫県南部地震の人的・物的被害 5)
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兵庫県が発表した被害総額の推計 6)は，表 4.2 のとおりであり，被害総額は約 99,268 億円
である．内訳を見ると，港湾の被害が最も大きく，土木施設被害額の構成比としては 40%
を占めている．兵庫県南部地震において，如何に港湾被害が大きかったかが理解できる．
表 4.2 被害総額の推計 6)
被害総額の状況
項目
建築物
鉄道
高速道路
公共土木施設（高速道路を除く）
港湾
埋立地
文京施設
農林水産関係
保険医療・福祉関係施設
廃棄物処理・し尿処理施設
水道施設
ガス・電気
通信・放送施設
商工関係
その他公共施設
合計

金額
（億円）
58,000
3,439
5,500
2,961
10,000
64
3,352
1,181
1,733
44
541
4,200
1,202
6,300
751
99,268

土木施設の被害状況
被害総額
項目
構成比(%)
（億円）
鉄道
2,220
15.0%
高速道路
3,345
22.6%
一般道路
2,238
15.1%
河川
363
2.5%
ダム
0.1
0.0%
海岸
5
0.0%
砂防
12
0.1%
下水道
646
4.4%
港湾
5,944
40.2%
合計
14,773
100%

図 4.3 には，文献 7)より，世界主要港のコンテナ取扱量順位の推移を示す．兵庫県南部地
震以降，神戸港の順位の急落が生じており，背後権の産業構造の変化などが要因との指摘
はある 7)ものの兵庫県南部地震がきっかけとなったことは間違いないと思われる．その点で
も 1995 年兵庫県南部地震は，日本国に深刻な打撃を与えた地震であったと考えられる．

図 4.3 世界主要港のコンテナ取扱量順位の推移 7)
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4.3 設計地震に対する護岸の目地ずれ量の限界値
兵庫県南部地震の神戸港の被災では，護岸の水平変位差によって，施設天端高さが実質
的に低下したと考えられる事例が存在する．本項では，その事例から設計地震に対する目
地ずれの限界値を考察する．
4.3.1 護岸の水平変位によって天端高さが低下したと考えられる事例
図 4.4 に，文献 8)より兵庫県南部地震での海岸護岸等の被災写真を示す．図 4.4(a)が西部
1 工区護岸（長田西）の被災状況，(b)が東部 4 工区護岸（信号所）の被災状況，(c)が西魚
崎地区物揚場(-4.0m)および護岸の被災状況である．(a)西部 1 工区護岸では，「地震力によ
り，護岸本体が海側に移動すると共に沈下も生じた．」と記載されている（文献 8) p.144）．
(b)東部 4 工区護岸では，「護岸が地震力によって，水平方向に 2.3～2.9m 海側に移動し，
併せて 150cm 程度沈下した．」と記載されている．(c)の西魚崎地区物揚場(-4.0m)護岸につ
いては，文献

8)

には詳しい記述は無いが，文献

2)

の図-4.2.1.44～図-4.2.1.47(pp.381-383)に詳

しい調査結果が記載されている．図 4.4(c)の護岸については 15～44cm 海側に移動，天端は
沈下している（文献 2) p.229）と記載されている．
ここで，本研究で用いる用語について明確にしておく．本研究では，図 4.4(a)に見られる
ようなコンクリート函塊相互の断面方向のずれを「目地ずれ」，(b)に見られるような施設
法線方向に函塊の目地が広がることを「目地開き」と呼称することとする．
図 4.4(a)の赤い矢印で示した箇所ではケーソンの海側への移動量がケーソン毎に異なる
ために目地ずれが生じ，目地部分では施設の天端高さが実質的に赤い矢印の高さまで下が
っていることがわかる．図 4.4(b)では，目地ずれの量は定かでないが，目地開きが生じ，津
波や高潮の発生によって目地開き部分から背後地への浸水が生じることが考えられる．図
4.4(c)では，
図 4.4(a)で見られたようなコンクリート函塊
（本護岸においては L 型ブロック）
の海側への変位による目地部での護岸天端の低下は見られず，目地開きも小さいように見
える．文献 2)の図-4.2.1.44 を参照すると図 4.4(c)中央部の目地部に相当する箇所に「目地間
詰工 0.05m」との記載があり，この目地における上部工の目地開きは 0.05m であったと考え
られる．もし護岸のこの箇所が地震の被災後であっても津波に対して安定を保つならば，
地震後の津波による浸水被害の抑制に役立つものと考えられる．ただし，図 4.4(b)のように
目地開き部からの浸水量が大きいと思われる場合には，目地開きからの浸水対策を考慮す
る必要があるものと考えられる．
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(a) 西武 1 工区護岸（長田西） (b) 東部 4 工区護岸（信号所） (c) 西魚崎地区物用場（-4.0m）
・護岸
図 4.4 1995 年兵庫県南部地震における護岸の被災例 8)
4.3.2 設計地震に対する護岸の目地ずれ量の限界値
図 4.4(a)と(c)を見比べると，目地ずれの発生による実質的な天端高さの低下を防ぐため
には，図 4.5 に示すように，護岸天端幅が目地ずれ量以上であることが必要であると考えら
れる．一方で，比較的簡易な方法で目地開き量が想定できれば，そこからの浸水量を予測
し，目地開きに対する浸水防護措置の検討や排水構造の設計などにも用いることができる
と考えられる．そこで，以降において護岸の目地ずれ量と目地開き量について検討した結
果を示す．

図 4.5 設計地震に対する護岸の目地すれ量の限界値
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4.4 設計地震に対する護岸の照査基準
4.4.1 兵庫県南部地震における神戸港の港湾被害の特徴
文献 2)からコンクリート函塊式の係留施設及び護岸について，施設の水平変位と目地の開
き量に着目して被害状況を分析した．その結果，本研究に関連する幾つかの特徴が見られ
た．このことから，まず，その特徴について述べる．
(1)

施設の隅角部における断面方向水平変位の抑制

図 4.6 に，特徴的な被害状況として神戸港六甲アイランド地区-4m 物揚場④，-12m 岸壁
W~Z バースおよび Z バース取付のケーソン断面方向のケーソン毎の法線出入りとケーソン
天端開きを文献 2)より概略的に図示する．図中の四角枠囲いの中の数値がケーソン番号であ
り，一連の施設においては連番となっている．文献 2)においては，上部工の天端出入とケー
ソン天端出入の実測値が記載されている．加えて，ケーソン下端出入りがケーソン天端出
入りとケーソンの傾斜角から計算で求められている施設がある．図 4.6 もそのような施設で
あり，3 種類の法線出入を，各々，黒（上部工天端出入り），青（ケーソン天端出入り），
マゼンタ（ケーソン下端天端出入り）で示している．ケーソン番号の上下の数値はケーソ
ン天端の目地開きを cm 単位で示したものである．この施設の設計上のケーソン目地間隔は
5cm と想定されたので，ケーソン天端の目地間隔が 5cm を上回る箇所では上部工の目地開
きが発生している可能性が高いと考えられる．このことから 5cm を上回るケーソン天端目
地開きは赤色の数値としている．また，後に記載する目地ずれ量とケーソン回転角につい
て例示している．
図 4.7 には，神戸港新港西地区第三突堤の断面方向の水平変位量とケーソン上端の目地間
隔の概略図を示す．図 4.7 では，ケーソン各函ごとの水平変位量は測定されておらず，概ね
20m 間隔に水平変位が測定されている．また，ケーソンの傾斜は測定されておらず，ケー
ソン下端の法線出入も計算されていない．図中の四角枠囲いの中の数値がケーソン番号で
あって一連の施設は連番となっている点は図 4.6 と同様である．図 4.7 には，後に記載する
隣接測線間の変位差と法線回転角を例示している．
図 4.6 を見ると，-4m 物揚場と W バースの隅角部および Z バースと Z バース取付の隅角
部のように，隅角部ではケーソンの水平変位が小さい傾向がある．また，被災後の施設の
法線は，緩やかに蛇行しているように見える．-4m 物揚場④と W バースの隅角部に関して
は，両方の施設がそれぞれ海側へ変位しようとして，互いに競り合うことで水平変位が抑
制されたものと考えられる．Z バースと Z バース取付の隅角部に関しては，隅角部ケーソン
が異形函であることに加え，隣のケーソンの影響で隅角部ケーソンへの作用土圧が小さく
なることで，水平変位量が小さくなったものと考えられる．さらに，Z バース法線の先の施
設の無い海底においては地盤の変位は更に小さいと考えられることから，3 次元的な構造の
変化による水平変位の減少も影響していると考えられる．
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図 4.7 新港地区西 第三突堤の水平変位とケーソン天端開き
図 4.7 においても，施設両端付近の水平変位が小さい傾向があり，被災後の施設法線は蛇
行している傾向が見られる．このような傾向は，比較的多くの施設に見られ，隅角部ケー
ソンと隣接するケーソン間の目地ずれ量も大きくなる傾向がある．
(2)

目地開きの発生箇所

図 4.6 においてケーソンの目地開きに着目すると，施設の隅角端に近いほどケーソン上端
の目地開きが大きく，目地開きが生じている箇所も多いことがわかる．これらは岸壁の法
線方向の移動によって生じているものと考えられる．兵庫県南部地震においては，岸壁や
護岸の水平方向変位の影響は 100m 以上に及んでいることが指摘 9)されている．文献 9)を受
けて提案された護岸の水平変位に対する研究

10)

においても，護岸の水平移動の埋め立て地

側への影響は概ね 200m 程度で収まっているようである．しかし，図 4.6，図 4.7 を見てわ
かるとおり，目地開きは隅角部から 100～200m 以上離れた中ほどの場所でも生じている．
図 4.6 のケーソン下端の法線出入りに注目すると，ケーソン目地開きが発生している可能
性の高い（赤色で表示している）箇所が，法線出入りが海側に凸になっている箇所および
凹となっている箇所の近傍で多いようにも見える．突堤間に位置している-4m 物揚場④につ
いては，W～Z バースと比較して，目地開きが小さい傾向が伺える．
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図 4.7 の神戸港新港地区西第三突堤のケーソンの目地開きでは，施設両端が特に大きいと
いった傾向は見当たらず，施設の全延長で均等に発生しているように思われる．図 4.7 には
ケーソンの正面図のイメージを記載しているが，東岸壁を見るとわかるように施設先端に
行くほどケーソンの設置水深が深くなっている．第三突堤の被災後の延長は文献 2)には記載
されていないが，施設全体が先端方向に伸びるように変位したことによって施設全体にほ
ぼ均等な目地開きが発生したことが示唆される．
(3)

ケーソンの捻れ変形

図 4.6 の-4m 物揚場④の上部工法線出入およびケーソン法線出入とケーソン下端出入を比
較すると，両端付近のケーソン番号 2, 3, 20 において上部工（黒）およびケーソン天端の回
転方向（青）とケーソン下端（マゼンタ）の回転方向が逆向きであることがわかる．この
ことは，ケーソンが水平方向に捻れるような変形をしていることを示唆している．ケーソ
ンが本当にこのように捻じれていたかどうかについては，疑問に思うところでもある．測
量のミスや作図時のミスの可能性もある．しかし，他の施設においてもこのような例が見
られること，当時の関係者がケーソン相互の変位差については正確に測量したと語ってい
ること，目視ができるところのケーソンの挙動であり，ミスであれば（被災後の混乱の中
であっても）誰かが気付いたであろうと思われる．これらのことから，本研究では，文献
2)

の被災調査結果が文献 2)内で明らかな相互矛盾が無い限り，正しく計測されたものとして

取り扱うこととした．
(4)

舗装の種類が施設上部工の水平変位に及ぼす影響

文献 2)の被災施設の標準断面図を見ると，当時の神戸港の係留施設及び護岸は舗装が，ア
スファルト舗装であるもの，ケーソン本体に相当する幅もしくは数メートルがコンクリー
ト舗装で残りがアスファルト舗装のもの，コンクリート舗装の幅が広いもの（おそらく岸
壁エプロンまでコンクリート舗装であるもの）の 3 種類の舗装が混在した状況にあったと
考えられる．本研究で兵庫県南部地震の港湾被害を分析するなかで，これらの舗装の種類
と幅の違いによって上部工法線出入りの大きさやケーソンの水平方向の回転角が異なる可
能性に気付いた．しかしながら，作用地震動がほぼ同じであって構造もほぼ同じ，舗装の
みが異なるような都合の良い施設を見出すことができなかった．そこで，文献 2)において施
設の水平変位量が数値で記載されているコンクリート重力式の係留施設および護岸のうち，
舗装の種類が概ね特定できたものについて，施設の水平変位量を舗装ごとに仕分けし，頻
度分布を作成した．ここでは，図 4.6 のようにケーソン各函毎に法線出入りが測量されてい
るものも図 4.7 のように測線毎に法線出入りが計測されているものもまとめて集計した．た
だし，施設の両端変位がゼロとなっており，被災前法線の取り扱いが明らかに異なると思
われる施設については除外している．また，舗装の分類は，標準断面図及び被災写真から
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判断したため，一つの施設で舗装が変化しているようなものについては考慮できていない．
後述する舗装の目地の位置も考慮できていない．集計した頻度分布を図 4.8 に示す．
ここで，アスファルト舗装等にはアスファルト舗装の他にレンガ舗装や平板ブロック舗
装であって標準断面図に舗装下部にコンクリート舗装のような表示がされていないものを
含んでいる．部分コンクリート舗装はケーソン上のみがコンクリート舗装となっているも
のあるいはコンクリート舗装幅が数メートルのもの，コンクリート舗装は舗装エプロンま
でコンクリート舗装が施されていると考えられるものである．なお，コンクリート舗装の
幅が特定できないものは便宜上コンクリート舗装に含めた．
図 4.8 を見ると，アスファルト舗装と部分コンクリート舗装の頻度分布に大きな差は無い
が，コンクリート舗装をアスファルト舗装等と比較すると，法線出入りの平均値が 0.4m 程
度小さくなり頻度分布の幅も狭くなっている．また，舗装による拘束効果の大きさの順位
は，コンクリート舗装＞部分コンクリート舗装＞アスファルト舗装と考えられるが，この
順位で上部工法線出入りの平均値が小さくなっている．同様な比較を神戸港の地区ごとに
行ってみたところ，ほぼ同じ傾向にあった．このことから，十分に幅の広いコンクリート
は，重力式係留施設や護岸の上部工の水平変位を抑制し，ばらつきを小さくする可能性が
あることが示唆される．先に述べたように，文献 2)においてはケーソンの傾斜からケーソン
下端の法線出入が計算されている施設がある．このことから，ケーソン下端の法線出入り
についても同様な整理を行った．その結果を図 4.9 に示す．

図 4.8 ケーソン上部工法線出入の頻度分布

図 4.9 ケーソン下端法線出入の頻度分布

図 4.9 を見ると，アスファルト舗装に比べて部分コンクリート舗装やコンクリート舗装で
はいくらかばらつきが小さくなる傾向はあるが，舗装による拘束効果が中位にあると考え
られる部分コンクリート舗装の平均値が最も大きくなっている．アスファルト舗装等とコ
ンクリート舗装のケーソン下端法線出入りの平均値の値は 0.22m 程度であって，ケーソン
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上部工法線出入りの半分程度である．これらのことから，舗装による上部工出入りの抑制
効果はあるとしても，その効果はケーソン下端には十分に及んでいないものと思われる．
図 4.10 には，図 4.6 に示した施設のようにケーソンの両端で水平変位が計測されている
施設について，ケーソン下端の目地ずれ量を横軸にケーソン上端と上部工天端の目地ずれ
量を縦軸にプロットしたものを示す．ここでケーソン天端と上部工の目地ずれ量が負の値
となっているものは，ケーソン下端と上部工の目地ずれの方向が異なっているものである．
図 4.6 で示すと Z バースのケーソン番号 68-69 間などである．この 68-69 間の目地では，ケ
ーソン下端では右側 69 番のケーソンが海側に出ており，ケーソン上端では左側 68 番のケ
ーソンが海側に出ている．このような場合（や逆の場合）は縦軸が負のプロットとなる．
図 4.10 には原点を通る直線近似の線も記載している．

(a) アスファルト舗装等 (b) 部分コンクリート舗装

(c) コンクリート舗装

図 4.10 舗装による目地ずれ量の相違
また，(1)で指摘した隅角部において端部ケーソンで変位が抑制されたと思われる目地の
プロットは赤く着色して示している．文献 2)中で数値と図が一致せず，データの信頼性が低
いと思われるものは紫色に着色して表示している．
図 4.10 を見ると，アスファルト舗装等はケーソン下端の目地ずれ量と上部工及びケーソ
ン上端の目地ずれ量がおおよそ 1:1 で対応しているのに対し，部分コンクリート舗装やコン
クリート舗装では，1:0.5 程度の数値である．アスファルト舗装等では，ケーソン天端目地
ずれと上部工目地ずれの近似直線の傾きがあまり変わらず，むしろ上部工目地ずれ傾きの
方が小さいのに対し，コンクリート舗装ではケーソン天端目地ずれよりも上部工目地ずれ
の傾きが小さい．このことから，部分コンクリート舗装およびコンクリート舗装では，ケ
ーソン下端の目地ずれを抑制するものが上部工付近に存在したと考えられる．それはおそ
らくコンクリート舗装であって，舗装によって目地ずれの抑制効果に差が出ているものと
考えられる．ただし，図 4.10(a)と(b)を見比べてみると，部分コンクリート舗装であっても
アスファルト舗装等と大差の無い施設も見受けられる．
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図 4.11 に，ケーソン下端の水平面内の回転角を横軸に上部工天端の水平面内の回転角を
縦軸にプロットしたものを示す．図 4.11 において上部工の回転角が負となっているのは，
ケーソン下端での回転方向と上部工の回転方向が逆になっていることを示している．図 4.6
の例では，-4m 物揚場④ケーソン番号 2, 3, 20, 21 である．図 4.11(b)には，(3)で言及したケ
ーソンにねじり変形が発生したケーソンを赤色に着色して示した．図 4.11 には切片を 0 と
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図 4.11 舗装によるケーソン回転角の相違
図 4.11 を見ると，(a)のアスファルト舗装等ではケーソン下端の回転角に対する上部工の
回転角の比が 0.9364 であり上部工の回転角が抑制された様子はあまり見られない．図
4.11(b)と(a)を比較するとケーソン下端の回転角に対する上部工の回転角の比が 0.7674 に低
下しており平均的には部分コンクリート舗装による抑制が現れたものと思われる．しかし，
個々のプロットを見ると(a)アスファルト舗装等と余り変わらないと思われるプロットも多
い．このことから，部分コンクリート舗装では，舗装による回転角の抑制が見られる施設
と見られない施設が混在していると考えられる．(c)のコンクリート舗装ではケーソン下端
の回転角に対する上部工の回転角の比が 0.3812 と低下しており個々の点のプロットでも(a)
アスファルト舗装等と(b)部分コンクリート舗装との差が表れている．このことから，(c)の
コンクリート舗装では舗装による上部工の回転角の抑制効果が現れているものと思われる．
また，図 4.11(b)を見ても-4m 物揚場④のケーソン 1～4 および 19～21 が他のケーソンと異
なる挙動を示していることがわかる．
図 4.10 と図 4.11 から，部分コンクリート舗装では舗装による目地ずれ量と上部工回転角
の抑制効果が見られる施設と見られない施設が混在していると考えられる．このことから，
文献 2)，文献 11)の被災写真を調べたところ，ケーソンの据付目地位置と部分コンクリート舗
装の目地が一致している施設があることが分かった．そのような施設の一例を図 4.12 に示
す．図 4.12 の写真に赤色の矢印で示したものがケーソンであり，白抜きの矢印で示したも
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のがコンクリート舗装である．このようにケーソンの目地と舗装の目地の位置が一致して
おり，かつ，舗装目地に鉄筋が入っていない施設においては，舗装による目地ずれや上部
工回転角の抑制効果は現れ難いと考えられる．

図 4.12 ケーソンの据付目地と舗装の目地が一致している例 2)
次に，目地開きに対する舗装の抑制効果を調べてみた．文献 2)では上部工の目地開きにつ
いて，ケーソンの天端開きをケーソン毎に表として示しているものと平面図上に「ケーソ
ン天端開き」，「上部工目地間隔」，「目地間詰工」として特記されており，取り扱いが
一貫していない．これらのなかで，最も記述数の多いものは「ケーソン天端開き」である．
このことから，主に「ケーソン天端開き」を頼りに，目地開きについて分析した．ただし，
ケーソンの目地開き量と上部工の目地開き量は
等しくない．ケーソンは据 付に際して，30～
100mm 程度の目地開きが生じることが多く，上部
工は 15mm 程度の伸縮目地板を挟んで，連続して
施工されるからである．そこで，計測された「ケ
ーソン天端開き」から設計上のケーソン目地間隔
である 50mm を差し引いて上部工の目地開きを推
定した．こうして推定したものを含む上部工の目
地開き量の頻度分布を図 4.8，図 4.9 と同様にま
とめた．その結果が図 4.13 である．図 4.13 から
は上部工の目地開きと舗装の間に明確な抑制効
果は見出せない．
図 4.13 目地開き量の頻度分布
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(5)

兵庫県南部地震による神戸港の港湾被害の特徴

本項で示した兵庫県南部地震港湾被害には以下のような特徴があった．
・ 両端が隅角部であるような施設の両端の函塊は水平変位が小さい傾向があり，隅角
部ケーソンと隣接するケーソン間の目地ずれ量は大きくなる傾向がある．
・ 施設の隅角端に近いほどケーソン上端の目地開きが大きく，目地開きが生じている
箇所が多い．しかしながら，目地開きは隅角部から 100～200m 以内でのみで生じて
いるわけでは無く，施設の中程の部分でも発生している．
・ 水深の深い方向に向かって設置された突堤においては，施設全体が先端方向に伸び
るように変位したことによって施設全体にほぼ均等な目地開きが発生したことが
示唆される．
・ ケーソンが水平方向に捻じれるように変形したことを示唆する施設が存在する．
・ アスファルト舗装等を施された施設とコンクリート舗装の施設の比較から，コンク
リート舗装が上部工の法線出入りを抑制し，ばらつきも小さくしていることが示唆
される．しかし，ケーソン下端の法線出入りに対する影響は明確ではいない．
・ ケーソン下端での目地ずれ量に対するケーソン天端での目地ずれ量および上部工
天端での目地ずれ量の比，および，ケーソン下端の回転角に対する上部工回転角の
比もコンクリート舗装で小さくなる傾向がある．このことから，コンクリート舗装
がケーソンの回転角と上部工の目地ずれ量を抑制していると考えられる．
・ 部分コンクリート舗装では，舗装による上部工法線出入り等の抑制効果が現れてい
る施設と現れていない施設が混在している．舗装による抑制効果が現れていない原
因については，コンクリート舗装の幅が小さかったこと，コンクリート舗装の目地
がケーソンの設置目地と同じ位置にあったことが考えられる．
・ 上部工の目地開き量に関しては，舗装による抑制効果は見られない．
これらのことから，函塊の隅角部での隣接ケーソンによる土圧の軽減，函塊相互の
拘束効果やコンクリート舗装の拘束効果が，函塊の目地ずれや目地開きに影響を与え
ていることが示唆される．ここから類推すると，十分に幅が広い舗装を舗装目地と函
塊の据付目地とずらせて施工することや舗装目地にスリップバーの設置などを行った
コンクリート舗装を施工することで上部工の法線出入り等への抑制効果が発揮される
可能性があるものと考えられる．このことは，津波の越流に関して粘り強くするため
の水叩き舗装を工夫すれば護岸の目地ずれや傾きを抑制できる可能性を示しているも
のと考えられる．ただ，舗装の目地ずれや傾きの抑制効果については定量的に明らか
になったわけではないことから，安全代として留めておくのが適当であると思われる．
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4.4.2 目地ずれ量の推定方法と照査基準
図 4.5 で考察したように，重力式の護岸構造物の天端の水平変位が天端の壁体幅よりも小
さければ，図 4.4(a)のような状態は生じず，施設としての天端高さには欠損が生じないで高
さが維持されるものと考えられる．そこで，文献 2)より，重力式函塊の両側の水平変位が数
値で記録されているものについて，施設ごとの最大法線出入りと函塊間の最大目地ずれ量
の関係を調べることとした．
図 4.6 のように個々の函塊の地震前の施設法線からの出入りが調査されている施設を模
式的に表すと図 4.14 のようになる．図 4.14 のような調査をした施設の最大水平変位 dmax
とケーソン間の最大目地ずれ量 emax の関係を施設毎にプロットしたものが図 4.15 である．
ただし，本研究が延長の長い海岸保全施設を対象としていることから延長 100m に満たない
施設については除外した．また，隅角端の函塊であって隣接する函塊の影響で水平変位が
抑制されていると考えられるもの（図 4.6 に示した物揚場(-4m)④の 1 番ケーソン，24 番ケ
ーソン，w バースの 1 番ケーソン及び Z バースの 76 番ケーソンなど）についても除外して
いる．その結果を図 4.15 に示す．図 4.15 では施設の健全度との関係を見るために施設が倒
壊していたり，水没状態にあった施設は赤色で着色して表示している．ここで，結果的に
図 4.15 の施設は全てケーソン式の岸壁施設であった．
図 4.15 を見ると，崩壊あるいは水没した施設の最大水平変位が崩壊あるいは水没してい
ない施設よりも大きい傾向はあるが，両者で施設の最大変位と最大目地ずれ量の関係に変
化が生じているようには見えない．図 4.15 では，最大水平変位と最大目地ずれ量の関係と
して図中に直線で示した概ね 2:1（emax=0.5dmax）を見込んでいれば安全側だと思われる．
図 4.15 の施設が全てケーソン式の構造物であったことから，水平変位が函塊ごとでは無
く，図 4.7 のように概ね 20m 毎の測線で表示されている施設についても施設の最大水平変
位と隣接測線間の最大水平変位差を調査した．図 4.7 のような調査をした施設を模式的に表
すと図 4.16 となる．最大水平変位 dmax と測線間の変位差の最大値 emax の関係を施設毎にプ
ロットしたものが図 4.17 である．図 4.17 には L 型ブロックに近い構造や方塊ブロック積
み構造の断面も含まれている．図 4.16 と同様に一部が倒壊または水没した施設は赤色に着
色している．さらに，図 4.15 で施設の最大水平変位と最大目地ずれ量の関係として提示し
た 2:1（emax=0.5dmax）の線も書き加えている．
図 4.17 では，直接的に目地ずれ量が測量されていないため，ケーソン毎に目地ずれが測
量されている施設との違いについて当時の被災調査を担当した関係者に聞き取り調査を行
った．関係者の話を総合すると，次の（ア）～（オ）のような状況であったことがわかっ
た．
（ア）測量用の仮法線からケーソンの出入についてはできる限り正確に測量を行った．
（イ）
20m 間隔の測線で測量したのは災害査定官の指示に従ったものである．（ウ）しかしなが
ら，必ずしも 20m 間隔にこだわらず法線の変化点やずれが発生している点はできる限りの
測量を行ったこと．（エ）ただし，水没に近い状態にあって測量そのものが危険を伴う施
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設も多くあり，そのような施設では必ずしも施設の法線の変化点を十分に抑えることが出
来なかったこと．（オ）（エ）のように測量に危険を伴う場合は測量できた点から内挿し
て水平変位を算出した場合もあったこと．これらのことから，図 4.17 は，様々な被災程度，
様々な被災測量の程度の施設が混在しているものと考えられる．このようなことから， 先
の（エ）のようにいくらか不正確な結果も含まれているかもしれない状況も考慮し，図 4.17
の測線間の最大変位差を「状況が少し異なれば，目地ずれを起こした可能性のある値」で
あると安全側の解釈することも可能であると考えられる．図中の 2:1 の線よりも上側に位置
する点の多くが「一部が崩塊または水没した施設」であること，「崩壊も水没もしていな
い施設」で 2:1 の線を明確に上回るものが図 4.17 中で青い破線の円で囲った 1 点のみであ
ることがわかる．

図 4.14 個々のケーソンの水平変位が計測されている
施設の模式図

図 4.15 施設毎の最大変位と
最大目地ずれ量の関係

図 4.16 概ね 20m 毎の水平変位が計測されている施設
の模式図

図 4.17 施設毎の最大変位と
最大測線間水平変位差の関係
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この施設の被災断面図を図 4.18 に示す．この施設は高さ 1.21m，幅 1.82ｍと 1.52ｍの方
塊を 2 段に積み重ね，その上に場所打ちコンクリートを打設した構造である．方塊の法線
方向の長さは不明であるが，方塊の幅から推測すると数 m であると思われる．このことか
ら，この施設については方塊の長さに比べて測線間隔の 20m が大きすぎた可能性があると
考えられる．この施設の被災状況には，水没・倒壊などの記載は無く，被災写真にもその
ような状況は見られない．しかし，被災状況断面図を見ると，被災後の天端高さが H.W.L.
より下にあり，水没に近い状態であったと考えられる．これらのことから，この施設につ
いては例外的に取り扱うことができる可能性が高い．したがって，図 4.17 からも，隅角端
部を除いた重力式港湾施設にあって崩壊も水没もしていない施設については，最大水平変
位のおおよそ 1/2 を最大目地ずれ量であると想定してよいものと考えられる．ただし，一部
が崩壊又は水没した施設が，2:1 の線の下側にも存在していることから，施設の崩塊や水没
の可能性が小さいことについては十分に確認しておくことが必要であると考えられる．ま
た，2 次元有効応力解析などで施設が倒壊や水没しないと確認されたとしても，照査基準を
適用する最大水平変位に制限を設けておくことが必要であると考えられる．図 4.1 では，施
設の最大水平変位 1m を越えたところで「一部が崩壊または水没した施設」が現われている．
最大水平変位が概ね 1.5m を上回ると，「一部が崩壊・水没した施設」に最大水平変位と測
線間変位差がほぼ同じとなる施設が現われている．また，最大水平変位 2m では例外かもし
れない 1 施設が現われる．したがって，その制限値としては，1m から 2m の間が適切であ
ると考えられる．これらのことから，最大水平変位の制限値として 1.5m 程度が適切である
と考えられる．

図 4.18 図 4.17 の例外的施設の被災断面図
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一方，ここで整理した施設の水位変位は施設の傾斜も含まれた値であることから，照査
基準の適用限界を明らかにする点からも護岸の傾斜角の制限値を導入することが必要であ
ると考えられる．図 4.15 にプロットした 89 の施設のうち，施設の傾斜角が測定されている
のは 44 施設であり最大の傾斜角は約 6.8°であった．このことから，図 4.15 は概ね傾斜角 7°
程度まで適用できると考えられる．一方，図 4.17 の 60 施設においては，傾斜角が測定され
ている施設は 5 つであって最大傾斜角は約 13°であった．うち 1 施設は部分的に水没してい
た．このことから，図 4.17 の施設の傾斜角から適用限界を設定することは困難であると考
えられる．ただ，図 4.17 の 1:2 の直線は，水没・倒壊していない施設を対象にしたもので
あることから，施設の被害程度に相当する傾斜角を照査基準とすることができると考えら
れる．小泉ら 11)は，日本海中部地震，釧路沖地震，北海道南西沖地震，三陸はるか沖地震，
兵庫県南部地震の港湾施設の被害と港湾施設の被害程度

12)

を比較し，応急復旧で暫定利用

が可能となる被災程度は I から II までと評価している．被災程度 II の港湾施設の傾斜角は 1
～8°と整理されている

12)

ことから，傾斜角 8°を護岸の傾斜に対する照査基準として準用す

る考え方も成立すると考えられる．
これらのことから，根入れの無い重力式護岸の設計津波に先行する地震に対する照査基
準として，次のとおり提案する．
・海岸護岸の設計地震に対する残留変形量を護岸天端幅の 2 倍以下とする
・照査基準を適用する施設の最大水平変位は概ね 1～2m，目安として 1.5m 程度以下とする
・護岸の傾斜角が 8°以下であること
・護岸の変形モードが，倒壊やすべり破壊を起こすようなものにならないこと
4.4.3 目地開き量の推定方法と照査基準
前項で示したように海岸護岸の変形をある程度許容するような照査基準を適用する際に
は，目地ずれのみならず目地開きも伴うと考えられる．このことから，図 4.4(b)に見られる
ような目地開きに関して，目地からの浸水量の照査を行って，浸水量が多いと想定される
場合には浸水対策を行うことが望ましいと考えられる．そこで，本節では目地開きの推定
方法と照査規準を提案する．
(1)

目地開き量の推定

図 4.6 に見られる目地開きについては，前項で考察したとおりであって，他の施設にもこ
のような傾向が見られた．隅角端部近くに多く発生している目地開きは施設の延長方向へ
の変形によって生じているものと考えられる．図 4.7 のように突堤の延長全域に生じている
目地開きも突堤の先端方向に向かう流動的な変位によって生じているものと考えられる．
このことから，施設延長方向への動的変形解析等で施設の法線方向への移動量が文献

13)

