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1 序論

1.1 背景と目的

　2011 年東北地方太平洋沖地震は，Mw 9.0 という近代の人類史においても稀有な大地震であり，

是によって引き起こされた大津波によって，多くの人命が失われ，様々な構造物および施設は

甚大な被害を受けた．また巨大津波による浸水で電源喪失に至った福島第一原子力発電所のメ

ルトダウンに伴う放射能汚染も極めて深刻であり，世界中に撒き散らされた毒素は猖獗を極め，

被爆者の生命を脅かすだけでは飽き足らず，風評被害という名の呪詛によって人々の精神を未

だ蝕み続けている．福島第一原子力発電所事故によって，我が国の経済は徹底的に破壊され，

民人は蹂躙され尽くした．痛ましい傷痕は永劫消えることはなく，桎梏は血肉と同化し最早引

き剥がすこと能わず，惨劇は世界中の人々の記憶の骨髄にまで深く刻み込まれた．こうした厳

然たる事実を受け，津波防護施設の適切な在り方が問われている．

　代表的な津波防護機能を持つ沿岸構造物として防波堤（その多くは混成堤）が挙げられる．

件の地震津波によって東北地方の防波堤は，青森県の八戸港，岩手県の釜石港，宮城県の女川

港をはじめとして致命的な被害を受けた．そのなかでも破壊メカニズムとして着目されたのが

「洗掘」と呼ばれる流れによって捨石や砂地盤が洗い流され掘り出される現象である．津波が

混成堤を越流した際，その流れが港内側に上部から打ち込むことで，あるいは堤頭やケーソン

間の目地といった狭い箇所で流れが集中することで，ケーソンを支持しているマウンドは洗掘

を受け支持性能を喪失し，最終的に堤体は倒壊に至る．従来の防波堤の設計基準では，滑動，

転倒，支持力の３つの破壊モードについての照査が求められていたが，先に述べた洗掘と呼ば

れる破壊メカニズムは考慮されていなかった．また港外側の水位と港内側の水位の差による浸

透力がマウンドの支持力に与えた影響もあり，洗掘と浸透力と津波波力という３つの力の複合

的な効果を設計で考慮することが課題となった．

　この他にも東北地方太平洋沖地震において，津波波力によって RC 構造物が基礎杭ごと引き

抜かれて押し倒された事例もあり，地震による液状化で地盤の強度が低下している状態で津波

が襲来し外力が加わることで，沿岸区域周辺の施設が想定以上の被害を受けた点が指摘されて

いる．このような地震による液状化と津波の複合作用も沿岸構造物の設計において十分に考慮

されていなかったテーマであり課題である．

　以上に述べたように，既往の設計基準では考慮されていなかった複雑な現象を検討するため

に，様々な室内実験が研究者らによって実施されてきた．実験的アプローチは強力な手段では

あるが，詳細な分析をするという観点，実際のスケールではどうなるのかという観点，コスト
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パフォーマンスの観点からも数値解析による検討が必要である．また国土交通省の防波堤の耐

津波設計ガイドラインにおいても『設計で対象とする津波レベルを超える規模の津波が来襲す

る場合であっても，津波の波力や越流等により防波堤の機能が可能な限り損なわれないように

付加的に対策を施し，津波に対して倒壊しにくい「粘り強い構造」を目指すものとする．』と

の記載があり，また『性能照査にあたっては，水理模型実験や数値解析を最大限活用すること

により，防波堤の全体安定性を確認することが望ましい．』と記載されている．つまり，構造

物に対する設計基準の想定を超える外力が作用した際の大変形挙動について，実験だけではな

く数値解析も活用してある程度は予見しておくことが設計上望ましいということである．

　従来は実験による検討が主であった津波越流による基礎マウンドの洗掘に伴う混成堤の倒壊

現象を数値解析で評価することは，最適な構造の選定の効率化や実験費の削減につながるため，

地震津波防災の観点から公益に資するものである．また液状化層上に設置された構造物の地震

時挙動を数値解析で予測することは，地震と津波の複合作用といった様々な被災シナリオの影

響を考慮するために不可欠である．

　以上の背景を受け，本研究ではメッシュフリー法であり大変形解析に対して適用性の高い

Smoothed Particle Hydrodynamics(SPH)と Distinct Element Method(DEM)を連成させることで，混

成堤に対して津波や地震を作用させる数値解析的な検討を実施し，地震津波被害の評価を目的

とした解析手法の適用性および妥当性を検証しつつ工学的な立場に基づいて分析を実施する．
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1.2 防波堤の被災事例

　本節では，東北地方太平洋沖地震において被害を受けた防波堤の事例を紹介する．東北港湾

における津波・震災対策技術検討委員会[1] において防波堤の被災は 4 パターンに分類されてお

り，それぞれ越流洗掘型，津波波力型，堤頭部洗掘側，引波水位差型と分類されている．各被

災パターンと実際に被災した施設例をに表-1.1 に示す．洗掘による破壊の形態としては，越流

による打ち込みが作用することによる洗掘，流れが集中しやすい堤頭部における洗掘の 2 パ

ターンに分類されている．

表-1.1　防波堤被災パターンの分類[1] 

分類 被災の概要 主な被災施設

越流洗掘型 港内外水位差等による津波力だけで

は，ケーソンの安定性に影響を与え

るには至らないが，津波の流れや越

流に伴う渦等の影響で港内側のケー

ソン背面のマウンドまたや地盤面が

洗掘を受け，最終的に堤体の支持力

不足によりケーソンが滑動，滑落し

たもの

八戸港八太郎防波堤

（中央部）

津波波力型 港内外水位差等による直接的な津波

力により，ケーソンが不安定ととな

り滑動，転倒，支持力破壊が生じた

もの

八戸港八太郎防波堤

（ハネ部），釜石港

湾口防波堤（北），

大船渡港湾口防波堤，

相馬港沖防波堤

堤頭部洗掘型 堤頭部周辺の流れにより，基礎マウ

ンドが洗掘を受け，ケーソンの滑落

が生じたもの

宮古港竜神崎防波堤，

宮古港藤原防波堤，

八戸港中央防波堤，

八戸港第二中央防波

堤

引波水位差型 第一波の押波時の津波力や越流に伴

う洗掘だけでは，不安定までには至

らないが，引波時における港内外水

位差により，ケーソンが不安定とな

り滑動，転倒，支持力破壊が生じた

もの

女川港防波堤
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1.2.1 八戸港

　青森県八戸港北防波堤の被災前後の外観[2] を図-1.1 に示す．ハネ部のほぼ全域および中央部

の半数の堤体が消失している．

 

 

図-1.1　八戸港北防波堤被災前後の外観[2]
 

　八戸港における洗掘被害の事例断面を図-1.2，図-1.3 に示す．ハネ部では直立部が転倒してお

り，港内側のマウンドの洗掘は見受けられず，津波波力により滑動，転倒したものと考えられ

る．中央部では港内側のマウンドおよび砂地盤が洗掘を受け，さらにその背後に洗掘された土

砂などが堆積している様子が見受けられる．また直立部が大きく倒壊している断面も有り，洗

掘を受けた箇所に落ち込むようにして直立部が移動している．防波堤を越流するような規模の

津波が長時間作用した結果，港内側の基礎マウンドや海底地盤が洗掘を受け，最終的に防波堤
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は安定性を喪失したと考えられている．

 

図-1.2　八戸港北防波堤ハネ部被災断面

 

図-1.3　八戸港北防波堤中央部（11 工区）の被災断面（図中赤線：被災後の地盤面）[2, 3]
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　八戸港における北防波堤および中央防波堤と第二中央防波堤近傍の洗掘状況[3]を図-1.4 に示

す．防波堤の堤頭部や開口部は流れが集中しやすいため洗掘被害を受けやすいと考えられ，深

さ方向に 10m を超える洗掘を受けた箇所も散見される．開口部の集中した流れによる洗掘の影

響で，開口部に隣接するケーソンが倒壊していた．

 

図-1.4　基礎マウンドおよび海底地盤の洗掘状況（八戸港）[3]
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1.2.2 釜石港

　岩手県釜石港における被災前後の様子[4]を図-1.5 に示す．北堤は全面的に倒壊しているが，

南堤は約半数が残存している．

 

図-1.5　釜石港防波堤被災前後の様子[4]

　釜石港の津波被害直後の様子[5]を図-1.6 に示す．紙面左方向の港内側に向かってケーソンが

押し流されている様子がわかる．また図-1.7 に釜石港北堤の被災状況[5]を示す．浅部はほぼす

べての堤体が津波により流されているのに対し，深部ではところどころ欠けるようにして堤体
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が欠損していた．

 

図-1.6　釜石港防波堤の被害の様子[5]（左側が港内，2011 年 3月 18日港湾空港技術研究所撮

影）

 

図-1.7　釜石港北堤防波堤被災状況[5]（東北地方整備局作成）

　図-1.8 に釜石港湾事務所が撮影した津波襲来の様子[6] を示す．津波が防波堤内に流入してか

ら越流するまでの時間差がおよそ 5 分程度有り，防波堤によって津波の襲来を遅らせることが

できた可能性があると言われている．津波第一波が引いた後に堤体が一部欠けている様子も示

されている．また越流の直前に防波堤の背面の海水が泡立つという現象も確認された[4]．
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図-1.8　釜石港津波襲来の様子[6] （国交省釜石港湾事務所撮影）

　釜石港の被災断面[7]を図-1.9，図-1.10 に示す．北堤，南堤ともに港内側のマウンドの法尻部

に大きな変形は見受けられず，ケーソンがマウンド上を滑動したと考えられている．また北堤

では引波によるマウンドの洗掘も多少見受けられる．釜石港被災の分析[6] を図-1.11 に示す．

北堤側のところどころケーソンが滑落している箇所については，ケーソン間の目地部の流れに

よる洗掘が，ケーソン転落の主な原因であったと考えられている．
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図-1.9　北堤の防波堤被災断面[7]

 

図-1.10　南堤の防波堤被災断面[7]

  

図-1.11　釜石港防波堤の被災分析[6]（左側北堤，右側南堤）
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1.2.3 女川港

　宮城県女川港における被災前と被災後の防波堤の平面図[8] を図-1.12 に示す．被災後は堤体

が流され全面的に消失している．

 

図-1.12　女川港被災前後の比較図[8] 

　図-1.13 に南防波堤の被災後の様子[9]を示す．堤体の一部は残存しているが，ほとんど全ての

堤体は地上からは確認できない．図-1.14 に被災後の水中調査結果[9]とサイドスキャナー[8] に

南防波堤

北防波堤

被災前

被災後



1      序論                                                                                                                                                                 12

よる海底地形測量結果を示す．多くの堤体は港内側から港外側に向けて押し流されており，引

き波によって堤体が倒壊した稀有な事例である．女川港は港内に海水が滞留しやすい地形構造

をしており，押し波時に港内に海水が滞留して水位が上昇した後，引き波となって港外側に向

けて堤体を倒壊させたと考えられている．

 

図-1.13　女川港南防波堤の被災状況[9]

 

図-1.14　女川港南防波堤の水中調査結果[9]および海底地形測量結果[8]
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1.2.4 唐丹漁港

　岩手県唐丹漁港における被災前後の様子[10]を図-1.15 に示す．西防波堤は被災後も一部堤体

が残存している．残存した防波堤の標準断面[10]を図-1.16 に示す．西防波堤は港内側に 5.5m厚

さの捨石被覆を行っており，被覆工がケーソンの滑動抵抗として有効に機能した結果，津波に

耐えることができたと考えられている．

  

図-1.15　唐丹漁港における被災前後の様子[10]

  

図-1.16　西防波堤の標準断面[10]
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1.2.5 相馬港

　福島県相馬港の外観[2]を図-1.17 に示す．また被災直後の沖防波堤の様子[11]を図-1.18 に示す．

相馬港では，沖防波堤の延長 2700m のほぼ全域で直立部の滑動が生じた．図-1.19 の被災断面

[2]に示されるように，直立部が大きく滑動しており，津波波力が原因と考えられている．また

直立部が移動した開口部で流れが集中するなどして，沖防波堤背後に津波による大規模な洗掘

が生じていた．この他，流れの集中しやすい堤頭部においても洗掘が見受けられたが，直立部

の滑落には至っておらず，周囲を取り囲む消波ブロックが安定に寄与した可能性が指摘されて

いる[2]．

  

図-1.17　相馬港の外観および被災後の沖防波堤の様子[2]

  

図-1.18　相馬港の外観および被災後の沖防波堤の様子[11]
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図-1.19　相馬港沖防波堤の被災前後の断面[2]

　図-1.20 に示されるように，沖防波堤より港内側にある北防波堤と南防波堤はほとんど被災し

ておらず，沖防波堤による津波低減効果があった可能性が指摘されている[16]．

  

図-1.20　相馬港防波堤の被災状況[12]
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1.2.6 大船渡港

　岩手県大船渡港の被災前後の様子[13]を図-1.21 に示す．ほぼ全ての堤体が消失している．被

災前後の断面[2]を図-1.22 に示す．直立部だけではなく，基礎捨石マウンド部分もかなりのボ

リュームが津波によって流されていた．

 

図-1.21　大船渡港湾口防波堤の被災前後の様子[13]（上：被災前，下：被災後）
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図-1.22　大船渡港湾口防波堤の被災前後の断面[2]

　大船渡港の被災状況[2]を図-1.23 に示す．北堤，南堤ほぼすべての直立部が港内側へ向かって

滑落している．300kg の石材によって被覆されていた基礎捨石マウンドもほぼ全長にわたり流

出した．また開口部に設置されていた鋼セルの潜堤もすべて海底に落下していた．大船渡港で

は津波が防波堤を越流した後に直立部が滑落しており，津波波力による滑動が被災の主因で

あったと分析されている[2]．

 

図-1.23　大船渡港湾口防波堤の被災状況[2]
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1.3 津波と地震による液状化の複合災害事例

1.3.1 女川町のRC構造物

　図-1.24 に示される女川町の RC 構造物は，津波により横倒しになった構造物の基礎に長さ

6.0m の基礎杭が残存しており，地盤が液状化した状態で構造物に津波波力が作用したことによ

り引き抜かれたと考えられている[14]．

 

図-1.24　津波によって構造物基礎 PHC杭が引き抜かれた形跡[14]

1.3.2 相馬港の矢板岸壁

　相馬港の 1号埠頭の岸壁が被災した様子を図-1.25 に，2号埠頭の岸壁が被災した様子を図-

1.26 に示す．地震時に裏埋土が液状化したことにより，隅角部などの矢板継手部分に損傷が起

こり岸壁が開口し，続けて津波による洗掘を受けて被害が拡大した可能性があるとされている

[15]．
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図-1.25　1号埠頭の矢板岸壁の破損状況[15]

 

図-1.26　2号埠頭の矢板岸壁の破損状況[15]

