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研究成果の概要（和文）：日本の重要な社会資本は，沖積平野や海上埋立人工地盤といった地震被害が懸念される軟弱
地盤上に多く蓄積されている．本研究では，特に沿岸域に立地する社会基盤施設を対象に，長周期成分を含み継続時間
が数分にも及ぶ海溝型巨大地震が発生した際の耐震性再評価と耐震強化技術の再検討を実施した．既往の被害予測手法
は地震時安定性評価に主眼が置かれ，地震後の長期継続する地盤変状を予測することはできない．「地盤に何が起こる
かを教えてくれる」本解析技術による評価を既往手法と並行して実施することで，予測精度の向上とともに，被害の見
落としを防ぐ役割を果たすことを示した．

研究成果の概要（英文）：Many important infrastructures in Japan are located on the soft ground, such as Al
luvial plain and coastal artificial reclaimed ground where extensive seismic damages are expected to occur
. This research tries to reevaluate the seismic resistance of coastal areas in the event of large-scale se
rial ocean trench earthquakes with a consideration of ground reinforcement technologies. Existing damage p
rediction methods focus primarily on seismic stability assessment during an earthquake and are inadequate 
to forecast ongoing long-term ground settlement which inevitably occurs after an earthquake. To use a new 
numerical technology to evaluate the seismic and post-seismic resistance capabilities of natural and artif
icial soils in systems, in parallel with the existing methods, it will be responsible not only for a accur
acy enhancement but also for preventing oversight of the serious seismic damages.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

 阪神淡路大震災以降，強振動観測網の充実
等，集中的な地震研究投資が奏功して，特に
我が国沿岸域における地震危険度評価は，以
前に比べ格段に精密を極めてきた．しかし，
これに応えるべき対地震の地盤工学は，地震
学のこの急速な進歩に十分追いついてはい
ない．液状化解析一つを取り上げても，実用
技術としては，緩い砂の非排水に近い応答に
特化した構成式が中心の，微小変形解析が，
もう 20 年近く主流を占めたままである．こ
れは圧密変形や支持力など静的ないし準静
的な計算地盤力学の進歩とも整合していな
い．だから，海溝型巨大地震の特性も視野に
入れた，粘土や砂の互層からなる自然堆積地
盤とその上の中間土からなる人工島・盛土な
ど，地盤と（土）構造物システムの，地震中・
地震後の全面的な地震応答解析と，これを受
けた地盤強化技術は，まだむしろこれからの
課題と言ってもよい． 
 

２．研究の目的 

(1) 水～土骨格連成有限変形解析の高度化と
構成式研究の進展 
 自然堆積粘土や密度の異なる砂，そして細
粒分を多く含む中間土まで，一貫して記述す
る弾塑性構成式を基礎に（All Soils），変形か
ら破壊までを（All States），動的・静的を問
わずあらゆる外力条件のもとで（All Round），
統合的に解析する新技術を確立し，あわせて
三次元計算を日常のものとすべく，大容量
化と計算速度の向上（並列計算等）を実現
する． 

(2) 海溝型 Strong Ground Motion が及ぼす特
別な効果の把握 
長周期成分を含み継続時間が 2 分にも及ぶ

と言われる海溝型地震は，たとえ瞬間加速度
が直下型より小さいとしても，予期しない地
盤挙動／地震被害をもたらす可能性が高い．
従来は砂質地盤の地震中挙動，つまり液状化
ばかりが注目を浴びていたが，砂地盤だけで
なく，細粒分を多く含む中間土の液状化や液
状化後の圧密変形までの地盤挙動を把握す
る．また，粘性土地盤であっても，地震中の
構造の劣化／破壊は十分に起こる可能性を
秘めており，二次圧密と同じメカニズムで，
きわめて長年月にわたる沈下や変形が地震
後になって現れる危険性を指摘する． 

(3) 沿岸域重要施設の耐震性再評価と耐震強
化技術の効果の再検討 
名古屋港浚渫土砂埋立地（名港ポートアイ

ランド），上越火力人工島，羽田 D 滑走路人
工島，名古屋港南五区耐震護岸，木曽川下流
河川／海岸堤防，君津・戸畑地区の超重量構
造物，九州電力管内の火力発電所，四日市富
田地区国道一号線盛土，若狭舞鶴自動車道，
第 2 東名三ケ日地区高盛土など，特に沿岸域

