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河川構造物の
大規模地震への備え

当社では、各種河川構造物の設計をはじめ、耐震検討に関する技術基準の作成等のお手伝い

をさせていただいております。

>>  日本は常に地震による危険性にさらされています。大規模地震への備えは万全ですか？ <<

1995年兵庫県南部地震における甚大な被害は、

社会基盤施設の耐震化の必要性や総合的な防災

計画の重要性を改めて認識させるものでした。

河川構造物では、淀川左岸堤防が沈下するなど

の被害が発生しましたが、幸い浸水等の二次被

害を免れました。

地震後には耐震点検マニュアル策定等が行われ、河川構造物の耐震対策が進められてきてお

りますが、近年、中央防災会議による東海地震等による被害想定、地震調査研究推進本部によ

る確率論的地震動予測地図の作成等、大規模地震に関する検討が行われ、その発生の切迫性が

指摘されております。ところが、これらの地震に対しては、現行の耐震点検マニュアル等では、

十分であると言い難い状況にあります。

今後30年以内に震度６弱以上の揺れに

見舞われる確率の分布図

(海溝型地震のみの場合) 

(基準日:2005 年1月1日)

確率論的地震動予測地図※

※(独)防災科学技術研究所、

地震ハザードステーション

による、地震調査研究推進

本部の検討結果の公表デー

タによる。

今後30年以内に震度６弱以上の揺れに

見舞われる確率の分布図

(主要98断層帯の固有地震のみの場合) 

(基準日:2005 年1月1日)

確率論的地震動予測地図※

※(独)防災科学技術研究所、

地震ハザードステーション

による、地震調査研究推進

本部の検討結果の公表デー

タによる。

(海溝型地震)

(主要98断層帯の

固有地震)

■ 業務経歴、体制 ■

弊社では、河川堤防、水門・樋門、排水機場といった河川構造物の設計は勿論のこと、耐震検

討に関する技術基準の作成等のお手伝いをさせていただいております。

なお、弊社は創立直後に発生した1964年新潟地震を皮切りに、1978年宮城県沖地震、1995年兵

庫県南部地震など数々の震災調査や復旧プロジェクトへの参画により多くの知識と情報を蓄積し、

高度な技術を有しております。

お問合わせ先

〒540-0001 大阪市中央区城見 1-4-70

TEL 06-6945-9200

大阪支店〒980-0021 仙台市青葉区中央 1-6-18

TEL  022-261-8344

東北支店

〒810-0062 福岡市中央区荒戸 2-1-5

TEL 092-751-1431

九州支店〒330-0073 さいたま市浦和区元町 2-1-3

TEL  048-887-1090

関東センター

〒732-0052 広島市東区光町 1-13-20

TEL 082-568-8030

広島支店〒950-0088 新潟市万代 1-1-1

TEL  025-243-5454

北陸支店

〒460-0003 名古屋市中区錦 3-10-33

TEL 052-232-2301

名古屋支店〒161-8575 東京都新宿区西落合 2-18-12

TEL  03-5906-0770

総合事業本部

〒220-0023 横浜市西区平沼 1-2-24

TEL 045-329-1271

横浜センター〒161-8575 東京都新宿区西落合 2-18-12

TEL  03-5906-0700

本店

H16～H18

H11

H15～H16

H15

H14～H15

H17～H18

H16～H18

時期
Ｓ川堤防耐震検討

Ｍ川堤防耐震検討

Ｋ排水機場耐震診断

Ｎ川水閘門健全度評価

水門・樋門の耐震性評価 他

耐震検討

河川構造物の耐震検討(技術基準検討、各種試算)

河川堤防に設置するピアアバット構造検討 他

技術基準
作成支援

内容

総合事業本部 河川部 東京都新宿区西落合2-18-12 Tel 03-5906-0464
(担当：鈴木、大久保)

◇業務経歴

◇体制

○河川構造物の耐震検討関係業務の主な経歴 (実際の受託名称とは異なります)

河川構造物の大規模地震への対応の検討にあたっては、各種構造形式に応じた耐震技術、津波

や波浪等の解析技術等が必要となるため、河川技術者のみで耐震検討を進めるのではなく、必要

に応じ各部門の専門技術者によるチームを構成し、きめ細やかな対応を実現いたします。

レベル2地震動への対応

河川

地 質

耐 震

その他構造物港湾・海岸

必要に応じ、各部門

専門技術者を配置

高度な技術提供

機 電
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社会的背景社会的背景 技術的背景技術的背景

yecyecによるによる
技術サービス技術サービス

レベル２地震動への対応

河川構造物への適用

大規模地震の切迫性

地震による被害実績

危機管理対策の検討
レベル２地震動に対する
耐震性能照査の実施

耐震性能向上対策
の検討

近年では中央防災会議による東海地震や東南海地震に関する被害想定が行われるなど、大規模

発生の切迫性が指摘されております。これらの地震による地震動は、兵庫県南部地震後の河川構

造物の耐震点検や耐震対策で想定した地震動を上回る場合もあります。

万一、河川管理施設等が地震によって被災しその機能を喪失した場合には、人口や資産が集積

した低平地の浸水等の甚大な被害を引き起こす可能性があります。

■ はじめに ■

大規模地震に対する検討の背景およびyecによる技術サービス

■ 検討内容 ■

河川構造物の
被災に伴う影響

大規模地震に対する検討の背景および弊社による技術サービスイメージ *

堤防(1995年 兵庫県南部地震等)

