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2003年十勝沖地震における実大重力式試験岸壁の地震時挙動観測
Observation of Dynamic Behavior of Full-scaled Test Gravity Type
Quay Wall During 2003 Tokachi-oki Earthquake
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北海道釧路港において、実大試験岸壁による重力式岸壁の地震時挙動観測プロジェクトを実施して
いる。この観測プロジェクトにより、2003年９月26日に発生した十勝沖地震による震度Ⅴ強の本震、
及び10月８日に発生した震度Ⅳの最大余震の観測に成功した。釧路港で震度Ⅴ強を記録したこの地震
動によって、岸壁背後の埋立地盤では液状化の発生を示す墳砂や噴水が見られ、小さな設計震度0.1で
設計した試験岸壁は海側へ約20㎝変位した。本報告では、この十勝沖地震動における試験岸壁の挙動
を、現地測量や傾斜計計測結果により報告する。併せて、地震動発生時の加速度・速度計記録及び外
力となる土圧計・間隙水圧計記録の観測結果も報告する。これらの観測データに基づき、試験岸壁設
置地盤の振動増幅特性や液状化発生の可能性、ケーソンの滑動を伴う変位挙動のメカニズム、及びケー
ソン滑動前後の土圧と慣性力の位相特性、等の解析結果について考察する。
《キーワード : 実大試験岸壁、2003年十勝沖地震、地震時挙動観測》
In the project of the ﬁeld observation of the behavior during earthquakes of a full-scaled test
gravity type quay wall is under action in the west district of the Port of Kushiro, Hokkaido, Japan.
In the project the dynamic behavior of the test quay wall was recorded successfully in 2003
Tokachi-oki Earthquake, which shook the port of Kushiro with the vibration of Ⅴ + in seismic
rank on September 26, 2003. In the earthquake the reclaimed backﬁll ground was liqueﬁed with
sand boiling, and the test quay wall which was designed with the rather low seismic coeﬃcient
of 0.1 was pushed toward the sea by about 20cm. In this report, ﬁrst, the deformation of the test
quay wall is presented based on the geological surveys conducted after the earthquake. Then the
vibration behavior of the test quay wall is introduced based on the record during the earthquake,
by means of accelerometers, velocimeters, pore water pressure meters, wave pressure meters, and
earth pressure cells. The Vibration characteristics of the test quay wall are analytically examined.
And the mechanism of slide of the caissons is discussed regarding the transient wave pressure,
earth pressure and inertial forces on them.
《keywords: gravity type quay wall, 2003 Tokachi-oki Earthquake, dynamic behavior during
earthquakes》
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ˍȅ͉̲͛ͅ
北海道釧路港において、重力式岸壁の地震時挙動を

動して、「地震時計測」が実行された。また、地表面
における計測震度が3.5以上であった場合に自動的に

明らかにするための現地観測プロジェクトを実施して

発動される「拡張地震時計測」が初めて実行された。

いる。本プロジェクトでは、北海道釧路港西港区第４

一連の計測により、合わせて36分間以上にわたる地震

埠頭仮護岸部に建設した実大規模の試験重力式岸壁の

時挙動を観測できた。地震発生後、約25分で津波によ

地震時挙動を観測している。この観測により、地震時

る約1m の海水面の上昇が観測されたが、これによる

における重力式岸壁の背後地盤の液状化に関連する被

観測システムへの影響はなかった。以下では、本震に

災メカニズムを明らかにすること、そして、地震時に

おいて観測された試験岸壁の挙動について報告する。

おけるケーソンと背後地盤の相互作用と地震時土圧の
挙動を解明してより合理的な耐震設計法を提案するこ

ˏȅΉȜΕϋ͈ݛז་պ͂দࡑ܅༃͈་ેȆ་ࠁ

とが、プロジェクトの目的である。プロジェクトの概
要、試験岸壁の観測システム、液状化対策に伴う建設
時における試験岸壁の挙動の詳細については別報で報
告している1)。
2003年９月に発生した十勝沖地震により、釧路港で
は本震で震度Ⅴ強、最大余震で震度Ⅳを記録したが、
本観測システムにより、いずれについても地震時挙動
の観測に成功した。本報告では、この十勝沖地震で観
測された試験岸壁の挙動について報告する。
ˎȅ3114ාੳؗ౷ૼ͈ٽါ͂౷ૼশݷ൲۷௶
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試験岸壁の詳細は別報に詳しい。釧路港西港区の全
2003年十勝沖地震は、９月26日の早朝４時50分頃、

