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要旨：軍艦島は長崎半島の沖合に位置する外周約 1.2km の島であり，外周は直立式のコンクリート製護岸と

なっている。この島では明治期以降 6 回にわたって拡張され，築造された護岸は既に 81～115 年が経過して

いる。今後の軍艦島全体の保全のためには，護岸を適切な状態に維持管理することが重要である。そこで，

護岸全体の外観目視調査とともに，コンクリートの耐久性に関する基本的な調査を実施した。その結果，コ

ンクリート製護岸は一部に補修・補強が必要と思われる箇所があるものの概ね健全な状態を維持しているこ

とが確認され，また護岸コンクリートには除塩していない海砂と海水が使用されたことが推察された。 
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1. はじめに 

軍艦島（正式名称：端島）は長崎半島から西に約 4.5km，

長崎港から南西に約 19km の沖合に位置し，南北に約

480m，東西に約 160m，外周約 1.2km の島で，現在の外

周は直立式のコンクリート製護岸となっている。 

この島では明治 23（1890）年以降，本格的な海底炭鉱

として操業が開始された。その後，採掘技術の発達とと

もに明治 30（1897）年から昭和 6（1931）年にかけて 6

回にわたり周囲の埋立てと護岸築造による拡張が繰り返

されたが，最も新しい拡張護岸においても既に 81 年が，

最初の拡張護岸では 115 年が経過している。護岸は，大

正末期までは主に長崎特有の天川と呼ばれる赤土と石灰

の混合物を凝固材として岩石を積んだ石垣構造で築造さ

れたが，昭和初期以降はコンクリート構造が用いられた。

また，この島はたびたび台風により大きな被害を受け，

護岸も局部的に倒壊や破損を生じたが，コンクリートに

よる再構築やコンクリートを旧来の天川護岸の海側ある

いは陸側に巻き立てる補強がなされてきた 1)。 

軍艦島には多くの重要な近代化産業遺産や我が国初

の鉄筋コンクリート造高層集合住宅などの貴重な建築物

が現存しており，文化財や観光資源として注目され，世

界遺産登録を目指して準備が進められている。しかし，

外洋に位置し台風の被害を受けやすいこの島において，

島全体の保全のためには，護岸の健全度を把握したうえ

で適切な状態に維持管理することが重要である 2)。また，

近年は局部的に護岸背後の土砂の吸出しなどの変状も確

認されるなど，護岸機能の低下も懸念されていた。そこ

で，護岸全体の外観目視調査を実施するとともに，護岸

を中心としたコンクリート部材に対する詳細な調査を実

施した。本報では，これらの調査結果について報告する。 

 

2. 軍艦島のコンクリート製護岸の概要 

現在の軍艦島の形状とこれまでの埋立て・拡張の経緯

を図－1 に示す。島の中央部の原自然地（岩礁）をもと

に明治 30 年から 6 回にわたって護岸の拡張が進められ，

昭和 6 年度の拡張により現在の形に至っている。その後，

様々な場所で発生した台風被害によって，コンクリート

による補修・補強や再構築が行われてきた。しかし，護

岸に関するこれまでの補修・補強や再構築の記録は乏し

く，明確な施工時期を確認することは難しい状況にある。 

軍艦島から約 9km 北に位置する伊王島付近での波浪

観測結果では，月別の最大有義波高が 10.37m（1982～

1991 年）にも達し，波向は南西方向からの出現頻度が非

常に多くなっている 3)。また，直立式の護岸であること

から島内での飛来塩分量も多く，過酷な飛来塩分環境で

あることが確認されている 4)。 

阿久井らが取りまとめた軍艦島に関する詳細な記録 1)

より，現在の護岸構造の一例を図－2 に示す（一部に名

称を加筆）。この図は，旧護岸（天川を用いた石積護岸）

の海側と陸側をともにコンクリートで補強した例である。

ただし，護岸延長は約 1.2km あり，その位置によって様々
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図－1 軍艦島の形状と埋立て・拡張の経緯 
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な護岸構造や寸法になっていることが述べられている。

基礎地盤は岩盤であるため重力式の護岸構造となってい

るが，近代的な護岸とは異なり裏込材はなく，止水板や

防砂シートなども設置されていない。なお，この石積護

岸の基礎部分は，岩礁を溝状に削ったうえで，輸入セメ

ントを用いて石垣を密着させたとの記録がある 2),5)。 

護岸には複数の排水口（50cm 程度の角形のものが多

い）が設けられており，雨水等は陸側の地盤面より少し

下方から島外に排水されている。さらには，旧社宅等の

建築物は島の西側に多く建てられており，護岸と建築物

が近接している場所も多い。 

 