等

の手法で推定できれば，目地開き量の想定が可能であると考えられる．しかし，図 4.6 の W
～Z バースの中程（ケーソン番号 8～66）に生じている目地開きについては，このような方
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法で推定することは難しいと考えられる．このことから，比較的簡単な手法で W～Z バー
スのような延長の長い施設の中程の目地開きを推定できれば，本研究で示す海岸構造物の
変形をある程度許容した照査基準の検討の助けになるものと考えられる．目地開き量が想
定できれば，そこからの浸水量の想定をすることができ，本研究の照査基準の採用の可否
に背後地への浸水量も考慮でき，排水構造の設計にも用いることができると考えられるか
らである．
目地開き量の想定に当っては，目地ずれ量と同様に施設の最大水平変位と関連付けられ
ると便利である．図 4.6 において，ケーソンの変位が海側に凹凸である付近で目地開きが生
じている可能性が高いと見えること，および，ケーソン同士の接触や競り合いが生じてい
たと考えられることから，函塊が回転することによる目地開きを考えた．単純にケーソン
のような函塊が 2 函並んで設置されている場合を想定する．そして，図 4.19 に示すように，
隣接する函塊 2 函が破線の初期状態から被災後に実線のように回転を伴った水平移動をし
た場合を考える．このような単純な場合，図中の赤字に示すように目地開きが生じると考
えられる．このことから，図 4.19 のように単純な函塊の水平回転と断面方向への水平移動
によって，実際の目地開き量のどの程度説明できるのかを検討してみた．

図 4.19 ケーソンの回転に伴う目地開きの模式図
その結果を幾つかの施設について，図 4.20 に示す．文献 2)では，ケーソンの水平変位と
して，上部工天端法線出入，ケーソン天端法線出入，ケーソン下端出入があり，函塊の変
形量としてどの値を用いるかが問題となる．ここでは，ケーソン下端が最も幅が広く，隣
接するケーソンが図 4.19 に示すように接触するのはケーソン底版部分であると考えてケー
ソンの変位量としてはケーソン下端出入を用いた．ケーソン間の目地開きについては，上
部工天端，ケーソン天端，堆積土砂表面といった箇所が記載されている施設がある．しか
しながら，上部工目地開きは，100mm 以上の値を示したケーソン天端目地開きを記載した
と思われるものが大多数であった．このことから，目地開き量にはケーソン天端目地開き

73

第 4 章 重力式海岸護岸の照査手法に関する研究

74

第 4 章 重力式海岸護岸の照査手法に関する研究

と堆積土表面目地開きを記載した．ただし，堆積土表面目地開きが計測されていない施設
（図 4.6(a)(c)(d)）もある．加えて，図 4.6 においてケーソンの捻れ変形が見られることか
ら，上部工とケーソンの水平方向の回転角の差をケーソン捻れ角として第二軸に示した．
図 4.20 では，実測値である○と

を計算値である青色の×と比較する．ただし，この計

算ではケーソンの捩れは考慮していないことから，上部工のケーソンの捩れ角である赤色
の･との関係性も見る必要がある．
図 4.20 を全体的に眺めてみると，隅角端部に近いケーソンではケーソンの目地間隔の実
測値が大きくなる傾向が確認できる．実測値と計算値の比較では，計算値が大きく算出さ
れている場合があり，その左右どちらかのケーソンではケーソンの捻れ角が大きい傾向が
ある．このことから，ケーソンが水平方向に捻れるような変形が生じており，その結果，
上部工の目地開きが抑制されている可能性があることがわかる．図 4.6 のケーソン番号 6～
8，19～24，47～48，64～68，(b)のケーソン番号 23～28，(c)の 2～4，(d)の 15，(e)の 4～5
のように，目地開きの実測値が大きくなっているところの近傍で計算値が大きくなってい
るところがみられ，実測値で目地開きが大きな箇所から 2～3 函離れたところで計算値が大
きくなっているところも見られる．このような箇所について調べてみた．すると，ケーソ
ンの法線方向の傾きによって目地間隔の開いた位置がずれていると考えられる箇所が幾つ
もあった．具体的に例示すると，図 4.6 の六甲アイランド地区 Z バース 64 番ケーソンと 65
番ケーソンの間の目地である．施設の地震後の天端高さの測量結果を見ると， 65 番ケーソ
ンがほぼ水平に沈下しているのに対して，64 番ケーソンが 63 番ケーソン側に傾斜しながら
沈下している．64 番ケーソンと 65 番ケーソン間の目地開きが大きくなっている原因はケー
ソンの法線方向の傾きにもある．このような法線方向の傾きも目地開きの要因であると考
えられる．加えて，このような傾きによって目地開きの箇所がずれて現われることも考え
られる．また，被災前のケーソンの目地間隔とここで設定したケーソンの設計目地間隔
50mm の差は誤差となっており，計算値はある程度の幅（ケーソンの据付誤差）を考慮して
評価することが適切であろうと思われる．このようなことから，ケーソンの回転角から目
地開きを大きめに推定できる可能性は残されているものと思われる．函塊一つ一つの水平
変位が計測されているのは全てケーソン式岸壁であって海岸護岸への適合性は必ずしも明
らかではない．海岸護岸への適合性の検証は今後の課題であるが，安全側の想定を導入す
れば，海岸護岸にも適用できるものと考えた．
そこで，図 4.15 と図 4.17 にプロットした施設について施設の水平平面内の回転角を調べ
た．その結果を図 4.21 に示す．ただし，図 4.15 の施設においてケーソンの長さを特定でき
なかったものは除いている．
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(a) 最大水平変位とケーソン回転角の関係

(b) 最大水平変位と施設法線回転角の関係

図 4.21 施設毎の最大水平変位と法線・ケーソンの回転角の関係
図 4.21(a)には，図 4.15 の施設のケーソン毎の上部工天端の回転角をプロットした．図
4.14 のようにケーソン各函の水平変位が計測されている施設については，施設の最大水平
変位を横軸に，縦軸には図 4.6 の☆印で例示したケーソン毎の上部工回転角をプロットした．
図 4.21(b)には，図 4.17 の施設について同様の法線の水平方向の回転角を整理した．横軸に
は施設の最大水平変位を，縦軸には図 4.16 の最大変位を横軸に，図 4.7 中★で例示した法
線回転角をプロットした．したがって，図 4.21(a)(b)ともに，一つの最大変位に対して複数
の水平回転角のプロットが存在する．ここで，岸壁エプロンまでコンクリート舗装が施さ
れている施設は，ケーソン下端の回転角に対して上部工の回転角が小さい傾向が認められ
たため，集計から外すこととした．さらに，ケーソンが極端な捻り変形を受けている図 4.6
の六甲アイランド地区-4m 物揚場④の 2～4，19～21 番ケーソンも除外した．同一の施設に
おいても個々のケーソンや測点間の回転角度のばらつきが大きいため，図 4.21(a)では施設
毎に回転角を単純平均したものを白色囲みの赤の（ケーソン毎の上部工回転角平均値）の
塗りつぶしで表現した．同様に図 4.21(b)では白色囲み青色（測線回転角平均値）で示して
いる．ここで，どの目地で目地開きが生じるかを特定することは非常に困難であると考え
られることから，目地からの浸水量を港湾の施設の技術上の基準の許容越波流量と同様に
単位時間，単位延長当たりの浸水量で照査しようとすることを考える．この場合，平均的
な目地開き量が得られた方が都合がよい．このことから，図 4.21 には，原点を通る 2 次曲
線で施設毎の最大水平変位と法線回転角の関係を近似した式を示した．
ケーソンや施設法線の回転角は，図 4.6 や図 4.7 を見てもわかるとおり両端部で大きく，
施設中央付近ではほとんど回転していないケーソンもある．このことから，回転角はその
施設の最大回転角と 0°の間でばらつくものと想定される．図 4.21(a)も(b)もその傾向がある．
76

第 4 章 重力式海岸護岸の照査手法に関する研究

図 4.21(a)では，最大水平変位が 3.5m までは水平変位が大きくなるに従って回転角が大きく
なる傾向が見える．しかし，最大水平変位が 3.5m を越えると回転角は小さくなる傾向が現
われている．図 4.21(b)では，盛大水平変位が大きくなるほど法線の回転角は大きくなる傾
向を示している．しかし，最大水平変位に対する回転角の増分は最大水平変位が大きくな
るほど小さくなる傾向にある．しかしながら，回転角の平均値を見てみると，平均的な値
は最大水平変位との関係で表現できそうに思える．図 4.21(a)と(b)を比較すると，(b)の方が
θの値が大きい，このため目地開きの推定に用いる場合は(b)の関係の方が適していると考
えられる．そこで，図 4.21(b)の式によって施設法線の平均的な回転角が推定できるかどう
か検討してみる．

0 . 0272 d max

2

0.4183d

max

式 4.1

ここで，図 4.19 をさらに単純化して図 4.22 のように片方の函塊のみが回転した状態を考
える．すると，函塊の目地開きは単純に式 4.2 で表すことができる．

d

B tan( )

式 4.2

図 4.22 単純化したケーソンの回転角と目地開き量の関係
式 4.1 と式 4.2 から，ケーソンの寸法が特定できた施設について目地開きを推定した．そ
の結果を図 4.23 に示す．
図 4.6 で示したように，隅角部，特に海側に凸となる隅角部では隅角部周辺で目地開きが
大きくなる傾向が見られることから，図 4.23 には隅角ケーソンから 4，5 函目の間までの目
地開き量を凡例のように赤色から深緑色に着色して示した．目地開きは数 cm から 1m 以上
に及ぶことと図の横幅を小さくするため，横軸は対数軸とした．また，図 4.24 には，図 4.23
で示した施設の位置図を示す．
図 4.23 を見ると，凸部隅角部に近い（着色した○）場所での目地開きが大きい傾向が確
認できる．また，隅角部に近い着色した○を除いては，概ね実測値を推計値が上回る傾向が
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目地開き実測値
凸部隅角端
凸部隅角より1-2函間の目地
凸部隅角より2-3函間の目地
凸部隅角より3-4函間の目地
凸部隅角より4-5函間の目地
目地開き推定値
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

1

施設名
0.5
東部内貿埠頭物揚場
1.5
西魚崎地区護岸
2.5
御影地区物揚場
3.5
六甲アイランド地区 RL-1
4.5
六甲アイランド地区 RL-2
5.5
六甲アイランド地区 RL-2(南)
6.5
六甲アイランド RF-3
7.5
六甲アイランド地区 Wバース
8.5
六甲アイランド地区 Xバース
9.5
六甲アイランド地区 Yバース
10.5
六甲アイランド地区 Zバース
11.5
六甲アイランド地区 Zバース取り付け
12.5
六甲アイランド地区 Dバース
13.5
六甲アイランド地区 Eバース
14.5
六甲アイランド地区 Fバース
15.5
六甲アイランド地区 Gバース
16.5
六甲アイランド地区 Hバース
17.5
六甲アイランド地区 Iバース
18.5
六甲アイランドIバース取り付け
19.5
六甲アイランド地区 Cバース
20.5
六甲アイランド地区 P,Qバース
21.5
六甲アイランド地区 Rバース
22.5
六甲アイランド地区 Sバース
23.5
六甲アイランド地区 Tバース
24.5
六甲アイランド地区 Uバース
25.5
六甲アイランド地区 Vバース
26.5
六甲アイランド地区 Aバース
27.5
六甲アイランド地区 -7.5岸（２） 28.5
六甲アイランド地区 -7.5m岸壁（３）29.5
六甲アイランド地区 N,Oバース
30.5
六甲アイランド地区 物揚場（１）（西）
31.5
六甲アイランド物揚場（１）（南）
32.5
六甲アイランド物揚場（１）（南）
33.5
六甲アイランド地区 物揚場（１）（東）
34.5
六甲アイランド地区 物揚場（２） 35.5
六甲アイランド地区 物揚場（４） 36.5
摩耶埠頭地区 岸壁取り付けⅡ 37.5
摩耶埠頭地区 岸壁（２）
38.5
摩耶埠頭岸壁
39.5
摩耶埠頭地区 物揚場
40.5
新港西地区 第二突堤西側
41.5
新港西地区 第二突堤先端
42.5
新港西地区 第二突堤東側
43.5
新港西地区 第三突堤西側
44.5
新港西地区 第三突堤先端
45.5
新港西地区 第三突堤東側
46.5
新港西地区 第四突堤東側
47.5
新港西地区 第四突堤西側
48.5
新港東地区 第五突堤西側
49.5
新港東地区 旧貯木場東側物揚場50.5
新港東地区 旧貯木場北側物揚場51.5
ポートアイランド地区 PC1岸壁取り付け
52.5
ポートアイランド地区 PC10バース 53.5
ポートアイランド地区 物揚場その２(1/4)
54.5
ポートアイランド地区 物揚場その２(2/4)
55.5
ポートアイランド地区 物揚場その２(3/4)
56.5
ポートアイランド地区 物揚場その２(4/4)
57.5
ポートアイランド地区 護岸（先端） 58.5
ポートアイランド地区 東護岸
59.5
ポートアイランド地区 物揚場その４ 60.5
ポートアイランド地区 防波護岸（北側）
61.5
ポートアイランド地区 防波護岸（南側）
62.5
中突堤地区 岸壁（１）
63.5
中突堤地区 岸壁（１）
64.5
中突堤地区 岸壁（１）
65.5
中突堤地区 岸壁（２）
66.5
須磨港 岸壁
67.5

目地開き(mm)

10

100

図 4.23 函塊間目地開き量の推定結果
78

1000

10000

第 4 章 重力式海岸護岸の照査手法に関する研究

図 4.24 目地開き推定施設位置図
見られる．そした，突堤式の施設についても推定値が実測値を下回る傾向が見られる．ポ
ートアイランド地区防波護岸（北側）（南側），中突堤地区岸壁でも推定値が実測値より
も小さくなっている．図 4.24 の施設位置図も併せてみると，これらの施設は海側へ張り出
した施設となっており，施設が液状化に伴って法線方向に側方流動的に変位することで，
大きめの目地開きが発生したことが考えられる．式 4.1，式 4.2 の適用性を確認するために，
海側に張り出した隅角部に近い部分及び突堤のような施設の目地開きの推定値とその他の
部分の目地開きの推定値を区分して比較してみた．その結果を，図 4.25 に示す．図 4.25(a)
が海側に張り出した隅角部から 4-5 函間の目地と突堤のように海側に突き出した施設に対
する推定値と実測値の比較である．図 4.25(b)はその他の目地に対する推定値と実測値の比
較である．
図 4.25(a)から，突堤等の施設と凸部隅角から 5 つ目の目地に関しては，妥当な推定が行
えていないことがわかる．これは，凸部隅角端から 4-5 函間の目地と突堤のように海側に突
き出した施設については，函塊の回転による目地開きよりも，施設が法線方向の伸びるよ
うな変位に対する目地開きが支配的であるためであることを示唆しているものと思われる．
図 4.25(b)の赤色の楕円で囲んだ 2 点は，
図 4.6 で示した六甲アイランド地区岸壁 W と-12m
岸壁取り付けの 1-2 函目間の目地開き(53cm)と 2-3 函目間の目地開き(70cm)である．図 4.6
によると隣接する-4m 物揚場④によって海側への水平変位が拘束されていたことが伺われ
る．図 5.25(b)では，図 4.6(a)で示した-12m 岸壁取付のケーソン番号 1-2 間の目地及びケー
ソン番号 2-3 間の目地を除いては，やや大きめに目地開きを推定できていることがわかる．
このことから，隅角部や突堤のように海側に張り出した施設に対する課題は残るものの，
兵庫県南部地震の港湾被害のうち延長の長い施設の中ほどの平均的な目地開き量は，式 4.1
と式 4.2 を用いて推定できるものと考えられる．
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(a) 突堤・凸部隅角端

(b) その他の目地

図 4.25 目地開きの推定値と実測値の比較
これらを考え合わせると，兵庫県南部地震の港湾被害のうち，主にケーソンの鉛直軸回
りの回転によって生じていると考えられる平均的な目地開き量は，式 4.1 と式 4.2 を用いて
大きめに推定できるものと考えられる．しかしながら，突堤のように海側に張り出した施
設の目地開きを推定する場合は，施設法線が海側へ延びるような変形を文献 10)や文献 13)の
ような手法で解析して予測する必要があると考えられる．
この結果を踏まえて，目地開きに対する性能規定を考察する．目地開きに対する性能規
定としては，護岸が津波の作用に耐えられることを前提として「津波による目地開きから
の浸水量が許容できる程度に小さいこと」あるいは「津波よる目地開きからの浸水量が次
の津波までの間に排水できること」等が考えられる．津波に対する目地からの浸水量につ
いての具体的な照査基準としては，例えば，港湾の施設の技術上の基準にある許容越波量
の規定値を準用することが考えられる．このように定めた照査基準を満足しなければ，目
地からの浸水防止策や侵入した津波の排水措置を講じる必要も生じるものと考えられる．

4.5 事業への適用結果と照査基準の追加
前項で述べた照査基準を満足できる断面が構築できるかどうかを確認するため，第 3 章
で述べた撫養港直轄海岸保全施設整備事業において，適用しながら確認を行っていったそ
の過程で，照査基準を追加する必要性が指摘されたため照査基準の追加を検討した．本節
ではその過程について述べる．
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4.5.1 照査基準の追加の必要性
照査基準の追加が必要と考えられた断面は①工区の海岸護岸である．護岸断面を図 4.26
に示す．海岸護岸に対する動的変形解析の結果を図 4.27 に示す．解析に用いたコードは，
第 3 章 3 節で示したひずみ空間における多重せん断ばねモデル 14)を用いた FLIP ROSE 2D 15)
である．解析結果では護岸は 0.47m 沈下し，水平方向へ 1.09m 移動する．その要因は，地
震に伴う砂層の液状化である．液状化後の排水沈下量は約 0.2m と見込まれた．その結果，
護岸天端高さは C.D.L.+3.23m まで下がる．津波高さが C.D.L.+4.3m であるので，津波が護
岸を越える．このため，護岸の嵩上げが必要である．これは，第 3 章 3 節で示した状況と
同様である．この護岸に設計地震に対する残留変形量を護岸天端幅の 2 倍とする照査基準
を当てはめてみる．この護岸の天端幅は 0.75m である．したがって，この断面に許される
最大水平変位は 1.5m となり，水平変位は本章で提案する照査基準を満たす．しかし，図 4.27
の解析結果に対して次のことが指摘された．
・護岸海側の海底斜面で液状化が発生しており，最大せん断ひずみも大きい．これにより
海底斜面の支持力は消失すると考えられる．
・護岸前面の捨石の傾斜が 43°である．これは捨石の安息角 40°よりも大きい．これにより，
基礎捨石が崩落することが考えらされる．
・以上の 2 点より，海底斜面の支持力の消失，捨石の崩落，護岸の倒壊が連鎖的に生じる
可能性があること
・このような捨石が転げ落ちるような崩壊は，現在のところ FEM 解析では追跡できないこ
と
このことから，この護岸は水平変位に対する照査基準を満たしていても連鎖的崩壊の可
能性があるため，設計地震に対して照査基準及び要求性能を満たしていないと考えられた．
このため，この護岸には耐震対策として地盤改良を行うこととした．さらに，このような
捨石マウンドの護岸に関しては，捨石の崩落による護岸の連鎖的破壊が問題であることか
ら，次の照査基準の追加を考えて更に検討することとした．
・構造的安定（捨石マウンドの崩壊による連鎖的破壊が起こらないこと．）
具体的な照査基準としては，護岸海側の捨石マウンドの傾斜角が捨石の安息角である 40°
を越えないことを想定した．
この照査基準の追加は，海岸保全施設の技術上の基準・同解説に示された表法勾配によ
る性能評価に該当すると考えられる．したがって，この規定の追加により，海岸保全施設
の技術上の基準・同解説の規定も満足することになると考えられる．
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図 4.26 照査基準の追加が必要となった護岸断面（①工区）

(a) 変形図と最大せん断ひずみ

(b) 変形図と過剰間隙水圧比

図 4.27 既存護岸の解析結果
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4.5.2 地盤改良工の設計
図 4.27 を見てわかるとおり，捨石マウンド崩落の懸念の要因は，護岸前面の海底斜面の
法尻の液状化と最大せん断ひずみの増加と護岸の海側への変形による捨石マウンドの傾斜
角が捨石の安息角 40°を上回ることである．したがって，耐震対策としては砂質土層の地盤
改良が有効である．そこで，地盤改良を検討した．
護岸の前面海域が好漁場であって，セメント系の混合処理工法と薬液注入工法は漁業関
係者からの了解が得られなかった．また，事業箇所に騒音・振動規制が成されており，騒
音・振動規制値内での施工が非常に難しいため，振動締め固め工法も使用することができ
ない．これらの制限から，使用可能な地盤改良工法は振動を用いずに地盤に改良材料を圧
入して締固める静的締固め工法であった．静的締固め工法として，静的締固め砂杭工法（静
的 SCP 工法 16)）と静的圧入締め固め工法（CPG 工法 17)）を選定した．
護岸の倒壊を防ぐ地盤改良として，次の二つの地盤改良を比較した．一つ目は，海底斜
面の液状化を防ぐとともに捨石の傾斜角を安息角内に納めて護岸の倒壊を防ぐものである．
二つ目は海底斜面および捨石が崩落したとしても護岸が倒壊しないよう護岸直下を地盤改
良するものである．
(1)

海底斜面の地盤改良

図 4.27 の解析結果を動画で確認すると，間隙水圧の上昇が最初に起こり，最も早く液状
化するのは，海底斜面の法尻部であった．このことから，海底斜面の地盤改良箇所として
海底斜面の法尻部を考えた．具体的工法としては，作業船舶を用いて海上から施工のでき
る静的締固め砂杭工法（静的 SCP 工法 16)）を用いることとした．海底斜面の地盤改良案の
設計断面を図 4.28 に示す．静的締固め砂杭工法は専用作業船による海上からの施工が安価
である．しかし，作業船の喫水よりも浅い地盤には施工することができない．そこで，海
上から施工できる限界の浅さから概ね海底斜面を含む範囲を改良範囲とした．これで，海
底斜面の液状化はかなり抑制できるものと考えられた．また護岸の海側への変位による捨
石の崩壊を防ぐため，捨石の海側に緩い勾配で追加の捨石を設置した．追加の捨石は改良
地盤に上載荷重を加えて改良地盤の強さを増す効果も有しているため，より効果的である
と考えられた．改良後の地盤の物性は，既往の研究に基づいて算出した．動的変形解析の
結果を図 4.29 に示す．海底斜面の液状化が抑制され，最大せん断ひずみも小さくなってい
る．このことから，全ての照査基準を満足したと判断した．
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図 4.28 海底斜面の地盤改良案

(a) 変形図と最大せん断ひずみ

(b) 変形図と過剰間隙水圧比

図 4.29 海底斜面の地盤改良案の解析結果
(2)

護岸直下の改良

護岸直下の地盤改良の目的は，護岸の直下を堅固な地盤とすることで捨石が崩落したと
しても護岸の連鎖的崩壊を防ぐことにある．護岸直下の地盤改良工法としては，静的圧入
締固め工法（CPG 工法

17)

）を採用した．護岸背後の作業現場が狭隘な箇所があり，小型の

作業機械で施工できる工法でなければ施工できないためである．図 4.30 に，護岸直下の地
盤改良断面の案を示す．地盤改良範囲は，護岸の底版幅の両側に，液状化した地盤からの
間隙水圧の伝播を考慮した余裕
マニュアル

20)

18)

を見込んで決定した．改良地盤の物性は既存の文献

19)

や

に基づいて設定した．図 4.31 に動的変形解析の結果を示す．護岸直下の改良

地盤は液状化も発生しておらず，最大せん断ひずみも 0.02 よりも小さい．したがって，改
良地盤が液状化しない堅固な地盤として護岸を支えているものと考えられる.このことから，
海底地盤の連鎖的崩壊が発生したとしても，護岸は倒壊しないものと考えられ，図 4.30 の
断面も照査基準を満たしていると判断した．
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図 4.30 護岸直下の地盤改良案

(a) 変形図と最大せん断ひずみ

(b) 変形図と過剰間隙水圧比

図 4.31 護岸直下の地盤改良案の解析結果
(3)

地盤改良断面の比較

表 4.3 に，海底斜面改良と護岸直下改良の比較を示す．海底斜面改良は，護岸直下改良と
比較して，水平変位・沈下量が大きいが，護岸の嵩上げ高さは同じとなった．しかし，経
済比較の結果，コストが安価であった．ただし，護岸の前面に構造物があって，海底斜面
の地盤改良が出来ない箇所も存在した．このことから，海底斜面の地盤改良が出来ない箇
所に限って，護岸直下の地盤改良断面を採用することとした．ただし，護岸直下の地盤改
良断面は，背後の構想物や建物の所在などによって，地盤改良範囲の異なっている箇所も
ある．
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表4.3 海底斜面と護岸直下の地盤改良の比較
海底斜面の地盤改良
護岸直下の地盤改良
（静的締固め砂杭工法）案 （静的圧入締固め工法）案
1.01m
0.96m
改良護岸の水平変位
0.09m
0.07m
改良護岸の沈下量
0.8m
0.8m
必要嵩上げ高さ
コスト
比較安価
比較高価
その他
施工不能の箇所がある
作業用の仮設架台が必要
比較項目

4.6 照査基準を用いた護岸改良の設計フローの提案と設計例
4.6.1 設計フローの提案
図 4.32 に，これまでの検討を踏まえて，本研究で提案するコンクリート重力式護岸を改
良する際の照査フローを示す．以下，本フローを用いた護岸の改良例を示す．
4.6.2 護岸改良の設計例
図 4.32 の設計フローに沿って，撫養港直轄海岸保全施設整備事業の護岸改良の設計例を
示し，これまで述べてきた照査基準が適用可能であることを示す．
(1)

既設護岸の耐震性評価

図 4.33 に第 3 章で示した最も水平変位量が大きくなると想定された②工区の断面の一例
を再掲する．この断面に対して，既存海岸護岸の耐震性を評価するため，FLIP ROSE 2D 15)
を用いた動的変形解析を行った．解析にあたっては，有効応力の減少を塑性せん断仕事に
応じて算定するマルチスプリングモデルを使用し，非排水条件で解析している．入力水平
地震動は図 3.13 に示した NS，EW 成分の水平加速度を施設の断面方向に方向変換したもの
と図 3.13 の UD 成分（鉛直方向）の加速度を与えている．時間積分法等の解析条件は，一
般に用いられる標準的な方法

21)

に準拠している．解析結果の一例として護岸の変形図を図

4.32 に再掲する．図中のカラーコンタは過剰間隙水圧比である．護岸の水平変位は 2.80m，
護岸天端の沈下量は 0.37m であった．
護岸の天端高さは，図 4.31 に示した通り C.D.L.+4.315m である．初期地盤沈降量が約 0.7
ｍ，地盤の液状化層厚が 23m 程度であることから液状化による排水沈下量を 3%程度と見込
んだ場合には 0.7m の沈下が想定される．したがって，護岸天端は 4.315-0.37-0.7-0.7＝2.545m
程度になるものと想定される．表 3.2 の②工区の最大津波高さが約 C.D.L.+3.85m であるこ
とから，護岸の天端高さを津波が上回り，背後地域は浸水するものと考えられる．護岸の
水平変位量も 2.80m であり，図 4.4(a)で示した西武 1 工区護岸（長田西）に近い．このこと
から，護岸の目地ずれも生じる可能性が高く，津波が設計津波よりも低くても浸水が生じ
る可能性が高い．一方，護岸の傾きは 0.1°であって，変形モードも水平方向の変位が卓越
86

第 4 章 重力式海岸護岸の照査手法に関する研究

(1) 既設護岸の耐震性評価
現況断面の動的変形解析
津波に対する防護性能の照査
(護岸の水平変位・鉛直変位・傾斜角など)

(2) 地盤改良工の設計
無し

地盤改良の必要性判断
有り
地盤改良諸元の設定
地盤改良断面の動的変形解析
照査基準を
満たさない
護岸の水平変位・傾斜角の照査基準
照査基準を満たす
地盤改良の施工
改良地盤のチェックボーリング

(3) 地盤改良効果の確認
設計時の想定
未満

改良地盤の強度等
設計時の想定を上回る

改良地盤の強度
等を特定
地盤改良断面の
動的変形解析
追加改良等の
対策
護岸の水平変位・
傾斜角の照査基準
照査基準を満たす

照査基準を
満たさない

(4) 護岸本体の設計
護岸の嵩上げ設計
護岸の嵩上げ高さ・天端幅などの形状の設定
津波波力に対する滑動，転倒，基礎の支持
力，浸透流などに対する照査
護岸の目標信頼性

目標信頼性が
確保されない

目標信頼性が確保される

(5) 目地開きに対する照査
目地開き量の推定
浸水量の推定
許容越波流量との比較
許容越波量以下

許容越波量を超える

浸水抑制対策の設計
終了

図 4.32 本研究で提案する重力式海岸護岸を改良する際の設計フロー
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していることから，倒壊の可能性は低い．以上のことから，当該護岸は倒壊の可能性は低
いものの，設計地震によって護岸としての機能を喪失するものと考えられる．第 3 章 3 節
でも述べたとおり，当該護岸は倒壊の可能性が低いと考えられる．このことから，本論文
で示した照査基準が適用できる．

図 4.33 護岸（②工区）の標準断面図（図 3.14 を再掲）

図 4.34 既設護岸の動的変形解析結果（図 3.15 を再掲）
(2)

地盤改良工の設計

当該護岸の背後には，地表から 4～8m の厚さで埋立土の層が存在し，その下には沖積の
砂質土層が C.D.L.-20m 程度まで存在する．埋立土層の RL20 は 0.2 程度，沖積砂質土層の RL20
が 0.15～0.35 である．図 4.34 を見ると，護岸の直下の一部を除いて B 層と As1 層が液状化
しており，兵庫県南部地震の港湾被害と同様に水平変位の主な原因は埋立土層と沖積砂質
地盤の液状化であると考えられる．このことから，護岸の改良に当たっては地盤改良を行
うことが効果的であると判断された．
当該事業区間の前面海域は良好な漁場であり，薬液注入工法やセメント系の混合処理工
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法では漁業関係者の理解が得られなかった．一方，サンドコンパクションパイル工法と低
スランプのモルタルを圧入する静的圧入締固め工法

17)

は，漁業関係者の理解を得ることが

できた．しかし，当該個所が第二種騒音規制区域であることからサンドコパクションパイ
ル工法は振動締め固めを伴わない工法に限定された．海上からの静的締固め砂杭工法（静
的 SCP 工法）と陸上からの静的圧入締固め工法の経済比較を行ったところ，海上からの静
的締固め砂杭工法が安価となったことから，海上から陸側に向かって施工できるところは
静的締固め砂杭工法で改良し，それよりも陸域部分は静的圧入締固め工法を採用すること
とした．改良地盤の諸元は既往の文献

19)

や技術マニュアル

20)

などから設定した．また，図

4.33 の護岸の背後では，公的企業や私企業が事業を営んでおり，これらの事業主の建屋が
存在する．このため，護岸背後の改良範囲は護岸直下までに限定された．このことから，
地盤改良範囲を海側へ延長させながら，動的変形解析を行って地盤改良範囲を決定するこ
ととした．本護岸の幅は約 0.75m であり，護岸幅と同じ幅で嵩上げすることを想定すると，
護岸天端幅は 0.75m となる．したがって，これまでに提案した照査基準を適用すると，許
容される護岸の水平変位量は 2 倍の 1.5m となる．これは図 4.17 から考えられる護岸の変形
量の上限にも一致する．このことから，
設計上の目標水平変位量を一先ず 1.5ｍと設定した．
護岸の傾斜角の照査基準は 8°とした．繰り返し実施した動的変形解析の結果，一先ずの照
査基準を下回る地盤改良幅は，図 4.35 に示すとおりの 31.7m となった．（後の(4)で設定す
る嵩上げも図 4.35 には，記載している．）

図 4.35 ②工区護岸の改良断面の一例
(3)

地盤改良効果の確認

所定の地盤改良を実施の後，改良体の品質確認のためのチェックボーリングを行った．
当該断面のチェックボーリングでは，標準貫入試験と繰返し三軸圧縮試験（液状化試験）
を実施している．その結果，設計時の想定をやや下回っている層があった．設計時の想定
地盤改良強度を下回った要因としては，設計時に用いたボーリングでは把握することがで
きなかった細粒分 60%程度の土層を狭在していた箇所があったこと，海底面に近い土層で
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は土被り圧が小さいために改良効果が表れにくかったことの 2 点が考えられた．このこと
から，再度，チェックボーリングの結果も踏まえて改良地盤の諸元を設定し，護岸の動的
変形解析を行った．その結果を図 4.36 に示す．
図 4.36 を見ると，既存護岸よりも液状化しない範囲が広がっており，水平変位も 2.38m
から 1.61m に抑制されている．一先ず定めた水平変位に対する照査基準の 1.5m よりも大き
いものの，図 4.17 の適用限界と思われる 2m は下回っている．護岸の傾きも 2.5°と照査基
準と比較して小さく，変形モードも水平方向の移動が卓越しており，滑りが生じているよ
うには見えない．

図 4.36 護岸の地盤改良断面の動的変形解析結果
これらを総合的に判断して，護岸の水平変位は 1.5m 程度であり，照査基準を満足してい
ると判断した．ただし，護岸の水平変位がもっと大きい場合，変形モードにすべり破壊の
ようなモードが現れた場合は追加の地盤改良などを行う必要が生じるものと考えられる．
(4)

