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第６章 液状化の検討 

6.1 液状化一般 

液状化及び流動化が生じると想定される場合は、施設への影響を適切に判定し耐震設計に取

り入れなければならない。 

 

[解 説] 

既往の震災事例によれば、ごく軟弱な粘性土層及びシルト質土層に生じる地震時の強度の低下

と、飽和砂質土層に生じる液状化及びこれに伴う地盤の流動化は、橋梁等構造物の耐震性に大き

な影響を与えるため、これらについて地震時の安定性を判定することを規定した。 

なお、各構造物への液状化の影響については、基本的にレベル２地震動に対する液状化判定結

果に基づいて、「4.2.4 耐震設計上の地盤面」の内容に準じて考慮するが、液状化判定に用いる

設計水平震度や対応方針については、各構造物の設計基準の内容に準拠するものとし、本指針で

は、「6.6 各構造物に適用する液状化検討法」において横断的に述べる。 

 

6.2 水平地盤における液状化判定 

液状化判定として、現在用いられている地盤の液状化判定法には、以下に示す3種類がある。

設計レベルや構造物の規模・重要性に応じて、いずれかの方法で検討する必要がある。原則

として(1)の方法によるものとする。 

(1)一般の土質調査・試験結果を基にした簡易な判定法 

(2)FL値や室内液状化試験結果を用いて、静的または動的解析を行う詳細な判定法 

(3)模型振動台実験や原位置液状化試験を行う判定法 

 

[解 説] 

これらの中で、設計時によく用いられている判定法は(1)及び(2)である。特に、(1)は簡単に液状

化判定ができ、精度もかなり高く、さらに必要な調査も標準貫入試験などのごく一般的なもので

済むため、多くの基準類に取り入れられている。 

また、(2)は(1)よりもさらに精度よく判定できるが、特別な試験・解析が必要になるため、時間

も費用もかかる。このため、構造物の重要性が高いなどの理由から、より詳細な判定が必要な場

合にのみ行われることが多い。ただし、数値計算ツールの発展と普及により、一次元地盤応答解

析（全応力解析）については比較的容易に行える環境が整ってきたことから、(1)の簡易判定法に

おいても同解析により地震時せん断応力を求めてもよい。 

ここでは、(1)について述べ、(2)については、「6.3 液状化の詳細な検討方法」に示す。なお、

(3)については設計時に用いられることは少ないため、ここでは示していない。 

(1)の簡易判定法に関する検討の流れを図-6.2.1に示す。 
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図-6.2.1 液状化判定フロー図 

※1 このほか、パイプラインの埋戻し土については、土地改良事業計画設計基準設計「パイプライン」(平成21年)

において、地下水位、埋設深度、周辺地盤の条件による液状化判定の考え方が示されている。詳細は、同設計基

準「9.6.6 液状化の判定」を参照されたい。 

 

(1)簡易判定法 

簡易判定法で最も一般的な方法は、標準貫入試験結果から得られるN値を用いる方法である。

その中でも主な方法は、「粒度とN値による方法」と、「FL値法」の2種類である。 

また、FL値を深さ方向に重み付けして積分した値である「液状化指数（PL値)によって判定する

方法」もある。 

ｱ)粒度とN値による方法 

粒度とN値による方法は、粒度による判定を行い、次に等価N値と等価加速度による予測・

判定を行う方法で、図-6.2.3にそのフロー図を示す。 

等価N値は各土層のN値を有効上載圧力が65kN/m2の場合の同一の相対密度等の土層のN値

に換算したものをいい、図-6.2.2に関係を図示する。等価加速度は地盤の地震応答計算により求

まる最大せん断応力を用いて各土層について算出する。 

             

図-6.2.2 等価N値算定用チャート 

（直線は、相対密度等が一定の場合のN値と有効上載圧力の関係を表す) 

 

液状化する 液状化しない

簡易判定法※1 

・粒度と N 値による方法

・F
L
値法 

・P
L
値法 

詳細な判定法

・全応力解析 
・有効応力解析 

 

より詳細な検討が必要

対策工なし対策工の検討  

液状化する 液状化しない
 PL 値マップの作成 

広域の液状化危険度評価

PL 値の利用例
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図-6.2.3 港湾施設の技術上の基準の方法による液状化判定法 

ｲ)FL値法 

FL値法は、まず地盤内のある深さの液状化強度比（せん断応力で表した液状化強度と有効拘

束圧の比)Rを、N値や粒径等から求める。次に、その土に地震時に加わる繰返しせん断応力

比Lを地表最大加速度などから推定して、両者の比をとって液状化に対する抵抗率（又は安全率と

も呼ぶ)FLを次式で求める。 

      
max

max

L

L

R

L

R
F 

 ············································· (6.2.1) 

ここに、 R、Rmax：液状化強度比 

L、Lmax：繰返しせん断応力比 

算定の結果、FL≦1であれば液状化の可能性があり、FL＞1であれば可能性が小さいと判断する。

なお、ここでmaxと記す場合には、地震荷重のもとでの液状化強度比と繰返しせん断応力比を、

記さない場合には一様振幅荷重のもとでの意味を表している。図-6.2.4に、FL値法の基本的な

フロー図を示す。 

必要な土質定数 
・N 値         ・均等係数 Uc 
・粒度分布図      ・土の単位体積重量γt(kN/m3) 
・細粒分含有率 FC(％) ・地下水位 

等価 N 値の算定 
 
(N)65＝ 
 

(N)65 ：等価 N 値 
N ：土層の N 値 
σ'V ：土層の有効上載圧 

N-0.019(σ'V-65) 

0.0041(σ'V-65)+1 

等価加速度の算定 
 

αeq＝0.7×   ×g 

αeq ：等価加速度 
τmax ：最大せん断応力（地盤応答解析による）
σ'V ：有効上載圧力 
g ：重力加速度 

τmax 

σ'V 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

・細粒分を多く含む場合の N 値

の補正と予測・判定 

細粒分(粒径が 75μｍ以下の成

分)を 5％以上含むものについ

ては、等価 N 値補正を行い、補

正後の等価N値を用いて対象土

層が左図に示したⅠ～Ⅳのどの

範囲にあるかを判定する。 

液状化する 液状化する可能性が大きい 液状化しない 液状化しない可能性が大きい
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「道路橋示方書 Ⅴ耐震設計編」におけるFL値法による判定フロー図を、図-6.2.5に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6.2.4 FL値法による液状化判定法 

 

 

 

 

  

土質調査 
必要な土質定数の収集 
・N 値 
・液性限界、塑性限界 
・単位体積重量 
・粒度分布等 

液状化対象層の判定
・細粒分含有率 
・平均粒径等 

FL≦1 FL＞1

液状化する 液状化しない

FL 値の算出 

 

液状化強度比の算出 
Rmax 

繰返しせん断力比の算出 ※ 
Lmax 

※最大せん断応力 Lmax は、一次元

地盤応答解析によって求めて

もよい。 
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図-6.2.5 道路橋示方書（平成14年3月）の方法による液状化判定法 

  

地震時せん断応力比 L 
L＝γdKhgσV/σ'V 

γd＝1.0－0.015x 

σV＝γt1hw＋γt2(x－hw） 

σ'V＝γt1hw＋γ't2(x－hw） 

Khg＝Cz・Khg0 

Khg：地震時保有水平耐力法に用いる設

計震度 

動的せん断強度比 
 
RL＝ 

 〈砂質土〉 

  Na＝C1・N1＋C2 

  N1＝170N/(σ'V＋70) 

     1      (0％≦FC＜10％) 

  C1＝ (FC＋40)/50(10％≦FC＜60％) 

     FC/20－1   (60％≦FC) 
 
    C2＝ 
 
 〈礫質土〉 
  Na＝{1－0.36log10(D50/2}×N1 

0.0882  Na/1.7            (Na＜14) 

0.0882  Na/1.7+1.6×10-6×(Na－14)4.5  (Na≧14) 

 0     (0％≦FC＜10％) 

 (FC－10)/18(10％≦FC) 

ここに、 

RL ：繰返し三軸圧縮強度比 

N ：標準貫入試験から得られる N 値 

N1 ：有効上載圧 100kN/m2 相当に換

算した N 値 

Na ：粒度の影響を考慮した補正 N 値 

C1,C2 ：細粒分含有率による N 値の補正 

係数 

FC ：細粒分含有率(％)(粒径 75μm 以 

    下の土粒子の通過質量百分率) 

D50 ：平均粒径(㎜) 

必要な土質定数 

・N 値 

・細粒分含有率 FC（％） 

・平均粒径 D50(mm)、10％粒径 D10(mm) 

・塑性指数 Ip 

・土の単位体積重量γt(kN/m3） 

・地下水位 

液状化対象層 

・沖積層 

・地下水位が現地盤面から 10m 以内 

・現地盤面から 20m 以内 

・FC≦35％あるいは Ip≦15 

・D50≦10mm かつ D10≦1mm 

FL 値の算出 
 FL＝R/L 
R＝CwRL 
 ＜タイプⅠ地震動＞ 
     Cw＝1.0 
 ＜タイプⅡ地震動＞ 
    1.0        (RL≦0.1） 
 Cw＝ 3.3RL＋0.67(0.1＜RL≦0.4)
    2.0        (0.4＜RL) 

液状化する 液状化しない

FL≦１ FL＞１

ここに、 

FL ：液状化に対する抵抗率 

Ｒ ：動的せん断強度比 

Ｌ ：地震時せん断応力比 

CW ：地震動特性による補正係数 

RL ：繰返し三軸圧縮強度比 

γd ：地震時せん断応力比の深さ方向の 

低減係数 

Khg ：レベル 2 地震動の地盤面における設計

水平震度 

σV ：全上載圧(kN/ｍ2) 

σ'V ：有効上載圧(kN/ｍ2) 

x ：地表面からの深さ(ｍ) 

γt1 ：地下水位面より浅い位置での土の単位

体積重量(kN/ｍ3) 

γt2 ：地下水位面より深い位置での土の単位

体積重量(kN/ｍ3) 

γ't2 ：地下水位面より深い位置での土の有効

単位体積重量(kN/ｍ3) 

hＷ ：地下水位の深さ(ｍ) 
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[参 考] FL値法による液状化判定の例 

ここで、FL値法を用いて実際に液状化判定をしてみると、以下のとおりとなる。 

a.解析条件 

対象地盤の液状化判定用の諸定数を、図-参6.2.1に示す。 

例として、タイプⅠ地震動の場合で、計算深度x=4.5mの地点について求める。 

 

b.上載圧の算出 

σV＝γt1・hＷ＋γt2(x－hW)  hW＝0より、xは3mと1.5mに分けて計算する。 

σV＝γt2・x＝18×3＋19×1.5＝82.5kN/m2
  σ'V＝γ't1・hW＋γ't2(x－hW) 

σVと同様に、 

σ'V＝γ't2・x＝8×3＋9×1.5＝37.5kN/m2
 

 

図-参6.2.1 液状化判定用の諸定数 

 

c.動的せん断強度比Rの算出 

以下に基本式を示す。 

     R＝CWRL 

     RL＝ 

 

ここで、砂質土の場合 

     Na＝C1・N1＋C2 

0.0882  Na/1.7            (Na＜14) 

0.0882  Na/1.7+1.6×10-6・(Na－14)4.5  (14≦Na) 
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     N1＝170N/(σ'V＋70) 

        1      (0％≦FC＜10％) 

     C1＝ (FC＋40)/50(10％≦FC＜60％) 

        FC/20－1   (60％≦FC) 

 

     C2＝ 

 

FC＝20％より（震度x＝4.5mにおいて） 

     C1＝(20＋40)/50＝1.2 

     N1＝170×4/(37.5＋70)＝6.33 

     C2＝(20－10)/18＝0.56 

     Na＝1.2×6.33＋0.56＝8.156 

     RL＝0.0882 8.156/1.7＝0.193 

よって、R ＝1.0×0.193＝0.193 

 

d.地震時せん断応力比Lの算出 

Lを算出する基本式を、以下に示す。 

L＝γd・Khg・σV/σ'V 

γd＝1.0－0.015x 

Khg＝Cz・Khg0（ただし0.3を下回る場合は0.3） 

  Ｂ地域  Cz＝0.85   Ⅱ種地盤  Khg0＝0.35 

よって、Khg＝0.85×0.35＝0.30 

いま、計算震度4.5mに対し、 

γd＝1.0－0.015×4.5＝0.933 

よって、L ＝0.933×0.30×82.5/37.5＝0.616 

 

e．FL値の算出 

0.31
0.616

0.193


L

R
FL

 