3. 護岸の外観目視調査 

3.1 調査方法 

目視調査は，海上からの護岸外周の状況確認と陸上部

（護岸上および護岸背面）での護岸天端および内側の状

況確認を行った。 

護岸外周においては，コンクリート自体のひび割れ等

の劣化損傷のほか，岩盤が露出している箇所では護岸コ

ンクリートとの境界部の空洞・空隙などの概略の位置を

確認・記録した。なお，波浪条件が厳しく，護岸から 10

～15m 程度離れた位置からの確認となった。よって水中

部の状況は確認していない。 

陸上部においては，外周において確認された劣化損傷

との関連性を考慮しながら，護岸天端および内側に生じ

ている護岸本体の劣化損傷や背面土砂の吸出し等の変状

を把握し，記録した。 

3.2 調査結果 

海上および陸上から確認された護岸の外観と損傷状

況の一例を写真－1 に示す。 

軍艦島の護岸構造は，護岸の拡張年代やその後の補

修・補強や再構築の方法，護岸の位置（水深や方位）に

よって様々な使用材料，構造様式，諸元となっていた。 

(1) 護岸外周の状況 

護岸外周においては，すべてコンクリート造の護岸と

なっており，排水口が多く確認できるほか，表面での幅

の大きなひび割れ（幅 10～30mm 程度）が生じていた（写

真(a),(d)）。このひび割れは縦方向のものが多く，天端か

ら下方まで連続していたが，とくに島の西側において多

く発生していた。また，岩盤が露出している箇所は島の

西側に多かったこともあるが，岩盤と護岸コンクリート

との境界部の空洞・空隙なども西側の護岸にて数か所に

見られた。さらに，護岸コンクリートを補修した跡や増

厚コンクリートにより再補強した形跡なども西側～南側

の護岸にて多く確認された（写真(b),(c)）。これらの劣化

損傷や補修跡が西側～南側の護岸に多く見られることは，

台風時においても南西方向からの波が卓越していること

などから，これらの護岸に対して相当に大きな外力（主

として波力）が繰り返し作用したことに起因していると

推測される。 

なお，護岸の天端高さも場所によって異なり，島の東

側ではH.W.L.から 5m程度と思われるが，西側ではH.W.L.

から 10～13m 程度にもなっている。 

(2) 護岸の陸側の状況 

陸上からの目視観察によると，局部的に倒壊した護岸

の範囲は別として，護岸の内側もほとんど全周にわたっ

てコンクリートで補強されており（写真(e)），天川を用

いた石積護岸が露出している範囲は少なかった。護岸本

体のほとんどは旧護岸を挟むようにして海側と陸側にコ

ンクリートで補強されていると考えられる（写真(f),(g)）。 

ただし，一部には陸側の補強コンクリートが旧護岸の

石積護岸との界面で肌別れして，内側に崩壊している箇

所が確認された。これは，旧護岸と補強コンクリートの

天端での境界面から海水や雨水が流入し，台風時の静水

圧の増大や大きな水流などにより天川が徐々に浸食され，

最終的に崩壊に至ったものと考えられる。また，護岸背

面の土砂が吸出しを受けて，陥没や空洞を生じている箇

所も見受けられた（写真(h)）。この原因も，台風時の大

量の雨水などにより，前述したような岩盤と護岸本体の

境界での空隙から土砂が吸い出された可能性や，排水口

の陸側での配管等が何らかの原因で破損したことでその

周囲の土砂が吸い出されたことなどが考えられる。さら

には，一部に護岸本体が前傾している箇所も確認された。

これらの変状傾向を示している箇所では，護岸全体が構

造的に不安定になっていることが考えられるため 6)，早

急な対処が望ましいと思われる。 

(3) コンクリート表面の状況 

コンクリートに用いられた粗骨材には，昭和初期まで

に施工されたと思われる範囲では玉砂利が，比較的最近

補強コンクリート

（背後）

旧護岸（天川使用石積護岸）

補強コンクリート（前面）

 
図－2 護岸構造の一例

1) 
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の補修や再構築に使用されたコンクリートでは砕石が用

