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自然と共生する世界に向けた「愛知目標」の採択
　2010年に、生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）が、愛知県名古屋市で開催された。会
議では、今日、「愛知目標」とも総称される新・世界戦略計画が採択され、2050年までの長期目
標（Vision）として「自然と共生する世界」の実現、2020年までの短期目標（Mission）として

「生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施する」、が掲げられた。
　生物多様性に関しては、定量的な目標を掲げることが難しいと一般に言われる。そうしたな
か、愛知目標は、それまでの2010年目標が、定性的目標にとどまり進行管理がそれでは十分にで
きないとの強い反省にもとづき、可能な限り、定量的な目標を掲げるとの考えのもと、検討が続
けられ、策定された。
　生物多様性の状況を定量的に把握するための試みは、COP10後も引き続き、様々な機関で続け
られている。このことは、上記のグローバルなスケールにおいてのみならず、ローカルなスケー
ルにおいても、様々な立場の人とのコミュニケーションを促進させる上で、今日、非常に重要な
ことといえる。

生物多様性に関する定量評価手法の開発
　生物多様性の状況を、ローカルなスケールにおいて定量的に把握することは、国際的には、特
に米国において、環境影響評価の分野において、早くから、様々な試みがなされてきた。米国内
務省魚類野生生物局（USFWS）では、1981年に既に「ミティゲーション・ポリシー」を一般に
向け公表している。これは、①開発事業の生物多様性への影響度合いを、HEP（Habitat Evalua-
tion Procedures:ハビタット評価手続き）を用いて測ることを基本とすること、また、②内務省魚
類野生生物局として、事業者に対して、開発事業の実施に当たり、重要な自然環境に対しては

「ノー・ネット・ロス」の達成を勧告することを表明したものである（注1）。
（注1）ノー・ネット・ロス: 開発事業において、回避等できない自然環境への悪影響を、他所での代償に取り組
むことなどにより相殺してゼロにすること。

　我が国の環境影響評価法では、開発事業に際しての生物多様性への悪影響について、回避・低
減・代償の順で検討すべきことが、環境省より示されている。しかし、愛知目標に示されたVi-
sionやMissionの達成に重要な「ノー・ネット・ロス」が、ミティゲーション目標として打ち出さ
れていない。その理由の一つに、我が国では生物多様性に関する定量評価手法が十分に確立して
いないことが理由の一つにあげられてきた。
　当会では、内務省魚類野生生物局の専門スタッフを日本に招聘し、建設コンサルタント等を対
象に、シンポジウムやセミナーを開催し、HEPの考えの普及に努めるとともに、日本でのHSIモ
デルの開発に努めてきた（注2）。2008年には、生物多様性を高める事業を定量評価・認証する

「JHEP認証」制度をスタートさせた。「JHEP認証」は、2012年9月に閣議決定された「生物多様
性国家戦略2012-2020」に、愛知目標達成に向けた国内取組みの進捗状況を測る指標群の一つと
して取りあげられた。　
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集合住宅の乾式二重床を含む重量床衝撃音レベル予測計算法に関する検討／黒木・大脇・財満・山下

　熊谷組では、昨年から、このJHEP評価に対応したホタルビオトープ整備手法の開発に向け基
礎研究をスタートしている。熊谷組と当会との連携により進められるこの取組みは、生物多様性
の保全回復及び生物多様性の定量評価技術確立に向けた、日本における重要な積み重ねの一つと
位置づけられる。
（注2）HSIモデル:　ある環境が、ある野生生物の生息環境としてどの程度適切かを定量的に測るHSI（Habitat 
Suitable Index）と呼ばれる総合指標値を算出するための数理モデル。対象とする野生生物の営巣・採食等に関
する環境要求に関する調査結果をもとに構築される。適切さの度合いは0（不適）～ 1（最適）の間の数値で示さ
れる。

地域在来の植物による緑化の推進
　さて、愛知目標では、外来種対策も重要な課題として掲げられた。
2004年の「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（外来生物法）」案の衆
議院環境委員会での審議に当たり、私は参考人として、意見を述べた。意見の最後に、「国交
省・農水省において外来種問題に対する取組みが始められているが、緑化に関して、地域在来の
植物の利用を基本とするところにまでまだ至っておらず、取り組んでいくことが重要」と指摘し
た。このことは、法案の採決に当たり、附帯決議に反映され、翌2005年度より、緑化事業を所管
する国交省をはじめとする3省1庁の合同研究会が発足した。その結果、国交省等の法面緑化の指
針等に、考えの一部が反映された。
　今年度（2013年度）、環境省・国交省・農水省では、愛知目標に対応し、「外来種被害防止行動
計画」を策定するとしている。当会では、外来種対策として、また、持続可能なくにづくり・ま
ちづくりの観点から、引き続き、地域在来種による緑化をさらに進めることが重要と考え、意見
交換会においてその旨の意見を述べた。
　地域在来種による緑化を広く推進していくためには、こうした行政レベルでの指針とともに、
現場で使える具体の緑化技術の開発、また苗木供給システムの整備等の課題がある。熊谷組で
は、生物多様性を考慮した草地緑化技術の開発も進められており、生物多様性保全・回復に向け
たこれも重要な研究といえる。

生物多様性の保全・回復に当たる現場技術者の育成
　生物多様性の保全・回復のためには、生物多様性に関する様々な技術開発とともに、その成果
を現場で、現場ごとの個別事情にあわせて調整しつつ使うことができる技術者の育成が欠かせな
い。当会では、多くの有識者の協力のもと、平成9年よりビオトープ管理士資格試験を主催して
いる。これまでに約3万5千名の方が受験され、約9千名の方が合格された。計画部門と施工部門
の2部門があり、生物多様性の保全・回復に取り組む技術者の育成に役立てたいとの目的でス
タートさせた資格制度である。

　持続可能なくにづくり・まちづくりに向け、生物多様性の保全・回復に向けた様々な技術開発
及びそれを現場で活かすことができる技術者の増加が、強く求められている。
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 ＊＊ 技術研究所 副所長 

