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1 .はじめに

2011年東日本大震災の直前のジオシンセティック技術情報（2011年 1号）で、筆者は奇しくも

ジオシンセティック補強土構造物と水災害の関係に触れて 1）、結論では「・・・・・・地震と豪

雨・洪水による地盤災害を防ぎ減じるために、ジオシンセティック工学の果たせる役割は次第に

社会に認、められてきていると思われる。今後、耐震の分野だけでなく、水と接触する治水・利水

構造物としても適用されるようになることを期待している0Jと述べた。この大震災後にこの拙文

を見ると、内容は間違ってはいないが津波について全く言及していないことが大きな抜けである

ことが分かる。

この大震災は戦後我が国が受けた最大のものであり、震災から 8カ月にもなろうとしている現

在（2011年 11月）でも、震災からの復旧・復興はまだ端緒に就いたばかりである。今回の震災で

も多くの地盤災害が関係しており、地盤工学会は、それから教訓を学び復旧・復興に貢献できる

対応策を提案するために「地震時における地盤災害の課題と対策－2011年東日本大震災の教訓と

提言－（第一次）」を 2011年 7月に印刷公表した。筆者は、副委員長として参画した。そこでも、

地盤工学会が 2009年に出版した「地震と豪雨・洪水による地盤災害を防ぐために一地盤工学から

の提言－」で、津波について触れていないことを反省点のーっとしている。

本稿では、この提言の内容に沿って、ジオシンセティック補強土構造物に関する教訓と、復旧・

復興におけるこの技術の重要性について、現在の段階での筆者の見解を纏めてみた。
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図－1 東北本線名取川橋梁に隣接する長町付近のジオシンセティック補強土擁壁： a)201l年東

日本大震災後の写真： b）標準断面（建設 1994年、延長 400rn; JR東日本東北工事事務

所による）

2. ジオシンセティック補強土構造物

今後全体像が明らかになるであろうが、今回の大震災で、青森、宮城、岩手、福島、秋田、山

形、茨城、栃木、群馬、千葉での調査したし419のテールアルメ擁壁の内、 98.3%の 1,395壁は



「危険度が青で変状や損傷が軽微もしくは無いと判断され、高い耐震性を示した」と報告されて

いる 2）。「完全に崩壊または大変形し、構造物として機能を失った壁」は 4、「比較的大きな変形・

損傷をしたが、構造物としての機能は当面維持可能な壁Jは5で、あったまた、壁面が剛ではない

ジオシンセティック補強土壁の崩壊例（一つの擁壁でこか所）も報告されている 3）。一方、上記

提言では高い耐震性を示した幾つかのジオシンセティック補強土擁壁の事例が報告されている。

なかでも東北新幹線等の鉄道構造物として今回の地震の被害地域の仙台付近、一ノ関付近、盛岡

付近に、剛で一体の壁面工を持つジオシンセティック補強土擁壁及びそれを橋台とした構造物が

少なからず建設されていた。これらは、全て無被害であった（図－1)。既に 1995年阪神淡路大震

災でこの形式のジオテキスタイル補強土擁壁の耐震性が高いことは証明されているが、今回再び

証明されたと言える。

3. 巨大津波による被害と復旧・復興

今回の大震災では、内陸型地震と異なり、東日本の太平洋沿岸部を襲った巨大津波による被害

が甚大で、あった。この被害に対する地盤工学の主要課題として、次の二つがある。

第一は、津波防御施設（防波堤・防潮

堤と海岸堤防・河口近くの河川堤防等）

の設計・建設・維持の課題である。今回、

これらの施設は津波高さが想定高さを超

えるまでは機能していたが、その多くは

津波高さがこれらの施設の高さを遥か超

えてからの越流・浸食・洗掘等によって

基礎地盤とともに崩壊した。盛土形式の

防潮堤は、基本的に表のり被覆工、天端
図－2防潮堤の概念図 4)