体図をȽˍに、試験岸壁と周辺の平面図をȽˎに

襟裳岬に近い釧路沖（北緯41.07度、東経144.05度）に

示す。サンドコンパクションパイル工法により液状化

おいて発生した。マグニチュードは7.8、震源深さは

対策を施した東側の液状化対策領域（図では左側）と

約42㎞で、十勝の広尾町で最大加速度988Gal を記録

西側の未対策領域（図では右側）は、シートパイルに

したのを最高に、十勝、釧路、日高地方が強い地震動

より分けられている。試験岸壁の鉛直断面と計測器の

を受けた。幕別町、釧路町、新冠町などで震度Ⅵ弱を

配置をȽˏに示す。

記録し、釧路市でも震度Ⅴ強を記録した。余震におけ
る釧路市での最大震度はⅣで、これは10月８日18時

ˏȅˍȁΉȜΕῧࢃ౷๕͈་պ

７分に釧路沖（北緯度、東経144.7度、震源深さ50㎞、
マグニチュード6.3）で発生したものである。

ৢ૯Ƚˍは、地震直後における試験岸壁を法線方向
から撮影したものである。ケーソンの十勝沖地震の前

ˎȅ
ˎȁ۷௶౷ത͈́૦൲͂౷ૼশ۷௶͈ٽါ

後に実施した GPS 測量より計算したケーソンの水平
移動と沈下量をȽːに示す。ベクトルが示している

９月26日の十勝沖地震では、釧路港西港東側に位置

ように、ケーソンの水平移動は法線に対してほぼ垂直

する北海道開発局釧路港湾事務所の敷地内において

に海側へ向いている。移動量は、液状化対策領域と未

地表面最大加速度600Gal 以上を記録したのをはじめ、

対策領域との間で有意な差が見られなく、おおよそ20

試験重力式岸壁でも地表面で最大加速度150Gal 以上

㎝ということができる。沈下量はケーソンの陸側より

を観測した。試験岸壁では、試験エリア背後地盤に液

も海側で大きい傾向を示し、ケーソンが移動するとと

状化したことを示す墳砂・噴水が見られ、また、ケー

もに海側に少し傾斜していることを示している。

ソンには20㎝程度の海側への永久変位が生じたことが

ケーソンと背後地盤に設置した傾斜計測定孔（Ƚ

測量により分かった。地震時にはトリガーが正常に作

ˏ参照）により、測定した傾斜度を深さ方向に積分し、
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ケーソンと背後地盤における水平変位の鉛直分布を算

