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技術報文

海岸に面する道路護岸における RRR工法の適用について

パシフィックコンサルタンツ（樹港湾部石河雅典

1 .はじめに

平成 19年 9月、台風 9号により海岸沿

いを走る西湘バイパスの一部区間（大磯 LC.

から西湘二宮 LC.間）の道路護岸が崩壊し

た（写真一 1参照）。その後国土交通省は、

先ず車両通行を可能にするための応急復旧

工法を、次に今後の被災を回避するための

本復旧工法の検討を実施した。被災後約三

週間で応急復旧工事により車両通行が可能

になり、仮復旧直後の同年 10月に神奈川

県西部地震（震度 5）を受けたが被災は無く、

現在では本復旧工事が進められている。

2. 被災要因

平成 19年 9月6日から 7日に掛けて来襲

した台風9号の影響により、西湘ノミイパスの

うち神奈川県西部に位置する大磯 LC.から西

湘二宮 LC.聞の約 1.5kmに渡って、道路護岸

が崩壊した。国土交通省は調査検討委員会を

組織し、原因究明と対策工法の検討を行った。

詳細は横浜国道事務所 WEBサイト 1）を参照

されたい。

その委員会において、被災要因は以下のと

おりと考えられた。

【通常より周期が長くエネルギーの大き

な波の来襲】

台風上陸時には、通常より周期が長く

エネルギーの大きな波となり、更に満潮

と重なり、相模湾沿岸全域を南南東方向

より襲ったこと。

【海底地形による波の集中】

波は、被災区間前面の海底地形（大磯海

脚）の影響により、屈折して集中し、西向き

の強い沿岸漂砂が局所的に生じた。

図－ 1 西湘バイパス被災区間

（出典：横浜国道事務所WEBサイト 1))

写真一 1 被災時の様子

（出典：横浜国道事務所WEBサイト 2))
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【砂浜の急激な侵食】

被災当時の砂浜は、長期的な侵食を受け、西湘バイパス建設当時の幅約 40mから 20m程

度まで後退していた上に、台風により砂浜が急激に侵食され、道路擁壁前面の地盤が 2～3

m程度沈下して、擁壁直下の土砂が海へ吸い出されたこと。

3 対策工法の選定

(1)対策工法の考え方

対策工法の考え方としては、防護・環境・利用の調和を念頭において検討を行った。

防護面では、同様の台風による被災を防ぐため、消波・根固工＋洗掘防止工＋吸出し防止工＋護

岸工の複断面とし、粘り強い構造とした。環境面及び利用面では、被災前の現地利用状況（砂浜散

策、漁業利用等）を勘案し、護岸幅を出来る限り狭くすることで砂浜幅を出来る限り広く確保する

こととした。

(2）断面構造形式の選定

断面構造形式としては、消波・根固工及び洗掘防止工として消波ブロックを設置し、吸出し防

止工として鋼管矢板連続壁を採用した。護岸工については、一次比較として、コンクリート躯体

による重力式構造、被覆ブロックを用いた傾斜式構造、ジオテキスタイル等を用いた補強土壁構

造による比較を行い、堤体の安定面、周辺の環境面及び利用面等から総合的に考え、補強土壁工

法を選定した。

次に補強土壁構造として RRR工法、ジオテキスタイル工法、テラトレール工法、テールアル

メ工法による二次比較を行い、砂浜への張り出しによる影響、塩害対策面、施工性等の観点から

堤体幅が最も狭くかっ信頼性の高い RRR工法を採用した。

(3）設計上の配慮事項4) 5) 

RRR工法を用いた海岸部における護岸は全国でもほとんど例が無いため、設計を実施するにあ

たり以下の事項に配慮した。
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図－ 2 復旧断面図

（出典：横浜国道事務所WEBサイト 2))
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①表法被覆コンクリート