を中心とした重要施設の具体事例を取り上
げ，耐震性を再評価するとともに耐震強化ポ
イントを抽出し，耐震強化技術を再評価する． 

(4) 性能設計開発・実施における本解析技術
の利用法の検討 
現在，地盤構造物の設計においても性能設計
の思想が導入されている．性能設計では，最
終的に出来上がる構造物の要求性能は，基本
的にユーザーによって決められ（少なくとも
性能の明示が必要），技術者はこれに応じて，
要求性能を満足させる設計を行う必要があ
る．地盤構造物の性能設計を開発・実施する
上で，従来の対象を決めてから対象毎に使い
分ける解析技術（コレクション）では果たす
ことができず，「地盤に何が起こるかを教え
てくれる」本解析技術でしか果たすことがで
きない役割と位置づけを整理し，本解析技術
の利用法を検討する．この際，特に沿岸域の
人工地盤・土構造物の耐震設計法の開発を目
指す． 
 

３．研究の方法 

本研究では，申請者らが開発した静的・動
的荷重に対応する，SYS カムクレイモデルを
搭載した，有限変形・水～土骨格連成・3 次
元有限要素プログラム（All Soils All States All 
Round Geo-Analysis Integration, G E O A S IA）を
用いた地震応答解析を実施している．この計
算プログラムの数学／力学的な特徴を以下
の 4 点に要約する．①水と土骨格の 2 層混合
対理論に基づいた連続式（質量保存則）を導
入していること，②「加速度項」がダルシー
則に（自ずと）導入されていること，③直接
の計算対象は土骨格の運動であること，④運
動方程式の増分形に対して弱形式を取って
おり，したがって基礎方程式に直接弾塑性構
成式が載ること，である． 
 この計算技術の地盤工学的な特徴を述べ
る．この計算に地盤物性として粘土のパラメ
ータ・初期値を用いると，自動的に（二次圧
密を含む）時間～圧密変形が算出される．荷
重～変位に関して言えば，変形から地盤破壊
まで完全に対応する．動的荷重に対する応答
はもちろん粘土地盤のものが算出される．一
方この計算に砂のパラメータ・初期値を導入
すると，液状化・締固め・揺すり込み変形が
時間軸に対して算出される．静的荷重に対し
ては，変形・支持力が算出される．以上のよ
うに，静的／動的を問わない点が最初の特徴
である．第 2 の特徴は，砂から中間土，粘土
まで材料を問わない点にある．ここでもっと
も強調すべき点は，当研究で用いる計算プロ
グラムが，既存の「液状化解析専用プログラ
ム」とは異なり，事前の液状化判定をまった
く必要としないことにある．既存の専用プロ
グラムでは，そのプログラムを使用するのに
適した砂地盤かどうかの判定（液状化判定）
が事前に必要である．そして外力の強さとの



対比で，液状化するかしないかだけしか算出
されない．しかしこの研究での計算では，液
状化するか締め固まるかなどは，計算の結果
が教えてくれるのであって，だから例えば計
算機に粘土を入れれば，液状化・締固めでは
なくて自動的に圧密が算出されてくる．中間
土などは，圧密するか液状化が起こるか，あ
るいは締固め・揺すり込み変形が起こるかは，
我々が知りたいのであって，事前に判定する
筋合いのものではない．だからこそ計算によ
って解析するのである．SYS カムクレイモデ
ルとこの計算プログラムと組み合わせるこ
とによって，総合的な地盤解析技術になって
くることがわかる．第 3 の特徴は，「既存の
液状化専用プログラム」が液状化後，地震外
力の去ったあとの地盤変形（圧密）を事実上
取り扱えない点を，完全に克服していること
にある．第 4 の特徴は，計算が地盤造成・締
固め地盤改良の過程そのものをシミュレー
トできるため，対象地盤の初期値・地盤プロ
ファイルを「勝手に与える」必要のない点に
ある． 
 

