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技術報文

盛土内排水工について

前 田 工 繊 株 式 会 社 開 発 技 術 部 野 村 俊 一

1 .はじめに

盛土ののり面安定対策のーっとして、従来から盛土内排水工が土木工事の中で使用されている。

これは、盛土の安定に対して一番大きな影響を与える要因が「水」であるということを多くの人

達が知っていたからである。先人の知恵として、盛土の中にムシ口やワラを入れていた例にみら

れるように、降雨浸透水あるいは地山よりの湧水，土の間隙に含まれる余剰水の影響を受け、

「土j がその性質を著しく変化させるため、「土j が暴れださないように盛土の中に排水層を設

けた。

1980年以前では、排水層として、多くの場合に透水性の高い砂や砕石層などの自然材料が用

いられていた。しかし、最近では、自然材料の枯渇、自然環境への配慮、施工性・経済性などの

点からか、ほとんどの場合においてジオテキスタイルが用いられてきている。ただし、ジオテキ

スタイルと言っても多くの種類があり、形状あるいは性能も異なるのが現状である。さらに、そ

れらのジオテキスタイルの土中での性能の評価、挙動を把握することもなかなか難しい所である。

設計方法としては、軟弱地盤と異なり、盛土という不飽和土を主に対象としていることから、

取り扱いが非常に難しく、明確な設計方法がなかった。どちらかというと経験的に、盛土のり面

の安定に対する「保険Jとして、多くの盛土に使用されていたのが実情であった。

近年、高含水比材料の圧密促進に関する設計方法が、「ジオテキスタイルを用いた補強土の設

計・施工マニュアル」一土木研究センターーに示された。しかし、多くの盛土材料、不飽和土な

どを対象としているわけではない。また、その中で排水材の性能評価方法が示されているが、ジ

オテキスタイルが多種多様であるためか、土との相互作用が複雑なためか、確立された試験方法

が示されているわけではない。そのためか、重要性は認知されているが、盛土のり面の安定に対

する「保険」という観念から脱しきれていないのが現状である。今後とも、排水のメカニズムを

解明するための研究が必要であり、信頼性の高い工法であることの認識を得るための努力が必要

であると思われる。

ここでは、皆様にジオテキスタイルによる盛土内排水工の現状を認識して頂くために、以下の

ような内容について記述する。

(1)盛土内排水工として現在使用されている排水材の種類

( 2 )実際の盛土の設計に使用されていた概略の設計方法

( 3 )盛土内排水工の効果の評価方法例

(4 )施工例

内容について認識不足であるなどのおしかりがある場合は、ぜひ下記まで連絡を頂戴できれば

と思います。
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2. 盛土内排水工として現在使用されている排水材の種類

①パイプ系排水材

透水性コンクリートパイプ一一ポラコン，パイコン

ポリエチレンパイプ一一一一一ネトロンパイプ， トリカルパイプ，プレスト管

複合排水材(多連式パイフ)一一モノドレン，パワードレン

②マット系排水材

積層型マットー-------ネト口ン透水マット

ヘチマ状マット一一ヘチマロン，エンドレンマット，ニードフルマット

③不織布系排水材

長繊維不織布(スパンボンド)厚さ 4'"'-8mm一一タフネル(PP)，マントル(PET)

短繊維不織布(ヤシ繊維，化学繊維)厚さ 10'"'-20mm一一ステラシート，サンドフ

④パイプ入り不織布系排水材

短繊維不織布+約φ4mmパイフ 厚さ 4'"'-8mm-OVフィルター，エンドレンフィルター

⑤板状排水材

芯材がネット，ボード状，リブの板状排水材一一ウォーターレーン， GTフィルター，

エンドレンマットリブ型

エシボス状の板状排水材-----カルドレーン，グリシート，パブリックドレーン

3. 実際の盛土の設計に使用されていた概略の設計方法

①降雨浸透水対策

盛土材料:砂、砂質土、レキ質土など

設計の考え方:降雨等の浸透水の影響を考慮し設計

設計必要条件:降雨量(日，時間)，浸透率 f，排水材の形状(t， b， α) 

②圧密促進対策

盛土材料:高含水比粘性土など

設計の考え方:飽和粘性土と考え設計(テルツァギ圧密理論，ペーパードレーン工法)