 ＊＊＊  信州大学名誉教授

集合住宅の乾式二重床を含む重量床衝撃音レベル 

予測計算法に関する検討 

黒木 拓 ＊ 大脇雅直＊＊ 財満健史＊ 山下恭弘＊＊＊ 

近年の集合住宅では床仕上げ構造として乾式二重床が採用される場合が多い．しかし，乾式二重床施工後

の床衝撃音遮断性能を予測する手法は十分確立されていない．本研究では，スラブのインピーダンスレベル

に着目し，①スラブ素面の重量床衝撃音レベル予測計算法，②乾式二重床の重量床衝撃音レベル低減量予測

式，③乾式二重床を含む重量床衝撃音レベル予測計算法について検討を行った．検討の結果，乾式二重床を

含む予測値と乾式二重床を施工後の実測値は±5dBの範囲に 90％を上回る確率で含まれていることを確認し

た． 

キーワード：集合住宅，乾式二重床，重量床衝撃音レベル，インピーダンス法

１．はじめに 

集合住宅の設計時に竣工時の床衝撃音遮断性能や床衝

撃音低減性能が設計目標値としてデベロッパーから提示

される場合が増えてきている．さらに，近年の集合住宅

では床仕上げ構造として乾式二重床工法が採用される場

合が多い．しかし，乾式二重床を含む重量床衝撃音レベ

ルの予測手法は十分に確立されていない．

スラブ素面の床衝撃音レベルの予測計算として，イン

ピーダンス法を用いた重量床衝撃音レベルの予測手法

（スラブ面積 30m2以下）がある．これは，木村，井上ら
1)により提案された方法で，簡単に計算できるため広く普

及している計算方法である．近年，大型スラブが増加し

てきていることから，大脇，山下ら 2)や古賀ら 3)はスラブ

面積が 50m2を超える大型スラブへの適用を目的に実務的

な予測法を提案している．2009年 11月に，建築学会「建

物の遮音設計(床衝撃音)刊行小委員会」から大型スラブ

および，2000 年に改定された JIS A 1418 -1,-2:2000 へ

の対応などを考慮したインピーダンス法による床衝撃音

予測手法が提案されている 4)．この予測手法では，計算

過程において床仕上げ構造による床衝撃音レベル低減量

の補正の項目が含まれているが，乾式二重床などについ

ては実験室における値と現場における結果の対応は悪い

場合が多く，適用には注意が必要であると指摘している． 

乾式二重床を含めた床衝撃音レベルの予測は，様々な

要因の変化によって床衝撃音遮断性能が大きく影響を受

けるため，従来はスラブ素面の予測計算結果から過去の

現場データを基にして経験的に予測していた． 

本報では，はじめにスラブのインピーダンスレベルに

着目し，インピーダンス法によるスラブ素面の重量床衝

撃音レベル予測手法について検討する．次に，乾式二重

床の重量床衝撃音レベル低減量とスラブのインピーダン

スレベル上昇量（スラブ端部の拘束の程度）の関係に着

目し，重量床衝撃音レベル低減量の予測式の検討を行う．

その後，乾式二重床を含む重量床衝撃音レベル予測手法

を提案する． 

２．スラブ素面の重量床衝撃音レベル予測法

参考文献 4）の中では，スラブ素面における予測値のば

らつきについて「スラブ端部の拘束程度の取り扱い方が

計算時において若干低めとなっていることが主な原因と

考えられるが，予測結果としては安全側になると考えら

れる」と述べられている．その結果，プランによっては，

L 数 50 を確保するためにスラブ厚が 300mm 以上と大きく

なる場合があり，構造上の負荷が大きくなる．そのため，

スラブ厚を精度良く設定できる予測計算法が必要になる

と考えられる．そこで，本章ではスラブのインピーダン

ス特性について検討し，スラブ素面の予測計算法へ適用

した．

２．１ スラブ端部のインピーダンスレベル上昇量 

予測計算において，より精度良くインピーダンスレベ

ル上昇量を求めるため，スラブ端部の拘束の程度（イン

ピーダンスレベル上昇量）を等価スラブ厚と梁せいの比

で整理した．梁下に開口がある場合の結果を Fig.1 に示

す．また，梁下の壁に開口がない場合を Fig.2 に示す．

なお，インピーダンスレベル上昇量は周波数依存性があ

る 5)ことから，スラブ端部からの距離とスラブの曲げ波

波長の比で整理した． 

スラブ端部のインピーダンスレベル上昇量は，開口あ

目次へ戻る
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 ＊ 技術研究所 建築構造研究グループ 

 ＊＊ 大阪工業大学 講師

鉄筋コンクリート造骨組に取り付ける

座屈拘束ブレースの接合ディテールの開発

前川利雄 ＊ 吉敷祥一 ＊＊ 

鉄筋コンクリート造架構骨組に座屈拘束ブレースを組み込むための構法開発として行われた RC 造部分架

構の水平加力実験の結果を報告する．座屈拘束ブレースを純 RC 部材に接合するためにあらたに開発された

埋め込み金物タイプと PC 鋼棒タイプの接合ディテールについて，BRB から架構に作用する力を模擬的に静

的ジャッキにより導入した部分架構実験を行った結果，良好な地震エネルギー吸収効果が得られた．本方法

により鉄筋コンクリート造骨組の耐震性能が格段に向上する可能性があることを確認した． 

キーワード：座屈拘束ブレース，PC 鋼棒，埋め込み鋼板，ヒンジリロケーション

１．はじめに

近年，座屈拘束ブレース 1), 2)など（以下 BRB）などの制

振ダンパーを鉄筋コンクリート（以下 RC）造建築物に適

用しようとする動きが活発になってきている例えば 3)．一般

に筋違型のダンパーは柱と梁の交叉部に接合されること

が多いが，鋼製のダンパー接合部は周辺部材の変形を拘

束するため，RC造では短柱化の問題が懸念される(図1(a))．
一方，梁のみに接合しようとする場合，地震時には端部

に塑性ヒンジの形成を期待するため，ダンパー本来の性

能を発揮できない可能性がある(図 1(b))．本研究では，梁

のみにダンパーを接続する接合方法を対象とし，主とし

て梁の降伏位置に着目した実験を行う．本論では梁の降

伏位置を梁端から遠ざける方法 4)をヒンジリロケーショ

ン（以下，HR）5)と呼ぶ．

２．実験計画 

２．１ 試験体概要

試験体を Fig.2，試験体諸元をTable 1，材料特性をTable2,

Fig.1 ガセットプレート接合方法 

（a）柱拘束型 

短柱化 

（b）柱非拘束型 

塑性 
ヒンジ 

HR 

Table 3 に示す．試験体はスパン中央を反曲点位置として

切り出した片持ち梁である．梁の断面は試設計された超

高層 RC 建築物 6）を対象として実大の約 1/2 スケールを想

定している．また，本実験では BRB の挙動は油圧ジャッ

キを荷重制御することで再現する 3),7)など．試験体は 2 種の

BRB 接合法に HR の有無を組み合わせた 4 体と，梁のみ

の基準試験体を含めて計 5 体とした．

２．２ BRB 接合方法とヒンジリロケーション 
BRB 接合部及び HR 部断面を Fig.3 に示す．実験では 

Fig.2 試験体（単位 mm） 

Table 1 試験体諸元 

4-D6@1504-D6@100

6-
D
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10

0

16
50

1800

45
0

275

梁断面

梁

スタブ

（B：幅，D：せい，Fc：コンクリートの設計基準強度）
試験体名称
PC：PC鋼棒による接合，EP：埋め込み鋼板による接合
U：ヒンジリロケーションなし，HR：ヒンジリロケーションあり