４．研究成果 

(1) 弾塑性構成式の精緻化 
 これまでに，代表者らが開発の土の弾塑性
構成式 SYS カムクレイモデルは，構造・過圧
密・異方性で表される土の骨格構造概念に基
づいて，粘土から砂，そして両者の混在した
中間土の力学挙動を統一的に説明できるこ
とを示してきた．各種土材料の繰返しせん断
試験結果の詳細な観察から，鋭敏な自然堆積
過圧密粘土の高い延性，中間土や砂の Cyclic 
Mobility や再液状化現象には構造高位化概念
が必要であることを指摘するとともに，構造
の発展則に新たに塑性膨張に伴う構造高位
化概念を導入し，構成式の更なる精緻化を行
った． 
 
(2) 水～土骨格連成有限変形解析の高度化と
pre-post processor の整備 

OpenMP による並列化，ソースコードスキ
ームの改良によって，計算の大容量化，高速
化を行った．スーパーコンピュータを用いた
計算も可能となり，大規模な三次元解析も実
施している．また，解析条件の入力および解
析結果の出力を支援するソフトウェアの拡
張を行った．これにより，地盤の複雑なモデ
ル化や三次元解析等，計算の大容量化と高速
化に対応可能となった． 
 
(3) 海溝型 Strong Ground Motion が及ぼす特
別な効果の把握 
①軟弱な砂と粘土地盤の振動特性の把握 
地盤被害を最小限にとどめるためには，地

盤がどのように揺れるのか正確に把握しな
ければならないが，軟弱地盤と言っても，砂
質土～粘性土まで稠密に存在し，振動特性は
異なる．異なる地盤の振動特性を数値的に把

握することを試み，1）粘性土地盤の固有周
期は概して砂質地盤の固有周期よりも大き
いため，長周期帯で共振現象が生じて粘性土
地盤は表層での揺れが大きくなりやすいこ
と，2）工学的基盤面から上層に向かうにつ
れて地震動は増幅すると言われているが，地
盤の状態や外力の大きさによっては，地盤の
種類によらず，地震波の減衰の可能性を示し
た，3）軟弱地盤における地震波の減衰は砂
質土の液状化に代表されるように，土の塑性
変形進展に伴う履歴減衰効果であることを
示した． 
 

 

図 1 規則波入力時の砂地盤と粘性土地盤の 
地表面加速度応答の違いと固有周期の変化 

 
 
②軟弱粘土地盤の乱れに伴う地震被害 
近年、重要な土木構造物は、軟弱な沖積地

盤や海上人工島、埋立地といった人工地盤上
に建設されることが多い．軟弱地盤における
地震時被害というと，砂質土の液状化現象が
注目されがちであるが，本研究では軟弱砂の
液状化に伴う上部構造物の不安定さを指摘
するだけではなく，護岸をはじめとする重量
構造物直下のように，上載荷重によって大き
なせん断力が作用している粘性土地盤にお
いては，地震中に粘土層が乱されることによ
って地震中の沈下だけではなく，地震後の長
期にわたって継続する大沈下を生じる危険
性があることを指摘した． 
 

 
図 2 地震中の軟弱粘性土の乱れが原因となって 

生じた護岸の側方流動 
（地震終了直後のせん断ひずみ分布） 

 



 
図 3 地震後に発生する軟弱粘性土層の 
長期圧密沈下（護岸直下の層別沈下量） 

 
 
③深部地層構成に着目した液状化地盤の地
震時安定性評価 
東日本大震災で甚大な液状化被害が発生

した浦安市や高速道路盛土の崩壊現場から
採取した土をもとに詳細な地盤のモデル化
を行うとともに，深部地盤構成や基盤傾斜の
影響が表層液状化に及ぼす影響について，系
統的に検討した．1）液状化層以深に堆積す
る粘土層の存在が，地震波をやや長周期の範
囲で増幅させ，液状化しにくい中間土であっ
ても液状化しうること，2）傾斜基端部から
表面波が生成されることによって主要動終
了後も比較的強い揺れが継続する「後揺れ現
象」が発生して液状化被害が拡大すること，
3）表面波と下部からの実体波が複雑に干渉
することで均質な地盤状態を仮定しても地
表面の変状が不均一化すること，等の新しい
知見を示すと同時に，特に重要構造物の耐震
性評価においては，弾塑性力学に基づく最新
の計算地盤力学の必要性を示唆した． 
 

 
図 4 深部粘土層厚増加に伴う長周期成分の増幅 

（粘土層通過前後での加速度応答の比較） 
 
 
 