1.4 既往の研究

　2011 年の東北地方太平洋沖地震における防波堤の津波被害事例として[16 - 18]，図-1.27 に示

されるように既往の設計基準において滑動安全率が 1.2 を上回っているにも関わらず倒壊した

事例があり，室内実験により様々な分析が実施された．その結果，越流により防波堤港内側の

原付け工やマウンドが洗掘を受けたことにより，防波堤はマウンドによる支持機能を喪失し，

滑動，転倒したとされている[19]．また防波堤における港内側と港外側の水位差による浸透力

が基礎マウンドの支持力を低下させたことも実験により明らかになっている[20]．そしてこの

洗掘と浸透力両方を考慮したドラム式遠心装置を利用した 1/70 スケールの実験も Tsurugasakiら

[21]によって実施されており，混成堤の洗掘破壊メカニズムを含めた分析と対策工の効果の検

証が実施されている．

　基本的な対策工のコンセプト[3]を図-1.28 に示す．津波波力に向けた対策として，ケーソン底

面に摩擦増大マットの導入，ケーソンの中詰材の重量化，港内側腹付捨石の設置，堤体の拡幅
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などが挙げられる．また洗掘に向けた対策として，上部工の形状の工夫による越流位置の改善，

被覆工の重量化・固化・連結， 港内側腹付捨石の設置などが挙げられる[22, 23]．

 

図-1.27　越流水深と滑動安全率の関係における防波堤の被災の有無[3]

 

図-1.28　混成堤に対する対策工の例示[3]

　数値シミュレーションによる検討については，Gotohら[24]によってピックアップレイトとイ

スバッシュ式[25]により推定された抗力係数を用いた混成堤の洗掘破壊シミュレーションが実

滑動安全率が 1.2を上回っている

場合でも洗掘によって被災
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施されている．また Imaseら[26]は，遠心実験装置とダルシー則と Biot の式に基づいた構成式

を採用した SPH 法によるシミュレーションを用いて混成堤の支持力に対する浸透力の影響につ

いて分析した．Kawakami[27]らは，Finite Element Method (FEM) and Discontinuous Deformation 

Analysis (DDA) [28]を用いて浸透力に着目した防波堤の安定性について分析した．この他

Mohamedら[29]は，津波が混成堤に作用した際の変形挙動について実験と SPH 法を用いて分析

しており，その際地盤の構成モデルは弾完全塑性が採用された．

　大津波が継続的に防波堤に作用する際，捨石マウンド内の流れは乱流が支配的であり，固体

流体の相互作用力を記述するにはダルシー則では不十分である．加えて，マウンドの洗掘や

ケーソンの倒壊のような大変形問題を取り扱うには，連続体力学の枠組みに基づいたメッシュ

ベースの手法よりも，DEMやDDA といったメッシュレスの不連続な要素を取り扱う解析手法

の方がより適切である．

　そこで本研究では，Tsuji [30] らの流体－粒子連成解析手法を SPH [31,32] -DEM [35] 連成解析

手法 [36]  に拡張し，流体を SPH，捨石やケーソンといった固体を DEM でモデル化すること

で，洗掘や浸透力といった物理現象を包括的に考慮した．加えて，General Purpose Computing 

on graphics processing units (GPGPU) 技術 [37]  を用いることで計算コストを低減している．

1.5 本論文の構成

　本論文の構成としては，まず２章で解析手法について説明し，３章で津波越流による混成堤

の倒壊に関する模型実験の概要について記述した．４章では解析手法の検証と解析パラメータ

の設定について述べており，５章において決定された解析パラメータを用いて混成堤の洗掘倒

壊実験の再現解析を実施し解析手法の妥当性を検証した．また同モデルに付加的な対策を施し

たケーススタディを実施し，越流による洗掘に対するさまざまな対策工の効果を確認した．６

章では地盤の液状化に本手法を適用して簡単な数値実験を実施しており，７章では津波などに

よって港内外の水位差がある状態を想定し，混成堤の液状化による沈下挙動に与える影響に関

する検討を実施している．８章は結論であり本研究結果の概要について記述するとともに，本

研究の位置付けについて述べている．
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2 解析手法

2.1 支配方程式

　本研究では，Anderson と Jackson (1967)ら[38]の導いた間隙率を含む 2 層系の局所平均された

物理量によって記述されたナヴィエ・ストークス方程式を流体の支配方程式として用いる．局

所平均量は以下に示す重み関数 g (r ) を用いた手続きにより定義されている．

∫V ∞

g (r )dV=1 (2.1)

ここで g(r)は r>0 のとき定義され g (r )>0 を満たし，r が増加するに連れて単調減少す

るような微分可能な関数である．ここでインテグラルの添字 V ∞ は空間全体における体積積

分を意味する．

　間隙率 ε の局所平均は重み関数 g(r)を用いて以下の式で示される．

ε (x , t)=∫V f ∞ (t )
g (x−x ' )dV x ' (2.2)

ここでインテグラルの添字 V f ∞( t) は，時刻 t の流体の座標 x'を占める領域全体における積

分を意味しており， dV x ' は，x'周辺の微小要素を意味している．

　流体の任意の物理量の局所平均量 a ( x , t) は，流体層の任意の点における物理量

a ' ( x ,t ) と重み関数 g (r ) を用いて以下の式で示される．

ε (x , t )a( x , t)=∫V f ∞(t )
a ' (x ' , t) g ( x−x ')dV x ' (2.3)

　この重み関数 g(r)による物理量の定義は SPH 法における近似手法と類似性があり，本手法で

は 2.2節において後述する SPH 近似を用いて間隙率 ε を計算する．局所平均量の空間微分や時

間微分は 2.3 式から演繹的に導出され，最終的にナヴィエ・ストークス方程式と連続式は，間

隙率 ε を含む以下の式で表される．

D(ρ f ε v f )

Dt
=−ε ∇ p+ε μ ∇2 v f +ε ρ f g+ρ f f fs (2.4)

∂(ε ρ f )

∂ t
+∇⋅(ε ρ f v f )=0 (2.5)

ここで ρ は密度, v は速度, p は圧力, μ 粘性係数, g は重力加速度, ∇
2

はラプラシアンである．
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相互作用力 f
fs
は流体が固体から受ける力を意味しており，密度を乗じた形で単位質量あたりの

力として整理している．本手法では状態方程式を用いて密度の変化から圧力の算出しており，

連続式には密度変化の項が含まれる．また相互作用力 ffs の計算に Gidaspow のモデル[39]を用い

ており，間隙率と粒径および固体粒子の周囲にある流体の相対速度と関連付けられている．本

手法ではここで示した流体の支配方程式を後述する粒子法の考え方に基づいて離散化する．

　Gidaspow のモデルは流動層の解析でよく用いられており，Ergun[40]式と Wen-Yu[41]式で構成

されている．Ergun 式は，Blake-Kozeny-Carman 式 [42,43,44] と Burke-Plummer 式 [45] の組み合

わせで成り立っており，粒子濃度の高い層，すなわち固体の割合が多い層における圧力損失と

流速の関係が記述されている．Burke-Plummer 式は慣性による力が支配的な高レイノルズ数流

れについて記述されており，一方で，Blake-Kozeny-Carman 式は粘性力が卓越する低レイノル

ズ数流れについて記述されている．また Wen-Yu 式は，粒子濃度が低い層，すなわち固体の割

合が少ない層における一様な球で構成される多粒子系の挙動の相関式であり，多粒子系の終端

速度について実験的に整理することで相関式を求めた Richardson と Zaki [46] の研究を参考にし

ている．相互作用力 ffs に関する詳細な説明は，2.4節で記述する．

2.2 SPH

　Smoothed Particle Hydrodynamics（SPH）は，ラグラジアンで記述されるパーティクルベース

のメッシュフリー法であり，宇宙物理学において星雲の衝突などの問題を解析することを目的

として Gingold と Monaghan 1977 [31]，Lucy 1977 [32]らによって開発された．SPH 法は，メッ

シュを持たないがゆえにメッシュサイズのオーダーを超えるような大変形問題の取り扱いが容

易であり，流体力学[33]から固体力学[34]まで幅広い問題に対して適用されている．

　SPH 法はカーネル関数という微分可能な関数を基礎としており，一般的には，任意の物理量

は影響範囲内（サポートドメインと呼ばれる）における物理量とカーネル関数を掛け合わせ積

分することで近似的に評価される．

SPH 法において，位置 x での物理量 f (x ) は以下の式によって近似的に表される．

〈 f ( x )〉=∫ f ( x ' )W ( x−x ' , h)dx ' (2.6)

ここで W (x−x ' , h) はカーネル関数と呼ばれ以下の性質を満たす．

lim
h→ 0

W (x−x ' , h)dx '=δ( x−x ' ) (2.7)

∫W ( x−x ' , h)dx '=1 (2.8)
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ここで， δ( x) はディラックのデルタ関数である．ある位置における物理量は，デルタ関数

と物理量を掛け合わせ領域で積分した量と一致するため，領域で積分したら 1 になるカーネル

関数でデルタ関数を置き換えるのが SPH 近似の着想である．

　対象とする媒質を N 個の微小な要素に分割し，各要素の質量を m1 ,m2 ,⋯,mN ，重心

位置を x1 , x2 ,⋯, xN ，密度を ρ1 ,ρ 2 ,⋯ ,ρ N とし，

体積 dx ' =
m j
ρ j

として式 (2.6)を離散化すると関数 f (x ) の離散化したカーネル近似が

次式のように得られる．

〈 f ( x i)〉=∑
j=1

N

f ( x j)W ( x i−x j , h)
m j
ρ j

 (2.9)

物理量が(2.9)は，対象粒子の物理量が平滑化関数によって表される分布をもって周囲に空間的

に広がっていることを意味する．カーネル近似の概念を図-2.1 に示す．Ω はサポートドメイン

と言われる影響範囲を意味している．

  

図-2.1　カーネル関数と影響範囲内の概念

　次に微分形のカーネル近似を考える．式(2.9)の f (x ) を ∇⋅ f ( x) で置き換えると，偏

微分方程式の一階の空間微分が得られる．

〈∇⋅( x)〉=∫∇⋅ f ( x ' )W ( x−x ' , h)dx ' (2.10)

ここで

∇⋅{ f (x ')W (x−x ' , h)} = ∇⋅ f ( x ' )W ( x−x ' , h) + f (x ' )⋅∇W ( x−x ' , h)

(2.11)
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であることから(2.10)式は次式のように表せる．

〈∇⋅f (x )〉 = ∫∇⋅{ f (x ' )W ( x−x ' , h)}dx ' −∫ f ( x ' )⋅∇W (x−x ' , h)dx '

(2.12)

ここで発散定理により次式が成立する．

∫∇⋅{ f (x ' )W ( x−x ' , h)}dx '=∫S
f (x ')W ( x−x ' , h)⋅ndS

(2.13)

カーネル関数 W (x , h) の性質として影響半径の範囲以外で 0，つまり積分境界上でカーネ

ル関数が 0 となると考えられるので，結局(2.13)式右辺の表面積分は 0 となる．したがって

(2.12)式は

〈∇⋅f (x )〉=−∫ f ( x ' )⋅∇W (x−x ' , h)dx ' (2.14)

となり，これを微小要素に分割し離散化すると，

〈∇⋅f (x i)〉=−∑
j=1

N

f ( x j)⋅∇ iW ( x i−x j , h)
m j
ρ j

(2.15)

が最終的に得られる．ここでカーネル関数の微分を粒子間距離 r ij=∣x i−x j∣ を用いて表すと

∇ i W (x i−x j , h)=
(x i−x j)

r ij

∂W ij

∂ r ij
 (2.16)

となる．ただし W ij=W (x i−x j , h) である．

　物理量の勾配に対するカーネル近似については，上記以外にも種々の式が提案されている．

カーネル関数の定義に基づき方程式を連立させる方法[47]や誤差が最少となるような関数を選

ぶ方法[48]などもあり，取り扱う問題や計算精度や計算コストに応じて用いる．本研究では，

圧力項の計算に以下の近似式を用いた．

〈∇⋅f (x i)〉=ρ i(∑j=1

N

m j( f ( x j)

ρ j
2 +

f ( x i)

ρ i
2 )⋅∇ i W ( x i−x j , h)) (2.17) 

影響範囲内は平滑化距離 h によって規定されており，本研究では以下に示される Wendland 

kernel [49]を用いた．

 W ij=
21

16π h3=(1− rij

2h)
4

(2 r ij

h
+1) 0⩽rij⩽2h (2.18)

　本研究における間隙率は，影響範囲内における DEM粒子の体積を合計し，サポートドメイ

ン内の体積から差し引くことによって計算される． SPH 近似を使うことによって，間隙率は
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以下の式で示される． 

 ε sph=1−∫Ω W dV dem (2.19)

ここで Ω はサポートドメインを意味している．

　本研究では水圧の計算に弱圧縮性を許容する Tait の状態方程式 [50] を採用している. ここ

で，参照密度 ρ0 は局所領域の間隙率 εと関連付けられており, 局所空間平均理論と併用される

ことで充填層内における流体の体積保存性が担保される．

 p=B[( ρρ0 ε )
γ

−1] (2.20)

ここで B は流体の体積弾性率と関連付けられる係数であり. 本研究では, 3.1×107　(N/m2) の値を

採用した．γ は 7 を用いた．

　本研究では密度を計算する際に，粒子密度再初期化 [48] を 20 計算ステップごとに実施し，

SPH 法における密度計算に伴う誤差の蓄積を軽減させている. 

ρ inew=

∑
j

ρ j W ij

m j
ρ j

∑
j

W ij

m j
ρ j

(2.21)

ここで m は SPH粒子の質量を意味している. しかしながら， 密度 ρ は充填層内において 間隙

率に応じた様々な値をとるため，式 (2.21) において適切に考慮する必要がある．そこで，本研

究では，Chen ら[51] の圧力の連続性の仮定に基づいて修正された SPH 近似を用いた．間隙率が

εjのとき圧力は以下の式で示される． 

p j=B[( ρ j
ρ 0ε j )

7

−1] (2.22)

ここで圧力が同値とすると，間隙率 εi, を用いて以下の式で記述される．

p j=B[( ρ j '
ρ 0ε i )

7

−1] (2.23)

したがって， 圧力の連続性を仮定すると， 密度 ρj' は以下の式で置き換えられる．  

ρ j '=ρ j(
ε i
ε j ) (2.24)

上記の ρj' が粒子再初期化の際に代入される．
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2.3 DEM

　Distinct Element Method（DEM）は岩盤力学の分野で Cundall と Strack(1971) [35]らよって開発

されたメッシュレスの解析手法である．DEM は，材料は異なる大きさ異なる形の粒子によって

構成されているというコンセプトに基づいており，粒状体の分析に適用されている．本研究で

は，球モデルを採用しており，粒子同士の相互作用力は線形のばねによって計算される．図-

2.2 は DEM粒子同士の接触力について示した概念図であり，Kn は法線方向のばねのばね定数，

ηn は法線方向のダッシュポットの減衰定数を意味しており，Ks 接線方向のばねのばね定数，ηs 

は接線方向のダッシュポットの減衰定数を意味している．DEM粒子間の接触力は，粒子同士が

接触している間にこれらのばねとダッシュポットとスライダーによって計算され，粒子同士が

離れている間は力が発生しない．接線方向のばねによる力は，法線方向のばねによる力に摩擦

角パラメータを乗じた力が上限として作用し，それ以上の力に対しては滑りが生じる仕組みと

なっている．

図-2.2　DEM接触力の概念

 

DEM の運動方程式は以下に示される．

ρ demV dem

∂ vdem
∂ t

=ρ dem V dem g+F c+F d (2.25)

ここで V は体積， Fc は図-2.2 のコンセプトに基づいて計算された相互作用力，Fd は流体と固

体の相互作用力（2.4節にて後述）を意味する．

　本研究ではマウンドや腹付けの砕石一粒を DEM粒子ひとつでモデル化しており，DEM粒子
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の粒子径は実際の砕石の質量と等価になるように設定している．しかしながら，実際の砕石は

様々に異なる形によって構成されているため，幾何学的な噛み合わせに基づく摩擦力も考慮さ

れなくてはならない．そこで本研究では DEM の力を計算する際に，図-2.3 の概念図で示される

転がり摩擦モデル(Sakaguchi ら, 1993 [52])を採用している．

図-2.3　Concept of rolling friction for DEM.