法線方向には無視できるほど小さく、ほぼ海側へ向い

定し、Ƚˑに示す。この図において、Ｘ軸は岸壁直

ている。背後地盤の変形は、埋立て地盤のみならず旧

角方向の変位量を、Ｙ軸は岸壁法線方向の変位量を、

海底地盤表面の As1層の上部２m（標高−10m）にま

Ｚ軸は地盤の深度を表しており、十勝沖地震の前後に

で達している。地表面付近では背後地盤とケーソンの

おける変位を差し引くことによって、地震時に生じた

変位量はほぼ等しいのに対して、深さが増すとともに

水平変位の鉛直分布を示している。
十勝沖地震前には、

両者の差は拡大し、ケーソンの底部のレベルでその差

岸壁の建設および液状化対策施工過程で生じたケーソ

が最大になっている。このようなケーソンと背後地盤

ンの変位は１㎝に達せず、その後数回の震度Ⅲ程度の

の変位量の差はケーソンの背後に設置した割石（Ƚ

地震では有意な変位が生じていなかったことを確認し

ˏに示すＢ fg2）の影響によると考えられる。すなわ

ている。

ち、割石は礫材であるので地震動を受けている間でも

Ƚˑ)b* が示すように、十勝沖地震によって生じ

過剰間隙水圧が十分速やかに消散するので、間隙水圧

たケーソン天端の変位は、岸壁の法線方向にほとんど

の発生による剛性の低下は生じないと考えられる。し

垂直（x- 軸方向）で約20㎝である。また、ケーソン

たがって、ケーソンが移動する場合でも、剛性を失わ

は海側へ傾斜しているもののその量は比較的小さく、

ない割石が背後地盤からの土圧に対してある程度抵抗

ケーソンの水平変位のほとんどは、ケーソン底面と捨

していると考えられる。

石マウンドの境界における滑動、あるいは捨石マウン
ドのせん断変形によって生じたということができる。

ˏȅˎȁࢃ౷๕౷ນ࿂͈་ે

ນȽˍでは、GPS 測量と地震後に生じた加速度計の
中立軸移動量から算定したケーソンの変位を比較して

地震発生直後に、目視と巻尺等を用いた簡易な測量

いる。これらは比較的よく整合していることから、得

によって観察した背後地盤地表面における亀裂や噴

られた変位量の信頼性は高いと言える。しかし、ৢ૯

砂・噴水などの地盤の変状を、Ƚ˒に示す。

Ƚˍ、ນȽˍに明らかなように、対策領域と未対策領

図示のように、ケーソン背後から22m 北側に位置

域の比較では変位量に有意な差が認められず、ケーソ

するフェンスの杭の基部で直径40 〜 50㎝程度の大き

ンの変位には液状化対策の有意な影響は見られなかっ

な墳砂跡が３箇所見られた（ৢ૯Ƚˎ）。また、フェ

た。

ンスを含む影を付けた範囲には、噴水による水溜りが

Ƚˑ)c* に示すように、背後地盤の変位も岸壁の
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噴水は、試験エリア背後地盤で液状化が発生したこと