目次へ戻る
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断面増加を抑えた既設RC橋脚の段落とし補強工法の開発 

大越靖広 ＊ 大本晋士郎 ＊＊ 森田栄治 ＊＊ 

 既設 RC 橋脚の段落とし補強に RC 巻立て工法等を適用する場合には，特に河川部において河積阻害が

問題となる場合が多い．そこで，既設橋脚の断面を極力増加させないように段落とし部を中心とした補

強区間に外ケーブル（PC 鋼棒）や帯板鋼板を躯体外側に設置する簡易な工法を開発した．また，帯板鋼

板補強では，一度段落とし部で損傷を受けた橋脚を修復・補強した場合についても検討した．本報告で

は，1/4 スケールの縮小模型を製作して，正負交番載荷試験を行った結果を報告する． 

キーワード：RC 橋脚，RC 巻立て，段落とし補強，帯板，PC 鋼棒，修復

１． はじめに 

東北地方太平洋沖地震においても RC 橋脚の段落とし

部に損傷が報告されているが，兵庫県南部地震以降に耐

震補強が完了している橋脚ではこのような地震に対して

も大きな損傷は認められておらず，現在進められている

RC 巻立て工法等の耐震補強の有効性が確認されている． 

しかし，河川部で RC 巻立て工法を適用すると河積阻害

が問題となることが多く，また，河川内の構造物を補強

する場合には仮桟橋等が必要となり仮設が大掛かりにな

ることが多い。そこで，補強後の断面増加を極力抑え，

施工も比較的簡易な工法を開発した．この工法は，①外

ケーブル（PC 鋼棒）補強と②帯板鋼板補強の 2 通りであ

る．本報告では，各工法を適用した供試体を製作し正負

交番載荷試験を行った結果を報告する．また，帯板鋼板

補強では，一度段落とし部で損傷した無補強の供試体を

修復・補強して再度，正負交番載荷を行った試験におい

ても有益な結果が得られたため，その概要も報告する． 

２．実験概要

２.１ 供試体概要 

供試体は実橋脚を参考 1)とし，1/4 縮小模型を 3 体製作

した．無補強の供試体は No.1，外ケーブルで補強した供

試体は No.2，帯板鋼板で補強した供試体は No.3であり，

それぞれ Fig.1～Fig.3 に配筋図および補強図を示す． 

供試体の諸元を Table 1，補強材の諸元を Table 2 に示

す．No.2 供試体は，外ケーブル設置用のブラケットを横

締め補強鋼材で固定した後に，外ケーブルを配置し緊張

した．No.3 供試体は，無補強の供試体に帯板鋼板定着用

の削孔を行い，帯板鋼板と横締め PC を設置後にグラウト

充填し，PC 鋼棒の緊張を施した．各材料試験結果を Table 

3，Table 4 に示す． 

No.2 供試体の補強量は，PC 鋼棒に導入したプレストレ

ス力を躯体の補強区間に軸力として考慮し，補強区間の

曲げ耐力を向上させて段落とし部よりも基部が先に曲げ

耐力に達するように設定し，No.3 供試体の帯板鋼板は，

段落としされた軸方向鉄筋相当量を配置した． 

２.２ 載荷方法 

正負交番載荷試験では，実構造物を考慮して軸圧縮応

力 1.0N/mm2を導入した．また，初期載荷時に引張縁の軸

方向鉄筋が降伏した時点の変位を降伏変位δy と定め，

変位制御で±1δy，±2δy，±3δy…の正負交番載荷を

各 3 サイクルずつ，水平荷重が降伏荷重の 70%％程度に

低下するまで繰り返し行った． 

 

＊   土木事業本部 土木設計部 構造物・耐震グループ 

＊＊  土木事業本部 リニューアル事業部 

Table1 供試体諸元

Table2 補強材諸元

Table3 コンクリート材料試験結果

圧縮強度

N/mm2
弾性係数

kN/mm2 材齢
割裂強度

N/mm2 材齢

く体 30.1 26.5 21日 2.6 19日

スタブ 32.0 27.1 24日 - -

く体 31.7 27.5 33日 2.7 31日

スタブ 33.2 28.2 36日 - -

充填材 50.7 19.1 15日 - -

く体 31.4 27.9 27日 2.7 25日

スタブ 32.8 27.9 30日 - -

充填材 49.6 19.1 9日 - -

No.3

No.1

No.2

割裂引張試験

部材供試体

圧縮強度・静弾性係数試験

No.1
No.2
No.3

p w

(%)

SD34525 0.45 9 0.16

せん断補強鉄筋

ピッチ本数呼び名規格

*p t:引張鉄筋比，p w:せん断補強鉄筋比

引張鉄筋

SD345

規格 呼び名

D13 6本 200 0.06D6

供試体
断落とし部

p t

(%)

基部

p t

(%)
本数 本数

補強材 個数 補強材 個数 補強材 個数

No.1 - - - - - -

No.2
PC鋼棒B種

SBPR930/1080
φ13

8本
PC鋼棒B種

SBPR930/1080
φ17*

16本
鋼製ブラケット

SS400
L-150-150-15

4

No.3
帯板鋼板

SS400
b=100mm,t=4.5mm

8枚
PC鋼棒B種

SBPR930/1080
φ17*

24本 - -

*横締めに用いたPC鋼棒にはアンボンド加工を施した．

供試体

補強材

曲げ補強材 横締め補強材 固定治具
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静的締固め工法(STEP 工法)における改良効果の 