いられていた。明らかに古い護岸（後述する No.5，No.6）

では，コンクリート内部に 15～20cm 大の玉石が混入さ

れている箇所も確認された。昭和初期までに施工された

コンクリートでは，劣化により表面のモルタルが消失し，

粗骨材が表れていた。さらに，このようなコンクリート

には貝殻片も混じっており，海砂などの使用が想定され

た（写真(i)）。また，詳細には不明であるが，施工時に用

いられたと思われる仮設用木材の穴が，躯体表面から斜

め方向に多数残されている特徴もあった。この穴は，護

岸本体を貫通している箇所も確認された。 

 

4. コンクリートの詳細調査 

4.1 調査方法 

コンクリートの詳細調査は，島の東側から南側，南西

側にかけての護岸コンクリートを対象としたが，一部に

は護岸付近に構築された炭鉱の生産施設のコンクリート

部材も含めて実施した。調査は図－3 および表－1 に示

す 5 箇所とした。いずれも護岸の陸側面あるいは陸側直

背後の位置であったが，No.5 については旧護岸であり，

護岸からの距離は約 20m であった。また，護岸コンクリ

ートはすべて無筋であったが，炭鉱の生産施設の部材

（No.2～4）は鉄筋コンクリート部材であった。 

コンクリートの施工時期について，明治 34 年に拡張

された範囲の陸上部に残置された旧護岸（No.5：明治 30

年に構築された護岸）でもコンクリートで補強されてい

ることや，近隣の高島炭鉱などでは明治の早い時期から

コンクリートが扱われていたこと 5),7)などを考えると，

No.5 の護岸が構築された明治 30～34 年頃にはすでにコ

ンクリートを用いた護岸が構築されていた可能性が高い

と考えられる。また，生産施設の部材（No.2 の擁壁およ

び No.3～4）の建設時期に関する明確な資料は確認でき

ていないが，当時の端島炭鉱の生産増強体制を考慮する

と護岸拡張の直後からこれらの生産施設が整備されたと

考えるのが妥当のように思われる。 

これらの調査位置において，表－2 に示す項目につい

て調査を行った。コンクリートに関しては，強度特性，

塩分浸透と中性化に対する抵抗性を検討した。また，鉄

筋コンクリート部材では，鉄筋の腐食に関する電気化学

的測定と実際の腐食状況の確認も実施した。 

   
(a) 西側北寄りの護岸（60 号棟付近）     (b) 西側南寄りの護岸（31 号棟付近）      (c) 東側北寄りの護岸（70 号棟付近） 

   
(d) 東側北寄りの護岸（グランド付近）     (e) 西側南端部の護岸（プール付近）       (f) 北端部の護岸（68 号棟付近） 

   
(g) 西側北寄りの護岸（51 号棟付近）     (h) 西側中央の護岸（50 号棟付近）      (i) 玉砂利と貝殻片を含むコンクリート 

写真－1 護岸の外観と損傷状況の例 

排水口 ひび割れ 

旧護岸 

（天川護岸）

補強コンクリート

再構築箇所（倒壊部）

旧護岸 

（天川護岸）

補強コンクリート

旧護岸 

（天川石積による控え壁）

土砂の吸出し

（排水口部）
補強コンクリート

補強コンクリート 

（増厚による再補強）

ひび割れ

再構築箇所（倒壊部）

補強コンクリート

貝殻片

玉砂利
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4.2 調査結果 

(1) コンクリートの強度特性 

採取したコンクリートコアの深さ方向の圧縮強度の

分布および圧縮強度と静弾性係数の関係を図－4 に，試

験に供したコンクリートコアを写真－2 に示す。コアの

圧縮試験は大粒径骨材を除く部分で実施した。 

圧縮強度はすべて 21N/mm2以上の値であり，30N/mm2

程度以上の値も多く，No.1 の護岸内部や No.2 の擁壁部

（表層 18cm の範囲）は約 50N/mm2もの値を示した。長