ˏȅˏȁࢃ౷๕͈་ࠁ

の直接的な証拠である。Ƚ˒に示すように、敷地内
における液状化の発生は液状化に対する未対策領域に

Ƚ˓は、水準測量によって得た背後地盤の変形

おいて、より顕著であり、墳砂・噴水に対応して地盤

状況を示している。図中の破線は、背後地盤埋立て

の沈下が生じていることを示唆している。

完了時に実施した水準測量により得られた地盤の状

また、背後地盤では、ケーソンが海側に変位したこ

態（2001年２月22日）を示している。その後、その陸

とに対応して岸壁法線に平行な方向の亀裂が卓越して

側にはさらに埋立て地盤が造成され、ケーソンから約

いる。未対策領域では、このような亀裂が背後地盤全

40m の地点より北側では高さ約１m の盛土が浚渫土

体で見られ、背後地盤全体が剛性を失って流動化した

によって造成された。フェンスより海側の試験岸壁敷

ことを示唆している（ৢ૯Ƚˏ）
。一方、液状化対策

地内では、液状化対策の有無に対応して、地盤の沈下

領域では、サンドコンパクションパイルを打設した範

量に明瞭な差が見られる。すなわち、地盤は全体的に

囲で明らかに亀裂の発生が少なく、サンドコンパク

沈下傾向が認められるが、サンドコンパクションパイ

ションパイルによる地盤の密度増加の効果が現れてい

ルの打設箇所でのみ沈下は10㎝以下に抑えられてい

ることを示している（ৢ૯Ƚː）。ただし、その領域

る。しかし、フェンスの前後から陸側へ向かって盛土

のさらに背後では、未対策領域と同様に法線に平行亀

法先までの範囲では、地盤沈下が顕著であった。沈下

裂が発生している（Ƚ˒）。これまでに検討した試

量はケーソン背面から約30m の地点では40㎝を超え

験岸壁の変形状況から、サンドコンパクションパイル

ている。盛土は法肩に複数の大きな亀裂を伴って崩壊

工法により密度を増大した箇所では、過剰間隙水圧が

し、側方に流動化するとともに沈下している。このよ

ある程度発生したとしても液状化には至らなく、地震

うな盛土の崩壊、平坦化による海側への土砂の供給に

時においても流動化せず、ある程度の剛性が保持され

もかかわらず、背後地盤が大きく沈下していることは、

ていたと考えられる。しかし、その背後の地盤が液状

ケーソンの海側への移動に伴って背後地盤も流動化し

化したことによる圧力を受けて、その土塊はブロック

て、海側へ変位したことを示唆している。

状に一体となって海側に変位した可能性が考えられ
る。
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Ƚ˔は、試験岸壁の背後地盤（液状化対策領域と
未対策領域）と、Ƚˍに示した西港区の東部に位置
する北海道開発局釧路港湾事務所敷地内で実施してい
る加速度観測地点の地盤構成を、標準貫入試験で得た
Ｎ値、調査孔による密度検層等による密度、PS 検層
による弾性波速度とともに示している。試験岸壁では、
サンドコンパクションパイル工法により盛土部の土質
は異なっているが、海底地盤表層 As1層以下の土質は
共通である。試験岸壁から約３㎞東に離れた港湾事務
所の地盤構成は、試験岸壁とはかなり異なっているが、
標高−70m あるいは−75m 以深には N 値が60を超え
る洪積砂層が共通して認められる。本報告では、この
洪積砂層を地震工学的基盤と見なして考察する。
試験岸壁における３成分加速度計の配置はȽˏに
示すとおりで、
事務所では地表面と地震工学的基盤（標
高−75m）の２箇所に３成分加速度計を設置している。
以下では、観測された加速度記録に基づき、試験岸壁
の振動特性および液状化の可能性について検討する。
ːȅˍȁ૦൲௩໙අ
Ƚ˕には、地震工学的基盤、港湾事務所地表面及
び、試験重力式岸壁地表面における加速度の時刻歴を
示す。Ƚ21は平面における加速度の軌跡である。
また、Ƚ22は、地震工学的基盤（Pari̲bed）に対
する加速度スペクトル比を、ນȽˎには、観測され
た最大加速度と数値計算による観測値の再現結果が示
されている。図示のように、港湾事務所（Pari̲gsf）
、
と 試 験 岸 壁（TA̲gsf、TA̲bfg、UA̲gsf、UA̲bfg）
での増幅特性には大きな違いがある。まず、ນȽˎを
見ると、港湾事務所（Pari̲gsf）では基盤の振動が顕
著に増幅され、観測値で比較すると最大加速度では
南北で２倍以上、東西方向で2.8倍以上になっている。
この増幅特性の違いは、試験岸壁の海底地盤内の As2
層に設置した TA8での記録にも見られることから、
盛土ではなく海底地盤の地質構造の影響に依存してい
ると考えられる。
次に、Ƚ22を見ると、加速度スぺクトル比につい
ては、港湾事務所と比較した試験岸壁の増幅特性とし
ては、東西方向については周波数２〜３hz の振幅が
顕著でなく、鉛直方向では低周波数での増幅が顕著で
ある。そこで、自然地盤の地質構造による地震動増幅