同様にして各層で求めた結果を、図-6.2参1に示す。これによると、表層より14mの範囲は

FL＜1となり、液状化するという結果になる。 

 

ｳ)液状化指数（PL値）によって判定する方法 

液状化指数PL 値は、地盤の液状化の激しさの程度を表す指数で、岩崎ら（岩崎ら、1980）に

より以下のように定義されている。 

        dxxWFP LL  
20

0
1     ただし、FL≧1.0のときは、FL=0とする。 

0      (0％≦FC＜10％)

(FC－10)/18(10％≦FC) 
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ここに、 PL  ：液状化指数 

W(x) ：深さ方向重み関数 W(x) = 10－0.5 x 

X  ：地表面からの深さ (m) 

PL 値による液状化危険度判定区分（岩崎ら、1980）は以下のとおりである。 

     PL ＞15   ：液状化の危険性が極めて高い。液状化に関する詳細な調査と液状化 

対策は不可避。 

    5＜PL ≦15   ：液状化の危険性が高い。重要な構造物に対して、より詳細な調査が 

必要。液状化対策が一般に必要。 

    0＜PL ≦ 5   ：液状化の危険度は低い。特に重要な構造物の設計に際しては、より 

詳細な調査が必要。 

     PL ＝ 0   ：液状化の危険性はかなり低い。液状化に関する詳細な調査は一般に 

不要。 

PL値は、地盤のある深さの液状化のしやすさを表すFL値とは異なり、地盤の総合的な液状化の

激しさを表す指数であることから、中央防災会議や地域防災計画等による液状化危険度マップ等

に用いられる。土地改良施設に対しては、線上構造物における液状化危険箇所の評価等に活用さ

れる。また、設計時の流動力の算定の際に用いられる。 
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6.3 液状化の詳細な検討方法 

液状化による構造物への影響をより詳細に検討する必要性がある場合には、地盤応答解析等

による詳細な予測方法の適用を検討する。 

 

[解 説] 

より詳細な液状化の検討方法として、地震応答解析等による方法を以下に示す。 

地震応答解析を用いる詳細な予測方法は、表-6.2.1に示す、全応力解析法と有効応力解析法と

に大別される。近年は地盤の透水性を考慮し、過剰間隙水圧の消散まで考慮した表中の解析法（D）

が実際の場に適用されるようになった。 

表-6.2.1 詳細な予測方法の種類と適用性 

予測法の種類 

予測法の特徴 

備  考   
有効応力と土の応力－ひずみ関係 

過剰間隙水圧

消散（透水)

全 応 力 

解    析 

(A) 

地盤の透水を

考慮しない方 

法 

過剰間隙水圧の上昇、消散による有効応

力の変化にかかわらず、土の応力－ひず

み関係は一定である。したがって、地震

応答解析と液状化解析とは別々に行われ

る。 

 

考慮しない。
理論的には有効応力解析に劣

るが、手軽で運用実績も多い。

(B) 
地盤の透水を

考慮する方法 
考慮する。 

間接液状化や排水工法の効果

を確かめるときに有効なた

め、そのような場合に用いら

れている。運用実績はあまり

多くない。 

有効応力 

解    析 

(C) 
地盤の透水を

考慮しない方

法 

過剰間隙水圧の上昇、消散による有効応

力の変化に応じて土の応力－ひずみ関係

を時々刻々と変化させる。したがって、

地震応答解析に液状化解析も含まれる。

 

考慮しない。

手間は(D)と大差ないが、(D)

の方がより精度の高い結果が

得られるので、ほとんど用い

られていない。 

(D) 
地盤の透水を 

考慮する方法 
考慮する。 

理論的に最も優れた方法であ

る。実際の場への適用が多く

なっている。 

表-6.2.2及び表-6.2.3に、最近、実際の場に適用されている4種類の液状化解析法（動的解析法

及び静的解析法)を示す。 

「有限要素法に基づく動的解析法」は地震動を入力して、過剰間隙水圧の発生、土の強度・剛

性低下をFEM動的応答解析により行うものである。FL値法と異なり、地震動の特性（振幅、周波

数、継続時間など)、土の力学特性や地層構成が地盤の状態（加速度分布、応力、ひずみ等)に

及ぼす影響が考慮される。 

また、「有限要素法に基づく静的解析法」は、FLと細粒含有率FCから液状化後の剛性低下

率を求める。完全液状化しない非液状化層の剛性低下も可能である。比較的簡便であるが、地震

動の特性は反映されない。 

その他、「流体力学に基づく永久変形解析法」などがある。これは、液状化層を粘性流体、非

液状化層を弾性体として解析する。取扱いは上記の手法と比較して簡便である。 
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                             表-6.2.2 各種変形解析手法の種類と特徴 

項目 

有限要素法に基づく動的解析法 

有限要素法に基づく静的解析法 地盤の透水を 

考慮する方法 
地盤の透水を 

考慮しない方法 

入力地震動 

～ 

過剰間隙水圧 

の発生 

～ 

土の強度・剛性 

の低下 

・解析底面において入力地震動を設定する。小さな

時間ステップごとに変位や土の応力、過剰間隙水

圧、ひずみ、強度、剛性などが地盤内の全ての地

点において求まる。 

〈長所〉 

・地表面震度から求まる地盤内のせん断応力 L と土

の液状化抵抗 R の比から簡便に液状化の程度を予

測する液状化判定法(FL 値法)とは異なり、地震動

の特性(振幅、周波数、継続時間など)、土の力学

特性や地層構成が地盤の状態（加速度分布、応力、

ひずみ)等に及ぼす影響が考慮される。 

〈短所・課題〉 

・工学的基盤面又は地盤剛性が急増する地層までを

解析領域とするのが望ましいが、明確な基盤層な

どがない場合には注意が必要。どこまでの層を解

析領域とするかによって、地盤内の加速度分布、

ひいては堤防沈下量にある程度の違いが生じる。

・液状化判定によって地盤内のFL値の分布を求

め、液状化すると判定された土については、

FL値と細粒分含有率から液状化後の低下した

剛性を求める。非液状化層の剛性も低下させ

る。 

〈長所〉 

･簡便である。 

・FL値に応じて土の剛性を徐々に低下させてお

り、FL＜1.0で強度を一律に0とする、Δu法と

比較して実際の土の特性を反映している。 

〈短所・課題〉 

・地震動の特性が考慮されない。 

・剛性低下率の設定法が明確になっていない。 

盛土の沈下 

・地震中に生じる土の強度・剛性の低下及び地盤に

作用する地震慣性力による地盤の変形が計算され

る。 

〈短所・課題〉 

・微小変形の仮定をしているため、堤防の沈下量が

大きいほど沈下量を過大に評価することになる。

実際の堤防は、最大でも堤体高さのおよそ7割程度

までしか沈下しないが、この手法によると沈下量

はいくらでも大きくなり得る。この問題を解決す

るために有限変形理論に基づくプログラムも研究

目的に開発されている。 

・計算での土の応力－ひずみ関係は、およそ10～

20％以上の大ひずみレベルでの妥当性は検証さ

れていないので、地盤内のひずみが大きい場合

には結果の信頼性がやや落ちる。 

・地盤の剛性が低下したことによって盛土が沈下

するものと考え、地盤剛性が低下した状態での

堤防沈下量を静的なFEMによって求め、これを

地震による沈下量とする。 

〈長所〉 

・比較的簡便である。 

〈短所・課題〉 

・地震動の特性が考慮されない。 

・地盤に作用する地震慣性力が盛土の沈下に及ぼ

す影響が考慮されない。 

・微小変形の仮定 

地震中・地震後 

の圧密等による 

沈下・変形 

・解析中のいかなる時刻

でも圧密等による土の

体積変化が考慮され

る。 

〈短所・課題〉 

・非排水条件での解析で

あり、圧密による沈下

は考慮されない。液状

化層厚の3～5％程度の

圧密沈下が生じるも

のと仮定し、これを加

えたものを最終的な沈

下量とするなどの対処

が必要。 

〈短所・課題〉 

・非排水条件での解析であり、圧密による沈下は

簡易的にしか考慮されない。液状化層厚の3

～5％程度の圧密沈下が生じるものと仮定し、こ

れを加えたものを最終的な沈下量とするなどの

対処が必要。 

手法の特徴 

・原理的に実際の現象を最も忠実に表現しうる方法

である。 

・計算に用いられる土のモデルは様々な土の挙動を

表現しうるが、その反面、比較的多くのパラメー

タを決める必要がある。パラメータを決めるため

には標準貫入試験以外のいくつかの試験が必要

であり、また試験だけでは決まらないパラメータ

があるので、パラメータ設定にはある程度の経験

が必要。これが解析者によって結果が異なること

の原因となる。その他、減衰や境界条件の設定に

よっても結果が異なるが、これらの決定に際して

は、物理現象を十分考慮して決定する必要があ

る。 

・地盤の剛性低下によって生じる盛土の沈下を比

較的簡便に計算する方法である。 

・詳細な土の応力－ひずみ関係は考慮せず、FL等

によって剛性の低下率を決める。FL＜1.0の場

合にFLの値に応じて徐々に剛性を低下させる

点で東畑モデル、Δu法と異なる。 

・解析結果に及ぼす影響要因としては、地震前の

土の剛性と剛性低下率が極めて重要。 
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流体力学に基づく永久変形解析法 

 

・液状化判定によって液状化層と非液状化層を判別する。

液状化層の土を粘性流体、非液状化層の土を弾性体とす

る。 

〈長所〉 

・簡便である。 

〈短所・課題〉 

・地震動の特性の1つである継続時間の影響は考慮される

が、その他の特性は考慮されない。 

・液状化の程度による土の特性の変化が考慮されない（FL

＜1.0では、土の特性はFL値によらず一定)。 

・液状化層の土（粘性流体)の粘性、非液状化層（弾性体)

の弾性定数の設定法が明確になっていない。 

・原則的に1層の液状化層しか考慮できないため、2層以上

の液状化層が存在する場合、その取扱いに工夫が必要。

・液状化層が粘性流体になったものとし、地盤が時間と共

に流動して盛土が沈下するものと考える。この手法では、

十分長い時間の後には、盛土は平衡状態（盛土の自重と

盛土に作用する浮力がつり合う状態)に達するまで沈下

するが、50gal以上の加速度が継続する時間を便宜的に有

効継続時間とし、その間に生じる変形を地震による変形

とする。 

〈長所〉 

・簡便である。 

・微小変形の仮定から生じる問題はない。 

〈短所・課題〉 

・地震動の特性が考慮されない（地震の継続時間は考慮さ

れている)。 

・地盤に作用する地盤慣性力が盛土の沈下に及ぼす影響は

考慮されない。 

〈短所・課題〉 

・等体積条件での解析であり、圧密による沈下は考慮され

ない。液状化層厚の3～5％程度の圧密沈下が生じるもの

と仮定し、これを加えたものを最終的な沈下量とするな

どの対処が必要。 

・簡便である。地震動の特性の中で、50gal以上の振動が継

続する時間が考慮される。 

・解析結果に及ぼす影響要因としては、液状化層の減衰定

数と非液状化層の弾性定数が極めて重要。 
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表-6.2.3 液状化解析法（動的解析法その他)の種類 

解 析 法 解 析 内 容 

有限要素法に基

づく動的解析法 

（地盤の透水を 

考慮する方法） 

 

・過剰間隙水圧の上昇・消散過程を考慮 

・土の構成式は有効応力に基づく弾塑性理論 

・地震後の地盤の圧密に伴う沈下量の計算可能 

 

有限要素法に基

づく動的解析法 

（地盤の透水を 

考慮しない方

法） 

・土の構成式にはマルチスプリングモデル適用 

・有効応力経路は液状化フロントパラメータを用いて制御 

・残留変位、残留応力の予測可能 

 

有限要素法に基

づく静的解析法 

・地震によって液状化した層の剛性低下を考慮した静的FEM解析 

・剛性低下率はFL値及び細粒分含有率FCの関数 

・地震時慣性力は変形解析時には考慮しない 

・過剰間隙水圧の消散は考慮できない 

 

流体力学に基づ

く永久変形解析

法 

・最小エネルギ原理に基づいて堤体・基礎地盤の変位量を算定 

・液状化層は粘性液体として取扱う 

・大変形の考慮可能 

・過剰間隙水圧の消散は考慮していない 

 

 

 

 

 

（圧密沈下による寄与分は変形図中に考慮されていない) 

＊ 上記の解析モデルは、すべて同一の条件（最大入力加速度210gal、地下水位GL.－1.8m)である。 

引用・参考文献 

ⅰ）日本道路協会：道路橋示方書・同解説 Ⅴ．耐震設計編（2002) 

ⅱ）日本港湾協会：港湾の施設の技術上の基準・同解説（1999) 

ⅲ）鹿島建設土木設計本部：（土木設計の要点）耐震設計法/限界状態設計法、鹿島出版会（1998) 

ⅳ）日本道路協会：道路橋示方書・同解説 Ⅴ．耐震設計編（2002) 

ⅴ）岩崎敏夫、龍岡文夫、常田賢一、安田進：地震時地盤液状化の程度の予測について、土と基礎、28(4)、pp.23-29、1980. 