護岸本体の設計

これまでの地盤改良の結果を受けて，護岸本体の設計を行った．改良護岸に対し初期地
盤沈降量 0.7m，護岸の動的変形解析結果による護岸の鉛直変位 0.01m，地盤改良してはい
るものの安全側を考慮して液状化に伴う排水沈下量 0.7m を加えると，護岸は地震前の状態
から 1.41m 沈下することが想定される．これを，表 3.3 の設計津波高さと比較すると不足す
る護岸の天端高さは 0.905m となる．このことから，護岸の天端を 5.3m に嵩上げすること
とした．護岸の嵩上げ天端幅は，想定される護岸の水平変位が 1.61m であることから約 1/2
の 0.85mに増厚することすることとした．設計した嵩上げ断面図も図 4.35 に記載している．
図 4.35 の護岸本体に対して津波の波力を作用させて護岸の安定計算を行った．この安定
計算は，港湾の施設の技術上の基準・同解説に示された方法に準じて行っている．このと
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き，海岸保全施設の技術上の基準・同解説に示された浸透流に関する照査も行った．これ
らの結果を表 4.4 に示す．表 4.4 より，改良護岸が津波の作用に対して安定しており，護岸
の改良断面が設計できたことがわかる．以上が図 4.35 に示した断面の基本設計の概要であ
る．現地の施工に当っては，背後構造物への地盤改良の影響を軽減するための仮設矢板の
施工や現場の条件に配慮した嵩上げ形状の変更などが行われたため，必ずしも図 4.35 に示
したとおりの断面となっていないことを付記しておく．
表4.4 津波に対する護岸の安定性照査結果

支持力
浸透力
(5)

滑動
転倒
偏心傾斜荷重対する耐力作用比
ボイリングに対する安全率

2.51
3.33
10.83
2.14

目地開きに対する照査

本研究で示した照査基準は，設計地震に対する護岸の変形をある程度許容するものであ
る．護岸断面方向への変位により，図 4.6 において示したように，延長の長い施設であって
は施設の海側への隅角部を除く中ほどの区間にあっても目地開きが発生する．したがって，
本研究のような護岸の水平変位をある程度許容する照査基準にあっては，目地開きからの
浸水に対しての確認を行って，必要とあれば止水防止策を講じるのが適切であると考えら
れる．このことから，目地開きからどの程度の浸水が発生するか，あるいは，目地開きに
対する構造的な対処が必要か否かを検討するために，目地開きからの流入水量に対する検
討を行った．
式 4.1 より，この護岸の最大水平変位 1.61m に対する平均的な法線の回転角度は 0.603°
となる．次いで，図 4.35 の嵩上げ断面において施設前端部より護岸前面の津波の防護ライ
ンまでの距離は図 4.35 中に示したとおり 1.6m となる．後端からの距離は 1.3m となる．施
設前面からの 1.6m に対して，式 4.2 を用いて目地開き量を計算すると，17.89mm となる．
したがって，この護岸では 18mm の目地開きが発生する可能性がある．
これを受けて，図 3.10(a)の設計津波に対して，18mm の目地開きが生じた場合の流量を
水山ら

22)

のスリット堰の公式より計算した．ここで，水山らはスリットの幅が小さくなっ

た場合に流量係数が 0.4 程度まで小さくなることを指摘している
24)

22)

が，酒谷ら

23)

や塚本ら

の研究結果を受けて流量係数は 0.5 としている．その結果を図 4.37 に示す．1 目地 1 秒間

当りの流入量は 0.065m3 となった．仮に函塊の目地間隔を 5m とした場合，護岸延長 1m 当
りの流入量は 0.0125m3/m/sec となる．これは港湾の施設の技術上の基準にある
「背後に人家，
公共施設等が密集しており，特に越波・しぶき等の進入により重大な被害が予想される地
区」
の許容越波流量 0.01m3/m/sec 程度を超えているが，
「その他の重要な地区」
の 0.02m3/m/sec
程度よりも小さい．さらに図 4.37 から，津波 1 波当たりの浸水時間は 20 分程度であること
がわかる．これは，台風などの波浪による越波の継続時間よりも小さいものと考えられる．
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これらのことから，目地開きからの津波の浸水があったとしても，大きな被害には至らな
いものと考えられる．

図 4.37 設計津波に対する目地 1 箇所当りの浸水流量

4.7 まとめ
第 4 章では，発生頻度の高い津波に対する海岸護岸の改良事業を対象として，1995 年兵
庫県南部地震の港湾被害を分析し，長い延長を持つ海岸護岸の中間部分を対象として津波
に先行する設計地震の照査基準について考察した．その結果をまとめると次のとおりであ
る．
1995 年兵庫県南部地震の港湾施設被害を分析したところ，ケーソンの目地をまた
がるコンクリート舗装は，ケーソンの目地ずれや傾きを軽減していた可能性が高
いことがわかった．ただ，その効果を定量的に把握するにはいたらなかったため，
現状では安全代として設計には考慮しないことが適切であると考えられる．
1995 年兵庫県南部地震のコンクリート重力式の護岸や岸壁の被害を調査したとこ
ろ，隅角部における変位の抑制効果を受けない箇所については，施設の最大水平
変位量と函塊の最大目地ずれ量の関係は概ね 2:1 であることがわかった．これを踏
まえて，コンクリート重力式の海岸護岸の設計地震に対する残留変形量を護岸天
端幅の 2 倍とする照査基準を提案した．ただし，護岸の変形モードが倒壊やすべ
り破壊を起こすようなものにならないことを確認するとともに，護岸の最大水平
変位は 1.5m 程度に抑えておくことが望ましい．
海岸護岸の表法勾配に関する性能照査として，設計地震作用後の捨石マウンドの
傾斜角を照査する方法を提案した．
護岸の傾きに対する照査基準としては，港湾施設の被害程度 II に対応した 8°を
照査基準とすることが考えられる．
延長の長いコンクリート重力式の護岸の中間部分について，護岸の函塊の水平方
向の回転に伴う目地開き量を推定する手法を提案した．
提案した照査基準に基づく海岸護岸の改良設計のフロー図を示した．
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実施中の海岸保全施設の整備事業を対象に考察した照査基準に基づく改良断面を
設計し，その事例を示した．
ただし，本研究で提案した照査基準などは，1995 年兵庫県南部地震の施設延長が 100m
以上の根入れの無いコンクリート重力式の港湾施設の被災事例をもとに提案したものであ
る．また，水平変位が極端に抑制されるような隅角端に対しての適用性は十分ではないと
考えられる．本研究によって重力式海岸護岸の最大水平変位の限界値を従来よりも幾らか
大きく設定することができると考えられるが，残留水平変位は護岸の動的変形解析によっ
て求められることから，如何に妥当な動的変形解析を行うかが従来にも増して重要になる
ものと考えられる．本研究の成果を海岸護岸に対して適用する場合には，これらの点に注
意が必要である．
本研究では，海側に張り出した隅角端部の目地ずれ・目地開きに対しては具体的な照査
基準を提案するに至らなかった．この点は今後の課題であると考えられる．また，目地開
きからの浸水に対しても具体的な浸水防止構造を提案するに至らなかった．この点も今後
の課題である．
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第5章

櫛形鋼矢板壁に作用する曲げモーメントの解析に関する研究

5.1 はじめに
第 4 章では，重力式の海岸護岸を題材にして，設計津波に先行する地震動によって生じ
る目地ずれによって実質的な施設天端の高さが下がってしまうことを明らかにした．加え
て，1995 年兵庫県南部地震での施設の最大水平変位と目地ずれ量などの関係を明らかにし，
実質的な施設天端の低下を招かない施設の最大水平変位に対する照査基準を提案した．さ
らに，目地ずれに伴って生じる目地開きによる津波の浸水量を概略評価する方法を提案し
た．そして，実際の事業において，施設の表法勾配を維持するために地盤改良を行った設
計例と施設の最大水平変位を抑えるために地盤改良を行った設計例を示した．
ここで，第 4 章の考え方をもう少し進めてみることとする．撫養港直轄海岸保全施設整
備事業の目的は，「海岸を整備することによって，高潮や地震津波が発生しても当該海岸
背後地域の生活，経済活動に多大な支障を生じさせない．」ということである．第 4 章で
示した照査基準は，施設の最大水平変位とブロック間の目地ずれ量等の関係をもとに考え
られている．この考え方をもっと進めると，目地ずれ量の小さい構造であるならば，もっ
と大きな施設の最大水平変位を照査基準とすることができると考えられる．更に進んで，
目地ずれおよび目地開きの生じない構造であれば，津波に先行する地震に対して天端高さ
を確保でき，津波の作用に対して安定な構造であれば，水平変位は照査基準に規定する必
要すらないかもしれない．施設の最大水平変位を照査基準としないのであれば，地盤改良
幅は第 4 章で示した設計例よりも小さくなる可能性が高い，それどころか，地盤改良を行
わない選択肢も生まれる可能性がある．
このような考え方によって発案・研究されたのが，中澤ら 1)の示した鋼矢板による対策概
念である．中澤ら 1)は，海岸保全施設の技術上の基準・同解説 2)に性能設計が導入されたこ
とを踏まえ，護岸堤防の要求性能として，次の①～③の 3 点を整理した上で，図 5.1 に示す
鋼矢板を用いた津波対策工法を提案している．
① 要求性能として，地震動作用時に所要の堤体高が確保され，かつ構造の安定性および面
的防護が確保可能である．
② 施工条件として，狭隘な施工スペースでの施工，近接施工が可能である．
③ 津波襲来時に津波の侵入を妨げることが可能であり，かつ構造の安定性が確保される．
この工法は，堤防・護岸の背後地盤に施工した鋼矢板壁の面的防護作用によって，背後
への津波の侵入を防ぐことを最終目標としている．このとき，液状化層全層を対象に鋼矢
板を打設するのではなく，非液状化層まで打設した長い鋼矢板と連続した壁を成す短い鋼
矢板を組み合わせることで，背後からの土圧を受け流すとともに，施工期間の短縮とコス
トの縮減を図っている．この櫛形鋼矢板壁工法が実用化できれば，津波に対する海岸保全
施設の整備がより進捗するものと考えられる．また，この工法は地盤改良を行えない海岸
護岸に対しても有効であると考えられる．これらのことから，この工法の実用化に向けた
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研究を行うことは，第 1 章の図 1.7 に示した南海トラフ地震防災対策推進地域の海岸護岸整
備を早期に進めるために，意義のあることと考えられる．このことから，第 5 章以後にお
いては，この工法を実用化するために実施した研究について述べる．
この工法は，矢板壁を正面から見た場合，あたかも平櫛のような形状に見える．このこ
とから，論文 1)には記載されていないが，中澤らはこの工法を櫛状鋼矢板工法，あるいは，
櫛形鋼矢板工法と呼んでいた．櫛状あるいは櫛形となるのは長短の鋼矢板を組み合わせた
矢板壁である．また，本研究の実施中には「櫛形という新しい矢板ができたのですか？」
「櫛形とはどんな矢板ですか？」といった内容の問い合わせもいただいた．このことから，
あたかも「U 形」や「ハット形」と同じように「櫛形」という断面形状の鋼矢板が開発され
たという誤解を与えたものと思われた．誤解を避けるため，本論文においてはこの工法が
櫛形の矢板壁を構成することより櫛形鋼矢板壁工法と称することとする．加えて，本論文
においては，壁の部分の矢板を壁部，支持矢板の部分を櫛部と呼ぶこととする．中澤ら

1)

は，水中振動台を用いて，櫛形鋼矢板壁を海岸護岸に適用した場合の模型振動実験を行い，
その有効性を確認した．また，ひずみ空間における多重せん断バネモデル

3)

（解析コード

FLIP ROSE 2D）を用いた解析を行い，FLIP ROSE 2D を用いることによって櫛形鋼矢板壁の
水平変位分布を数値計算で再現することに成功している．しかしながら，矢板に発生する
曲げモーメントに関する記載はなく，直ちに櫛形鋼矢板壁構造の設計や作用応力の照査を
行えるまでには至っていない．したがって，まず，櫛形鋼矢板壁を設計できるようにする

a) 対策無しの場合

液状化して護岸が崩れ，津波が侵入する可能性がある
想定津波高

地震前
地震後

b) 対策を施した場合

液状化して護岸が少々崩れるが，津波の侵入を防止する
想定津波高

対策矢板

支持矢板
地震後
地震時に変形するが，

図 5.1 鋼矢板による対策概念
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ためには，矢板に発生する曲げモーメントを推定し，応力照査を行えるようにすることが
課題であると考えられる．
そこで第 5 章では，櫛形鋼矢板壁工法の設計法を開発することを目的として，以下の研
究結果を述べる．第 2 節では，中澤ら 1)の模型振動実験に対して，FLIP ROSE 2D を用いて
応力照査を行った結果とその課題を述べる．第 3 節では，課題解決のために実施した動的
遠心模型実験について述べる．第4節では動的遠心模型実験に対するモーメントの解析結果
を述べる．第5節では，第2節と第4節の研究結果を総合して，櫛形鋼矢板壁に発生するモー
メントを推定するための地盤と矢板との境界条件を明らかにし，本章のまとめを述べる．

5.2.

櫛形鋼矢板壁の振動台模型実験の解析

5.2.1 実験ケースおよび解析条件
櫛形鋼矢板壁の断面の設計法開発を目的として，構造物の断面内に発生する応力に着目
して，中澤ら 1)の振動台模型実験に対する解析を実施した．解析ケースは，当該工法の適用
が考えられている護岸に東南海・南海地震で想定される設計地震波を振動台の入力波とし
て与えた実験ケース（中澤らの論文 1)で模擬波と記載されているもの）から選定した．
表 5.1 に模型振動実験の解析ケースを示す．解析には，有効応力解析コード FLIP ROSE 2D
（ver.7.1.22）を使用した．
図 5.2 に，解析に用いた解析メッシュを示す．解析メッシュは中澤らが用いたメッシュと
同様である．
図 5.3 に，解析に用いた実験土槽の境界条件を示す．実験土槽の両端は鉛直ローラ，底面
は固定境界でモデル化した．矢板下端の節点と同位置のマルチスプリング要素の節点は同
一とした．ただし，矢板と模型地盤の境界条件に関しては本章 5.2.3 で述べるようにケース
スタディを行なって検討した．動的解析計算時の時間ステップは，実物の時間で 1/400 秒と
設定した．中澤らの行った実験の模型の縮尺比 λ は 30（実物スケール/模型スケール）であ
る．これに，Iai4)の相似則を適用すると，時間に関しては λ0.75=300.75=12.82 となる．このこ
とから，計算時の時間ステップは 0.0025÷12.82=0.00019 秒とした．
表5.1 模型振動実験の解析ケース
実験ケース

対策内容

対策矢板(壁部)の
長さ(mm)

目標加振条件

Case1-1

無対策 図5.2(a)参照

－

模擬波200Gal

Case2-1

鋼矢板対策 図5.2(b)参照

333

模擬波200Gal

Case3-1

鋼矢板対策

500

模擬波200Gal
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(a) Csse1-1 解析メッシュ

(b) Csse2-1 解析メッシュ
図 5.2 解析メッシュ図（単位: m）

図 5.3 土槽境界条件
5.2.2 地盤パラメータ
地盤モデルにはマルチスプリング要素を用い，模型地盤の Fs 層と As 層を別々に設定し
た．地盤の密度，間隙率は模型製作時に計測された地盤材料の投入体積と投入重量の実績
値から求めた．模型地盤のせん断弾性係数は，振動実験前に行ったパルス加振におけるせ
ん断波速度から算定した．中澤らの解析 1)では，液状化パラメータを 1 セットの液状化試験
結果から定め，Fs 層と As 層を同一層と仮定している．中澤らの論文 1)の解析結果を詳しく
見ると，実験では模擬波に対する As 層の下の方における過剰間隙水圧比が 0.2～0.4 程度で
あるのに対し，解析結果は As 層の下部まで完全に液状化する結果となっている．これに対
して，中澤ら 1)は「要素レベルの液状化特性について，検討の余地がある可能性を残してい
る」としている．また，「模型地盤に現地発生土を用いたため，模型地盤の均一性にやや
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難点はある」ことも指摘している．一方で，「均一性についてはやや難があるが，模型全
体の密度管理については再現性が確保されていると考えられる」と評価している．そこで，
中澤らの用いた液状化試験結果を見てみると RL20 が 0.154 であった．これに対し，当該工法
の使用が検討されている事業箇所の地盤（中澤らが用いた現地発生土を採取した土層）の
液状化強度 RL20 を平均すると 0.2 程度であった．これらのことから，中澤らが液状化パラメ
ータの設定に用いた液状化試験の結果は土層全体を代表していない可能性があると考えら
れた．本節の解析では，「模型全体の密度管理には再現性が確保されている」との評価に
則り，液状化パラメータの設定に当たって模型地盤を平均的に評価する方法を採用した．
まず，実験土層を作成した際の相対密度からマイヤホフの提案式 5)を用いて換算 N 値を求
めた．次に，換算 N 値と土層の細粒分含有率から液状化抵抗曲線を推定し，その液状化抵
抗曲線に対して要素シミュレーションを行ってマルチスプリングモデル要素の液状化パラ
メータを設定した．この手順は，設計実務において N 値から液状化パラメータを設定する
ことに相当する．
図 5.4 に，中澤らの論文 1)の Case1 の相対密度から求めた液状化強度と液状化パラメータ
の要素シミュレーション結果を示す．図 5.4(a)が Fs 層の要素シミュレーション結果，図
5.4(b)が As 層の要素シミュレーション結果である．図中の黒色の点で示した目標の液状化
強度に対して，液状化パラメータを試行錯誤的に変化させ，赤丸の液状化強度曲線を得た．
設定した液状化パラメータは目標の液状化強度を良く表していることがわかる．

(a) Fs 層

(b) As 層

図 5.4 Case1 の液状化パラメータの要素シミュレーション結果
図 5.5 に，Case1-1 の過剰間隙水圧比の解析結果を示す．解析結果（赤色線）は，過剰間
隙水圧比の上昇度合い，上昇するタイミングとも実験結果（青色線）と概ね一致している．
PW1-32，PW1-42 では，やや一致度が良くない傾向が見える．実際の設計においては，実験
に対する再現解析とは違って間隙水圧を合わせこむことはできない．本研究の一つの視点
は，実務に即したパラメータの決め方をしたときに間隙水圧と櫛形鋼矢板壁の曲げモーメ
ントがどれほど実験結果と一致するのか，という点にある．いま一つの視点は，そうして
求めた櫛形鋼矢板壁の曲げモーメントが設計照査に使用できるか否かにある．これらを考
え合わせると，実験土層作製時の相対密度から液状化パラメータを求める手法は本解析に
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おいても使用可能であると考える．

図5.5 Case1-1のシミュレーション結果（過剰間隙水圧比の経時変化）
5.2.3 曲げモーメントの解析
表 5.2 に模型矢板の諸元を示す．中澤ら 1)は鋼矢板 IVw 型を想定し，Iai の相似則 4)に基づ
き曲げ剛性が 1/λ0.45=1/300.45=1/4.62 を概ね満足するような模型矢板とした．
矢板式岸壁の地震による被災事例の解析に関しては，前面（海側）はジョイント要素と
し背面は矢板と地盤の同一座標の節点の水平方向変位を同一とする拘束条件（MPC 拘束）
とすることが一般的である 6)．一方で，上田ら 7)は，自立式矢板護岸について遠心模型実験
と数値解析を行い，受働側の矢板・土要素間のモデル化に関してジョイント要素を導入し
摩擦を考慮した場合が実験結果との整合性が良いことを指摘している．しかしながら，櫛
形鋼矢板壁に対して適切な境界条件は不明である．このため，地盤と矢板の境界条件につ
いては，表 5.3 に示す設定で検討を行った．
表 5.2 模型矢板の諸元

材質

厚さ
(mm)

ヤング率
E (kN/m2)

鋼板

3.2

2.0×108

断面二次
モーメント
I (m4/m)
2.73×10-9

100

軸剛性
EA (kN/m)

曲げ剛性
EI (kNm2/m)

6.59×105

5.62×10-1
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表 5.3 地盤と鋼矢板の境界条件
壁部（対策矢板）

設
定

矢板背面
MPC

A

X方向
拘束

B

X方向
拘束

Y方向
拘束
MPC
Y方向
自由
MPC

C

D

E

X方向
Y方向
拘束
自由
ジョイント要素
直角方向抵抗 接線方向抵抗
あり
なし
ジョイント要素
直角方向抵抗 接線方向抵抗
あり
なし

矢板前面
ジョイント要素
直角方向抵抗
接線方向抵抗
あり
あり
MPC
X方向
Y方向
拘束
自由
ジョイント要素
直角方向抵抗
接線方向抵抗
あり
なし
ジョイント要素
直角方向抵抗
接線方向抵抗
あり
なし
ジョイント要素
直角方向抵抗
接線方向抵抗
あり
なし

櫛部
(支持矢板)

壁部と
同じ

杭-地盤
相互バネ
要素

表 5.3 の設定 E 櫛部の杭－地盤間相互作用バネ要素 8)は，2 次元有効応力解析において杭
と地盤を非線形バネで結ぶ方法として導入されたものである．櫛形鋼矢板壁の櫛部は矢板
壁というよりも杭に近いとする考え方もあり，櫛部のすり抜けを評価できる可能性がある
ことから比較検討の対象とした．

101

第 5 章 櫛形鋼矢板壁に作用する曲げモーメントの解析に関する研究

図 5.6 に Case2-1 の解析結果を，図 5.7 に Case3-1 の解析結果をそれぞれ示す．両図とも，
(a)が護岸の鉛直・水平変位，(b) (c)が鋼矢板に発生する最大・最小曲げモーメントの解析結
果である．曲げモーメントは矢板が海側に凸となるモーメントを正としている．

(a) 護岸の鉛直・水平変位

(a) 護岸の鉛直・水平変位

(b) 曲げモーメント（設定 A，設定 B）

(b) 曲げモーメント（設定 A，設定 B）

(c)曲げモーメント（設定 C，設定 D，設定 E）(c)曲げモーメント（設定 C，設定 D，設定 E）
図 5.6 Case2-1 の解析結果

図 5.7 Case3-1 の解析結果

図 5.6 より，(a)の護岸の鉛直変位については設定 A，B が，水平変位については設定 C，
D が良く一致している．一方，(b)および(c)の矢板の最大・最小曲げモーメントのうち，最
大曲げモーメントについては，設定 A と E が概ね近い値となっているが，最大曲げモーメ
ントの発生位置が実験値よりも下方にあること，櫛部の上部で最大曲げモーメントの二つ
目のピークが表れていることに実験値との違いがある．
図 5.6(b)(c)の最小モーメントに関しては，設定 C，D が実験値に近く，次に設定 E が近
い．ただ，設定 C，D では，最小モーメントの発生位置が実験値と比較して下がった位置と
なっている．図 5.7 の Case3-1 では，護岸の鉛直変位の一致度は良くない．水平変位は設定
C ,D が良い一致を見せている．最大曲げモーメントについては，設定 B，E が比較的実験値
に近い計算結果となっており，次いで設定 E が近い．
図 5.6 および図 5.7 から最大・最小曲げモーメントの分布を解析値同士で比較すると，設
定 C と設定 D，設定 B と設定 E が各々似た傾向にある．
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表 5.4 に，曲げモーメントの計算結果の一覧表を示す．表中，曲げモーメントの解析値と
実験値の比が 0.5~2.0 の範囲に入っている（比較的良く一致していると考えられる）ところ
を網掛け表示としている．表 5.4 から設定 B と C が良いことがわかる．次に設定 C，D が
続き，設定 A が最も評価が低い．設定 A は，最大曲げモーメントは過大，最小曲げモーメ
ントの絶対値は過小である．これらから，設定 A は他の 4 つと比較して一致度が低いこと
がわかる．しかし，図 5.6，図 5.7 および表 5.4 だけからでは一概に設定 B～E の優位性は
はっきりしない．そこで，ポイントとなる時間断面での比較を行ってみる．
表 5.4 曲げモーメントの解析結果
曲げモーメント
境界条件
実験値
設定A

設定B
設定C

設定D
設定E

Case2-1
最小

Case3-1

最大

最小

最大

ア

-7.78

11.87

-4.67

14.16

イ

-2.00

17.93

-1.98

40.61

イ÷ア

0.26

1.51

0.42

2.87

ウ

-4.90

6.80

-3.17

17.72

ウ÷ア

0.63

0.57

0.68

1.25

-11.63

9.86

-13.05

28.03

1.49

0.83

2.79

1.98

-13.81

9.96

-12.44

27.32

オ÷ア

1.78

0.84

2.66

1.93

カ

-4.56

16.12

-2.75

15.94

カ÷ア

0.59

1.36

0.58

1.13

エ
エ÷ア
オ

図 5.8 に，図 5.6(b)(c)に図示する上から 2 番目（壁部）GA-2，3 番目（壁部）GA-3，6
番目（櫛部）GA-6 のひずみゲージ位置での曲げモーメントの時刻歴を示す．
図 5.8 を見ると，壁部では 10 秒を過ぎた辺りから壁部に正の曲げモーメントが発生しは
じめ，
11 秒まで急激に大きくなり，
11 秒以降はそれほど大きくならないことが読み取れた．
一方，櫛部は 11 秒過ぎから僅かに負の曲げモーメントが発生し，少しずつ絶対値が大きく
なるように見える．そこで，図 5.8 に示した時間で実験及び解析の曲げモーメント分布を描
いた．その結果を図 5.9 に示す．
中澤らの実験結果 1)を見てみると，護岸の背後では 10 秒から急激に過剰間隙水圧比が上
昇し，11 秒では概ね 0.9 に達している．これを踏まえて図 5.9 の実験値を見てみると，(b)
の 9.791 秒まで壁部上部に発生している曲げモーメントは地震動の作用によるものと考え
られる．(c)の 10.496 秒で壁部で生じている正の曲げモーメントが液状化の影響であると考
えられる．(e)11.949 秒は(d)10.939 秒のモーメント分布とあまり変わらない．その後，(f)の
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16.382 秒では，壁部の最上部では負の曲げモーメントが発生している．解析値同士を比較
すると，地盤と矢板の境界条件の違いで曲げモーメントの発生時間や分布が異なることが
わかる．地盤の液状化による曲げモーメントの発生時期は，設定 E が最も早く，設定 A は
最も遅い．最大モーメントの発生位置は，設定 C と D が最も深く，設定 E，B，A の順に浅
くなる．設定 C と D では(c)10.496 秒から(f)16.382 秒で壁部に負の曲げモーメントが発生す
るが，設定 A と E では発生しない．曲げモーメントの分布を実験値と比較してみると，
(d)10.939 秒では，比較的実験値と一致しているが，そのほかの時間帯ではあまり一致して
いない．実験値と比較的近い傾向であるのは，(c)10.496 秒までは設定 C と D，(d)10.939 秒
以降は設定 A と E である．最大・最小曲げモーメントの分布では，設定 C と D の一致度が
高かったが，代表的な時間での分布を見ると，設定 E と A が実験値に近い傾向がある．

図5.8 Case2-1の曲げモーメントの時刻歴

図5.9 Case2-1の曲げモーメントの時間断面

104

第 5 章 櫛形鋼矢板壁に作用する曲げモーメントの解析に関する研究

次に Case3-1 についても同様の比較を行う．図 5.10 に Case3-1 の矢板の曲げモーメント
時刻歴を，図 5.11 に Case3-1 の曲げモーメントの時間断面を示す．
Case3-1 の実験値についても，Case2-1 と同様の傾向が見られる．(c)11.529 秒で液状化の
影響で壁部に正の曲げモーメントが発生し，(f)17.951 秒でも分布形は大きく変わらず，壁部
の上端の負の曲げモーメントは Case2-1 に比べて小さい．解析値の傾向も Case2-1 とよく似
ている．設定 E が最も早く壁部に正の曲げモーメントが発生し，次に設定 C と D で壁部に
正の曲げモーメントが発生する．12 秒前後で，設定 C と D の壁部で負の曲げモーメントが
発生しているが，設定 A では負の曲げモーメントが発生していなのも Case2-1 と同様であ
る．ただし，設定 A の壁部の正の曲げモーメントは実験値の 3 倍以上大きくなっている．
全体的な傾向では，時間毎のモーメント分布が良く一致しているものは見当たらないが，
設定 E が比較的実験値に近い傾向であると言える．最大・最小曲げモーメントでも設定 E
が実験値に近い．

図5.10 Case3-1の曲げモーメントの時刻歴

図5.11 Case3-1の曲げモーメントの時間断面

105

第 5 章 櫛形鋼矢板壁に作用する曲げモーメントの解析に関する研究

5.2.4 振動台模型実験に対する解析のまとめ
振動台模型実験の解析においては，櫛形鋼矢板壁と地盤の境界条件によって，解析結果
に差異が生じた．液状化による曲げモーメントの発生時間帯も分布形も境界条件の設定で
異なる結果となった．液状化による曲げモーメントの発生時間と時間断面での曲げモーメ
ント分布を十分に表現している解析結果は無く，あえて選ぶなら，壁部の両側をジョイン
ト要素で櫛部を杭地盤相互バネで接続した設定 E が最も実験結果に近い結果となった．し
かし，最小曲げモーメントの絶対値はやや小さい傾向にあった．解析時間全体を見通して
最大・最小曲げモーメントで評価するならば，設定 C，D，B も検討する価値はあると思わ
れる．設定 A は，Case2-1 の壁部の正の曲げモーメントは比較的良く計算できたものの
Case3-1 ではかなり大きな解析結果となった．表 5.4 の評価も低い．このため，設定 A は除
外して良いと考えられる．
本章の結果だけからは，最も良い境界条件を定めるのは難しく，引き続き，第 3 節の動
的遠心模型実験の結果を踏まえて，第 4 節で再度の比較検討を行う．

5.3 動的遠心模型実験
5.3.1 実験の基本条件
櫛形鋼矢板壁工法の適用が検討されている箇所における液状化地盤は，地表から 25m 程
度の深さまで存在している．そのような条件において櫛形鋼矢板壁が適用可能かどうかを
検証する必要があることを考えると，より現地の地盤の拘束圧により近い条件での実験が
必要であると考え，動的遠心模型実験を行うこととした．
使用した実験装置 9)の概要を表 5.5 に示す．この遠心載荷装置に振動台と実験用土槽を搭
載して 50g の遠心加速度場で実験を行った．模型地盤を飽和させるために用いた間隙流体
は，間隙流体の圧力伝播・消散を正しいスケールで再現するために，粘性を縮尺比倍（50
倍）にする必要がある．本動的遠心模型実験では，信越化学工業社製のメトローズを濃度
0.6～0.7%で水溶液とすることにより，50 cSt（=0.5 cm2/s）の粘性に調整した上で使用した．
表 5.5 遠心載荷装置の概要
項目
内容
9,650
回転腕直径（mm）
円形ピットの大きさ（mm）
直径10,400×高さ4,200
1,600×1,600
プラットホームの大きさ（mm）
113
最大遠心加速度（g）
163
最大中心軸回転数（rpm）
2,760
最大積載質量（kg）
300
最大質量×加速度 容量（t・g）
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表 5.6 に，実験に用いた相馬硅砂 5 号の物理試験結果を示す．50%通過粒径が 0.35mm の
均等な中砂であり，相対密度が 50%のときの内部摩擦角は 36.1°を示した．
表 5.6 相馬硅砂 5 号の物理試験結果
物性項目
土粒子密度
ρs（g/cm3）
最大間隙比
e max
最小間隙比
e min
60%通過粒径 D60 (mm)
50%通過粒径 D50 (mm)
20%通過粒径 D20 (mm)
10%通過粒径 D10 (mm)
均等係数
Uc
細粒分含有率 Fc (%)
透水係数

1.4×10-4
1.0×10-3

k (m/s)

物性値
2.65
1.115
0.71
0.37
0.35
0.26
0.25
1.5
0.3
(Creagerらの表18)より)
(Hazen式19)より)

図 5.12 に実験に使用した櫛形鋼矢板壁の模型を示す．櫛形鋼矢板壁の模型は，50g の遠
心場において自重で座屈しないこと，模型地盤製作時の模型矢板のゆがみを防ぐことを考
慮して厚さ 4mm のステンレス鋼板を用いた．

(a) 壁部の短い櫛形鋼矢板壁模型

(b) 壁部の長い櫛形鋼矢板壁模型

図 5.12 動的遠心模型実験の鋼矢板模型
表 5.7 に実物スケールに換算した模型矢板の諸元を示す．これは壁部についてみると概ね
φ500mm，t =9mm の鋼管矢板に相当する．櫛形鋼矢板壁は鋼矢板での施工を前提に考案さ
れたものであるが，矢板壁の断面は津波の作用にも安全であるように設計される．作用す
る津波の大きさによっては鋼管矢板の使用も想定されることから，使用が想定されうる断
面の範囲内であると考える．
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表 5.7 模型矢板の諸元（実物換算）
材質

厚さ(m)

ヤング率
E (kN/m2)

部位

SUS304

0.2

1.97E+08

壁部
櫛部

断面二次モーメント
I(m4/m)
6.67×10-4
2.88×10-4

曲げ剛性
EI(kNm2/m)
1.31×10+5
0.56×10+5

5.3.2 実験ケース及び実験条件
表 5.8 に，動的遠心模型実験の実験ケースを示す．実験は，矢板を入れない CASE 1，壁
部の短い CASE 2（図 5.12(a)），壁部の長い CASE 3（図 5.12(b)）を実施した．模型地盤は，
相馬硅砂 5 号を用いて空中落下法で作成した．相対密度は，支持層，液状化対策層が相対
密度 90%，液状化層は相対密度 50%を目標に作成した．相対密度は砂の落下高さを変える
ことで制御した．
表 5.9 に，模型地盤作成時の砂の質量から求めた実験地盤の相対密度を示す．液状化層の
相対密度は 48.9%～52.8%，3 ケースの平均値は 50.8%であり，模型地盤作成時の相対密度
のばらつきは小さい．
表 5.8 動的遠心模型実験の実験ケース
実験ケース