推定方法に関する検証 

森 利弘 ＊ 篠井隆之 ＊＊ 

騒音・振動規制を受ける市街地や既設構造物近傍での液状化対策工事の需要が増加する中，振動式サンド

コンパクションパイル工法と同等の改良効果を有する地盤改良工法として，インナースクリューを用いた静

的締固め工法（STEP 工法）を開発した．既報（第 67 号）では開発時に実施した実証実験工事および実工事

での結果を基に，本工法における改良効果および騒音・振動低減効果等について報告した．本報では，改良

効果の推定方法として従来の設計法である方法 Cに加え，新たな方法 Dの適用性について，その後の実工事

を含めて検証したので報告する．

キーワード：地盤改良，静的締固め，改良効果，N値

１．はじめに 

比較的緩い砂質地盤に強い地震動が作用すると液状化

現象が生じ，建築物や地中構造物などに甚大な被害をも

たらす．液状化を防止する有効な方法の一つは地盤の密

度増大を図る地盤改良である．これは地盤中に砂等の材

料を用い，締固めされた砂杭（以降，締固め砂杭と称す）

を造成し，周辺地盤の密度を増大させるものである

(Fig.1）．これまで，締固め砂杭の施工方法として振動

式サンドコンパクションパイル工法（以降，SCP工法と称

す）が多用されてきたが，大型のバイブロハンマーを用

いるため，振動や騒音の問題から，規制を受ける市街地

や既設構造物近傍での適用が難しい状況にあった． 

そこで，SCP工法と同等の改良効果を有し，低振動・低

騒音で周辺環境にも優しい施工方法として，静的に地盤

の密度増大を図る STEP工法（以降，本工法と称す）を開

発した．既報 1)では，開発時に実施した実証実験工事およ 

び実工事での結果を基に，本工法における締固め砂杭造

成による改良効果および騒音・振動特性等について報告

した．引続いて，本報では，改良効果の推定方法として

従来の設計法である方法 C に加え，新たな方法 D の適用

性について，その後の実工事を含めて検証したので報告

する． 

２．締固め砂杭の造成方法

本工法における締固め砂杭の造成メカニズムを Fig.2

に示す．本工法では施工機のケーシングパイプ（外径

508mm，以降 CP と称す）内に装備しているインナースク

リューとその先端から噴射する間欠エアーで，CP 管内に

投入された締固め材料を強制的に排出させつつ，インナ

ースクリューの回転トルクを排出材料に付与することに

より，拡径された締固め砂杭（標準φ700mm）を造成する

ことができる．なお，CP とインナースクリューは別々に

回転駆動させることができる． 

締固め砂杭の造成手順を Fig.3に示す．CPの位置決め 

 Fig.2 締固め砂杭の造成メカニズム 
＊ 技術研究所 地盤基礎研究グループ 

＊＊ 株式会社日本海工 技術部 

Fig.1 締固め砂杭造成による改良効果 

 

周辺地盤の密度増大

締固め砂杭

 

締固め砂杭

砂杭間

を繰返し締固め砂杭を造成する 
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低層建物における緑のカーテンの育成と日射遮蔽効果

に関する基礎実験 

村上順也＊ 佐々木静郎＊ 土路生修三＊ 門倉伸行 ＊＊ 

つる性植物を用いた壁面緑化（緑のカーテン）による景観，温熱環境向上効果を検討するため，2 階建

て事務所（研究所）を対象として，生長量や温度の計測を行った．植物は主に琉球アサガオを用い，生長

量は 2 週間で最大 2.5 m を観測し，9 月において生育 3 か月半で高さ 10 m を越え，2 階まで完全に覆われ

た．壁面温度は 6 ℃以上低減した．課題としては，密実で早期の被覆が達成できる育成方法や温熱環境の

計測方法の検討が挙げられる．

キーワード：緑のカーテン，生長量，壁面温度，空気温度

１．はじめに 

近年，夏季につる性植物による壁面緑化（通称，緑の

カーテン）の取り組みが住宅，学校，役所，事業所等各

所で増えている．2011年度は全国の約 8割の都道府県内，

９割の政令市において「緑のカーテン」への取り組みが

実施されている（国交省調査）．政府・自治体主催の 2011

年度のフォトコンテストには，例えば環境省主催のもの

で 900点以上，茨城県主催のもので 283点の応募があり，

また，種の無料配布や栽培方法の指導・研修等のかたち

で取り組みを後押ししている自治体もあるなど，政府や

自治体を挙げて緑のカーテンが推進・奨励されてきてい

る． 

この緑のカーテンの典型的な形態はゴーヤ，アサガオ，

キュウリ，ヘチマ等のつる性植物を外壁面近傍に植栽し，

外壁面に沿って設置したネット状の資材にツルを巻きつ

かせ，植物の力で上方へ生長させ，最終的にはネット全

面を葉で覆うものである．主として日陰の創出による暑

さ対策，癒しの場の提供，学校では環境教育の面などか

ら，手軽に取り組める環境配慮活動として各所で取り組

まれていると考えられる． 

この緑のカーテンは，積極的に建物に導入することで

下記の利点が得られる可能性があると考えられる． 

・夏場の日射遮蔽として機能させ日射熱取得の低減によ

る室内の快適性向上．（屋内環境向上）

・植物の蒸散効果や照り返しの緩和による建物周囲の利

用者快適性向上．（屋外環境向上）

・建物躯体への蓄熱抑制により夜間の周囲への放熱の抑

制によるヒートアイランド現象緩和への寄与．（都心

部地域の環境向上）

・冷房負荷の削減による節電効果．（化石燃料の使用量

削減に寄与すれば，地球温暖化防止に寄与）

緑のカーテンが上記の環境改善効果が期待される緑化

手法となり建物に積極的に導入されるためには，屋内外

温熱環境の改善効果の定量化や確実で効率的な植物の育

成方法の確立が必要である． 

緑のカーテンの温熱環境改善効果に関する研究は近年，

広く行われてきている 1)．一方で，生長の速度といった

点からの植物の効率的な育成方法に関しては報告例が少

ない． 

そこで，本研究では 2 階建て事務所を対象として，西

側外壁面につる性植物を用いた登はん型の緑のカーテン

を施工し，植物の生長速度を計測するとともに，緑のカ

ーテンの有無による外壁面及び屋内側温度の差異を実験

的に計測することで，生長速度からみた緑のカーテンの

低層建物での実現性とその日射遮蔽効果の基礎的な知見

を得ることを目的として実験を行った． 

本実験の生育後の緑のカーテンの全体風景を Photo.1

に示す． 

Photo.1 本実験の緑のカーテン全体風景 

（撮影日：2012 年 9 月 27 日） 

＊ 技術研究所 地球環境研究グループ 

＊＊ 技術研究所
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慣性接続要素を有する質点系の地震応答特性 