被覆工、裏のり面被覆工のコンクリート工で三面貼りである（図－2）。しかし、今回の様な強烈な

越流を想定していなかったため、巨大津波が陸側の裏のり面を急速に流下する際に生じる強烈な

揚力によって、固定されていない天端被覆工（コンクリート工）と下流側裏のり面の最上段の被

覆工（コンクリ）ト工）がまず剥ぎ取られ、そこから盛土の浸食が開始されたようである。この

状態で引き波を受けると、表のり被覆工は抵抗できず盛土は容易に浸食され、やがて全断面が喪

失したと思われる事例が多かった。図－3に示すのは、そのような破壊が開始された状態の例であ

る。図－3aの現場では、裏のり面の高さは「陸地部でのゼロ」から「湾中央部での表のり面の高

さJまで連続的に変化していたが、裏のり面が高いほど被害が大きいと言う法則性が見られ、湾

中央部では全断面が流失していた。筆者は、従来の盛土形式の防潮堤の構造上の最大の欠点は、

三面貼りコンクリート工が固定されていなかったことと、盛土が無補強なため浸食対する抵抗力

が小さかったことであった、と考えている。

第二は、津波防御施設以外の今後津波力を受ける可能性がある各種の社会基盤構造物の津波に

対する耐力の確保の課題である。すなわち、

i）津波耐力がある港湾施設と避難設備、河川堤防及び付帯設備（堰・水門・排水機場等）、

ii）津波耐力がある道路・鉄道（橋梁：橋桁・背面盛土・橋台・基礎）、

iii）津波に対する街作りに応じた路線選定と適切な構造的対処（例：高規格の道路・鉄道盛土等）
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等の課題である。この中で、 ii）での「津波による越流、浸食、洗掘に対して耐力があるジオシン