Ƚ˔ȁ౷๕ࢹ଼ȇ! )b* اેסచॐႀ֖Ȃ)c* ྚచॐ
ႀ֖Ȃ!)d*!ࢽსমྩਫ਼

への影響を明らかにするために、等価線形弾性モデル
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を用いた一次元重複反射理論により水平２方向の振動
を解析した。試験岸壁では、観測地点が岸壁の法線に
近いため、ケーソンや海水の影響を考えなければなら
ないが、ここでは海底地盤の地質構造の影響を明らか
にすることを目的とし、水平方向に均質な互層構造と
水平な地表面を仮定する一次元解析を選択した。用い
た解析プログラムは DYNEQ で、解析機能を通常の
SHAKE と同一になるように指定して用いた。港湾事
務所地点の解析では、基盤層の加速度記録（標高−
75m）を地盤変位に直接対応する入力値として、地表
面での加速度時刻歴を計算した。ここで、基盤層の加
速度記録値には、Ｅ波（入射波）とＦ波（上層からの
反射波）の合計値であるので、加速度計記録値の時刻
歴について、Ｅ波（入射波）のみを分離抽出したもの
を計算し、基盤入射波を同定した。試験岸壁での解析
では、同定した入射波を用いて、試験重力式岸壁での
海底地盤および盛土地盤の振動を解析した。
北海道開発土木研究所月報 № 624 2005 年５月
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Ƚ23及びນȽˎに示す、加速度及びひずみの解析
結果について、以下に考察する。Ƚ23は、得られた
最大加速度と最大せん断ひずみの深さ方向での分布を
示している。
港湾事務所の場合は、試験岸壁の場合と異なり、標
高−20m 以深における大きなひずみは、発生してい
ない。ただし、地表面から５m の地点における加速
度の顕著な増幅が見られ、これに関連する特徴的なせ
ん断ひずみが発生している。（Ƚ23)b*）
。加速度の
解析結果については、地表面の最大値（Pari̲gsf）で
比較すると、解析値が観測値を少し上回る傾向がある
ものの、比較的よい対応を示している（ນȽˎ）
。一
方、試験岸壁地表面での加速度には、港湾事務所で見
られたような増幅特性が見られず、観測値に見られた
のと同じ傾向が定性的にではあるが認められる（Ƚ
23)b-c*）
。試験岸壁では、標高−22m から−35ｍま
での間に比較的軟弱な沖積粘土層が存在している（
Ƚ˔：港湾事務所の柱状図には存在していない）。計
算結果は、この沖積粘土層でのせん断ひずみの発生量
が局所的に大きいことを示している。したがって、こ
の層の低い剛性と発生ひずみによりせん断応力の発生
が抑制され、結果としてそれより浅いところでは加速
度が減少したことが考えられる。
次節で説明するように、試験岸壁の背後地盤では、
地震動による繰返し変形により、過剰間隙水圧がある
程度発生していたことがわかる。
ːȅˎȁ઼ًࠤۼକգ͈อ͂خ͈اેסෝ
Ƚ24には、背後地盤内に鉛直に配列した加速度計
の記録から推定した地盤内の応力−ひずみ関係を示
す。横軸はひずみ量を、縦軸はせん断応力の数値を示
しており、上から地盤標高＋0.22m、−5.75m、−11.5m、
として、方向別と、対策有り（赤）
・無し（黒）別を
考慮して、応力とひずみの関係を示す。
図示のように、推定した応力−ひずみ関係には液状
化した砂が示す特徴が見られる。すなわち、過剰間隙
水圧の発生に伴う有効応力の減少によってひずみが大
きくなり、地盤の剛性は小さくなり、発揮されるせん
断応力は小さくなる。しかし、ある程度大きなせん断
変形を受けると砂はダイレイタンシーによる膨張特性
のために間隙水圧が減少して有効応力が回復し、この
時にせん断応力が急激に発揮されるのである。この挙
動はサイクリックモビリティーとして知られている。
地盤標高別にその違いを見ると、＋0.22m の浅いとこ
12
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ろでは、この現象が対策無しでは顕著に見られ、対策
無しと有りの差が明確に現れている。対策工有りでは、
ひずみの増大が対策無しに比べ明確に小さく、さらに、
ひずみ量の増加に比べせん断応力の増加が著しい。ま
