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仙台湾南部海岸では，2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災の津波によって被災した海岸堤防を

“粘り強い構造の海岸堤防”として復旧してきた．名取川河口の北側に位置する仙台市の深沼地区海岸

井土浦地区では，景観や生態系などの貴重な自然環境へ配慮し，用地，堤体材料等の制約条件から，

「CSG 海岸堤防」による復旧工事を進めてきた． 
本報は，深沼地区海岸井土浦地区において採用した「CSG 海岸堤防」を施工する上での課題解決の

過程，緩い地盤条件における設計の考え方，粒径 5 ㎜以下の砂分を 大 70 ％含んだ CSG（単位セメ

ント量 40 ㎏/m3）の適用等の検討事例を報告するものである． 
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1. はじめに 
 

(1) 仙台湾南部海岸堤防復旧事業の概要 

仙台湾南部海岸は，宮城県仙台市から福島県境までの

3 市 2 町（仙台市，名取市，岩沼市，亘理町，山元町）に

またがる延長約 65 kmの砂浜を有する海岸である．背後

地は商業や工業など産業の集積が著しく，東北地方の中

核拠点となっており，かつ，海岸侵食も著しかったこと

から，2000 年度から岩沼市の岩沼海岸（納屋地区海岸），

山元町の山元海岸を国土交通省直轄工事区域として海岸

保全施設整備を進めてきた． 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災において，

仙台湾南部海岸の全ての区間で津波が海岸堤防を越流し，

津波の押し波や引き波により図-1のように海岸堤防が決

壊し，沿岸地域では甚大な被害が発生した． 

国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所では，

宮城県知事からの要請を受け「東日本大震災による被害

を受けた公共土木施設の災害復旧等に係る工事の国等に

よる代行に関する法律」に基づき，宮城県が管理する区

間の堤防復旧を代行し，従前より施工していた区間と合

わせ 29 kmの災害復旧工事を実施した．（図-2参照） 

 

 
図-1 仙台湾南部海岸での津波による堤防の被災状況 



 
図-2 仙台湾南部海岸の堤防復旧状況及び井土浦地区の位置 

 

(2) 仙台湾南部海岸における粘り強い構造の海岸堤防 

海岸堤防は，計画の堤防高を越える津波に対して破堤

しにくい「粘り強い構造の海岸堤防」で整備し，避難を

含めた総合的な対策によって人命を守る計画を立案した．

図-3に仙台湾南部海岸において復旧された「粘り強い構

造の海岸堤防」の概念図を示す．東日本大震災での堤防

被災の教訓を踏まえ，①堤防法尻（陸側法面の堤脚部）

の補強，②堤防裏法面コンクリートブロックの浮き上が

り（負圧）対策，③堤防天端の揚圧力対策の 3 点を工夫

した構造とした． 

 

 

2. 井土浦地区の海岸堤防の事業概要 
 

(1) 震災前後の井土浦地区 

井土浦地区は名取川河口の北側に位置し，太平洋と井

土浦（潟湖）に囲まれた海浜である．図-4に東日本大震

災前の井土浦地区および震災直後，震災後約 4 年経過し

た時点の海浜地形の状態を示す． 

井土浦地区は，環境省の重要湿地や保全地区に選定さ

れていたが，震災により井土浦の前面の海浜及びクロマ

ツが消失した．また，井土浦は汽水域であったが，震災

直後に直接海域とつながり，汽水域が消失した状況とな

った． 

その後，海浜は徐々に回復し，井土浦の表面積は以前

の約 6 割程度に減少したものの，汽水域が再形成された．

回復した潟湖，海浜においては，多様な動植物の回復も

著しく非常に良好な自然環境となってきた． 

 

図-3 仙台湾南部海岸における粘り強い構造の海岸堤防の概念 

 
図-4 東日本大震災前後の井土浦地区における海浜地形の変化 

 