セティック補強土工法による盛土形式の防潮堤Jは4章で、「桁・橋台・基礎・裏込め盛土が津波

に対する耐力のある GRS一体橋梁Jついては 5章で触れる。

、1／L
U
 

図－3a）天端被覆工のコンクリートスラブと下流側裏のりの最上段のコンクリート工がはぎ取ら

れた防潮堤（大船渡市三陸町越喜来漁港付近） : b）天端被覆工のコンクリートスラブが移

動し下流側裏のり面最上段の被覆工のコンクリート工がはぎ取られた防潮堤（宮古南津軽

石付近）（筆者撮影）。これらの現場では全断面が消失した箇所がある。

4. 多重津波防御施設と居住地高台移転の構想への地盤工学技術の適用

巨大津波による被害を防ぐために、津波防御施設と避難システムとともに、多重津波防御施設

と居住地高台移転が提案されている。図－4はその提案を模式的に描いたものである。

高台移転・職住分離

｜産業エリア｜

避難ピル・工場

｜住宅エリア｜

｜住宅エリア｜

津波多重防御

｜農地エリア｜ 防災緑地

図－4復興計画に従来の地盤工学技術を適用した場合の模式図 （地盤工学会提言から、筆者原図）

この構想には、次のような地盤工学の課題がある。

1) RC構造物の防潮堤を建設する場合には、コストの課題と同時に、滑動と転倒防止に非常に大

きなせん断・引抜き抵抗を杭等の基礎構造物で確保する課題がある。場合により地盤の液状

化の影響を考慮する必要もある。

3 



2）従来の盛土形式の防潮堤は、 3.で述べたように、津波の越流による浸食・洗掘に対する耐力が

低い。道路・鉄道盛土に二次的な津波湖上阻止を期待する場合も、従来の盛土形式では越流

が仮に起きた場合、耐力が低い。

3）防潮堤には一定の高さが必要となるが、その場合十分な耐震性を確保する必要がある。のり

面が緩い通常の盛土では、堤体幅と土工量が非常に大きくなる。仮に、高さが 15m、法面勾

配が 2割5分で天端幅が 10mとすると、盛土の底面幅は 85mにもなる。

4）住居地を高地移転する場合、盛土・切土工事が必要になる。締固め管理が甘く排水設備が不

十分で耐震性が低い従来形式の片持ち梁構造の擁壁を用いた盛土を建設し、また安定化処理

が不十分なまま地山を掘削して急勾配切土面とすれば、今回の大震災で経験したように、地

震時に崩壊する虞が高くなる。

切土部の排水設備
と地山補強土工法

｜住宅エリア｜

切土部の排水設備

と地山補強土工法

高台移転・職住分離
｜産業エリア｜

津波多重防御

｜農地エリア｜

盛土補強土工法による
防潮堤：耐津波力・越
流のため剛な尺濯面工

は補強材と一体化

防災緑地

RC壁面工

図－5 多重津波防御施設と居住地高台移転構想で最新の地盤工学技術の適用の例（地盤工学会提

言から、筆者原図）

この構想、が有効に機能するために、以下のように地盤工学を活用することを提案できる（図－5）。

1）防潮堤などの盛土の造成に、できるだけ津波被害によって発生した廃棄物を塩分処理等して活

用する。

2）山地が海に迫り平地が狭い地形において敷地を確保して地震と津波に対して安定であり一定の

高さがある防潮堤や道路・鉄道・宅地等の盛土を建設することは容易ではない。そのためには、

盛土建設では適切な締固め管理を行い適切な排水工を設置する必要で、ある。

3）防潮堤は、今回の地震で場所によっては 15m 以上の高さに達した津波を「発生頻度は極めて

低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスのレベル2津波」とし、「発生頻度は

高く、高さは低いものの大きな被害をもたらすレベル 1津波Jに対して設計することになろう。

そうすると、レベル2津波では大規模な越流が生じることなる。したがって、盛土形式の防潮

4 



堤は、必要な高さを確保した上で、 lvベル II設計地震動に対する耐震性を確保し、さらに津波

波力と越流による浸食・流出・洗掘に対する抵抗力が高く、容易には断面が失われることがな

い粘り強くなくてはならない。その目的に対して、ジオテキスタイル補強土技術の適用が有効

であろう。すなわち、のり面が一定程度急勾配の盛土を塩分に対して耐力があるジオテキスタ

イル等で補強して安定化させ、のり面と天端は、津波波力や越流による浸食・洗掘等に対抗で

きるように補強材と一体化したコンクリート壁面工・のり面工で被覆する。ジオシンセティッ

ク補強土工法によって防潮堤を建設した実績はまだない。しかし、 2007年 9月の台風 9号によ

る波浪により基礎地盤が洗掘されて転倒崩壊した西湘バイパスの重力式擁壁である海岸堤防は、

1 kmに亘り剛で一体な壁面工を持つジオシンセティック補強土擁壁で強化復旧された（図－6）。

一方、パネル状の壁面工は、仮に一枚でもパネルが欠損すると、盛土が流出して壁面全体の崩

壊から盛土の全面的な崩壊に容易に至る。図－7に示すのは、その事例である。これらに基づく

と、図－8のような盛土形式の防潮堤を提案できる。のり面工のーブロックは出来るだけ大きい

方が良いし、その接合部は盛土材がパネルの聞から流出しないようにフィルター機能が必要で

ある。防潮堤、道路 ・鉄道盛土を緊急避難場所とすることを想定する場合 急勾配の壁面には

一定距離で階段を設置したり、一割程度の勾配ののり面では人が登れるように表面に凹凸を設

けるなど、工夫が必要であろう。

｜太平洋｜

j 2010年3月10日龍岡撮影｜

図－6 平成 19年 9月6日～7日台風9号で崩壊した西湘バイパスの海岸堤防の剛な一体壁面工を

持つジオシンセティック補強土擁壁による強化復旧（2010年 3月筆者撮影）

図－7 2010年6月ハリケーンで擁壁前面の支持地盤の洗掘と波浪により崩壊した運河沿い橋梁取
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り付け道路のテーノレアルメ擁壁（メキシコ、米国 Delaware大学Leshchinsky,D.教授による）