ⅵ）建設省河川局治水課：河川堤防耐震点検マニュアル（1995) 

ⅶ）建設省土木研究所 動土質研究室：河川堤防の液状化対策工法設計施工マニュアル（案）（1997) 

ⅷ）建設コンサルタンツ協会：河川堤防の地震時変形量の解析手法（2002) 
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6.4 流動化の検討 

流動化に対する設計は臨海部の水際線からの範囲及び液状化に対する抵抗率FL値により流

動化を判定し、対策を検討する。 

 

[解 説] 

流動化に対する設計は、図-6.4.1により行う。流動化は臨海部の水際線から100m以内の範囲に

ある地盤で生じることから、この範囲にあるか否かを判定する。次に、護岸の背後地盤と前面の水

底との高低差が5m以上で、水際線から水平方向に連続して存在する砂質土層のFL値を計算する。

FL値が1.0以下の場合は流動化を生じる可能性があるとして、以下の検討を行う。 

(1)構造系の見直し 

a．連続桁構造やラーメン構造など不静定構造を採用する。 

b．剛性の高い基礎構造物を採用する。 

c．地震の慣性力に抵抗できる支承を採用する。 

 

(2)流動力の算定 

流動力は、道路橋示方書・同解説（平成24年）に準じ、以下により算出するものとする。 

図-6.4.2に示す状態で流動化が生じた場合には、流動化の影響を考慮する範囲内の非液状化層

及び液状化層中に位置する構造部材に、それぞれ、式（6.4.1）及び式（6.4.2）による単位面積当た

り流動力を作用させるものとする。この場合には、流動化の影響を考慮する必要のある範囲内の土層

の水平抵抗は考慮しないものとする。 

ｑNL＝cscNLKpγNLχ                 (0≦χ≦HNL）………………………………（6.4.1） 

ｑL＝cscL{γNLHNL＋γL(χ－HNL)}   （HNL＜χ≦HNL＋HL）………………………（6.4.2） 

ここに、 

ｑNL：非液状化層中にある構造部材に作用する深さχ（m）の位置の単位面積当りの流動力（kN/m2） 

ｑL ：液状化層中にある構造部材に作用する深さχ（m）の位置の単位面積当りの流動力（kN/m2） 

Cs ：水際線からの距離による補正係数であり、表6.4.1の値とする。 

CNL ：非液状化層中の流動力の補正係数であり、式（6.4.3）による液状化指数PL（m2）に応じて、

表6.4.2の値とする。 

   1 10 0.5χ χ……………………………………………（6.4.3） 

CL ：液状化層中の流動力の補正係数（0.3とする） 

Ｋp ：受動土圧係数（常時） 

γNL ：非液状化層の平均単位体積重量（kN/m3） 

γL ：液状化層の平均単位体積重量（kN/m3） 

χ ：地表面からの深さ（m） 

ＨNL：非液状化層厚（m） 

ＨL ：液状化層厚（m） 

ＦL ：式（6.2.1）により算出する液状化に対する抵抗率であり、ＦL≦1の場合にはＦL＝1とする。 
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図-6.4.1 流動力の算定モデル例 

 

表-6.4.1 水際線からの距離による補正係数Cｓ 

水際線からの距離 s（m） 補正係数 Cｓ 

s≦50 1.0 

50＜s≦100 0.5 

100＜s 0 

表-6.4.2 非液状化層中の流動力の補正係数CNL 

液状化指数PL（m2
） 補正係数 CNL 

ＰL≦5 0 

5＜ＰL≦20 （0.2ＰL－1）/3 

20＜ＰL 1 

 

図-6.4.2 流動力の算定モデル 

(3)基礎の変位量の照査 

流動力を算定し、流動化により生じる基礎の変位量が許容変位以下であることを照査する。この

場合の許容変位量は、基礎の降伏変位の2倍とする。 

(4)落橋防止システムの設計 

a. 流動化の影響を見込んで、橋の上下部構造間に予想を超える大きな相対変位が生じないよう

に橋桁のかかり長を算出し、構造に考慮する。 

NO

YES

構造系の見直し 基礎の設計 落橋防止システム

臨海部の水際線から
100m 以内の橋脚基礎

非流動化

・不静定次数の多い構
造系の選定（連続桁
構造、ラーメン構造
等) 

・剛性の高い基礎構造
の採用 

・支承のばね定数の見
直し 

・流動化の影響を見

込んで桁かかり長

を算出 

・落橋防止システム

を入念に設計 
流動化に対する照査

基礎の変位≦許容変位

流動化に対する対応

流動力の算定

FL≦1.0か
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b. 橋桁が落橋しないように、橋桁のかかり長、落橋防止構造、変位制限構造及び段差防止構造

を考える。 

 
引用・参考文献 

ⅰ）日本道路協会：道路橋示方書・同解説 Ⅴ．耐震設計編（2002) 

ⅱ）岡原美知夫、和田克哉：杭基礎の設計施工ノウハウ、近代図書（1998) 

ⅲ）日本道路協会：「道路橋」に関する地区講習会講義要旨（1996) 

 

[参 考] 流動化 

(1)流動化とは 

地震により液状化（間隙水圧が急激に上昇し、飽和した砂質地盤がせん断強度を失い、土構造

に破壊)が生じると、見かけ比重の重い構造物は沈下し、見かけ比重の軽い構造物は浮き上がる。

また、擁壁のように土圧に抵抗する構造物（抗土圧構造物)は土圧が増加するため前面に押され、

基礎のように水平抵抗を期待する構造物はその抵抗を失い大きく変位する。このため、水際線付

近や傾斜した地盤などで偏土圧を受ける構造物は、地盤が液状化することにより土圧が増加し、

基礎構造物は抵抗を失い、側方にあたかも地盤が流れ出すかのように大きく変形する。このよう

に、砂地盤の液状化に伴い、地盤が水平方向に移動することを流動化又は側方流動という。 

兵庫県南部地震では、埋立地の水際線付近に流動化が発生し、橋脚基礎に残留変位が生じた。

この橋脚では、地表面付近の液状化しない層（非液状化層)が、その下部に位置する液状化する土

層（液状化層)とともに移動し、フーチングに大きな力を及ぼしたものと考えられる。 

このように、砂地盤の液状化により生じる流動化は、基礎構造物を大きく変形させ、橋桁の落

下など橋梁に大きな被害を与えることになる。 

一方、側方流動による変位がある程度の精度をもって推定できる場合には、図-6.3.3に示すよ

うに、基礎構造一地盤ばね系モデルに地盤変位を入力することにより耐震計算を行うことができ

る。 

 

図-6.4.3 側方流動に対する耐震計算モデル 

兵庫県南部地震では、側方流動によって建物、橋脚及び各種プラント施設の基礎構造に甚大な

被害が発生した。同様な基礎構造の被害は新潟地震においても報告されており、側方流動の可能

性のある地盤において構造物を建設する場合、側方流動地盤からの外力、すなわち土圧及び流動

圧を考慮して耐震設計を行うことが必要である。側方流動が地中構造物に及ぼす外力の特性につ

いては現時点では不明な点もあり、今後の調査・研究に待つところが多いが、兵庫県南部地震に

よる橋脚の残留変形の逆解析及び既往の模型実験から、①液状化層より地中構造物に作用する流
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動圧は全上載圧の30％程度以下であること、②液状化層上部に存在する非液状化層からの外力

は最大で受働土圧（常時)に達する場合があること、が示されている。 

 

(2)液状化により流動を起こす地盤 

流動化は、(1)で述べたように液状化を起こす砂地盤の埋立地などの水際線付近や傾斜した地盤で

生じるが(図-6.4.4参照)、一般に、以下の2条件のいずれにも該当する地盤では、流動化が生じ

る可能性があるとみなしてよい。 

 

図-6.4.4 液状化により地盤流動を起こす地盤 

a. 臨海部において、背後地盤と前面の水底との高低差が5m以上ある護岸により形成された水

際線から100m以内の範囲にある地盤。 

b. 液状化する層厚5m以上の砂質土層があり、かつ、この土層が水際線から水平方向に連続し

て存在する地盤。 

ここで、護岸の背後地盤と前面の水底との高低差を5m以上としているのは、兵庫県南部地震の

際に、流動化により橋脚基礎に残留変位が生じた臨海部における護岸の背後地盤と前面の水底と

の高低差は10m程度以上であったが、流動化が生じた箇所としては、それ以下の高低差の箇所も

あったためである。また、橋に影響を与える流動化が生じる可能性がある範囲としては、兵庫県

南部地震の際に流動化により橋脚基礎に残留変位が生じた範囲を参考に、水際線から100m以内と

している（図-6.4.5参照)。 

 

図-6.4.5 水底との高低差及び水際線からの距離の取り方 

兵庫県南部地震において側方流動によって大きな被害を受けた基礎構造物のほとんどは、護岸
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より100m以内に位置するものであった。このため、側方流動による外力を考慮する領域は護岸線

より100m以内とし、かつ、図-6.4.6に示すように、護岸線からの距離により土圧を低減すること

とする。 

 

図-6.4.6 護岸からの距離による土圧の低減 

P''p=β・Pp ·············································································· (6.4.4) 

ここに、 P''p ：液状化層の設計土圧（kN/m) 

           β ：低減率（1－0.01x) 

           x ：護岸からの距離（m） 

           Pp ：非液状化層の常時受働土圧（kN/m) 

液状化すると判定される層厚5m以上の砂質土層があることとしているのは、兵庫県南部地震の

際に流動化により橋脚基礎に残留変位が生じた箇所及び大きな地盤変位が生じた箇所における地盤

条件を参考にしているためである。また、流動化は広範な地盤の液状化に伴って生じる現象であ

るため、水際線から基礎位置ごとの液状化の判定結果を基に、水際線から100m以内であっても液

状化すると判定される土層が水際線から水平方向に連続的に存在しなくなる場合には、その背後

の地盤については基礎等に影響を与える流動化は生じないとみなしてよい。 

基礎等に影響を与える流動化が生じる可能性がある場合には、単に構造物基礎を強化するだけ

でなく、横剛性の大きい基礎形式の採用も含め、構造物全体として有害な影響を受けないように

することが重要である。なお、橋台基礎については、一般に流動化の影響を考慮しない。これは、

橋台は背面に土圧を受けるため偏土圧に抵抗するように設計される構造物であり、また、仮に流

動化の影響を受けても前面に押し出されるため、それが桁の落下に直接つながりにくいためであ

る。また、橋梁に影響を与える液化状が生じると判断される地盤にある橋台基礎では、地震時保

有水平耐力法によってレベル2地震動に対する照査を行う。 

臨海部以外でも、昭和39年の新潟地震の際には新潟市の信濃川沿岸において液状化やそれに伴

う流動化により橋梁が被災したと考えられる事例があり、その経験を踏まえ、耐震設計に液状化

の影響が考慮されるようになった。その後、流動化により橋梁が大きな影響を受けたのは、兵庫

県南部地震の際の臨海部における事例が初めてである。河川部における流動化のメカニズムや構

造物に与える影響は、臨海部で生じた現象とは異なることが考えられるが、河川部についても偏

土圧の影響が大きいと考えられる直立式の低水護岸の背後の高水敷及び直立式の特殊堤の堤内地

盤において、前記の条件a.及びb.のいずれにも該当する場合には、臨海部に準じて、流動化の影

響を考慮することが望ましい。 

引用・参考文献 

ⅰ）日本道路協会：道路橋示方書・同解説 Ⅴ.耐震設計編（2002) 

ⅱ）日本水道協会：水道施設耐震工法指針・解説（1997年版)（1997) 

ⅲ）岡原美知夫、和田克哉：杭基礎の設計施工ノウハウ、近代図書（1998) 
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6.5 液状化地盤の対策 

飽和した緩い砂礫地盤が地震時に液状化する場合、このような基盤上の構造物は、基盤の流

動化やせん断破壊による転倒などに対し、安全性を検討するとともに、対策工を施す必要があ

る。 

 

