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概 要

　2011年３月11日東北地方太平洋沖地震の津波により，
福島県沿岸は甚大な被害を受け，海岸堤防はそのほとん
どが壊滅的に被災した。
　2013年10月に完成した夏井地区海岸は，復旧復興事業
として福島県で最初に完成した海岸堤防であり，堤防の
延長は920m，天端標高T.P.＋7.2mである。堤体積６万㎥，
うち４万㎥を震災コンクリートがれきにセメント・水を
加えたCSG（Cemented Sand and Gravel）を用いて造られた。
　この技術は，ダムで開発された台形 CSGダムの設計・
施工法を海岸堤防へ応用した世界初の技術である。本方
法の採用により計画を上回る津波等の越流に対して「粘
り強い」構造をもつだけでなく，廃棄物として処理しな
ければならない震災コンクリートがれきを有効活用する
ことで材料費・処分費の両面からコスト縮減を図ること
ができた。さらに海岸堤防本体着手からの完成まで約
７ヶ月という短期間で完成することができた。

1.　はじめに

　我国において海岸堤防の天端高は，計画高潮位に計画
波浪に対して必要な高さおよび余裕高を加えたものとし
ている。津波を対象とする堤防は，一定頻度（数十年か
ら百数十年に一度程度）で発生する津波の高さを想定し，
その高さを基準として，地域ごとに設定している1）。
　夏井地区海岸およびその近隣の海岸堤防は，設計津波
の水位と高潮波浪を対象とした水位のいずれか高いもの
を採用している。夏井地区海岸では高潮波浪をもとに
T.P.＋7.2mを天端高と定めた2）。
　T.P.＋7.2mを天端高と定めたことから，東北地方太平
洋沖地震（2011年３月11日）規模で発生する津波は海岸
堤防を越流することになる。そのため，夏井地区海岸堤
防は，津波で越水しても破堤しにくい「粘り強い構造の
堤防」とすることを整備方針とした。夏井地区海岸堤防

の位置および平面図を図─１に，その諸元を表─１に示す。

2.　海岸堤防の基本形状

　図─２に示すように CSG堤の表法勾配は１：1.5で表
面には波浪からの保護を目的とした保護コンクリートを
配置することとし，裏法は環境保全やアクセス性を確保
するため盛土を実施することとした。ここで表法を1：1.5
としたのは，台形 CSGダムの知見を応用し，底面反力
が小さく，また，その変動も小さく抑えるためである。
すなわち台形 CSGダムでは，表法１：0.8，裏法１：0.8，
合計法勾配１：1.6が多く用いられており，これに準じ
た形状とすることで底面反力が小さくなることに配慮し
たものである3）。また，表法１：1.5とすることで波浪対
策や，海岸から人々が避難する際の容易性も確保される。
以上のことから表法を１：1.5とし，裏法は鉛直の台形
を基本形状とした。
　また，CSGの保護および常時の海岸へのアクセス容
易性や植生導入のため，背面は盛土することとした。盛
土勾配は盛土の土質定数をもとに安定性を検討し，勾配
１：2.6とした。なお，夏井地区では施工中に背面の盛
土を CSG打設の運搬路としても利用した。

（1）CSG堤の根入れと横継目
　CSG堤の海側の基礎は，建設省河川砂防技術基準
（案）・同解説 設計編（Ⅱ）を参照し，地表から１mの
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根入れを確保した4）。陸側には，施工性を考慮して幅0.5m
程度のフーチングを CSGで構築した。
　CSG堤には法線方向に40mごとに横継目を設け，保
護コンクリートには法線方向に10mごとに継目を設けて
目地材を設置した。

（2）CSG堤の表面保護形状
　夏井地区 CSG海岸堤防の表面は，波浪や温度荷重な
どから保護するため，表法および天端は全面保護するこ
ととした。また，裏法の CSG保護は盛土で被覆した。
これは東北地方太平洋沖地震の津波のように計画を上回
るもの以外は波浪で浸食されることがないこと，および