(2) 井土浦地区における海岸堤防の整備計画 

震災前の井土浦地区において，北側の区間はT.P.+6.2m

の海岸堤防，南側の区間はT.P.+4.4m程度の人工砂丘が整

備されていた． 

震災後，仙台市の震災復興計画において，海岸堤防・

海岸防災林・県道かさ上げなどによる「多重防御による

減災」と「避難のための施設の確保」，「安全な内陸への

移転」により津波防災を図ることとなった．市民，有識

者，議会，行政関係者の議論を踏まえ，井土浦地区の海

岸堤防を高さ T.P.+7.2 m で名取川河口部まで延伸するこ

とで，二線堤となる盛土道路背後の居住区域におけるL2

津波による浸水深を 2 m以下に抑える計画となった． 

 

(3) 井土浦地区への海岸堤防整備に際しての課題 

井土浦地区の海岸堤防の復旧に際して，以下に示す他

の工区と異なる課題がみられた． 

ひとつは，図-5に示すように太平洋と井土浦に挟まれ

た地形条件から，堤防の復旧箇所の岸沖方向の幅が約 40

～60 m と狭隘で堤防用地が限られることが挙げられる． 

さらに，日本の重要湿地 500 に選定された井土浦の希

少な汽水環境に隣接し貴重な動植物が多数生息している

ため自然環境に配慮する必要があった． 

加えて，井土浦地区において消失した海浜が回復し，

安定するのを待ったことで，復旧の 終工区となり，堤

防復旧工事が完成した工区での工事用道路等の撤去によ



り大量の発生土（図-6参照）が生じ，それらを有効活用

する方策が必要であった． 

これらの課題を克服するために，井土浦地区の海岸堤

防は以降で述べる検討を経て，従来の傾斜堤ではなく，

CSG 海岸堤防として施工した． 

 

 

3. CSG 海岸堤防について 
 

(1) CSGの概要 1) 

CSG（Cement Sand and Gravel）とは，建設現場周辺で

得られる岩石質材料（河床砂礫，風化岩など）を，分級・

粒度調整，洗浄を行うことなく，オーバーサイズ除去や

必要に応じて破砕を行う程度で，セメントと水を簡易な

施設で混合して作る材料である． 

CSG は，強度が定義され，強度決定手法と品質管理手

法を有しており，設計上要求されるCSG の必要強度を確

保することが可能なものである．このため，台形CSG ダ

ムに代表される重要永久構造物に用いられている．CSG

とはこのように強度が確実に担保されているものを言う． 

 

 
図-5 深沼地区海岸（井土浦地区）の地形条件 

 
図-6 他工区工事完了による大量の現地発生材 

(2) CSGの海岸堤防への適用例 

CSG は，土堤のように法面被覆ブロックの剥がれや波

浪による侵食，吸出しの懸念がなく，大規模津波に対し

て大きな抵抗力を有している． 

また，砂質地盤上に高さ 6～8 m程度の剛体構造を構築

するため，CSG 海岸堤防の形状は，台形形状を基本とす

る．これは台形とすることで，①常時・地震時の反力変

動が小さいこと，②堤体内に曲げ引張応力が発生せず，

堤体必要強度を低く抑えることが可能となることを考慮

したものである． 

CSG 海岸堤防は，福島県いわき市の夏井地区海岸 2)，

静岡県浜松市の浜松沿岸域 3)でも採用されている． 

夏井地区海岸では震災で発生したコンクリートがれき

を母材としてCSG 海岸堤防の整備が実施された．近隣に

海水浴場，堤防裏面は海岸保安林があるなど，海岸の利

用や用地等の制約条件を考慮した堤防構造となっている．

用地条件から，防潮堤が汀線に近く，常時波浪にさらさ

れることから表法は保護コンクリートで覆われている．

また，人の退避も考慮して，表法は 1：1.5 で小段を設置，

裏法は 1：2.6 の盛土構造を採用している．（図-7参照） 

浜松沿岸域では，浜松市天竜区阿蔵山の土地造成で発

生する掘削土等を用いた CSG 海岸堤防の整備が実施さ

れている．L2 津波に対応した高さ，構造となっている．

設置箇所は，既存海岸堤防の背後の防災林区域内であり，

常時高潮の影響を受けないため表法，裏法を盛土して海

岸防災林の再生が可能なものとしている．このため，CSG

海岸堤防は表・裏法とも 1:0.8 とし，これを覆う盛土は表

法 1：2.0，裏法 1:2.0～2.8となっている．（図-8参照） 

 