[解説] 

ここで、飽和した緩い砂礫地盤上の橋脚基礎、ポンプ場の基礎及びパイプラインについての液

状化対策について概説する。 

一般的な液状化対策の方法を図-6.5.1に示す。液状化対策は、①液状化の発生を許容した上で

被害を軽減する方法、②液状化の発生自体を防ぐ方法、の二つに分類される。①は、構造物の強

化によって対処する方法で、杭などの基礎や構造物自体の強化により破損の防止に当たるか、付

帯構造物の設置により最低限の供用性を確保する方法である。②は、地盤改良によって地盤の液

状化強度を増加させる方法である。 
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図-6.5.1 液状化対策の原理と方法 

 

(1)飽和した緩い砂礫地盤上の橋脚基礎の流動化対策 

橋脚基礎の流動化の検討については、「道路橋示方書 V耐震設計編」第8章 地震時に不安

定となる地盤の影響 に準拠して、一般的には杭基礎を標準とする。 

流動化の影響は水平力として与えて、基礎の耐震性を検討する。 

流動化の影響を橋脚基礎に作用する水平力として取扱うモデルを、図-6.5.2に示す。このモデ

ルは、兵庫県南部地震の際の臨海埋立地盤上の橋梁の被災事例の解析結果などを基に求めたもの

である。図-6.5.2に示すモデルは、地表面付近に液状化しない土層（非液状化層)があり、その下

部に液状化する土層（液状化層)がある場合で、この場合は、液状化層と非液状化層を流動化の影

響を考慮する必要のある範囲として設計する。 

したがって、これとは条件が大きく異なる場合には、適宜、モデル化を修正することが必要で

ある。また、液状化層と非液状化層が互層状態で存在する場合について、流動化の影響を考慮す
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る必要がある範囲の例を、図-6.5.3に示す。 

また、流動化のメカニズムに関してはまだ未解明な部分が多いため、液状化すると判定された

場合の耐震設計も行い、いずれか厳しい方の結果を用いる。すなわち、橋に影響を与える流動化

が生じる可能性がある場合には、以下の3ケースについて耐震設計を行い、この中から最も影響の

大きいものを設計に用いる。 

①流動化が生じると考えたケース 

②液状化だけが生じると考えたケース 

③液状化も流動化も生じないと考えたケース 

 

図-6.5.2 流動力の算定モデル例 

 

図-6.5.3 流動化の影響を考慮する必要がある範囲 

[参 考] 

橋梁における杭基礎の液状化対策について、現在実施中又は研究開発途上にある方法を分類す

ると、表-6.5.1のように整理できる。ⅳ) 

表-6.5.1 橋梁基礎の液状化対策の分類例 

対策の基本的考え方 具体的な対策方法 新設 既設 

A.杭基礎の直接強化 

1）杭本数の増加 ○ ○ 

2）杭径の増加 ○ － 

3）杭厚の増加 ○ ○ 

B.杭基礎周辺の間接強化 
1）杭周辺の液状化発生防止（地盤改良等） － ○ 

2）杭構造の剛性増加 ○ ○ 

C.橋全体系の間接強化 
1）支沓の免震化 ○ ○ 

2）桁の連続化 ○ ○ 

・ 「杭基礎の直接強化」とは、液状化による地盤反力の低減に対して、杭の本数、杭径又は杭厚

を増加させて、構造的な強化を行うことにより、液状化の影響を除去しようとするものである。

新設の基礎では設計時にあらかじめ構造強化されるが、既設基礎では補強により構造強化する

ことになる。既設杭の補強は増し杭が一般的であるが、既設鋼管に鋼管を巻立てることにより
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補強している事例もある。既設杭については、桁下の狭矮な場所での施工の合理化が課題であ

る。 

・ 「杭基礎周辺の間接強化」は、杭自身には手を加えず、地盤改良により杭周辺の地盤を液状化

させないようにしたり、地盤改良体の支持機能付加により基礎の安定性を確保しようとするも

のである。液状化させないように地盤改良する場合は、経済的に厳しくなることが多いので、

改良範囲等を適切に設定するようにする。 

・ 「橋全体系の間接強化」は、杭基礎又は周辺地盤には手を加えないで、支承や上部構造の耐震

性向上によって、間接的に液状化に対する安定性を向上させようとするものである。具体的に

は、支沓の免震化や桁の連続性により、杭基礎への作用量を低減する方法が考えられる。 

 

(2)飽和した緩い砂礫地盤上のポンプ場（吸込水槽)の流動化対策 

底版の杭基礎又は地盤改良工法により、流動化対策を行うことが多い杭基礎に対しては、橋脚

基礎と同様に「道路橋示方書 Ⅴ耐震設計編」第8章 地震時に不安定となる地盤の影響 に準拠

するものとする。 

液状化対策の基本的な考え方は、橋梁の基礎杭と同様である。地盤改良工法を用いる場合は、

サンドコンパクション工法、グラベルコンパクション工法、サンドドレーン工法などの圧密促進

による地盤の密度増加を目的とする工法が、液状化に対して有利であることが兵庫県南部地震の

液状化被害調査から明らかとなっている。 

 

(3)飽和した緩い砂礫地盤上のパイプラインの流動化対策 

パイプラインの液状化対策は、以下の地震応答対策によることを基本とする。 
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表-6.5.2 パイプラインの地震応答対策 

被災の内容 対策を考慮するポイント 対策例 

現地盤の液状化 

【液状化の予想される飽和砂質土層】 

・埋戻し土に対して行う対策 

・埋戻し土の密度を高める。（厳密な管理を行う） 

・砕石など液状化抵抗力の高い材料を埋戻し材料と

して使用する。 

・ソイルセメントなどの液状化しない材料を埋戻し

材として用いる。 

・現地盤に対して行う対策 

・地下水位を低下させる。 

・地震時に発生する過剰間隙水圧を低く抑えるため

のドレーンを設置する。 

・地盤改良等の対策を行う。 

・管路に対して行う対策 

・一体構造の管路の場合には地盤ひずみを吸収する

特殊管を採用する。 

・伸縮可とう性が大きく離脱防止機構を持った鎖構

造継ぎ手の管路を使用する。 

埋戻し土の液状化 

【液状化の予想される埋戻し土】 

・埋戻し土に対して行う対策 

・埋戻し土の密度を高める。（厳密な管理を行う） 

・砕石など液状化抵抗力の高い材料を埋戻し材料と

して使用する。 

・ソイルセメントなどの液状化しない材料を埋戻し

材として用いる。*1 

・現地盤に対して行う対策 ・地下水位を低下させる。 

・管路に対して行う対策 

・一体構造の管路の場合には地盤ひずみを吸収する

特殊管を採用する。 

・伸縮可とう性が大きく離脱防止機構を持った鎖構

造継ぎ手の管路を使用する。 

*1 埋め戻し材料として、改良土を用いることによって大きな地盤反力を得ることができ完全に液状化を防止することが可能

である。改良土としてはセメント系固化剤を用いたものが一般的である。埋設深さ数メートルのパイプラインの場合は、最

大で200kPa程度の一軸圧縮強度が得られる配合とするが、現場配合での強度試験によって確認する必要がある。高強度の改

良土の場合には、のちの開削工事の障害となることもあるため、十分注意する必要がある。ⅴ) 

 

6.6 各構造物に適用する液状化検討法 

各構造物が準拠する基準の記載内容にもとづき、液状化の検討を行う。 

 

[解 説] 

各構造物の液状化の検討は、各構造物が準拠する設計基準、指針類（表-2.1.1）の内容に基づ

いて実施する。 

同設計基準、指針類の記載内容に基づき、構造物ごとの液状化の検討方法を表-6.6.1に整理し

て示す。各構造物の液状化検討方法は、FL法が標準となっていることから、表には、FL法に適用

する設計水平震度（地盤面khg）の値を示している。 

地震動の区分（レベル１、レベル２（タイプⅠ、タイプⅡ））の適用は、重要度区分、耐震性能に

応じた耐震設計実施の有無（表-2.4.1）に対応する。 

 

ここに記載されていない工種に関する液状化検討方法は以下のとおりとする。 

１）①農道橋（小規模農道橋以外） 

   最新の道路橋示方書（平成24年）に準じる。 
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表-6.6.1 各構造物の液状化検討方法 

工種 ②水路橋、水管橋、③頭首工 

①農道橋（小規模農道橋）、④擁壁、⑤開水路 

⑥ファームポンド、⑨暗渠（ボックスカルバート）

⑪ポンプ場（吸込、吐出し水槽） 

検討 

方法 

① 液状化判定に用いる設計水平震度khg 

地盤種別 レベル１ 
レベル２ 

タイプⅠ タイプⅡ

Ⅰ種地盤 ― 0.30 0.80 

Ⅱ種地盤 ― 0.35 0.70 

Ⅲ種地盤 ― 0.40 0.60 

※液状化判定は、レベル２地震動に対しおこなうもの

とし、レベル１地震動での液状化の影響はその結果を

反映させる。 

② FL値により低減した土質定数（表-4.2.12）

を用いて耐震設計を行う。低減させる土質定

数は、地盤反力係数、地盤反力度の上限値及

び最大周面摩擦力度。 

① 液状化判定に用いる設計水平震度khg 

地盤種別 レベル１
レベル２ 

タイプⅠ タイプⅡ 

Ⅰ種地盤 0.12 0.30 0.80 

Ⅱ種地盤 0.15 0.35 0.70 

Ⅲ種地盤 0.18 0.40 0.60 

 

② FL値により低減した土質定数（表-4.2.12）を

用いて耐震設計を行う。低減させる土質定数は、

地盤反力係数、地盤反力度の上限値及び最大周

面摩擦力度。 

工種 ⑦ため池 ⑧パイプライン 

検討 

方法 

① 液状化判定に用いる設計水平震度khg 

地盤種別 レベル１ 
レベル２ 

タイプⅠ タイプⅡ

Ⅰ種地盤 

 

0.12 

 
堤体の耐震

性能照査に

用いる地震

動を設計水

平震度に換

算した値

同左 Ⅱ種地盤 

 

0.15 

 

Ⅲ種地盤 

 

0.18 

 

 

② 液状化が生じる場合には、その対策を検討

する。 

① 液状化判定に用いる設計水平震度khg 

地盤種別 レベル１
レベル２ 

タイプⅠ タイプⅡ 

Ⅰ種地盤

0.15 

― 0.80 

Ⅱ種地盤 ― 0.70 

Ⅲ種地盤 ― 0.60 

 

② FL値により低減した土質定数（表-4.2.12）を

用いて耐震設計を行う。低減させる土質定数は、

地盤反力係数、地盤反力度の上限値及び最大周

面摩擦力度。 

  レベル１地震動で液状化が生じると判断され

た場合、土質定数の低減係数（レベル１地震動

用）はレベル２地震動から求めたFL値を基準と

して求める。 

工種 ⑩杭基礎  

検討 

方法 

① 上部構造のFL値を適用する。 

② FL値により低減した土質定数（表-4.2.12）

を用いて耐震設計を行う。低減させる土質定

数は、地盤反力係数、地盤反力度の上限値及

び最大周面摩擦力度。 

 

 
引用・参考文献 

ⅰ）日本道路協会：道路橋示方書・同解説 Ⅴ．耐震設計編（2002) 

ⅱ）岡原美知夫、和田克哉：杭基礎の設計施工ノウハウ、近代図書（1998) 

ⅲ）地盤工学会：液状化対策の調査・設計から施工まで（1995) 

ⅳ）地盤工学会：地盤工学・実務シリーズ 18  液状化対策工法（1995) 

ⅴ）毛利栄征：新潟県中越地震による集落排水施設の被害状況、基礎工、33(8)、pp.74-78（2005） 
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第７章 耐震診断 

7.1 耐震診断の目的 

耐震診断は、既設構造物が本指針で示す要求耐震性能を確保しているかを評価するために行

うことを目的とする。耐震診断結果に基づいて今後の耐震補強又は施設更新などの対策の検討

を行う。 

 

[解 説] 

土地改良施設には、橋梁（農道橋、水路橋、水管橋)、頭首工、擁壁、開水路、ファームポンド、

ため池、パイプライン、暗渠（ボックスカルバート)、ポンプ場、杭基礎、さらに機械電気設備等

と、その種類は多種多様である。 

現状の構造物は建設当時の耐震性能は確保していても、現時点の指針に照らして耐震性能が確

保されていない可能性があるため、必要に応じて耐震診断を行う。 

また、それぞれの施設が目標とする耐震性能への施設更新や施設補強、応急処置への策定及び

既設構造物の劣化による耐力復元対策（機能保持)についても示す。 

 