本護岸は道路護岸であるものの、海岸に面しており背後には道路や民家等の資産が存在す

ることから、海岸護岸としての機能を出来るだけ考慮、しておく必要がある。従って「海岸保

全施設の技術上の基準・同解説」より、表法被覆コンクリート厚は 0.5mとした。また被覆コ

ンクリート法面上に遡上、越波した水を速やかに海側へ返すことが必要であることから、法

面勾配を 1: 0.2とした。

②ジオテキスタイル敷設幅

従来より RRR工法では、ジオテキスタイルを 0.3m厚ごとに敷きならし、 5段ごとに背後

盛土の内部摩擦角まで長くとる（全層敷き込み）こととしている。しかし今回は、背後に道

路応急復旧用鋼矢板が打設されており、かっ海側への堤体幅をで、きる限り小さくする必要が

あったことから、安定計算で所要安全率を満足できる最小幅として図－ 2のとおりとし、背

後盛土への全層敷き込みを行わない代わりに鋼矢板の法線方向に鉄筋を溶接して、 5段ごと

に巻き返すこととした。なお溶接長さについては、地震時に作用するジオラキスタイル1枚

あたりの引張力に対して、耐え得るものとした。

③ジオテキスタイル材質

現地施工性の問題から、海側に工事用車両通路を設ける必要があり、施工時において

T.P.+3.50mまで現地盤を掘り下げる必要があった。このため補強土壁材料として、適用でき

るジオテキスタイルの選定を材料マニュアル 6）により行い、約半数の材料が適用可能となっ

た。

④基礎洗堀対策

海水の越波、侵入による基礎部の洗堀を防止するため、鋼管矢板頭部と被覆コンクリート

の聞を厚さ 0.5mの場所打ちコンクリートにより被覆し、海側への円滑な排水を目的とした

1: 5勾配を設けることとした。

⑤設計外力

設計地震動は、道路土工擁壁工指針 7) （以下指針と表記する）に従い、復旧の難易度及び

施設の重要度から「大規模地震対応」とした。設計水平震度は、同指針に従い地盤種別は I種

地盤であることから、 0.16とした。

波圧及び引波による堤体の安定検討に用いる波高は、施設の供用年数を勘案し 50年確率波

浪（換算沖波波高 HO’＝9.49m、周期 T0=13.0秒）とした。

⑥その他の設計条件

盛土材料の内部摩擦角は、設計・施工マニュアル心内の数値のうち、現地の施工上の制約か

ら施工スペースが広く確保できないことや、海域に面しているため波や風の影響を受けやす

い等、施工条件が悪いことから安全側を考え、 30度（粒度配合の悪い砂相当）とした。

また上載荷重としては、設計・施工マニュアル心内の数値のうち、背後が国道 1号線であり

建設重機等の大型車両の通行はほとんど無く一般車両相当が対象であることから、 lOkN/rrf

とした。
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4. 維持管理

(1)維持管理の考え方

本施設は道路護岸であるものの、海岸域に面して設置されていることから、維持管理におい

ては陸上構造物としてのみならず、海岸施設として適切に維持管理を実施していく必要がある。

維持管理では施設に生じる変状を点検し、大きな災害の前兆となる変状を早期に発見し、その

変状がどの程度のものであるかを施設全体の安定性や機能面等との関係において判定し、適切

な時期に適切な処置を講じていく必要がある。

施設の変状機構は、様々な要因に起因しており、変状機構を解明するためには、その発生原

因、変状の拡大、そして機能低下へと変状が進行していく過程を変状連鎖として整理すること

が有効で、ある。

(2）施設の変状連鎖

海岸施設設計便覧 8）には、以下のとおり護岸の変状連鎖が記載されており、今回はこれを元

に本施設に対する変状連鎖を考察する。
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図－ 3 海岸堤防の変状連鎖図

（出典：海岸施設設計便覧 sl)