対策内容

壁部の長さ(mm)

CASE1

無対策

CASE2

櫛形鋼矢板壁 図5.12(a)

85

CASE3

櫛形鋼矢板壁 図5.12(b)

185

矢板なし

表 5.9 実験値盤の相対密度
ケース

液状化層

支持層

CASE1

50.7%

94.0%

CASE2

48.9%

86.1%

CASE3

52.8%

92.7%
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図 5.13 に，CASE 3 の実験断面を示す．計測器配置は CASE 1 および CASE 2 ともほぼ同
じである．ただし，CASE 1 には櫛形鋼矢板壁を設置してないため，矢板壁の変位計測用の
LVDT 4 も設置していない．

図 5.13 動的遠心模型実験の実験断面（CASE3）
5.3.3 実験手順
模型地盤作成後，遠心加速度 50g まで載荷，地盤を圧密する． 次に， 岡村，来山

10)

の

提案した飽和模型地盤の作製方法を参考に，遠心力場で粘性流体を土槽底面から模型地盤
へ通水した． 粘性流体には動粘度を約 50cSt（水の 50 倍）に調整したものを使用した．ま
た，通水に要した時間は 40 分程度である．通水完了後，振動台により段階加振を実施した．
表 5.10 に加振の段階を示す．
表 5.10 動的遠心模型実験の加振段階
加振回数
1回目
2回目

振幅倍率
0.1
0.8

3回目

2.0

図 5.14 に，実験において振動台の入力波として使用した地震波を示す．これは，第 3 章
で示した設計地震波であり，中澤らの実験 1)において振動台の入力波として用いた模擬波と
同じものである．ただし，時間軸を 1/50 に圧縮して加振した．なお，使用した振動台の特
性によって，実際に加えられる地震動は，必ずしも同一の波形とはなっていない．予備実
験などにより，図 5.14 の波形を 0.8 倍した信号を入力すると，土槽下端に設置した加速度
計の値が図 5.14 とほぼ同等の最大加速度になることがわかった．このため，入力波の振幅
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倍率を 0.8 倍とした．また，護岸等の破壊の状況を確認するため，増幅倍率 2 倍までの加振
段階を設定した．この加振段階を踏まえて，動的遠心模型実験のケースを示す際には，表
5.8 の CASE と表 5.10 の加振段階を組み合わせて，例えば CASE1 の 2 回目加振であれば
CASE1-s2 という表記とする．

図 5.14 動的遠心模型実験における振動台の入力波
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5.3.4 実験結果
図 5.15 に，各 CASE の 2 回目加振で計測された振動台の加速度を示す．また，図 5.15
には，ケーソン式岸壁の被災量と良い相関があると言われている速度の PSI 値

11)

を併せて

示した．図 5.15 の波形は，図 5.14 に示した波形とは若干異なっているが，最大・最小加速
度は 200Gal 前後でほぼ同じである．速度の PSI 値は，CASE1-s2 と CASE-2-s2 がほぼ同じ，
CASE3-s2 が CASE1-s2 と比較して 16%程度大きくなっている．波形も CASE1-s2 と CASE2-s2
がほぼ同じであるが，CASE3-s2 が最初の 55～60 秒付近の加速度振幅が大きくなっている
ところが異なっている．これらのことから，振動台に作用した加速度は，CASE1-s2 と
CASE2-s2 がほぼ同等であり，CASE3-s2 がやや大きかったものと考えられる．これらを勘
案すると，実験ケース毎の相対比較が可能であると考えられる．

(a)CASE1-s2 振動台加速度

(b)CASE2-s2 振動台加速度

(c) CASE3-s2 振動台加速度
図 5.15 振動台の加速度波形
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1～3 回目加振後の画像解析により求めた護岸の変形量を図 5.16 に示す．ここで，護岸は
水平変位量は海側へ向かう方向を正とし，沈下量は下方向を正としている．また，計測さ
れた変位量を 50 倍して，実物に相当するスケールで表示している．

(a) CASE1

(b) CASE2

(c) CASE3

図5.16 1～3回目加振後の護岸の変形量（実物に換算したもの）
（加振終了後の写真より計測）
図 5.17 には，2 回目加振前後の画像解析から求めた模型地盤の変位ベクトル図を示す．
ただし，変位ベクトルは拡大表示している．いずれのケースも地盤表面付近の変位ベクト
ルは海側への変位を示している．

(a) CASE1-s2
図5.17

(b) CASE2-s2

(c) CASE3-s2

映像解析より求めた地盤変位ベクトル

図 5.17 を見ると，地盤表面付近の変位ベクトルが地盤の下部の変位ベクトルよりも相当
に大きいことから，地盤表面は 2 回目加振の段階で液状化していたものと考えられる．ま
た，各々の写真の右上隅の白枠の中には，護岸付近を少し拡大した写真を貼り込んでいる．
若干，写真の解像度が低く分かりにくいが，CASE2- s2 と CASE3-s2 では，護岸のブロック
が地盤に潜り込んでいる状況が確認できる．
図 5.18 には，矢板のひずみより求めた矢板の変形図を示す．矢板の変形図も実験によっ
て求められた値を 50 倍して表示している．図 5.16 の CASE2 及び CASE3 の 2 回目～3 回目
の加振結果をみると，想定地震動の 0.8～2 倍の加振に対して護岸は 0.2～0.5m 沈下してお
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り，対象地震の 2 倍の加速度振幅を与えた CASE3-s3 では倒壊の傾向もうかがえる．一方，
図 5.18 の櫛形鋼矢板壁の水平変位は 0.15～0.38m 程度であって，天端の高さも確保されて
いる．櫛形鋼矢板壁が実際に使用される場合には，津波の作用や浸透水圧，鋼矢板の継ぎ
手部分の安全性などについても照査され，矢板の破損による津波の浸水は防止されるよう
な設計が成されるものと想定している．このことから，櫛形鋼矢板壁の天端高さが津波の
高さよりも高ければ，護岸が破損，倒壊しても櫛形鋼矢板壁によって，津波の侵入を防止
することができるものと考える．

(a) CASE2

(b) CASE3

図 5.18 1～3 回目加振時の矢板の変形量（実物換算）
以上のように，図 5.16，図 5.18 とも加振の 1 回目では護岸，矢板ともにほとんど変形し
ていない．そこで，2 回目加振を初期加振とみなし，以降は 2 回目加振に着目して実験結果
を考察する．
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図 5.19(a)に各ケース毎の最大加速度・最小加速度の分布を示す．白抜きの□を実線で結
んだものが最大加速度の分布，白抜きの□を破線で結んだものが最小加速度の分布である．
図 5.19(a)より，CASE1-s2 と CASE3-s2 の最大・最小加速度分布がほぼ同じであること，
CASE2-s2 の A2，A3 で加速度の絶対値がやや大きくなっているが，その他の測点では，ほ
ぼ同じような分布をしていることがわかる．
図 5.19(b)に，CASE1-s2 の A2，A3 加速度計の最大加速度が発生した付近の時刻歴を振動
台で計測された加速度とともに示す．A2，A3 の応答には，このようなピンノイズを含んで
いるため大きな値となっている．A2，A3 は実験を通じて同じセンサーを使用しており，他
のケースや加振レベルでも同様の応答が見られているため，異常値の可能性が高い．しか
しながら，A2，A3 を除いた点では最大・最小加速度の分布形状は類似しているため，実験
ケース毎の相対比較は可能であると考えられる．

(a) 2 回目加振における最大・最小加速度分布

(b) CASE1-s2 の A2,A3 加速度時刻歴
図 5.19 2 回目加振における最大・最小加速度分布

114

第 5 章 櫛形鋼矢板壁に作用する曲げモーメントの解析に関する研究

図 5.20 には最大過剰間隙水圧比の分布を示す．図中の●が水圧計の位置を示している．
白抜きの○が最大過剰間隙水圧比である．図 5.20 より，CASE1-s2 では護岸背後地盤の上層
（P1）と海底地盤の表層（P6）が液状化している．中層の P4 は 0.75 程度まで過剰間隙水圧
比が上昇しており，P4 より上層ではほぼ液状化したものと考えられる．P2，P5 では過剰間
隙水圧比が 0.5 程度まで上昇している．CASE2-s2 は間隙水圧の上昇度合いが小さい．前述
の図 5.17(b)を見ても，地盤の中層～下層部の変位ベクトルは，地盤表面付近よりも相当に
小さく，完全に液状化した地盤は表層だけであったと考えられる．このことから，液状化
の度合いは，CASE3-s2＞CASE1-s2＞CASE2-s2 の順位であると考えられる．ただし，
CASE3-s2 と CASE1-s2 の液状化の程度の差は小さい．加えられた地震波は，CASE1-s2 と
CASE2-s2 がほとんど同じであることから，CASE2-s2 では液状化が抑制された可能性があ
る．この原因についてはこの実験だけでは判然としない．しかし，中澤らの実験結果 1)でも
櫛形鋼矢板壁を設置したケースにおいて，間隙水圧の上昇が小さいケースが見られたこと
から，櫛形鋼矢板壁の設置が影響した可能性がある．これについて筆者らは，「矢板壁を
入れたことで地盤のせん断変形が抑制されたため」と考えている．少し入力波が大きい
CASE3-s2 で液状化したことから，その効果は決して大きくはないと思われる．加えて，第
3 章で示した撫養港海岸護岸では，護岸背後の相当な範囲に液状化の可能性のある地盤が広
がっている．背後地盤が広く液状化した場合，矢板壁背後だけ液状化が抑制されても，そ
の効果は限定的であると思われる．このため，鋼矢板の液状化抑制効果は考慮しない方が
良いと考えている．具体的に鋼矢板の液状化抑制効果のメカニズムや設計に当たって考慮
することが適切かどうかは今後の検討課題である．

図 5.20 2 回目加振における最大過剰間隙比の分布
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図 5.21 に，2 回目加振後の変位量を示す．図において，青色の棒グラフは変位計で得ら
れた最大の値を実物スケールに換算（50 倍）したものである．実験では，加振中に変位計
が外れて計測不能となったケース（CASE3-s2）があったため，護岸天端鉛直変位の青枠白
色の棒グラフは，変位計が外れたケースにおける変位計が外れる直前の値を示している．
護岸天端の水平・鉛直変位の赤色の棒グラフは，加振後の映像解析によって求めた変位で
ある．したがって，土槽の手前のガラス面における護岸の変位である．護岸の水平変位量
の計測において，LVDT3 は，図 5.13 に示すように，護岸から上方に出した当て板に接触さ
せているため，護岸の傾斜によっては，大きめ（或いは小さめ）の変位が計測される．ま
た，画像解析の位置は土槽の手前ガラス面であるが，LVDT3 はやや奥に設置されているた
め，両者は異なる値となる可能性がある．矢板天端変位の紫色の棒グラフは，ひずみゲー
ジの計測値から求めた矢板の水平変位を示している．背後地盤の沈下量は液状化の程度の
大きい CASE3-s2，CASE1-s2，CASE2-s2 の順に大きくなっており，背後地盤の液状化の程
度と整合している．CASE3-s2 の背後地盤の沈下量が CASE1-s2 の 2 倍程度大きいが，図
5.17(c)で櫛形鋼矢板壁の陸側（点線囲みで示した範囲）でほぼ下向きのベクトルが表れて
いることと整合している．CASE2-s2 は，護岸直下の水圧計（P4）では液状化の程度は
CASE1-s2 や CASE3-s2 に比べて小さいものの護岸の沈下量は最も大きく，両者は調和しな
い．この不調和の原因は，CASE2-s2，CASE3- s2 で見られた護岸ブロックのめり込みにあ
るものと考えられる．護岸天端の水平変位量についてみると，映像解析より得られた変位
は櫛形鋼矢板壁を設置した CASE2-s2，3-s2 の方が CASE1-s2 より大きくなっている．矢板
天端の水平変位量は，CASE3-s2 の方が CASE2-s2 よりも大きく，背後地盤の液状化の程度
と整合する結果である．

図 5.21 2 回目加振後の変位量
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図 5.22 に変位計 LVDT1～4 によって得られた背後地盤，護岸及び矢板天端の変位量と浅
い深さに設置した水圧計 P1，P4，P6 の時刻歴を示す．背後地盤及び護岸の沈下量は下向き
が正，護岸及び矢板天端も水平変位は海側への変位を正として表記している．間隙水圧比
は，測定された間隙水圧を初期の有効土被り圧で無次元化して算出した．図 5.22 は，変位
の増加が大きい時間帯に着目して示している．凡例は，(a)～(c)で共通である．図 5.15(c)
と図 5.22 を合わせて見ると，図 5.15 の振動台加速度の振幅が大きくなる時間帯で間隙水圧
が上昇していること，間隙水圧比が 0.4 を超えた辺りのタイミングで護岸・矢板の変位が増
加していることがわかる．図 5.22(c)の CASE3-s2 では 54 秒頃と 81～85 秒頃の 2 回，水平
変位及び沈下量が増大している．これは，図 5.15(c)で 54 秒頃と 83 秒頃に入力波の振幅が
大きくなることが原因と考えられる．図 5.15(c)では 62 秒，70 秒頃にも振幅が大きくなっ
ているが，62 秒，70 秒で変位が大きくならないのは，54 秒よりも加速度振幅が小さいため
であると考えられる．このことから，地盤の沈下や護岸・矢板の変位の主な要因は，入力
地震動とそれによる液状化であると考えられる．また，背後地盤の沈下と護岸水平変位は，
背後地盤や護岸直下の間隙水圧と関連した動きをしていることがわかる．櫛形鋼矢板壁を
入れたケースでは，護岸が陸側へ変位するタイミングで背後地盤が盛り上がるような動き
が見られる．CASE2-s2 の 80～90 秒，96 秒付近，CASE3-s2 の 80～86 秒付近である．
図 5.23 に，背後地盤の沈下量と護岸の水平変位，矢板の水平変位について，関連した動
きをしている時間帯を抜き出して表示した．CASE2-s2 の 78 秒から 90 秒，CASE3-s2 の 78
秒～90 秒である．(a)CASE2-s2 の赤枠囲いの時間帯では，背後地盤の上下の変動と護岸の
海⇔陸方向の変動が生じており，護岸が陸側へ移動する際に背後地盤が上昇する動きが見
られる．しかし，この間の矢板天端の変位は，83 秒過ぎに僅かに陸側へ変位するのみでほ
ぼ一定である．図 5.23(b)CASE3-s2 の赤枠囲いの時間帯も同様である．櫛形鋼矢板壁を入れ
ていない CASE1-2s では，このような現象は顕著でない．護岸と背後地盤の間にある櫛形鋼
矢板壁が応答していないにもかかわらず，護岸の変位と背後地盤の盛り上がりの連動が発
生するのは，鋼矢板壁の櫛の部分によって櫛形鋼矢板壁の海側と陸側で液状化した土の移
動（すり抜け）が生じているためではないかと考えられる．このすり抜けによって，櫛形
鋼矢板壁に作用する土圧は小さくなるものと考えられる．一方，図 5.23(b)の青枠囲いの 82
秒から 85 秒については，護岸の水平変位と矢板天端の水平変位が同じような動きをしてお
り，背後地盤の沈下もこの動きと同じタイミングで上下動している．図 5.22 の CASE2-s2
の 96 秒付近でも同じような動きが見られる．図 5.23 の赤枠の動きと青枠の動きを図 5.22
の中から探してみると，全体としては赤枠囲いのような動きが優勢であるように思える．
このような観察を踏まえて図 5.22 を見ると，CASE1-s2 に比べて，櫛形鋼矢板壁を設置した
CASE2-s2 と CASE3-s2 の方が護岸水平変位の振幅が大きいことがわかる．CASE1-s2 に比べ
て，CASE2-s2 及び CASE3-s2 で護岸ブロックのめり込みが大きい原因は，護岸水平変位の
振幅が CASE2-s2 及び 3-s2 で大きかったことが原因と考えられる．また，図 5.23 の緑枠囲
いの部分（(a)CASE2-s2 の 80.5 秒，(b)CASE3-s2 の 80.5 秒）では，矢板天端の海側への変
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位の増大に伴って，護岸の水平変位が増加しているような動きが見られる．これらの動き
は，あたかも護岸が矢板に押されて海側に変位したように見える．このことと，櫛形鋼矢
板壁を設置した方が護岸ブロックの変位の振幅が大きく，めり込みが大きかったことを考
え合わせると，矢板壁の設置によって，護岸の水平変位や沈下が増加することも考えられ
る．背後に櫛形鋼矢板壁を設置された護岸の液状化時の挙動については，さまざまな要因
が関係している可能性があって，挙動の解明は簡単ではない．しかしながら，櫛形鋼矢板
壁は，そもそも「護岸の破損をある程度前提とした」工法である．このことから，目的で
ある櫛形鋼矢板壁に作用するモーメントの検討に関しては，矢板の水平変位とひずみゲー
ジによって計測された曲げモーメントとの比較から境界条件の適性を判断することとする．

(a) CASE1-s2

(b) CASE2-s2

(c) CASE3-s2
図5.22 変位と表層部の間隙水圧の時刻暦

(a) CASE2-s2

(b) CASE3-s2

図5.23 護岸背後の沈下と護岸及び矢板の水平変位
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図 5.24 に，第 2 回目加振後の矢板の最大・最小曲げモーメントと間隙水圧が消散した後
の残留曲げモーメントの分布図を示す．モーメントの方向は，矢板が海側に凸となる向き
を正としている．また，モーメントは単位奥行き当たりの値に換算している．図 5.24 をみ
ると，間隙水圧計 P1，P4 の設置深さよりも少し浅い部分で最大・最小曲げモーメントが発
生している．CASE2-s2 及び CASE3-s2 でも完全液状化には至らないものの，P4 が概ね液状
化していたことを考えると，全体的な傾向として，単位奥行き当たりの最大・最小曲げモ
ーメントの発生深さは液状化深さに対応しているものと考えられる．

図 5.24 第 2 回目加振後の矢板の最大最小曲げモーメント
および残留曲げモーメント
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5.4.

動的遠心模型実験の解析

5.4.1 解析ケースの選定
動的遠心模型実験の解析ケースとして，まず，全く対策を行っていない CASE1-s2 を選定
した．次に，櫛形鋼矢板壁のみで対策を行った CASE2-s2，CASE3-s2 のうち，CASE1-s2 と
間隙水圧の上昇程度がほぼ同等な CASE3-s2 を選定した．
5.4.2 鋼矢板応力の解析
(1)

解析条件

本項の解析には FLIP ROSE 2D

ver.7.2.2 を使用した．図 5.25 に，解析に用いた解析メッ

シュと実験土槽との境界条件を示す．土槽に対する境界条件は 5.2.1 と同様とし，解析メッ
シュは実験土槽の 50 倍の大きさでモデル化した．なお，振動台加速度（図 5.15(c)）と後述
する遠心模型実験の過剰間隙水圧の時刻歴（図 5.27）を見ると，液状化の継続時間が短く，
加振中に間隙水圧が消散を始めている．マルチスプリングモデル要素では加振中の間隙水
圧の消散を表現できないことから，Dr=50%の液状化層に関しては，FLIP ROSE 2D のカク
テルグラスモデル要素

12)

を用いて解析を行うこととした． Dr=90%の基層には，マルチス

プリングモデル要素を用い，非液状化層とした．動的解析計算時の時間ステップは 0.005 秒
とした．地震波は，各ケース毎に振動台上で計測された加速度記録を用いた．

図 5.25 解析メッシュと土槽境界条件
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(2)

地盤パラメータ

動的遠心模型実験については，動的遠心模型実験に多くの実績を持つ相馬硅砂 5 号を用い
た．間隙率及びせん断剛性は，模型地盤の相対密度から求めた． Dr=50%の液状化層の内部
摩擦角は三軸圧縮試験（CD）結果から求めた．
(3)

カクテルグラスモデル要素のパラメータ設定

カクテルグラスモデル要素のパラメータは次の手順で定めた．
(a)

液状化パラメータの設定

中澤らの実験

1)

で使用した現地の砂は細粒分含有率が 20～30％程度であって模型地盤の

密度管理が難しく，模型地盤の均一性についてはやや難があると考えられていた．しかし，
模型全体の密度管理については再現性が確保されていることから，模型土層の平均的なパ
ラメータを決定するために，土層に投入された砂の質量から相対密度を算出し液状化パラ
メータを設定した．動的遠心模型実験の解析においては，模型地盤の相対密度とほぼ同じ
相対密度 50%の液状化試験結果が得られていた．このことから，FLIP ROSE 2D のカクテル
グラスモデル要素の液状化パラメータは，相馬硅砂 5 号の液状化試験結果から試行錯誤的
に求めた．その結果を図 5.26 に示す．この際，液状化強度曲線のみではなく，有効応力の
減少曲線やせん断ひずみの時刻歴にも留意しながら，フィッティングを行った．
非液状化層である Dr=90%の相馬硅砂の基層はマルチスプリングモデル要素を用いて，非
液状化層と設定した．

図 5.26 液状化パラメータの要素シミュレーション結果
(b)

液状化層のダイレイタンシーパラメータの設定

Dr=50%の液状化層のダイレタンシーパラメータは，FLIP コンソーシアム推奨の値がある
ことから，基本的に推奨値を用いた．ただし，液状化強度のフィッティング等を考慮して，
幾つかのパラメータを調整した．本研究で用いたカクテルグラスモデル要素の主なパラメ
ータを本章の 5.6 付録に示す．
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(c) 透水条件
先にも述べたように，本研究の一つの視点は「実務に即したパラメータの決め方をした
ときに間隙水圧と櫛形鋼矢板壁のモーメントがどれほど実験結果と一致するのか」という
ところにある．この点において，セオリーが確立されている解析パラメータに関しては，
意識的に実験結果に合わせこまないことが望ましい．しかしながら，カクテルグラスモデ
ル要素の透水係数については，決定する際のセオリーが見当たらないことから，動的遠心
載荷実験結果との調整を行うこととした．具体的には，CASE1-s2 で透水係数を変えて試計
算を行って，過剰間隙水圧の分布や消散過程が実験結果とある程度一致する透水係数を求
めることとした．模型地盤の透水係数は，相馬硅砂 5 号の粒度分布から，既往の関係式を
用いて推定する．模型地盤の透水係数は，Creager らの表 13)を用いた場合は透水係数 k = 1.4
×10 -4 m/s，Hazen の式 14)を用いた場合は透水係数 k = 1.0×10 -3 m/s と推定された．両式に
よる透水係数は，約 70 倍の相違がある．この程度の調整は，研究目的から逸脱はしていな
いものと思われる．
図 5.27 に，透水係数を各々1.4×10 - 4 m/s，1.0×10 -3 m/s とした場合の CASE1-s2 の過剰間
隙水圧の解析結果を示す．透水係数を Creager らの表から 1.4×10 - 4 m/s としたケースは，加
振中に過剰間隙水圧の消散がほとんど発生しておらず透水係数が過小であることがわかる．
透水係数を Hazen の式から 1.0×10

-3

m/s としたケースでは，実験値と比較して過剰間隙水

圧の消散が遅いものの加振時間内に過剰間隙水圧の消散が始まっており，どちらかと言え
ば Hazen の式の方が実験結果と適合している．このことから，以後の解析結果は透水係数
1.0×10 -3 m/s の場合のみを示す．ただし，Hazen の式を用いた解析結果も実験値と比較する
と過剰間隙水圧の消散がやや遅く，透水係数の設定方法は今後の課題であると考えられる．
透水係数を 1.0×10

-3

m/s とした場合の最大過剰間隙水圧比の分布を図 5.28 に示す．また，

解析によって求められた地盤の変位ベクトル図を図 5.29 に示す．
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図 5.27 CASE1-s2 透水係数の検討結果

図 5.28 より，海底地盤表面の過剰間隙水圧比の上昇度合いが低いことがわかる．これに
対応して，図 5.29 において，海底地盤の表面に近い部分の変位ベクトルが小さくなってい
る．しかしながら，図 5.27 に示したように，やや過剰間隙水圧の消散が遅いものの，間隙
水圧計の位置では液状化を表現できていると言えなくもない．解析では海底の斜面部のベ
クトルが小さめに計算されているようであるが，護岸付近の地盤変位はある程度類似して
いる．ただし，解析の方が，護岸の海側への傾きが大きくなっており，この点では実験結
果との差が生じている．

図 5.28 CASE1-s2 最大過剰間隙水圧比
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図 5.29 CASE1-s2

変位ベクトル図

（カラーレジェンドの単位：m）
第 2 項での検討から，櫛形鋼矢板壁を FLIP ROSE 2D で解析する際の境界条件として，表
4.3 の設定 B，C，D，E が有望であることがわかっている．このことから，設定 B，C，D，
E を用いて CASE3-s2 の解析を行うこととした．
入力地震動は，図 5.15(c)に示した CASE3-s2 の振動台加速度を用いた．
(4)

曲げモーメントの解析結果

図 5.30 に，解析によって求めた矢板天端の変形量の比較を示す．護岸背後の沈下量は，
設定 D，E が良く一致している．護岸の鉛直変位と水平変位は，どの設定も実験値の 5 倍程
度大きい．矢板天端の水平変位は，設定 E が最も実験値に近く，次いで設定 D が近い．
図 5.31 に最大・最小曲げモーメント分布図を示す．図 5.31 を見ると，最大曲げモーメン
トの値は設定 B が，最小曲げモーメントは設定 D が最も実験値に近い．最大・最小曲げモ
ーメントの深さ方向分布に着目すると，設定 B，設定 C は，最大・最小曲げモーメントと
も双山形を成しており，実験結果との整合は良くない．設定 D，E は最大曲げモーメントの
深さ方向分布の形も実験値に近く，最小曲げモーメントの発生深さは深いところにあるが，
設定 B，C と比べると比較優位である．設定 D と E を比較すると，実験値と比べると最小
曲げモーメントの絶対値は小さめであるものの，設定 D の方が比較優位である．
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図 5.30 護岸・矢板の変位の比較図

図 5.31 最大・最小曲げモーメントの比較
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表 5.11 には曲げモーメントの最大・最小値の比較表を示す．表 5.11 には，倍半分の範囲
に入っている解析結果を網掛けで示している．設定 B，C，E は最大曲げモーメントは倍半
分の範囲に入っているが，最小曲げモーメトは倍半分の範囲から外れていることがわかる．
これに対して設定 D は，最大・最小曲げモーメントの解析結果が共に倍半分の範囲に入っ
ており，かなりの程度，実験結果を表現出来ていることがわかる．設定 E は，最大・最小
モーメントの絶対値が設定 D よりも小さめに出ており，設計に用いるにはやや使いにくい
印象を受ける．
表 5.11 最大・最小曲げモーメントの計算結果
曲げモーメント
CASE3-s2

(KN・m/m)
最小

実験値
設定B

設定C
設定D

設定E

最大

ア

-651.4

346.7

イ

-268.9

403.1

イ÷ア

0.413

1.163

ウ

-312.7

418.6

ウ÷ア

0.480

1.207

エ

-369.9

278.3

エ÷ア

0.568

0.803

オ

-267.5

227.9

オ÷ア

0.411

0.657

図 5.32 に，図 5.31 に示す GA-6（壁部），GA-8（壁部），GA-13（櫛部）の曲げモーメ
ント時刻歴を示す．図 5.33 には，図 5.32 の吹き出し枠に示す時間帯での曲げモーメントの
時間断面を示した．
図 5.32 を見ると，
図 5.8 や図 5.10 とは曲げモーメントの発生状況が異なることがわかる．
図 5.8，図 5.10 では液状化の進行に伴う曲げモーメントは壁部で正の曲げモーメント優勢
であったのに対し，図 5.32 では，壁部も櫛部も負の曲げモーメントが優勢であり，正の曲
げモーメントは動的な応答をしている部分のみで発生しているように見える．GA-8 の時刻
歴と図 5.22(c)の上段の過剰間隙水圧の時刻歴を合わせて見ると，57 秒頃には液状化の進行
による地盤の変形によるものと思われる負の曲げモーメントが発生しているものと考えら
れる．それは 110 秒頃まで絶対値が大きくなり，以後，あまり増加しないように見える．
図 5.33 を見ると，図 5.32 の曲げモーメント時刻歴の最初のピーク(a)の 57.60 秒では，各
設定とも櫛部の正の曲げモーメントを比較的正確に計算できている．また，主要動が終わ
りかけている(f)の 150.02 秒でも各設定の差は小さく，実験値を概ね表現できている．入力
波が大きく，液状化に伴う地盤の変形よる曲げモーメントが発生していると思われる
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(b)65.42 秒から(e)97.74 秒までは，どの設定でも壁部に発生している曲げモーメントを十分
に計算できていない他，設定 B～E で相違が見られる．第 2 章(3)節では，設定 C と設定 D
はほとんど変わらない結果であったが，ここでは，設定 B と設定 C が似たような傾向を示
している．設定 B，C は(d)95.18 秒，(e)9774 秒の負の曲げモーメントのピークで正の曲げ
モーメント分布となっており，実験値との一致度は悪い．櫛部に杭-地盤相互バネ要素を入
れた設定 E は櫛部の曲げモーメント分布を最も良く計算できている．櫛部に杭-地盤相互バ
ネを入れていない設定 D と比較すると，櫛部に杭-地盤相互バネ要素を入れた設定 E が櫛部
の曲げモーメントの絶対値が小さくなっており，解析上も櫛部を杭のように評価した方が
曲げモーメントが小さくなることがわかる．設定 D は，設定 E と似た曲げモーメント分布
をしているが，櫛部の曲げモーメントの一致度で設定 E に劣る．ただし，壁部，櫛部に関
係なく最大・最小曲げモーメントの大きさだけを見ると，全体的に設定 E よりも実験値に
近付いている．このことから，動的遠心模型実験の解析では設定 D が比較優位であると考
えられる．

図5.32 CASE3-s2の曲げモーメントの時刻歴

(a) 57.60秒 (b) 65.42秒 (c) 85.30秒 (d) 95.18秒

(e) 97.74秒

図5.33 CASE3-s2の曲げモーメントの時間断面
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図 5.33 (f) 150.02 秒時点での曲げモーメントが実験値と良く似ていることから，図 5.34
には，解析終了時の曲げモーメントの分布を設定 D と E について示す．マルチスプリング
モデル要素を用いた解析では，非排水状態での解析となるが，カクテルグラスモデル要素
では間隙水圧の消散を考慮できるため，残留曲げモーメントの比較も有益である．
図 5.34 を見ると，図 5.33 (f)よりも解析値が小さくなっているし，最小残留曲げモーメン
トの発生位置が実験値よりも深い位置にあるが，概ね一致している．津波波力が作用する
直前に櫛形鋼矢板壁に生じているのは残留曲げモーメントであると考えられる．そこで，
津波作用時の応力照査には，初期応力として残留曲げモーメントから算出した応力度を加
算して行うことも考えられる．残留曲げモーメントに関しては，地盤の残留変形の影響が
支配的であると考えられる一方で，図 5.33 のような時間的な履歴を経てきた結果であると
の考え方もできる．後者の考え方に重点を置くと，時間ごとの曲げモーメント分布の一致
度があまり良く無い現状では，残留曲げモーメントが概ね一致したからという理由で残留
曲げモーメントを設計に用いるのには抵抗がある．また，津波作用前の初期応力として最
大・最小曲げモーメントを用いて算出した方が，津波対する照査としては安全側の結果が
得られる．これらのことから，残留曲げモーメントを櫛形鋼矢板壁の設計に用いることは
時期尚早であると考えられる．一方で，カクテルグラスモデル要素を用いた解析によって，
過剰間隙水圧消散後の残留モーメントの照査を行うことができる可能性は示されたと考え
られる．残留曲げモーメントの計算については，今後，引き続き検討する必要がある．

図 5.34 設定 D と E の残留曲げモーメント
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5.5 結論
本研究では，櫛形鋼矢板壁の動的遠心載荷実験および 2 次元有効応力解析を行い，実務
に即したパラメータ設定による解析によって，模型実験で櫛形鋼矢板壁に発生したモーメ
ントの計算を行った．その結果，以下のことが明らかとなった．
護岸が沈下あるいは倒壊に近い変形をしても，櫛形鋼矢板壁は大きな変形や倒壊をせ
ず，天端の高さを確保した．このことから，櫛形鋼矢板壁は，津波に対しても安全な
設計を施せば，護岸の被災後も津波による浸水防止に有効であると考えられる．
櫛形鋼矢板を設置した実験ケースにおいては，護岸が陸側へ変位する際に，護岸背後
の地盤が盛り上がるような挙動が見られた．この時，櫛形鋼矢板壁の水平変位は生じ
ていないことがあった．このことから，櫛部を通じて液状化した砂のすり抜けが生じ
ている可能性がある．このすり抜けによって，櫛形鋼矢板壁に作用する土圧は小さく
なると考えられる．
カクテルグラスモデル要素を用いた解析によって，動的遠心模型実験における模型地
盤の間隙水圧の消散を表現することができた．この際に適した透水係数はの Creager ら
の表を用いたものよりも，Hazen の式を用いて算出したものの方が適切な解析結果を与
えた．
FLIP ROSE 2D を用いた解析では，櫛形鋼矢板壁と地盤との境界条件を変えることよっ
て，曲げモーメントの発生時間や曲げモーメントの分布形状が様々に変わることがわ
かった．振動台模型実験の解析では，時間ごとの曲げモーメントの分布はあまり良く
一致していないが，壁部の両側にジョイント要素を入れ，櫛部は杭-地盤相互バネで結
合した場合が比較優位となった．ただ，最小モーメントの絶対値については，杭-地盤
相互バネを入れた場合の解析値が小さい傾向にあった．動的遠心模型実験の解析では，
全体的に壁部の曲げモーメントが小さく計算され，壁部の両側にジョイント要素を入
れて櫛部を杭-地盤相互バネで結合した場合が，櫛部の挙動を最もよく表現した．壁部
と櫛部の区分けを考えずに両側をジョイント要素で結合した場合よりも最大・最小モ
ーメントの絶対値は小さくなったことから，設計には使いにくいと考えられる．これ
らのことから，設計に用いる境界条件としては，壁部と櫛部の区分けを考えずに両側
をジョイント要素で結合した場合が有力な候補であると考えられる．
壁部と櫛部の区別を設けず，矢板の両側をジョイント要素で地盤と接合し，最大・最
小曲げモーメントのみで評価した場合，実験値を概ね表現できた．
カクテルグラスモデル要素を用いた解析によって，過剰間隙水圧の消散後の残留モー
メントの照査も行うことができる可能性が示された．
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5.6 付録
記号