7.2 耐震診断の手順 

耐震診断は、既設構造物の耐震性能が正確かつ効率的に評価できるように実施していかなけ

ればならない。このため、耐震診断は、概略的な方法による一次診断と、より詳細な方法によ

る二次診断によって行うものとする。 

一次診断は、対象となる既設構造物を本指針の重要度区分により選定し、建設年代・準拠基

準等や設計図書等に基づく概略の構造特性及び地盤条件によって耐震性能を有していないと

推定される構造物を抽出し、二次診断の詳細検討に供することを目的とする。 

二次診断は、一次診断により耐震性能の詳細な検討が必要と判断された構造物に関して、必

要に応じて現場計測、劣化診断及び地盤の調査を行い、要求される耐震性能を有しているか否

かを診断する。 

この時、当該構造物の機能の代替性や建設時からの施設条件の変化など、施設の重要度や位

置付けの変化も考慮する。 

 

[解 説] 

今日まで建設された土地改良施設は大規模なものから小規模なものまであり、その数は膨大で

あり、他機関との共用施設も多数存在するのが現状である。耐震診断に当たって、これらの施設

をそれぞれ詳細に実施することは現実的ではない。そこで、机上及び現地状況から整理すること

ができる概略的な方法による一次診断と、詳細な構造検討を行う二次診断に区分した。 

  土地改良施設の耐震診断の一般的な流れを図-7.2.1 に示す。 

 

 

 



第７章 耐震診断 

278 
 

 
図-7.2.1 既設構造物の耐震診断及び耐震対策のフロー 

*1 詳細診断における耐震計算は、第 5 章に示す耐震計算法及び照査法により実施する。 

ただし、計算における条件設定については、「7.3.3 二次診断（詳細診断）」に示す 

留意事項を踏まえて実施するものとする。 

 

現地観測 
劣化診断調査 

構造データは 

十分か 
NONO

地質調査 
土質調査 

【データベース】 

・既存資料 

・現状調査 

・一次診断結果 

・二次診断結果 

・地震対策の検討結果 

・地震対策工事 

 

重要度区分の設定 

耐震性能の詳細診断(二次診断) 

耐震対策工事の実施

対策の検討

END

YES

NO 

施設更新 

(取り壊し＋新設) 

コストが構造物の 
余命に見合うか 

耐震性能の照査*1 

START

調査全体計画の作成

既存資料調査 

地質・土質データ

は十分か 

YES

耐震性能の概略診断(一次診断) 

YES 

YES

NO 

耐

震

診

断

耐

震

対

策

耐震性能の設定 

設計地震動の設定 

設計条件の設定 

震度法 

（固有周期を 

考慮しない） 

震度法 

（固有周期を

考慮する） 

震度法 

（固有周期と構

造物特性係数を

考慮する） 

 

地震時保有

水平耐力法

 

応答変位法 

動的解析の必要があるか？

動的解析 

NO

耐震計算法*1 液状化の検討
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調査計画の策定においては、「今後 30 年間の地震の発生確率」や「震源断層の長期評価結果」

等の地震調査研究成果を活用し、今後の地震の切迫性を考慮して、耐震診断の優先度等の戦略を

決める。 

一次診断は、多くの構造物を対象とすることから、既存資料や現状調査、過去の震災における

土木構造物の被害の実態を踏まえて概略的な耐震性能の評価を行う。 

二次診断は、一次診断により得られた構造物の情報、地盤条件を基に、新設と同様の耐震設計

法（「第 5 章 耐震設計手法」及び準拠基準）を用いて耐震性能を照査することを原則とする。

ただし、計算における条件設定については、「7.3.3 二次診断（詳細診断）」に示す留意事項を

踏まえて実施するものとする。また、構造物の耐震性能の 低限の目標は、「構造物が損傷して

修復不可能であっても、構造物にじん性を持たせ、崩壊しないこと」である。必要に応じて、コ

ンクリート非破壊試験等の現場計測、試験及び地盤条件等の調査を行う。 

既設土地改良施設の耐震診断については、頭首工、水管橋、ポンプ場（排水機場）、ファーム

ポンド（PC タンク）を対象に、土地改良施設総合対策支援事業において、モデルケースによる検

討が行われている。本指針では、その結果を基に、既設構造物の耐震解析及び耐震補強の検討を

実施する上での留意点を「7.4 耐震性能（補強)レベル」に記述した。 

 

引用・参考文献 

ⅰ）土木学会：土木構造物の耐震基準等に関する「第二次提言」（1995) 

ⅱ）日本水道協会：水道施設耐震工法指針・解説（1997) 

 

7.3 耐震診断の方法 

耐震診断は、構造物の状況等を把握する調査、構造物劣化の評価、構造解析を適切に実施し、

診断するものとする。 

 

[解 説] 

  耐震診断を行うに当たっては、既設構造物の構造諸元や地盤条件を整理した上で、施設の現在の

状態を適切に把握する。一般に、建設年月が古いほど建設当時の資料が乏しいものであるが、不明

な部材寸法や鉄筋量などは、当時の設計基準を基に構造解析を実施するなどの方法により再現しな

ければならない。 

  構造物の経年変化による物理定数の変化や部材の劣化は、現在構造物が持っている耐震性能を

把握する上で重要な事項となる。また、地盤に関しては、液状化の発生が予想される範囲が拡大

され、構造物基礎の耐力が不足することが予測されるので、本指針に則した資料の収集や現地で

の新たな地質調査が必要となる。 

 

7.3.1 耐震診断の調査 

耐震診断の調査は、現況の構造物の状況を把握するとともに、建設当時の諸条件を再現し、

なおかつ現状の耐震性能を適切に把握できるように実施するものとする。 

 

[解 説] 
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(1)耐震診断の調査 

  以下の項目に関して調査する。 

a．既存資料調査 

多くの資料を収集することにより、現地調査を少なくするようにする。 

b．現地調査 

i)  部材寸法調査 

既存資料で構造寸法を推定することができない場合に実施する。 

ii) 基礎地盤調査 

基礎地盤は耐震検討の基礎資料となるので､既存資料と併せて十分な調査が必要である 

(表-7.3.1参照)。 

iii) 劣化診断調査 

構造物の現状を把握することが必要となるので、表-7.3.2 に示す調査等が必要である。 

 

(2)非破壊試験によるコンクリート調査方法 

はつりやコア採取による破壊調査は、使用中の構造物では調査箇所の制約を受けて数多く実施

できない場合があり、構造物全体の状況を把握できない場合がある。このような場合は、より多

くの情報を集めることが可能であり、効率的に構造物の劣化調査を行うことができる非破壊試験

を適用するものとする。 

現在実用化されている非破壊試験方法によって調査できる項目は、「仕上げ材の劣化状況」、

「鉄筋の種類と径及び配筋状況」、「鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ」及び「鉄筋の腐

食状況」であり、表-7.3.3 に検査方法を示す。 

表-7.3.1 土質調査と設計に用いる諸量・判定と地盤条件 

設計に必要な 

地盤条件 

 

設計で直接用いる 

諸量・判定 

地層

構成

地下

水状

況

物理

的性

質

力学的性質 

備     考 強度

特性
N 値

変形

係数

圧密

特性

弾性

波速

度
※ 

動的 

せん

断剛

性 

設計一般 

支持層の選定 ○ △ △ ○ ○ △ ○Py ○ －  

側方移動の検討 ○ △ △ ○c △ － △ － － I 値、F 値 

負の摩擦力評定 ○ △ ○ ○c ○ － ○ － － 
周辺地盤の沈下の可能性と

その量及び速度 

沈下判定 ○ △ ○ － △ － ○ － － 支持層以深の沈下の可能性

耐震設計 

設計震度 

地盤種別 ○ － － － ○ － － ○ △ 地盤の特性値 

固有周期 ○ － ○ － △ － －
○ 
Vs

○ G0 動的地盤ばね定数 

液状化の 

判定 

砂質地盤 ○ ○
 γt 

○
 D

△ ○ － － － － 液状化抵抗率 

粘性地盤 ○ △ △ ○qu △ － － － －  

動的解析 ○ － ○ － △ － － △ ○  

杭基礎の設計 

計算 

杭反力と 

変位 

地盤反力係数 ○ － － － ○ ○ － － －  

杭頭ばね定数 ○ － － － ○ ○ － － －  

支持力 
周面摩擦力 ○ － ○D ○c ○ － － － －  

先端支持力 ○ － ○D ○qu ○ － － － －  

杭基礎の計画 
杭施工 

打込み ○ △ ○ ○ ○ － － － －  

杭掘削 ○ ○ ○ ○ ○ － － － －  

構造物掘削～土留め工 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －  

○：直接必要  △：間接的に必要 

γt：土の単位体積重量 c：土の粘着力 qu：一軸圧縮強度 Py：圧密降伏応力 D：粒度分布、Vs:せん断弾性波速度、 

G0：動的せん断剛性 

※ 表層地盤の弾性波速度構造を非破壊で比較的簡便に求める方法として、近年、常時微動や表面波探査の利用が増加している。 
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表-7.3.2 コンクリートの耐久性調査項目と調査方法の例 

区分 目的 調査項目 調査方法 得られるデータ 
調査結果の

利用用途

安全性評価 

（耐荷力評価) 

構造解析のた

めのデータの

収集 

コンクリート強度 

コア採取試験 
コンクリートの圧縮強度 

〃   静弾性係数 

耐震解析の

条件設定

反発硬度法 

超音波法 

打音法 

コンクリートの圧縮強度 

 

鉄筋強度 
破壊試験 

鉄筋の引張強度 

〃 降伏点強度 

超音波法 鉄筋の引張強度 

コンクリート版の断面寸法 レーダ法 コンクリート版の厚さ 

耐震解析の

条件 

 

補修・補強工

の検討 

鉄筋の配筋状態 

はつり・削孔調査 

電磁波レーダ法 

X 線透過法 

鉄筋の配筋位置、 

かぶりなど 

コンクリートの内部欠陥 レーダ法 
コンクリートの内部欠陥

(空洞亀裂ジャンカ等)有無 

底版下面の支持状態 レーダ法 底版下面の空洞等の有無 

鉄筋の腐食状況 

はつり調査 

自然電位法 

分極抵抗法 

鉄筋の腐食状況 

耐久性評価 

躯体の寿命予

測 

中性化深さ コア抜き試験 中性化深さ 

補修、補強工

法の検討 

 

対策コスト

の検討（更新

との比較）

ひび割れ、水漏れ 

はく離・はく脱 

目視 

クラックスケール 

 CCD カメラ法、レーザー

法 

ひび割れ・漏水発生状況 

(目地の漏水を含む) 

塩分含有量 化学分析 床版の塩分含有量 

ライニングの

寿命予測 

はく離、ふくれ、割れ 

目視 

クラックスケール 

赤外線法 

はく離、ふくれの分布、割

れの発生状況 

はく離、ふくれ サーモグラフィー法 はく離、ふくれの分布状況 

表-7.3.3 コンクリートの非破壊試験 

検査方法 
ひび

割れ

内部の

空隙や

欠陥

部材の

厚さや

寸法

鉄筋の

位置

径・か

ぶり

コンク

リート

の品質

鉄筋の

腐食 

状況 

備考 

光学的方法 
CCD カメラ法 ○      

精度は低いが簡単な

方法 

レーザー法 ○      表面の凹凸を調べる

弾性波法 

超音波法 ○ ○ ○  ○  
ひび割れの場合は深

さが対象 

衝撃弾性波法 ○ ○ ○    
杭などのひび割れを

調べる 

打音法 ○ ○ ○     

アコースチィックエミッション 

(AE 法) 
○      

ひび割れの進行を調

べる 

電磁波法 

放射線法 

(X 線透過法) 
 ○ ○ ○   

γ線を用いた方法が

ある 

電磁誘導法    ○    

電磁波レーダー法  ○  ○    

赤外線法 ○ ○     
表層部の浮きや、は

く離を調べる 

打撃法 
反発硬度法 

(シュミットハンマー法) 
    ○  

強度を調べる。超音

波法と併用して精度

を高める 

電気化学法 
自然電位法      ○  

分極抵抗法      ○ 腐食速度を調べる 

引用・参考文献 

ⅰ）日本水道協会：水道施設耐震工法指針・解説（2009) 
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7.3.2 一次診断（簡易診断） 

一次診断（簡易診断）は、対象施設の特性や診断結果の利用用途に応じて、適切な手法によ

り実施する。 

 