堰(2004年 新潟県中越地震)

東海地震、東南海地震等

低平地の浸水等被害の可能性
等

類似構造物の方法参考、
技術進歩の反映

対象施設選定
耐震性能照査 等

*検討の背景等、一般的なイメージを示した

ものであり対象施設によっては適用の考え

方が異なる場合があります。

各種構造物の耐震設計、維持管理計画、防災拠点整備、耐震設計マニュアル作成等
経験豊富なスタッフ配置によるきめ細やかな対応

ゲート操作方法・防災船着場
整備等の検討

レベル２地震動に対する
耐震設計の考え方

レベル２地震動の明示、
道路・港湾等の設計で考慮

当該地点における対象とすべき地震動を明確にする必要があります。大規模地震による地震動

の強さとしては、一般には、「対象地点において現在から将来にわたって考えられる最大級の強

さを持つ地震動」等と解釈され、プレート境界に生じる大規模な地震を想定した地震動や内陸直

下型地震を想定した地震動の2種類を考慮する必要があります。

◇対象とすべき地震動の設定

○対象とすべき地震動の例

タイプⅠ地震動(プレート境界型、地表面最大加速度が300～400gal程度の地震動、例:大正12年関東地震)

タイプⅡ地震動(内陸直下型、地表面最大加速度が600～800gal程度の地震動、例:1995年兵庫県南部地震)

対策工検討
構造形式見直し 等

施設の種類や特性等を踏まえると、必ずしも全ての施設に

耐震補強等を行うことは得策とは考えられません。そこで、

各施設が持つべき耐震性能を明確にし、耐震性能照査が必要

な施設を選定します。

耐震性能照査の結果、耐震性能が不足すると判断される場

合には、耐震性能向上対策として、堤防では地盤改良、構造

物では断面拡幅、増杭等の対策を検討します。なお、新設構

造物の場合には、施設形式や断面等の見直しにより所要の耐

震性能を満足できるよう設計段階における配慮を行います。

大規模地震が発生した場合には、津波の河川遡上等による

広域的な浸水被害も予想されるため、上記のような施設の耐

震性の照査ばかりだけでなく津波時における水門・樋門等の

ゲート操作の可能性及び対応方針の検討、防災拠点・防災船

着場の整備等に関する検討、必要となる備蓄資材量の算定等、

危機管理の視点に立った総合的な地震防災に関する検討を行

います。

◇レベル２地震動に対する耐震性能照査の実施

◇耐震性向上対策の検討

◇危機管理対策の検討

・耐震性能の明確化と対象施設の選定

レベル２地震動に対する耐震性能照査にあたっては、各構

造物の損傷過程を評価した検討が必要です。土堤については、

従来からの円弧すべり法に基づく方法ではなく、地盤変形解

析による天端沈下量の把握、構造物については、断面力を許

容応力度内にとどめるのではなく、損傷過程(降伏、終局等)

まで立ち入った評価を行います。

なお、河川構造物は、構成材料（土,RC,鋼材）や構造条件

（地上,地中,半地下）が多種多様で各種の照査方法を用いる

必要がありますが、当社はあらゆる構造形式について対応可

能です。

・耐震性能照査

水門(門柱) の

地震時保有水平耐力法の例(変形図)

堤防の地盤変形解析の例(変形図)

START

入力地震動の設定

供用性照査
残留変位

＜ 許容残留変位

地震時保有水平耐力法に
よる耐震性能評価

耐震性向上対策
の検討

END
(耐震性を確保)

水門(門柱)の耐震性能照査手順の例

yes

no

安全性照査
最大応答変位
＜ 終局変位

no

yes

基礎地盤の液状化判定

対象施設の選定

施設条件の把握

、 、施設用途 施設形式 
、設置年代(設計年代) 

構造諸元　等

耐震性能の明確化と対象施設の選定

対象施設・優先度

耐震性能照査

劣化診断

維持管理計画
への反映

将来にわたる安全
性水準の維持検討

ライフサイクル
コスト分析

設置年代、健全
度、維持費用 等

耐震性向上対策の検討

、断面拡幅 
増杭等

、津波対策(ゲート改良 操作
、方法検討) 防災拠点整備等

実施項目

必要に応じ実施する項目

構造諸元見直しによる
再評価

耐震性能の明確化

施設目的に応じ設定

改築の
可能性検討

危機管理対策
の検討

危機管理対策
の検討

維持管理に関する検討