解析に用いたカクテルグラスモデル要素のパラメータ
値

単位

名称

Pa

98

kPa

以下のGma，KLa， Kuaに対応する平均有効拘束圧

Gma

73,700

kPa

平均有効拘束圧Paに対応する初期せん断剛性

mG

0.5

KLa

192,300

kPa

平均有効拘束圧Paに対応する体積弾性係数（接線剛性）

Kua

192,300

kPa

平均有効拘束圧Paに対応する過圧密の場合の弾性係数

nK

0.5

L

2

Hmax

初期せん断剛性の拘束圧依存性を規定するパラメータ

体積弾性係数の拘束圧依存性を規定するパラメータ
ガウスの求積法の次数（1≦L≦3）

0.24

最大減衰定数

LR

1

φf

36.1

°

内部摩擦角

φp

28.0

°

変相角

εdcm

0.2

負のダイレイタンシーによる体積ひずみの終局の値

rε

3.0

負のダイレイタンシーを制御するパラメータ

rε

0.2

正負の両ダイレイタンシーを制御するパラメータ

q1

10

過剰間隙水圧上昇の初期における負のダイレイタンシーを制御するパラメータ

q2

1.0

過剰間隙水圧上昇の後半における負のダイレイタンシーを制御するパラメータ

rk

1.0

過剰間隙水圧上昇から消散における体積弾性係数の低減係数

rkpp

0.0

液状化フロントS0を規定する際に用いる仮想体積弾性係数の低減係数

lk

2.0

過剰間隙水圧上昇から消散における体積弾性係数の拘束圧依存を表すパラメタ

s1

0.005

マルチスプリング要素のS0相当の変数の下限値

c1

1.620

液状化抵抗曲線の下限を制御するパラメータ

qus

0

q4

1.0

液状化考慮時に，基準ひずみ算定の際のS0を調節するパラメータ

rγ

0.1

tmp法の場合の限界線への接近の仕方を調節するパラメータ

0.5

tmp法において限界線を設定するためのパラメータ

rm

I865SW

0

要素積分にSRI法を使用するかどうかのスイッチ(1が標準)

Steady Stateにおける非排水せん断強度

tmp法の方式を指定するパラメータ
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第6章

係留施設の断面変化箇所での水平変位の法線方向分布の推定に関する
研究

6.1 はじめに
第 5 章第 1 節で述べたとおり，櫛形鋼矢板壁工法は構造物の水平変位を抑制することを
目的としている工法ではない．したがって，必ずしも地盤改良を前提とはしていない．こ
のことから，櫛形鋼矢板壁構造を適用する場合は，地盤の強さなどによって，図 6.1 に示す
ように鋼矢板天端の水平変位が場所によって異なるような場合が発生するものと考えられ
る．このような場合，櫛形鋼矢板壁の延長は全体としては伸びる傾向に推移すると考えら
れる．矢板法線が延びた場合，櫛形鋼矢板壁の法線方向には引張り力が作用するものと考
えられるが，櫛形鋼矢板壁の水平変位の変化の次第によっては部分的に圧縮力が作用する
可能性もある．

図 6.1 櫛形鋼矢板壁工法の矢板天端の水平変位の変化のイメージ
このような場合の法線方向の伸縮量を推定することを考えたとき，動的な 3 次元解析が
適用できれば伸縮量や作用応力の計算ができるものと考えられる．片山ら

1)

は，1995 年兵

庫県南部地震時の神戸港六甲アイランドの 3 次元動的非線形解析を行い，水平変位の卓越
方向を比較的良く再現している．しかしながら，動的な非線形の 3 次元解析は，2 次元解析
と比較して非常に長い計算時間が必要なこと，計算の安定性が 2 次元解析に比べて劣るな
どの課題が解決されておらず，未だ研究段階での使用に留まっている．そこで，3 次元解析
でありながら，より簡易な線形解析を用いて，施設の構造が変化する部分での水平変位の
推移を推定する手法を検討した．幸いにも，1995 年兵庫県南部地震の被災事例

2)

の中に，

床掘置換断面とサンドコンパクション改良断面の境界付近の被災事例があり，この事例に
基づいて研究を行った．この手法は櫛形鋼矢板壁の法線方向の照査のために研究したもの
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であるが，研究成果の適用は櫛形鋼矢板壁に限定されるものではないため，独立した章と
して記載することとした．

6.2 研究対象施設と被害の概要
6.2.1 研究対象施設
研究対象施設は，図 6.2 に示す神戸港ポートアイランド第 2 期の PC13 および PC14 岸壁
である．PC13 岸壁は西側に隣接する-8.2m 岸壁に対して L 形に接続しており，PC13 岸壁と
PC14 岸壁は直線状に連続した施設となっている．

図 6.2 研究対象施設位置図 2)
図 6.3 に PC13 と PC14 の標準断面図を示す．PC13 は粘性土を床掘置換えした構造であり，
PC14 は粘性土をサンドコンパクション（SCP）工法とサンドドレーン（SD）工法で改良し
た断面となっている．

(a) PC13 標準断面図

(b) PC14 標準断面図
図 6.3 研究対象施設の標準断面図 2)

図 6.4 には PC13 と PC14 の被災状況図を示す．図 6.4(a)が PC13 の被災状況図，
(b)が PC14
の被災状況図である．図 6.4(b)の PC14 の被災状況図には，被災後に実施された土質調査の
結果もあわせて記載されている 3)．図 6.4 を見てわかるとおり，SCP などで改良を行った
PC14 の方が岸壁の水平変位が小さいことがわかる．また，(b)の被災後の土質調査の結果を
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見ると，埋立土の N 値が 10 程度，裏込石の N 値も 10 程度である．SCP の N 値は 2～50 以
上であり，これは SCP の杭間粘土の部分と，砂杭の部分の相違であると考えられる．また，
敷砂部分の SCP の改良地盤の N 値が 30～40 程度まで上昇していることがわかる．捨石部
の N 値は概ね 50 以上である．裏込石の部分は，基礎捨石と同様の石材でありながら，N 値
は 7～20 程度であり，まれに 30，50 といった値が見られる程度である．裏込石のマトリク
スについては，上層より，φ2～30mm，φ30～100mm，粗砂少量角礫 2～15mm 位が混入す
る，φ150mm 程度，φ30～100 位との記載がある．このことから，裏込石の N 値に小さい
部分がある原因としては，裏込石間隙に背後の裏埋土が混入した可能性や裏込石が破砕し
た可能性，施設が海側に変位したことで裏込石が緩んでしまった可能性もあると思われる．
1995 年兵庫県南部地震の港湾被害に関する既往の研究 4),5),6),7),8)などから，神戸港で主に地
盤改良工法として使用されていた床掘置換工法の置換砂が液状化したことが，大きな被害
が生じた要因であることが知られている．ポートアイランド地区第 2 期は，被災時には築
造途中であり，裏埋め途中の状況であって，供用は開始されていなかった．このためか，
PC13 に対する直接的な被災量の解析などは行われていないようである．しかし，PC13 にお
いても置換砂と背後の裏埋土の液状化が発生したものと考えられる．一方，PC14 の土質調
査の結果を見てみると，SCP 改良地盤の杭間粘性土は液状化しないと考えられる．砂杭は，
図 6.4(b)の土質調査結果を見る限りでは十分に締固まっており，液状化しないと考えられる．
PC14 の裏埋土は，当時の関係者の間で「山砂」と呼ばれていたまさ土が用いられている．
これは，置換砂に用いられているものとほぼ同じ材料である．PC14 の裏埋土は，N 値が 10
程度であることから，液状化した可能性が高いと思われる．これらのことを総合するとか
ら，PC13 と PC14 の水平変位の相違は，PC13 は置換砂と裏埋土が液状化したのに対し，PC14
は裏埋土のみが液状化したことによる相違であると考えられる．したがって，施設の設計
断面の相違によって，PC13 と PC14 の水平変位に差が生じていると考えられる．このこと
から，PC13 と PC14 を研究対象として選定することとした．
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(a) PC13 被災状況図 2)

(b) PC14 被災状況図 3)
図 6.4 研究対象施設の被災状況
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6.2.2 水平変位量の変化とその要因
(1)

PC13 と PC14 の水平変位および鉛直変位

PC13 と PC14 は，被災当時は施工中であり，裏埋工が概ね C.D.L.+2～3m まで終了した状
態であった．図 6.5 に PC13 の被災状況を文献 2)より示す．図 6.6 には，同じく文献 2)に示
されている PC13 と PC14 の被災状況図を示す．ここで，図 6.5 と 6.6 で PC13 の被災状況の
記述に相違があることがわかる．図 6.5 では PC13 のケーソン番号 15～17 および 20～27 の
水平変位に第 4 章の図 4.6 の-4m 物揚場④のようにケーソンのねじれを伺わせる記載がある
にもかかわらず，図 6.6 の PC-13 の水平変位は，あたかも図 6.5 のケーソン個函の水平変位
が左右反対になったような形状となっている．図 6.5 の上部工天端高と図 6.6 の Elevation
K.P.(m)の記載にも違いがあるように見える．図 6.6 の Elevation K.P.(m)には，被災時の施設
の天端高さが考慮されていないようであるが，これはわかりやすいように上部工の完成天
端に合わせて補正した値を描いているものであって，ケーソン個函の沈下量が左右反対と
なっていることを除けば，ほぼ同じような傾向にある．PC13 について，どちらの記述を正
しいものとするかは悩ましいところではある．PC13 は国の直轄施設であり，PC14 は当時の

図 6.5 PC13 の被災状況 2)
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図 6.6 PC13 と PC14 の被災状況 2)
神戸埠頭公社の施設である．国の直轄施設については，第 4 章 4.1(3)で述べたように，当時
の関係者がケーソン相互の変位差については正確に測量したと語っているし，実測された
数値の記載もある．一方，図 6.5 については図のみで数値の記載が無い．これらのことから，
本研究では PC13 の変位量及び沈下量については，図 6.4 を正しいものとして取り扱うこと
とした．PC14 の変位量については，図 6.6 の他に，変位量を連続的に調べた図が見当たら
ない．このことから，図 6.5 の PC13 の変位量と図 6.6 の PC14 の変位量をつなぎ合わせた
図を作成した．その結果を図 6.7 に示す．図 6.7(a)がケーソンの水平変位，(b)が施設の施工
当時の天端高さ，(c)が施設の沈下量である．ただし，PC14 の変位量および沈下量は，図
6.6 をスケールアップして読み取ったので，PC13 側に比べていくらか不正確である．ここ
で，図 6.6 及び図 6.7 と図 6.4 の記載にも相違がある．図 6.4 では，ボーリング地点 b に最
も近い計測点の変位量を記載しているが，図 6.6 および図 6.7 においては，図 6.4 の変位に
相当する測点が見当たらない．図 6.7 には，ボーリング地点 b の位置に，黒色の点で図 6.4
の変位量をプロットしている．ボーリング地点 b に最も近い測点の位置は不明であるが，
水平変位については，PC13 起点からの距離 540m 付近に測点があると考えると，図 6.4 と
図 6.7(a)は概ね整合する．しかし，法線天端高さについては，図 6.4 の記載と図 6.7(b)で整
合する箇所は見当たらない．そこで，被災直後に撮影された写真を確認してみた．図 6.8 に
文献 2)より PC13 側から見た PC13 と PC14 の境界付近の写真を示す．文献 2)によると被災当
時，PC14 は上部工の施工が完了していたとの記述があることから，図 6.8 の写真の上部工
の有無が，PC13 と PC14 の境界であると考えられる．両施設のケーソンの設計天端高さは
同じである．図 6.6 および図 6.7(c)から見ると，PC13 と PC14 の境界でケーソンに約 0.5m
の高さの差が生じていることとなるが，図 6.8 を見るとそれほどの差が生じているようには
見えない．むしろ，PC14 の最初のケーソンよりも PC13 の最後のケーソンの高さが高いよ
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うにも見える．ケーソンの基礎の捨石の高さは両施設とも C.D.L.-15.8m であって，基礎捨
石は連続している．そこに 0.5m の段差が現われることも奇異に思える．このことから，本
研究では PC14 の沈下量として図 6.4 の 0.8m が正しいものとして取り扱うこととする．こ
こで，PC14 の沈下量を図 6.4 と図 6.6 の差の 0.5m 下げれば，図 6.9 のように沈下量が連続
することから，PC14 の鉛直変位を 0.5m 下げた値を用いて研究することとする．

(a) PC13 および PC14 の水平変位

(b) PC13 および PC14 の天端高さ

(c)PC13 および PC14 の鉛直変位（沈下量）
図 6.7 PC13 および PC14 の変位量および地盤改良などの深度
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図 6.8 PC13 から見た PC14 との境界部分の被災状況 2)

(a) 水平変位

(b) 沈下量

(c) 地盤改良深さ
図 6.9 PC13 および PC13 の変位量と地盤改良深さ
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(2)

水平変位量変化の要因

図 6.9 に，PC13 と PC14 の水平変位と沈下量を示している．図 6.9(a)が岸壁の水平変位，
(b)が沈下量である．図 6.9(c)には，想定される地盤改良等の深度を示している．黒の実線
は，PC13 の設計計算資料から抜き出した基盤と思われる洪積砂層の高さである．赤の実線
は PC13 の設計資料から抜き出した床掘下面の高さである．ここから，PC13 基点からの距
離で 0~約 150m（設計資料によると 148.8m）の間は，床掘置換砂の直下に粘性土が 3.0~5.5m
の厚さで残されていることとなる．148.8m~350m までは粘性土は残されていない．図 6.9(c)
の赤色の破線は，PC13 と PC14 の境界部分での床掘下面の擦り付けの想定線である．PC13
と PC 14 の床掘置換えの施工図は見出すことができなかったため，同時期に施工されていた
ポートアイランド第 2 期護岸（防波）の床掘置換えと SCP 改良地盤の擦りつけ勾配が 1:2
であったため，このように仮定した．また，黒の破線は SCP 改良地盤の改良下端の想定線
である．図 6.4(b)では，SCP の改良深度の下端は-36m となっているが，Dg1 層が-37m 付近
まであり，土質柱状図を見ても SCP 等の改良地盤と N 値に差が見られないことからこのよ
うに設定した．改めて，図 6.9 を見ると，水平変位が変化しているところが 3 か所あること
がわかる．図 6.9 の右から 400m~350m，170m~140m そして 70~0m である．最初の 400~350m
の区間は，先に述べたように PC13 と PC14 で地盤改良工法が異なることに基づくものであ
ると考えられる．次の 170~140m については，床掘下に残った粘性土の影響が疑われる．最
後の 70~0m については，-8.2m 岸壁の存在によって変位が抑制されたものと考えられる．

6.3 研究の方法
6.3.1 線形弾性有限要素法を用いた港湾構造物の変形に関する研究
港湾構想物の液状化による被害予測については，ひずみ空間における多重せん断ばねモ
デル 9)を用いた 2 次元の動的変形解析（解析コードは FLIP ROSE 2D）が用いられることが
多い．FLIP ROSE 2D は，文献 7),8)に示されるように 1995 年兵庫県南部地震における港湾構
造物の被害を良好に説明している．構造等の変化による水平変位量を推定するには，先に
も述べたように 3 次元の非線形動的有効応力解析が有効であると考えられる．しかしなが
ら，3 次元の非線形動的有効応力解析は，計算に要する時間が 2 次元解析と比較して膨大に
なること，計算の安定性が 2 次元解析と比較して劣ることから実用的に用いられるには至
っていない．山崎らは，文献 5)において，兵庫県南部地震による港湾被害に対して 2 次元の
線形弾性有限要素法を用いて解析を行い，次のように述べている「液状化後の地盤変位に
対する数値解析を行った．解析は，繰返し三軸法による液状化の予測・判定から得られた
FL 値と繰返し三軸試験結果を用いて線形弾性有限要素法解析で行った．解析結果は，ケー
ソン下端が 3m せりだしケーソン背後の埋立部が 3m 沈下するという結果を得た．解析には
地震による慣性力が考慮されていないが，実際の変位量とほぼ対応した結果となった．」
山崎らの研究結果は，便宜的に（あたかも設計震度のように）慣性力を考慮することで，
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線形弾性有限要素法解析で港湾構造物の変形を合わせこむことができる可能性を示唆して
いるとも受け取ることもできる．
小笠原ら 10)は，1995 年兵庫県南部地震での護岸と背後地盤の変形量を FEM 解析 11)によ
り解析し，実測値と解析結果が概ね一致する地盤の剛性を求めている．ただし，「FEM 解
析では護岸近傍の流動量は護岸に近づくほど小さくなる傾向がある．この理由として，解
析手法の特性として護岸背後地盤の沈下と護岸下の地盤の変形により護岸が背面側に傾斜
すること，および被災事例では護岸近傍で慣性力の影響が卓越することが考えられ，この
ために護岸近傍の流動量を上手く推定することが出来ない．」と述べている．小笠原らの
言及からも何らかの方法で慣性力を考慮することが出来れば，護岸近傍の変形量を適切に
表現できる可能性があるものと考えられる．
6.3.2 研究の方法
施設の構造が変化する部分では，構造物の延長に直角に構造がきれいに分けられている
（所謂直切り）とは限らない．図 6.9(c)に示す床掘境界のように，法線方向にも変化するし，
それによって断面の構造も変化する．したがって，構造の変化する部分の水平変位量の計
算には，3 次元的な検討が必須であると考えられる．しかしながら，3 次元の動的有効応力
解析は，未だ，実用段階には入っていない．一方，3 次元の弾性解析は，コンクリートや鋼
構造物などの設計分野では頻繁に用いられている．したがって，3 次元の弾性解析を用いる
ことで水平変位の変化を追跡することができるのではないかと考える．地盤の弾性係数に
は，施設の水平変位量に合わせ込んだ等価線形的な考え方を用いることで，地盤のひずみ
依存性もある程度考慮することができるのではないかと思われる．これらのことから，2 次
元の線形弾性有限要素法解析で異なる断面の水平変位量を再現できるパラメータを求めて
おき，それを 3 次元解析に適用することで構造物の水平変位量を計算する手法を研究する
こととした．
6.3.3 計算コード
本研究では，計算コードとして，FLIP ROSE 2D および FLIP ROSE 3D12)を用いた．FLIP
ROSE は，ひずみ空間における多重せん断ばねモデル 9)を用いた液状化解析を得意とする動
的変形解析プログラムであるが，筆者が比較的取り扱いに慣れているプログラムであるこ
とから，新たに解析コードの使用法を学ぶよりは効率的であると考え，FLIP ROSE の自重
解析機能を使用することとした．
6.3.4 検討順序
図 6.9 の 3 つの構造変化による水平変位の変化に関して，地盤の変化がはっきりしている
ことから，最初に 400～350m の SCP 改良地盤と床掘置換えの断面変化区間で計算手法の検
討を行い，次にその手法を床掘下の粘性土が残されていることによって水平変位が変化し
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ている 170～140m に適用することで手法の確認を行う．

6.4 床掘置換と SCP 改良地盤の施設境界の水平変位の推定
6.4.1 計算メッシュ
(1)

3 次元メッシュ

本研究において障害が発生するとすれば，3 次元の弾性有限要素法解析の計算の安定性お
よび計算時間であった．このことから，先に 3 次元の計算メッシュを作成し，試計算を行
った上で，研究を開始することとした．図 6.10 に，PC13 と PC14 の境界付近の 3 次元の計
算メッシュを示す．メッシュ数および境界条件は，表 6.1 に示すとおりである．また，FLIP
ROSE 2D においては，解析を行う構造物の前方と後方に各々100m 程度を解析範囲とするこ
とが多いが，計算時間があまり長くなると実務では適用し難くなることから，構造物法線
から後方（陸側に 73.8m，前方（海側）に 55m の範囲としてみた．PC13 および PC14 の未
施工部分もメッシュに組み込み，解析時に考慮しない物性とすることで再現することとし
た．なお，ケーソンの目地を再現するため，Y 軸方向の 5 列に 1 列の割合でケーソンが存在
しないものとし，
ケーソンの単位体積重量は 1.25 倍とした．通常の FLIP ROSE の解析では，
ケーソン底面とケーソン背面にはジョイント要素を入れるのが常であるが，試計算におい
て，ジョイント要素を入れた場合は解が得られなかったためジョイント要素は入れていな
い．
FLIP コンソーシアムが推奨している FLIP ROSE 3D の計算環境と本研究での計算環境と
の比較を表 6.2 に示す．本研究では，FLIP コンソーシアム推奨のものと近い環境で計算を
行ったことがわかる．本研究の計算環境での図 6.10 の 3 次元メッシュの計算時間は，約 30
時間であった．このことから，実務を実施する観点からは，使用に耐える計算時間である
と判断し，以後の検討で不都合が見当たらない限りは，このメッシュを基本として研究を
行うこととした．
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図 6.10 PC13 と PC14 の境界付近の 3 次元計算メッシュ
表 6.1 3 次元メッシュ
項目
内容
節点総数
95,120
86,135
要素総数
XY 平面 Z=0.0
ならば Z 座標固定
境界条件 YZ 平面 X=0.0 および X=128.8 ならば X 座標固定
ZX 平面 Y=0.0 および Y=287.5 ならば Y 座標固定

備考
間隙水要素を含む

表 6.2 FLIP ROSE 3D の動作環境 12)および本研究での計算環境
FLIP コンソーシアム推奨環境
本研究での計算環境
Microsoft® Winbdows® 7
OS
Windows 7 professional
以降
Intel 第 2 世代 Core i シリーズ
Intel(R)Core(TM)i7-3770CPU
CPU
@3.4GHz
(Sandy Bridge) 以降
システムの
64 ビット オペレーションシステム
64 ビット オペレーションシステム
種類
（推奨）

8GB

メモリ 8 GB 以上
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(2)

2 次元メッシュ

図 6.11 に PC13 と PC14 の 2 次元の計算メッシュを示す．2 次元の計算メッシュは，3 次
元の計算メッシュを ZX 平面で切り出したものとなっている．
上部工
気中
（未施工）

裏込石
気中

上部工
気中
ケーソン
気中

置砂

裏埋土
気中
（未施工）

裏埋土

ケーソン 裏込石
水中
置砂

基礎捨石
置換砂

粘性土

裏埋土
気中

粘性土

(a) PC13 の計算メッシュ

裏込石
気中
上部工
気中
ケーソン
気中

ケーソン

SCP 改良地盤 SCP 改良地盤
50%
70%

SCP 改良地盤

SD 改良地盤

(b) PC14 の計算メッシュ
図 6.11 2 次元計算メッシュ
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裏埋土
気中

裏埋土

裏込石

基礎捨石
粘性土

裏埋土
気中
（未施工）

粘性土
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6.4.2 基礎捨石・裏込石のパラメータスタディ
線形弾性体の基本的なパラメータは，材料の単位体積質量，弾性係数，ポアソン比であ
る．
小笠原ら 10)によると，道路橋示方書 13)の地盤の変形係数に対し「弾性 FEM により地盤の
流動量を推定する場合，液状化層上の非液状化層で 1/10，液状化層で 1/100 とした場合に被
災事例の実測値を良く近似する．」とのことである．ここから，土の地盤に関しては，入
力する弾性係数に関しての手がかりが得られる．粘性土に関しても，同様に入力値の手掛
かりが得られる．しかしながら，基礎捨石および裏込石については手がかりが得られなか
ったため，基礎捨石・裏込石の弾性係数の範囲について見当をつけるためにパラメータス
タディを行う．図 6.12 に基礎捨石・裏込石のパラメータスタディのフローを示す．以下，
フローに沿って手順と結果を示す．

(1) 裏埋土（気中）のパラメータ設定
(2)粘性土のパラメータ設定

(3) 基礎捨石・裏込石のパラメータ設定

(4)置換砂・置砂・裏埋土のパラメータを仮定
(5) 水平方向加速度を仮定
(6) PC13断面の2次元解析
一致しない

(7)水平変位および
沈下量の比較
概ね一致
(8) SCP改良地盤のパラメータを仮定
(9) PC14断面の2次元解析
(10) 水平変位の比較

一致しない

概ね一致
(11) PC13，PC14境界部の3次元弾性解析

(12) 考察

図 6.12 基礎捨石・裏込石のパラメータスタディのフロー
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(1)

裏埋土（気中）のパラメータ設定

・密度
裏埋土（気中）の密度は，1.8t/m3 とする．
・ポアソン比
裏埋土（気中）は地下水面下に無いため液状化しない，このため，ポアソン比は一般的
に用いられている 0.33 とする．
・弾性係数
小笠原ら 10)の検討をもとに，N 値から弾性係数を推定する．図 6.4 では裏埋め土の N 値
は 10 前後である．しかし，善らの研究 4)では，裏埋土の N 値は 7 程度のところもあった．
このことから，道路橋示方書の 2800N と，小笠原らが指摘している初期変形係数の 1/10 よ
り次のとおり設定する．
E=2,800N×1/10＝2,800×7×1/10＝1,960≒2,000kPa
(2)

粘性土のパラメータ設定

・密度
近畿地方整備局神戸港湾空港技術調査事務所より入手した PC13 の設計資料を見ると，
C.D.L.-20m までの粘性土の密度は 1.5t/m3 と設定されていた．粘性土は地下水面下に存在す
るため，浮力を差し引き，密度を 0.5t/m3 と設定する．
・ポアソン比
粘性土のポアソン比は，0.45 とした．
・弾性係数
善らの研究 4)から，
ポートアイランドの埋立した地盤の粘性土の N 値は 3 程度であった．
このことから，道路橋示方書の 2800N と，小笠原らが指摘している初期変形係数の 1/10 よ
り次のとおり設定する．
E=2,800N×1/10＝2,800×3×1/10＝840≒800kPa
(3)

基礎捨石・裏込石のパラメータ設定

PC13 の設計図面を見ると，基礎捨石は 10～200kg/個の石材，裏込石は 1～200kg/個の石
材である．神戸港では，瀬戸内海産の花崗岩系石材を使用することが多い．このことから，
基礎捨石と裏込石は同一の物性とした．
・密度
基礎捨石・裏込石の密度は，一般的に用いられる気中 1.8t/m3，水中 1.0t/m3 とする．
・ポアソン比
基礎捨石・裏込石は，液状化しないため，ポアソン比は 0.33 とする．
・弾性係数
このパラメータスタディは，基礎捨石・裏込石の弾性係数の検討をつけるための行うも
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のである．このため，弾性係数を仮定して計算を行うこととした．計算した基礎捨石・裏
込石の弾性係数は，小さいほうから 3,000，5,000，10,000，50,000，100,000kPa とした．
(4)

置換砂・置砂・裏埋土のパラメータを仮定

置換砂・置砂・裏埋土は，神戸港では山砂と呼ばれている「まさ土」が使用されること
が多かった．このことから，置換砂・置砂・裏埋め土（水中）は，同一の物性とした．
・密度
置換砂・置砂・裏埋め土（水中）の密度は，一般的に用いられる気中 1.8t/m3，水中 1.0t/m3
とする．
・ポアソン比
置換砂・置砂・裏埋め土（水中）は，液状化したと考えられるため，ポアソン比は 0.49
とする．
・弾性係数
置換砂・置砂・裏埋め土（水中）の弾性係数は，PC13 の 2 次元解析を行って，水平変位
量と沈下量が境界付近ではない箇所の水平変位および沈下量と一致するように決定するこ
ととした．
(5)

水平方向加速度を仮定

PC13 の 2 次元解析を行うに先立ち，水平方向の加速度を仮定する．水平方向加速度は，
水平変位と沈下量と一致するように試行的に変化させる．
(6)

PC13 断面の 2 次元解析

(1)～(5)で設定した物性および水平加速度で 2 次元の弾性解析を行う．解析には FLIP
ROSE 2D の自重解析機能を用いた．
(7)

水平変位および沈下量の比較

解析で得られた PC13 の水平変位と沈下量を実測値と比較する．十分に近くなければ，(4)
に戻り，置換砂・置砂・裏埋め土（水中）の弾性係数を修正し，必要とあれば水平方向加
速度も見直して，再度，2 次元解析を行う．解析結果が実測値と概ね一致をしていたら，(8)
に進む．
(8)

SCP 改良地盤のパラメータを仮定

ここまでで，SCP 改良地盤を除く地盤の物性と PC13 に作用させる水平加速度が求まって
いるので，SCP 改良地盤の物性を仮定する．
・密度
SCP70%改良土，50%改良土，置砂の改良部分の密度は，水中 1.0t/m3 とした．
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・ポアソン比
SCP70%改良土，50%改良土，置砂の改良部分は，液状化したと考えられるため，ポアソ
ン比は 0.49 とする．SD 改良部分は粘土と同じ 0.45 とした．
・弾性係数
SCP70%改良土，50%改良土，置砂の改良部分および SD 改良土の弾性係数は，PC13 の 2
次元解析を行って，水平変位量と沈下量が境界付近ではない箇所の水平変位および沈下量
と一致するように決定する．まず，SCP70%改良土の弾性係数を仮定し，粘性土の弾性係数
との改良率比で SCP50%改良土，置砂の改良部分および SD 改良土の弾性係数を決定する．
(9)

PC14 断面の 2 次元解析

とりあえず，PC13 と同じ水平加速度が作用するものと仮定し，PC14 の 2 次元解析を行う．
(10)

水平変位の比較

解析で得られた PC14 の水平変位と沈下量を実測値と比較する．十分に近くなければ，(8)
に戻り，SCP70%改良土，50%改良土，置砂の改良部分および SD 改良土の弾性係数を修正
し，必要とあれば水平方向加速度も見直して，再度，2 次元解析を行う．解析結果が実測値
と概ね一致をしていたら，(11) PC13，PC14 境界部の 3 次元弾性解析に進む．
(11)

PC13，PC14 境界部の 3 次元弾性解析

(10)までで，全ての地盤の物性が定まったので，図 3.10 のメッシュで 3 次元の解析を行
う．解析コードは FLIP ROSE 3D である．自重解析機能を用いるのは，2 次元解析と同様で
ある．
3 次元解析の終了後，(3)に戻り，基礎捨石・裏込石の弾性係数を変えて，計算を繰り返す．
(12)

考察

基礎捨石・裏込石のパラメータスタディの結果を示し，考察する．
・地盤の弾性係数
基礎捨石・裏込石のパラメータスタディに用いた弾性係数及び計算結果の一覧を表 6.3 に
示す．表 6.3 から，基礎捨石・裏込石の弾性係数と置換砂等の液状化砂の弾性係数，SCP70%
改良地盤の弾性係数および PC13 に入力した水平加速度の関係を示したものが図 6.13 であ
る．図 6.13(a)より，基礎捨石・裏込石の弾性係数を大きくするほど，置換砂や SCP 改良地
盤の弾性係数を小さくする必要があることがわかる．図 6.13(b)においても，基礎捨石・裏
込石の弾性係数が大きくなるほど，PC13 の変位量を合わせるのに必要な水平加速度は小さ
くなることがわかる．このことは，この解析モデルにおける水平変位や鉛直変位が，基礎
捨石や裏込石よりも，さらに下の置換砂や SCP 改良地盤の影響をより強く受けていること
を示唆している．
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表 6.3 基礎捨石・裏込石のパラメータスタディに用いた弾性係数及び計算結果

施設

PC13
PC14
PC13
PC14
PC13
PC14
PC13
PC14
PC13
PC14

捨石
裏込石

粘性土

3,000

800

5,000
10,000
50,000
100,000

800
800
800
800

弾性係数(kPa)
置換砂
置砂
SCP70% SCP50%
SD
裏埋土
置砂
SCP
（気中） 埋立土 改良地盤 改良地盤
改良地盤
改良地盤
（水中）

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

1,400
1,100
900
560
440

3,800
3,200
2,500
1,650
1,300

(a) PC13 の水平加速度

2,714
2,286
1,786
1,179
929

5,429
4,571
3,571
2,357
1,857

1,086
914
714
471
371

水平
加速度
2
(m/s )

-2.7
-2.4
-2.1
-1.5
-1.2

施設天端の変位
水平変位
(m)

鉛直変位
(m)