一次診断（簡易診断）は、多くの構造物を対象とするため、効率的に概略の耐震性能を把握で

きる手法を用いる。 

また、構造物が構成するシステム機能の分散化、ブロック化及び代替化を評価したり、建設当

時からの施設の位置付けや利用状況・材料、地盤強度の経年変化など、建設時からの条件の変化

も考慮しながら総合的に検討を進めなければならない。 

過去の震災における土木構造物の被害の実態を踏まえて、簡易診断を行う際の着目点を以下に

示す。 

(1)建設年代 

1980 年以前の古い構造物は、相対的に鉄筋量が少ないので震災による被害が多い。 

 

(2)準拠基準等 

準拠基準等により、帯鉄筋量が大きく異なるので耐震性能が著しく異なる。 

 

(3)構造特性 

鉄筋コンクリート構造物の場合では、せん断補強筋の不足による脆性破壊が起こりやすい。

また、鉄筋の途中定着位置での損傷が多い。 

構造的には、一般に不静定次数の多い構造物に損傷が少ない。 

 

(4)地盤条件 

液状化の対象となる地質の拡大や作用荷重の増加による液状化の有無及び側方流動の可能性

により既設構造物基礎耐力が減少する。また、経年変化による地盤沈下などにより、基礎の構

造系に変化がある。 

なお、施設の状況が変化したとしても、以下の 4 点については施設の重要度区分の判定事項

と同様に留意する必要がある。 

①重大な二次災害を起こす可能性のある施設 

②基幹施設であって代替施設のないもの 

③重要施設等への供給施設 

④復旧困難な基幹施設 
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7.3.3 二次診断（詳細診断） 

二次診断（詳細診断）は、一次診断の結果を踏まえて、対象構造物の耐震性能を定量的に把

握するため、本指針等で示される耐震解析に基づく性能照査を実施する。 

 

[解 説] 

二次診断（詳細診断）は、一次診断の結果を踏まえて、本指針等で示される耐震解析法から適

切な方法を選定し、解析及び照査を実施する。 

 

（１） 既設構造物の耐震計算手法 

二次診断（詳細診断）における耐震計算は、本指針等で示される耐震計算方法により行うこ

とを基本とする。その際、既設構造物の構造特性や劣化の状況等を適切に踏まえて解析を実施

する。 

 

[解 説] 

詳細診断における耐震計算は、要求する耐震性能を新設と同等とし、新設と同様の耐震計算法

を用いることとする。 

しかし、一般的に耐震補強を必要とする構造物は、コンピューターが普及していない時代のも

のが多く、構造物をモデル化するとき安全側にしていた傾向がある。この場合、解析の方向や配

筋の取り回しなどで現在の設計方法と異なる可能性があり、構造物の耐力を正当に評価できるよ

うにすることが必要である。 

現在、コンピューターの発達とともに、不静定次数が多く、かつ部材の非線形も考慮する耐震

計算が容易に行える状態にある。また、構造物の地震動は構造全体に作用するものであるので、

正確な挙動を把握するには構造を全体モデルとして解析するほうがよい。例えば、非線形を考慮

するラーメン構造であれば、プッシュオーバー解析が、耐震補強後の構造バランスを図る上で有

効な手段である。 

 

以下に既設構造物の耐震解析の事例を示す。 

 

表-7.3.4  既設構造物の耐震診断解析の事例 

[頭首工] 

施設名 O頭首工 M頭首工 

重要度 AA種 AA種 

解析方法 ①地震時保有水平耐力法 

②動的解析（堰柱-門柱一体モデル） 

①地震時保有水平耐力法 

②動的解析（頭首工全体FEMモデル）

照査方法 ①地震時保有水平耐力法 

②限界状態設計法 

①地震時保有水平耐力法 

②限界状態設計法 
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[水管橋] 

施設名 M水管橋 

重要度 A種 

解析方法 ①地震時保有水平耐力法 

②動的解析（全体モデル） 

照査方法 ①地震時保有水平耐力法 

②限界状態設計法 

 

[ポンプ場（排水機場）]  

施設名 N排水機場 SR排水機場 

重要度 A種 A種 

解析方法 ①震度法 

②応答変位法 

動的解析 

 

照査方法 ①限界状態設計法 

②限界状態設計法 

限界状態設計法 

 

 

[ファームポンド(PC タンク)]  

施設名 Rファームポンド 

重要度 A種 

解析方法 震度法(軸対称シェル要素によるFEM解析) 

照査方法 限界状態設計法 

  ※ 土地改良施設総合対策支援事業 基幹的施設の耐震対策 報告書（その 1）より（2010） 
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既設構造物の地震対策においては、隣接構造物や施設運用上の条件等による制約条件が大きい

上に、地震対策が必要となる部位や規模によって、仮設を含む施工コストが大きく異なる（例え

ば、地中部材の対策の有無で施工規模が大きく異なるなど）。そのため、対象施設の構造特性や

荷重条件等を適切に評価し、より現実条件に近い合理的な条件設定、計算方法を用いて、安全性

の確保のみならず対策コストの縮減を図ることが新設構造物以上に要求される。 

合理的な詳細診断を行う上で着目すべきポイントを工種ごとに整理し、表-7.3.5 に示す。 

経年劣化等が生じた部材の耐震性能の評価の考え方は、次節に示す。 

表-7.3.5①  現実の条件を反映した合理的な詳細診断を行う上で着目すべきポイント①（ⅱ,ⅲ,ⅳ等を参考に記述） 

主な対象工種 項  目 内  容 

橋梁（橋脚） 

頭首工（堰柱） 

 

荷重等の建設時

からの変化 

建設時点からの上部工、車両荷重、管理施設等による上積荷重

の変化、水位、側方地盤高等の変化がある場合は、それらの影

響を適切に見込む必要がある。 

 

頭首工（堰柱） 

 

 

 

診断時点におけ

る戸当り余裕幅

の考慮 

許容残留変位の照査時に設定する戸当り余裕幅は、診断時点に

おける実際の戸当り余裕幅を確認にした上で、適切に設定す

る。 

ポンプ場（吸込水

槽、吐水槽） 

ファームポンド 

実運用水位によ

る照査 

水槽内の内水の動水圧が地震の影響として大きい場合が多い

ため、耐震性能照査時の内水位の設定においては、対象施設の

実運用水位を考慮することで、より正確に地震の影響を考慮し

た耐震診断が可能になる場合がある。 
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表-7.3.5②  現実の条件を反映した合理的な詳細診断を行う上で着目すべきポイント②（ⅱ,ⅲ,ⅳ等を参考に記述） 

主な対象工種 項  目 内  容 

ポンプ場（吸

水込層、吐水

槽） 

三次元効果の適用 水槽の側壁、隔壁、導流壁を三次元モデルやそれと等価な二次元モデル

（薄肉要素の付加等）を適用することにより、構造物の立体的力学特性

を正確に評価することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各部材の限界状態

と損傷過程を考慮

した耐震性能の照

査 

吸込水槽などは、側壁、頂版、底版、隔壁などの多くの部材で構

成されているため、これらの部材及び部位は地震の影響によって

生じる損傷の過程が異なる。そのため、詳細診断において動的解

析やプッシュオーバー解析法などの静的非線形解析を行い、各部

材における損傷過程を詳細に検討し、部材ごとに異なる限界状態

を適用して照査を行えば、より合理的な耐震診断が行える場合が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        図はⅳより 
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表-7.3.5③  現実の条件を反映した合理的な詳細診断を行う上で着目すべきポイント③（ⅱ,ⅲ,ⅳ等を参考に記述） 

主な対象工種 項  目 内  容 

パイプライン 継手余裕量の適

切な評価 

建設年次の古いPC管などは、継手寸法が短く、地震時の抜けに対する余

裕量が非常に小さい場合がある。そのため、建設当時の状況等を調査の

上、継手余裕量を適切に評価する必要がある。 

 

 

パイプラインの

ウィークポイン

トに着目した重

点検討地点の抽

出 

設計基準「パイプライン」においては、地形、土質、施工、構造

的要因によるパイプラインの地震時のウィークポイントを示し、

それらへの対応策について記述している。これらの内容を基に、

診断対象路線における重点検討地点を抽出し、対応の検討を行う

ことが重要である。 

暗渠（ボックス

カルバート）、

開水路 

診断時点におけ

る地上部の利用

状況や土かぶり

条件等の考慮 

建設時点からの地上部の利用状況や埋戻し条件に変化がないか調

査の上、診断時点での条件を適切に評価し、計算に反映する必要

がある。 

ため池 堤体の強度特性

の適切な評価 

 

近代的な設計・施工が実施されていない建設年次の古い既存のた

め池については、レベル2地震動のような大きな地震動による繰返

し荷重を受けると、せん断強度が低下し、安全性が低下すること

が指摘されている。上記のようなため池の診断に当たっては、上

記のような強度特性を適切に評価して耐震性能の照査をすること

が重要である。 
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表-7.3.5④  現実の条件を反映した合理的な詳細診断を行う上で着目すべきポイント④（ⅱ,ⅲ,ⅳ等を参考に記述） 

主な対象工種 項  目 内  容 

その他 

（一般的事項） 

地震応答解析によ

る設計震度の設定 

静的解析の耐震計算に用いる入力地震動条件の設定に当たっては、標準

的な設計震度や地盤の応答変位を用いずに、対象地盤の特性を正確に評

価することができる地盤の地震応答解析を実施し、その結果から設計入

力地震動条件を設定する。なお、地盤の地震応答解析を行う際は、PS検

層試験、土の動的変形特性及び液状化特性に関する各種試験等の実測結

果を用いることにより、より一層正確な地震の影響を評価できる場合が

ある。 

動的解析の実施 動的解析（固有値解析を含む。）を行うことにより、構造物などの振動特

性（固有周期や減衰性）を正確に耐震計算に反映できる。例えば、地下

免散減衰を考慮することにより減衰効果が大きくなり、合理的な設計が

可能になる。 

非線形性の適切な

考慮 

構造物や地盤の非線形性を適切に考慮することにより、構造物の地震時

挙動や塑性変形能力及び損傷過程をより正確に確認することができる。

有効応力解析の適

用 

液状化による構造物への影響は、有効応力法による動的解析などを行う

ことにより、構造物への応答変位量や残留変形量を求め、各施設の機能

面（貯留機能、通水機能）への影響を詳細に評価することができる。 

例えば、池状構造物などの基礎地盤が液状化する場合でも、構造物の傾

き量が貯留機能の維持に重大な影響を与えない程度であることが数値解

析で定量的に明確になれば、その傾きを許容し地盤改良などの液状化対

策を実施しないといった判断ができるなど、より合理的な対策の検討が

可能になる場合がある。 

 

 

 

 

                           図はⅳより 

地震時荷重と応答

値の関係の分析

（パラメトリック

スタディー）に基

づく性能照査 

詳細診断は、対象施設に要求される耐震性能の有無やその程度の評価だ

けでなく、地震時荷重と各種応答値の関係などを分析することにより、

経済的で効果的な地震対策の選択が容易に行える場合がある。 

 それらの分析に当たっては、構造条件や設置条件等に関する各種パラ

メータを変更し、構造物の耐震性能評価に与える影響について、感度分

析を実施することが有効である。 

 

 

 

 

 

 

                           図はⅳより 

引用・参考文献 

ⅰ）土木学会：土木構造物の耐震基準等に関する「第二次提言」（1995) 

ⅱ）農林水産省農村振興局：土地改良事業計画設計基準設計「パイプライン」（2009） 

ⅲ）農林水産省農村振興局：土地改良事業計画設計指針「ため池整備」（2015 改定予定） 

ⅳ）日本水道協会：水道施設耐震工法指針・解説（2009) 
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（２） 構造物劣化の評価 

現地調査により得られた施設の劣化状況は、それらの構造性能への影響を適切に評価し、耐

震診断に反映させることが望ましい。 

  

 [解 説] 

既設構造物の現地調査の結果、コンクリートのひび割れや断面欠損、鉄筋の露出や腐食等の変

状が見られた場合は、それらの構造性能への影響を適切に評価し、耐震診断に反映させることが

望ましい。以下にいくつかの変状事例に対する対応の考え方の例を示す。 

 