M f=N×b (2.26)

b=α×R (2.27)

ここで Mf  は転がり摩擦モーメント，b は半径 R と関連付けられた長さ，α は転がり摩擦係数で

ある．平面上を運動する球は，計算上転がるというモードをとることで永久に運動するが，実

際には完全な球や完全な平板は存在しえず，転がる際にも接触による何らかの摩擦損失が必ず

生じる．そこで，回転の方向に抵抗するようなモーメントを作用させることで，実現象の模擬

を図る．またこのパラメータは，球と平板間だけではなく，球同士が接触した際にも機能し，

粒子群の噛み合わせによる摩擦効果などにも適用できる．転がり摩擦係数 α は，材料の物性に

応じて調整して設定される． 
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2.4 SPHとDEMの連成方法

2.4.1 砕石の取り扱い

　式 (2.4) における流体が固体から受ける相互作用力 ffs  は，固体粒子近傍における流線の歪曲

に起因する粒子表面の摩擦と形状抵抗による小さいスケールの力であり，以下の式で計算され

る．

f fs=
β
ρ sph

(vdem−v sph) (2.28)

(1−ε)
d demε [150

(1−ε)μ
d dem

+1.75ρ sphε ∣v sph−vdem∣] (ε ≤0.8)

β= (2.29)

3
4

ρ sphε (1−ε )∣v sph−vdem∣
d dem

C D ε
−2.7  (ε>0.8)

ここで CD は抗力係数であ． v は SPH のサポートドメイン内に存在する DEM粒子の平均的

な流速を意味している．Ergun 式 は (2.29) 式において，間隙率が ε⩽0.8 の場合に適用され,

Wen-Yu 式 は間隙率が ε>0.8 の場合に適用される． なお粒子の形状による効果について

は，球形率 φ（ある粒子と同様の体積を持つ球の表面積に対する粒子の実際の表面積の比）を

粒径に掛け合わせることで近似的にに考慮する．これは，充填層における空隙の体積を粒子群

表面積で除した量が流路の平均的な径に相当するという近似的解釈に基づいている．

　固体が流体から受ける相互作用力 F
d
は，流体が固体から受ける相互作用力 ffs をあるサポー

トドメイン内の流体が固体から受ける力の和は以下に式で示される．

　また式 (2.25) における固体が流体から受ける相互作用力 F
d
は，以下の式で示される．

F d=−
V dem

1−ε
ρ sph f fs+V demρ sph f sph (2.30)

ここで ρ sph f fs は DEM粒子周りの SPH粒子の相互作用の平均値で定義する．式 (2.30)にお

いて， fsph は以下の式で示される．

f sph=
∇ psph+μ ∇

2 vsph
ρ sph

(2.31)
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fsph はナヴィエ・ストークス方程式で算定される大きなスケールの力による加速度項を表してお

り，静水圧下では DEM粒子に対する浮力に相当する項である．

2.4.2 ケーソンの取り扱い

　ケーソンは DEM粒子を互いに連結させることでモデル化しており，砕石とケーソン間の接

触力については，2.3項に基づいて計算される．一方で，ケーソンと SPH粒子の相互作用につ

いては，ナヴィエ・ストークス方程式に基づいて流体場で計算される．このとき図-2.4 に示さ

れるように，DEM粒子はあたかも SPH粒子であるかのように取り扱われる．ケーソンを構成

する DEM粒子の配置間隔は，SPH の初期粒子配置間隔と等しくなるように設定する．これは，

SPH 法による近似に基づいて密度を計算する際に，SPH粒子の空間的な偏りによる近似の誤差

の発生を抑制するためである．

図-2.4　ケーソンを構成する DEM粒子と SPH粒子の相互作用力概念図
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2.4.3 液状化層の取り扱い

　本手法では，図-2.5 に示されるように，まず外力によって DEM粒子間の間隙が減少し，その

結果 SPH 法の状態方程式(2.20)に基づいて間隙水圧が上昇，その水圧による力が DEM粒子に作

用することによって DEM粒子間同士の接触力を喪失するというプロセスで液状化現象が模擬

される．液状化層の地盤のモデル化については，原則的には砕石の計算に使用される DEM粒

子を用いる点において同様であるが，流体と固体との相互作用力を計算する際の粒子径の値を

特別に制御するものとする．つまり，液状化層の砂地盤の実際の粒子径を DEM粒子でひと粒

ひと粒再現することは，必要となる粒子数と計算時間オーダーを鑑みて困難ではあるが，流体

と固体の相互作用力は式(2.29)に示したように粒子径と関連付けられているため，流体と個体の

相互作用力を計算する際の粒子径を，液状化の対象としている地盤を構成する土粒子の粒子径

と一致させることで，地盤内の透水性については概ね液状化対象層の地盤と一致させることが

できる．

 

図-2.5　DEM粒子の変形による間隙率の変化
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3 遠心模型実験

3.1 実験装置概要

　SPH-DEM 連成解析の適用性を検討するにあたり，ドラム型遠心力載荷模型実験装置を用い

て模型実験を実施した．ドラム型遠心力載荷模型実験装置の外観および内部構造を図-3.1 に，

津波水路断面の概要を図-3.2 に示す．ドラム型遠心力載荷装置は，ドラム型の円筒容器を水平

面上で高速回転させることによって，容器内に遠心力を発生させることで，地球の重力加速度

の数十倍の加速度を発生させることができる．ドラム円周方向に広い実験領域を確保できるの

で，水を容器内に入れると広い水域を再現することができ，二次元水路実験装置としての利用

が可能となる．

　混成堤の捨石のような構造物の変形は，応力状態とそれに伴う摩擦強度が支配的な要素であ

る．したがって，今回ターゲットとしている津波越流による混成堤のマウンド洗掘に伴う倒壊

現象は，実際のスケールのマウンドの応力状態を再現することが重要である．津波‐マウンド

内流れの相似比を表-3.1 に示す．ここでは縮尺比を N とした．

  

図-3.1　ドラム型遠心力載荷模型実験装置の外観および内部構造
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図-3.2　津波水路断面の概要

表-3.1　相似則一覧
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3.2 腹付工有り混成堤モデルの洗掘倒壊実験

　本節では混成堤モデルの津波による洗掘倒壊実験の詳細について述べる．ケーソン模型やマ

ウンドや腹付工に用いる材料の緒元を以下の表-3.2 に示す．

　ケーソンモデルはアルミニウム製であり，各面の中心線にはセンサーが，ケーソンの背面と

底面はセンサーとケーブルの保護材がそれぞれ設置されている．

　マウンド材は 9mm のふるいを通過し，4.75mm のふるいを通過しない砂利（直径 4.75～9mm

の花崗岩）を用いており，70Ｇ場で用いた場合，実物換算で 50-400kgf に相当する．

　実験で用いるケーソン式混成堤のモデル寸法を図-3.3 に示す．また実際に作成されたケーソ

ン式混成堤の実験モデルを図-3.4 に示す．

表-3.2　ケーソンおよび砕石の材料緒元

Caisson model

Size:（height(mm)×width(mm)×depth(mm)） 100×100×135

Mass (kg) 3.17

Material Aluminium

Gravel

Diameter size (mm) 4.75~9.00

Specific gravity 2.61

Material Granite

図-3.3　ケーソン式混成堤モデルの寸法
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(a) 作成前の土槽

(b) ケーソン設置後

(c) 腹付工 作成後
 

図-3.4　遠心載荷前の混成堤モデル
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　図-3.5 に遠心載荷中の津波越流前の混成堤モデルの様子を示す．図-3.6 に津波越流後港内側

水位と港外側水位が定常状態へと至った際の混成堤モデルの様子を示す．越流水位および港内

側・港外側の水位は，高速度カメラによる観察に基づき計測した．越流水深は 2.5cm であり，

これは実規模に換算すると 1.75m に相当する．

 

図-3.5　遠心載荷中の津波越流前の混成堤モデル

6.9cm

1.7cm
1.1cm

2.5cm
1.4cm

 

図-3.6　定常状態における水位状況（t=25.752s）
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　ケーソン上面を通過するトレーサーの動きを，ケーソン上方からの撮影動画より読み取るこ

とで，ケーソン天端の流速は測定された．天端におけるトレーサーの位置と時刻を読み取るこ

とで，ケーソン天端位置と天端速度の関係を求めた．測定結果を図-3.7 に示す．ケーソン上面

を越流する際の流速は，3m/s~5m/s 程度となった．

 

  

図-3.7　ケーソン天端の流速分布

　　図-3.8，図-3.9，図-3.10 に港内側の腹付およびマウンドの洗掘が進行する様子を示す．越流

開始後，腹付工は急速に洗掘されてゆき，洗掘された礫が背後に堆積する．そしてケーソン直

近の腹付の斜面が少しずつ滑るとともに，背後に堆積した礫の斜面も外側に向けて崩壊を繰り

返す．洗掘の発達により腹付工は断続的に滑り徐々に小さくなってゆくと，ケーソン下端部分

近傍のマウンド全体が動き，その後ケーソンも動き始め下端部マウンドを主として変形が進み，

最終的にケーソンは倒壊に至る．
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図-3.8　19.5s～25.1s の混成堤の様子
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図-3.9　25.3s～25.8s の混成堤の様子
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図-3.10　25.8s～25.9s の混成堤の様子
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4 解析手法の検証とパラメータの決定

4.1 三軸圧縮試験

　DEM の摩擦パラメータ，特に砕石の形状に関するパラメータと関連が深い転がり摩擦パラ

メータを決定するために，砕石の三軸圧縮試験とその再現解析を実施した．DEM による三軸試

験の再現解析では，DEM を重力場でパッキングして作成した直径 5cm高さ 10cm の試験体モデ

ルにおいて円柱周囲の DEM粒子にそれぞれ力を分担させることによって三軸圧縮試験におけ

る拘束圧を解析上再現しており，また円柱上面の DEM粒子に強制変位を与えることで軸差応

力を解析上再現した．DEM粒子の粒径については，実際の砕石（粒径：4.75mm-9.5mm）を 54

個無作為に取り出し，その質量をそれぞれ計測したうえで，質量が等価になるような粒径を逆

算して設定した．これは，DEM粒子の質量と体積が実際の捨石と同一となり，解析をするうえ

で浮力を始めとする力学的な作用を適切に取り扱うためである．実際の砕石の写真を図-4.1 に，

抽出した 54個の砕石を図-4.2 に，抽出した砕石の質量分布と解析で実際の用いた DEM粒子の

質量分布の関係を図-4.3 に示す．また DEM の三軸圧縮試験モデルを図-4.4 に示す．

図-4.1　捨石マウンドとして用いる砕石
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図-4.2　無作為に抽出した 54個の砕石

 

 

図-4.3　砕石の粒子半径分布と DEM粒子の粒子半径分布
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図-4.4　DEM の三軸圧縮試験モデル（三次元モデル，拘束圧 50 kN/m2）

　拘束圧については，今回対象とする混成堤モデルの 70g 場での応力状態を考慮し，50, 100, 

150 kN/m2  の 3 ケース分の検討を実施した．今回の検討では，ピーク強度が破壊現象において支

配的な物理量であると判断し，実験のピーク強度に着目して DEM摩擦パラメータの調整を実

施した．表-4.1 に DEM の各パラメータを，表-4.2 に DEMシミュレーション結果および実験結

果における三軸圧縮試験のピーク強度を，図-4.5 に DEMシミュレーション結果および実験結果

における三軸圧縮試験の偏差応力－軸ひずみ関係をそれぞれ示す．転がり摩擦係数 α が 0.15 の

とき，実験のピーク強度に概ね近い DEMシミュレーション結果が得られたが，低拘束圧下で

は DEM の強度が実験よりもやや低く，高拘束圧下では DEM の強度が実験よりもやや高くなっ

ている．これは，実際の砕石において拘束圧が増大すると，砕石サイズに比べてミクロなス

ケールでの粒子破砕や，砕石の凹凸による幾何学的な配置換えなどが起こりやすいことなどが

影響していると考えられ，DEM接触ばねモデルを線形ではなく非線形にすることなどで改善す

る可能性はある．
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表-4.1　三軸圧縮試験により決定された DEM の解析パラメータ

Spring constant in normal direction Kn　(N/m) 2.20 × 105

Spring constant in tangential direction Ks　(N/m) 2.20 × 105

Coefficient of restitution 
in both normal and tangential directions

0.45

Friction angle π/6

Coefficient of rolling friction α 0.15

Particle density ρ (kg/m3) 2.61× 103

表-4.2　ピーク強度に関する実験と解析の比較

Consolidation pressure 
= 50 (kN/m2)

Consolidation 
pressure =101 
(kN/m2)

Consolidation pressure 
=152 (kN/m2)

Peak deviatoric stress of 
DEM simulation (kN/m2) 274.3 565.8 835.2

Peak deviatoric stress of 
Experiment 
(kN/m2)

352.1 566.3 709.5

 

図-4.5　偏差応力-軸ひずみ関係
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4.2 透水試験

　SPH-DEM 連成解析において粒子密度が密である場合の相互作用力について検証するために，

ドラム式遠心載荷装置を用いて透水試験を実施した．後述する津波による混成堤の洗掘破壊実

験を視野に入れ，遠心力は重力加速度の 70倍を採用した．図-4.6 に透水試験の概念図を，図-

4.7 にシミュレーションの解析モデルをそれぞれ示す．奥行き方向に 8cm の厚さの三次元モデ

ルで計算を実施しており，砕石が充填された箇所の間隙率については，シミュレーションにお

いても実験における値 0.45 と同等になるように調整した．解析における充填層での圧力損失と

マクロな流速である空塔速度は Ergun 式で関連付けられているため，実験における水位差と流

速を計測し比較することで検証を実施した．解析結果の流速については，充填層中央部を通過

する所定の領域内に存在する SPH粒子の流速の平均値をとることで求めた．SPH の解析パラ

メータを表-4.3 に示し，特別な記載のない限り本論文では同様のパラメータを用いて数値解析

を実施するものとする．

図-4.6　透水試験の実験モデルの寸法

 

図-4.7　透水試験の解析モデル（赤い粒子：DEM，青および水色：SPH）

 

Flow velocity 
monitoring point 
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表-4.3　SPH の解析パラメータ