仲宗根 淳 ＊ 

キーワード：慣性接続要素，地震応答，周波数応答

1．序
慣性質量ダンパあるいは慣性接続要素等と呼ばれる制

震装置に関する研究開発が活発化している．本報告では

質点系モデルを用いて慣性接続要素を有する建物の応答

性状に関して地震応答解析結果を基に報告する．

2.慣性接続要素の概要
慣性接続要素は接続される節点間の相対加速度に対し

て抵抗する力を発揮するもので既に装置が実用化*1 され

ている．一般には装置内にボールねじ機構が組み込まれ

ている．装置が接続された両端に相対変位が生じるとボ

ールねじ機構により装置内内筒の回転運動に変換され，

回転慣性抵抗力が発生する．また同時に充填されている

粘性体により，せん断抵抗力が発揮される．内筒が回転

することで発生する慣性質量の効果は実際に回転する内

筒の質量の 1000 倍以上にも増幅することが可能である． 

3.慣性接続要素を有する 1質点系の応答
3.1 振動方程式 

本報告で検討の対象とする慣性接続要素が付加された

1 質点系の解析モデルを Fig.1 に示す．(a)が制震装置がな

い場合であり，(b)が慣性接続要素のみが原系に付加され

た解析モデルであり，(c)が慣性接続要素，減衰要素およ

びバネ要素で構成された解析モデルである．(c)のモデル

は慣性質量と支持剛性により maxwell 型の振動系を構築

し TMD と同様な考えで建物本体の応答を低減しようと

するものであり，斎藤*2,3や石丸*4,5らが検討結果を報告し

ている．本報告ではその付加系部分を同調マスダンパと

称している．

Fig.１の(a)，(b)に示す無制震，無制震+慣性接続要素の

振動方程式,固有円振動数および減衰定数を(1)，(2)式に示

す．慣性接続要素が付加された系は固有円振動数と減衰

定数が小さくなることが分かる．(3)式は質点の相対変位

と相対速度を状態変数として記述した状態方程式である．

同式から外力の入力に関わる係数がm0/(m0 + ma)と 1 よ

り小さくなることから，慣性接続要素が付加されると入

力低減効果が生じることも分かる．

Fig.1 の(c)に示すモデルの振動方程式は(4)式となる．

質点とダンパの変位と速度を状態変数とした状態方程式

は(5)式となる．後述する 1 質点系の解析における付加系

の剛性と減衰は文献*4を参照し決定した．具体的には慣性

質量を仮定すると(6)式により付加系の支持剛性が定まる．

同調マスダンパ部の減衰定数を零および無限大とした系

の固有周期から最適な減衰定数が定まり，その値をでき

るだけ実現するように付加系の減衰係数𝑐𝑐𝑎𝑎を設定した． 

(a)無制震 (b)無制震+慣性接続要素 (c)無制震+同調マスダンパ

Fig.1 1 質点系の解析モデル 

・無制震
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  𝑚𝑚𝑎𝑎:慣性接続要素の質量, 

 近年慣性接続要素あるいは慣性質量ダンパ等と呼ばれる制震装置に関する研究が活発化している．この制震装

置は設置点間の相対加速度に応じて抵抗力を発揮するという従来の制震装置にはない特徴を有する．

本報告は慣性接続要素を 1質点系や多質点系に適用した解析モデルを用いた周波数応答解析や地震応答解析の

結果を記述している．採用したパラメータや他制震装置を用いた場合との比較から慣性接続要素を用いた系の応

答性状の把握を試みたものである．  

 ＊ 技術研究所 建築構造研究グループ 

同調マスダンパ 
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 ＊ 技術研究所 建設材料研究グループ 

 ＊＊ 土木事業本部 プロジェクト技術部 

養生・配(調)合の異なるコンクリートの品質評価に 

関する研究 

三谷和裕 ＊ 金森誠治 ＊ 野中 英 ＊ 八朝秀晃＊＊ 神崎恵三＊＊ 

本報告は，ダブルチャンバー法透気試験であるトレント法透気試験により各種養生の効果の評価およびコ

ンクリートの含水率とトレント法透気係数の関係からトレント法透気試験を行う材齢の検討を目的に，各種

養生を行ったコンクリートを対象として，トレント法透気試験を行った結果をまとめたものである．また，

比較として，同一養生のコンクリートの促進中性化試験，塩化物イオン浸透性試験，反発度の測定を行い，

透気性との関係性を検討した．

キーワード：品質評価，表層コンクリート，透気性，耐久性，表層強度，養生方法

１．はじめに 

鉄筋コンクリート構造物の耐久性は，コンクリートの

耐久性の低下に伴う鉄筋の腐食に支配される．耐久性を

低下させる劣化因子は，コンクリート表面から浸入する

ため，コンクリート表層部の品質や鉄筋のかぶり厚さが

鉄筋コンクリート構造物の耐久性にとって重要な要因と

なる．近年では，耐久性を向上させるために，型枠存置

期間の延長，吸水性のマット等による保湿養生，表面含

浸材等の塗布によりコンクリートの表層を緻密化する工

法や撥水性を付与する工法 1) 2)が普及している．表層を緻

密化する工法は，試験室における試験結果を実構造物に

適用するため，塗布量により管理を行っているが，実際

に打設したコンクリートの養生効果を確認する方法がな

いのが現状である． 

実構造物における養生効果は，表層透気性，表面硬度，

反発度，吸水性等により評価する方法の研究が行われて

いる．表層透気性に関しては，シングルチャンバー法，

ダブルチャンバー法，削孔法等の透気試験がコンクリー

トの品質評価の手法として研究・検討されている．その

中でダブルチャンバー法透気試験であるトレント法透気

試験 3)は，試験装置が市販されているため，容易に測定が

可能であり，この結果を用いて養生効果の評価や各種物

性との比較による耐久性の評価に関する研究が行われて

いる． 

本報告は，トレント法透気試験により各種養生の効果

の評価およびコンクリートの含水率とトレント法透気係

数の関係からトレント法透気試験を行う材齢の検討を目

的に，非塗布剤系養生として封かん養生，水中養生，散

水養生，保湿養生を，塗布剤系養生として収縮低減剤，

けい酸塩系表面含浸材(以下，けい酸塩系と略記)，シラ

ン系表面含浸材(以下，シラン系と略記)，膜養生剤の塗

布により養生を行ったコンクリートを対象としてトレン

ト法透気試験を行った結果についてまとめたものである． 

養生効果の評価は，促進中性化試験，塩化物イオン浸透

性試験，反発度と透気性の関係により検討した．測定材

齢の検討は，材齢 1，3，6 ヶ月で測定した水セメント比

50，60，80%の封かん養生期間の異なるコンクリートの含

水率およびトレント法透気係数より行った． 

２．実験概要

２．１ 用語 

 本報告で用いる用語を以下のように定義する． 

養生期間 ：非塗布剤系養生においてコンクリートの打

設から養生を終了するまでの期間 

前養生期間：非塗布剤系養生においてコンクリートの打

設から所定の養生を開始するまでの期間 

塗布材齢 ：塗布剤系養生において塗布剤を塗布する材

齢 

無塗布  ：塗布剤系養生の比較用として塗布剤を塗布

しない試験体のこと（同一の塗布材齢 1 日

と封かん養生 1 日，塗布材齢 5 日と封かん

養生 5日が対応） 

(物性)変化率：各種物性において封かん 1-5 を 100 とし

た場合の比率を求めたもの 

２．２ 実験ケース 

Table1に，非塗布剤系養生における養生種類を，Table2

に，塗布剤系養生における養生種類を示す．非塗布剤系

養生は，封かん養生(以下封かんと略記)5ケース，水中養

生 1 ケース，散水養生 1 ケース，保湿養生 5 ケースの計

12 ケース，塗布剤系養生は，収縮低減剤 4 ケース，けい

酸塩系 4 ケース，シラン系 4 ケース，膜養生剤 3 ケース

の計 15ケースとした． 

２．３ 試験体およびコンクリートの調合 

２．３．１ 試験体 
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バルコニー床に設置する空調室外機の強風による挙動 