表-7.3.6  既設構造物の劣化や変状が見られた場合の対応方法の例 

現地調査の結果 対  応 （例） 

・断面欠損や摩耗等のコ

ンクリートの劣化が

見られる 

・鉄筋露出や腐食が見ら

れる。 

①変状の詳細調査を実施し、その結果に基づいてコンクリートや鉄筋

の物性値を設定し、構造解析を実施する。（劣化指標と構造性能の関係

については、現在研究段階である。） 

②変状部の補修を実施し、当初の性能まで回復させることを前提とし、

当初設計時の物性値を用いて、構造解析を実施する。 

（ただし、劣化の程度や範囲によっては、補修による構造性能の回復

が見込めない場合も考えられる） 

計測したコンクリート

強度等の物性値が当初

設計値よりも低い（又は

高い） 

①調査により得られた物性値が当初設計値よりも高い場合は、当初設

計値を構造解析に用いる考え方が一般的である。しかし、コンクリー

ト構造物は、劣化要因がない場合、長期的に強度が増加し続けること

が実際の構造物の調査で確認されている。このような場合は、調査に

基づいて、材料の特性値を設定してよい。また、部材係数、荷重係数

についても構造物の寸法の実測値、荷重データの実測値の調査に基づ

いて設定してよい。 

②調査により得られた物性値が当初設計値よりも低い場合は、調査結

果に基づき材料の特性値を設定する必要がある。 

これは、材料の劣化の進行によるか初期欠陥によるものが考えられる。

前者の場合は、劣化機構の評価と耐久性についても検討する必要があ

る。 

※ 農業水利施設の耐震診断と補修・補強設計マニュアル（案）ⅲ)や水道施設耐震工法指針（2009（平成 21 年））を参考に作成 

  なお、鉄筋腐食などの劣化の程度に応じて、材料強度や耐力を低減させる劣化係数は、現時点では、まだ土木構造物に一般的

に適用できる方法は確立されていない。 

 

 

 

 

 

引用・参考文献 

ⅰ）土木学会：2001 年制定 コンクリート標準示方書（維持管理編) 

ⅱ) 土地改良施設総合対策支援事業第 14 回 耐震補強等検討委員会：農業水利施設の耐震診断と補修・補強設計マニュアル(案) 

（2011 年 2 月 10 日版） 
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7.4 耐震対策 

耐震診断の結果、既設構造物の耐震性能が不足することが明らかとなった場合は、耐震補強

等の対策を検討する。 

 

[解 説] 

(1)耐震性能（補強)レベル 

既設構造物の耐震性能は、新設構造物と同等の耐震性能を有するようにしなければならない。こ

の場合、補強の対象となる構造物の供用期間は原則として新設構造物と同等とする。これは、新

設構造物、既設構造物を問わず、大地震が発生すれば同程度の地震力を受けるため、対象となる

地震動を想定した場合、新設と既設の区別はないという考え方による。 

補強すべきレベルとしての耐震性能レベルは、構造物の種類により、レベル 1、レベル 2 地震

動を想定し、個々の構造物の位置付けや重要性から選定される。 

図-7.4.1 は、補強による性能向上の概念とそれに対する耐震性能の目標を定めたものである。

一般的に構造物は、経年変化と共に構造物耐力が低減していくため、現時点での耐力を正しく評

価し、将来的にも維持できるようにしなければならない。 

このことは、建設当時と現在の要求性能が同一であったとしても、構造物の耐力が減少してい

れば、それを向上させる必要があるということである。 

 

図-7.4.1 補強による性能向上の概念  
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(2)耐震補強における留意点 

1)構造物の全体系のバランスの考慮 

耐震補強後の性能バランスは、構造物全体として評価しなければならない。また、耐震補強工

法の耐震性能は、その性能が確立されたもの、又は検証されたものとする。 

構造物の全体系としての性能とは、例えば、橋梁、基礎構造物の場合は、上部構造、支承、橋

脚、基礎が、全体としてバランスを保持するように考慮し、一部位の補強が他の部位の損傷に大

きな影響を与えることがないように、全体系として取り扱わなければならない。耐震補強による

全体系のバランスを考慮しなくてはならない事例として、図-7.4.2 に排水機場の耐震補強の検討

ケースを示す。また、頭首工堰柱の曲げ補強において、補強鉄筋による剛性増加とじん性低下の

バランスの検討事例を図-7.4.3 に示す。 

したがって、補強された構造部位の耐震性能の評価にとどまらず、構造系としての耐震性能及

び他の荷重系に対する安全性も評価する必要がある。 

 

 

図-7.4.2 排水機場における耐震補強の影響に関する事例 

（土地改良施設機能更新等円滑化対策事業報告書より）(平成 20 年) 
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図-7.4.3 頭首工における耐震補強の影響に関する検討事例 

（土地改良施設総合対策支援事業 基幹的施設の耐震対策報告書 その 1 p.48 より）(平成 22 年) 

2)液状化地盤における留意点 

液状化の可能性がある地盤における構造物については、対策工の検討や液状化を考慮した地盤

も含めた全体系での耐震性能の検討が必要である。 

3)補強された構造物の耐震性能の評価 

補強された構造物の耐震性能は、定量的な方法によって評価しなければならない。そのために、

実物大の試験、数値解析、地震観測等を行って評価された方法を採用するものとする。特に新工

法や新材料を用いる場合には耐震性能の評価方法によって十分な検証がなされたものでなければな

らない。 

引用・参考文献 

ⅰ）土木学会：土木構造物の耐震基準等に関する「第二次提言」（1995) 

ⅱ）土木学会：2001 年制定 コンクリート標準示方書（維持管理編) 



第７章 耐震診断 

293 
 

7.5 整備方法 

耐震補強の整備は優先順位を決定した上で、整備方法を決定する。 

 

[解 説] 

構造物の重要度に加え、地域における地震発生の切迫度を考慮した優先順位を決定し、補強に

よる整備、撤去及び新設による整備、ソフト面による整備を検討する。 

 

引用・参考文献 

ⅰ）土木学会：土木構造物の耐震基準等に関する「第二次提言」（1995) 

 

7.5.1 優先順位 

耐震補強の優先順位は、「2.4 施設の重要度区分」に示した構造物の重要度に加え、地域に

おける地震発生の切迫度等を考慮して決定する。さらに、優先順位の決定に当たっては、構造

物が構成するシステム全体の地震防災性向上に与える影響度の度合いと経済性を併せて考慮す

ることが重要である。 

 

[解 説] 

膨大な農業施設について耐震対策を行うことは、将来的に効率的であり、かつ、切迫した大地

震に対する社会的不安を引き起こさないということについて理解を得る必要があり、耐震診断及

び補強に優先順位を決めていかなければならない。順位の設定は、以下の点に着目して実施しな

ければならない。 

(1)構造物が損傷を受けた場合に人命・生存に与える影響の度合い 

(2)発災後の避難・救助・救急活動と二次災害防止に与える影響の度合い 

(3)地域の生活機能と国際的視野をも含めた経済活動に与える影響の度合い 

(4)都市機能の早期復旧に与える影響の度合い 

(5)地震発生の切迫度 

(6)構造物が構成するシステム全体の地震防災性向上に与える影響の度合い 

(7)経済性 

しかし、上記事項に対して客観的に定量化する手法は現在のところ確立されたものはないが、

「MPECl)モデル」が参考となる。 

 

引用・参考文献 

ⅰ）土木学会：土木構造物の耐震基準等に関する「第二次提言」（1995) 

ⅱ）土木学会：土木構造物の耐震基準等に関する「第三次提言」（2000) 

1）MPEC（Mathematical Programs with Equiiibrium Constraints)とは、重要度・費用効果・緊急度や地震保険等を考慮して

その優先順位をつける手法で、訳すると均衡制約付き 適化問題となる。 
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7.5.2 補修・補強工法による整備 

耐震補強の方法は、施工性、安全性、経済性、周辺環境に与える影響度及び維持管理の容易

性を考えて選定されなければならない。このため、構造特性や現場環境に適合した新工法の開

発や新材料の活用を積極的に行う必要がある。 

[解 説] 

(1)工法選択方法 

耐震補強は、既設構造物であるため、多くの場合、構造物を供用しながら、耐震補強工事を実

施することが要求される。このため、施工期間、施工スペースが制限され、かつ、振動・騒音等

に対する周辺環境からの規制条件も厳しくなると考えられ、施工性、安全性、経済性、周辺環境

への影響度及び維持管理の容易性を考えて工法を選択することが望ましい。 

a.補修・補強レベル 

耐震補強は、現状構造物の地震時の危険性を減少させる一つの方法として選択されるが、地震

時に想定される損傷形態や被災程度とそれが及ぼす影響度合い、復旧の難易度によって現実には

その補強程度や方法が変わってくる。近年採用例も増えている免震構造化や地震荷重を適切に分

散化する構造等も有効な選択肢の一つとして検討する。 

補修・補強レベルは、「7.4 耐震性能（補強)レベル」を参照する。 

b.工法選択の留意点 

工法選択においては、上記の補修・補強レベルのほか、実績の評価、維持管理についても検討

する必要がある。 

(a)実績の評価 

耐震補強工法の選定に当たっては、兵庫県南部地震で比較的被害が軽微であった構造物の分析

結果などが参考になる。例えば、地中埋設管路におけるフレキシブルジョイント、地下鉄におけ

るコンクリートが充填された鋼管柱など、同地震でその耐震性能が評価された構造を、積極的に

取り入れることも考えられる。しかしながら、大震災において大きな損傷を受けた構造物と比較

的損傷程度が低かったものの差異が全て解明されているわけでなく、耐震性能を適切に予測する

技術の確立が一層望まれる。 

(b)維持管理 

耐震補強では、維持管理の容易な方法を採用することも重要である。これは、現時点での知見

に基づいて施された耐震補強法でも、技術開発の動向（新工法、新材料)によって見直す必要が生

ずる可能性があること及び重要な箇所であればあるほど補強後のモニタリングが不可欠となるから

である。 

 

(2)現在行われている主な工法 

これまでの震災事例などから、甚大な被害に結びついた構造要素（せん断耐力が不足した橋脚、

地下鉄の中柱、落橋に至った支承周辺構造等)が着目され、これを効果的に補強する以下のような

対策が検討されている。 

a. 橋梁・基礎構造物の鉄筋コンクリート脚柱では、鋼板や鉄筋コンクリート又は炭素繊維を巻

立てて補強する工法が実用化されている。 
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b. 鋼製橋脚では、コンクリート中詰めによる橋脚柱の座屈防止が図られている。 

c. 土構造物の護岸・岸壁では、背面土圧や液状化圧力等を軽減する地盤改良、既存護岸の変形

を抑制する異種構造物の併設、既設構造物の一体化などが考えられている。 

d. 暗渠や水路トンネルでは、コンクリート増打ち等による躯体部の補強のほか、継手の可とう

性向上、基礎地盤の改良などが適用されている。 

e. 埋設管路の補強方法としては、可とう管や内面バンドによる可とう性の向上、管路の敷設替

え、管路周辺の埋戻し材の置換や地盤改良工法が挙げられる。 

 

(3)施設ごとの補強方法 

表-7.5.1 に施設ごとの補強方法の例を示す。 

表-7.5.1① 施設ごとの補強方法の例① 

施設名 対策 補強方法 

①農道橋、 

②水路橋、水管橋 

（橋梁添架) 

上部 

応力分散 

じん性の増大 

可とう性の向上 

反力分散支承（ゴム支承)への変更 

沓の補強 

免震支承への変更 

伸縮可とう管の設置上部・下部構造連結：PCケーブルの設

置 

あと施工アンカーによるせん断補強 

落橋防止装置の設置 

橋台 

橋脚 

耐力不足への対応 

じん性の増大 
コンクリート巻立て、鋼製板巻立て、炭素繊維巻立て 

基礎部 
地耐力強化 

液状化対策 
躯体近傍への地中連続壁及び鋼矢板などの構築地盤改良 

③頭首工 

堰柱 耐力不足への対応 

コンクリート巻立て、鋼製板巻立て、炭素繊維巻立て、鋼

材補強（アウトケーブル）工法、鉄筋量増大工法、補強鉄

筋埋め込み方式PCM巻立て 

基礎部 
地耐力強化 

液状化対策 
躯体近傍への地中連続壁及び鋼矢板などの構築地盤改良 

④擁壁、 

⑤開水路、 

⑥ファームポンド、 

⑪ポンプ場等 

躯体部 
耐力不足への対応 

じん性の増大 

コンクリート巻立て及び増打ち 

炭素繊維巻立て 

鋼板接着 

あと施工アンカーによるせん断補強 

バットレス 

耐震壁増打ち（ブレース） 

基礎部 

耐力不足への対応 

支持力不足への対応

液状化対策 

フーチング部コンクリート増打ち、増し杭、地中連続壁及

び鋼矢板などの構築、地盤改良 

⑦ため池 
堤体 堤体の安定 押さえ盛土 

基礎部 地耐力強化 地盤改良 

⑧パイプライン 

相対変位防止 

耐力不足への対応 

液状化対策 

必要に応じて可とう管の設置、管路の布設替え、（既設管内

挿入工法を含む)、管路周辺の埋戻し材の置換及び地盤改良

内面バンドによる継手の可とう性向上 

⑨暗渠 
（ボックスカルバート） 

躯体部 

耐力不足への対応 

漏水防止 

コンクリート増打ち、鋼板巻立て、炭素繊維シート内面貼

付け、高強度炭素繊維グリッド内面貼付、あと施工アンカ

ーによるせん断補強 

暗渠内の補強（縮小断面の構築)  

