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研究成果の概要（和文）：東日本大震災では，埋立地やその上の土構造物に対して，発災時点での研究の枠組み
では対応しきれない地盤力学／工学上の課題が浮き彫りになったが，これらの多くは，メカニズム解明が十分と
は言えない不飽和土に関する事項であった．そこで，従来の水～土骨格二相系解析コードを拡張整備し，慣性力
にも対応する空気～水～土骨格連成（三相系）有限変形解析コードを用いた地盤～土構造物系の耐震性評価を主
たる研究目的とした．力学試験・模型実験と数値解析との対比から，解析コードの妥当性確認・高度化を行った
うえで，東日本大震災の土構造物の被災メカニズムの検証，南海トラフ巨大地震における土構造物の耐震性能照
査を実施した．

研究成果の概要（英文）：In the Great East Japan Earthquake, geotechnical engineering problems that 
cannot be dealt with the existing research framework at the time of disaster were highlighted 
especially for the reclaimed site and the earth structure above it. Many of these were matters 
concerning unsaturated soils which elucidations of the mechanism are insufficient. Therefore, the 
main purpose of the research was to evaluate the seismic assessment of the ground-soil structure 
interactive systems using soil-water-air coupled (three phase) finite deformation analysis which was
 extended from existence soil-water coupled two-phase analysis. From the comparison between 
mechanical test / model experiment and numerical analysis, validity of the analysis code was 
improved and advanced. Moreover, damage mechanism of the earth structure at the time of the Great 
East Japan Earthquake was investigated and aseismic performance of the earth structure in the case 
of Nankai Trough massive earthquake was evaluated.

研究分野： 地盤工学

キーワード： 地震防災　地震応答解析　不飽和土　サクション　複合災害　地震シナリオ　耐震性評価　軟弱地盤
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

 前研究課題である基盤研究(S)（課題番号
21226012）では，海溝型連発地震を想定して，
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，これを踏まえた
地盤強化技術の開発を実施してきた．阪神淡
路大震災以降，集中的な地震研究投資を伴う
強震動観測網の充実等により急速な進歩を
遂げる地震学に対し，これに応えるべき対地
震の地盤工学は十分追いついていない，とい
う強い危機感に基づくものであった． 
この課題では構成式研究を含む水～土骨

格連成有限変形解析コードの高度化，当該解
析コードを用いた海溝型強震動が及ぼす効
果の把握，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などを積極的
に進めてきた．しかし，この研究期間内に発
生した東日本大震災では，東京臨海地域の人
工埋立地における広範な液状化被害が発生
すると同時に，人工島・埋立地やその上の土
構造物に対して発災時点での研究の枠組み
では対応しきれない地盤力学／工学上の課
題が浮き彫りになった．例えば，河川堤防の
築堤時めり込み沈下に伴う閉封飽和域生成
が原因とされる地震時の堤内液状化による
崩壊，戸建住宅地盤の浅層不飽和域の本震時
飽和化に影響を受けたとされる余震時液状
化，造成宅地崩壊に及ぼしたとされる不飽
和・飽和域の影響などで，これらはメカニズ
ム解明が十分とは言えない不飽和土の力学
に関する事項であった． 
 
２．研究の目的 

 「１．研究開始当初の背景」で述べた不飽
和土に関する課題の重要性を直視し，従来の
水～土骨格二相系の枠組みで進めてきた研
究範囲・方法を不飽和土の地震時挙動まで拡
張することを目的とし，以下の 3 点を主たる
研究目的とする． 

(1) 不飽和土の静的・動的の室内力学試験を
実施し，本申請課題遂行のために拡張整備し
た，慣性力にも対応する空気～水～土骨格連
成（三相系）の有限変形解析コードの検証・
高度化を行う． 

(2) 上記解析コードを用いて，東日本大震災
における河川堤防・埋立造成地等の被災事例
を対象に，飽和／不飽和境界とその遷移にも
関連する土構造物の地震時大変形・崩壊メカ
ニズムを明らかにする． 

(3) 複数の地震シナリオや連続降雨時のよう
な複合災害シナリオも考慮した地盤～土構
造物系の耐震性について，特に不飽和土に関
する観点から問題点／課題を抽出し、耐震強
化対策を検討する． 
 