 

図-7 夏井海岸におけるCSG海岸堤防の構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 浜松沿岸海岸におけるCSG海岸堤防の構造 
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【横断図】
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CSG 

天端幅 CSG堤体部 4.0m
 盛土部 1.0m



4. 井土浦地区の堤防形式の選定 
 

(1) 堤防形式の1次選定 

井土浦地区の堤防構造は，図-9に示す構造形式の堤防

を抽出し，「基礎地盤への適用（耐震性）」「堤体材料の確

保」「施工性」「砂浜への影響」「施工実績」等の項目から

概略的に構造の適用性を検討した．①仙台湾南部海岸の

堤防構造（傾斜堤）に準じる形式，②粘り強い構造の海

岸堤防として技術的評価や知見が得られている構造形式

であるという 2 点から，井土浦地区に対して適用可能な

構造として【傾斜型】【CSG 海岸堤防】を一次選定した． 

 

(2) 堤防型式の2次選定 

2 次選定では井土浦地区の以下の条件をもとに 適な

構造型式を検討した．①堤防の安定性の確保，さらに海

浜植生の生育可能な砂浜幅を確保するために前浜幅は

30m 程度必要である．②工事用道路の残材（岩ズリ）な

どストック材や現地発生材を有効活用し，環境保全や経

済性に配慮した構造形式とする必要がある．③海岸堤防

として実績のある構造形式である． 

具体的には図-10に示す傾斜堤（標準構造），CSG 海岸

堤防（等脚台形）で比較検討を行った．構造安定性，環

境性・適用性の観点より比較評価を行い，CSG 海岸堤防

（等脚台形）を井土浦地区における堤防構造として選定

した． 

 

 

5. CSG 海岸堤防の設計 
 

CSG 海岸堤防の設計において，砂地盤上に剛な構造物

を構築するため，基礎の検討，設計が も重要である． 

井土浦地区では，基礎地盤の検討を綿密に実施し，CSG

海岸堤防の基礎底面を設定の上，地盤改良による支持力

確保等の対応を実施した． 

 

(1) 井土浦地区の地質と基礎面 

井土浦地区の地層構成は海岸線方向に一様な成層分布

であった．現地盤(T.P.+2.0～2.5 m)からT.P.+1.0 mまでの

表層は，N 値≦4 の緩い砂質土層であった．また，N 値

＞10の砂質土層は，T.P.+0.0 m以深に分布していた．As3

層は土質特性からN 値≦15の上層（As3-1 層）とN 値＞

15 の下層（As3-2 層）に区分され，As3-2 層はT.P.-4.0 m

以深に分布していた．また，本地区で工事期間中に想定

される 大の地下水位はT.P.+1.0 mであった． 

井土浦地区の CSG 海岸堤防（堤高 6～7 m）で必要な

支持力を考慮すると少なくとも N 値＞10 となる地盤

(T.P.+0.0 m)を基礎底面とすることが基本である． 

しかし，基礎底面を T.P.+0.0 m とした場合，掘削範囲

が広く，深くなり施工時の砂浜環境の改変面積が大きい．

さらに，地下水位以下でCSG 海岸堤防を打設することに

なるため，水替え処理など施工が繁雑になる． 

このため，CSG 海岸堤防の基礎底面はN 値≦4の表層

の緩い砂質土層を掘削し，かつ地下水位面より概ね高い

位置となるT.P.+1.0 mと設定した． 

なお，安定照査に用いる基礎地盤の粘着力 c，内部摩擦

角φ，単位体積重量を土質調査および土質試験結果をも

とに設定するとともに地盤支持力を設定した． 

 