鰐淵憲昭＊ 坂本博登＊＊ 椎木誠一＊＊＊ 大脇雅直＊＊＊＊ 

集合住宅の高層階では強風が日常的に吹くことも想定される．しかし，バルコニー床に設置される空調室外

機は，床に固定せずに床置きされている場合がある．そこで，バルコニー床に設置される空調室外機の風によ

る挙動およびバルコニー内の風の性状を把握するため，風洞実験や数値シミュレーションによる詳細な調査を

実施した．本報ではこれらの内容について報告する．

キーワード：集合住宅，バルコニー，空調室外機，転倒浮き上がり現象

１． はじめに 

昨今，大型台風や急速に発達した低気圧による強風が

原因で建物外装材の被害が多く発生している．集合住宅

の高層階では強風が日常的に吹くことも想定されるため，

外装材の飛散・落下は地上における通行人への被害につ

ながる危険性が考えられ，充分な対策が講じられている．

しかし，バルコニー床に設置される空調室外機は，床に

固定せずに床置きされている場合がある．特に，隅角部

付近は，建物形態の影響によりバルコニー内に吹く風が

強まる傾向がある．そこで，バルコニー床に設置される

空調室外機の風による挙動およびバルコニー内の風の性

状を把握するため，風洞実験や数値シミュレーションに

よる詳細な調査を実施した．空調室外機は，風洞実験結

果から，室外機に取り付けられた配管が伸びきった状態

になると室外機が転倒し，さらに風速が強くなると室外

機に浮力が作用し持ち上がってくることが把握できた．

また，シミュレーション結果から，高層集合住宅におい

てバルコニー内の風が強くなりやすい範囲を特定した．

本報ではこれらの内容について報告する． 

２．空調室外機の風による挙動の把握

空調室外機の風による挙動を詳細に把握するため，技

術研究所所有のエッフェル型吹出し式境界層風洞を用い

て風洞実験を実施した．以下に風洞実験の概要について

述べる． 

２.１ 試験体および実験ケース 

実験に使用する空調室外機の試験体(Fig.1)は１種類

とし，バルコニーにおける室外機の一般的な設置状況

(Fig.2)を考慮した３風向(Fig.3)について実験ケース

(Table 1)を設定した．  

 

 

 

 

Fig.1 空調室外機試験体（単位：mm） 

Fig.2 空調室外機の設置状況例 

Fig.3 実験風向 

Table 1 実験ケース 

＊ 技術研究所 風環境研究グループ 

＊＊ 設計本部 設計第２部 

＊＊＊  首都圏支店 建築部第 3工事部 

＊＊＊＊ 技術研究所 

風向 90 度 

風向 270 度 

風向 0 度 

室外機

室外機

隔板

風 風
風

ケース１ 風向0度 有 室外機の重量；37kg

ケース２ 風向90度 有 配管，樹脂製据付架台の重量は含まない．

ケース３ 風向270度 有
室外機は樹脂製据付架台に固定し，床上に
は固定しない．

配管
（有無）

実験タイプ実験ケース 備考

目次へ戻る



63

熊谷組技術研究報告　第72号／2013.12

 ＊ 技術研究所 建築生産・設備研究グループ 

 ＊＊ 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 

  レーザー共同研究所 

光ファイバーセンサーの 

高温材料表面への実装可能性の検討 

鈴木宏和 ＊ 西村昭彦 ＊＊ 

光ファイバーは通信ケーブルや，工業・医療用ファイバースコープとして広く利用されている。光ファイ

バーのもう一つの利用形態は，温度や応力・歪センサーとして利用可能である。これは，ＦＢＧセンサーと

呼ばれ，実用化されているが，常温域での計測に対応した製品の市販のみに留まっている。本報告では，エ

ネルギーインフラの基盤をなすパワープラント等の常時モニタリングによる安全性担保の目的で高温環境

への耐性のあるセンサーや，実装方法の実用化に向け検討したので，その概要を報告する．

キーワード：光ファイバー，ＦＢＧ，高温環境，温度計測，歪計測，接着

１．はじめに 

光ファイバーは，石英を基材とした材料で，情報通信

の領域では通信ケーブル，医療・工業の領域ではファー

バースコープとして利用されている。 

光ファイバーの構造は，Fig.1 に示す２重の石英ガラス

構造となっており，中心部のコア部のガラス屈折率を外

周部のグラッド部の屈折率より若干大きくすることで，

コア部に浅い入射角で侵入した光が，コア部・クラッド

部の界面で全反射（Fig.2）を繰り返し反射損失が無い状

態で遠距離まで伝送が可能となる。この性質を利用し通

信ケーブルや，光透過性と，その柔軟性を利用し後者の

ファイバースコープとして実用化されている。

また，光ファイバーに特殊な加工を施すことで温度セ

ンサーや歪センサー（fiber Bragg grating，以降 FBGセ

ンサー）として利用できる。常温域での温度や歪が測定

可能な FBG センサーは実用化されメーカーより製品とし

て市販されているが，現在のところ高温領域用 FBG セン

サーは実用化されておらず，実用化に向け独立行政法人

日本原子力研究開発機構レーザー共同研究所（以降原機

構）と共同で， 

高温用 FBG センサーの開発，その実装方法の開発を行

ったので，ここに報告する 

Fig.1 光ファイバーの構造 

Fig.2 入射角による境界面での反射状態 

２．ＦＢＧセンサーとは

FBGセンサーは，光ファイバーのコア部に一定間隔（Λ）

に回折格子を形成し，広帯域のスペクトルを有した光線

を投入すると回折格子部分で干渉し eq.1に示すブラッグ

波長（λb）の反射光のピーク波長を，透過光については，

ブラグ波長の部分が欠損したスペクトルを観測すること

が出来る。Fig.3 

λb＝2ｎΛ   (eq.1) 