３．研究の方法 
 前申請課題では，水～土骨格二相系，すな

わち飽和土の力学に基づいて，我が国沿岸域
の人工島・埋立地などの人工地盤と土構造物
の耐震性再評価を進めてきた．ところが，研
究期間中に発生した東日本大震災では，飽和
土を対象とする二相系の理論的枠組みでは
近似的にしか扱えない不飽和の土構造物，埋
立地盤における被害が多く発生した．このよ
うな地盤災害の発生メカニズム解明と地盤
変形予測の高度化には，不飽和土を内包する
理論的枠組みが欠かせない． 
本研究課題では，従来の水～土骨格二相系

解析コードを拡張整備した，慣性力にも対応
する空気～水～土骨格連成（三相系）有限変
形解析コードを用いて地震応答解析を実施
し，これに基づく地盤～土構造物系の耐震性
評価を主たる骨子とする．室内力学試験や模
型実験と数値解析結果との対比から，解析コ
ードの妥当性確認・高度化を行ったうえで，
これまでの解析事例の再評価を進めるとと
もに，東日本大震災の土構造物の被災メカニ
ズムの検証，南海トラフ巨大地震における土
構造物の耐地震の性能照査を実施した． 
 
４．研究成果 

 以下に研究期間中に得られた新たな知見
や実験的・計算的事実を示す． 

(1-1) 空気の圧縮性に着目した不飽和砂供試
体の三軸圧縮試験の実施 
 空気の圧縮性が力学特性に与える影響を
把握するために，B 値が 100％を下回る状態
を作為的に作りだし，サクションが事実上ゼ
ロと見なせる密詰め砂供試体の非排水三軸
圧縮試験を実施した．非排水せん断強度は飽
和度が高いほど大きく，空気の存在がむしろ
土のせん断強度を弱めるといった実験事実
を示すとともに，供試体の要素試験を初期
値・境界値問題と捉える立場で実施した空気
～水～土骨格連成計算から，空気混入による
強度低下を空気の圧縮性の効果として説明
した（図 1）． 

 
図 1 B 値が異なる三軸供試体の非排水せん断挙

動（数値シミュレーション結果） 
 

(1-2) 空気～水～土骨格連成有限変形解析に
よる「不飽和土特有の挙動」の把握 
 密な砂の正のダイレイタンシーに着目し，
初期飽和度が 99.9%で事実上「飽和土」と見
なされる密詰め砂供試体の側圧一定・非排水
（・非排気）三軸試験のシミュレーションを
実施した．背圧が不十分な場合は，間隙水圧



が正から負へと転ずるあたりから空気の存
在による体積膨張が顕著になるため，供試体
は不飽和土として挙動して軸差応力の伸び
が見られなくなることを示し，過圧密土では
空気の存在が少量であっても力学挙動に大
きな影響を与えることを指摘した． 
 

(1-3) 不飽和シルト供試体の力学挙動の把握
と解析コードの検証・高度化 
 セラミックディスクと微細多孔質膜の両
者を用いて不飽和シルトの排気・排水三軸試
験を行い，セラミックディスクの低透水性が
供試体の吸排水を阻害している危険性を指
摘した．また，三軸試験を初期値・境界値問
題と捉える立場で注意深く分析し，空気～水
～土骨格連成有限変形解析を実施した．吸水
コラプスはサクション低下時の吸水圧縮挙
動だが，サクション一定のせん断時において
も現れることを見出すとともに，再現解析か
ら，提案する間隙比依存性考慮の水分特性モ
デルの妥当性を確認した． 
 

 (2-1) 軟弱粘性土地盤上の河川堤防築堤に
伴う閉封飽和域の形成とその地震応答解析 
 東北地方太平洋沖地震では基礎地盤の液
状化だけでなく，閉封飽和域の液状化に起因
する堤体被害が数多く見られた．そこで，名
古屋市内の軟弱粘性土地盤上に築造された
河川堤防を対象に地震応答解析を実施し，1）
築堤に伴う圧密沈下によって堤体下部に閉
封飽和域が形成されること，2）閉封飽和域
が地震時に液状化すること，を再現するとと
もに，3）鋼管矢板の根入れを深くすること
で堤体の側方流動を抑えることができるこ
と（鋼管矢板締切り工法の有効性），などを
示した． 
 