環境保全やアクセス性に優れるためである。
　表法は保護コンクリートを図─３に示すように階段状
に設置した。保護コンクリートは１段30㎝ずつの施工を
行い，表面からの厚さ50㎝を確保し，安全上の観点から，
高さ３m程度ごとに幅1.5mの踊り場を設置した。
　このように，表法を階段状とすることで津波発生時の
海岸からの避難等のアクセスが容易となるとともに，表
法の粗度が大きくなり波の打上げ高の抑制も期待される。

（3）保護盛土の法面勾配
　盛土は，L1地震動（k＝0.20）に対して安定であるこ
とを条件とし，安全率1.0以上となる勾配１：2.6とした。

CSG海岸堤防区間 920m 
（新舞子浜公園）

かんぽの宿いわき
大越藤間第 2排水機場

至東京(豊間) 

至仙台（四倉） 

図─1　海岸堤防の位置および平面図
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図─2　CSG堤の基本形状
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なお，盛土の内部摩擦角はφ＝33°（粘着力 c＝０）と
して設計した。
　注）L1地震動；稀に発生する地震動

　　　L2地震動；想定しうる最大の地震動

（4）CSG堤の母材
　海岸堤防の CSG母材は，東日本大震災発生に伴いい
わき市内で発生したコンクリートがれきを用いる計画と
した。CSG堤の概算必要量は，40,000㎥である。なお，
当初 CSG母材の候補としては，コンクリートがれきの
他に，砂礫，海岸砂も検討対象とした。
　コンクリートがれきは，東日本大震災で発生したいわ
き市のがれきのうちコンクリート・レンガ等に区分され
たものである。このコンクリートがれきの全体量
160,000㎥程度のうち，処理済みを除く130,000㎥の利用
が可能で，必要量を満たしているとともに，コンクリー
トがれき仮置き場所から施工箇所までの運搬距離は約
3.5㎞と有利な条件であった。そして，これらのコンク
リートがれきは建設資材等に有効活用されない場合，廃

棄物として処理されるのに対し，CSGの母材として用
いたことで，その有効活用を図ることができた。

3.　海岸堤防の設計

（1）設計手順
①　設計フロー
　防潮堤の構造安定検討は，Ⅰ）堤体の安定，Ⅱ）基
礎を通るすべりに対する安定，Ⅲ）基礎地盤の液状化
による沈下量照査の３つについて行った。
　地盤の強度不足が原因で上記条件を満足しない場
合，地盤改良対策を検討し，安定性を確認した。
　具体的には防潮堤は，以下の手順で構造検討を実施
した。構造検討のフローを図─４に示す。
　　1）CSG堤の安定（常時，L1地震時）
　　2）基礎を通る円弧すべりに対する安定（常時，L1

地震時）
　　3）液状化による沈下量照査（L2地震時）
　夏井地区においては，上記検討により支持力や円弧
すべり，沈下量照査で所要の安全性を確保できない断
面があり，基礎の強度不足に原因があることから，地
盤改良対策を検討することとした。その後，上記1）
～3）を再度検討し，全ての安定条件を満たすことを
確認した。

②　物性値，強度定数の設定と検討断面の設定
　CSGの物性値は当初はコンクリートがれきの CSG

試験事例から設定し，施工開始直後に室内試験および
試験施工を実施して決定した。
　また，海岸堤防の基礎は，上部構造物を安全に支持
するため滑動や沈下を防止するとともに，波による洗