-3.348

-1.274

-2.513

-1.632

-3.430

-1.309

-2.479

-1.718

-3.368

-1.312

-2.503

-1.943

-3.373

-1.303

-2.494

-2.432

-3.363

-1.292

-2.491

-2.792

(b) 地盤の弾性係数

図 6.13 基礎捨石・裏込石の弾性係数と PC13 の水平加速度・地盤の弾性係数
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・2 次元解析の結果
PC13 と PC14 の 2 次元解析の結果から，PC13 の地表面の変位を解析前と比較したものを
図 6.14 に示す．同様に PC14 の地表面変位を図 6.15 に示す．

(a) 捨石等の弾性係数

(b) 捨石等の弾性係数

3,000kPa

5,000kPa

(a) 捨石等の弾性係数

3,000kPa

(b) 捨石等の弾性係数

5,000kPa

(c) 捨石等の弾性係数 10,000kPa

(c) 捨石等の弾性係数 10,000kPa

(d) 捨石等の弾性係数

50,000kPa

(d) 捨石等の弾性係数

50,000kPa

(e) 捨石等の弾性係数

100,000kPa

(e) 捨石等の弾性係数

100,000kPa

図 6.14 PC13 の 2 次元解析結果
捨石等のパラメータスタディ

図 6.15 PC13 の 2 次元解析結果
捨石等のパラメータスタディ
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図 6.14 を見ると，捨石等の弾性係数が大きくなるほどケーソンが陸側へ倒れるとともに
前面が盛り上がり，裏埋土が沈下する傾向が現われる．あたかも円弧すべりのような変形
モードが卓越してくる．これは，水平変位とともに沈下量もあわせこんでいるために，図
6.13(a)に見られるように，基礎捨石が強くなるほど液状化砂が弱くせざるを得なくなり，
その結果として，ケーソンが陸側へ倒れるような円弧すべりを思わせる変形モードが現わ
れてくるものと考えられる．図 6.4(a)の変形は，ケーソンが前傾するようなものである．こ
れに最も近いのは，図 6.14(a)の捨石等の弾性係数が 3,000kPa のものであり，PC13 の解析
においては捨石等の弾性係数は 3,000kPa 程度がそれより小さいほうが適しているものと考
えられる．
図 6.15 を見ると，捨石等の弾性係数が大きくなっても図 6.14 のような円弧すべりのよう
なモードは現われていない．しかし，沈下量は大きくなっている．これも，基礎捨石が強
くなるほど，SCP 改良地盤を弱く設定しなければ水平変位をあわせられないことから，SCP
改良地盤が弱くなることで沈下量が増加するものと考えられる．したがって，沈下量（鉛
直変位）の点からは，図 6.15 においても捨石等の弾性係数を小さくするほうが PC14 の実
測沈下量との整合性が高いと考えられる．しかしながら，図 6.13(b)を見るとおり，70％SCP
改良地盤よりも基礎捨石の弾性係数が小さいのは奇異な印象を受ける．このことから，捨
石等の弾性係数を小さくするにしても，下限は 70%SCP 改良地盤の弾性係数までが限界で
あろうと考えられる．図 6.15 において，もう一つ気になることは，SCP 改良地盤を置換砂
よりも強くしているにも関わらず，図 6.15 の PC14 の施設天端の方が下がっていることで
ある．この要因として考えられるのは，先に述べた図 6.14 の(d)や(e)に見られる円弧すべり
のような変形モードである．図 6.14(e)と図 6.15(e)を見比べてみると，図 6.14(e)ではケー
ソンが後に傾いてケーソン後端の沈下量よりもケーソン前端の沈下量が小さいのに対し，
図 6.15(e)ではケーソンの傾きはほとんど無いように見える．しかし，これだけでは，捨石
等の弾性係数が小さい(a)や(b)の場合に対する十分な説明にはならない．例えば，図 6.15(a)
において，鉛直変位を PC14 の被災時の-0.8m 程度まで小さくするには，SCP 改良地盤を強
くしなければならない．しかし，それでは水平変位も小さくなってしまう．水平変位を大
きくするには水平加速度を大きくする必要がある．そこで，図 6.15(a)の捨石等の弾性係数
が 3,000kPa のケースで，水平変位と鉛直変位の両方を合わせ込んだ 2 次元解析を実施して
みた．
その結果を図 6.16 に示す．SCP70%改良地盤の弾性係数を 40,000kPa まで上げ，水平加速
度を図 6.16 のとおり-9.3m/s2 にして，概ね水平変位と鉛直変位を合わせこむことができた．
この計算ケースは，基礎捨石・裏込石の弾性係数を 3,000kPa のままとしているため，いさ
さか非現実的な設定となっている．しかし，図 6.14(a)のケースとの比較は成立すると考え
られる．図 6.16 の水平加速度は，図 6.14(a)のケースの 3.4 倍である．このことから，PC13
の水平加速度と PC14 の水平加速度が同じであるとした仮定は正しくなかったことがわかる．
しかし，FLIP ROSE の自重解析においては，水平加速度は一つしか入力できない．また，
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複数入力できるとしても PC13 と PC14 の水平加速度の分布は不明なままである．これらの
ことから，PC13 と PC14 の境界部分の解析には，両者の水平加速度を平均して用いる手法
が考えられる．この方法では，PC13 の水平加速度を過大に，PC14 の水平加速度を過小に見
積もることになり，おそらく，水平変位と鉛直変位を両方あわせることは出来ないものと
思われる．しかしながら，本研究の目指すところは，水平変位の推移を推定することであ
るため，鉛直変位の一致をある程度犠牲にすることは止むを得ないと考える．それであれ
ば，PC13 の水平加速度と PC14 の水平加速度を同じと仮定したままであっても，手法とし
て成立する可能性はあると思われる．そして，より納得しやすい手法は，水平加速度と鉛
直変位の不整合を両施設に均等に分配できる水平加速度の平均値を用いる手法であると考
えられる．

図 6.16 PC14 に水平変位と鉛直変位を合わせ込んだ 2 次元解析結果
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・3 次元解析の結果
捨石等の弾性係数を変化させた 5 種類の 3 次元解析の結果から，施設天端の水平変位と
鉛直変位の分布を重ね書きしたものを，図 6.17 に示す．

(a) 水平変位の分布の計算結果

(b) 鉛直変位の分布の計算結果
図 6.17 PC13 と PC14 の境界付近の 3 次元解析結果
捨石等のパラメータスタディ
捨石等の弾性係数を変化させても，水平変位の分布に大きな変化が無いことがわかる．
このことから，あまり捨石等の弾性係数を特別視する必要は無いものと考えられる．ただ
し，図 6.14 において，PC13 の水平変位を 3.35～3.4m まで合わせ込んでいるにも拘らず，3
次元解析では 3.0m 程度まで水平変位が小さくなっている．これは 2 次元解析の平面ひずみ
状態と 3 次元解析時の Y 軸方向の応力状態が異なることによるものと思われる．このこと
から，2 次元解析と 3 次元解析で水平変位量が異なるようなら，3 次元解析時の弾性係数を
2 次元解析で求める際に，少し大きめにしておくなどの措置が必要であると思われる．
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図 6.18(b)の鉛直方向変位は，図 6.15 と同じく，捨石等の弾性係数の影響を大きく受けて
いる．捨石等の弾性係数が大きくなると，その影響が顕著である．このことからも，捨石
等の弾性係数は，小さいほうが望ましいと考えられる．しかし，先にも述べたように，直
下の置換砂や SCP 改良地盤よりも小さくするのは，直感的に納得し難い．このことから，
捨石等の弾性係数は，直下の置換砂や SCP 改良地盤と同じにするのが良いと考えられる．
ここで，先に裏埋土（気中）の弾性係数を 2,000kPa と仮定したが，捨石等の弾性係数を
直下の置換砂と同じにするのであれば，裏埋土（気中）も同様にしなければ整合が取れな
い．そこで，裏埋土（気中）も直下の裏埋土（水中）と同じ弾性係数とする．
6.4.3 粘性土のパラメータスタディ
(1)

粘性土のパラメータスタディの方法

前項で，地盤の弾性係数の決定方法については，概略の方向性を得ることが出来た．し
かし，前項のパラメータスタディでは，粘性土の弾性係数を N 値から一義的に決定してい
る．このため，粘性土の弾性係数の影響を見るために本項にてパラメータスタディを行う．
粘性土のパラメータスタディのフローを図 6.18 に示す．
(1)粘性土のパラメータ設定

試行による液状化地盤の弾性係数の算定

試行によるSCP改良地盤の弾性係数の算定

(2)置換砂・置砂・裏埋土・基礎捨石等
のパラメータを仮定
(6) SCP改良地盤のパラメータを仮定

(3) PC13断面の水平方向加速度を仮定

(7) PC14の水平方向加速度を仮定

(4) PC13断面の2次元解析

(8) PC14断面の2次元解析

一致しない

(5)水平変位および
沈下量の比較

(9) 水平変位および
沈下量の比較

概ね一致

一致しない

概ね一致
(10) PC13、PC14境界部の水平加速度の算定

試行による液状化地盤の弾性係数の算定

試行によるSCP改良地盤の弾性係数の算定

(11)置換砂・置砂・裏埋土・基礎捨石等
のパラメータを仮定

(14) SCP改良地盤のパラメータを仮定

(12) PC13断面の2次元解析

(15) PC14断面の2次元解析
一致しない

(13)水平変位の比較

一致しない
(16) 水平変位の比較

概ね一致
概ね一致

(17) 床掘り擦り付け部の基礎捨石・裏込石の
弾性係数の算定
(18) PC13，PC14境界部の3次元弾性解析

(19) 考察

図 6.18 粘性土のパラメータスタディのフロー
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粘性土のパラメータスタディでは，基礎捨石・裏込石のパラメータスタディ（図 6.12）
と手順は良く似ているが，以下の点が異なっている．
・基礎捨石・裏込石の弾性係数を直下の地盤の弾性係数と同じにしたこと．
・PC13 と PC14 の床掘り擦り付け部の基礎捨石・裏込石の弾性係数は，置換砂と SCP70％
改良地盤の平均値としたこと．
・PC14 の試行による SCP 改良地盤の弾性係数の算定時に，PC14 の水平変位，鉛直変位に
合うように PC14 の水平加速度も求めるようにしたこと．
・3 次元解析に使用する PC13 と PC14 の境界部の水平加速度は，PC13 の水平加速度と PC14
の水平加速度を平均して求めるようにしたこと．
・PC13 と PC14 の境界部の水平加速度に対して，
一致するような弾性係数をあらためて PC13
と PC14 で試行により求めるようにしたこと．
粘性土の弾性係数は，800kPa を基本ケースとして，半分の 400kPa，2 倍の 1,600kPa の 3
ケースと実施した．
(2)

粘性土のパラメータスタディの弾性係数と 2 次元解析の結果

粘性土のパラメータスタディに用いた弾性係数及び計算結果の一覧を表 6.4 に示す．捨石
等の場合とは異なり，粘性土の弾性係数を大きくするほど置換砂や SCP 改良地盤を強く，
水平加速度も大きくしなければならないことがわかる．
表 6.4 粘性土のパラメータスタディの弾性係数と 2 次元解析の結果

施設

捨石
裏込石

PC13

1,900

PC14

11,000

PC13

1,900

PC14

11,000

PC13

1,900

PC14

12,500

PC13

2,950

PC14

5,900

PC13

1,900

PC14

6,000

PC13

3,200

PC14

6,300

粘性土

400
800
1,600

弾性係数(kPa)
置換砂
置砂
SCP70% SCP50%
SD
裏埋土
置砂
SCP
（気中） 埋立土 改良地盤 改良地盤
改良地盤
改良地盤
（水中）

1,900
1,900
1,900

1,900
1,900
1,900

400

2,950

2,950

800

3,000

3,000

1,600

3,200

3,200

11,000
11,000
12,500
5,900
6,000
6,300

7,971
8,086
9,386
4,329
4,514
4,957
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15,543
15,371
17,171
8,257
8,229
8,314

3,429
3,714
4,714
1,971
2,286
2,943

水平
加速度
2
(m/s )

施設天端の変位
水平変位
(m)

鉛直変位
(m)

-2.9

-3.397

-1.332

-6.3

-2.507

-0.854

-3.2

-3.419

-1.340

-6.8

-2.474

-0.858

-3.7

-3.373

-1.312

-8.7

-2.503

-0.825

-3.397

-0.923

-2.504

-1.126

-3.367

-0.959

-2.457

-1.131

-3.376

-0.936

-2.504

-1.120

-4.6
-5.0
-6.2

備考

境界
部分の
加速度
算出用

境界
部分の
加速度
算定後
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図 6.19 に，2 次元解析の結果の施設の地表面の変形図を示す．図 6.19(a)が PC13 の結果，
(b)が PC14 の結果である．図 6.19 では，縦軸と横軸のスケールを変えて表示している．図
6.19 の(a)も(b)も，粘性土の弾性係数が 400kPa のケースでは，岸壁背後（メッシュ境界付
近）の沈下量が他のケースに比べて大きくなっている傾向が見えるが，それを除いては，
施設の変形モードには大きな違いは無いように思える．図 6.19 の結果だけから見ると，粘
性土の弾性係数は 800~1,600kPa 程度の範囲であれば，言い換えれば，400kPa 近くまで小さ
くなければ，あまり問題は無いようである．

(a) PC13 の 2 次元解析の結果

粘性土のパラメータスタディ

(b) PC14 の 2 次元解析の結果

粘性土のパラメータスタディ

図 6.19 粘性土パラメータスタディ
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(3)

3 次元解析の結果

粘性土パラメータスタディの 3 次元解析の結果として，水平方向変位量と鉛直方向変位
を図 6.20 に示す．図 6.20 を見てわかるとおり，粘性土の弾性係数を変えても施設法線の水
平変位と鉛直変位にはほとんど影響が出ていない．粘性土の弾性係数の想定に当たっては，
2 次元解析時の変形モードと水平加速度が想定される変形モードや加速度と異ならないよ
うに定めればよいと思われる．以上の検討から，この事例における粘性土の弾性係数は，N
値から求めた値の 1/10 である 800kPa で適切であると考えられる．

(a) 施設の水平変位分布

(b) 施設の鉛直変位分布
図 6.20 3 次元解析結果 粘性土のパラメータスタディ
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6.4.4 PC13 の 2 次元~3 次元解析間のパラメータの調整
これまで示したように，2 次元解析で実測値に水平変位を合わせたとしても，3 次元解析
では PC13 で 3 次元解析の方が小さい水平変位量となった．これを修正するために予め，2
次元解析時の水平変位の目標値と大きく取ることを考えた．
2 次元解析時の水平変位は海側に 3.367m であった．これに対し，3 次元解析の PC13 の水
平変位は 3.153m であり，2 次元解析の 94%に留まっている．このことから，2 次元解析時
の目標値を 3.367÷0.94＝3.58≒3.6m を目標値にして，PC13 の 2 次元解析をやり直した．そ
の結果，置換砂・置砂・裏埋土の弾性係数を 2,700kPa とすることで，図 6.21 の結果を得た．

(a) 目標水平変位 3.35m

(b) 目標水平変位 3.6m

図 6.21 2 次元解析結果の目標水平変位の修正
この結果を踏まえて行った 3 次元解析の結果を図 6.22 に示す．ただし，床掘置換の擦り
付け区間の捨石と裏込石の弾性係数は，置換砂と SCP70％改良地盤の平均値としている．
PC13 の 2 次元解析の目標値を変更したことで，両端の水平変位はほぼ一致させることがで
きた．ただ，PC13 基点からの距離で 320~340m の間で，計算値が小さめになっている．こ
の解決が次の課題である．

図 6.22 目標値修正後の水平変位の分布
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6.4.5 境界付近の剛性低下の考慮
図 6.9(a)を見ると，PC13 と PC14 の境界付近では 0.9m 程の水平変位が 350~400m 程の範
囲で生じている．(b)では，0.5~0.6m の鉛直変位が 340~410m 程の間で生じているように見
える．この変位差によって，PC13 と PC14 の境界付近で相応のせん断ひずみが発生してい
るものと考えられるが，これまで行った 3 次元の弾性解析ではこの境界付近のせん断ひず
みの影響は考慮されていない．このことから，境界付近のせん断歪の影響を考慮してみる
こととした．実務で水平変位の分布を計算しようとする場合には，実測値は得られていな
いと考えられる．そこで，3 次元解析の計算結果から境界付近のせん断ひずみによる剛性の
低下を考慮する部分を抽出する．
図 6.22 から計算値のみを抽出したものが，図 6.23 である．
図 6.23 から剛性の低下する部分を抽出してみる．ここでは，図 6.23 において 330~390m の
範囲の剛性低下を考慮してみた．

図 6.23 想定した剛性低下範囲
剛性低下範囲を図 6.23 より 90m と仮定すると，水平方向の変位差が 0.83m，鉛直方向の
変位差が 0.52m であるので，YX 平面内の変位のベクトルは√0.83 + 0.52 ＝0.98m，0.98m
の変位が 60m 範囲内で生じているので，この間の平均的なせん断ひずみは 0.98÷60=0.016
となる．
ケーソン周辺のせん断ひずみを調べるため，基礎捨石中心付近と裏込石重心付近の Z 軸
に直角で X 方向へのせん断ひずみ γzx を抽出したものが，図 6.24 である．図 6.24 より施設
境界の 350m でのせん断歪を読み取ろうとしたが，基礎捨石中心のせん断ひずみの変動が激
しく，うまく読み取れない．そこで，PC13 と PC14 のそれぞれの中間付近でせん断ひずみ
を読み取ると，表 6.5 のとおりであった．したがって，PC13 と PC14 の境界付近では，ケ
ーソン周辺のせん断ひずみ γzx の 0.037 に，Y 軸に直角のせん断ひずみが 0.016 増加した状態
にあったと推定して大きな誤りはないであろうと思われる．ここで，おおまかにせん断ひ
ずみの増加をベクトル合成と同じ考え方で概算すると√0.037 + 0.016 ＝0.041 となる．

北澤らは，沖縄および奄美諸島の大地震時における地盤加速度を検討する中で，多くの

研究から地盤のせん断ひずみとせん断剛性の低下率の関係を調査し，まとめている
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澤らの関係に PC13 と PC14 境界付近のせん断剛性の関係と書き加えたものが，図 6.25 であ
る．これにより，C13 と PC14 の境界付近の変位差によって，15%程度せん断剛性が低下し
ていたものと推測される．ポアソン比が一定ならば，せん断剛性率とポアソン比は比例関
係にあるから，せん断剛性の低下率はそのまま弾性係数の低下率と考えることができる．

図 6.24 ケーソン周辺のせん断歪
表 6.5 PC13 と PC14 それぞれの施設中間付近でのケーソン周辺のせん断歪
PC13
PC14
ケーソン背後
ケーソン背後
平均値
基礎捨石中心
基礎捨石中心
（裏込石）
（裏込石）
0.05717
0.03434
0.03614
0.01939
0.03676

図 6.25 PC13 と P14 の境界付近の変位差による剛性低下率
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これを踏まえて，330~390m の区間の置換砂，裏埋砂等の弾性係数を 15%低下させて，3
次元解析の再計算を行った．その結果を，図 6.26 に示す．図 6.26 より，境界付近の剛性低
下を考慮すると，より良く水平変位の変化の追跡できることがわかる．

図 6.26 PC13 と PC14 の境界付近での剛性低下を考慮した計算結果

6.5 床掘置換の深度の違いによる水平変位量変化に対する適用性の確認
6.2.2(2)で考察したように，PC13 にはもう一つ，B 工区と C 工区の断面の相違によると
考えられる 170~140m 付近での断面変化が存在する．これまでに研究した手法が，床掘置換
の深度の違いによる断面変化を計算できるかどうかを確認する．手順はこれまでに紹介し
たものであるので，重要な部分のみを述べる．
・計算メッシュ
PC13 の B 工区の 2 次元解析用の計算メッシュを図 6.27 に示す．置換砂下に粘性土を残
したままにしている．C 工区の解析メッシュは，図 6.11(a)と同じである．
3 次元の計算メッシュは図 6.28 に示す．図 6.10 のメッシュを修正したもので，接点数，
要素数および Y 軸方向のメッシュの間隔は図 6.10 と同一である．ただし，B 工区の C 工区
の床掘り深度の違いのみならず，A 工区と B 工区の床掘り深度，C 工区と D 工区の床掘り
深度の差も考慮している．
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上部工
気中
（未施工）

裏込石
気中

上部工
気中
ケーソン
気中

ケーソン
水中

置砂

基礎捨石

裏埋土
気中
（未施工）

裏埋土

裏込石
置砂

置換砂
粘性土

図 6.27 PC13

図 6.28 PC13

裏埋土
気中

粘性土

B 工区の 2 次元解析用メッシュ

A 工区～D 工区の 3 次元解析計算メッシュ

・2 次元の解析の条件及び計算結果
PC13 では，B 工区と C 工区の断面を 2 次元解析の断面として選定した．A 工区，D 工区
での 2 次元解析は実施していない．表 6.6 に 2 次元解析の弾性係数と計算結果を示す．
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表 6.6 PC13A 工区~D 工区の弾性係数と 2 次元解析の結果
弾性係数(kPa)
断面

捨石
裏込石

PC13B

2,800

PC13C

1,900

PC13B

2,100

PC13C

2,700

PC13B

2,000

PC14C

2,400

粘性土

800
800
800

施設天端の変位

置換砂
裏埋土
置砂
（気中） 埋立土
（水中）

水平
加速度
2
(m/s )

水平変位
(m)

鉛直変位
(m)

備考

2,800

2,800

-5.9

-4.655

-1.699

1,900

1,900

-3.2

-3.419

-1.340

2,100

2,100

-4.618

-1.997

2,700

2,700

-3.390

-1.037

2,000

2,000

-4.787

-2.064

2～3次元調整、水平変位 5%増し

2,400

2,400

-3.741

-1.163

2～3次元調整、水平変位10%増し

-4.55
-4.55

水平加速度算定

2次元～3次元の調整前

・3 次元解析の結果
図 6.29 に A 工区~D 工区の 3 次元解析の結果をまとめて示す．図 6.29 より，PC13 の B
～C 工区の境界付近に関しても，2 次元解析と 3 次元解析で水平変位の差が見られる．調整
後の水平変位は，比較的実測値に一致しているが，境界付近の 100m～180m で基礎捨石・
裏込石，裏埋土，置換砂等の剛性を 8%低下させた方がさらに実測値と良く一致する．この
ことから，PC13 の BC 工区の境界付近においても本研究で示した手法が適用可能であるこ
とがわかる．

(a) 剛性率の設定

(b) 剛性低下の範囲

(c) 水平変位量の計算結果
図 6.29 PC13 の 3 次元解析結果
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6.6 まとめ
第 6 章では，櫛形鋼矢板壁の矢板法線方向の伸縮を照査に加味するための要素技術とし
て，水平方向に加速度を加えた線形弾性解析で断面変化部付近の水平変位を計算する手法
を検討した．その結果，2 次元の線形弾性解析を 3 次元の線形弾性解析を組み合わせること
で，水平変位を推定する手法を見出した．
第 6 章の結論は次のとおりである．
基礎捨石・裏込石・気中の埋立土の弾性係数は，直下の置換砂・SCP 改良地盤・埋立
土（水中）の弾性係数と同じとしてよい．これによって，試行錯誤による弾性係数の
計算が簡略化される．
2 次元解析と 3 次元解析の水平変位量は必ずしも一致しないが，補正することで 3 次元
解析における両施設あるいは両断面の変位を合わせこむことができる．
2 次元解析と 3 次元解析の水平変位の差を調整した水平方向変位は，比較的良く実測値
と一致した．
しかし，両施設あるいは両断面間に発生している平均的なせん断ひずみ γzx に，水平方
向変位と鉛直方向変位によって発生するであろうせん断ひずみの値を考慮して，弾性
係数の低減を行うと更に，実測値と一致する．
したがって，3 次元の非線形動的解析が実用的に使用できるまでの間，本章で示したよう
な簡易な手法も使用を検討する価値があるものと考えられる．
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第7章

櫛形鋼矢板壁の照査手法に関する研究

7.1 はじめに
7.1.1 研究の目的
第 5 章の冒頭などでも述べたように，櫛形鋼矢板壁工法 1),2)は，南海トラフを震源とする
地震・津波が逼迫している中で，早期に津波に対する防護を図るためには有効な方法であ
ると考えられる．第 5 章の研究から，2 次元の有効応力解析プログラム FLIP ROSE 2D3)を用
いることで，地震時に櫛形鋼矢板に発生するモーメントについて，実用レベルで推定でき
る目処が立った．第 6 章での研究によって，櫛形鋼矢板壁に必要であると思われる矢板の
延長方向の変位についても，推定できる目処が立った．津波が作用した際の櫛形鋼矢板壁
の設計は，これまでの実績から十分に信頼性のある自立式鋼矢板の設計法を用いることで，
可能であると考えられる．こうしてみると，櫛形鋼矢板壁の設計に関する最低限の要素技
術は，一通り揃ったものと考えられる．このことから，第 7 章では，これまでの研究結果
を踏まえて，本研究のテーマの一つである櫛形鋼矢板壁工法について，実務レベルで適用
が可能な設計法を開発することを目的とする．
7.1.2 研究の方法
第 7 章の研究の目的は，実務レベルで適用が可能な設計法を開発することである．した
がって，実務に即した形で設計を行いながら，設計法を検証する必要があると考える．こ
こで，第 3 章で説明した撫養港海岸直轄海岸保全施設整備事業においては，第 4 章で示し
たような照査基準と設計手順で重力式護岸の改良が行われた．その際，護岸直下あるいは
前面海域の地盤改良を行って護岸変位を抑制してきた．しかしながら，事業区間内におい
ては，その場所特有の現場条件により，地盤改良が困難（事実上不可能）な区間が存在し
た．そのため，地盤改良が困難な区間に対して，櫛形鋼矢板壁構造の採用が検討された．
その後，当該区間においては，重要な配管類が埋設されていることなどから，櫛形鋼矢板
壁構造の採用は見送られた．しかし，櫛形鋼矢板壁工法の設計法の良いケーススタディと
なり，櫛形鋼矢板壁工法の開発の目処が立った．このことから，第 7 章での研究の方法と
して，第 3 章で紹介した撫養港海岸直轄海岸保全施設整備事業において，検討した内容を
設計のケーススタディとして，その内容を追いながら，設計法の研究と事例を取りまとめ，
櫛形鋼矢板壁工法の適用性を検証する．
7.1.3 研究の流れ
第 7 章の研究の流れは，次のとおりである．まず，第 2 節では第 3 章の事業目的と第 4
章の照査基準を踏まえて櫛形鋼矢板壁構造の照査基準を検討する．第 3 節では，櫛形鋼矢
板壁設計のケーススタディを行う．第 4 節では，第 7 章のとりまとめを行う．
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7.2 櫛形鋼矢板壁の照査基準
7.2.1 事業目的と性能規定
第 7 章では，第 3 章で紹介した撫養港直轄海岸保全施設整備事業を題材に設計のケース
スタディを行いながら，櫛形鋼矢板壁工法の設計法を研究する．このことから，事業目的
と性能規定を再掲する．
・事業目的
撫養港直轄海岸保全施設整備事業の目的は，第 3 章で示したとおり「海岸を整備するこ
とによって，高潮や地震津波が発生しても当該海岸背後地域の生活，経済活動に多大な支
障を生じさせない．」ことである．
・要求性能
津波に先行する地震および津波に対する要求性能は，津波に対する使用性（津波から背
後地を防護できること）である．
・性能規定
津波に先行する地震および津波に対する性能規定は，「変位量が使用性（津波）に対す
る許容変位量以下であること」および「構造的安定」である．
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7.2.2 重力式護岸の照査基準の考え方
櫛鋼矢板壁に対する照査基準は，十分に研究されてはいない．櫛形鋼矢板壁構造の照査
基準を考えようとする際には，重力式護岸の照査基準の考え方が参考になるものと考える．
そこで，第 4 章で研究した重力式護岸の照査基準を手掛かりに櫛形鋼矢板壁の照査基準を
考察する．第 4 章で示した津波に先行する地震および津波に対する性能規定に沿って整理
すると表 7.1 のとおりとなる．
表 7.1 重力式護岸の照査基準
性能規定

照査基準
天端高さが津波の高さを下回らないこと

変位量が使用性
（津波）に対する
許容変位量以下

構造的安定

護岸の水平変位が，目地ずれによって天端高さの
低下を生じない範囲に留まること
護岸の傾斜角が，照査式が適用できる傾斜角の範
囲内であること
目地開きが，目地からの浸水量が十分に小さい範
囲に留まること
護岸の水平変位が，護岸の水没・倒壊の可能性が
小さい範囲に留まること
護岸の前面法（のり）の崩壊による連鎖的な破壊
が生じないこと
津波の作用に対して，滑動，転倒，基礎の破壊
などが生じないこと
浸透流による破壊が生じないこと
円形すべりや倒壊が生じないこと

照査式等
天端高さ
≧ 津波高さ
護岸の残留水平変位
≦ 護岸の天端幅の 2 倍
護岸の傾斜角
≦ 8°
目地開きによる浸水量
≦ 護岸の許容越波量
護岸の残留水平変位
≦ 概ね 1.5m
地震後の前面捨石勾配
≦ 捨石の内部摩擦角
既往の照査式で
所定の安全性を確保すること
既往の照査式で
所定の安全性を確保すること
倒壊や円弧すべりのような
破壊モードを示さないこと

7.2.3 櫛形鋼矢板壁の照査基準の考え方
櫛形鋼矢板壁については，これまで無かった考え方の構造であり，照査基準や照査手法
は確立されていない．このようななかで，構造的に最も近いのは自立矢板式護岸である．
港湾の施設の技術上の基準・同解説 4)によると，自立式矢板護岸の性能照査は自立矢板式係
船岸に準じることができる．港湾の施設の技術上の基準・同解説によれば「自立矢板式係
船岸の性能照査について，レベル 1 地震動に関する変動状態については，簡易法（震度法）
により照査することができる．ただし，耐震強化施設においては，詳細法（地盤－構造物
の動的相互作用を考慮した非線形地震応答解析等）により変形量の検討をすることが望ま
しい．」と記載されている．港湾の施設の技術上の基準・同解説において，非線形地震応
答解析が推奨されていることを踏まえながら，表 7.1 の重力式護岸の性能規定と照査基準に
沿って，櫛形鋼矢板壁の性能を照査する考え方を考察してみる．
(1)

変位量が使用性（津波）に対する許容変位量以下

まず，表 7.1 の変位量に関する照査基準について考察してみる．
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・天端高さが津波の高さを下回らないこと
櫛形鋼矢板壁の天端高さが低下する要因としては，次の 3 つが考えられる．
第一に櫛形鋼矢板壁全体の沈下である．この様な事態は，支持杭の役割を成す櫛部の矢
板に対する支持力の不足や軸力に対する櫛部矢板の耐力不足が原因になると考えられる．
このことから，支持力や櫛部矢板の照査を行えば良いと考えられる．
第二は，櫛形鋼矢板壁が地盤とともに変形することによる天端高さの低下である．これ
に対しては，櫛形鋼矢板壁の設計津波に先行する地震に対する変形量を推定し，櫛形鋼矢
板の天端高さが津波の高さを上回ることを規定すれば良いと考えられる．
第三に，個々の矢板相互の高さのずれが考えられる．櫛形鋼矢板壁では壁部の矢板は支
持地盤に達していないため，壁部の鋼矢板が沈下する可能性があるが，このような事象に
ついては十分に研究が進んでいない．しかしながら，この点に関しては，櫛形鋼矢板壁に
もコンクリート等で上部工を設け，構造的に抑制することができると考えられる．このこ
とから，当面は，櫛形鋼矢板壁に上部工を設置して照査を省くことが適切であると考えら
れる．
・護岸の水平変位が，目地ずれによって天端高さの低下を生じない範囲に留まること
第 4 章で示したように，重力式護岸では目地ずれによる天端高さの低下を防ぐために，
護岸の残留水平変位量の制限を導入した．しかし，鋼矢板は継ぎ手を介して延長方向に連
続している．このことから，継ぎ手が外れたり，鋼矢板が縦に裂けたりしない限りは，重
力式護岸の目地ずれに類した事象は発生しないと考えられる．加えて，鋼矢板式港湾構造
物の地震による被災事例には，鋼矢板の継ぎ手が外れたり，縦に鋼矢板が裂けたような事
例は見当たらない．このことから，櫛形鋼矢板壁については，目地ずれによる天端高さの
照査基準は，考慮しなくても良いものと考えられる．ただし，水平変位の増加に伴って護
岸背後の沈下量は増加していることから，護岸背後の空間が利用されている場合には，護
岸背後の地盤や構造物の水平変位や沈下量を照査基準とすることも考えられる．
・護岸の傾斜角が，照査式が適用できる傾斜角の範囲内であること
上の考察のように，櫛形鋼矢板壁については残留水平変位の制限値を考慮しないことか
ら，水平変位の適用性の観点からの櫛形鋼矢板壁の傾斜角については考慮しなくても良い
ものと考えられる．
・目地開きが，目地からの浸水量が十分に小さい範囲に留まること
櫛形鋼矢板壁構造において，重力式護岸の目地からの浸水に相当するものは，鋼矢板の
継ぎ手からの浸水である．鋼矢板はしばしば土中での遮水工に用いられる．このことから，
通常の使用状況では，十分な遮水性を有しているものと考えられる．このため，継ぎ手か
らの浸水量は，検討する必要は無いものと思われる．ただし，浸水に対する要求性能が極
めて高い場合には，継ぎ手からの浸水を考慮する必要があると考えられる．その際の鋼矢
板の透水係数の推定には，例えば文献 5)が参考になる．
このように考察してくると，櫛形鋼矢板壁の水平変位に対する照査基準は，重力式護岸
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と比べて緩くできると考えられる．中澤ら 1)が櫛形鋼矢板壁を提案した理由もここにあるも
のと思われる．
(2)