 

 
図 5 深部粘性土層厚の差異による表層地盤の 

液状化危険度（過剰間隙水圧比関係図） 
 
 
(4) 沿岸域重要施設の耐震性再評価と耐震強
化技術の効果の再検討 
 産・官との連携を取りながら，沿岸域重要
施設の耐震性を数値解析的に再評価した．具
体事例として，名古屋港内の浚渫土砂埋立地
（名港ポートアイランド）および高潮防波堤
（知多堤），羽田 D 滑走路人工島，上越火力
人工島，名古屋港南五区耐震護岸，若狭・舞
鶴自動車道盛土，等の耐震性を数値解析的に
再評価した．地盤のモデル化では，海底地盤
の掘削・埋立や盛土の施工，構造物の建設な
ど，実際の施工履歴を有限要素メッシュ追加
の手法を用いて可能な限り忠実に模擬して
いる．こうすることによって，埋立等の大荷
重によって生じる地盤の性状変化を追従す
ることができ，自然地盤および人工地盤の複
雑な弾塑性プロファイルを精密に記述する
ことができる．以下のような成果を得た． 
1) 直下に軟弱な沖積粘土層厚が厚く堆積す

る高潮防波堤は，サンドドレーン工法を用
いて建設されている．サンドドレーン工法
では，高潮防波堤建設時の圧密促進効果は
期待できるものの，地震中～地震後の沈下
量は抑制することはできない．主に粘土層
が地震中に乱される影響で，地震中から地
震後にかけて大沈下を生じる危険性を指
摘した． 

2) 現状の名古屋港ポートアイランドを忠実
にモデル化した地震応答解析結果から，レ
ベル 1 地震動では築堤は大きな崩壊はし
ないものの，レベル 2 地震動発生時には築
堤が大きく滑り崩壊してしまうことを示
した．浚渫土砂の仮置き場として利用され
ているポートアイランド埋立地盤高さは
現在，海抜 15m にまで達しており，築堤
崩壊時には仮置き浚渫土が航路を埋めて
しまい，主要国際貿易港としての機能を低
下させてしまう危険性を指摘した． 

3) 沖合の軟弱地盤上に建設された羽田 D 滑
走路では，サンドコンパクションパイル工
法やサンドドレーン工法によって軟弱地
盤を改良したあと，管中混合固化処理工法
を用いて海上空港用地を造成している．忠
実なモデル化の後で，各種地震波を用いて
地震時応答特性調べた結果，これら地盤改
良の効果を確認することができた． 



4) 耐震強化技術の効果の再検討として，砂圧
入式静的締固めによる周辺地盤および近
接構造物に及ぼす影響を，3 次元水～土連
成有限変形解析により検討した．砂圧入式
静的締固め施工時の，①周辺砂地盤の地表
面および地中発生変位の距離に伴う減衰
（距離減衰）や，②近接構造物に与える地
盤反力（側圧）分布は施工位置からの距離
に応じて減少すること，などを示した．「締
固め」を原理とした地盤改良工法の周辺地
盤・構造物に及ぼす影響については，事前
に定量的に予測／評価することが困難で
あり，これまでは実績や逆解析的な手法に
頼る場合がほとんどであった．本研究成果
では，施工過程をできる限り再現して周辺
影響を検討できるため，施工条件を解析的
に照査することができることを示した． 

 

 

 

 
図 6 沿岸域重要施設の耐震性評価と弱点箇所抽出 

（せん断ひずみ分布） 

 

 (5) 性能設計開発・実施における本解析技術
の利用法の検討 
 既往の被害予測手法は地震時安定性評価
に主眼が置かれ，地震後の長期継続する地盤
変状を予測することはできない．また，粘性
土層はすべて弾性体としてモデル化するた
め地盤変状を過小予測するだけでなく，実際
の地震発生時に予測を超えた変状が発生し
て甚大な被害に繋がりかねない．特に重要構
造物や軟弱地盤の耐震性評価の際には，既往
の予測手法に加えて，本解析技術による評価
も並行して実施することで，予測精度の向上
とともに，被害の見落としを防ぐ役割を果た
すことが可能となることを示した． 

 
図 7 軟弱地盤上に建設された河川堤防に対する 

矢板補強効果の検証（せん断ひずみ分布） 
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