ただし， 

λb：ブラッグ波長（nm） 

ｎ：光ファイバーコア部の有効屈折率（－） 

Λ：格子間隔（nm） 

Fig.3 FBG センサーの測定原理 
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 ＊ 首都圏支店 ﾚｯﾄﾞｳｯﾄﾞ市川原木作業所 

 ＊＊ 設計本部 構造設計部 構造第１グループ 

 ＊＊＊  関西支店 設計部 構造設計グループ 

＊＊＊＊ 建築事業本部 購買部 

＊＊＊＊＊首都圏支店 建築部 技術グループ

Fig.1 完成予想パース

「新熊谷式柱ＲＣ梁Ｓ構法」による物流倉庫の施工報告 
－ レッドウッド市川原木作業所における取り組み － 

上野 政美 ＊ 今渕 寿之 ＊ 増子 寛 ＊＊ 青木 浩幸＊＊＊  田中 輝雄＊＊＊＊  荒籾 稔＊＊＊＊＊ 

本建物は高層化された大規模な物流施設に対応可能な『新熊谷式柱ＲＣ梁Ｓ工法』（Super-High-Brid  

60）の認定を取得し，採用した最初の設計施工物件である．低コストでの設計･施工を要求され，かつ建設

地が産業廃棄物処理場の跡地のため，場内からの土・水が流出しないよう配慮し，短工期での完成を求め

られた．本報では計画段階から施工までの取組を報告する．

キーワード：新熊谷式柱ＲＣ梁Ｓ構法，物流倉庫，仕口鉄骨，ふさぎ板

１．はじめに 

当建物は東関東自動車道と東京外環自動車道路の市川

ＪＣＴ（平成 27 年完成予定）に隣接し,首都高速道路湾

岸線の湾岸市川ＩＣのほど近くに計画された物流倉庫で

あり，成田空港，羽田空港の輸出入貨物を含む物流セン

ターとして活用される予定である．トラックバースは 1

階のみで，垂直方向の搬送は荷物用エレベーター，垂直

搬送機(人を介さず荷物を自動搬送する装置)で計画され

ている． 

本工事は，低コスト・短工期での完成を求められ,計画

当初より,大規模物流施設に対応した『新熊谷式柱ＲＣ梁

Ｓ構法』（Super-High-Brid 60）を採用した物件である. 

この構法は構造材料を適材適所に使用した構造形式で,

柱をＲＣ造，梁をＳ造としている．この『新熊谷式柱Ｒ

Ｃ梁Ｓ構法』においての計画から施工までの取組を報告

する. 

２．建物概要

２．１ 工事概要 

 建物概要を以下に，また完成予想パースを Fig.1 に示

す. 

工事名称：(仮称)ﾚｯﾄﾞｳｯﾄﾞ市川原木物流倉庫新築工事 

工事場所：千葉県市川市原木 3041-5 

事 業 主：RW3 特定目的会社 

設計監理：株式会社熊谷組一級建築士事務所 

施  工：株式会社熊谷組首都圏支店 

工  期：平成 24 年 11 月 24 日～平成 25 年 9 月 23 日 

（10 ヶ月） 

建物用途：倉庫・事務所 

敷地面積：16,400.34 ㎡ 

建築面積：8,967.87 ㎡ 

延床面積：32,793.60 ㎡ 

構造規模：柱ＲＣ梁Ｓ造 ４階建て（4 階柱はＳ造） 

基礎地業：既製杭 800φ～1000φ 約 30 ｍ 102 本 

建物高さ：軒高さ GL+27.7m   最高高さ GL+28.09m 

基礎深さ：GL-2.88～4.35m 

外  壁：ＡＬＣパネル（t=100） 横貼り 

屋  根：アルミ亜鉛合金メッキ鋼板はぜ式ダブル折板 

倉庫としての主なスペック 

  積載荷重 15 KN/㎡ 

  梁下の有効寸法 5.5 ｍ 

主要工事数量 

掘削土量     5,504 ㎥ 

鉄    筋 991 ｔ 

ラス型枠    14,750 ㎡ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ  11,780 ㎥ 

鉄  骨     2,942 ｔ 

ＰＣａ 1,491 ㎥（306ﾋﾟｰｽ） 
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二次覆工を先行施工した超近接双設トンネルの施工 

―赤峰トンネルの取り組み― 

西村誠一 ＊ 藤野能成 ＊ 入山哲男 ＊ 青木宏一 ＊＊ 

大阪府河内長野市に位置する赤峰トンネル(仮称：河内長野トンネル)（L=96m)は双設トンネル構造となっているが，

それぞれの支保工（吹付けコンクリート）外面の純離隔は8cmと僅かである．また，大阪層群の砂礫からなる未固結

地山において先行トンネルの覆工コンクリートを巻き立てた後，後行トンネルを掘削するといった極めて事例の少な

い無導坑式超近接双設トンネルである．本稿では，この双設トンネルの設計経緯とその概要，施工時の課題とその対

策、及びそれらの効果について，計測結果を用いて評価し，報告するものである． 

キーワード：双設トンネル，数値解析，インバート早期閉合，中流動コンクリート

１．はじめに 

一般府道大野天野線道路改良事業は，国道 170 号等既

存道路の渋滞緩和や，新たに建設される河内長野市の消

防拠点施設への迅速なアクセスを目的として，延長約560

ｍの４車線道路を整備するものである．このうち丘陵部

については延長 96 ｍの双設トンネル構造となっている

が，それぞれの支保工（吹付けコンクリート）外面の純

離隔は 8 ㎝（Fig.1）と僅かである．また，大阪層群の砂

礫からなる未固結地山において，先行するトンネルの覆

工コンクリートを巻き立てた後，後行トンネルを掘削す

るといったきわめて事例の少ない無導坑方式の超近接双

設トンネルである．  

無導坑方式の近接双設トンネルの設計では，早期閉合

により環状構造となった剛な支保でトンネルを形成し，

地山の緩みを極力抑制することで，一次覆工（鋼アーチ

支保工、吹付けコンクリート）の状態で,後行トンネル施

工時の緩みによる挙動に対して,トンネルの安定性を確

保するといった考え方が主流となっている 1)． 

一方，本トンネルではその地山条件や超近接であるこ

とから，一次覆工のみでは後行トンネルの掘削に伴う緩

み荷重を受け持つことができず，二次覆工にも荷重分担

させる必要があるものと判断された．このため，先行ト

ンネルの覆工コンクリート完了後，後行トンネルの掘削

に着手する施工手順とし，数値解析（有限要素法：FEM）

を用いて先行トンネルの支保工，及び覆工コンクリート

の断面力を算定し、許容応力度法により各種部材厚や仕

様を決定することで構造的安定性を確保できるよう設計

されていた． 

本報文は，実施工に先立ち行った各種検討や課題の抽

出を踏まえ，施工法の変更や吹付けインバートによる早

期閉合の実施，より合理的な補助工法の採用等について

計測結果を交えて評価，報告するものである． 

２．工事概要 

２．１ 工事内容 

工事名：一般府道大野天野線道路改良工事（小山田工区）

【トンネル名：赤峰トンネル】 

工事場所：大阪府河内長野市小山田町～上原西町 

トンネル概要：2 車線道路トンネル L=96m×2 本

掘削断面積 110.2m2(先行トンネル) 