Typical particle spacing dp (m)  6.67 × 10-3

Length scale h  1.40

Reference density of SPH particles ρ0 (kg/m3)  1.00 × 103

Viscosity μ (N s/m2)  1.00 × 10-3

図-4.8 は充填層内での流速‐水位差関係を示しており，Ergun 式の理論値と SPH-DEMシミュ

レーション結果は概ねよく一致している．シミュレーション結果に若干の数値的な揺らぎが見

られるが，これは，実際には液面に多少の動揺がある点や，理論値の算出には間隙率 0.45 の固

定値を用いている一方で，解析結果では DEM粒子の空間的な密度から間隙率を算出している

ため，充填層内での間隙率に数値的なばらつきがある点が原因として考えられる．また図-4.9

に実験結果と SPH-DEMシミュレーション結果の流速‐水位差関係を示す．砕石の凹凸を表す

パラメータである球形率が 0.55 のときに解析結果と実験結果はよく一致しており，以後本論文

では特別な記載がない限り同様のパラメータを用いるものとする．
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図-4.8　砕石中の流速－水位差関係（Ergun 式による理論値と SPH-DEM 解析結果の比較）

 

図-4.9　砕石中の流速－水位差関係（実験結果と SPH-DEM 解析結果の比較）
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4.3 単球落下試験

　SPH-DEM 相互作用力において粒子密度が疎である場合の検証のために，単球落下シミュ

レーションを実施した．

　本研究では抗力係数の算出に Schiller と Neumannら[53]の関係式を用いた．

Cd={
24
R e
(1+0.15R e0.687

) R e≤1000

0.44 R e>1000
 (4.1)

ここで Re は粒子レイノルズ数であり，以下の式で空塔速度と関連付けて定義される．

R e=
∣v sph−vdem∣ε ρ sphd dem

μ  (4.2)

　単球落下シミュレーションの解析モデルを図-4.10 に示す．落下させる単球は DEM でモデル

化し，流体は SPH でモデル化し，SPH粒子の配置間隔と DEM粒子の直径は同様の大きさ設定

した．また解析パラメータを表-4.4 に示す．ここでは，混成堤の洗掘破壊実験を視野に入れ，

70倍の重力加速度を作用させた．また奥行き方向に 0.08m の厚さの三次元モデルで計算を実施

した．

図-4.10　単球落下解析モデル
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表-4.4　単球落下試験の解析パラメータ

DEM particle diameter (m) 6.67 × 10-3

DEM particle density ρ
dem 

(kg/m3) 2.61× 103

Typical SPH particle spacing dp (m)  6.67 × 10-3

SPH particle denisity ρ
sph

 (kg/m3) 1.00 × 103

SPH length scale h  1.40

Viscosity μ (N s/m2)  1.00 × 10-3

Gravitational accelaration (m/s2) 9.81 × 70

　抗力式は，流体に対する物体の相対速度 vrelative と流線方向の物体の断面積 Across を用

いて式(4.3)で示されるため，単球が流体中を落下した際の終端速度は，抗力と重力と浮力が釣

り合うとすると式(4.4)に示される．

F drag=
1
2
ρ vrelative

2Cd Across (4.3)

v terminal=√ 4 g
3Cｄ

(
ρ s
ρ f
−1)d dem 　(4.4)

　解析結果は図-4.11 に示されるように式(4.4)で表される終端速度と概ねよく一致しており，解

析手法の妥当性が確認された．

  

図-4.11　終端速度の理論値と解析結果の比較
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5 混成堤の洗掘倒壊数値解析

5.1 洗掘倒壊実験の再現解析

　前章で決定した解析パラメータを用いて，遠心場における津波による混成堤の洗掘破壊実験

の再現解析を実施した．遠心力については，実験と同様重力加速度の 70倍とした．ケーソンと

捨石マウンドは DEM によって三次元でモデル化し，ケーソン部分は粒径が 6.66mm の DEM粒

子を複数連結させることでモデル化し，実験で用いられた 3.17kg のアルミニウムのケーソンと

質量が一致するように DEM粒子の密度を設定した．他方，捨石マウンドの砕石については，

前章で記載した通り，実際の砕石と質量が等価となるように粒径を設定した．

　解析モデルの作成手順としては，まず所定の領域にランダムで発生させた DEM粒子を 70g

場内で自由落下させて堆積させる．その後堆積した DEM粒子群をマウンドの形に切り取りと

る．最後にケーソン部分の連結された DEM粒子を上載し，応力状態が落ち着くまで静置する，

という段階的なステップを踏んで作成した．

　解析における津波越流水位に関しては，実験で目標とした定常状態における津波越流水位と

同様となるよう設定した．具体的には，越流後およそ 0.1s で目標水位に到達した後に，港外側

の水位と港内側の水位が定常となるよう調整した．実際の実験では目標水位まで到達するのに

およそ 4s 程度の時間を要しているが，目標水位に到達した際の腹付量が概ね同等であることを

確認したうえで，本研究ではケーソン倒壊前の挙動の分析に主眼を置くこととした．

　今回の実験では，ケーソン上部から越流してマウンドに打ち込む流れは，ドラム式遠心装置

の中心から外側に向けての流れとなるため，コリオリ力の影響を受ける．そこでコリオリの力

も解析において考慮した．コリオリと遠心の加速度 C は，回転座標系で以下の式で表される．

C=−2ωn×v+rω2
(5.1)

ここで，r は遠心場の回転軸の中心から外側に向かう位置ベクトル，n は遠心場の回転軸方向の

単位ベクトルを表している．右辺第一項がコリオリの加速度，右辺第二項が遠心加速度を表し

ている．

本検討におけるコリオリの力に関する影響について述べる．ケーソン天端の位置がドラム中心

から 0.95m の位置にあり，マウンド上端がドラム中心から 1.05m の位置にあるため，70G の遠

心場においてケーソン天端から水平方向に速度 5m/s で移動する流れが越流した後に鉛直方向に

0.1m自由落下する間の軌跡についてコリオリの力を考慮する場合と，考慮しない場合について
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に図-5.1 に図示した．

 

図-5.1　越流後の流れの軌跡に対するコリオリ力の影響

　図中の y座標が-0.1m の箇所がケーソン下に対応しており，y=-0.1m の値における x座標の値

は，コリオリの力を考慮する場合と考慮しない場合で顕著に異なっている．したがってコリオ

リの力が越流後の流れに及ぼす影響は定量的に大きく，越流した際の打ち込み位置は工学的に

も重要であるため，遠心模型実験結果の取り扱いには注意する必要がある．コリオリの力の影

響の指標となる Rossby 数は以下の式で表される．

Ro=
U
Lf (5.2)

ここで U，L は問題に対する代表速度と代表長さであり，f はコリオリパラメータである．本検

討の場合回転軸面に垂直な面での運動となるため，コリオリパラメータは， f =2ω である．

Ro≫1 のときコリオリの力による影響は無視できる．本検討の代表速度 U をケーソン天端

の流速 5m/s，代表長さ L をケーソンサイズの 0.1m としたときの Rossby 数はおよそ 1 となり，

コリオリの力を無視できるオーダーではない．なおドラム装置の径を大きくして回転数を減ら

すことでコリオリの力による影響は小さくすることができる．本論文では実験の再現解析に主

眼を置いているため，実験と同様の条件となるよう，コリオリの力を解析上考慮した．

　解析結果と実験結果の比較図を図-5.2 に示す．解析結果のコンターは流速(m/s)を表している．

港外側の水位が概ね目標値へと達した後のケーソンの変位時刻歴図を図-5.3 に，洗掘深さの時

刻歴を図-5.4 にそれぞれ示す．崩壊前のケーソン天端の流速に着目すると，実験におけるケー
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ソン天端の越流流速（およそ 3~5 m/s ）と概ね一致しており，解析で設定した越流条件が妥当

であり，洗掘箇所や崩壊後の挙動も解析結果と実験結果が概ね一致していることが確認できる．

図-5.4 の洗掘量の時刻歴より，解析では実験に比べてケーソン直近の洗掘量が大きい．これは，

解析ではケーソン直近で流体の浸透力によって水道が形成されるような傾向が見受けられ，結

果的にケーソン近くの腹付けがより洗掘を受けたためと解釈できる．ケーソン直近において流

体による浸透力の影響が解析で大きくなる原因については，低拘束圧下において DEM の摩擦

強度が実験よりも低い点が挙げられる．また解析においてケーソンとマウンドと流体という 3

つの層境界が重なっており，間隙率が急激に変化する箇所でもあることなどから，計算誤差が

生じやすくなっている点も原因として挙げられる．この他，流体粒子の空間的な解像度の影響

なども考えられる．計算精度の詳細な検証については，今後の課題としたい．ケーソンの変位

の時刻歴に着目すると，目標水位到達後からケーソンの倒壊に至るまでの時間が，実験では 6

秒ほどであることに対し，解析結果では 4秒ほどとなった．実験における洗掘量の時刻歴に着

目すると，ケーソンの倒壊前の 5秒間は洗掘量の変化が少なくほぼ定常になっている．これは，

5秒間の僅かな力の変化で急激にマウンドの変形が進行したことを意味しており，外力に対し

て非常に鋭敏な状態であったと考えられる．ところで Yoshioka[54]らの砂山の大崩壊の力学的

な挙動について調べた研究では，大崩壊直前の砂山全体の応力状態はほとんど変化が見られず，

ある段階における僅かな外力の増加で砂山が大崩壊に至るというプロセスを実験的に示してお

り，こうした特徴が地震の予測の難しさと関連している可能性を示唆している．本検討におけ

るケーソンの倒壊前の力学的なバランスも，崩壊直前の砂山と同様の性質を帯びていた可能性

がある．
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(a) before the tsunami

(b) embankment washed out by scour (just before caisson collapse)

(c) caisson collapse

図-5.2　洗掘によるケーソン倒壊の様子(左側：実験，右側：解析，コンター：流速(m/s))
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図-5.4　洗掘量の時刻歴

　図-5.5 に DEM粒子の接触力分布を示している．白色は接触力の強さを表しており，接触力が

弱い粒子ほど黒色で描画されている．越流直前では，ケーソン直下から放射状に高い接触接触

力を持つ DEM が分布しており，紙面右側から作用する津波荷重の影響を受けてやや左よりに

力の偏りが見られる．しかしながら，ケーソン倒壊直前の接触力分布を見ると，高い接触力を

持つ DEM粒子が，ケーソン直下にのみに集中して分布している．これは，洗掘によってケー

ソンを支持する港内側の砕石が失われた結果，ケーソン直下の砕石のみでケーソンを支持する

図-5.3　ケーソン変位の時刻歴
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構造になり，ある時点で摩擦強度を超過した結果，脆性的にケーソンが倒壊したものと考えら

れる．またケーソン下の DEM粒子の接触力の分布は滑らかではなく，限られた経路で力を伝

播している様子が，両方の図から定性的に見受けられる．この特徴は，ロードセルを用いて応

力分布を計測した既往の実験においても同様に見受けられ( Miyata et al. [55]) ，ケーソンは一部

の限られた接触点から伝わる力によって支えられており，その接触力はある程度のばらつきを

持っている．その意味で，ケーソン下のマウンドのような大きな砕石群を数値解析手法で取り

扱う際には，連続体力学の枠組みよりは，DEM のような離散要素法を用いる方が，力学的な挙

動を再現する点においてより適切であると解釈できる．

(a) before overflow

(b) after loss of embankment by scouring

図-5.5　DEM粒子の接触力分布図
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5.2 津波に対する粘り強い構造の検討

　本節では，前章で対象としたような越流時間の長い津波に対する粘り強い構造について検討

する．国土交通省発表の防波堤の耐津波設計ガイドライン[3]によると，粘り強い構造とは，構

造上の弱点について十分な検討を行った上で，その弱点部分に付加的な対策を施すことによっ

て，設計津波を超える規模の津波に対しても可能な限り防波堤の全体安定性を損なわない構造，

とされている．平成２３年度の海岸における津波対策検討委員会 [56]によると，施設が破壊，

倒壊するまでの時間を少しでも長くする，あるいは，施設が完全に流出した状態である全壊に

至る可能性を少しでも減らすといった減災効果を目指した工夫が施された構造とされており，

復旧が迅速かつ低コストで実施できる点についても触れられている．このほか，変形が大きく

なるにしたがって抵抗力が増す構造，あるいは，他の目的で設置したものに別の低減効果が期

待できる構造という解釈もあり，粘り強さとは構造物が大変形に至った際の冗長性，靱性，復

旧性，減災といった性能を具体化したものという指摘もある[57]．以上を念頭に混成堤の基礎

マウンドの津波越流による洗掘問題に対して数値解析によるケーススタディを実施する．

5.2.1 無対策の混成堤の場合

　本項では，無対策の混成堤に津波を作用させたケースを考える．モデル寸法は，図-3.3 にお

いて腹付工を取り除いた部分に準拠するものとする．津波高さについては，定常状態における

港外側の越流水深が 2cm 程度，港外側の水深がケーソン下端より 3cm 程度とする．

　数値解析による混成堤の変形の様子を各時間断面ごとに図-5.6 にそれぞれ示す．越流した流

れが基礎マウンドの法肩に作用した後(b)すぐに津波水平力を受けたケーソンが傾き(c)倒壊に

至っており(d)，洗掘によるマウンドの喪失および津波水平力がケーソン倒壊の主因と考えられ

る．
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(a) before overflow

  

(b) 0.05s after overflow

  

(c) 0.10s after overflow

  

(d) 0.28s after overflow

図-5.6　洗掘による変形の様子（無対策）
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5.2.2 根固めブロックによる対策

　前項の結果を受けて，港内側のケーソン下端に高さ 2cm，横 4cm，奥行方向 8cm の根固めブ

ロックを設置した図-5.7 に示すようなモデルを考える．根固めブロックの物性はケーソンと同

様とした．根固めブロックは洗掘の防止効果が有り，滑動抵抗の若干の増強も期待できる．な

お作用させる津波の規模は 5.2.1項と同様とした．

　数値解析による混成堤の変形の様子を各時間断面ごとに図-5.7 にそれぞれ示す．越流した流

れが港内側に打ち込んだ直後にケーソンが傾くことはないが(b)，越流が進行しマウンド法面が

ある程度洗掘を受けると(c)，無対策のケースと同様に法面の崩壊に連動して根固めブロックと

ケーソンは倒壊に至っている(d)．以上の結果より，マウンドの法面が構造的な弱点であること

が明らかであるため，マウンド法面が崩壊しないような対策が必要であると推測される．
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(a) before overflow

 

(b) 0.12s after overflow

 

(c) 0.14s after overflow

 

(d) 0.31s after overflow

図-5.7　洗掘による変形の様子（根固めブロック）
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5.2.3 矢板（剛体壁）による対策

　5.2.2項の結果を受けて，マウンドを防護するために港内側のマウンド法肩部分に矢板を設置

した図-5.8 に示すようなモデルを考える．ここで矢板は DEM粒子を連結させて変位を拘束した

剛体としてモデル化した．なお作用させる津波の規模は 5.2.1項と同様とした．

　数値解析による混成堤の変形の様子を各時間断面ごとに図-5.8 にそれぞれ示す．越流開始後

港内側に打ち込む流れによってマウンドは洗掘を受け(b)，マウンドの欠損部分に向かってケー

ソンが傾くようにして滑動するが，捨石を挟み込むようにして矢板と接触してケーソンは停止

した(c)．ケーソンの移動によって越流の打ち込み位置が変化し，矢板左側の捨石は越流によっ

て流されるが，ケーソンは矢板に引っかかるようにして停止し続けている(d)．これは，マウン

ドを防護するための矢板が結果的にケーソンの変形抑止にも寄与した形であり，一定の変形を

許しているものの防波堤としての機能は有しているため，粘り強い構造であると考えられる．

しかしながら，実際の矢板は力によって変形をするうえに所定の強度を有しており，根入れ部

分の地盤の強度も矢板の挙動に影響するため，地震時の挙動も含め対策工としての導入には十

分な検討が必要である．ケーソンの転倒についても十分配慮する必要がある．
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(a) before overflow