た、方向別に比較すると、対策無しでは、実際に試験
岸壁の変位が卓越した N-S 方向の方がこの現象がよ
り顕著に現れていることがわかる。
次に、−5.75m では、＋0.22m に比べて、対策有り
の方でもひずみの増大が見られ、対策無しとの差異が
小さくなっている。さらに、−11.5m では、対策無し
と有りはほぼ同じ傾向の応力−ひずみ関係となってお
り、方向別に見ても両者の差異は明確でない。
以上の結果をまとめると、背後地盤についてはサイ
クリックモビリティーの現象がみられ、液状化した可
能性が高いことを示している。このような挙動は未対
策領域で顕著であるが、液状化対策領域でも認めるこ
とができる。また、その傾向は、背後地盤の天端面に
比べ、地盤標高の深い部分においてより卓越している。
この応力−ひずみ関係図から考察される液状化の発生
可能性についての傾向は、次に示す間隙水圧値の観測
結果に対しても整合していると考えられる。
Ƚˏのように背後地盤内に設置した間隙水圧計で
測定した過剰間隙水圧の時刻歴をȽ25に示す。間隙
水圧の変動挙動には、測定点の深さや液状化対策の有
無に対応した明瞭な傾向を見つけるのは難しい。間隙
水圧は振動（加速度）に対応した振動成分がほとんど
見られなく滑らかに変化していること、さらに、間隙
水圧の発生量が液状化の発生に対応する初期有効上載
圧に対応するほど大きくないことから、フィルターの
目詰まりなどの原因により、計測器の応答性に問題が
あったと考えられる。
しかし、液状化対策を施した土塊の中央部に位置す
る TP2と TP3では、測定値が他の計測位置に比べて
極端に小さいことから、サンドコンパクションパイル
工法による液状化対策は間隙水圧の抑制にある程度効
果があったと考えられる。また、旧海底地盤表層 As1
層の上部に位置する TP5においても間隙水圧が発生
していることから、液状化対策領域でも海底地盤の表
層部では間隙水圧が発生し、液状化に至らないまでも
ある程度の剛性が低下した可能性がある。
Ƚ26に示すボーリング調査位置での、液状化対策
前後で比較したＮ値の分布をȽ27に示した。Ƚ27
の調査位置において、ボーリング孔 B-B1と B-B2は液
状化対策以前に調査を実施しており、それ以外はすべ
て液状化対策実施後に調査したものである。また、対
北海道開発土木研究所月報 № 624 2005 年５月
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られる。しかし、未対策領域においても波浪荷重や荒
天時の越波に起因すると考えられる経年的な密度の上
昇が地表面近くで認められる（Ƚ27）。さらに、液
状化強度においても液状化対策前と比較した液状化強
度の増加が、液状化対策領域のみならず未対策領域に
おいても見られる（Ƚ28)b-c* 参照）
。さらに、旧
海底地盤表層の As1層は上部において液状化強度が
低く未対策領域と同程度であることが分かる（Ƚ
28)b-d* 参照）。このような液状化強度の特性は、先
に示した As1層上部における過剰間隙水圧発生の可能
性を支持している。
以上の観測・解析結果に基づき、液状化の可能性に
ついて、以下にまとめる。観測した間隙水圧の発生と
消散には測定上の問題があったため、間隙水圧の挙動
からは液状化発生を直接判断するのは困難であった。
しかし、地震によって生じた岸壁の変状や変形、測定
したＮ値や液状化強度、および、加速度記録から推定
した応力−ひずみ関係から総合的に判断すると、「未
対策領域では全体的に液状化が生じた可能性が高い」
また、「海底地盤の表層の As1層では過剰間隙水圧が
発生し領域でも地盤剛性がある程度低下した」と考え
られる。
ˑȅΉȜΕϋͅैဥ̳ͥٸႁ͂ΉȜΕϋ͈་պ
ˑȅˍȁΉȜΕϋ࿂ͅैဥ̳ͥാգ
本節では、ケーソンが滑動して不安定化するメカニ
ズムをケーソンに作用する外力との関係において考察
する。
ケーソン背面に埋め込まれた大型パネル式の土圧計
４枚によって土圧を測定しており、有効応力と間隙水
圧を合わせた全応力に相当する土圧の時刻歴をȽ29
に示す。深さによらず、土圧は30秒付近で一度大きく
策後に実施した液状化対策領域におけるボーリング孔

