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まえがき 

 苫小牧港では北海道における取扱い貨物 

のうち約５割の取扱貨物量を誇りながら、 

これまで大規模地震災害時にも利用できる 

耐震強化岸壁の整備が行われていなかった。 

 このため平成 18 年度の港湾計画一部変更 

において、耐震強化岸壁を東港区の中央ふ 

頭（写真－１)に位置付け、緊急物資等の輸 

送拠点として整備することとなったもので 

ある。なお、この港湾計画の変更では、現 

在西港区入船ふ頭に配備されている国際コンテナ荷役機能を東港区中央ふ頭にシフト

する内容も盛り込まれており、西港区の狭隘化を解消すると共に、平成 19 年度の港湾

計画改訂において大規模地震発生後、速やかにコンテナの利用を可能とする機能が付

加されることとなった。 

 本報文は、苫小牧港における「コンテナ荷役機能を有する耐震強化岸壁」の設計を

新基準に準拠し、設計対象施設に作用する地震動の考え方と動的解析結果、想定断面

決定までの経過について報告するものである。 

 

１． 本施設設計における基本的な考え方 

１－１．耐震強化岸壁としての必要な機能 

 本岸壁の港湾計画上の位置付けは、平成 19 年 3 月の一部変更において苫小牧市及び

厚真町、むかわ町、安平町の１市３町に対する緊急物資輸送等の確保として、「耐震強

化施設（特定（緊急物資輸送対応））」とされ、その後平成 19 年 11 月の改訂で国際物

流機能の維持を目的として「耐震強化施設（特定（幹線貨物輸送対応））」が追加され

たものである。 

 本設計では、「港湾の施設の技術上の基準・同解説（以下、基準）」に記載されてい

る分類１ ）とその性能規定及び設計状態に基づき、本岸壁の要求性能、許容される修復

の程度、整備水準を以下のように設定した。 

① 要求性能：対象船舶は 12,000DWT 級の一般貨物船及び RO-RO 船やフェリーによ

る緊急物資の搬入を可能とすると共に、国際コンテナ貨物の利用を想定した。 

このため緊急物資の輸送として車両による搬入のみならず、コンテナも扱える 

ようにガントリークレーンが稼働できることを条件とした。 
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② 許容される修復の程度：兵庫県南部地震では、緊急対応時期(震災後 1～3 日) 

を過ぎた日から 14 日目までの応急対応時期において緊急物資輸送のための自衛

隊艦艇、海上保安庁艦艇、一般船舶等による海上輸送がピークであった２ ）。この

実例から本岸壁の復旧は、3 日程度で修復可能であることを目標とした。なお、

修復の程度は、「エプロンの傾斜は砂利等により平坦化する」、「ガントリークレー

ンは脚部の調整等により稼働できるようにする」等の簡易的な手法を想定した。 

③ 整備水準：本岸壁において求められる機能を確保する整備水準としては、使用

性限界、修復性限界の観点から次のように設定した。 

緊急物資輸送時、速やかに供せられる岸壁前面上の水平変位量：100 ㎝  

許容傾斜角：3 度 

国際物流維持としてのガントリークレーンの許容レール間変動量：50 ㎝  

許容レール前後高低差：±30 ㎝  

１－２．設計上、利用上、施工上の条件 

 本岸壁は、耐震化すると共に既設-10m 岸壁を前出しし、-12m に増深改良するととも

に、既に供用されている隣接の-14m 岸壁と連続バースとして使用できるようにするも

のである。本岸壁の前面は隣接する-14m 岸壁の泊地として既に水深-14m に浚渫済みで

あり、鋼管矢板の受働崩壊幅内に泊地がかかるため、設計水深は洗掘防止工を施工し

た後の最深部である-14.2m を採用した。また、現在西港区を利用している国際コンテ

ナ荷役のシフトは、平成 20 年 5 月から随時行われ、同年 10 月にはほぼ全数が予定さ

れている。このため航行の安全保持の観点から、岸壁建設における海上施工が現実的

に困難と考えられるため、設計段階から極力海上施工を少なくし、早期完成を施工上

の条件として考慮した。 

 なお、地震動の設定については、次章にて別途記載するものである。 

 