 

＊  関西支店 河内長野トンネル作業所 

＊＊ 土木事業本部 トンネル技術部 

Fig.1 標準断面図 

Fig.3 縦断図（先行トンネル） 

Fig.2 平面図 

先行トンネル 

D=14m 

i=7% 

起点側 

小山田町 

終点側 

上原西町 

農業用水路 

L=96m×2 本 

Og1 

農業用水路 Og1(ゆるみ域) 

後行トンネル掘削方向 

 
先行トンネル掘削方向 
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構真柱を RC キングポストとした逆打ち工法 
－安全性の向上，施工の合理化を目的とした構真柱－

葉 金育＊＊ 翁 國彦 ＊＊  山崎 英樹 ＊  陳 文徳 ＊  周 志憲 ＊  清水 俊一 ＊ 

本工事は，古い建物に囲まれているため，原設計通り順打ちで施工を行うと，掘削時の山留め壁の水平

変位による周辺建物への影響が懸念された．そこで，水平変位に対する安全性を向上させるため，逆打ち

工法を VE 案として提案した．提案にあたり，コストウェイトの大きいキングポスト（構真柱）を RC 化し，

施工の合理化により VE 案が承認され，施工に至った． 

キーワード：ＲＣキングポスト（構真柱），逆打ち工法，水平変位，根切り山留め

１．はじめに 

昨今の台湾における建築物において，高級集合住宅の

需要が増える中，台北市内では，従来の古い建築物郡に

囲まれた状況で工事を行う事が頻繁になっている． 

また，台湾国内では台風や地震が従来よりも頻繁かつ

大規模となってきている事から，工事に隣接する古い建

築物に対しての施工計画や施工手順が,政府からも重要

視され，安全性の向上が求められている． 

本工事の建築場所も古い建築物に囲まれ,さらに現場

周辺には商店街や公園があり，多くの人が現場の周りを

行き来する状況にある．本建物の構造は，地下 3 階，地

上 12 階建て RC 構造，外壁は，石，タイル，金属パネル

で構成され，一戸あたり７５坪の高級集合住宅案件であ

る．（Fig.1）  

地下工事の原設計は，順打ち工法による施工計画であ

った．しかし，当該敷地に面した近隣の建築物が全て古

い建築物であり，掘削時における安全性の向上,山留め壁

頭部の水平変位による影響を懸念し，我々は１階スラブ

のみを先行打設する逆打ち工法（その他地下階において 

は,順打ち施工）を提案した．さらに，この提案の逆打ち

工法におけるコストウェイトの大きいキングポスト（構

真柱）をＲＣ化させ，施工の合理化により，ＶＥ案が施

主から承認され施工に至った． 

２．工事概要 

■工事名称：裡參道集合住宅新築工事

■建築場所：台北市士林區徳行東路 109 巷蒡 基地

■発注者：佳緯建設股份有限公司

■意匠設計：黄模春建築師事務所

■構造設計：王森源結構技師事務所

■工事監理：黄模春建築師事務所

■敷地面積：1,113 ㎡

■建築面積：439.91 ㎡

■延べ床面積：6,477,81 ㎡

■階数：地下 3 階（駐車場），地上 12 階（住戸）

塔屋 3 階（ＥＬＶ機械室） 

■高さ：48.1 ｍ(最高高さ)

■構造：ＲＣ造

■用途：住宅

■工期：2012 年 3 月 1 日～2014 年 5 月 31 日

■工事範囲

地中連続壁,地下地上躯体工事,サッシ，外構工事

外装（石,タイル,金属パネル）

内装（共用部－床壁/石・天井/吹付け塗装）

(住戸部－床/石，タイル 

壁/タイル，吹付け塗装 

天井/吹付け塗装） 

ＥＬＶは指定協力業者 

■主要工事数量

掘削深さ 12.5 ｍ 鉄骨 4,900 ｔ 

掘削土量 24693 ㎥ ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,700 ㎥ 

鉄筋 285 ｔ 型枠 25,928 ㎡ 
 ＊ 華熊營造股份有限公司 

 ＊＊ 佳緯建設股份有限公司

Fig.1 完成予想図 
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東北支店 土木部 南リアス線復旧作業所

大規模な地震・津波により被災した盛土軌道敷の早期復旧事例

―三陸鉄道南リアス線，盛・吉浜間災害復旧工事―

木村晃  加藤剛  小田原秀明  本田安宏  東川優  千葉将太 

 三陸鉄道南リアス線，盛・吉浜間災害復旧工事は，東日本大震災の地震・津波により被災した橋りょう，

橋脚，橋台，盛土の復旧工事である．本報では，運転再開までの工程が厳しいなか，特に津波による甚大な

被害を受けた盛土法面復旧区間において，列車が走行する軌道面となる天端を先行して施工することで早期

復旧した事例を報告するものである． 

キーワード：災害復旧，盛土法面工，天端先行施工

１．はじめに

三陸鉄道南リアス線，盛(さかり)駅・吉浜駅間（L＝
21.56km）は，東日本大震災の地震・津波により橋りょう，

橋脚，橋台，盛土に甚大な被害を受けた．特に，津波が

本線を越流した盛地区，甫嶺地区，泊地区においては盛

土本体が破壊，流出しており３地区における総被害延長

は L＝900m 程度にも及んだ．また，平成 25 年 4 月に盛・

吉浜間の運転再開を控えているため，平成 24 年 12 月ま

での６ヶ月間で軌道面を完成させる必要があった．

本報告では，被害を受けた盛土法面の早期復旧の施工

方法について報告する．

Fig.1 工事位置図 

２．工事概要 

本工事は，平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震

災の地震・津波により被災した三陸鉄道南リアス線，盛・

吉浜間（L=21.56km）の橋りょう，橋脚，橋台，盛土を復

旧し，地域住民の足となる三陸鉄道の早期運転再開を目

的とする工事である．

Photo.1 盛地区被災状況 

Photo.2 甫嶺地区被災状況 

Photo.3 泊地区被災状況 
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