減少し、その後増加に転じる傾向を示している。土圧

の内、B-T1と B-T2はサンドコンパクションの杭間に

の減少はより深い位置で著しく、TN3と TN4、UN3、

おいて、それ以外は杭芯において調査している。さら

UN4で同程度に大きな急激な土圧減少を示している。

に、上層と下層における改良強度の違いを表示するた

その後の土圧の増大は浅いところで明瞭に見られ、地

め、対策領域及び未対策領域共に上層を B-f1、下層を

震動終了後には初期値よりも大きくなるケースもある

B-f2と表示して区別している。同様に、As1層におけ

が、最深部に位置する TN4と UN4での土圧の回復は

る液状化強度についても、上層及び下層を区別して表

あまり顕著でない。このような土圧挙動の傾向には、

示している。Ƚ28は、採取した不撹乱資料について

先に示した傾斜計によって測定したケーソンと背後地

実施した非排水繰返し三軸試験で得られた液状化強度

盤の変位の比較からも明らかなように、ケーソン背後

曲線を示している。液状化対策領域については、サン

の割石の影響が大きいと考えられる。すなわち、地震

ドコンパクションパイル工法による明らかな増加が見

動を受けている間に剛性の低下が小さいと考えられる

14
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割石が、ケーソンが海側へ変位する時により大きな土

Ƚ32には、このようにして求めたケーソンの海底

圧を分担する。そのため、深い位置で割石の幅が広い

地盤に対する相対変位の時刻歴を底面せん断力ととも

ところでは土圧の一時的な低下量は大きいが、その後

に示した。変位の時刻歴は32秒付近と36秒付近で二度

における土圧の増大量は小さいと考えられる。

比較的大きな変位が短時間に生じていることを示し、
この２つの時刻に対応して底面せん断力がピークに達

ˑȅˎȁΉȜΕϋͅैဥ̳ͥକႁ͂ΉȜΕϋ͈་պ

していることが認められる。この時のピークの値には
液状化対策の有無によって明らかな差があり、Ƚ33

ケーソンに作用する外力と慣性力の極性をȽ2:に

でケーソン１函当たりに作用する慣性力、土圧、動水

整理する。ケーソンの背面に背後地盤から作用する土

圧の合力の32秒付近でのピーク値を試験岸壁の平面図

圧（全応力に対応）は、ケーソン背面に取り付けた4

に模式的に示している。Ƚ33に示した値にケーソン

枚の大型土圧計の測定値の平均値に、ケーソン背面に

の背面に作用する静的な土圧とケーソン前面に作用す

おける地表面からケーソン底面までの距離をかけ、単

る静的な水圧を加えて、ケーソン底面の全せん断力を

位奥行き当たりの合力を計算した。前面に海から作用

再評価し、さらに、ケーソンの自重と浮力を算定して

する動水圧は、液状化対策領域に配置した４枚の波圧

求めたケーソン底観測されたケーソンの滑動量はほぼ

計の平均値に、海水面からケーソン底面までの深さを

同じであった。この原因の一端は、ケ−ソン間の干渉

乗じて、単位奥行き当たりの合力を求めた。また、単

にあると考えられる。すなわち、ケーソンが移動する

位奥行き当たりの慣性力は、ケーソンの単位奥行き当

際に、ケーソンの初期の設置誤差やその後の地盤変形

たりの質量に観測された海底地盤（TA8）の絶対加

を原因とするような水平外力の授受があったと考えら

速度を乗じ、向きを反転させることで評価した。Ƚ

れる。ケーソンの上部に限っては接合部に目地を設け

31は、このようにして求めたケーソンに作用する水平

ているが、その損傷はほとんど見られなく、３函のケー

力の時刻歴を示している。動水圧はケーソンの絶対加

ソンがほぼ一体となって滑動したことを示している。

速度にほぼ比例して変化する特性を示すので、図中の
動水圧は慣性力とほぼ同じ向きに作用する傾向が認め

ˑȅˏȁാգ͂ΉȜΕϋೲ࿂̵ͭ౯ႁ͈պඅ

られる。それに対して、土圧はケーソンのみならず背
後地盤の運動にも依存するので、慣性力との明瞭な相
関は認め難い。

別報に詳細を述べたとおり、本地震時観測プロジェ
クトは、背後地盤の液状化対策の有無や間隙水圧の発

加速度時刻歴には通常見られるランダムな測定誤

生量に応じて地震時土圧と堤体に作用する慣性力の位

差以外に、ケーソンや地盤の変形によって生じる加

相特性を明らかにすることを主要な目的の一つとして