２． 地震動の設定 

２－１．レベル１地震動 

 図－１は、本設計におけるレベル１地震動の設定手順(控え直杭式)を示しており、

基盤層は、土質条件から-37.1m と設定している。また設計に使用する苫小牧の入力地

震波形は、国総研ＨＰより基盤加速度が max147.881Gal となっており、ＦＬＩＰによ

る１次元地震応答解析の結果、地表面加速度は max115.13Gal になった。以降、図－１

の手順に沿って計算した結果、照査用震度は Khk＝ 0.23 となった。 

２－２．対象地震動の絞り込み 

 レベル２地震動の設定は、基準３ ）において想定地震の中から地震動の最大振幅、周

期、継続時間、構造物に与える影響の大きさ等を考慮することとなっており、地震の

発生メカニズムから発生要因別として「海溝型地震」「プレート内地震」「内陸型地震」

に分類すると共に、計算手法別として「直下型」「活断層」「海溝型」に分類されてい

る。これらの想定地震と苫小牧港における条件とを照らし合わせて対象地震の発生要

因別に分類すると表－１のように整理できる。対象地震は、苫小牧の実情から「過去

に大きな被害をもたらした地震の再来」やプレート境界が遠い「海溝型」に分類され 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る地震は検討の対象から外した。またプレート内地震としては、「Ｂ苫小牧市地域防災

計画 苫小牧沖の地震」が平成 5 年における釧路沖地震の観測データを基に設定され

ているが、他の苫小牧市地域防災計画の地震に比べ最大震度が小さく被害も少ないと

考えられるため、検討対象から外した。これらを踏まえ対象とする地震は、「内陸型地

震：活断層」「M6.5 の直下型地震」の 2 種類とした。 

 図－２は、苫小牧周辺の活断層を示したものである。本設計で対象とする断層は、

地震調査研究推進本部ＨＰより「石狩低地東縁断層帯南部」としている。 

２－３．強震観測データの選定 

 苫小牧港周辺の強震観測地点は、苫小牧港湾事務所に設置されている苫小牧-G のほ

か、(独)防災科学技術研究所のＨＰより強震観測網 K-NET の HKD129 と基盤強震観測網 

図－１ レベル１地震動設定フロー 

表－１ 対象地震の分類 
港湾基準(平成19年度改訂版)

該当項目

Ａ
地震調査研究推進本部
 石狩低地東縁断層帯南部の地震

②活断層の活動による地震
④中央防災会議や地震調査研究推進
　本部など国の機関の想定地震

内陸型地震
 活断層の活動による

活断層 ○

Ｂ
苫小牧市地域防災計画
 苫小牧沖の地震（震度５強）

⑤地域防災計画の想定地震
プレート内地震
 海洋プレートの深部での
 破壊による

平成５年釧路沖
地震の観測データ

を基に設定
×

Ｃ
苫小牧市地域防災計画
 馬追断層の地震（震度６強）

②活断層の活動による地震
⑤地域防災計画の想定地震

内陸型地震
 活断層の活動による

活断層 ×

Ｄ
苫小牧市地域防災計画
 苫小牧直下の地震（震度６強）
 (隈根尻上昇帯)

③地震学的あるいは地質学的観点か
　ら発生が懸念されるその他の地震
⑤地域防災計画の想定地震

内陸型地震
 活断層(未確認)の活動に
 よる

活断層 ×

Ｅ M6.5の直下地震 ⑥M6.5の直下地震 様々な要因 直下型 ○

計算手法別分類 採否対象地震 発生要因別分類

【控え直杭式　：　設計水深　h＝14.2m】

　　フーリエ変換

（FFT）

地震入力

フーリエ逆変換（IFFT）

地震動継続時間に関する補正

　αf=147.54 Gal, S=3563.46 Gal

　p=0.35･ln(S/αf)-0.2= 0.91

　αc=p･αf= 134.93 Gal

αf： フィルター処理後の加速度最大値

p： 地震動の継続時間の影響を考慮する低減率

αc： 補正後加速度最大値

照査用震度の算定

　Khk=1.91･(Da/Dr)
-0.69･(αc/g)+0.03= 0.23

  Da=15cm  Dr=10cm  g=980Gal

１次元地震応答解析
 　　（FLIP）

入力地震動波形
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KIK-NET の IBUH03 との 3 観測地点が示され 