START

物性値・強度定数の設定

堤体形状の設定

END

YES

NO

【外的安定性】

【内的安定性】

1）堤体の安定性
【常時,地震時（L1）,】

2）基礎の安定性
【常時,地震時（L1）,】

3）液状化による沈下量
【地震時（L2）】

対策工の検討1）～3）の安定条件を
満足しているか

【注】堤体および基礎の安定性
は、L2地震時や L2津波時につ
いても確認の検討を実施した

必要CSG強度の検討

図─3　保護コンクリートと踏面幅（表法保護1：1.5）

図─4　構造検討の流れ
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掘にも耐える構造として設計する必要がある。基礎地
盤のボーリング調査結果（土質・粒度分布・N値，サ
ンプリング試料に基づく土質試験）から，基礎地盤の
粘着力 c，内部摩擦角φ，単位体積重量および地盤支
持力を設定して設計した。
　また，地形および N値の分布をもとに基礎地盤標
高を決定し，基礎地盤高と基礎の定数が異なる２つの
検討断面について設計を行った。

（2）　CSG堤の安定性検討
　CSG堤の安定性検討は，①堤体底面の滑動に対する
安定（Fs≧1.5（常時），Fs≧1.2（地震時），②基礎の反力
が全て圧縮側，③底面反力が基礎の許容支持力以内であ
ること，に対する３つの条件を満足するように行った。
　荷重は，図─５に示すように水圧，揚圧力，土圧，地
震時慣性力，地震時動水圧および自重である。波力は
CSG堤の海側表面に１：1.5の勾配がついていることか
ら，夏井地区 CSG海岸堤防の安定性検討では見込まな
かった。
　安定性検討は，常時と L1地震時で実施し，地震時慣
性力は，震度法における設計震度（k＝0.20）に基づき

設定した。また，検討水位は，常時は計画高潮位 T.P.＋
1.42m，地震時は朔望平均満潮位の T.P.＋0.675mである。
　CSG堤の安定性検討の結果，①滑動に対する安定条
件，②反力が全て圧縮側の条件は満足したものの，③基
礎の許容支持力の条件を N値が10前後の地盤では満足
することができなかったため，4.2節で述べる地盤改良
（サンドコンパクションパイル）を実施し，全ての条件
を満足することができた。

（3）基礎の安定性検討
　CSG堤の基礎に対する安定性は円弧すべりを仮定し
たすべり安定計算により常時と地震時について行い，荷
重は堤体の安定計算に準じて設定した。
　CSG堤の堤体はその強度特性からすべり安定計算の
対象とならない。そこで，CSG堤に対しては，基礎を
通る円弧すべりにより安定性を確認した。検討断面の一
例を図─６に示す。L1地震時の改良前の安全率 Fsが1.0
以下であったため，地盤改良を行い，設計安全率1.0を
満足した。

（4）液状化による沈下検討
　耐震性の検討では，N値の他，粒度分布や塑性指数な
どから液状化層の有無を判定した。また，沈下量計算を
行うための動的強度を求めるため，参考として繰り返し
三軸試験も実施した。
　液状化層が確認されたため，L2地震動に対して「河
川構造物の耐震性能照査指針・解説」に準じ，液状化を
考慮した変形解析による沈下量照査を実施した。安定性
の評価は，図─７に示したように沈下後の堤防高さが，

図─6　円弧すべりによる基礎の安定性の検討

揚圧力
静水圧 静水圧

土圧

堤体慣性力

堤体自重水重
TP+0.675 m TP+0.675 m

図─5　安定計算における荷重（L1地震時；K=0.2）
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防潮堤の照査外水位よりも高いことを確認する。沈下後
の高さが照査外水位よりも低い場合は，地盤の対策工が
必要となる。
　検討の結果，図─７に示すように，照査外水位よりも
沈下後の堤防天端高は高いことを確認した。また図─７
は，万一沈下した場合，CSG堤をオーバーレイするこ
とで比較的容易に復旧が可能となることを示唆している。