速度計の回転に起因する誤差が含まれ、地震動を受け

いる。ここでは、十勝沖地震における震動を周波数分

ている間に振幅の中心軸がシフトする傾向が認められ

析することによって、土圧および水圧の慣性力に対す

た。このため、単純に加速度を積分するだけでは妥当

る位相特性を検討する。検討に当たっては、ケーソン

な速度や変位を得ることはできなかった。従って、こ

が移動したことが明瞭な32秒付近と36秒付近に着目

れらの誤差を含む観測値の解析を改善するため、観測

し、それぞれ周期が1.32秒と0.90秒の単一周波数成分

値に低周波フィルターを適用して加速度振幅の中立軸

をフーリエ解析によって抽出して比較した。Ƚ34お

の時間に伴う変化を求め、これを観測値から差し引く

よびȽ35には液状化対策領域と未対策領域におけ

ことによって補正した加速度を得た。この補正後の加

る、ケーソンに作用する慣性力と前面に作用する動水

速度を二度積分することによってケーソンや地盤の変

圧、背面に作用する全動土圧の時刻歴、および周波数

位の時刻歴を算定した。フィルターの特性が地震動

分析の結果を示す。外力の算出方法はˑȅˎで説明し

後の残留変位量を変化させるので、この残留変位量

た方法と同様である。

が GPS 測量や傾斜計による変位測定で得られた値に

Ƚ34によれば、動水圧の位相は慣性力とほぼ同位

合うようにフィルターの仕様を決めた。また、ケーソ

相であるのに対して、動土圧は液状化対策領域ではほ

ン底面に作用するせん断力は、ケーソンの単位奥行き

ぼ逆の位相となっている。一方、Ƚ35に示す未対策

当たりの質量に観測されたケーソンの絶対平均加速度

領域では逆位相にまでは至らず、中立的な90度（270度）

（TA1,TA3および UA1,UA3）を乗じたものから土圧

方向となっていることが分かる。

と水圧を差し引いて算定した。
16
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とんど見られず、発生した過剰間隙水圧の値は初期有
効上戴圧に比べてかなり小さいことから、計測方法に

本報告では2003年十勝沖地震で観測した試験岸壁の

問題があったと推定できる。したがって、液状化の発

挙動、および地震前後に観察された試験岸壁の変状に

生を間隙水圧の挙動から直接判読することはできな

ついて報告した。内容を以下に取りまとめる。

かった。

①海底地盤に狭在している比較的剛性の低い沖積粘土

④地表面の変状、地盤の変位、測定された間隙水圧挙

の影響で、試験岸壁での地表面での加速度は３㎞ほど

動、および測定した液状化強度から総合的に判断する

離れた建設事務所と比較するとかなり小さかった。ま

と、液状化対策した土塊では間隙水圧の発生が抑えら

た、計測された加速度には液状化した地盤が示すサイ

れたと思われるが、液状化対策領域と未対策領域に共

クリックモビリティーの特徴が認められた。

通して存在する海底地盤表層の As1で間隙水圧発生と

②試験岸壁の背後地盤では特徴的な亀裂や墳砂・噴水

剛性低下が生じたと考えられる。これにより、液状化

が確認され、液状化が発生したことが分かった。サン

対策により密度を増大した土塊は液状化しなかったも

ドコンパクションパイル工法により地盤密度を増大さ

のの、ブロック状に変位したと考えられる。

せた土塊では際立って亀裂の発生が少なく、液状化対

⑤地震動を受けても剛性を失わない割石が土圧に抵抗

策の効果がある程度認められた。

するために、ケーソンの変位に伴い作用する土圧は減

③測定された背後地盤内の間隙水圧には振動成分がほ

少した。ケーソンが独立に挙動しなかったなどの理由
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により、ケーソンの変位量には液状化対策の効果は見

४ࣉࡃ

られなかった。しかし、液状化対策領域ではケーソン

１）渥美洋一、窪内篤、三浦均也：実大重力式岸壁に

に作用する土圧は慣性力と位相がずれるため、結果的

よる地震時挙動観測の概要、北海道開発土木研究

にケーソンに作用する水平力の合力や底面のせん断力

所月報 No.616,pp4-13（2004）

は低減されることが分かった。
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