ている。このうち、苫小牧-G と HKD129 で  

は同時に取得された観測記録の比較におい 

てほぼ同等のサイト特性であると判断され 

ている４ ）ことから、設計に使用する強震観 

測データは、HKD129 と IBUH03 に本岸壁を 

加えた３地点（図－３）の近傍にて常時微 

動観測を行い、本岸壁のスペクトル傾向が 

類似している HKD129 を採用した。検討対象 

地震は、この HKD129 において観測された最近の強震観測データからマグニチュードが

4～6 程度で震央距離まで 50 ㎞程度のものを５地点選択し(図－４)、活断層の向き、

加速度の大きさから対象地震に一番類似している「070312(M4.5)」を採用した。 

２－４．地震波形の設定 

 採用した強震観測データは、工学的基盤におけるＮＳ成分とＥＷ成分といった方向

性を持った加速度波形としてとして示される。これら加速度の方向を合成して、岸壁

法線と直角方向の工学的基盤加速度としたものが、図－５に示す合成加速度時刻歴の

波形である。ＦＬＩＰにおける解析は、この地震波形を基盤層に作用させて地盤の変

図－３ サイト増幅特性既知点 

図－４ 検討対象地震震央位置 

(1) M6.5直下地震

(2) 活断層による地震
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図－５ 合成加速度時刻歴(070312) 

【地表における断層帯の位置・形状】

北端　：　北緯　42°52’　東経　141°42’
南端　：　北緯　42°40’　東経　141°48’
長さ　：　23km以上

走向　：　N20°W

傾斜　：　東傾斜(低角度)
幅　　：　不明

図－２ 苫小牧付近における活断層 



形を算出するものである。なお、この合成波形より、本設計にて作用させる基盤加速

度は、『M6.5 直下型地震：327Gal』『活断層地震：508Gal』となる。 

 

３． 苫小牧港耐震強化岸壁の設計 

３－１．苫小牧港耐震強化岸壁の特殊性 

 苫小牧港の耐震強化岸壁は、既設-10m 岸  

壁（図－６）の前出しにより建設されるも 

のである。既設岸壁は、新基準を用いて安 

定性を照査したところ、滑動と円弧すべり 

において許容値を下回る結果となっており、 

桟橋構造の土留壁や矢板式構造の控え版としての流用は実質的に困難と判断した。ま

た過年度行った旧基準での試設計において、本体を重力式構造にした場合は、堤体幅

が最低 20m 必要となっており、拡幅や嵩上げが必要となる重力式岸壁の本体構造とし

ての流用も断念した。なお既設ケーソンは、施工時における土留め壁として利用でき

ることから撤去しないこととした。このため、解析モデルにはケーソンを歪まない個

体として組み込むこととした。 

 もう一つの特殊な点は、１章で述べたように発災後緊急物資の輸送と共に国際物流

機能を保持すべく、ガントリークレーンによる荷役作業を可能とするのが条件となっ

ていることである。このため、本体構造の変形が直接クレーン基礎の変形に影響を与

える重力式構造や桟橋式構造ではなく、クレーン基礎の許容値と本体構造の許容値を

別で考慮できる控え直杭式鋼管矢板構造を基本として検討を進めることとした。 

３－２．基本構造 

図－７は、本設計にて検討の対象とした基本構造である。この断面は、レベル１地

震動により鋼管矢板の根入れを決定し、その矢板にかかる応力から控え鋼管杭やタイ

ロッド等の諸元を決定している。なお控え鋼管杭は、通常の計算方法によると既設岸

壁の裏込石の位置になるため、施工性を考慮して裏込石の背後に設置する断面とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６ 既設岸壁(中央-10m)断面図 

図－７ 岸壁(中央-12m) 検討断面(レベル１地震動による構造) 

固 化 処 理 土
(qu＝200kN/m2)