4）掘削法面が急勾配である切土の安定化には、適切な排水工と同時に、斜面内部に鉄筋等を挿入

して安定化する地山補強土工法などの各種の地盤工学技術を活用する必要がある。

5）その上で、住宅や重要施設はできるだけ安定化した切土部に配置し、生活道路や公園等は安定

化した盛土部に配置するのが良い。

図－8 ジオシンセティック補強土盛土の防潮堤の案

5. GRS一体橋梁

従来型の橋梁では、基本的に桁を支承（沓）を介して橋台の上端に設置し、橋台背後の盛土は

無補強である。従って、可動支承部と橋台背後の盛土の耐震性が低い。今回の震災では、幸い各

種の落橋防止工が効果を発揮して落橋まで、至った橋梁は殆どなかったが、可動支承部で大きなず

れ変位が生じて重大な被害が出た例は多数に昇った。

さらに、津波力に対しては、地震荷重に対する落橋防止工はほとんど無力であったし、固定支

承も津波に対する耐力は不十分で、あった。図－9に示すのは、一例である。しかし、意外な発見も

あった。すなわち、図－10に示すように支承がある橋梁の桁は津波を受けて流失しているが、そ

の前後の桁が河川護岸にはめ込まれていて支承がない橋梁は津波で流されていない。この様な例

は、多数見られた。これは、支承が地震動だけでなく津波に対しでも弱点であることを如実に示

図－9 上流側から見た R 東日本気仙沼線本吉駅陸前小泉駅間の津谷川橋梁（橋げた流失、橋脚

損壊：津波は高架橋の桁を越流）（筆者撮影）
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図－10 大槌町JR山回線浪板川駅～吉里吉里駅間浪板川橋梁と河川護岸に支承を介せず飯め込ま

れた町道の橋梁（手前と奥）

している。この事実は、筆者ら提案している GRS一体橋梁（図－11、図－12)S）は、高い維持管理

性（即ち盛土の橋台に対する相対沈下が生じないこと）、高い耐震性、高い経済性だけではなく、

高い津波耐力を持っている可能性を示している（GRSは Geosynthetic-ReinforcedSoilの略）。 GRS

一体橋梁は、桁と壁面工が沓を用いずに一体化されていて、盛土は壁面工に固定したジオシンセ

ティックで補強しであることに構造上の特徴がある。岡ljで一体の壁面工を持つジオシンセティッ

ク補強土擁壁を左右の橋台としてまず建設して、最後に桁を壁面工上端と一体化して建設すると

ころに施工上の特徴がある。桁が津波に流されにくいだけでなく、橋台裏の盛土も津波に対して

耐力を持っと考えられる。

主に盛土の諸問題の解決｜ ｜主lこRC構造物の諸問題を解決

r:~t~sftl 1::::::/ ::n>><I 
GRS擁壁橋梁 一体橋梁

各種の技術的問題 II 「τ工て「 I I各種の技術的
・小橋台の低い耐震性｜ ・ こ回全」二 . I ・橋桁の温度伸縮による
・支承があるための低｜ 岳 ｜ 土圧増加と盛土沈下
い耐震性 I T I ・盛土の低い長期沈下と