（5）必要 CSG強度の設定
　CSG堤の必要強度は，図─８に示すように基礎と
CSG堤の一体モデルを用いた弾性解析により算出した。
解析に用いる荷重条件は堤体・基礎の安定解析で用いる
荷重に準じた。２次元 FEM弾性解析で算出された内部
応力に適切な安全率を考慮して必要強度を算出する。こ
こでは，解析により算定した内部応力に対して，所要安
全率４を乗じて必要強度を算出した。所要安全率は，形
状が類似するダムと同等の４とした。
　製造する CSGの単位セメント量は，80㎏ /㎥，100㎏ /㎥
の２種類である。各単位セメント量について，CSGの

ピーク強度から求めた「ひし形」から得られた CSG強
度は，それぞれ1.7N/㎟，2.9N/㎟である。CSG材の粒度
範囲を図─９に，単位セメント量80㎏ /㎥の「ひし形」
を図─10に示す。

4.　海岸堤防の施工

（1）CSG堤の施工
　CSG海岸堤防の施工計画は，CSG工，保護コンクリー
ト工および盛土工等の各工種が効率的に進捗するよう施
工サイクルを検討した。
　海岸堤防の工事を構成する，盛土工（盛砂工），CSG工，
保護コンクリート工という３種類の工種が毎日止まるこ
となく，かつ各工種が同一の丁場で作業されることのな
いような施工サイクルを検討する必要がある。このため，
本工事では図─11に示すように，堤防法線方向に‘盛土
工⇒ CSG工⇒保護コンクリート工’という順序で進捗
するような施工サイクルを適用した。このとき，３種類
の工種を施工するための３ヶ所の丁場（図─11に示され
る，Aエリア，Bエリア，Cエリア）を確保した。

図─7　液状化による沈下量の検討
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基礎 N値 50 弾性係数 170N/㎟

弾性係数 2,500N/㎟

図─8　必要 CSG強度の検討（FEMモデル図）
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①　CSG施工機械の組合せ
　CSGの日あたり施工量は，事業工程や母材の供給
能力等を考慮したうえで，平均400㎥ /日に設定した。
また CSG施工機械の機種選定においては，汎用機械
を使用することを考慮し，打設速度50㎥ /hrを確保で
きる機械の組合せや堤防の構造（堤幅や断面構成等）
をもとに設定した。この結果，CSG締固め機械は４t

級振動ローラを選定し，１リフトの厚さは振動ローラ
の起振力に見合う30㎝とした。

②　CSG材製造設備と CSG製造設備
　母材であるコンクリートがれきを最大粒径80㎜とす
るため，全量破砕して CSG材を製造することとした。
図─９に示す試験粒度の範囲の CSG材を得るための
必要最低限の CSG材製造設備を確保した。
　本工事の CSG材は母材であるコンクリートがれき
（写真─１左参照）を自走式破砕機（140kW級，ジョー
クラッシャー）により破砕製造した（写真─２参照）。
破砕機のセット寸法は，CSG材の試験粒度の範囲内
に収まるように試験を行って決定し，OSS=67㎜
（CSS=35㎜）とした。なお，コンクリートがれきには
有筋のものがあり，破砕機投入前に小割圧砕機により
鉄筋を選別除去した。
　また CSG製造設備には，自走式土質改良機（99kW

級，最大混合能力135㎥ /hr）を採用し，混合装置への
CSG材の投入および製造された CSGの払出・積込に
は，0.8㎥級バックホウを使用した（写真─２参照）。

写真─1　母材となるコンクリートがれきの状態（左）と CSG材の製造（右）

図─9　CSG材の粒度範囲と試験粒度

図─10　単位セメント量80㎏ /㎥の「ひし形」
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③　横目地の造成
　CSGの横目地は，堤防延長40m間隔を基本として
設置した。なお，横目地の設置位置は，保護コンクリー
トの目地位置（目地間隔10m）に合わせた。なお，横
目地の材料はセメントを混合しない CSGを基本と
した。

④　端部の施工方法
　CSGの端部の施工方法は，CSGと保護コンクリー

ト両者の施工サイクルを考慮して設定した。CSGの
端部となる保護コンクリートとの境界部では，CSG

の品質と施工性を満足するように施工する必要がある。
　本工事では CSG打設を保護コンクリート打設より
も先行させる施工サイクルとしたため，両者の境界に
は H型鋼（H-350㎜×350㎜）を利用した打止め型枠
を設置し，CSGの端部を打設した（図─12参照）。H