なお検討断面には、既設岸壁の背後が埋立地盤であり土質試験結果から液状化対策

工が必要とされていることと、岸壁前面の地盤において底質の粒径から洗掘防止工が

必要であることを解析モデルに反映させることとした。 

３－３．解析モデル及び入力条件の設定 

 図－８は、ＦＬＩＰに用いた解析モデルである。ＦＬＩＰの解析にて必要となるパ

ラメータの詳細は参考文献５ ）によるものとし、ここでは本設計のモデル作成における

諸条件として留意した点を述べる。なお、今回の断面ではモデルの作成には約 2 週間

程度の期間を要したこと、一度作成したモデルの修正は非常に困難であることから、

適切に条件を設定することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

・  ケーソンは、地盤と一緒に変位する構造体であるが、歪みを生じない個体とし

てモデルに組み込むこととした。 

・ 解析範囲は、基準６ ）より対象施設の 3～5 倍が必要とされている。対象施設が約

50m であることから 250m を解析範囲とした。 

・ 基準６ ）では、兵庫県南部地震における状況として、岸壁法線から背後 100m の範

囲まで側方流動の影響が見られたことが記されている。このため、岸壁陸側の

側方粘性境界は、岸壁法線より 100m 以上離れた位置とした。 

・ 地盤の評価は、基準６ ）に基づき土質試験結果を忠実に反映させた。なお、裏込

石や基礎捨石は、参考文献７ ）からＣ＝20kN/㎡、φ＝35°の値を使用した。 

・ ガントリークレーンの基礎杭は、独立した構造体でありながら地盤と共に変位

するものと考え、モデルの中では構造体として見込まないものとした。 

３－４．解析結果 

表－２は、ＦＬＩＰによる解析ケースとその結果を示したものである。なお現時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－８ 解析モデル 

表－２ 解析ケース・解析結果一覧(活断層による地震) 

い① ② ③

ｹｰｽ 液状化 解　析　結　果

No. 部材 矢板下端 部材 杭下端 位置 対策工 変位量 傾斜度 矢板ﾓｰﾒﾝﾄ 杭ﾓｰﾒﾝﾄ ﾚｰﾙ幅 ﾚｰﾙ高低差

１ 鋼管矢板 -29.9m 固化処理 鋼管杭 -19.9m 48ｍ 固化処理 ＯＵＴ ＯＫ ＯＵＴ ＯＵＴ ＯＫ ＯＵＴ

２ ハイブリッド -29.9m 軽量固化 ハイブリッド -19.9m 48ｍ 固化処理 現地盤(②，③)固化改良 ＯＵＴ ＯＫ ＯＫ ＯＫ ＯＫ ＯＵＴ

３ 鋼管矢板 -29.9m 軽量固化 鋼管杭 -19.9m 48ｍ 固化処理 現地盤(②，③)固化改良 ＯＵＴ ＯＫ ＯＫ ＯＵＴ ＯＫ ＯＫ

４ ハイブリッド -29.9m 軽量固化 ハイブリッド -19.9m 48ｍ 固化処理 現地盤(①～③)固化改良 ＯＵＴ ＯＫ ＯＫ ＯＫ ＯＫ ＯＫ

５ ハイブリッド -29.9m 軽量固化 ハイブリッド -19.9m 48ｍ 固化処理 ＯＵＴ ＯＫ ＯＫ ＯＫ ＯＫ ＯＵＴ

６ ハイブリッド -29.9m 軽量固化 ハイブリッド -19.9m 70ｍ 固化処理 ＯＫ ＯＫ ＯＫ ＯＫ ＯＫ ＯＫ

７ ハイブリッド -36.1m 軽量固化 ハイブリッド -36.1m 48ｍ 固化処理 ＯＵＴ ＯＫ ＯＫ ＯＫ ＯＫ ＯＫ

８ 鋼管矢板 -29.9m 軽量固化 鋼管杭 -19.9m 70ｍ 固化処理 ＯＵＴ ＯＫ ＯＫ ＯＵＴ ＯＫ ＯＫ

９ 鋼管矢板 -29.9m 軽量固化 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ+鋼管 -19.9m 70ｍ 固化処理 控工：2/3をﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ化 ＯＫ ＯＫ ＯＫ ＯＵＴ ＯＫ ＯＫ