構造的安定

次に櫛形鋼矢板壁の構造的安定に関する照査基準について考察する．
・護岸の水平変位が，護岸の水没・倒壊の可能性が小さい範囲に留まること
(1)で考察したように，櫛形鋼矢板壁について，水平変位を照査基準とする必要性は乏し
いと考えられる．ただし，第 4 章の動的遠心模型実験の結果を見てもわかるとおり，櫛形
鋼矢板壁工法は前面の既設護岸の変形量を増加させる傾向がある．このことから，櫛形鋼
矢板壁で耐津波性能を強化される護岸の修復性が要求される場合には，櫛形鋼矢板壁工法
が用いられる護岸の水平変位量が制限されることが在り得ると考えられる．
・護岸の前面法（のり）の崩壊による連鎖的な破壊が生じないこと
重力式護岸については，前面法面の崩壊によって連鎖的な崩壊が護岸及ぶことを懸念し
て，前面法面の照査基準を導入した．櫛形鋼矢板壁構造においては，前面護岸が崩壊した
からといって，必ず櫛形鋼矢板壁が壊れるとは限らない．その点でも，重力式護岸に比べ
て照査基準は緩くできるものと考えられる．しかしながら，櫛形鋼矢板壁の前面護岸の倒
壊や背後地盤の沈下は，櫛形鋼矢板壁に作用する土圧に影響を及ぼすと考えられる．この
ことから，前面護岸の前面法勾配については，照査を行った方が無難であると考えられる．
ただし，その照査手法については，津波の作用に対する照査に関連し，地震作用後の櫛形
鋼矢板壁の応力状態や津波作用の大きさなどに影響されるため，個々の事例に応じて具体
的に検討することが必要であると思われる．ただし，ケーススタディを行う撫養港の海岸
護岸においては，護岸が倒壊した場合，櫛形鋼矢板壁の海側の抑えが小さくなり，櫛形鋼
矢板壁の変位が急激に大きくなることが考えられる．これは，護岸前面の捨石マウンドが
崩落した場合にも想定される．このことから，本研究でのケーススタディにおいては，護
岸の倒壊や捨石マウンドの崩落に対しても照査基準を設ける必要があると考えられる．
・津波の作用に対して，滑動，転倒，基礎の破壊などが生じないこと
津波の作用に先立って，護岸は津波に先行する地震の作用を受ける．重力式護岸におい
ては，地震の作用は重力式護岸の変形という形で現われる．したがって，重力式護岸にお
いては，地震作用の後の変形した状態で護岸の安定性の照査を行うことで，津波の作用に
対する安全性を評価することができる．ただし，地震の作用によって地盤の状態が地震前
と変化している場合には，その影響も加味する必要がある．櫛形鋼矢板壁の場合も，津波
作用の前に地震作用を受けるのは同じであるが，その影響は櫛形鋼矢板壁の変位と地震作
用後の残留応力となって現われる．一つの例を想定すると，津波に先行する地震の作用と
津波の作用によって，矢板壁の壁部の鋼矢板が全降伏にまで達した場合には，矢板壁は地
震と津波の作用によって破壊されたものと判断できる．この例から，櫛形鋼矢板の構造的
安定の照査は，作用応力によって行うことが適切であると考えられる．したがって，櫛形
鋼矢板壁の照査においては，水平変位量の照査規定は設ける必要は無いが，代わりに応力
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の照査基準を定める必要があるものと考えられる．
・浸透流による破壊が生じないこと
浸透流による破壊については，重力式護岸やしばしば重力式構造に設置される止水矢板
のように，従来の信頼できる照査式で安全性を照査すれば良いものと考えられる．
・円形すべりや倒壊が生じないこと
第 3 章および第 4 章において，重力式護岸の照査基準のうち「円形すべりや倒壊が生じ
ないこと」については，主に，解析コード FLIP ROSE 2D の解析結果から照査している．自
立矢板式係船岸でも，非線形地震応答解析が推奨されていることから，重力式護岸と同様
に非線形地震応答解析結果の変形モードから照査すれば良いものと考えられる．
7.2.4 櫛形鋼矢板壁の応力照査基準
前項で考察したように，櫛形鋼矢板壁構造については，天端の水平変位を照査基準とす
るよりは矢板に発生する応力を照査基準とするほうが適切であると考えられる．このこと
から，本項では，櫛形鋼矢板壁の応力照査基準について考察する．
安間らは，海上の廃棄物処分場の遮水矢板の耐震性について研究している 6)．そのなかで，
安間らは，鋼矢板 FSP-Ⅲ型について法線方向における矢板の引張り試験を模擬した 3 次元
FEM での非線形段塑性解析を行っている．安間らは，「矢板が引張り力を受けた場合，矢
板の部分的な降伏はリブとフランジの境目付近から始まり，リブ全体で部分的な降伏が発
生した段階でも継手部で部分的な降伏が表われないことから，この段階でも矢板は遮水機
能を確保している．」との知見を得ている．（ここで，用語の定義を明確にしておく．安
間らは１枚の U 形鋼矢板断面において，継手に接続する薄い側をウェブ，ウェブに挟まれ
た厚い部分をフランジとしている．一方，鋼材メーカーや一般社団法人鋼管杭鋼矢板技術
協会では，継手に近い側をフランジ，継手の無い肉厚の側をウェブと称している 7)．本論文
では，安間らに倣い，継手の無い側をフランジ，継手のある側をウェブと称することとす
る．）櫛形鋼矢板壁構造は，津波による浸水を抑制するものである．したがって，矢板の
継ぎ手部が降伏し，止水性能を発揮できなくなくなれば，要求性能を満たさなくなる可能
性が高い．このことから，応力照査の基準として考えられる一つは，継ぎ手部が降伏しな
いことである．
一方，櫛形鋼矢板壁に津波が作用した場合，もっとも作用応力が大きくなるのは矢板の
フランジ部である．したがって，壁部の鋼矢板のフランジが降伏から全塑性モーメントに
達した場合，その箇所で鋼矢板が「折れ」て，津波が侵入する可能性がある．このことか
ら，いくらかの余裕を見込んだ場合は，壁部のフランジが降伏しないことも応力の照査基
準となろう．
したがって，櫛形鋼矢板壁の照査基準として，壁部の継ぎ手部とフランジ部では鋼材が
降伏しないことを求めるのが適切であると考えられる．もし，降伏を許容するとしてもリ
ブ部のみとする．
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7.2.5 櫛形鋼矢板壁および津波の浸水に対して機能強化される護岸の照査基準
前項の考察に基づき，櫛形鋼矢板壁の性能規定と照査基準（案）を表 7.2 に提案する．
表 7.2 櫛形鋼矢板壁の性能規定と照査基準（案）
性能規定
変位量または
応力が使用性
（津波）に
対する
制限値以下

構造的安定

強化される護岸の
修復性

照査基準
櫛形鋼矢板壁の天端高さが津波の高
さを下回らないこと

照査式等の案
櫛部を先端の地盤が支持力破壊しないこと
櫛部の矢板が座屈しないこと
天端高さ ≧ 津波高さ

櫛形鋼矢板壁の壁部継ぎ手からの浸
水量が十分に小さい範囲に留まるこ
と

鋼矢板の継ぎ手部の作用応力
≦ 降伏応力

櫛形鋼矢板壁の壁部が地震･津波の作
用に対して安定を保つこと

櫛形鋼矢板壁 壁部の
フランジ応力 ≦ 降伏応力

強化される護岸の変形などが櫛形鋼
矢板壁の安定に影響を及ぼさないこ
と

事案に応じて個別に設定する．例えば，
護岸の傾斜角 ≦ 8°
地震後の前面捨石勾配≦捨石の内部摩擦角

浸透流による破壊が生じないこと

既往の照査式で
所定の安全性を確保すること

円形すべりや倒壊が生じないこと

倒壊や円弧すべりのような
破壊モードを示さないこと

津波に対する使用性を強化される護
岸の修復性が求められる場合には護
岸の水平変位の照査を行う．

求められる修復性に応じて
設定する
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7.3 櫛形鋼矢板壁の設計のケーススタディ
第 3 節では，撫養港直轄海岸保全施設整備事業で行った櫛形鋼矢板壁工法の設計につい
て述べる．実務での設計にできるだけ近い条件で設計を行った．検討の場所は，4.6.2 護
岸改良の設計例で示した工区に比較的近いが，事業の初期～中期に行ったケーススタディ
であることから，第 4 章の図 4.32 中の改良地盤のチェックボーリングの内容が十分に反映
されていない．このため，第 4 章で示した地盤条件などとは少し異なったものとなってい
ることを付記しておく．また，本項は，櫛形鋼矢板壁構造の設計のケーススタディについ
て述べるものであり，そこに記述を絞りたいため，土質条件などはできるだけ省略する．
また，鋼矢板の種類を変えて数種類の試算を行ったが，最終的に成立したⅥL 型の矢板を用
いたケースのみを記述する．
7.3.1 検討箇所の概要
(1)

地盤改良困難区間

図 7.1 に櫛形鋼矢板壁構造の検討区間の平面図と事業着手時の写真を示す．写真の撮影方
向は赤色の矢印で表示している．この箇所には，背後企業が使用しているクレーンやベル
トコンベア，サイロなどが所在している．クレーンは，下のクレーン部断面図に示してい
るように，捨石が直接基礎となっており，杭基礎などは設置されていないと想定されてい
る．このクレーンの停止は企業の操業に影響することから，このクレーン等を中心とする
30m ほどの区間は，陸上からの地盤改良が非常に困難な区間となっている．また，前面海
域には背後企業が週 3～4 日利用している桟橋が所在する．このため，海上からの地盤改良
も非常に困難であった．

地盤改良困難区間

図 7.1 櫛形鋼矢板壁構造の検討箇所
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(2)

地盤改良困難区間の性能照査

検討対象区間の標準断面図を図 7.2 に，動的変形解析の結果を図 7.3 に示す．使用した解
析コードは，これまでと同じ FLIP ROSE 2D である．設計地震は，第 3 章の図 3.7 の東部エ
リアの地震動を護岸法線直角方向に角度補正したものを用いている．図 7.3 を見てわかると
おり，護岸の水平変位は約 3m であり，第 4 章で示した照査基準を満足しない．このままで
は，地盤改良困難な 30m 程の区間から津波が浸水することが想定された．このことから，
30m 区間からの浸水を防ぐための構造として櫛形鋼矢板壁工法の検討が開始された．

図 7.2 護岸の標準断面図

図 7.3 護岸の動的変形解析結果
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(2)

隣接区間の地盤改良断面

地盤改良困難区間の両側は，利用船舶の接岸の関係で海上からの地盤改良は困難であっ
た．しかし，陸上からの地盤改良は可能であると見込まれた．このことから，図 7.1 に示す
地盤改良困難区間の右側の護岸の改良断面として，護岸の直下を陸上から静的圧入締固め
工法で改良する図 7.4 の設計が立案された．隣接区間の地盤改良断面の動的変形解析結果を
図 7.5 に示す．図 7.5 より，地盤改良断面は照査基準を満足していることがわかる．この地
盤改良断面に挟まれた地盤改良困難区間の櫛形鋼矢板壁をどのように設計するかが，課題
であった．

図 7.4 隣接区間の地盤改良断面

図 7.5 隣接区間地盤改良断面の動的変形解析結果
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7.3.2 検討用の櫛形鋼矢板壁の試算
(1)

壁部の長さ等の試算

櫛形鋼矢板壁構造の施工費用は，枚数の多い壁部の矢板を短くした方が有利となる．ま
た，壁部の矢板を短くした方が護岸の水平変位が大きくなる傾向を押さえることができる．
一方，津波の作用を最も受けるのは壁部である．したがって，津波の作用に対する安定性
からは，壁部の根入れ長を長くしておきたい．したがって，壁部の設計は十分に信頼性の
ある手法で行う必要がある．そこで，港湾の施設の技術上の基準・同解説の自立矢板式係
船岸の照査方法に則り，港研方式 8)で壁部の断面の試算を行った．地盤改良困難区間の土質
より地盤を C 型地盤と設定，頭部自由杭として設定した．設計津波を静水圧（永続状態）
として与えている．なお，鋼矢板は耐用年数の腐食を考慮している．その結果を表 7.3 に示
す．鋼矢板の頭部変位，応力度ともに十分に小さく，壁部は安全であることがわかる．
表 7.3 壁部の試算結果
項目
鋼矢板の頭部変位
津波による鋼矢板の曲げ応力度
lm1
根入れ長
矢板全長
ボイリングの安全率

(2)

照査結果
0.159 cm
9 N/mm2
4.342 m
6.514 m
8.0m
11.1

備考
降伏応力 270N/mm2
第一モーメント 0 点
1.5・lm1

櫛部の打設間隔

櫛部は，支持杭として櫛形鋼矢板壁を支える役割を持つ．そこで，鋼矢板壁を支えるた
めに必要な櫛部矢板の枚数を求める．As 層と Bs 層は液状化すると想定されることから，上
部工を含む矢板壁全ての荷重を櫛部が支えるものと考える．ここでは，櫛部矢板を上下端
ヒンジとした場合の座屈加重から，おおよそ壁部矢板 9 枚に対し櫛部矢板 1 枚が必要な計
算となった．これに加えて，支持杭としての櫛部矢板の先端地盤の支持力破壊に対する検
討も行う必要があると考えられる.
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(3)

櫛形鋼矢板の試算結果

櫛形鋼矢板壁の試算の結果を図 7.6 に示す．

図 7.6 櫛形鋼矢板壁の試算結果
7.3.3 構造物断面内の作用応力
(1)

櫛形鋼矢板壁を用いた護岸の動的地震応答解析

地盤改良困難区間の護岸断面に，図 7.6 の櫛形鋼矢板を配置し，動的変形量解析を行った．
解析の標準断面図を図 7.7 に，解析メッシュの全体図を図 7.8 に，鋼矢板と地盤との境界条
件を図 7.9 に示す．鋼矢板と地盤の境界条件は，第 5 章で提案した設定 D を用いた．

図 7.7 櫛形鋼矢板壁断面
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図 7.8 櫛形鋼矢板壁断面解析メッシュ

図 7.9 櫛形鋼矢板と地盤の境界条件・固定条件
図 7.10 には，櫛形鋼矢板壁断面の動的変形解析の結果として，護岸の変形図と櫛形鋼矢
板壁の壁部の最大最小曲げモーメントを示す．第 5 章の動的遠心模型実験などから予想さ
れたことではあるが，櫛形鋼矢板壁の設置前と比較して，水平変位量が約 1m 大きくなって
いる．しかし，変形としてはすべり破壊のようなモードは見られず，海側に水平移動する
ようなモードである．また，護岸前面の捨石部の傾斜は捨石の安息角（40°）内に収まっ
ていた．このことから，水平変位は大きくなるものの護岸が倒壊やすべり破壊を起こす可
能性は小さいことがわかる．最大・最小曲げモーメントの鉛直方向の分布は，動的遠心模
型実験に対する解析値よりも中澤ら 1)の振動台模型実験に対する解析の結果に近い．
図 7.11 には壁部で最大の曲げモーメントが生じる要素(要素番号 3392)のモーメント時刻
歴を，図 7.12 には護岸天端の水平変位の時刻歴を示す．最大曲げモーメントは 58.79 秒で
発生しており，67.85 秒までは曲げモーメントが 300N・m/m を超えるモーメントが現れる，
一方護岸の水平変位は，解析終了の 200 秒で最も大きくなるが，最大曲げモーメントが発
生する 59 秒付近では最大水平変位の 50%程度,モーメントが比較的大きい 68 秒では最大水
平変位の 80%程度の水平変位が発生している．このことから，最大曲げモーメントと護岸
の最大水平変位を重ね合わせて照査することが適当であると考えられる．
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図 7.10 櫛形鋼矢板壁断面の解析結果

図 7.11 最大曲げモーメント発生要素の曲げモーメント時刻歴

図 7.12

護岸天端の水平変位の時刻歴
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(2)

壁部矢板の応力

表 7.4 に解析結果から得られた壁部の断面と断面力から矢板に作用する応力（軸応力とせ
ん断応力）を求めた結果を示す．解析時間の全延長について，要素ごとに最大の作用力と
最小の作用力を抽出し，その値から要素ごとに最大と最小の応力を示している．ただし，
曲げ応力の算定に当たっては，継手効率 α1＝0.8 を考慮 7)している．表 7.4 の結果より，壁
部への作用応力は，曲げモーメントによって発生する圧縮が最も大きいことがわかる．表
7.3 の結果と比較すると，津波の作用による軸応力は地震の作用の約 7%程度であり，この
ケースでは，地震作用の方が支配的である．
表 7.4 櫛形鋼矢板 壁部の応力
要素
番号

3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394

要素
重心位置
(m)C.D.L

3.990
3.060
2.470
1.700
0.900
0.300
-0.421
-1.371
-2.215
-2.965

最大側

最小側
せん断
応力

軸力

曲げ
モーメント

せん断力

軸応力

(kN)

(kN・m/m)

(kN)

(N/mm )

(N/mm )

0.2
0.9
3.1
10.9
26.0
48.8
87.9
126.3
103.9
37.5

0.0
0.1
0.3
0.6
0.8
0.5
0.3
0.5
11.4
8.3

-1.0
-2.4
-3.3
-4.6
-5.7
-6.5
-7.5
-8.7
-9.8
-10.8

0.3
2.1
8.0
28.6
68.7
129.5
233.6
335.8
276.0
98.9

0.4
2.5
8.3
14.8
20.5
14.4
8.4
12.6
303.1
221.2

2

2

せん断
応力

軸力

曲げ
モーメント

せん断力

軸応力

(kN)

(kN・m/m)

(kN)

(N/mm )

(N/mm )

0.1
0.4
1.6
5.3
9.2
12.8
14.8
11.5
7.7
7.1

0.0
-0.2
-0.6
-1.2
-3.0
-4.8
-6.4
-3.7
-1.0
-0.4

-1.7
-4.1
-5.6
-7.7
-9.6
-11.1
-12.8
-15.1
-17.1
-18.9

-0.2
-0.8
-3.7
-13.2
-23.5
-33.1
-38.3
-29.2
-18.8
-17.0

-0.5
-4.8
-16.2
-32.4
-80.5
-129.1
-171.4
-98.8
-27.8
-11.5

2

2

7.3.4 櫛形鋼矢板壁延長方向への作用応力
(1)

櫛形鋼矢板壁の法線方向の伸び縮みについて

ここで，仮に図 7.13 に示すように，地盤改良された区間に両側を挟まれた地盤改良困難
区間に櫛形鋼矢板壁を設置した場合を考える．そこに地震が作用すると，地盤改良困難区
間の水平変位が大きいために，櫛形鋼矢板壁の法線は，黒色の一点鎖線から赤色の破線に
示すように海側に変位するであろう．これによって，鋼矢板壁の法線延長を伸ばすような
作用が働き，矢板壁全体としては法線方向に引っ張る力が卓越すると考えられる．しかし，
凸部の先端の C.L.付近では圧縮する力が卓越する可能性もある．
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3次元
メッシュ
モデル化
領域

30m

15m
C.L.

(a) 平面図

(b) 断面図

図 7.13 地盤改良困難区間の櫛形鋼矢板壁の水平変位のイメージ
(2)

水平方向変位分布の推定

図 7.13 に示したような矢板壁の法線の伸び縮みを計算するためには，矢板壁法線の水平
変位の分布を推定する必要がある．水平方向変位を推定するためには，第 6 章で開発した 2
次元と 3 次元の弾性 FEM 解析を組み合わせて，水平変位が計算する方法が適用できると考
えられる．そこで，第 6 章で示した方法に準じて，水平方向変位の変化を推定することと
した．
a)

3 次元メッシュの予備計算
まず，3 次元メッシュを作成し予備計算を行った．図 7.14 に 3 次元メッシュ図を示す．

メッシュの y 方向の幅は，図 7.8 の解析メッシュの横幅に合わせた．計算時間を短縮するた
めに，3 次元メッシュは，図 7.13 の上半分をモデル化し，C.L で面対象となるように境界条
件を設定した．図 7.14 は C.L.側から見たもので，地盤改良困難区間にも地盤改良箇所を設
けてはいるが，入力するパラメータを未改良土層と同じにすることで対応した．境界条件
については，第 6 章 第 4 節に準じて設定している．メッシュ内での地盤改良困難区間の幅
は半分の 15m であるので，地盤改良断面の幅を 30m と設定し，不都合が生じれば見直しす
ることとした．
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図 7.14 ケーススタディでの 3 次元メッシュ
図 7.14 のメッシュで予備計算として自重解析を行ったところ，問題なく計算は終了した．
そこで，櫛形鋼矢板壁を入れたメッシュを作成し，自重解析を行ったが，正常に計算を終
えることができなかった．このため，櫛形鋼矢板壁の導入は諦めて，図 7.14 の（櫛形鋼矢
板壁が入らない）メッシュで，櫛形鋼矢板壁が入った地盤改良困難区間の水平変位の推定
を行うこととした．
第 6 章の研究においては，裏込石や基礎捨石を細かく再現しなくても施設の法線出入りを
良く再現できた．しかし，液状化層が 2 層になった場合の検討は第 6 章では行っていない．
そこで，As 層と Bs 層に別々の弾性係数を入力した場合と，As 層と B 層の弾性係数を同じ
にした場合の 2 種類を計算した．その結果，As 層と Bs 層の弾性係数を同じにした方が，法
線方向の矢板の伸び縮みが大きくなり，安全（作用応力を大きめに評価する）側の結果と
なった．このため，以後は As 層と Bs 層の弾性係数を同じにした場合の結果のみを示す．
b)

2 次元弾性解析
図 7.12 のメッシュから，地盤改良区間，地盤改良困難区間それぞれのメッシュを 1 列ず

つ切り出し，2 次元メッシュを作成した．次に，第 6 章で示したのと同様の手法で，図 7.3，
図 7.5 および図 7.9 と水平変位が一致するように，地盤の弾性係数および水平加速度を求め
た．
2 次元弾性解析の結果として地表と櫛形鋼矢板壁を設置する部分の変形図を図 7.15 に，
入力した地盤定数と水平加速度の一覧を表 7.5 に示す．図 7.15 によって護岸の水平変位は
概ね動的解析の結果を再現していることがわかる．また，地盤改良困難区間（櫛形鋼矢板
壁）の断面では，櫛形鋼矢板壁を入れたことによる水平変位の増加を地盤の弾性係数を下
げることで考慮している．このため，地盤改良区間に比べて，地盤の弾性係数が小さくな
っている．
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(a) 地盤改良困難区間

(b) 地盤改良区間
図 7.15 2 次元解析の結果
表 7.5 地盤定数と加速度の一覧
区間

土層

地盤
改良
困難

Bs(気中)
Bs
As
Bs(気中)
Bs
As
Bs(改良)
As(改良)

地盤
改良

c)

弾性係数
E(kPa)
563
563
563
746
746
746
10,300
10,300

ポアソン比
ν
0.33
0.49
0.49
0.33
0.49
0.49
0.33
0.33

単位体積重量

γ(kN/m3)
1.800
1.000
0.865
1.800
1.000
0.865
1.000
0.892

鉛直加速度
(m/sec2)

水平加速度
(m/sec2)

9.8

2.24

3 次元の弾性解析

・2 次元解析結果と 3 次元解析結果の比較
第 6 章の研究において，2 次元の弾性解析結果と 3 次元の弾性解析結果に相違が出る場合
があることがわかった．そこで，地盤改良区間困難区間（櫛形鋼矢板壁設置）の断面のみ
の 3 次元解析を行った．その結果の水平変位は表 7.6 のとおりであった．両者はほぼ同じで
ある．このことから，3 次元弾性解析の補正は必要ないものと判断した．
表 7.6 地盤改良困難区間 2 次元解析と 3 次元解析結果の比較
2 次元弾性解析
護岸水平変位(m)

3.88
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・境界部の剛性低下を考慮しない場合の解析
こうして得られたパラメータを用いて 3 次元の弾性解析を行った．櫛形鋼矢板壁を入れ
ていないため，図 7.16 の赤線で示した出力位置での水平変位を出力した．
その結果を図 7.17
に示す．図 7.17 を見ると，護岸の法線の変位は，C.L.からの距離が 40m を超えるとほぼ一
定になっている．このことから，図 7.12 の X 方向の解析幅が適切であったことがわかる．
また，地盤改良困難区間の中央である X=0m の水平変位は 3.159m であった．これは，本来，
3.9m 近くまで水平変位が大きくなるところが，地盤改良困難区間が 30m と狭いことによっ
て抑制されているものと考えられる．

図 7.16 出力位置

図 7.17 水平変位

・剛性低下の考慮
第 6 章 6.4.5 の研究結果にもとづいて区間の境界付近における剛性低下を考慮する．図
7.17 の X= 0m の Y 方向水平変位は，地盤改良困難区間の長さが 30m と短いことの影響を
受けていると考えられる．このことから，剛性を低下させる範囲は，図 7.18 に示すように
考えた．X= 0m を境界として Y 方向変位は対称となるため，Y 方向変位は黒色の実線で示
す通りとなる．仮に X= -15～45m の地盤改良範囲が無ければ，Y 方向変位は黒色の破線の
ようになるものと考える．この黒実線から黒破線の Y 方向変位を青色の実線のように考え
ると，剛性低下範囲は X= -12m～30m となる．このことから，X= 0m～30m の範囲の剛性を
低下させることとした．地盤改良区間（櫛形鋼矢板を入れる範囲）のみの 3 次元弾性解析
の櫛形鋼矢板壁を入れる位置の平均的な γZY は 0.127 であった．図 7.17 の X= 42～45m の要
素の櫛形鋼矢板壁を入れる位置の平均的な γZY は 0.027 であった．さらに変位差によるせん
断ひずみの増分を見積もったものが表 7.7 である．この増加による剛性低下を推定したもの
が図 7.19 である．図 7.19 より，区間境界付近での剛性は約 8 割に低下すると推定できる．
第 6 章では，剛性低下を考慮したのは，基礎捨石・裏込石，置換砂，裏埋土等のケーソ
ンの周辺に位置する材料であった．また，護岸から Y 方向に離れるほど水平変位の差や沈
下量の差によるせん断ひずみは小さくなると考えられる．このことから，剛性低下を考慮
するのは護岸法線周辺の部分のみで良いとも考えられる．しかしながら，施設の断面方向
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の剛性低下範囲については，第 6 章では十分に特定することができなかった．このため，Y
方向変位量が大きめに算出されると考えられることから，X= 0～30m の全ての土層につい
て弾性係数を 8 割に低下させることとした．

図 7.18 剛性低下範囲の想定
表 7.7 区間境界部分のせん断歪の増加

γZY
Y 軸方向変位(m)
γXY
Z 軸方向変位(m)
γXZ
変位差によるせん断歪の増分

地盤改良
困難区間
0.127

境界付近
(0.127+0.027)/2=0.077

3.88

地盤改良
区間
0.027
1.23

(3.88-1.23)/42=0.063
0.61

0.10
(0.61-0.10)/42=0.012
(0.063 + 0.012 )=0.064

(0.077 + 0.063 )=0.100

変位差考慮後のせん断歪

図 7.19 剛性低下量の推定
これらの結果から，X= 0～30m の範囲について，表 7.5 の弾性係数を 8 割に低下させて計
算を行った結果を図 7.20 に示す．弾性係数を 8 割に低下させた計算の結果，地盤改良困難
区間中央の Y 軸方向変位は約 3.77m となり，剛性低下させない場合と比較して 23%増加し
た．しかし，2 次元解析から求めた水平変位量よりは小さくなっている．
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図 7.20 区間境界付近の剛性低下を考慮した水平変位の分布
図 7.21 には，矢板壁法線が図 7.20 の剛性低下有りのとおりに変位したと想定した場合の
矢板一枚一枚の法線方向の矢板の変位量（伸び縮み）を示す．

圧縮
引張

鋼矢板 1 枚
当たり
(mm)
11.35
15.60

鋼矢板 2 枚
当たり
(cm)
2.269
3.120

図 7.21 矢板 1 枚当たりの伸び縮み
d)

矢板の法線方向の伸び縮みによる応力
櫛形鋼矢板壁の応力照査を行うためには，矢板の法線方向の伸び縮みから，鋼矢板に発

生する応力を算定することが必要になる．先に述べたように安間ら 6)は法線方向に矢板が塑
性域まで引張られた場合のリブ部やフランジ部のミーゼスの相当応力や変位量を 3 次元弾
塑性 FEM 解析によって求めている．しかしながら，鋼矢板のリブや継手の寸法等は製造過
程における管理値ではなく，メーカー毎に寸法が異なるものである．鋼矢板断面の断面図
は各メーカーから公開されているが，そのとおりにリブや継ぎ手が製作されているかどう
かは，実測しない限りは不明である．安間らのように詳細に応力度を算定するには，使用
する鋼矢板を特定し，その実寸を計測する必要があると考えられる．しかし，設計のケー
ススタディの段階で鋼矢板を特定することは適切ではないこと，3 次元の弾塑性 FEM は設
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計実務においてはハードルの高い解析法であること，の 2 点を考慮してより簡易な計算手
法を検討した．
検討したのは，鋼矢板の断面を 2 次元の平板として計算するフレームモデルである．使
用に当たって，安間らが行った 3 次元弾塑性解析との整合性を確認した．図 7.22 に，安間
らの 3 次元弾塑性解析のモデルを文献 6)より示す．

図 7.22 安間らの弾塑性モデル 6)
これと比較するため，図 7.23 に示す 2 次元の弾性フレームモデルを作成し，図 7.24 に示
す拘束条件のもとで，強制変位を与えて，荷重を計算した．その結果を，安間らの解析結
果とともに，図 7.25 に示す．

図 7.23 鋼矢板Ⅲ型のフレームモデル
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Y
強制変位δ

X
図 7.24 フレームモデルの拘束条件と裁荷条件

図 7.25 フレーム計算の検証
安間らの想定した鋼矢板と図 7.23 のモデルの鋼矢板の形状が一致しているかどうかは不
明であるが，フランジが降伏開始する辺りまでの傾向は，概ね一致している．また，水平
変位 δ がリブの全体降伏を越えるとフレームモデルの水平荷重が明らかに大きくなる．した
がって，フランジに作用する応力が大きくなる安全側の結果となる．このことから，本研
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究における櫛形鋼矢板壁の照査条件においては，2 次元の弾性フレームモデルが適用可能で
あることがわかる．
この結果を受けて，
2 次元の弾性フレームモデルでⅥL 型鋼矢板のモデル化を行い，
図 7.21
の護岸法線方向の最大圧縮量，最大引張量に対する作用モーメントと発生応力を計算した．
ⅥL 型鋼矢板のモデルを図 7.26 に示す．矢板は 2 枚 1 組でモデル化を行い，強制変位は図
7.21 の鋼矢板 2 枚当たりの値を与えている．フレーム解析の変形状況の一例を図 7.27 に示
す．図 7.21 に相当する変位を与えた時にリブとフランジに発生する最大応力を表 7.8 に示
す．

図 7.26 鋼矢板ⅥL 型のフレームモデル

(a) 圧縮時

(b) 引張時
図 7.27 フレーム解析の変形状況

表 7.8 法線方向の圧縮・引張に伴って発生する最大応力
圧縮時 11.35mm/枚
引張時 15.60mm･枚
部位
曲げ軸応力
せん断応力
曲げ軸応力
せん断応力
(N/mm2)
(N/mm2)
(N/mm2)
(N/mm2)
-339.02
5.78
466.17
7.95
リブ
フランジ
-92.40
0.00
127.00
0.00
表 7.8 より，これまで計算してきた中で，法線方向の圧縮・引張によるリブの曲げ軸応力
が最も大きいことがわかる．フランジにおいても地震による降伏応力度の半分を超える応
力が発生しており，法線方向の照査が重要であることが示唆される．
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7.3.5 合成応力による櫛形鋼矢板壁の応力照査
ここまでで，櫛形鋼矢板壁の護岸断面方向の応力と法線方向の伸び縮みによる応力が推
定できた．津波に先行する地震から津波の到達までに，液状化した地盤の間隙水圧が消散
して地盤が地震前の強度を回復するとともに，櫛形鋼矢板壁周辺の地盤沈下が僅かである
場合には，表 7.3 の津波による壁部の曲げ応力度が，そのまま，津波の作用応力度となる．
したがって，そのような場合には，津波に先行する地震と津波によって櫛形鋼矢板に発生
する応力が推定できたこととなる．これらの応力の発生時間帯は，それぞれ異なっている
が，安全側の仮定としてこれらの応力が同時に作用したとして，櫛形鋼矢板壁の照査基準
を満足するかどうかの応力照査を行う．応力照査における降伏判定は，算出した護岸断面
方向の応力度と法線方向の応力度から算出する式 7.1 のミーゼスの相当応力によって行う．
1
6

2
xx

yy

2
yy

zz

2
zz

xx

2
xy

2
yx

2
zx

式 7.1

ミーゼスの降伏条件では，式 1 において，
一軸応力状態である σxx 以外の成分を 0 と置き，
さらに σxx を一軸降伏強度 σy とすることで，相当応力σの間に式 7.2 の関係が成立する．鋼
矢板の材質を SY390 と想定すると，矢板の降伏応力度は 225N/㎜ 2 となる．
＝