期供用後においても十分に高い値を示しており，著しい

強度低下はなかった。また，深さ方向には表層に近いほ

ど圧縮強度が若干小さくなる傾向が見られたが，何らか

の外部環境の影響を受けている可能性のほか，施工時に

混入した気泡の大小やその量が影響していることも考え

られるため，この理由は現時点では明確ではない。 

また，圧縮強度と静弾性係数の関係は，ばらつきは大

きいものの，土木学会コンクリート標準示方書［設計編］

（RC 示方書と表記）の関係と概ね一致していた。 

(2) コンクリートの塩化物イオン浸透抵抗性および中

性化抵抗性 

採取したコンクリートコア中の全塩化物イオン濃度

と中性化深さの測定結果を図－5 に示す。この図には，

深さ方向の塩化物イオン濃度の分布に対して Fick の拡

散方程式の解を近似して求めた近似曲線を合わせて示し

た。ここで，中性化の影響と思われる塩化物イオン濃度

が表層付近で低下した値については，近似計算から除外

した。なお，塩化物イオンの拡散係数，表面濃度，初期

濃度の推定値については，供用年数（建設年度）が明確

な No.1 の結果についてのみ示した。 

コアは直接海に面する部位（護岸の外周面）では採取

していないが，表層付近では 5～10kg/m3の値となってお

り，いずれも表面から内部に向かって全塩化物イオン濃

度が低くなっていた。近似曲線を参照すると表面塩化物

イオン濃度は 6～16kg/m3もの値であり，調査位置によっ

て護岸の高さや部材の向きなどが異なるものの，多くの

塩分が供給される環境であったことが分かる。 

また，表－3 には全塩化物イオン濃度の近似曲線をも

とに推定した初期塩化物イオン濃度の値とともに，その

N
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明治33年度

明治32年頃
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明治34年度

No.5

No.4 No.3 No.2 No.1

（軍艦島の拡張年代）

図－3 コンクリートの詳細調査位置 

表－1 詳細調査位置の概要 

No. 調査位置の名称 護岸の 
拡張時期 

鉄筋の 
有無 

1 資材倉庫南東側の護岸 昭和 6 年度 無 

2 休憩室南側の護岸および 
護岸に打ち継がれた擁壁 

昭和 6 年度 有 

3 15t ｸﾚｰﾝ台座の梁部材 明治 40 年度 有 
4 13t ｸﾚｰﾝ台座背面の壁部材 明治 40 年度 有 
5 総合事務所南側の旧護岸 明治 30 年度 無 

※ No.2 の擁壁と No.3～4 は護岸本体ではないが，護岸拡張
の後に構築された炭鉱の生産施設の一部である。 

表－2 詳細調査項目 

項目 試験方法 対象位置 

コ
ン
ク

リ
ー
ト 

圧縮強度・静弾性係数 JIS A 1107, 1149 No.1～5 
中性化深さ JIS A 1152 No.1～5 
塩化物イオン量 JIS A 1154 No.1～5 

鉄
筋 

自然電位 JSCE-E 601 No.2～4 
腐食速度（分極抵抗） 交流ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ法 No.2～4 
かぶり深さ はつり出し No.2～4 
腐食状況 はつり出し No.2～4 
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(a) 圧縮強度の深さ方向分布 
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(b) 圧縮強度と静弾性係数の関係 

図－4 コンクリートの圧縮強度と静弾性係数 
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値から推定される初期塩分の混入起源となる使用材料に