型鋼による打止め型枠は，アンカー等による固定を行
わず，鋼材の自重により CSG転圧時の側圧に抵抗す
る構造とした。

⑤　保護コンクリートの施工
　保護コンクリートは耐久性のある配合とした。コン
クリート打設後は養生マットを敷設し，散水養生を行
う。型枠の脱型後は保護コンクリート表面の乾燥収縮
を抑制するため，シート等による養生を行うことを標
準とした。
　本工事では保護コンクリートの目地材（10m間隔）
としては瀝青系目地材（エラスタイト，t＝10㎜）を
使用した。目地材はコンクリート打設前に設置してお
き，打止め型枠を利用して固定した（写真─３参照）。
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図─11　CSG海岸堤防の施工サイクル

写真─2　CSGの製造（自走式土質改良機）
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　保護コンクリートに使用する型枠は，図─12に示す
ような要領で CSG端部の H型鋼（H-350㎜×350㎜）
型式の打止め型枠と兼用した。型枠の存置期間は最低
３日間を確保した。このため，CSG打設時の端部型
枠との兼用を考慮し，打止め型枠を２セット用意した。
本工事起点側保護コンクリートの半径の小さい曲線部
範囲の型枠は木製型枠により施工した。

（2）基礎地盤の施工
①　基礎の施工
　本工事の地盤改良工法は，液状化対策工として実績
が多く，経済的にも有利となったサンドコンパクショ
ンパイル（SCP）工法を選定した（図─13参照）。

②　基礎地盤の支持力管理
　基礎地盤の改良範囲は，CSG堤の支持力確保およ
び基礎の安定性確保が必要であるとともに，L2地震
時の液状化発生により堤体天端が照査外水位以下に沈
下する可能性がある場所で，N値17未満の範囲とした。
一方，L2地震時の液状化の発生によっても堤体天端

が照査外水位以下に沈下しないこと，および CSG堤
高も低く N値12以上で CSG堤の所要の支持力や基礎
の安定性を有している地点は，地盤改良を実施しな
かった（写真─４参照）。
　改良深度の妥当性の確認は，SPC工の施工に必要と
なるケーシングパイプ打込み時の速度と N値の関係
から施工深度の打止めを決定した。

写真─3　保護コンクリートの目地施工状況

図─12　保護コンクリート型枠工の施工手順
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③　基礎 CSGの施工
　海岸堤防基盤面には基盤 CSGを打設することによ
り，基盤面の弾性係数を向上させ堤防 CSG転圧時に
おける振動ローラの転圧エネルギーが確実に CSGに
伝達するように基盤の処理を行った。また，基盤
CSGは富配合 CSGとし，単位セメント量は100kg/㎥
とした。
　CSG搬入のクローラダンプは基盤面の損傷や CSG

への砂の混入を防止するため，敷均した CSG材の上
を走行した。これにあわせ，搬入された CSGを打設
方向に伸ばしていくように敷均しを行い，ブルドーザ
による基盤面の乱れを回避した。

5.　ま と め

　夏井地区 CSG海岸堤防の施工は，現地着手（工事用
道路着所）から完成まで約11ヶ月で終了した。このうち，
CSGの打設は５ヶ月間であった。また，写真─５には

堤体が概成した後の平成25年10月に高潮が発生した際の
状況を示す。この時 CSG堤は海岸堤防として効果を発
揮していることがわかる。
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写真─5　堤体概成後の高潮発生時の状況

図─13　海岸堤防基礎の対策工

写真─4　液状化対策工（サンドコンパクションパイル工）

注）1.4m x 1.4m 格子
FL；液状化抵抗係数

標準断面図

改良杭標準配置図