(プレキャストボックス・ステンレス函、ダクタイル鋳鉄管、

鋼管など) 

入力地震動の低減 
埋戻し土の軽量化 

構造物周辺に免震材の設置 

継手部 
漏水防止 

可とう機能付与 

コンクリートカラー巻立て 

可とう性継手との交換 

基礎部 
地耐力強化 

液状化対策 
躯体近傍への地中連続壁及び鋼矢板などの構築地盤改良 

※ ⑩杭基礎については、各施設の“基礎部”及び表-7.5.2を参照。 
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表-7.5.1② 施設ごとの補強方法の例② 

施設名 対策 補強方法 

そ 

の 

他 

立坑 

躯体 耐力不足への対応 内面コンクリート増打ち、ブレース材の設置 

地中部 地盤支持力強化 地盤改良 

接続部 相対変位防止 可とう性ジョイントの設置、既設継手の補強 

シールド 

(セグメント) 

相対変位防止 

（応力集中防止) 

耐力不足への対応 

液状化対策 

構造物との接続部へ可とう性ジョイントの設置管渠内の補

強（縮小断面の構築) 

一部地盤改良 

建築構造物 

上屋 

荷重低減 

耐力不足の対応 

じん性の増大 

短柱沓座 

重量低減 

柱・はり補強 

耐震壁増打ち(ブレース) 

スリット改造 

基礎部 
地耐力強化 

液状化対策 

躯体近傍への地中連続壁及び鋼矢板などの構築 

地盤改良 

(4)液状化対策 

新設構造物と比較して、既設構造物の液状化対策には以下のような制約がある。 

a. 構造物直下の地盤を液状化しないようにすることが も効果的であるが、既設構造物ではこ

れができにくい。 

b. 構造物を使用しながら対策工を施さねばならず、施工機械などの制約を受ける。 

c. タンクヤードや住宅など、対象とする構造物の近傍に構造物があることが多く、近傍への構

造物へ影響を与えない施工方法を選定する必要がある。 

d. 既設直下の地盤調査を行えないので、液状化の判定を行い難い（逆に既往の調査があること

もある。） 

上記のような制約の中、 近、既設構造物へ液状化対策の事例が急増しており、新しい工法の

研究開発も多く行われている。表-7.5.2①～③に既設構造物の液状化対策の事例を示す。 
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表-7.5.2① 既設構造物に対する液状化対策の方法① 

（安田進、既設構造物のための液状化対策の考え方、基礎工、34(4)、(2006）をもとに作成) 

①既設の直接基礎構造物における対策事例 

(1)井戸や排水溝による地

下水位低下 

石油タンクヤードの対策 

（大森、1988 年、旧本 p.294） 

(2)底版にあけた孔からの

締固めや薬液による固

化 

横浜税関の対策 

（金子ら、2003 年、新本 p.505） 

(3)周囲からの薬液による

固化 

化学薬品タンクの対策 

（日経コンストラクション、2005

年 10.14、p.30～35）、ベルトコン

ベア基礎 

（斉藤ら、2002 年、新本 p.351） 

(4)鋼矢板による変形抑制 
タンクの対策 

（酒見ら、1996 年、新本 p.454） 

(5)周囲からの杭打設 

 

十勝沖地震後に復旧された家屋 

注： 表中①～⑥に示す事例で地盤工学会の以下の 2 冊の本（文献 1）を旧本、文献 2）を新本と呼ぶ）に載せられ

ているものは、紙面の都合上、文献名を省略し、各本に記載されているページのみを示した。 

   文献 1：地盤工学会：液強化の調査・設計から施工まで、1993 

   文献 2：液状化対策工、2004 

表-7.5.2② 既設構造物に対する液状化対策の方法② 

（安田進、既設構造物のための液状化対策の考え方、基礎工、34(4)、(2006）をもとに作成) 

②既設の杭基礎構造物における対策事例 

(1)増し杭 
橋脚の補強 

（旧本、p.388） 

(2)高耐力マイクロパイル 

    

橋脚の補強 

（旧本、p.442） 

(3)杭基礎周辺の地盤改良 

   

橋脚の対策 

（阪神高速道路公団、1997 年、新

本 p.440） 
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表-7.5.2③ 既設構造物に対する液状化対策の方法③ 

（安田進、既設構造物のための液状化対策の考え方、基礎工、34(4)、(2006）をもとに作成) 

③既設の土構造物における対策事例 

(1)シートパイルによる変

形抑制 

 

東海道新幹線の盛土対策 

（大橋ら、1980 年、旧本 p.422）淀

川堤防の復旧（新本 p.472） 

(2)のり尻部の締固めや固

化 

 

荒川堤防の対策 

（旧本、p.259） 

(3)排水溝による地下水位

低下 

 

八郎潟干拓堤防の復旧 

（秋田県土木部、1990 年、旧本

p.299） 

(4)のり尻ドレーン工によ

る盛土内の地下水位低

下 

 

十勝川堤防の復旧 

（北海道開発局帯広開発建設部、

1994 年、新本 p.358） 

表-7.5.2④ 既設構造物に対する液状化対策の方法④ 

（安田進、既設構造物のための液状化対策の考え方、基礎工、34(4)、(2006）をもとに作成) 

④既設の岸壁・護岸における対策事例 

(1)背後地盤の改良 

（その 1） 

 

釧路港の対策 

（グラベルドレーン工法研究会、

1996 年、新本 p.387） 

(2)背後地盤の改良 

（その 2） 

石狩新港の対策 

（河村ら、2001 年、新本 p.330） 

(3)事前混合処理土による

裏込め 

六甲アイランドの復旧 

（及川ら、1997 年、新本 p.323） 

(4)前面の鋼管矢板打設と

根固め 

 

東京の江東地区内部護岸の対策 

（阿部ら、1984 年、旧本 p.396） 
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表-7.5.2⑤ 既設構造物に対する液状化対策の方法⑤ 

（安田進、既設構造物のための液状化対策の考え方、基礎工、34(4)、(2006）をもとに作成) 

⑤既設の地中構造物における対策事例 

(1)シートパイルによる浮

上り軽減 

 

共同溝の対策 

（日本道路協会、1988 年、旧本

p.414） 

(2)底部地盤の改良と側面

への矢板打設 

    

地下鉄孔口の対策 

（山下ら、2001 年、新本 p.403） 

表-7.5.2⑥ 既設構造物に対する液状化対策の方法⑥ 

（安田進、既設構造物のための液状化対策の考え方、基礎工、34(4)、(2006）をもとに作成) 

⑥地盤流動に対する既設構造物の対策事例 

(1)杭基礎と護岸の間への

鋼管矢板の打設 

 

東首都高速道路の対策 

（小笠原ら、2000 年、新本 p.503）

(2)増し杭 

 

阪神高速道路の対策 

（新本 p.500） 

 
引用・参考文献 

ⅰ）土木学会：土木構造物の耐震基準等に関する「第二次提言」（1995) 

ⅱ）日本水道協会：水道施設耐震工法指針・解説（2009) 

ⅲ）安田進、既設構造物のための液状化対策の考え方、基礎工、34(4)、(2006） 

 

7.5.3 その他の方法による整備 

補修・補強工法による整備以外に、撤去及び新設による整備、ソフト面による整備も検討す

る必要がある。 

 

[解 説] 

(1)撤去及び新設による整備 

既設構造物は残された供用期間が短ければ、確率論的にはその構造物が遭遇する地震動の確率

は低くなり、それに応じて耐震補強レベルは異なってくると考えられるが、数年後に再建が予定

されている構造物の耐震補強にも限界がある。したがって、施工性、経済性及びメンテナンスコ

ストを含んだ構造物のライフサイクルコストを総合的に考えれば、耐震補強工事をきっかけに全

面的な撤去・新設（リニューアル)を実施し、新設と同等の耐震性能に引き上げることも十分価値

がある。 

一方、地震直後の二次災害の防止やライフラインに不可欠となる施設などは、通常の耐震基準
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以上の性能が要求される場合もある。 

(2)ソフト面による整備 

構造物が地震を受けた際の想定被害を低減する選択肢の一つとして、想定被害の程度に応じた

地震後の応急復旧や再建を選択する場合もあるが、これは、直接対象構造物を補強するのではな

く、代替機能や機能分散を有したバックアップシステムの構築なども広義の耐震性能向上対策の

一つである。 

これらの考え方から、耐震診断では構造物の耐震性能を種々の指標で判定し、耐震性能が不足

する可能性がある場合に耐震補強の検討に進むが、対象構造物が供用中であることを考慮すれば

その補強方法はおのずから制約される。また、現状の技術水準では十分な補強効果が得られない

こと、構造的なバランスや合理性が欠けることも十分想定される。このような場合には、構造物

又は周辺地盤の耐震補強というハード面の直接的な対策ばかりでなく、耐震に対し既設構造物が

人命に影響がなく二次災害のおそれがない場合は、代替システムの整備や早期復旧法の開発など

の柔軟で合理的なソフト面の対策を検討すべきである。 

 
引用・参考文献 

ⅰ）土木学会：土木構造物の耐震基準等に関する「第二次提言」（1995) 

 

7.6 耐震補強情報のデータベース構築 

既設構造物の耐震診断、補強及びその維持管理には、既存構造物に関する調書をデータベー

ス化により整備し、活用するのが望ましい。 

 

[解 説] 

建設年代が古く、構造物等に関するデータが不明な場合についての扱い方を述べ、耐震診断で

必要となる建設年代、準拠基準、設計図書、施工記録などのデータベースの早急な整備の必要性

を示した。 

耐震診断において、一次診断の円滑な実施のためには、既存構造物に関するデータベース（準

拠基準、建設年代など)の整備が急務であり、特に建設年代が古く構造物等に関するデータが不明

な場合については、一次診断においてなるべく厳しい側の診断となるように配慮し、二次診断に

おいて必要な現場調査や各種試験を行って、耐震診断に必要なデータの収集に努める。 

補強された構造物に対しては新設構造物と同様、又はそれ以上の頻度で定期的な点検を行い、

劣化等に対する維持管理を適切に行い、必要に応じて補修を行うのが望ましい。 

特に人的災害への影響、社会経済的コストへの影響が大である重要な構造物・施設については、

地震観測を併用したモニタリングを行い、中小規模の地震に対する挙動のデータを蓄積・分析し、

目標とした耐震性能が保持されていることを確認すべきである。さらに、維持管理の過程で得ら

れた新しい知見に基づき、構造物の耐震性能評価手法や補修方法を見直していく姿勢も重要であ

る。 

例えば、兵庫県南部地震で被災したため池は 1,200 箇所あり、これらのデータは、「ため池災害

データベース」として整備されている。このデータには、堰堤諸元のみならず、震央からの距離、

活断層からの距離、維持管理状況、築堤材、堤体の植生の状況、国土数値情報、周囲の活断層情

報などがある。このデータベースを利用することによるメリットとして、以下のことが挙げられ
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る。 

(1) データを媒体でやりとりすることにより複数箇所（農林水産省農村振興局、農村工学研究

所、各地方農政局、地方自治体等)においても、他施設の維持管理手法や災害に強い材料の

選定などを参照、検索することが可能となる。 

(2) 以前に入力したデータを参考にして点検結果の更新を容易に行うことが可能となり、基礎

データを活用し、補修補強への早期の対応が可能となる。 

(3) ため池データの修正及び蓄積が容易であり、決められたフォーマット形式であるので維持

管理者間の認識の差がなくなる。 

(4) ため池の被災歴・改修歴の蓄積が容易であり、施設の危険度合いを容易に把握することが

できる。 

(5) このデータを基に、ため池改修計画の策定が容易となる。 

 
引用・参考文献 

ⅰ）土木学会：土木構造物の耐震基準等に関する「第二次提言」（1995) 


	00_表紙目次
	●00_目次
	●01_第１章
	●02_第２章
	●03_第３章
	●04_第４章
	●05_第５章
	●06_第６章
	●07_第７章