(2-2) 不飽和状態にある堤体の地震後の水位
上昇現象の再現 
 浸透条件下での地震応答解析を実施し，堤
体の圧密沈下に伴う閉封飽和域の形成過程
の再現とともに，地震前～地震後の浸潤面の
変動の検討の結果，①地震後に盛土内の水位
が上昇するため，元々の地下水位が高いと盛
土内に浸潤線が現れること，②一度上昇した
水位は，地表面および盛土表面に設定した全
水頭境界によって地震後に時間をかけて元
の位置に戻ること，などを示した（図 2）． 
東日本大震災において被災後に実施され

た河川堤防の調査から，被災断面の堤体下部
に地下水面が存在している．これに対し，無
被災断面の堤体下部には地下水面が存在し
ないことが随所で確認されており，地下水面
と被災の程度との関係が議論されている．本
解析結果で示す地震後に堤体内に見られた
上に凸の浸潤面は，従来の考え方のように地
震前にその状態にあったのではなく，地震動
によって現れた可能性を強く示唆している． 

50 以下   100 (%) 

 

(a-1) 地震直前  

 

(b-1) 地震後 30 日経過時   

図 2 地震中～地震後の盛土内飽和度変化 
 

(3-1) 複合外力（浸透・地震）下での河川堤
防の耐震性評価 
南海トラフ巨大地震による被害が危惧さ

れる実河川の堤防を対象として，複合外力下
での耐震性能照査を実施した．その結果，1）
当該地盤では地震中に基礎地盤内の砂質土
層が液状化して堤体の沈下や側方流動が生
じること，2）豪雨や台風によって河川水位
が高いと堤体が川裏側に強く押されて，堤防
近傍の住宅や構造物の被害が拡大する危険
性があること，3）堤防天端の沈下量は河川
水位によらず 3m 程度と大きく，洪水時や津
波来襲時など，高河川水位状態であると堤防
高が河川水位を下回って越水し，堤内地が浸
水する恐れがあること，を示した（図 3）． 

 

 
図 3 河川水位の違いによる堤防法尻の水平変位 

 

(3-2) 共振現象に着目した盛土造成地の振動
台模型実験 
模型地盤の固有振動数と入力振動数の関

係に着目した 1G 場振動台模型実験を実施し，
盛土造成斜面の地震時安定性（崩壊に至る加
速度の大きさや崩壊モード）は，単に入力加
速度の大きさで決まるものではなく，盛土造
成斜面の固有振動数と入力振動数の関係に
強く依存し，地震シナリオに応じて盛土の地
震時安定性が大きく異なることを示した．ま
た，盛土材は繰返し負荷によって塑性変形が
進展すると，剛性が低下して固有振動数が小
さくなるため，特に入射波の卓越振動数が小
さい場合には，共振によって揺れが非常に大
きくなり，崩壊に至る危険性が高いことを指
摘した（図 4）． 

 



 
図 4 入力振動数が模型斜面の固有振動数と等し

い時の崩壊の様子 
 

(3-3) 性能設計開発・実施における本解析技
術の利用方法の検討 
 伊勢湾内の岸壁構造物や防波堤，濃尾平野
内の河川堤防，軟弱地盤上に立地する煙突や
ガスホルダーなど，具体の構造物を対象に複
数の地震シナリオに対する地震応答解析を
実施し，耐震性を再評価した（図 5）． 
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 5 液状化層の上に建設された防波堤の地震時

変状予測と対策工の検討 
 
(3-4) 間隙水圧消散工法によるの液状化対策 
 東京都 15 号地木材埠頭では， 2001 年から
2005 年にかけて，一部の領域で人工ドレーン
材料による過剰間隙水圧消散工法による液
状化対策が施され，東日本大震災において対
策領域は液状化被害を免れた．この工法の液
状化抑止効果の有無と変形（沈下量など）の
予測可能性を調べるため，ウエルレジスタン
スが表現できるマクロエレメント法（Yamada 
et al., 2015)を新たに導入し，工法原理を解析
的に検討した．これにより，計算効率を向上
させながら同工法の改良効果を定量的に評
価することが可能であること，間隙水圧の上
昇抑制や，地盤の変形抑制ができること（図
6）など，埋立地盤に対して液状化対策効果
をもたらし得ること，また，多次元メッシュ
解析に 1 次元メッシュ解析を上手く組み合わ
せることにより同工法の効率的な設計が可
能なことを示した． 

(a) Unimproved

(b) Improved (drain pitch = 0.8 m) 

80 [kPa]0  
図 6 改良の有無による間隙水圧分布 
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