I I: ＜＇ ~·~::I ，－←一一『定三：ーふ｜ ｜ 低い耐震性

GRS一体橋梁

図－11GRS一体橋梁の開発経緯
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3関ljな一体壁画工

地盤の変形が小さ
い場合は、杭を先
に施行しても良い

1.ジオシンセティック
ス補強土焼壁

図－12 GRS一体橋梁（数字は施工順序。杭を省略して表層地盤を改良する場合もある）

図－13は、入力振動数 5Hzの正弦波 20波を一段階として加速度レベルを段階的に増加させた

振動台模型実験の結果である。図－13aは、従来型の橋梁（CB）、剛で一体の壁面工を持つジオ、ン

ンセティック擁壁に支承を介して桁を設置した GRS-RW橋梁、桁と橋台（竪壁）は支承を用いな

いで構造的に一体化したインテグラル橋梁（IB）、図－12に示す GRS一体橋梁（GRS-IB）、 GRS-IB

の壁面工背後のジオシンセティック補強盛土の一部セメント改良した橋梁（GRS-IB-C と

GRS-IB・C-T）の橋梁模型の、共振現象を起こして破壊が生じた時の加速度（動的強度）を比較し

たものである。 GRS一体橋梁が従来型の橋梁よりも耐震性が高いのは、桁・壁面工・盛土が一体

化したことによって、

a）破壊する時の応答加速度が高くなり、

b）橋梁系の初期剛性が上昇して、図－13bに示すように初期固有周期Jo（入力振動数五よりも大き

し、）の五との差が開くことによって初期応答加速度が低下し、

c）繰返し載荷と入力加速度の上昇に伴う橋梁系の剛性の低下率が下がり、図－13bに示すように、

共振状態に向かう過程での振動数比 B=fo/fiの増加率が下がるため共振しにくくなり、

d）橋げたと壁面工の動的エネルギーの盛土 ・支持地盤への逸散性が高まり共振時の減衰係数が上

昇するため、仮に共振しても応答倍率が下がる

ためである。

t.5. 

--=• .:j ·~ b）…［ 

回O ,..--・ d 叫 謡憲悼主目1霊援、民F 問 ,l-' 晶： 事Z・陸a．軍E X 一

~. ,: ....... .－－•··！咽 ｜←組棉 J - r目 111 IV V 
0 。。 (f,= ?)j討

CB GRS-RW DB GRS-119 OFtS圃篇 GR念ー締 0 詔 D 400 8部 800 woo 120[) 140日
-C =.P=T 

橋祭告イブ 撮勘合加速度（gal)

図－13 a）異なる橋梁模型の共振時の加速度； b）入力加速度の増加に伴う振動数比

Pそん/fiの増加（ギリシャ数字は載荷段階の番号、各段階20波） 6) 
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図－14は、 2009年 2月に完成した GRS一体橋梁の実物模型である。現在（2011年 11月）、世界

最初の GRS一体橋梁が新青森と新函館の聞の木古内で新幹線用橋梁として建設中である（図一15）。

この GRS一体橋梁は、津波で桁が流され橋台裏の盛土も流された数多くの鉄道と道路の橋梁の強

化復旧に最適な橋梁形式であると信じる。

a) 

b) 

図－14鉄道総合技術研究所に 2009年 2月に完成した GRS一体橋梁実物大模型

新函館 c:::今
20.0 

a) ［単位 m] GCM：セメント改良

b) 

図－15 新青森～新函館問、木古内駅近辺で建設中の新幹線用の GRS一体橋梁（橋台の幅＝ 11.7 m) 

（図面は鉄道建設・運輸施設整備支援機構による。写真は 2011年 8月撮影）
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6. おわりに

今回の大震災からの復旧・復興には、経済性・維持管理性だけでなく、耐震性と津波耐力に優

れた土構造物を適用することが必要である。ジオシンセティック補強土擁壁工法および切土補強

土工法を、この目的に活用できる。これらは既に多くの実績があり、その適用には新しい技術的

課題はないであろう。一方、ジオシンセティック補強土工法による盛土形式の防潮堤の実績はな

い。しかし、西湘バイパスでの実績がある。また、 GRS一体橋梁も新しい工法であるが、既に実

際に建設中である。これらの技術を活用することにより、復旧・復興がより効果的になるものと

信じる。
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