 

(b) 0.2s after overflow

 

(c) 0.33s after overflow

 

(d)  4.5s after overflow

図-5.8　洗掘による変形の様子（剛体壁）
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5.2.4 マウンドの固化による対策

　本項では図-5.9 に示すように港内側のケーソン下端部分のマウンドを固化する対策を考える．

これは，部分的にコンクリートなどを充填することでマウンドの強度を上げる対策を想定して

おり，図中対象箇所の DEM粒子同士を連結させることで解析上再現した．なお作用させる津

波の規模は 5.2.1項と同様とした．

　数値解析による混成堤の変形の様子を各時間断面ごとに図-5.9 にそれぞれ示す．越流開始後

港内側に打ち込む流れによってマウンドは洗掘を受けてマウンドの洗掘が進行し(b)，越流開始

後 5.9s経過した段階でケーソンが大きく移動した(c)．その後洗掘が進むとケーソンがさらに移

動した後停止し，ケーソンはある程度変形したが倒壊には至らなかった(d)．図-5.5 に示したよ

うに，越流による洗掘を受けた混成堤は，ケーソン直下のマウンドに力が集中することによっ

て倒壊に至っており，力が集中しやすい弱点箇所を固化したことによる対策が有効に機能した

と考えられる．洗掘防止とマウンドの強度増強という 2 つの効果が見込める対策であることか

ら，付加的な対策により変形量が抑止できる粘り強い構造になったと言える．実際にはコンク

リートの強度の問題や，捨石とのせん断方向の摩擦抵抗力の大きさが変形に与える影響もある

ため，導入に際しては十分に検討を行う必要がある．
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(a) before overflow

  

(b) 0.63s after overflow

 

(c)5.9s after overflow

 

(d) 6.9s after overflow

図-5.9　洗掘による変形の様子（マウンド固化）
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5.2.5 腹付工＋根固めブロックによる対策

　5.1節の再現解析で実施した腹付工有りの混成堤モデルに高さ 2cm，横 4cm，奥行方向 8cm の

根固めブロックを設置した図-5.10 に示すようなモデルを考える．腹付工はケーソンの滑動抵抗

に寄与するとともに，洗掘対策としても有効であり，構造的に簡易であるため広く利用されて

いる．なお作用させる津波の規模は，5.1節の条件と同様とした．

　数値解析による混成堤の変形の様子を各時間断面ごとに図-5.10 にそれぞれ示す．越流が開始

すると港内側の腹付工は洗掘を受け(b)，洗掘を受けた箇所に落ち込むようにして根固めブロッ

クが移動する(c)．その後しばらくの間は根固めブロックが越流を防護する形で洗掘の進行は概

ね停止する(d)．1.6s ほど経過すると背後の堆積した捨石を巻き込みながら一気に根固めブロッ

クが滑動し(e)，基礎マウンドの洗掘が再開する(f)．その後は腹付工のみ設置したモデルと同様

に，徐々に基礎マウンドを喪失し(g)，津波水平力を受けながらケーソンは倒壊に至った(h)．腹

付工無しのマウンドに根固めブロックを付与したケースに比べると，根固めブロックによる効

果がある程度発揮された結果となった．洗掘がある程度進行し根固めブロックが移動した後に

洗掘防護機能が発揮された点において粘り強い構造であったと言える．このように洗掘対策と

して重量ブロックによって捨石表面を防護することは有効ではあるが，越流による大きな力が

かかると一気に流される危険性もあるため，別の対策と複合させることで弱点を補強する必要

がある．具体的には，複数の重量ブロックの連結や防水マットとの併用などが考えられる．
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(a) before overflow

  

(b) 0.13s after overflow

  

(c) 0.5s after overflow

  

(d) 1.4s after overflow

図-5.10　洗掘による変形の様子（腹付＋根固めブロック）－その１－
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(e) 3.0s after overflow

  

(f) 3.6s after overflow

  

(g) 4.6s after overflow

  

(h) 4.9s after overflow

図-5.10　洗掘による変形の様子（腹付＋根固めブロック）－その２－
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5.2.6 腹付工＋消波工（捨石を港外側に設置）による対策

　消波工は越波の現象や，波力の減衰などを目的として港外側に設置されるのが一般的である

ため，本ケースでは港外側に設置した．消波工としては消波ブロックが採用されることが多い

が，簡単のために捨石を盛ることで消波工を再現した．なお作用させる津波の規模は，5.1節の

条件と同様とした．

　数値解析による混成堤の変形の様子を各時間断面ごとに図-5.11 にそれぞれ示す．越流が開始

すると港内側の腹付は洗掘を受け(b)，腹付工がある程度減少した段階で，ケーソンに接する紙

面右側の消波工が主動破壊しケーソンが港内側に向けて滑動した後停止する(c)．さらに港内側

のマウンドの洗掘が進行すると，ケーソンは徐々に傾きながら変位する(d)．最終的に港内側マ

ウンドの洗掘によって支持性能を喪失し，一気にケーソンは港内側に倒壊した(e)．消波工が無

い場合よりも倒壊に至るまでに時間が減少しており，港外側の津波水位による圧力に加えて消

波工の自重による水平方向の圧力を受けるため，結果的にケーソンが紙面右方向から受ける力

が増大し，ケーソン倒壊までの時間が減少したものと考えられる．以上より消波工は衝撃的な

波力の消散には有効であるが，長時間の越流による洗掘に対する抵抗力を考える場合には消波

工の荷重を適切に考慮する必要があると考えられる．港内側に対しても消波工を設置するよう

な対策の場合，つまりケーソン周囲を消波工で取り囲んでしまえば，津波に対する安定性によ

り有効であると考えられるが，消波工を広域に敷設すると船舶の航行域が限定される．

 

  

(a) before overflow

図-5.11　洗掘による変形の様子（腹付＋港外側消波工）－その１－
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(b) 0.18s after overflow

  

(c) 0.28s after overflow

  

(d) 3.0s after overflow

  

(e) 3.3s after overflow

図-5.11　洗掘による変形の様子（腹付＋港外側消波工）－その２－
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5.2.7 腹付工＋消波工（捨石を港内外に設置）による対策

　消波工は越波の現象や，波力の減衰などを目的として港外側に設置されるのが一般的である．

5.2.6項の結果を受けて本ケースでは港外側と港内側の両側に設置した．消波工としては消波ブ

ロックが採用されることが多いが，簡単のために捨石を盛ることで消波工を再現した．なお作

用させる津波の規模は，5.1節の条件と同様とした．

　　数値解析による混成堤の変形の様子を各時間断面ごとに図-5.12 にそれぞれ示す．越流が開

始すると港内側の消波工は法面が剥がれるように洗掘を受け(b)，洗掘を受けた窪み部分に越流

が作用することで洗掘量は増大してゆく(c)．その後さらに徐々に洗掘量は増大してゆくが(d)，

越流後 9.7 s が経過してもケーソンは倒壊するには至らなかった(e)．ケーソン倒壊に至るまでに

必要な洗掘量そのものの増大や，洗掘の進行によって背後に堆積した捨石が越流後の軌道や洗

掘後の捨石移動の軌道に影響する効果などから，港内側に盛った消波工としての捨石が洗掘に

対する抵抗として有効に機能したと考えられる．5.2.6項の結果では，港外側の消波工が津波越

流による洗掘に対する抵抗力は低下したが，港内側にも消波工を設置することで，港外側から

作用する波力の消散効果と越流による洗掘に対する抵抗の効果を両立させることができる．た

だし，捨石の設置に伴う設置コストの増大や船舶の航行域の減少が問題点として挙げられる．

 

  

(a) before overflow

図-5.12　洗掘による変形の様子（腹付＋港内外消波工）－その１－
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(b) 2.2 s after overflow

  

(c) 4.7 s after overflow

  

 (d) 7.2 s after overflow

  

(e) 9.7 s after overflow

図-5.12　洗掘による変形の様子（腹付＋港内外消波工）－その２－
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5.2.8 腹付工＋台形型ケーソンによる対策

　本項では，腹付工を設置した混成堤のケーソンの形状を改良することによる粘り強さの効果

を確認する．ケーソンの形状は図-5.13 に示すように紙面奥行き方向に一様な台形でであり，津

波による水圧の力を鉛直下方向に逸らすことで，ケーソン下のマウンドの拘束圧が増大すると

同時に，滑動抵抗の向上も見込める．比較のため，台形型ケーソンの重量が，これまでの検討

で用いてきた直方体型ケーソンの重量と一致するように形状を調整した．なお作用させる津波

の規模は，5.1節の条件と同様とした．

　数値解析による混成堤の変形の様子を各時間断面ごとに図-5.13 にそれぞれ示す．越流が腹付

に作用した後，腹付およびマウンドの洗掘が進行すると(b)，越流開始からおよそ 6s 程度でケー

ソンが大きく傾き，越流位置がやや港内側にシフトした(c)．その後，ケーソンは傾斜した状態

を維持しながら，マウンドの洗掘はさらに進行し，越流開始から 7.3s 程度経過した段階でケー

ソンは急激に変位し(d)，倒壊に至った(e)．結果的に，越流による港内側マウンドの洗掘に対し

て，直方体型のケーソンと比べると台形型ケーソンの方が，より長い時間粘り強く抵抗した形

となった．これは，洗掘による倒壊はケーソンを支持するマウンドの欠損による支持力の喪失

に起因しており，台形型ケーソンを採用することによるマウンドの拘束圧増強が洗掘に対する

抵抗として寄与したと考えらえれる．このような台形型ケーソンは，津波水平力が大きくなる

ほどケーソンの滑動抵抗とケーソン下のマウンドの拘束力を増強するものであり，津波水平力

が大きくなるほど効果が増すという意味において粘り強い構造であると言える．

 

 

(a) before overflow

図-5.13　洗掘による変形の様子（腹付＋台形型ケーソン）－その１－



5      混成堤の洗掘倒壊数値解析                                                                                                                         72

 

(b) 4.5s after overflow

 

(c) 6.0s after overflow

 

(d) 7.3s after overflow

 

(e) 7.6s after overflow

図-5.13　洗掘による変形の様子（腹付＋台形型ケーソン）－その２－
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5.2.9 腹付工＋上部に傾斜構造を有するケーソンによる対策

　本項では，前節に続き腹付工を設置した混成堤のケーソンの形状を改良することによる粘り

強さの効果を確認する．ケーソンの形状は図-5.14 に示すように港外側から港内側にかけて上部

に傾斜構造を有しており，越流による流れを横方向に逸らすことによりマウンドから離れた位

置に打ち込むよう期待する構造である．通常の直方体のケーソンに対する越流水深を等価とし

て比較するために，港外側のケーソン高さは 0.1m とし，港内側の上部を切り取ることで傾斜構

造を再現した．なお作用させる津波の規模は，5.1節の条件と同様とした．

　数値解析による混成堤の変形の様子を各時間断面ごとに図-5.14 にそれぞれ示す．傾斜構造に

よって越流の流れは水平方向に卓越しており，通常の直方体ケーソンと比べると，打ち込みが

港内側に移動している(b)．腹付工がある程度洗掘を受けると，ケーソン付近の腹付量も減少し

ていくが，ケーソン付近のマウンドがある程度確保された状態で洗掘の進行は鈍化する(c)．そ

のまま越流を作用し続けてもケーソンは倒壊せず，越流開始後からおよそ 9.6s経過しても混成

堤は安定性を維持し続けていた(d)．傾斜構造による流れの制御が，継続して作用する越流によ

る洗掘に対して有効に機能しており，ケーソンが倒壊に至らない，もしくはケーソンが倒壊に

至るまでの時間を増大させることができた，という意味において粘り強い構造であると言える．

ただし，さまざまな越流水深に対して本項のような傾斜構造が有効であるかどうか十分に検討

する必要がある．



5      混成堤の洗掘倒壊数値解析                                                                                                                         74

  

(a) before overflow

  

 (b) 0.63s after overflow

  

(c) 4.6s after overflow

  

(d) 9.6s after overflow

図-5.14　洗掘による変形の様子（腹付＋傾斜構造付きケーソン）
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5.2.10 構造の粘り強さに関する分析

　本項では，本節で実施した対策工の付与した混成堤モデルのシミュレーション結果を受け，

混成堤における粘り強い構造について分析する．ここでは腹付有りの混成堤モデルに対策工を

付与したケース群の解析結果を元に比較を行う．粘り強さの定義が明確でないのは 5.2節の冒

頭で述べたとおりであるが，対象構造物が外力を受けた際の変形のし難さは重要な指標の一つ

となると考えられる．そこで比較のために，各ケースにおけるケーソンの変位時刻歴を図-5.15

に示す．変位が急激に増大している時刻においてケーソンは倒壊に至っており，ケーソンの倒

壊は混成堤の対津波機能の大幅な低下を意味する．ケーソン変位の増加が緩やかである間は，

津波に対する防護機能を有していると考えると，変位が急激に増大するまでの時間が長いほど

混成堤は粘り強い構造を有していると考えられる．

　根固めブロックによる対策では，腹付工のみの対策に比べて 0.5s弱程度ケーソンの倒壊を遅

らせることができており，洗掘防護の効果が確認できる．消波工を港外側に設置したモデルで

は，無対策のケースに比べてケーソンの倒壊時間が 1s 程度減少している．これは，消波工の自

重による水平方向の応力が作用することで，港外側から受ける力が無対策の場合に比べて増大

していることが原因として考えられる．目標水位に到達直後にケーソンの変位がやや増大して

いる点については，消波工が主動破壊を起こしてケーソンが港内側に変位しているためである．

一方で消波工を港内外の両方に設置したモデルでは，所定の解析時間 10s が経過してもケーソ

ンが倒壊に至ることなく変位は抑えられている．港内側にも消波工を設置することで，津波越

流による洗掘に対して非常に有効な構造となっている．台形型ケーソンによる対策では，腹付

工のみの対策に比べて 3s ほどケーソンの倒壊を遅らせることができている．これは，津波越流

によるケーソンの倒壊がマウンドの喪失に伴う支持力の喪失に起因している観点から，台形型

ケーソンによるマウンドの拘束圧の増大が有効に機能したと考えられる．上部に傾斜構造を有

するケーソンでは，解析時間 10s が経過しても倒壊に至らなかった．これは，津波越流が打ち

込む位置を遠ざけることによって越流による軌道を逸らしたことによる効果である．

  

図-5.15　各対策ごとのケーソンの変位時刻歴
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　今回の検討では，一定の強さの越流に対する倒壊までの変位と時間を粘り強さの一つの指標