 
図-9 1次比較により選定した構造形式 

 
図-10 2次比較：傾斜堤とCSG海岸堤防の比較 

傾斜型 直⽴型

傾斜型 緩傾斜型 傾斜型
（波返し） 重⼒式 CSG ジオテキ

スタイル

概要図



(2) CSG海岸堤防の設計 

a) 設計手順 

CSG 海岸堤防は，図-11 に示す構造検討フローで照査

を行った．①堤体の安定（常時，地震時(L1・L2)），②基

礎を通る円弧すべりに対する安定（常時，地震時(L1・L2)），

③液状化による沈下量照査（地震時(L2)）の項目について

照査を実施し，所要の安全性を確保できない場合，地盤

改良対策を検討することとした．その後，対策を実施し

た場合の安定性を確認した． 

b) 現況地盤条件での照査結果 

表-1に現況地盤での照査結果を示す．①堤体の安定に

ついては，支持力不足の結果となった．また，②基礎の

安定性については，L2-1 及び L2-2 地震時に NG となっ

た．③液状化については，As層群で液状化の可能性があ

ると判定された． 

c) 対策工の検討 

上記の結果を踏まえ，N値=10 以下であるT.P.+1.0 m～

T.P.+0.0 mは支持力対策を実施することとした．また，液

状化層であるT.P.+0.0 m～T.P.-4.0 m（As1，As3-1 層）は，

液状化対策を実施することとした．支持力対策と液状化

対策は，セメント系固化材を混合し改良体を造成する浅

層改良とし，全区間で実施した．CSG 海岸堤防の標準断

面を図-12 に示す．CSG はコンクリートと比べ耐久性で

劣ることから，常時波浪や外気にさらされる法表面と天

端は厚さ 50 cm程度のコンクリートで保護する構造とし

た．また同様に陸側の背面も保護盛土で保護することと

した． 

d) 対策後の照査結果 

浅層改良後の地盤強度において堤体および基礎の安定

性，および L2 地震動に対する液状化による沈下量照査

を実施した結果，全ての安定条件を満足することを確認

した． 

e) 必要CSG強度の検討 

CSG 海岸堤防の内部応力は，FEM 解析を実施し評価

した．必要強度の検討に用いる弾性係数は，浅層改良地

盤の平板載荷試験及び標準供試体試験の結果より，基礎

の弾性係数：900 MN/m2，CSG 堤体の弾性係数：2,000 

N/mm2とした． 

CSG 海岸堤防の内部応力解析結果を図-13 に示す．圧

縮側および引張側応力の 大値より，CSG 必要強度は＝

0.81 N/mm2（=0.201 N/mm2×安全率 4）と求められた． 

 

 
図-11 CSG海岸堤防の構造検討フロー 

 
図-12 CSG海岸堤防の標準構造 

 
図-13 必要CSG強度の算定結果（地震時） 

表-1 現況地盤での照査結果 

①堤体の安定性検討 ②基礎の安定性検討 ③液状化による影響検討 

滑動・転倒・支持力の照査 
慣性力のみを考慮した

円弧すべり計算（kh法） 
液状化判定（「河川構造物の耐震性能照査
指針・同解説」に準拠） 

常時 
滑動OK 転倒OK 
支持力：76.94kN/m2＞40kN/m2…NG 

常時 
L1地震時
L1津波時
L2津波時

L2-1地震時
L2-2地震時

Fs=3.55＞1.20…OK
Fs=1.34＞1.00…OK
Fs=1.82＞1.00…OK
Fs=1.66＞1.00…OK
Fs=0.78＜1.00…NG
Fs=0.40＜1.00…NG

