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１．はじめに  

近年、消波ブロックなどのコンクリート構造物に

代わり、生態系への配慮や景観向上の観点から、サ

ンドパック１）と呼ばれる工法が採用されるケースが

ある。サンドパックとはジオテキスタイル製の袋材

に現地の砂礫（浚渫土）などを充填した、大型土嚢

である。サンドパックを波浪により後退している海

岸に埋設することにより、海岸線を回復、維持する

ことができる。 

 写真－1は平成 18 年（2006 年）に韓国で開催され

た国際会議において撮影した写真で、仁川（インチ

ョン）港においてサンドパックを護岸に利用してい

る事例である。仁川はもともと遠浅の海岸で、シル

ト質土の干潟が広がっている。仁川港は釜山港に次

ぐ、韓国第二の貿易港であり、国際航路を確保する

ため、大量の浚渫を行っている。韓国のハブ空港で

ある仁川国際空港も永宗島（ヨンジョンド）と龍遊

島（ヨングド）の間にあった干潟を堤防で仕切り、

浚渫土で埋立造成した人工島である。大量に発生する浚渫土を利用して安価に作成できるため、

サンドパックが護岸工事で採用されたものと考えられる。 

 本報文では、わが国のサンドパックの現状を述べるとともに、今後の展開についても記述する。 

 

２．わが国における実用例 

(1)サンドパックの使用実績 

これまでにサンドパックが海岸構造物としてわが国で使用された実績について表－1 にまとめ

る。サンドパックは平成 22 年（2010 年）頃から試験施工として小型の構造物として使用が始ま

り、徐々に実用化されてきたことがわかる。サンドパックは浚渫土や海浜の砂を利用できるため、

海岸構造物としての利用価値が高く、ほとんどの使用実績は海岸部分での構造物であることがわ

かる。また、平成 24 年（2012 年）以降は施工の規模が大きくなっており、サンドパックも大規

模化してきている状況にある。用途としては浜崖後退抑止工などの国土保全に関する施工事例２）

が多く、景観や自然環境などの制約がある状況下で、これまでの消波ブロックなどに代わる構造

体としての施工が多いことがわかる。 

写真－1 韓国仁川港のサンドパック 
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表－1 サンドパックの国内施工事例（前田工繊調べによる） 
 施工時期 海岸名（場所） 用 途 発注者 施工規模等 
1 2010.8 長山の浜 

（沖縄県伊良部島） 
突 堤 － 試験施工 

20m 
2 2010.11 大磯海岸 

（神奈川県大磯町） 
漂砂制御施設 国総研共同研究 試験施工 

20m 
3 2012.2 宮崎海岸 

（宮崎県宮崎市） 
浜崖後退抑止工 国総研共同研究 試験施工 

40m 
4 2012.6 浜住海岸 

（福井県福井市） 
浜崖後退抑止工 福井県 

福井土木事務所 
100m 

5 2012.7 千里浜海岸 
（石川県羽咋市） 

砂浜防護工 石川県 
中能登土木総合事務所 

400m 

6 2013.11 宮崎海岸 
（宮崎県宮崎市） 

浜崖後退抑止工 国土交通省 
宮崎河川国道事務所 

1500m、400m 
2 段積 

7 2014.12 大磯海岸 
（神奈川県大磯町） 

根固め工 国土交通省 
横浜国道事務所 

10m×2 

8 2015.9 四ツ郷屋浜海岸 
（新潟県新潟市） 

突堤 新潟県 
新潟振興局 

20m×2 

 
(2) サンドパックの破損事例 

宮崎県宮崎市佐土原町大炊田海岸に

埋設されているサンドパック（図－1

参照）の一部が、平成 26 年（2014 年）

に来襲した 5 つの台風による波浪によ

って破損するという事例３）が起きてい

る。国土交通省による事故調査結果４）

では、図－2 に示すように台風の影響

でサンドパック下部の土砂が急激に流

出したために、サンドパックがその下

に敷いたアスファルトマット（図－1

中では As マットと表示）とともに沈

下し、アスファルトマットの下に埋ま

っていたコンクリートの破片によって

破損したと推定している。サンドパッ

クは袋状の柔な構造物であるため、地

盤の変形などに追従できる反面、図－2

のような変形が生じた場合、大きな荷

重が作用することも考えられる。また、

アスファルトマットが繰り返しめくれ

て破断したことで、アスファルトマット内部の番線（針金）が飛び出してサンドパックを傷付け

て破損した可能性についても指摘されている。この様に、サンドパックが破損した原因について

は未解明の部分もあるため、現在も研究５）が行われている。 

図－1 大炊田海岸におけるサンドパックの 
    設置状況 

図－2 サンドパックの破損メカニズム 
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３．サンドパックの研究開発 