としたが，実際には様々な津波規模に対して検討を実施するのが望ましい．また傾斜構造を有

するケーソンについては越流の軌道を逸らすことにより倒壊までの時間を増加させており，耐

力を増強させることを主眼においた他の対策と同列に比較をするのは適切ではない．このほか，

港外側に消波工を設置したケースでは，継続的な越流による外力に対してはネガティブな効果

となったが，衝撃的な波力の消散効果については優れていると考えられるため，粘り強さとは

外力を分類したうえで適切に評価する必要がある．例えば堤頭部における洗掘に起因したケー

ソンの倒壊については，三次元的な効果を考慮する必要があるし，液状化による堤体の傾斜が

及ぼす影響なども考慮する必要があるほか，衝撃波力に対する挙動なども別途検討するのが妥

当である．

　対策工は多様性の確保の意味において複合させることが望ましい，たとえば傾斜構造を有す

るケーソンは越流を逸らすという効果は大きいが，水平方向の津波外力に対する抵抗を増加さ

せる機能は無いため，腹付工などと併用することで多様な外力に対応できると考えられる．対

策工無しのケースでは矢板（剛体壁）によってケーソンの変形を抑止することができたが，構

造物の強度に依存する形の防護であることから，他の対策との併用によってリスクを分散させ

るという思想も必要である．低コストの対策を複数取り入れるか，高コストの対策を単一で取

り入れるか，という意思決定に際してはあらゆる外力を想定したうえで十分な検討を行うのが

望ましいと考えられる．



5      混成堤の洗掘倒壊数値解析                                                                                                                         77

5.3 DEMモデルのランダム性の影響について

　今回対象としているような変形量が大きい非線形の強い問題は，解析解などが導きやすい線

形の問題に比べると，正しい解の把握が難しく，解析手法の validation が難しい．実験結果を手

法の検証に使うのは有効ではあるが，非線形性の強い問題ほど初期条件の僅かな違いの影響を

受けやすく，また実験の初期条件のすべてを厳密に解析に反映させることは不可能である．本

検討の場合，砕石の大きさや堆積の仕方にランダム性があり，ケーソン倒壊直前の挙動にある

程度影響すると考えられる．本検討でマウンドモデルを作成する際に，粒子群を発生させる際

の乱数の種を変えて何パターン化モデルを作成することで，モデルのランダム性が計算結果に

及ぼす影響をある程度分析することができると考えられる．DEM粒子を発生させる際の乱数の

種を変えて作成した混成堤モデルで同様の洗掘シミュレーションを実施した際のケーソンの変

位時刻歴を図-5.16 に示す．津波水位が目標値に達してからケーソンが倒壊に至るまでの時間は，

2.8s 程度，4.0s 程度，5.5s 程度とばらつきがある．解析結果で変位の増加が段階的になってい

る点については，DEM粒子同士が噛み合って一時的に構造的に安定したと考えられ，ケーソン

を連結された DEM粒子群でモデル化していることが原因のひとつとして挙げられる．ケーソ

ンのモデリングの正確性については後の課題としたい．

　付け加えると，5.2節の粘り強い構造の検討における付加的な対策の効果も，マウンドの解析

モデルのばらつきの影響を受けると考えられる．したがって付加的な対策の効果を評価する際

には，初期状態を変えた検討を何パターンか実施し，結果の再現性やばらつきについて十分に

検証をする必要がある．

  

図-5.16　異なる乱数の種を用いて作成した混成堤モデルごとの変位時刻歴
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6 地盤の液状化解析

　本手法では，SPH 法による圧力の計算に状態方程式を用いている．具体的には，式(2.20)に示

されるように圧力の算出に間隙率が関連付けられており，外力によって DEM粒子の配置に変

化が生じ間隙が減少すると，状態方程式に基づき間隙流体の圧力が増大する．その結果，圧力

勾配による力によって DEM粒子が浮き上がる方向の力を受け，粒子間有効接触力，すなわち

土質力学で言うところの有効応力が減少し，液状化現象を解析上模擬することができると考え

られる．そこで，本章では，液状化強度の算定と液状化による構造物の沈下解析を実施し，本

手法の液状化現象に対する適用性について検討した．

6.1 液状化強度の算定

　本節では三次元飽和地盤モデルの液状化強度の算定について述べる．まず，DEM粒子を重力

(前章の検討を踏襲するために重力加速度の 70倍の値を用いている)による自由落下をさせるこ

と（パッキング）により地盤モデル作成した．このとき地表面を除く境界条件はすべて固定と

する．地盤の詰まり具合については，DEM の摩擦パラメータである転がり摩擦で制御した．な

お転がり摩擦以外の解析パラメータについては，表-4.1 に基づくものとする．パッキング時の

転がり摩擦が 0.15 のケースを緩詰め地盤モデル，パッキング時の転がり摩擦が 0.05 の密詰め地

盤モデルとしてそれぞれ地盤モデルを作成した．次に，作成した地盤モデルに対し，SPH流体

粒子を充填させることにより地盤モデルを水で飽和させた．図-6.1 に密詰め地盤モデルの解析

モデルを例示する．また実施する解析ケースを表-6.1 に示す．液状化強度を算定する際の入力

については，重力場における正弦波 0.1Hz（遠心場において 0.1/70Hz）とし，鉛直方向の重力加

速度に対する比が 0.2，0.3，0.4，0.5，0.6 の振幅を持つ波形をそれぞれの地盤ケースに対して

入力した．

　実際の砂地盤の砂粒ひとつひとつをすべて DEM粒子でモデル化すると計算コストが非常に

大きくなるため，本検討で作成した地盤モデルの DEM粒子の粒径は，4章の図-4.3 で示した洗

掘における検討と同様とした．大きい粒子径で構成される地盤は，排水性が高いため一般に液

状化しにくい．そこで相互作用力を計算する(2.29)式において代入する粒子径については，実際

の粒子径の 1/10 相当の数値を採用しており（粒径：0.475mm-0.95mm），70G の遠心場で排水

性を実規模と同様とするために，粘性係数は水の 70倍の値を用いた．こうすることで，透水性

については実際の地盤と同程度に計算することができる．
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(a) 平面図（奥行き 0.08m）

 

(b) 断面図（幅 0.93m，高さ 0.13m ）

図-6.1　DEM 地盤モデル（密詰め地盤モデル，コンター: 粒子半径(m) ）

表-6.1　地盤モデルケース

Packing characteristics Coefficient of rolling friction

Case A loose 0.15

Case B dense 0.05

Case C dense 0.15
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　図-6.2 に緩詰め地盤モデルで転がり摩擦係数が 0.15 の場合の有効応力残存率－繰り返し回数

関係を示す．有効応力残存率とは，地盤モデルの間隙に流体を充填した際の DEM の有効接触

力の残存している割合を意味しており，繰り返し数は正弦波の入力された回数を意味する．な

お物理量をモニターする箇所は地盤モデルにおける左右中央，鉛直方向下端付近であり，所定

の領域の DEM粒子の法線方向の接触力の平均値を算出し，有効応力として整理した．鉛直方

向の重力加速度に対する水平方向の加速度振幅の割合を応力比 CSR とした．応力比が 0.6,　0.5,

0.4,　0.3 の場合は有効接触力が初期に比べて 1割を下回る水準まで低下しているが，応力比が

0.2 のケースでは 2割程度までしか有効接触力が低下していない．また応力比が大きいほどより

少ない繰り返し回数で有効接触力が低下している．

　図-6.3 に密詰め地盤モデルで転がり摩擦係数が 0.05 の場合の有効応力残存率－繰り返し回数

関係を示す．応力比が 0.6,　0.5,　0.4 の場合は有効接触力が初期に比べて 1割を下回る水準ま

で低下しているが，応力比が 0.3 のケースでは初期に比べて 4割程度，0.2 のケースでは初期に

比べて 8割程度までしか有効接触力が低下していない．また応力比が大きいほど少ない繰り返

し回数で有効接触力が低減する傾向が見られる．

　図-6.4 に密詰め地盤モデルで転がり摩擦係数が 0.15 の場合の有効応力残存率－繰り返し回数

関係を示す．応力比が 0.6 のケースでは 4割程度，0.5 のケースでは 6割程度まで有効接触力が

低下している．また応力比が,　0.4 の場合の有効接触力が初期状態に比べて 8割程度であり，

応力比が 0.3，0.2 の場合の有効接触力は初期状態に比べては 8割以上残存している．
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図-6.2　有効応力残存率－繰り返し回数関係（緩詰め地盤モデル，転がり摩擦係数 0.15）

  

図-6.3　有効応力残存率－繰り返し回数関係（密詰め地盤モデル，転がり摩擦係数 0.05）

  

図-6.4　有効応力残存率－繰り返し回数関係（密詰め地盤モデル，転がり摩擦係数 0.15）
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　図-6.5 に緩詰め地盤モデルで転がり摩擦係数が 0.15 の場合の過剰間隙水圧－繰り返し回数関

係を示す．なお物理量をモニターする箇所は地盤モデルにおける左右中央，鉛直方向下端付近

であり，所定の領域の SPH粒子の圧力の平均値を算出し，初期圧力からの変化量を過剰間隙水

圧として整理した．応力比が 0.6，0.5，0.4，0.3 のケースでは過剰間隙水圧が 50kPa 程度を上限

として上昇しており，地表面における排水と DEM粒子の有効重量がバランスしている状態で

あると考えられる．応力比が 0.2 のケースでは他の応力比のケースに比べると間隙水圧の増加

が緩やかで上限値もやや少なめとなっている．図-6.2 の有効応力低減率－繰り返し回数関係と

比較すると，過剰間隙水圧の上昇に応じて有効接触力が低下しており，上昇した過剰間隙水圧

による力が適切に DEM粒子に作用していることが確認できる．

　図-6.6 に密詰め地盤モデルで転がり摩擦係数が 0.05 の場合の過剰間隙水圧－繰り返し回数関

係を示す．応力比が 0.6，0.5，0.4 のケースでは過剰間隙水圧が 80kPa 程度を上限として上昇し

ており，地表面における排水と DEM粒子の有効重量がバランスしている状態であると考えら

れる．疎地盤モデルよりも密地盤モデルの方が過剰間隙水圧の上限値が大きくなっている点に

ついては，密地盤モデルの方が DEM粒子が多く充填されているため，疎地盤モデルより高い

有効接触力が作用していることが原因として推測される．応力比が 0.3，0.2 のケースでは他の

応力比のケースに比べると間隙水圧の増加が緩やかで上限値もやや少なめとなっている．図-

6.3 の有効応力低減率－繰り返し回数関係と比較すると，過剰間隙水圧の上昇に応じて有効接触

力が低下しており，上昇した過剰間隙水圧による力が適切に DEM粒子に作用していることが

確認できる．

　図-6.7 に密詰め地盤モデルで転がり摩擦係数が 0.15 の場合の過剰間隙水圧－繰り返し回数関

係を示す．応力比が大きいほど，より少ない繰り返し回数で過剰間隙水圧が上昇している傾向

にある．密地盤モデルで転がり摩擦係数が 0.15 のケースにおいて過剰間隙水圧が 80kPa 程度を

上限として上昇していた点を考慮すると，DEM粒子の有効重量と地表面の排水性とがバランス

するほど過剰間隙水圧が上昇していないと推測される．
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図-6.5　過剰間隙水圧－繰り返し回数関係（緩詰め地盤モデル，転がり摩擦係数 0.15）

  

図-6.6　過剰間隙水圧－繰り返し回数関係（密詰め地盤モデル，転がり摩擦係数 0.05）

  

図-6.7　過剰間隙水圧－繰り返し回数関係（密詰め地盤モデル，転がり摩擦係数 0.15）
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　本手法では，物理モデルおよび解析モデルの性質上，排水条件下での解析となる．したがっ

て液状化によって有効接触力が 0 となることはない．各検討ケースにおける過剰間隙水圧の上

昇値と有効接触力の低減率を鑑みて，DEM 有効接触力が初期値の 1割を下回った時点で液状化

したものとして液状化強度曲線を整理する方針とした．図-6.8 に結果を図示する．なお密詰め

地盤モデルで転がり摩擦係数が 0.15 のケースは所定の繰り返し回数で液状化に至らなかったの

でプロットしていない．転がり摩擦係数が 0.05 の密詰め地盤モデルの方が，転がり摩擦係数が

0.15 の緩詰め地盤モデルよりも液状化強度が高くなっている．これは，液状化強度に関して

DEM摩擦パラメータよりも間隙率の方が支配的な因子であったことを意味しており，一般的な

地盤材料が相対密度によって液状化強度を整理していることに定性的に対応している．また転

がり摩擦係数が 0.15 の密詰め地盤モデルが液状化しなかった結果は，摩擦強度が高いと変形量

が少ないため間隙率が変化しにくかったと考えられ，同じ転がり摩擦係数であっても地盤が密

に詰まっていると液状化強度が高いという傾向がしめされている．加えて，応力比が小さいほ

ど液状化に至るまでの繰り返し回数が多い傾向が見られ，パラメータ次第である程度任意の液

状化強度を有する地盤が作成可能であることを示唆している．繰り返し三軸試験や中空ねじり

試験のシミュレーションの実施による液状化強度の算定は後の課題としたい．

 

図-6.8　液状化強度曲線



6      地盤の液状化解析                                                                                                                                         85

6.2 沈下量の算定

　前節の検討により，本手法によって地盤の液状化強度を DEM粒子のパッキング時の摩擦パ

ラメータや加振時の摩擦パラメータにより制御可能であることが定性的に確認できたため，引

き続き前節において作成した DEM飽和地盤モデル上に直方体構造物を設置したモデルを用い

て，加振時の液状化による沈下量の計算を実施した．作成した解析モデルを図-6.9 に示す．直

方体構造物モデルは，3.2節の洗掘の検討におけるケーソンと同様の重量となるよう粒子密度を

調整した．入力加速度は図-6.10 に示す沿岸構造物の設計のために作成されたシナリオ L2 地震

動（最大 486.9gal）とした．

 

(a) 平面図（奥行き 0.08m）

 

(b) 断面図（幅 0.93m，高さ 0.13m ）

図-6.9　DEM 地盤・構造物モデル－密詰め地盤モデル－（コンター: 粒子半径 m ）
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図-6.10　シナリオ L2 地震動（1G 場スケール，最大 486.9gal）

　図-6.11 および図-6.11 に転がり摩擦係数 0.15 の緩詰め地盤モデルのケースの間隙水圧分布お

よび有効接触力分布を加振前，間隙水圧が大きく上昇する 0.4s後，加振後についてそれぞれ示

す．

　図-6.12 および図-6.13 に転がり摩擦係数 0.05 の密詰め地盤モデルのケースの間隙水圧分布お

よび有効接触力分布を加振前，間隙水圧が大きく上昇する 0.4s後，加振後についてそれぞれ示

す．

　図-6.14 および図-6.15 に転がり摩擦係数 0.15 の密詰め地盤モデルのケースの間隙水圧分布お

よび有効接触力分布を加振前，間隙水圧が大きく上昇する 0.4s後，加振後についてそれぞれ示

す．

　加振 0.4s後の過剰間隙水圧分布図を見ると，転がり摩擦係数 0.15 の緩詰め地盤モデルでは

ケーソン直下の間隙水圧が上昇しているが，転がり摩擦係数 0.05 の密詰め地盤モデルのケース

ではケーソン直下の間隙水圧が他の側方の箇所よりもやや低めになっている．これは一般的に

構造物下の地盤の有効拘束圧が上がるため液状化強度が高くなることに対応している．両ケー

スともに構造物直下にはある程度の有効接触力が維持されているが，側方では広範囲にわたり

有効接触力が消失している．また転がり摩擦係数 0.15 の密詰め地盤モデルのケースでは，間隙

水圧の上昇は確認できるが，有効接触力は地盤全域にわたり失われておらず，結果的に構造物

の沈下もほとんど見受けられない．加振後は全ケースにおいて過剰間隙水圧が消散による接触

力の回復が認められる．
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(a)加振前

 