「洗掘パターン」は、波浪によって堤体前面から堤体下部が洗掘され、堤体や基礎工が損傷を

受け、堤体土砂が吸い出され、堤体が破壊していくものである。

「波力パターン」は、波浪によって、表法、堤体工、天端工等が損傷を受け、堤体土砂が吸い

出され、堤体が破壊していくものである。

「越波パターン」は、波浪によって、上部工等が損傷を受け、天端が沈下していくものである。

本施設では、施設天端高は高く、波浪により上部工が直接損傷を受けることはほとんどない

ことから、「越波パターン」は検討を除外する。

またこれらの変状連鎖の他、本施設には表法被覆工内に水抜工を配置し適切に堤内水を排出

することとしていることから、以下の変状連鎖についても留意していく必要がある。
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Step I 

目地開き等によ

る雨水の浸入

Step II 

水抜工の目

詰まり

Step III 

堤内水位の

上昇

StepN 

堤内の安定

性の低下

図－ 4 本施設の変状連鎖図（追加分）
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(3）点検項目・内容 I 

｜ い蹟激怒t思ヨ座劇乱男殿山“標準阪商関心（大事側：＇.$氏~付近t .4
日常における点検項目につい II 

て、西本らの提案 9）に加え、本｜ ；

施設の各部位の特徴を勘案して｜ ！

提案する。

図－5には、復旧断面イメー

ジを示す。各部位の設置目的は、

以下のとおりである。

a）根固めブロック：平常時は

消波機能を有し、台風襲来時

の急激な侵食防止を図る。

b）築堤マット：根固めブロッ

クと鋼管矢板の間詰めを主目

的とする。

c）鋼管矢板：前面の海浜が台風

図－5 復旧断面イメージ図

（出典：横浜国道事務所WEBサイト 2))

9号クラスの急激な侵食を受けた場合でも、崩壊することなく背後土砂の吸出し防止機能が維

持できる。

d）基礎部コンクリート：海水及び雨水の堤体内への浸入を防止する。

e）護岸（RRR補強土壁）：前面の消波機能が無い場合にも、台風 9号クラスの波力に対する体

力を有する。

これらの設置目的を踏まえ、維持管理を実施していく上での主な日常点検項目を以下にまと

める。

表－ 1 維持管理上の日常点検項目案（1）（護岸部以外）

点検項目 着眼点

根回工 天端面 天端高さの確保沈下、天端肩の崩れ

築堤マット 表層部 天端高さの確保、沈下、袋材の破損

鋼管矢板 上部 鋼管矢板の露出

法線 法線のはらみ出し

天端 天端高さの確保

上部工 コンクリートの破損、クラック

基礎部コン 天端面 縦断方向の勾配の連続性、クラック、沈下

クリート 目地部 目地聞き
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表－2 維持管理上の日常点検項目案（護岸部）

点検項目 着眼点

堤体 壁面 壁面の傾斜、法線の維持、天端高さの確保、クラック、破損、

ジャンカ、アルカリ骨材反応

目地 目地聞き

堤内 堤内の空洞化、

周辺の変状 路面 クラック、沈下

排水工 排水口 目詰まり

※）西本ら 9）より引用

5.おわりに

平成 19年 9月の台風 9号により被災した西湘バイパス（大磯IC～西湘二宮 IC）の災害復旧に

おいて、海岸部では全国初めての RRR工法を適用した事例を紹介した。

RRR工法は、新幹線の盛土壁を始め陸上において鉄道を中心とした補強土壁工法として用いら

れてきたが、今回はその実施に基づく信頼性、構造上の工夫による現地への適用性等から、海岸

部において採用した。また現時点で工事はほぼ終了していることから、本論文では今後に維持管

理に向けて論述した。設計において、将来的に考えられる事項を考慮したつもりであるが、地球

温暖化に起因する海面上昇や集中豪雨等、予測が困難な外力に対し、機能を保持していく必要が

あり、維持管理技術の確立が望まれるところである。

本稿作成にあたり、東京理科大学龍岡丈夫教授、財団法人鉄道総合技術研究所館山勝部

長には、多大なる御指導、貴重な意見を賜った。ここに謝意を表する。
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