10 鋼管矢板 -29.9m 軽量固化 ハイブリッド -19.9m 70ｍ 固化処理 ＯＫ ＯＫ ＯＵＴ ＯＫ ＯＫ ＯＫ

11 鋼管矢板 -29.9m 軽量固化 鋼管杭 -19.9m 48ｍ 固化処理 鋼管杭の肉厚：19㎜→22㎜ ＯＵＴ ＯＫ ＯＫ ＯＵＴ ＯＫ ＯＫ

ｹｰｽ 液状化 解　析　結　果

No. 部材 矢板下端 部材 杭下端 位置 対策工 変位量 傾斜度 矢板ﾓｰﾒﾝﾄ 杭ﾓｰﾒﾝﾄ ﾚｰﾙ幅 ﾚｰﾙ高低差

12 鋼管矢板 -33.8m 固化処理 鋼管杭 -21.3m 47ｍ ＳＣＰ ＯＵＴ ＯＫ ＯＫ ＯＵＴ ＯＫ ＯＫ

13 鋼管矢板 -33.8m 固化処理 鋼管杭 -21.3m 47ｍ 固化処理 ＯＫ ＯＫ ＯＫ ＯＫ ＯＫ ＯＫ

　※　鋼管矢板・鋼管杭の『ハイブリット』とは、鋼管の中にコンクリートを詰めたもの。

　※　裏埋土の『固化処理』は事前混合処理土（セメント系固化処理）、『軽量固化』は軽量固化処理土のこと。改良強度は、No.１～11 qu＝100kN/m2、No.12～13 qu＝200kN/m2。

　※　控え工管杭の『位置』は、法線からの離れを示す。

　※　液状化対策工の『ＳＣＰ』はサンドコンパクション、『固化処理』とはセメント系固化処理のこと。改良強度は、No.１～11 qu＝100kN/m2、No.12～13 qu＝200kN/m2。

控え鋼管杭(φ1800×t19)鋼管矢板(φ1400×t18)
備　　　考裏埋土

鋼管矢板(φ1500×t22)
裏埋土

控え鋼管杭(φ1700×t20)
備　　　考



における解析は、基盤加速度の大きい「活断層による地震」についてのみ行っている。 

ケース 1～11 は、事前検討として仮想断面にて解析を行った結果である。全ての規

格値を満足したのはケース 6 の場合のみであり、鋼管矢板や鋼管杭の剛性を高めたり、

地盤の固化改良範囲を広げるよりも、控え工の位置を地盤の水平変動量が小さい位置

まで岸壁法線から離す方が効果的である結果となった。 

ケース 12～13 は図－７の断面にて解析した結果であり、ケース 13 にて規格値を満

足している。今後は、事前検討結果を参考に経済性及び施工性を考慮し、より現実的

な断面について検討を行うものである。なお図－９に示すＣＡＳＥ－12、図－10 に示

すＣＡＳＥ－13 は、図－８のモデルから構造物の近くを拡大したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

・  地盤の残留変位は、底面粘性境界と岸壁法線下端との交点において約 10 ㎝生じ

ていた。この変位量は、施設を含めた周辺地盤全体が動いていることを示すも

のである。 

・ 岸壁背後の地盤は図の左下に向かって歪んでおり、エプロンの沈下と岸壁前面

土砂の盛り上がりを誘発している。 

・ 部材に生じる曲げモーメントは鋼管杭において塑性限界を超えており、部材の

剛性を上げるなどの見直しが必要である。 

・ クレーン基礎の前後のレールの高低差は許容値内に収まっており、脚部のジャ

ッキアップ等による応急処置が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

・  地盤の変状に関する傾向は、ＣＡＳＥ－12 と同じ。ただし、絶対量は全体的に

小さくなっている 

・ 液状化対策工の範囲を固化改良することにより、控え工周辺の地盤の変形量が

小さくでき、結果として施設全体の変位を抑制する効果につながった。 

３－５．考察 

以上より、今回行った耐震岸壁の設計においての留意事項等を下記に示す。 

① 本設計断面では、解析モデルの作成に 2 週間程度かかっており、入力条件の数

図－９ ＣＡＳＥ－12 液状化対策工をＳＣＰとした断面(図－７ 参照) 