(b)加振中（0.4s後）

 

(c)加振後

図-6.11　水圧分布図－転がり摩擦係数 0.15，緩詰め地盤モデル－（単位：N/m2）
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(a)加振前

(b)加振中（0.4s後）

(c)加振後

図-6.12　DEM接触力分布図－転がり摩擦係数 0.15，緩詰め地盤モデル，0.4s後－（単位：

N/m2）　
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(a)加振前

 

(b)加振中（0.4s後）

 

(c)加振後

図-6.13　水圧分布図　－転がり摩擦係数 0.05，密詰め地盤モデル－（単位：N/m2） 
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(a)加振前

(b)加振中（0.4s後）

(c)加振後

図-6.14　DEM接触力分布図－転がり摩擦係数 0.05，密詰め地盤モデル，0.4s後－（単位：

N/m2）
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(a)加振前

 

(b)加振中（0.4s後）

 

(c)加振後

図-6.15　間隙水圧分布図　－転がり摩擦係数 0.15，密詰め地盤モデル，加振後－（単位：

N/m2）
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(a)加振前

(b)加振中（0.4s後）

(c)加振後

図-6.16　DEM接触力分布図－転がり摩擦係数 0.15，密詰め地盤モデル，0.4s後－（単位：

N/m2）　
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　図-6.17 に構造物の沈下量の時刻歴を示す．6.1節で液状化強度のもっとも低かった転がり摩

擦係数 0.15 の緩詰め地盤モデル の沈下量は約 4cm 程度であり，転がり摩擦係数 0.05 の密詰め

地盤モデルの沈下量は 3cm 程度となっている．また液状化しなかった転がり摩擦係数 0.15 の密

詰め地盤モデルのケースではほとんど沈下量が生じていない．この結果は，6.1節でもとめた簡

易的に求めた液状化強度によく対応しており，液状化による構造物の沈下量の評価に対する本

手法の適用性を示すものである．

 

図-6.17　構造物の沈下量の時刻歴



7      混成堤に対する地震の作用と液状化                                                                                                         94

7 混成堤に対する地震の作用と液状化

　本章では，継続的な津波の作用によって混成堤に港内外の水位差が生じている状態を想定し，

地震が作用した際の挙動について解析的に検討する．設計などで地震と津波の複合的な作用を

考慮する場合には，本震の後に津波が襲来するといった 2段階の考え方をするのが一般的で，

液状化による防波堤の沈下量と津波による外力の作用は別々に計算される．本検討では津波が

対象構造物に継続的に作用するなどして，港内外の水位差が発生している状態において，地震

が作用して地盤が液状化するというシナリオを考える．

　検討対象として，図-7.1 に示すような，加振によって液状化する地盤の上に混成堤が設置さ

れている解析モデルを考える．ここで，混成堤のモデルについては洗掘の検討で用いた解析モ

デルと同様とし，液状化対象層の解析モデルは液状化の検討で用いた緩詰め地盤モデルの転が

り摩擦が 0.15 のケースと同様とした．

入力波形は，図-7.2 に示す岩手県釜石における地震観測記録の水平成分（最大 697.08 gal）を用

いた．地震と津波の複合作用を考える場合，余震記録を用いるのが自然ではあるが，東北地方

太平洋沖地震の Mw が想定以上であったことや，熊本地震において本震と同クラスの前震が起

こるなど近年地震学において予測が困難な事象が起こったことなどを受け，より厳しい条件設

定として本震記録を用いることとした．なお地震観測記録は 70g の遠心場用に時間スケールと

加速度スケールを相似則に則り倍率を掛け合わせて修正したうえで用いる．
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図-7.1　DEM による液状化地盤と混成堤モデル

図-7.2　釜石の地震観測記録（CHANNEL02 を水平成分として使用）

Liquefaction layer



7      混成堤に対する地震の作用と液状化                                                                                                         96

7.1 地盤の液状化による混成堤の沈下

　まず図-7.3 に示すような港内側と港外側の水位が同一の場合について検討した．図-7.4 に初

期状態における DEM接触力分布示を示す．有効応力はケーソン下から下方に向けて概ね左右

対称に放射状の分布をしている．

 

図-7.3　水位条件（コンター：圧力，単位：N/m2）

 

図-7.4　DEM接触力分布図（初期状態）
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　図-7.5，図-7.6 に DEM 有効接触力の低下が著しい時間断面の水圧分布と接触力分布をそれぞ

れ示す．捨石マウンド部分では水圧の上昇は見られないが，その下の液状化対象層では加振に

より間隙水圧が上昇していおり，これに伴い液状化層の DEM粒子間の接触力が減少している．

特に上載荷重の少ないケーソン下の両サイドの地盤の接触力が失われており，一方でケーソン

直下の地盤については，混成堤の上載圧によって拘束圧が高く，加振時においてもある程度の

接触力が維持されていることがわかる．大型模型を用いた混成堤の沈下実験においても同様に

前述した傾向は見受けられ[58]，解析結果の妥当性が定性的に確認できる．

 

図-7.5　水圧分布－0.36 s後－（コンター：圧力，単位：N/m2）

 

図-7.6　DEM接触力分布図－0.36s後－

　図-7.7 に加振後の残留変形図を示す．混成堤は概ね左右対称に鉛直下方向に沈下している．
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また図-7.8 にケーソンと捨石マウンド部分の加振前後の比較を示す．ケーソン直下の沈下が，

側方と比べてやや大きくなっている．以上の結果の傾向は，既往の大型模型を用いた混成堤の

沈下実験の傾向[58]と一致しており，液状化による沈下に関する計算結果の妥当性が定性的に

確認できる．

 

図-7.7　残留変形図（コンター：m）

 

 

図-7.8　ケーソンと捨石マウンド部分の加振前後の比較 （コンター：粒径）
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7.2 港内外に水位差がある場合の混成堤の沈下

　本節では防波堤に津波が作用するなどして港内外水位差が継続的に生じている際に，地震が

作用して地盤が液状化するケースについて検討した．港外側の水位は防波堤を越流するかしな

いか程度の中程度の津波を想定して設定し，港内側の水位については通常水位としてケーソン

中ほどのレベルの場合と，低水位としてケーソン下端程度のレベルの場合の 2 パターンを想定

した．低水位のケースは，津波第一波が引き波であった場合の港内水位の低下などを想定した

条件である．

　防波堤に対して津波が襲来する場合，1 分程度の比較的短い時間で水位が変動することにな

るため，地盤の透水性に応じて地盤内の間隙水圧は変動する．しかしながら，本検討では簡単

のために，所定の定常津波水位に対して定常となる地盤内間隙水圧および応力を解析モデルに

おいて取り扱うものとする．水位差の発生と地盤内間隙水圧の時間的な変化に関する検討は後

の課題としたい．



7      混成堤に対する地震の作用と液状化                                                                                                       100

7.2.1 港内側水位がケーソン中ほどのケース

　図-7.9 に示すように港外側の水位は防波堤を越流するかしないか程度の中程度の津波を想定

して設定し，港内側の水位はケーソン高さの中ほどに設定した．ここで，紙面左方向の境界か

ら流出する流体を紙面右方向の境界から流入させることで，所定の水位差を維持しながら継続

して地盤内の流れが生じるよう設定した．　図-7.10 に加振前の接触力分布を示す．水位差によ

る水平力を受け，ケーソン直下から若干左側に偏るようにして放射状に応力が分布している．

 

図-7.9　水位条件 －水位差有り－（コンター：圧力，単位：N/m2）

 

図-7.10　DEM接触力分布図 －水位差有り－（初期状態）
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図-7.11，図-7.12 に DEM 有効接触力の低下が著しい時間断面の水圧分布と接触力分布をそれぞ

れ示す．加振により混成堤下の液状化層の間隙水圧が上昇し，混成堤の両サイドの液状化層に

おける DEM接触力の低下が顕著である．ケーソン直下は上載圧が高く，沈下に伴う粒子の再

堆積も起りやすいため，接触力が維持されている．

 

図-7.11　水圧分布 －水位差有り，0.36s後－（コンター：圧力，単位：N/m2）

 

図-7.12　DEM接触力分布図 －水位差有り－（0.36s後）

　図-7.13 に地盤とケーソンの変形図を示す．ケーソン下から港内側にかけて深い円弧状に変形

が生じている．加振による液状化で地盤の強度が低下した状態で水位差による水平力が作用し

たことで，水位差がない場合に比べて変形に指向性が生じたと考えられる．図-7.14 にケーソン
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と捨石マウンド部分の加振前後の比較を示す．ケーソン直下の沈下が側方に比べてやや大きく，

水位差による水平力を受けてケーソンが紙面左側にやや変位している．

 

図-7.13　残留変形図 － 水位差有り －（コンター：変位(m)）

 

 

図-7.14　ケーソンと捨石マウンド部分の加振前後の比較 －水位差有り－（コンター：粒径）
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7.2.2 港内側水位がケーソン下端のケース

　図-7.15 に示すように港外側の水位は防波堤を越流するかしないか程度の中程度の津波を想定

して設定し，港内側の水位はケーソンの中ほどに設定した．前節同様，紙面左方向の境界から

流出する流体を紙面右方向の境界から流入させることで，所定の水位差を維持しながら継続し

て地盤内の流れが生じるよう設定した．

　また図-7.16 に加振前の DEM接触力分布を示す．水位差による水平力を受け，ケーソン直下

から若干左側に偏るようにして放射状に応力が分布している．

 

図-7.15　水位条件 －水位差有り，港内水位低－（コンター：圧力，単位：N/m2）

 

図-7.16　DEM接触力分布図 －水位差有り，港内水位低－（初期状態）
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　図-7.17，図-7.18 に DEM 有効接触力の低下が著しい時間断面の水圧分布と接触力分布をそれ

ぞれ示す．加振により混成堤下の液状化層の間隙水圧が上昇し，DEM接触力が低下してい

る．DEM接触力の分布図より紙面左側よりも右側の方が接触力の低下が著しくなっている．こ

れは，紙面右側の水位差による水平力によって混成堤および液状化層が紙面左側の固定境界に

向かって圧縮されるように変形しており，DEM粒子が圧縮されることによりある程度接触力が

生じたと考えられる．

 

図-7.17　水圧分布 －水位差有り，港内水位低，0.36s後－（コンター：圧力，単位：N/m2）

 

図-7.18　DEM接触力分布図 －水位差有り，港内水位低，0.36s後－

　図-7.19 に地盤とケーソンの変形図を示す．ケーソン下から港内側にかけて深い円弧状に変形

が生じている．加振による液状化で地盤の強度が低下した状態で港内外水位差による水平力が

作用したことで，水位差がない場合に比べて変形に指向性が生じたと考えられる．前項の結果

に比べるとよりすべり量が増大している．港内側の水位が低下したことが影響していると考え

られる．　図-7.20 にケーソンと捨石マウンド部分の加振前後の比較を示す．ケーソンは水位差
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による水平力を受けて紙面左方向に変位しており，円弧滑りの変形を受けて紙面左側の捨石マ

ウンドは，紙面右側の捨石マウンドに比べると，紙面上方向に盛り上がるように変位している．

 

図-7.19　残留変形図 － 水位差有り ，港内水位低－（コンター：変位(m)）

 

 

図-7.20　ケーソンと捨石マウンド部分の加振前後の比較 －水位差有り，港内水位低－（上：

加振前，下：加振後，コンター：粒径）
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7.3 港内外水位差の影響に関する分析

　港内外水位差の影響をより顕著に把握するために，前節のモデルに対して 1000gal 1Hz正弦

波の入力を実施した．本検討は，いわゆる設計基準を超えた外力が作用した際に構造物がどの

ような挙動を示すかという観点も含まれるものである．

　水位差がないケースでは，図-7.21 に示すように概ね左右対称に混成堤が沈下しているのに対

し，水位差があるケースでは，図-7.22 に示すようにケーソン直下から紙面左方向に向かって円

弧の深い滑りが見られる．これは，液状化によって地盤の支持力が低下している状態で水位差

による圧力を受けた結果，捨石とその下の地盤を通過するような円弧の変形が大きく生じたも

のと考えられる．港内水位を低下させたケースでは，図-7.23 に示すようにケーソン直下から紙

面左方向に向かって円弧の深い滑りの変位量がさらに増大している．これは，港内側の水位が

低いことで堤体に作用する水平力が増大することに加え，地盤が液状化した際に港内外の水位

差による浸透力が液状化地盤により強く働くためであると推測される．混成堤の港外側の沈下

量に着目すると，水平力が大きくなるにつれてその沈下量は減少する傾向にある．これは，港

内外の水位差がつくほど，ケーソン荷重と水位差による水平力による港内側に向けた円弧すべ

りの変形モードが卓越するためであると考えられる．港内側の腹付量に着目すると，水位差が

あるケースの方が，ケーソンが下方に潜り込む一方で，港内側の地盤が盛り上がるような変形

が見られ，港内外の水位差による水平力や洗掘に抵抗するための腹付量という意味においては，

水位差による影響がネガティブに作用するような傾向は特別に見受けられない．

　以上より港内外に水位差がある状態で地震が混成堤に作用すると，液状化した地盤が港内外

の水位差による水平力と浸透力を受けて，水平方向に大きく流動するような変形が生じる可能

性がある．
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図-7.21　変形図－1000gal, 1Hz, 正弦波入力, 0.25s後－（コンター：m）

 

図-7.22　変形図－1000gal, 1Hz, 正弦波, 0.25s後, 水位差有り－（コンター：m）

 

図-7.23　変形図－1000gal, 1Hz, 正弦波, 0.25s後, 水位差有り，港内水位低－（コンター：m）
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図-7.24　変形図－1000gal, 1Hz, 正弦波入力, 0.5s後－（コンター：m）

 

図-7.25　変形図－1000gal, 1Hz, 正弦波, 0.5s後, 水位差有り－（コンター：m）

 

図-7.26　変形図－1000gal, 1Hz, 正弦波, 0.5s後, 水位差有り，港内水位低－（コンター：m）
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　図-7.27 にケーソンの鉛直方向の沈下量を示す．釜石の強振動記録を用いた解析結果は，水位

差が有る場合，無い場合ともに 1.5cm 程度の沈下となっている．これは 1G 場に換算すると，

1m 程度の沈下ということになる．また水位差が有りなおかつ港内側の水位が低いケースでは，

1.8cm以上沈下している．1000gal1Hz の正弦波を入力したケースでは，全体的な沈下量として

は釜石の強振動記録を入力した場合よりも大きく上回っているが，水位差の有無や港内水位の

レベルの違いによる影響については，釜石の強振動記録を用いた解析結果と同様の傾向が見ら

れる．

　以上の結果より，水位差の有無が沈下量に対してある程度の影響を与えることは明らかであ

るが，基本的には地盤の強度が低下した際の滑り領域の形成とそれによる変形モードの違いで

沈下量が説明されると解釈するのが妥当であり，地盤の境界の位置や強度の影響を受けると考

えられる．今回試行した条件においては，水位差の有無が沈下量に対して際立って大きな影響

を及ぼす結果は確認されなかった．

 