式 7.2

√

ここで，護岸断面方向の応力の正負と護岸法線方向の応力の圧縮・引張があるため，4 通
りの組み合わせが生じる．また，部材としてリブとフランジを想定していることから 8 通
りの組み合わせとなる．なお，第 4 章における櫛形鋼矢板の実験群における動的変形解析
の再現性は，所謂，倍半分程度であることから，動的変形解析によって算出した護岸断面
方向の応力の構造解析係数として 2.0 を採用する．護岸法線方向の応力に関しては，動的変
形解析の護岸変位量に合わせ込んで応力を算出している．護岸の変形量については，港湾
施設の技術上の基準・同解説 4)では計算された値をそのまま照査に用いていることから構造
解析係数は 1.0 と考えられる．したがって，法線方向の応力は構造解析係数を 1.0 とした．
津波作用による応力度も，実績の多い照査法であることから構造解析係数を 1.0 とする．表
7.9 に作用応力の一覧を示す．表 7.10 には，降伏判定の結果を示す．
表 7.10 を見ると，リブで降伏しているケースが 3 つあるが，フランジでは降伏に至って
いるケースは無い．安間らの研究によれば，鋼矢板は継ぎ手部が最後に降伏する．これら
のことから，櫛形鋼矢板に関しては，照査基準に合格する断面が設計できたことがわかる．

190

第 7 章 櫛形鋼矢板壁の照査手法に関する研究

表 7.9 作用応力の集計結果
護岸断面方向
部位

地震作用

整理
番号

σzz

τzy
2

2

(N/mm ) (N/mm )
リブ

フランジ

1
2
3
4
1
2
3
4

126.30
126.30
-126.30
-126.30
126.30
126.30
-126.30
-126.30

11.40
11.40
-11.40
-11.40
11.40
11.40
-11.40
-11.40

護岸法線方向

津波作用
構造
σzz
解析
2
係数 (N/mm )
2.00
9.00
2.00
9.00
2.00
-9.00
2.00
-9.00
2.00
9.00
2.00
9.00
2.00
-9.00
2.00
-9.00

計

地震作用

構造
σzz
τzy
σxx
τxy
解析
2
2
2
2
係数 (N/mm ) (N/mm ) (N/mm ) (N/mm )
1.00 261.60
22.80 -339.02
5.78
1.00 261.60
22.80 466.17
7.95
1.00 -261.60
-22.80 -339.02
5.78
1.00 -261.60
-22.80 466.17
7.95
1.00 261.60
22.80
-92.40
0
1.00 261.60
22.80 127.00
0
1.00 -261.60
-22.80
-92.70
0
1.00 -261.60
-22.80 127.00
0

構造
σxx
τxy
解析
2
2
係数 (N/mm ) (N/mm )
1.00 -339.02
5.78
1.00 466.17
7.95
1.00 -339.02
5.78
1.00 466.17
7.95
1.00
-92.40
0.00
1.00 127.00
0.00
1.00
-92.70
0.00
1.00 127.00
0.00

表 7.10 応力照査結果
ミーゼス
の
降伏応力
相当応力 (N/mm2)
σxx
σyy
σzz
τyz
τxy
τｚｙ
2
2
2
2
2
2
2
（N/mm ) （N/mm ) （N/mm ) （N/mm ) （N/mm ) （N/mm ) (N/mm )
直応力

部位

リブ

フランジ

整理
番号
1
2
3
4
1
2
3
4

-339.02
466.17
-339.02
466.17
-92.40
127.00
-92.70
127.00

せん断応力

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

261.60
261.60
-261.60
-261.60
261.60
261.60
-261.60
-261.60

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5.78
7.95
5.78
7.95
0.00
0.00
0.00
0.00

22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80
22.80

302.06
234.91
179.20
369.44
185.03
132.79
134.58
199.45

225

判定

降伏
降伏
○
降伏
○
○
○
○

7.3.6 櫛形鋼矢板壁工法の施工範囲
図 7.20 を見ると，護岸の法線の変位は，C.L.からの距離が 39m を超えるとほぼ一定にな
っている．また，櫛形鋼矢板壁は C.L.からの距離で 40m 程度まで入れておけばよいものと
思われる．ここで，少し余裕を見込んで，改良地盤に延長 30m ほど櫛形鋼矢板壁を施工す
ると，櫛形鋼矢板の設計図としては，図 7.28 に示すようになる．これで櫛形鋼矢板壁の設
計ができたものと考えられる．

図 7.28 櫛形鋼矢板の設計図
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7.3.7 照査結果の考察
これまでの照査においては，その都度，矢板に発生する応力を大きめに評価するような
仮定を行いながら，鋼矢板の応力を照査した．その応力照査の結果は，表 7.3 の照査基準を
満足する．このことから，櫛形鋼矢板壁構造を用いて津波の侵入を防止する工法は，当該
地盤改良困難箇所に対して適用可能であることがわかる．しかしながら，本研究では，使
用する鋼矢板を特定しなかったため，護岸法線方向の鋼矢板壁の圧縮および引張に関して
は簡易な検討に留まっている．また，鋼矢板が法線方向に圧縮されるような場合に想定さ
れる継手の離脱に関しては十分な検討が行えていない．実事業で使用する際には，使用す
る鋼矢板を特定した後に鋼矢板の施工延長方向の載荷試験などを行って，鋼矢板に発生す
る応力や継手の離脱の有無について検討する必要があると考えられる．
また，本研究で示した手法は櫛形鋼矢板壁構造が津波や高潮に対して安全であるかどう
かの照査方法を提案したものであって，設計地震を越える地震や津波に対しての照査方法
を示すには至らなかった．この点についても今後の研究が望まれる．

7.4 まとめ
第 7 章では，実在する海岸保全施設の地盤改良が困難な区間に対して櫛形鋼矢板壁工法
の適用性を検討した．その結果，次の成果が得られた．
実在する護岸改良事業の地盤改良困難箇所に対して，護岸改良の目的～照査基準を踏
まえて，櫛形鋼矢板壁に対する照査基準を提案した．
その地盤改良困難箇所に対して，「櫛形鋼矢板壁を用いることで，津波や高潮の侵入
を防ごうとする場合」について，櫛形鋼矢板壁構造の照査を行った．
照査の結果，照査基準を滿足する断面を見出すことができた．このことから，このよ
うな場合に対して櫛形鋼矢板壁構造の適用が可能であると考えられる．
その際には，本研究で示した設計方法が採用できるものと考えられる．
また，次のような課題も明らかとなった．
今後，鋼矢板の施設法線方向の伸び縮みに対する載荷試験などを行って，鋼矢板に発
生する応力や継手の離脱の有無について検討する必要がある．
本研究で示した手法は櫛形鋼矢板壁構造が津波や高潮に対して安全であるかどうかの
照査方法を提案したものであって，設計地震を越える地震や津波に対しての照査方法
を示すには至らなかった．この点について今後の研究が望まれる．
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本研究では，南海トラフを震源とする地震・津波対策としての海岸護岸整備を合理的に，
より早く進めるために，以下の二つの点からの研究を行った．
第一の点は，海岸護岸の設計を合理的に進めるための照査基準の検討である．具体的に
は，設計津波に先行する地震に対する護岸変形量として，従来は係留施設の残留変形量が
参考扱いされていたものに対して，1995 年兵庫県南部地震の港湾被害の事例から，重力式
海岸護岸に適用できる照査基準を研究した．
第二の点は，低コストで整備できる海岸保全施設の地震・津波対策工法の開発である．
開発候補の中から，櫛形鋼矢板壁構造に着目し，照査基準を提案するとともに，櫛形鋼矢
板壁構造を用いた護岸の断面方向と延長方向の作用応力の推定技術を研究開発するととも
に，実事業に即した条件で櫛形鋼矢板壁構造の断面が構築できるか否かを研究した．
以下に，各章のまとめを示す．
第 1 章では，南海トラフを震源とする地震・津波の切迫性について，既存の資料などか
ら整理するとともに，国土交通省および農林水産省の調査結果から，旧来以上に，早急に
海岸護岸の整備が必要である箇所があることを考察した．加えて，本研究の目的を「海岸
護岸の合理的な設計手法の開発」と「低コストで整備できる海岸保全施設の地震・津波対
策工法の開発とすること」
，開発する工法としては，櫛形鋼矢板壁構造が適切であることを
示した．
第 2 章では，海岸保全施設の技術上の基準・同解説と港湾の施設の技術上の基準・同解
説の記述を比較した．その結果，両基準とも必要とされる最低限の基準を定めていること，
両基準とも性能設計の考えた方を導入しているが，具体的な記述の部分では相違があるこ
と，港湾区域等に所在する海岸保全施設については両方の基準が適用されることがわかっ
た．また，海岸保全施設の技術上の基準・同解説には仕様規定型の記述が多く，安全性能
の具体的照査方法については，信頼性のある適切な手法で安全な構造とするよう規定され
ていて具体的な手法の適用は設計者に任されているのに対し，港湾の施設の技術上の基
準・同解説は，性能設計の手法をほぼ全面的に導入していて具体的な照査式と部分係数も
記述されている．これらのことから，港湾区域内の海岸保全施設の設計に当っては，港湾
の施設の技術上の基準・同解説を主に用いて，必要に応じて，海岸保全施設の技術上の基
準を参照すれば良いことがわかった．
第 3 章では，本研究でケーススタディとする撫養港直轄海岸保全施設整備事業の事業概
要，設計条件，事業目的および性能規定を示した．その過程で，護岸の嵩上げや改良が必
要であること，港湾の施設の技術上の基準・同解説によって当該事業の護岸の要求性能を
整理すると護岸の損傷程度として耐震強化施設（特定）が該当すると考えられること，し
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かしながら，津波を伴わないレベル 2 地震動（中央構造線地震）に対する要求性能と津波
に対する使用性（津波による浸水の抑制）を考慮すると，耐震強化施設（特定）よりも損
傷程度を大きく設定できる可能性があることが示唆された．
第 4 章では，発生頻度の高い津波に対する海岸護岸の改良事業を対象として，1995 年兵
庫県南部地震の港湾被害を分析し，長い延長を持つ海岸護岸の中間部分を対象として津波
に先行する設計地震の照査基準について考察した．その結果，次のことがわかった．
1995 年兵庫県南部地震の港湾施設被害を分析したところ，ケーソンの目地をまたがる
コンクリート舗装は，ケーソンの目地ずれや傾きを軽減していた可能性が高いことが
わかった．ただ，その効果を定量的に把握するには至らなかったため，現状では安全
代として設計には考慮しないことが適切であると考えられる．
1995 年兵庫県南部地震のコンクリート重力式の護岸や岸壁の被害を調査したところ，
隅角部における変位の抑制効果を受けない箇所については，施設の最大水平変位量と
函塊の最大目地ずれ量の関係は概ね 2:1 であることがわかった．これを踏まえて，コン
クリート重力式の海岸護岸の設計地震に対する残留変形量を護岸天端幅の 2 倍とする
照査基準を提案した．ただし，護岸の変形モードが倒壊したり，すべり破壊を起こす
ようなものにならないことを確認するとともに，護岸の最大水平変位は 1.5m 程度に抑
えておくことが望ましい．また，極端に大きな拘束を受けると考えられる隅角端部な
どへの適用性は十分でないことに注意が必要である．
海岸護岸の表法勾配に関する照査として，設計地震作用後の捨石マウンドの傾斜角の
照査項目を付け加えた．
護岸の傾きに対する照査基準としては，港湾施設の被害程度 II に対応した 8°を照査基
準とすることが考えられる．
延長の長いコンクリート重力式の護岸の中間部分について，目地開き量を推定する手
法を提案した．
提案した照査基準に基づく海岸護岸の改良設計のフロー図を示した．
実施中の海岸保全施設の整備事業を対象に考察した照査基準に基づく改良断面を設計
し，その事例を示した．
ただし，本研究で提案した照査基準などは，1995 年兵庫県南部地震の施設延長が 100m
以上の根入れの無いコンクリート重力式の港湾施設の被災事例をもとに提案したものであ
る．また，水平変位が極端に抑制されるような隅角端に対しての適用性は十分ではないと
考えられる．本研究によって重力式海岸護岸の最大水平変位の限界値を従来よりも幾らか
大きく設定することができると考えられるが，残留水平変位は護岸の動的変形解析によっ
て求められることから，如何に妥当な動的変形解析を行うかが従来にも増して重要になる
ものと考えられる．本研究の成果を海岸護岸に対して適用する場合には，これらの点に注
意が必要である．
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第 5 章では，櫛形鋼矢板壁の動的遠心載荷実験および 2 次元有効応力解析を行い，実務
に即したパラメータ設定による解析によって，模型実験で櫛形鋼矢板壁に発生したモーメ
ントの計算を行った．その結果，以下のことが明らかとなった．
動的遠心載荷実験においては，護岸が沈下あるいは倒壊に近い変形をしても櫛形鋼矢
板壁は大きな変形や倒壊をせず，天端の高さを確保した．このことから，櫛形鋼矢板
壁は，津波に対しても安全な設計を施せば，護岸の被災後も津波による浸水防止に有
効であると考えられる．
櫛形鋼矢板を設置した実験ケースにおいては，護岸が陸側へ変位する際に，護岸背後
の地盤が盛り上がるような挙動が見られた．この時，櫛形鋼矢板壁の水平変位は生じ
ていないことがあった．このことから，櫛部を通じて液状化した砂のすり抜けが生じ
ているものと考えられる．このすり抜けによって，櫛形鋼矢板壁に作用する土圧は小
さくなると考えられる．
カクテルグラスモデル要素を用いた解析によって，動的遠心模型実験における模型地
盤の間隙水圧の消散を表現することができた．この際に適した透水係数は Creager らの
表を用いたものよりも，Hazen の式を用いて算出したものの方が適切な解析結果を与え
た．
FLIP ROSE 2D を用いた解析では，櫛形鋼矢板壁と地盤との境界条件を変えることよっ
て，曲げモーメントの発生時間や曲げモーメントの分布形状が様々に変わることがわ
かった．
櫛形鋼矢板壁と地盤の境界条件としては，壁部と櫛部の区別を設けず，矢板の両側を
ジョイント要素で地盤と接合し，最大・最小曲げモーメントのみで評価した場合，実
験値を概ね表現できた．
カクテルグラスモデル要素を用いた解析によって，過剰間隙水圧の消散後の残留モー
メントの照査も行うことができる可能性が示された．
第 6 章では，櫛形鋼矢板壁の矢板法線方向の伸縮を照査に加味するための要素技術とし
て，水平方向に加速度を加えた線形弾性解析で断面変化部付近の水平変位を計算する手法
を検討した．その結果，2 次元の線形弾性解析を 3 次元の線形弾性解析を組み合わせること
で，水平変位を推定する手法を見出した．第 6 章の結論は次のとおりである．
基礎捨石・裏込石・気中の埋立土の弾性係数は，直下の置換砂・SCP 改良地盤・埋立
土（水中）の弾性係数と同じとしてよい．これによって，試行錯誤による弾性係数の
計算が簡略化される．
2 次元解析と 3 次元解析の水平変位量は必ずしも一致しないが，補正することで 3 次元
解析における両施設あるいは両断面の変位を合わせこむことができる．
2 次元解析と 3 次元解析の水平変位の差を調整した水平方向変位は，比較的良く実測値
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と一致した．
しかし，両施設あるいは両断面間に発生している平均的なせん断ひずみ γzx に，水平方
向変位と鉛直方向変位によって発生するであろうせん断ひずみの値を考慮して，弾性
係数の低減を行うと，更に実測値と一致する．
第７章では，実在する海岸保全施設の地盤改良が困難な区間に対して櫛形鋼矢板壁工法
の適用性を検討した．その結果，次の成果が得られた．
実在する護岸改良事業の地盤改良困難箇所に対して，護岸改良の目的～照査基準を踏
まえて，櫛形鋼矢板壁に対する照査基準を提案した．
その地盤改良困難箇所に対して，「櫛形鋼矢板壁を用いることで，津波や高潮の侵入を
防ごうとする場合」について，櫛形鋼矢板壁構造の照査を行った．
照査の結果，照査基準を滿足する断面を見出すことができた．このことから，このよ
うな場合に対して櫛形鋼矢板壁構造の適用が可能であると考えられる．
その際には，本研究で示した設計方法が採用できるものと考えられる．
第 8 章では，本研究で得られた知見を要約し，本研究の成果を示した．本研究の成果に
ついては，以下のとおりである．
設計津波に先行する地震に対する重力式海岸護岸の照査基準に関しては，地震の発生から
津波の到達までの時間で護岸を修復することが事実上不可能であるため，耐震強化施設（特
定）の係留施設の地震作用に対する照査基準である残留変形量 0.3～1m 程度が参考に使わ
れていたと考えられる．本研究では，護岸の天端幅の 2 倍を残留水平量とする照査基準を
提案した．極端に大きな拘束を受けると考えられる隅角端部などへの適用性は十分でない
ことに注意が必要であるが，この照査基準の適用限界は，残留水平変位量で 1～2m であり，
目安は 1.5m 程度である．その結果，約 0.5m 照査基準が大きくなり，地盤改良範囲の合理
化が図られたと考えられる．また，最小の護岸天端幅は 0.5m であるが，それを拡幅するこ
とで，地盤改良範囲の縮減が可能であり，より合理的，経済的な重力式護岸の設計が可能
になったと考えられる．
櫛形鋼矢板壁工法の設計に関しては，ケースタディとなった事業に対して，具体的な照査
基準を提案し，実事業に即した設計を行って，櫛形鋼矢板壁構造が実事業に適用可能であ
ることを示した．撫養港直轄海岸保全施設整備事業での使用はできなかったが，大分港直
轄海岸保全施設整備事業での使用が検討されており，本研究の成果が事業実施面で現われ
ている．
今後の課題としては，以下の事項が挙げられる．
鋼矢板の継ぎ手の形状は，そもそも，鋼矢板製作時の管理項目に入っておらず，メーカー
や工場等で異なっている．このことから，鋼矢板の法線方向の伸び縮みに関する具体的な継
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ぎ手の性能確認については，
使用する鋼矢板が特定されていない本研究においては困難であ
った．今後，鋼矢板の護岸法線方向の載荷試験などを行って，鋼矢板に発生する応力や継手
の離脱の有無について検討する必要がある．
また，
本研究で示した手法は櫛形鋼矢板壁構造が津波や高潮に対して安全であるかどうか
の照査方法を提案したものであって，設計地震を越える地震や津波に対しての照査方法を示
すには至らなかった．この点についても今後の研究が望まれる．
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付録
付表 1 海岸保全施設の技術上の基準・同解説と港湾の施設の技術上の基準・同解説の比較
海岸保全施設の技術上の基準・同解説
3.3 護岸
3.3.1 目的と機能＜処理基準＞
護岸は、海岸背後にある人命、資産
を高潮、波浪及び津波から防護すると
ともに、陸域の侵食を防止することを
目的として設置される海岸保全施設
である。
護岸は設計高潮位の海水若しくは
設計波又は設計津波の作用に対して、
高潮若しくは津波による海水の浸入
を防止する機能、波浪による越波を減
少させる機能、若しくは海水による侵
食を防止する機能のいずれかの機能
又は全ての機能を有するものとする。
3.3.2 設計の方針＜処理基準＞
設計高潮位の海水若しくは設計波
又は設計津波の作用に対して所定の
機能が発揮されるよう、護岸の形式、
天端高、法勾配及び法線を定めるもの
とする。
3.3.3 要求性能＜処理基準＞
護岸は、所定の機能が発揮されるよ
う、適切な性能を有するものとする。
また、護岸は、設計高潮位以下の潮
位の海水、設計波、設計津波、設計の
対象とする地震及びその他の作用に
対して安全な構造とするものとする。
3.3.5 目的達成性能の照査＜処理基
準＞
護岸の設置目的を達成するための
性能は、原則として天端高、表法勾配
の組み合わせにより評価するものと
する。
性能の照査に当っては、当該海岸に
おける設計潮位、設計波、設計津波等
を適切に設定し、波の打ち上げ高若し
くは越波流量又は設計津波の水位（護
岸によるせり上がりを考慮した津波
高さ）が所定の値（うちあげ高にあっ
ては天端高、越波流量にあっては許容
越波越流量、設計津波の水位にあって
は地震後の天端高）を上回らないこと
を確認するものとする。
照査手法は、信頼性のある適切な手
法を用いるものとする。

3.3.6 安全性能照査＜処理基準＞

港湾の施設の技術上の基準・同解説
13 護岸
【省令】
（護岸の要求性能）
第二十条 第十六条の規定は護岸の要求性能について準用
する。
第十六条 防潮堤の要求性能は、その背後地の防護を図
るものとして、構造形式に応じて、次の各号に定めるも
のとする。
一 波浪及び高潮から当該防潮堤の背後地を防護でき
るよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること
二 自重、土圧、変動波浪、レベル一地震動等の作用に
よる損傷等が、当該防潮堤の機能を損なわず継続して使
用することに影響を及ぼさないこと
2 前項に規定するもののほか、当該防潮堤の被災に伴
い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼす
恐れのある防潮堤の要求性能にあっては、構造形式に応
じて、次の各号に定めるものとする。
一 設計津波又は偶発波浪から当該防潮堤の背後地を
防護する必要がある防潮堤の要求性能にあっては、設計
津波又は偶発波浪から当該防潮堤の背後地を防護でき
るよう、国土交通大臣が定める要件を満たしているこ
と。
二 設計津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用によ
る損傷等が当該防潮堤の機能が損なわれた場合であっ
ても、当該防潮堤の構造の安定に重大な影響を及ぼさな
いこと。ただし、当該防潮堤が置かれる自然状況等によ
り、更に性能を向上させる必要のある防潮堤の要求性能
にあっては、当該作用による損傷などが、軽微な修復に
よる当該防潮堤の機能の回復に影響を及ぼさないこと。
3 前二項に規定するもののほか、当該防潮堤の被災に
伴い、人命、財産又は社会活動に重大な影響を及ぼすお
それのある防潮堤の要求性能にあっては、構造形式に応
じて、当該防潮堤を設置する地点において設計津波を超
える規模の強さを有する津波が発生した場合にあって
も、当該防潮堤の作用による損傷等が、当該防潮堤の構
造の安定に重大な影響を及ぼすのを可能な限り遅らせ
ることができるものであることとする。
2 前項に規定するもののほか、不特定かつ多数のものの利
用に供する護岸の要求性能にあっては、当該護岸の利用者の
安全を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たし
ていることとする。

13.1 護岸に共通する事項
【告示】
（防潮堤の性能規定）
(1) 防潮堤の性能規定
① 防潮堤共通
防潮堤の施設の安定性に関する性能規定及び設計状態（偶発
状態を除く）に関する設定は、別表-21 のとおりとする。な
お、防潮堤の性能規定としては、この規定以外に、必要に応
じて、基準告示第二十二条第三項（洗掘及び吸出し）及び第
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堤防の安全性能の照査（3.2.6）を準
用するものとする。
堤防は、波力、地震力、土圧等
の作用に対して安全な構造にす
るとともに透水をできるだけ抑
制し得るものとする。安全性能の
照査では、信頼性のある適切な手
法を用いるものとする。
ただし、構造の細目について
は、実績のある適切な例を参考に
して設定できることができるも
のとする。

二十八条（被覆石及び被覆ブロックの性能規定）に関する設
定が適用されるとともに、当該防波堤を構成する部材の種類
に応じて、第二十三条から第二十七条に関する設定が適用さ
れる。
別表-21 防潮堤に共通する施設に安定性に関する性能規定
及び設計状態（偶発状態を除く）に関する設定

② 偶発対応施設の防潮堤
イ）施設の安全性（安全性・修複性）
a)偶発対応施設の防潮堤の性能規定及び設計状態（偶発状態
に限る）に関する設定は、別表-22 のとおりである。偶発対
応施設の防潮堤の性能照査に当っては、レベル二地震動、設
計津波、偶発波浪の偶発状態に関する性能規定及び設計状態
に関する設定のうち、当該防潮堤の構造形式及び当該防波堤
に求められる要求性能に応じて適切に設定する。
別表-22 における要求性能の安全性・修復性とは、当該偶
発対応施設の防潮堤に求められる機能に応じて要求性能が
異なることに対応する。
偶発対応施設の防潮堤の偶発対応施設に関する性能規定
としては、この規定以外に、必要に応じて、基準告示第二十
二条（技術基準対象施設を構成する部材に共通する性能規
定）に関する設定が適用される。
別表-22 偶発対応施設の防潮堤の性能規定及び偶発状態
（偶発状態に限る）に関する設定
b) 損傷の程度
偶発対応施設の防潮堤の性能照査における、主たる作用が
レベル二地震動、設計津波及び偶発波浪の偶発状態に対する
損傷の程度の限界値の設定に当っては、当該防潮堤の機能の
みならず、周辺の背後地を防護するための施設の整備状況、
並びに当該地域における減災・防災面でのソフト対策などを
総合的に考慮する。要求性能が修復性である偶発対応施設の
防潮堤にあっては、損傷の程度の限界値の設定に当たって、
許容される修復期間を適切に考慮すること。
c) 主たる作用が設計津波である場合
設計津波に関する性能照査に当っては、想定する設計津波
が対象施設の近傍を震源とする地震により発生する場合に
おいて、当該施設が設計津波の作用を受ける前に、当該地震
による地震動の作用を受けることを適切に考慮すること。す
なわち、主たる作用が設計津波の偶発状態の場合には、設計
津波の先行する地震動の作用による影響を考慮した上で、設
計津波に関する性能照査を行う必要がある。なお、この場合
に想定される設計津波に先行する地震動は、必ずしもレベル
二地震動と同一ではない。
d) 偶発対応施設の防潮堤にあっては、それを設置する地点
において設計津波を超える規模の強さを有する津波等の作
用を受けた場合であっても、減殺効果を発揮するため、可能
な限り安定が保たれる構造上の工夫を施すこと（基準省令第
十六条第三項）
【告示】
（護岸の性能規定）
第四十三条 第三十九条の規定は、護岸の要求性能につい
て、準用する。
第三十九条 第四十九条から第五十二条までの構造の安定
にかかる規定（船舶の牽引及び接岸に関する規定は除く）は
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構造形式に応じて防潮堤の性能規定について準用する。
（重力式係船岸の性能規定）
第四十九条 重力式係船岸の性能規定は次に定めるも
のとする。
一 主たる作用が自重である永続状態に対して、地盤の
すべり破壊の生じる危険性が限界値以下であること。
二 主たる作用が土圧である永続状態及び主たる作用
がレベル一地震動である変動状態に対して、壁体の活
動、転倒、及び基礎地盤の支持力不足による破壊の生じ
る危険性が、限界値以下であること。
（矢板式係船岸の性能規定）
第五十条 主たる作用が土圧である永続状態及び主た
る作用がレベル一地震動である変動状態に対して、矢板
が構造の安定に必要な根入れ長を有し、かつ、矢板に生
じる応力度が降伏限界値を超える可能性が限界値以下
であること。
二 主たる作用が土圧である永続状態並びに主たる作
用がレベル一地震動である変動状態に対して、次の基準
を満たすこと。
イ 上部工を有する構造の場合にあっては、上部工の部
材の健全性を損なう危険性が限界値以下であること。
四 主たる作用が自重である永続状態に対して、矢板下
端以下を通る地盤のすべり破壊の生じる危険性が限界
値以下であること。
2 前項に規定するもののほか、防潮堤の性能規定は次
の各号に定めるものとする。
一 当該施設が置かれる自然状況等に応じて、越波を制
御できるように適切に配置され、かつ、所要の諸元を有
すること。
二 主たる作用が水圧である変動状態に対して、地盤の
浸透破壊により安定性を損なう危険性が限界値以下で
あること。
三 パラペットを有する構造の場合にあっては、主たる
作用が変動波浪及びレベル一地震動である変動状態に
対して、パラペットの滑動、及び、転倒の生じる危険性
が限界値以下であること。
3 前二項に規定するもののほか、当該施設の被災に伴
い、人命、財産又は社会的経済活動に重大な影響を及ぼ
すおそれのある防潮堤の性能規定にあっては、次の各号
に定めるものとする。
一 設計津波又は偶発波浪から背後地を防護する必要
がある防潮堤にあっては、設計津波又は偶発波浪から背
後地を防護するために所要の諸元を有すること。
二 主たる作用が設計津波、偶発波浪又はレベル二地震
動である偶発状態に対して、要求性能に応じて、作用に
よる損傷の程度が限界値以下であること。
2 前項に規定するもののほか、不特定滑多数の者の利用に
供する護岸の性能規定にあっては、当該施設が置かれる自然
状況、利用状況等に応じて、利用者の安全を確保できるよう、
所要の諸元を有するものとする
【解説】
(1) 護岸の性能規定
イ）親水性護岸の性能照査…筆者略…
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13.1.1 性能照査の基本
(1)本節は一般の埋め立て護岸を対象としたものである。･･･以
下、筆者略･･･
(2)～(9)･･･筆者略･･･
13.1.2 作用
(1)埋立土の土質条件については、第 3 編第 3 章 地盤条件を参
照することができる。
(2)地震動による作用については、第 3 編第 4 章 地震を参照す
ることができる。
(3)地震動作用時の動水圧については、第 3 編第 5 章 2.2 動水圧
を参照することができる。
(4)埋立地内の水位としては一般に、埋立地内水位、残留水位の
2 つの水位を参照することができる。･･･以下、筆者略･･･
(5)･･･筆者略･･･
13.1.3 性能照査
(1)護岸の性能照査にあたっては、一般に、次の事項について検
討する。
①波浪及び高潮により、埋立地の保全及び利用に支障を来たさ
ない天端高であること
②波、土圧等の作用に対して安定性が確保されること
③埋立土等の漏出しない構造であること
④埋め立て中の濁水の流出防止等、周辺水域への影響を考慮す
ること
⑤浸水護岸にあっては、利用者が安全かつ快適に利用できる構
造であること。
なお、②及び③の詳細については、構造形式毎に別途示すも
のとする。
(2)天端高の設定
①護岸は、背後の埋立地の保全が図られるように、かつ、護岸
及びその背後の土地の利用に支障のないように、越波量、高潮
時の潮位等を勘案した適切な天端高とする。
②護岸の天端高の設定に当っては、以下のような方法を用いる
ことができる。
･･･以下、筆者略･･･
③～④･･･筆者略･･･
(3)レベル 2 地震動に対する性能照査
レベル 2 地震動に対する性能照査にあたっては、構造形式に
応じて、本編第 5 章 2.2.3 性能照査に示される(9)地震動に対す
る性能照査（詳細法）を参照することができる。
･･･以下、筆者略･･･
(9)地震動に対する性能照査（詳細法）
① 重力式岸壁のレベル 2 地震動に対する耐震性照査は、適
切な地震応答解析あるいは実験により具体的に施設の変
形量等を算定して行う。なお、レベル 2 地震動に関する
偶発状態における変形量の標準的な限界値については、
本編第 5 章 1.4 耐震強化施設のレベル 2 地震動に対す
る変形量の限界値の標準的な考え方を参照して、適切に
設定することができる。
･･･以下、筆者略･･･
(4)～(5)･･･筆者略･･･
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13.1.4 構造細目
(1)護岸には、波浪の条件により洗掘防止工を設けるべきであ
る。
(2)護岸には、埋立土の性状、護岸の構造、残留水位等を考慮し、
適切な漏出防止工を設けるべきである。
(3)護岸には、必要に応じ階段等の附帯施設を設けるものとす
る。
(4)護岸には、越波を減少させるためにパラペットを設けること
がある。パラペットの性能照査にあたっては、海岸保全施設の
技術上の基準・同解説を参照することができる。
(5)護岸に越波のおそれがある場合には、護岸は以後を保護する
ために水叩き工を設ける必要がある。･･･以下、筆者略･･･
(6)その他構造細目については、本編第 4 章 外郭施設、本編第
5 章 係留施設を参照することができる。
13.2 重力式護岸の性能照査
(1)重力式護岸の構造形式には、ケーソン、L 型ブロック、セル
ラーブロック、方塊などのプレキャストコンクリート部材を用
いたものと、場所打ちコンクリートによるものがある。
(2)護岸には、全ての護岸に共通する事項として定められる規定
及び構造形式毎に定められる規定がある。前者の性能照査に当
っては、13.1.3 性能照査を、また、後者の性能照査に当っては、
本編第 5 章 2.2 重力式係船岸及び 2.11 直立消波式係船岸に準じ
ることができる。
13.3 矢板式係船岸の性能照査
(1)矢板式係船岸は、鋼矢板、コンクリート矢板などを用いて護
岸とするもので矢板を自立させるもの、控え工を有するもの及
び二重矢板等がある。･･･以下、筆者略･･･
(2)護岸には、全ての護岸に共通する事項として定められる規定
及び構造形式毎に定められる規定がある。前者の性能照査に当
っては、13.1.3 性能照査を、また、後者の性能照査に当っては、
本編第 5 章 2.3 矢板式係船岸、2.4 自立矢板式係船岸、2.5 斜め
控え杭矢板式係船岸、2.6 前方斜め支え杭矢板壁を有する係船
岸、2.7 二重矢板式係船岸に準じることができる。
13.4～13.6 ･･･筆者、略･･･
13.7 偶発対応施設の護岸
設計津波及び設計津波を超える規模の強さを有する津波に対
する安定性を検討する耐津波設計については、防波堤の耐津波
設計ガイドライン及び港湾における防潮堤（胸壁）の耐津波設
計ガイドラインを参照することができる。
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