図－10 ＣＡＳＥ－13 液状化対策工を固化改良とした断面（図－７ 参照） 

前面矢板：鋼管矢板(φ1500×t22　矢板下端-33.8m)
変位量　1.133－0.105＝1.028　＜　1.0　ＯＵＴ

杭頭の当初位置に対する残留変位 1.133(m)
地盤の当初位置に対する残留変位 0.105(m)

矢板の傾斜度 1.42°＜ 3°　ＯＫ
発生最大曲げモーメント 7,672(kN･m/m)

＜ 全塑性曲げモーメント 8,281(kN･m/m)　ＯＫ
控え直杭：鋼管杭(φ1700×t20　杭下端-21.3m)

発生最大曲げモーメント 3,728(kN･m/m)
＜ 全塑性曲げモーメント 3,610(kN･m/m)　ＯＵＴ

クレーン基礎
前後レール幅(16.0mに対して)

16.113 (m) ＜ ±0.5 (m)　ＯＫ
前後レール高低差(0.0mに対して)

0.233 (m) ＜ ±0.3 (m)　ＯＫ

前面矢板：鋼管矢板(φ1500×t22　矢板下端-33.8m)
変位量 0.837－0.098＝0.739　＜　1.0　ＯＫ

杭頭の当初位置に対する残留変位 0.837(m)
地盤の当初位置に対する残留変位 0.098(m)

矢板の傾斜度 0.74°＜ 3°　ＯＫ
発生最大曲げモーメント 7,268(kN･m/m)

＜ 全塑性曲げモーメント 8,281(kN･m/m)　ＯＫ
控え直杭：鋼管杭(φ1700×t20　杭下端-21.3m)

発生最大曲げモーメント 3,506(kN･m/m)
＜ 全塑性曲げモーメント 3,610(kN･m/m)　ＯＫ

クレーン基礎
前後レール幅(16.0mに対して)

16.041 (m) ＜ ±0.5 (m)　ＯＫ
前後レール高低差(0.0mに対して)

0.140 (m) ＜ ±0.3 (m)　ＯＫ



にもよるが多くの時間を要するものである。また一度作成したモデルの修正は、

ＦＬＩＰプログラムの設定上、全てやり直しとなる場合が多く非常に困難であ

る。このため、検討において想定される地盤改良等の領域は、当初から細かく

設定しておくことが検討期間の短縮につながる。 

② 解析結果では、基盤層直上における地盤の残留変位量が生じており、施設を含

めた周辺地盤そのものが動いていた。基準 ６ ）では「粘性境界の部分に累積する

ことがあるので変形量の評価時には粘性境界での変形を控除して評価する必要

がある」となっており、当該設計地盤の場合でも施設の変位量の評価に当たっ

ては、杭頭の変位量から地盤の変位量を控除することとした。 

③ 解析ケースとして地盤における固化改良の有無や部材の種類・根入れの違いに

よる発生最大曲げモーメントについては、関連性が見られるものの明確な相関

は見られなかったため、様々な組み合わせによる検討が必要となった。 

④ 事前検討の結果より岸壁の変位量の抑制には、固化改良範囲の拡大や鋼管矢

板・控え鋼管杭の根入れ長を増すよりも、控え工を岸壁法線から極力離す方が

本地盤条件には効果的であった。これは、控え工の位置を地盤の水平変動の影

響が少ない場所にすることで、控え工の変位量が小さくなり、結果として施設

全体の変位が抑えられたためと思われる。 

 

あとがき 

 本施設の設計では、仮想断面にて事前検討を行った後、レベル１地震動にて断面を

再度仮定し、最終的にはレベル２地震動を用いたＦＬＩＰの結果にて決定することと

なり、最適な断面を求めるためには繰り返し作業が生じる結果となった。新基準によ

る耐震設計の事例が少ないため、この決定方法が苫小牧港特有の結果かどうかは断定

できない。しかし、ＦＬＩＰにおけるモデルの作成や解析に多大な時間が必要である

ことから、本報文における検討経過が今後の検討において参考となれば幸いである。 

また、繰り返し計算がより効率的に行えるよう、ＦＬＩＰの入力システムの改善が

望まれるものである。 
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