L1地震時

As1
層

7箇所のうち，3箇所において，FL＜
1（0.62～0.88）となり，液状化発生L1 

地震時 
滑動OK 転倒OK 
支持力：100.89kN/m2＞60kN/m2…NG As3-

1層
5箇所のうち，2箇所において，FL＜
1（0.79～0.99）となり，液状化発生L1 

津波時 
滑動OK 転倒OK 
支持力：53.86kN/m2＜60kN/m2…OK As4

層
7箇所のうち，1箇所において，FL＜
1（0.97）となり，液状化が発生 L2-1 

地震時 
滑動OK 転倒OK 
支持力：114.31kN/m2＞60kN/m2…NG L2地震時

L2-2 
地震時 

滑動：Fs=0.9＜1.0…NG 転倒OK 
支持力：146.09kN/m2＞60kN/m2…NG 

As 層群（As1 層,As3-1 層,As3-2 層,As4
層,Asc-s層）において液状化発生 

START

①堤体の安定性
【常時,地震時（L1,L2）,

津波時（L1,L2）】

堤体形状の設定

②基礎の安定性
【常時,地震時（L1,L2）,津波

時（L1,L2）】

YES

NO

対策工の検討

CSG堤の必要強度の検討

END

①～③の安定条件を
満足しているか

NO

YES

【外的安定性】

【内的安定性】

※L1液状化対策を優先して実施

①～③の安定条件を
満足しているか

①堤体の安定性
【常時,地震時（L1,L2）,

津波時（L1,L2）】

②基礎の安定性
【常時,地震時（L1,L2）,

津波時（L1,L2）】

③液状化による影響
【地震時（L2）】

③液状化による影響
【地震時（L1,L2）】



6. CSG 強度の設定 
 

CSG強度は，試験施工ならびに室内CSG試験を行い，

締固め方法や単位セメント量の条件別に単位水量に応じ

た CSG 強度の発現範囲（ひし形）を確認し，設定した． 

本工事で用いたCSG 材は，堤防工事用の道路に用いら

れた岩ズリと名取川河口の掘削砂を混合したものである．

大40％の河口砂を混合したCSG材の粒度範囲を図-14

に示す．細粒側では粒径 5 ㎜以下の砂分を 大 70 ％含

んだ粒度分布である． 

試験施工の結果，締固め方法は，1 層 30 ㎝を 4 t振動

ローラ 8 回（有振），2回（無振）とした．この締固め方

法と同等のエネルギーで作成した供試体の試験結果にも

とづき，図-15に示すひし形を作成した．単位セメント量

40 kg/m3の場合，単位水量 120～150 kg/m3の範囲でCSG

強度が 0.9 N/mm2が確保され，CSG 必要強度 0.81 N/mm2

（図-13参照）を満足することが確認された． 

 

 
図-14 CSG材の粒度範囲（試験粒度） 

 
図-15 作成された「ひし形」とCSG強度 

7. 結論 
 

井土浦地区の海岸堤防に関する検討において，下記の

成果が得られたと考える． 

・用地，環境，材料等の課題があった井土浦地区に「CSG

海岸堤防」を採用し，課題を克服するとともに井土浦

に適した粘り強い構造の海岸堤防を整備できた． 

・井土浦地区のような緩い地盤条件下において，基礎を

地盤改良することで CSG 海岸堤防の安全性を確保す

る構造を提案できた． 

・地盤改良による基礎支持力の確保や，6m程度の堤体高

さなどの条件から，CSG の必要強度が 0.81 N/mm2とな

った．このような条件下では，海岸に多く賦存する粒

径 5 ㎜以下の砂分を 大 70 ％含んだCSG（単位セメ

ント量 40 ㎏/m3）が適用できることを示した． 
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PROJECT OF RESILIENT COASTAL LEVEE IN SENDAI BAY SOUTH COAST 
EXAMPLE OF INGENUITY ACCORDING TO THE SITE CONDITIONS IN 

IDOURA AREA 
 

Shigehisa MATSUI, Yoshinori OKUYAMA, Junichi ISHIKAWA, 
Hirohumi SHISHIDO, Yutaka KOBAYASHI, Toshitake MIZUNO, Fumihiro HARA 

and Masanobu JIMBO 
 

On the southern coast of Sendai Bay, coastal levees damaged due to the Great East Japan Earth-
quake Tsunami on 11th March 2011 were restored as the " Resilient Coastal Levee ". In Idoura area lo-
cated on the northern side of the Natori River estuary, the restoration work with "CSG coastal levee"
was completed in consideration of the precious natural environment such as landscape and ecosystem, 
as well as land acquisitions and availability of materials for levees etc. 

This paper reports case studies employed in Idoura area including process of solutions of 
challenges in construction of CSG coastal levee, design approaches applied for loose geological condi-
tions, and adoption of CSG containing maximum 70% sand with diameter of 5mm or less (unit cement 
amount is 40kg/m3). 

単位セメント量 
40 kg/m3の場合 