ついて示した。図－5を見ても明確であるが，No.1とNo.5

では初期塩化物イオン濃度が 4.0～5.4kg/m3 とかなり高

く，それに次いで No.3 で 1.4kg/m3 と高かった。コンク

リートの配合は明確ではないが，コンクリートコアの外

観から最近のコンクリートよりも粗骨材の量が多いこと

や前記程度の水セメント比であることなどを考慮すると，

No.3 は除塩していない海砂が，No.1 と No.5 は除塩して

いない海砂とともに海水が使用されていた可能性が高い

と思われる。一方，No.2 と No.4 は塩分を含む材料は使

用されなかったようである。 

無筋コンクリート製の護岸である No.1 と No.5 では塩

分混入についてとくに配慮されていない。一方，昭和 6

（1931）年に初めて制定された土木学会の鉄筋コンクリ

ート標準示方書では海水の使用を禁じている。炭鉱の生

産施設の一部である No.2～4 は鉄筋コンクリート部材で

もあることから，鉄筋腐食に対する配慮により清水を用

いたコンクリートが使用され，除塩しない海砂の使用は

当時の規制対象ではなかったにもかかわらず，No.2 と

No.4 では塩分を含まない骨材を使用するまでの配慮が

なされた可能性が考えられる。 

一方，コンクリートの表面塩化物イオン濃度は前述の

ように 6～16kg/m3であり，これらの値は初期塩化物イオ

ン濃度の高低には影響を受けておらず，部材の置かれる

環境条件に応じて決まる値であると思われる。 

中性化深さは，No.4 での値が約 24mm と大きく，次い

で No.2 の約 12mm となっていた。これらはいずれも初

期塩分を含まないコンクリートであり，初期塩化物イオ

ン濃度の高い No.1 や No.3 は長期材齢にもかかわらず中

性化深さが 2～5mm と小さかった。なお，No.5 は中性化

深さが 9mm であったが，倒壊した旧護岸であり，測定

面が上向きで乾燥しやすい状態であったことが影響して

いると思われた。これらより，初期塩化物イオン濃度の

高いコンクリートでは中性化が進行しにくい可能性があ

ることが示唆されたが，その理由については現時点では

明確ではない。 

(3) 鉄筋の腐食特性 

非破壊検査手法により測定した鉄筋の自然電位と腐

食速度の関係を図－6 に，はつり出した鉄筋（丸鋼）の

腐食状況を写真－3 に示す。図には鉄筋位置での塩化物

イオン濃度の推定値を併記した。 

一般に，鉄筋の自然電位の値が卑になると腐食速度も

大きくなると考えられるが，No.2 と No.4 は概ねその傾

向を示した。しかし，No.3 はこれらとは異なる傾向を示

し，若干異なる腐食特性を有していると考えられた。 

また，鉄筋位置での塩化物イオン濃度が高くなると測

定される腐食速度の値も大きくなり，また実際の腐食程

度も塩化物イオン濃度の高い位置の鉄筋では浮き錆や断

面欠損が発生・進行していた。よって，腐食速度の値と
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図－5 コンクリート中の全塩化物イオン濃度分布と中性化深さ 
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表－3 コンクリートの使用材料の推定 

No. 
初期塩化物イオン 
濃度の推定値 

初期塩分の起源 
の推定 備考 

1 5.43 kg/m3 海水と未除塩の海砂 － 
2 0.00 kg/m3 － 擁壁部 
3 1.43 kg/m3 未除塩の海砂 － 
4 0.00 kg/m3 － － 
5 4.01 kg/m3 海水と未除塩の海砂 － 
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実際の腐食程度にもある程度の相関があると思われた。 

No.3 のみが異なる腐食特性を示したことに関して，鉄

筋位置での塩化物イオン濃度が同程度であった No.2 と

比較すると，実際の腐食状態は明らかに No.3 の方が軽微

であった。No.2 と No.3 の違いとして，No.3 では初期塩

化物イオン濃度が大きかったことが影響している可能性

も考えられるが，鉄筋かぶり（No.2：3～4cm，No.3：6

～8cm）やコンクリートの品質の違いの影響も考えられ

るため，この理由についてはさらに考察が必要である。 

 

3. まとめ 

軍艦島の護岸全体の外観目視調査および護岸を中心

としたコンクリート部材に対する詳細調査について，そ

の結果のまとめを以下に示す。 

(1) 護岸本体は，天川を用いた旧護岸（石積護岸）を挟

むようにして海側と陸側に無筋コンクリートで補強

された範囲が多いが，昭和 6 年度に拡張された護岸

は無筋コンクリートのみで構築されていた。 

(2) 現存する無筋コンクリート製の護岸本体には幅の大

きなひび割れが多数生じていたが，本体コンクリー

トは概ね健全であった。ただし一部には，補強コン

クリートと旧護岸の界面での肌別れ，護岸背面の土

砂の吸出しによる陥没や空洞，さらには護岸本体が

前傾している箇所も確認され，その箇所では補修・

補強などの対策が必要と考えられた。 

(3) 護岸およびその周辺の生産施設に用いられたコン

クリートは，長期供用後においても十分に高い圧縮

強度を有しており，著しい強度低下はなかった。 

(4) 無筋コンクリート製の護岸では除塩していない海砂

と海水が使用されたが，炭鉱の生産施設のコンクリ

ートには海水は使用されず，一部には当時の規制対

象ではなかったにもかかわらず除塩していない海砂

を使用していない部材があることが推察された。 

(5) 初期塩化物イオン濃度の高いコンクリートでは，中

性化が進行しにくい可能性があることが示唆された。 

なお，今回対象とした護岸構造物は軍艦島の遺構が将

来的に保全されるための重要な施設であり，今回実施し

た調査の成果が護岸の補修・補強，維持管理および遺構

の保全に役立つことを期待するものである。 
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図－6 鉄筋の自然電位と腐食速度 
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写真－3 鉄筋の腐食状況 
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