(1) 小型模型実験 

宮崎県でのサンドパック破損事例を受けて、サ

ンドパックの破損原因を解明すべく、小型模型の

サンドパックを用いた実験を行っている。 
小型模型実験には、図－3(a)は実験で用いた小

型のサンドパック模型である。模型の寸法は実物

の 10 分の 1 スケールである。模型に作用するひ

ずみの挙動を把握するために、縫製部にはひずみ

ゲージを貼り付けている。この小型模型を用いて

図－3(b)、(C)示すように縫製部が蝶番の真上にな

るように載せ、片方の板を徐々に下げて曲げる方

曲げ試験および、両方の板を徐々に下げ、サンド

パックの両端が沈下をした場合を再現した両曲げ

試験を実施した。小型模型を用いた実験では片曲

げ試験ならびに両曲げ試験ともに、サンドパック

模型の袋体ならびに縫製部には破損箇所が生じな

かった。小型模型実験においても破損が見られな

かったことから、サンドパックに生じたひずみ量

について検討した。図―4 はサンドパックに張り

付けたひずみゲージの測定結果である。片曲げ、

両曲げそれぞれの試験でひずみがピークを示して

おり、片曲げ試験の場合、角度が 40°を過ぎたあ

たりで、各測点の最大値が計測された。片曲げ試験では、サンドパックの片側が下がることによ

り引張力が作用する測点③において最も大きなひずみが計測された。また、両曲げ試験でも角度

40°付近でひずみが最大値を示し、山型に曲げられたサンドパックの中央部分（測点②、③）で

大きなひずみが生じることが確認された。片曲げ試験、両曲げ試験ともに 40°付近でサンドパッ

クに生じるひずみが最大値を示す傾向は非常に興味深い結果である。 
 

図－3 サンドパック模型の曲げ試験 

(a) サンドパック模型 

(b) 片曲げ試験 

(c) 両曲げ試験 

図－4 サンドパック模型の曲げ試験結果 

(a) 片曲げ試験 (b) 両曲げ試験 
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(2) 実物大実験 

平成 27 年 6 月に福井港において、実物大

のサンドパックを用いた片曲げ実験（図－

5(a)）を実施した。サンドパックは宮崎海岸

と同じ寸法で、高さ 1.5m、幅 4.2m、長さ 20m
の袋体を用いた。中詰め材は福井港の浚渫土

砂、充填方法は宮崎海岸と同じくサンドポン

プを用いている。予め、サンドパック先端か

ら 4m の位置に大型土のうによる垂直壁を設

けており、その前面の砂をサンドポンプおよ

びバックホウにより床掘りし、強制的にサン

ドパックを片方に変形させた（図－5(b)）。最

終的には、サンドパック先端が 1.6m 程度下

がり、屈曲角度が 40°に達するまで変形した

が（図－5(c)）、サンドパックの破損は見られ

なかった。この様に、サンドパックの破損現

象には未解明の部分が多く、更なる研究が必

要である。 
 
４．サンドパックの今後の展望 

サンドパックはコンクリート護岸や消波ブ

ロックを用いた護岸とは異なり、自然景観を

保護しながら国土保全を行うために適した構

造物であり、浚渫土などを利用できることか

ら、これからも海岸構造物としての利用が見

込まれる。ただし、波浪が高い海浜での使用

については、破損に対する課題もあり、今後

も検討が必要である。 
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図－5 実物大サンドパックの曲げ試験 

(a) 実物大サンドパック 

(b) 実物大模型の片曲げ試験 

(c) 最大曲げ状態 

40° 
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