図-7.27　ケーソン沈下量の時刻歴

　図-7.28 にケーソンの水平方向の時刻歴を示す．津波の作用によりケーソンが顕著に水平方向

に変位していることがわかる．これは，港内側に向けた円弧すべりの変形による水平成分と解

釈され，水位差がある状態で加振による液状化が起こることで，港内側に堤体が大きく移動す

る可能性があることを意味している．釜石の強振動記録を用いた解析結果では，水平方向に最

大 1.5cm 程度の変位量が生じており，沈下量と同程度の変位が水平方向にも生じたことになる．

さらに港内側の水位が低いケースでは 2.5cm を超える水平変位が生じており，鉛直方向の沈下

量を大きく上回っている．1000gal1Hz の正弦波を入力したケースでは，全体的な変位量として
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は釜石の強振動記録を入力した場合よりも大きく上回っているが，水位差の有無や港内水位の

レベルの違いによる影響については，釜石の強振動記録を用いた解析結果と同様の傾向が見ら

れる．

　以上の結果より，地震時の水位差の有無が混成堤の水平方向の変形に対して大きな影響を与

える可能性が高いことを示唆している．東北地方太平洋沖地震の防波堤の被災において，堤体

の目地における強い流れが卓越することで洗掘が促進され，ケーソンが倒壊したと考えられて

いる事例もあることから，地震による液状化が発生した際に水位差の影響によってケーソンが

水平方向に変位することでケーソン間の流れの通り道が発生しやすくなり，防波堤の被害が拡

大する可能性がある．

 

図-7.28　ケーソン水平変位量の時刻歴

　地震時に水位差がある場合に，堤体が港内側に変位する理由としては，港内外の水位差によ

る水平力と地盤内浸透力の影響が考えられる．そこで，浸透力が堤体の滑りに及ぼす影響を把

握するために，7.2.2節の港内側水位がケーソン下端のケースにおいてケーソン部分の水平方向

の変位を拘束した計算を実施した．なおケーソンの重量による鉛直方向の力や，加振によるせ

ん断方向の力については，地盤に対して働くものとする．水位差がない場合，水位差がある場

合，水位差がありケーソンが水平方向に拘束された場合の変形の比較を図-7.29 にそれぞれ示す．
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(a)　水位差無し

  

(b)　水位差有り（港内側水位がケーソン下端）

  

(c)　水位差有り＆ケーソンの水平変位拘束（港内側水位がケーソン下端）

図-7.29　変形図 －釜石強振動観測記録，水位差有り－（コンター：変位(m)）
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　ケーソンの水平方向の変位は固定しているため，捨石や地盤がケーソンから水平方向の力を

受けないにもかかわらず，(c)よりケーソン下から港内側に向けた深い円弧滑りが見受けられる．

(a)のように港内外の水位差が無い場合には概ね左右対称に沈下することを考慮すると，地盤が

(c)のような変状を示すのは港内外の水位差による流体の圧力勾配による力の影響であり，液状

化によって流動化した地盤が動水勾配の影響で変形したと考えられる．ケーソンを固定しない

(b)の結果に比べると(c)の変形はやや小さくなっている点については，津波水平力を受けたケー

ソンがマウンド伝達する力の有無の影響と考えられる．港内外の水位差が同一の(a)に比べて港

内外の水位差が大きい(c)の沈下量が大きくなっている点については，港内外の水位差による動

水勾配によってケーソン下の地盤が流動しやすいことが原因として考えられる．

　Sasaら[20]の防波堤のマウンドの支持力に対する浸透力の影響を調べた実験では，実規模換

算で 10m 程度の非常に大きな越流水深に対するマウンドの支持力低下は 3割程度であり，津波

による浸透力が防波堤の安定性に及ぼす影響は限定的と言えた．しかしながら本検討結果は，

津波作用中に地震によって地盤が液状化した際には，防波堤を越流しない程度の規模の津波で

あっても，浸透力がマウンドや地盤の変形に及ぼす影響が大きくなる可能性があることを示し

ている．
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7.4 地盤改良箇所に関する検討

　本節では，様々なシナリオ想定に対する本手法の適用性を確認することを目的とし，地盤改

良により混成堤下の地盤が液状化しないように処置した際の挙動について検討する．具体的に

は，液状化層の所定の箇所の透水性を捨石と同様の値にすることで排水性を向上させ，外力を

受けても過剰間隙水圧が上昇しにくいようにすることで，グラベルドレーン工法のような効果

を解析上再現した．なお本検討では問題の簡略化のため対象とする液状化層の領域を排水性の

高い地盤に置き換えるものとする．港外側と港内側に 7.2.1項と同様の水位差をつけた状態で，

1000gal 1Hz正弦波を入力した．

7.4.1 改良範囲がケーソン直下のケース

　図-7.30 に示されるようなケーソン直下の地盤を排水性の高い材料に置き換えた解析モデルを

考える．

　DEM接触力分布図より地盤改良範囲で接触力が大きくなっており，図-7.31 より地盤の排水

性を高めたことで過剰間隙水圧が上昇しにくくなっており，DEM の接触力が保たれ続けている

（図-7.32）．図-7.33 に示される変形図の滑りの領域に着目すると，前節のケースに比べやや表

層側の捨石や地盤が変形する傾向にある．これは，接触力が大きく摩擦強度の高い改良範囲を

避けるようにして変形が生じたものと解釈できる．

 

図-7.30　DEM 解析モデルと地盤改良範囲－中央改良－（単位：m）

Gravel
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図-7.31　水圧分布図－1000gal, 1Hz, 正弦波, 0.5s後, 水位差有り, 中央改良－（コンター：圧力，

単位：N/m2）

 

図-7.32　DEM接触力分布図 －1000gal, 1Hz, 正弦波, 0.5s後, 水位差有り, 中央改良－

 

図-7.33　変形図－1000gal, 1Hz, 正弦波, 0.5s後, 水位差有り, 中央改良－（コンター：変位，単

位：m）
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7.4.2 改良範囲が混成堤両脇のケース

　本節では既設構造物に対して改良を実施する場合の施工性などの観点から，図-7.34 に示され

るような混成堤の両脇を排水性の高い材料に置き換えた解析モデルを考える．比較のために改

良範囲のボリュームは前項のケースと一致させている．

　図-7.35 の圧力分布図より，改良範囲では間隙水圧の上昇が抑制されているため，DEM接触

力が保たれ続けている（図-7.36）．図-7.37 の変形図より，ケーソン直下の沈下は見られるが，

すべり線の形成に伴う水平方向の変位については抑制されている傾向にある．

　

 

図-7.34　DEM 解析モデルと地盤改良範囲　－両脇改良－（単位：m）

Gravel Gravel
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図-7.35　水圧分布図－1000gal, 1Hz, 正弦波, 0.5s後, 水位差有り, 両脇改良－ （コンター：圧力，

単位：N/m2）

 

図-7.36　DEM接触力分布図－1000gal, 1Hz, 正弦波, 0.5s後, 水位差有り, 両脇改良－

 

図-7.37　変形図－1000gal, 1Hz, 正弦波, 0.5s後, 水位差有り, 両脇改良－（コンター：変位，単

位：m）
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7.5 地盤改良の影響に関する分析

　図-7.38 に鉛直方向の時刻歴を示す．混成堤両脇の港内側・港外側の地盤を改良したケースが

もっとも沈下量が少なくなっており，混成堤のケーソン直下の地盤を改良したケースでは，地

盤を改良しないケースよりも若干沈下量が大きくなった．

 

図-7.38　ケーソン沈下量の時刻歴

　図-7.39 にケーソンの水平変位時刻歴を示す．地盤を改良しないケースに比べると，混成堤両

脇の港内側・港外側の地盤を改良したケースは変位が抑えられていたが，ケーソン直下の地盤

を改良したケースは変位量にほとんど差はなかった．0.3 s以降水平方向の変位が各ケースとも

に増加しない点については，沈下量の増大に伴って混成堤全体が水面下に没してしまうため．

港外側と港内側に水位差が生じなくなるためである．
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図-7.39　ケーソン水平変位の時刻歴

　図-7.40～図-7.45 に地盤改良をしないケース，ケーソン直下を改良したケース，混成堤両脇の

港内側・港外側の地盤を改良したケースについて，DEM接触力の低下が著しい時間断面におけ

る水圧分布と DEM接触力分布をそれぞれ示す．地盤改良をしないケースでは，液状化した際

に混成堤の重量による沈下が進むことなどで，ケーソン直下にある程度の有効応力が発生して

いる．ケーソン直下を改良したケースでは，間隙水圧の上昇が抑制されるため混成堤下に大き

な応力が相対的に広い範囲で生じている．混成堤両脇の港内側・港外側の地盤を改良したケー

スでは，ケーソン直下の応力分布については改良をしないケースとほぼ同様であるが，改良し

た両脇の地盤については間隙水圧の上昇が抑制されてある程度応力が生じている．

　ケーソン直下の地盤を改良したケースの方が沈下量が大きかった点については，加振後すぐ

にケーソン直下の改良範囲に応力が集中したため，周囲との応力のコントラストがついて改良

範囲の地盤が側方方向に流動しやすくなったと考えられる．こうした変形を避けるためには，

改良範囲をもっと広くして応力を分散させる，φ材ではなく c材として改良する，などの方法

が考えられる．

　混成堤両脇の港内側・港外側の地盤を改良したケースの沈下量が小さかった点については，

ケーソン直下はもともと上載荷重が大きいため，その下の地盤は拘束圧が高く接触力が維持さ

れやすい．加えて両脇にある排水性の高い地盤の効果で間隙水圧が上昇しにくくなっており，

改良範囲の地盤の応力も併せて期待できるため，結果的に混成堤全体が安定的な構造になった

と推測される．つまり混成堤の重量による慣性力が地盤に分散して破壊が進行しにくい構造で

あったと考えられる．
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　混成堤の両サイドを改良したケースの水平方向の変位量が小さかった点については，7.3節に

おいて示した港内外の水位差による力に伴う深い円弧すべりの変形が，強度の高い両脇の改良

地盤によってある程度抑制されたことが原因として考えられる．ケーソン直下の地盤のみ改良

したケースで水平方向の変位量が小さくならなかった原因としては，図-7.33 に示したように

ケーソン直下の強度の高い改良地盤を避けるようにして，表層の滑りが生じたと推測される．

　以上の結果は，混成堤下の液状化層を排水性の高い地盤で置き換えて改良する場合，ケーソ

ン直下を改良するよりも，混成堤両脇の地盤を改良した方が安定的な構造であることを示唆し

ているが，状化層の厚さ，地盤の強度，解析領域の境界の影響を受けるため，問題ごとに十分

に分析する必要がある．
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図-7.40　水圧分布図－1000gal, 1Hz, 正弦波, 0.13s後, 水位差有り, 無改良－（コンター：圧力，

単位：N/m2）

 

図-7.41　 DEM接触力分布図－1000gal, 1Hz, 正弦波, 0.13s後, 水位差有り, 無改良－



7      混成堤に対する地震の作用と液状化                                                                                                       121

 

図-7.42　水圧分布図－1000gal, 1Hz, 正弦波, 0.13s後, 水位差有り, 中央改良－（コンター：圧力，

単位：N/m2）

 

図-7.43　DEM接触力分布図－1000gal, 1Hz, 正弦波, 0.13s後, 水位差有り, 中央改良－



7      混成堤に対する地震の作用と液状化                                                                                                       122

 

図-7.44　水圧分布図－1000gal, 1Hz, 正弦波, 0.13s後, 水位差有り, 両脇改良－（コンター：圧力，

単位：N/m2）

 

図-7.45　DEM接触力分布図－1000gal, 1Hz, 正弦波, 0.13s後, 水位差有り, 両脇改良－
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8 結論

　本研究では，局所平均量に基づいた支配方程式を SPH-DEM 連成解析に適用し沿岸構造物の

地震･津波による被害に関する検討解析を実施した．要点を以下に記す．

■混成堤の洗掘倒壊解析について

 流体－固体間相互作用力の連成手法については，Anderson と Jackson の局所平均量に基

づいた支配方程式を適用し，Gidaspow のモデルを相互作用項として採用した

 流体－固体間相互作用力の連成手法については，透水試験と単球落下解析により検証

した

 流体－固体間相互作用力の解析パラメータは，遠心場における透水試験を元に決定し

た

 砂利の DEM摩擦パラメータについては三軸圧縮試験結果に基づいて決定した

 決定した解析パラメータを用いて混成堤の洗掘倒壊実験の再現シミュレーションを実

施し，実験におけるケーソンの倒壊過程を概ね再現できることを定量的に確認した

 混成堤に様々な対策工を付与した数値解析によるケーススタディを実施し，津波越流

による洗掘に対する粘り強い構造に関する検討を実施した

■地盤の液状化解析について

 状態方程式を利用して DEM 地盤モデルの液状化解析を実施し，簡易的に液状化強度を

求めた

 液状化強度は DEM 地盤モデルの間隙率や摩擦パラメータと強く関連していた

 所定の液状化強度を持つ地盤の上に構造物を載せ，加振による沈下量を評価した

 地盤の液状化とそれに伴う構造物の沈下量は，簡易的に求めた液状化強度と整合がと

れていた

■液状化地盤上の混成堤の地震時挙動について

 地震の作用に伴う地盤の液状化によって，既往の模型実験と同様に混成堤が概ね左右

対称に沈下することが確認された

 港内外に水位差がある場合，地震の作用に伴う地盤の液状化によって，ケーソン下か
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ら港内側に向けた深い円弧滑りが生じることを解析的に示した

 港内外に水位差がある状態で地震が作用すると，液状化した地盤が港内外の水位差に

よる流動力を受ける可能性があることを解析的に示した

 港内外に水位差がある場合，地震の作用に伴う地盤の液状化によって，港内側に堤体

が大きく変位する可能性があることを解析的に示した

 混成堤下の液状化層を排水性の高い地盤で置換し改良した解析を実施し，本手法の適

用性を示した

　本研究結果を受け，結言を以下に記す．

　東北地方太平洋沖地震の設計基準を超える大津波を受け，構造物が倒壊するレベルの大変形

問題を取り扱うことが設計において重要となった．なぜならば，ある基準を以って絶対にそれ

を超過しないと保証することは原理的に不可能だからである．とりわけ，原子力発電所などの

重要構造物周辺の設計においてこの考え方は肝要である．既往の設計では有限要素法を代表と

するメッシュベースの解析手法による検討が主であったが，マウンドの洗掘のような挙動につ

いては，大変形問題の取り扱いが比較的容易なパーティクルベースの解析手法が有用であり，

また地盤が液状化した際の挙動についても，流体と地盤の幾何学的な流動を考慮しやすいとい

う利点がある．

　課題としては，本検討のような大変形シミュレーションは理論解などが導ける線形の問題に

比べると検証方法が明確でなく，計算結果の取り扱いが難しいという点が挙げられる．しかし

ながら，来るべき南海トラフの巨大地震とそれに伴う津波対策として，大変形解析を積極的に

取り入れ，様々なシナリオを想定したうえで，事前にある程度の被害予測をしておく事は重要

である．複数の解析手法や実験による検討を横断的に活用することで，設計基準を超えた外力

が構造物に作用した際に，どのような被害となるか工学的に見当を付けておくことが肝要であ

ろうと著者は考える． 
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