設計必要条件:圧密係数C、(Wn，WJ_)，時間係数Th，排水材の形状(t， b， α) 

③自然材との比較

盛土材料:砂質土から粘性土

設計の考え方:小段ごとに設置された自然材料の排水層との比較

設計必要条件:自然材料の透水性 (ks， ts)，排水材の排水量Q (k (;， t c;) 
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4. 盛土内排水工の効果の評価方法例

4.1 目的

盛土内排水工の効果の評価方法の例として、高含水比の粘性土盛土に排水工を高さ方向の敷設

間隔(高さ 5.0mで敷設した場合と 10.0mで敷設した場合)の影響を圧密度の進行で比較した

ものを示す。

4.2 条件

①盛土高さ 60m 

②盛土期間 1，460day (4年間)

表-1 主な土質定数

単位イ材彊逼 γt 1.533 tf/m3 初期間隙比 eo 2.084 

含水比 : Wo 68.8 % 圧縮指数 : Cc 0.26 

飽和度 : Sr 92.5 % 圧密降伏応力 : Pc 2.5 kgf/cm2 

透水係数 :k lX 10・5cm/sec 平均圧密係数 Cv 1 X 103 cm2/day 

4.3 圧密度の計算法

①圧密理論

圧密過程において、ある時刻の間隙水圧の減少量と初期間隙水圧との比を圧密度という。

般にu (%)で示すと、(式ー 1)のようになる。

U=l一%(%) 一一一一一味-1 ) 

ここに、 u ある時刻における残存間隙水圧 (kgf/cm2)

u 0 :初期間隙水圧 (kgf/cm2)

当資料は、盛土内に排水工を施し、間隙水圧を消散させるという効果を、圧密の促進(テル

ツァギーの圧密理論)というかたちで検討を行う。

②ある平均密度に達する時間

ある圧密度に達するのに要する時間は、(式-2) より求められる。

I二五万2 一一一一一(式-2) 

ここに、 t :任意の圧密度 Uvに達する時間 (day)

Tv :初期間隙水圧 (kgf/cm2)

H:最大排水距離 (cm)

盛 t内に排水層を設けた場合、その層間距離を日とする 0

C，圧密係数 (表-1より、 C、二1X 103 cm2/day) 
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表-2 圧密度と時間係数の関係

Uv Tv Uv Tv Uv Tv Uv Tv 

。 0.0000 25 0.0491 50 0.197 75 0.477 

5 0.0017 30 0.0707 55 0.238 80 0.567 

10 0.0077 35 0.0962 60 0.286 85 0.684 

15 0.0177 40 0.1260 65 0.342 90 0.848 
一一一2一0一一一一ト|一一0一一・0314 45 0.1590 70 0.403 95 1.129 

4.4 圧密度の算出

①圧密されない層厚 :h

圧密は、その土によりある一定以上の荷重が加わらないと、圧密しない。その一定以上の荷

重が圧密降伏応力 Pcである。

hは、次式より求められる。

h二主 ----------(式-3) 
y， 

ここに、 Pc:圧密降伏応力 (2.5kgf/cm2=25tf/m2) 

γt 単位体積重量(1.533tf/m3) 

したがって、

25 
h=一一一=16.3m 

1.533 

圧密しない層 h 

②圧密度の補正

(式-2) により求められる圧密度は、盛土が瞬間的に載荷された場合の値である。ところ

が、実際の盛土はかなりの時間を要して盛り上げる漸増載荷であるため、下記の方法にて補正

を行う。

載荷重が直線的に漸増する場合は、まず時間 t=Oにおいて瞬間的に載荷されたと仮定した

ときの圧密度曲線 OAFを描く。載荷期間を toとしたとき、時間 to/2に対する圧密度 A点を水

平移行して t。時との交点 B を求めると、この点

が t。時における実際の圧密度を与える。任意の

時間 tについては、 t/2時に対する圧密度 Cを水

平に移行して to線との交点 D を求め、 ODを結

ぶ曲線と時間 t線との交点から E点を求め、こ

れを時間 tにおける補正された圧密度とする。時

間 t。以後の圧密度は圧密度曲線 OAFを to/2移動

した点を時間tにおける補正された圧密度とする。
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OEBG:漸増載荷に補正したときの圧密度曲線

OAF:瞬間載荷時の圧密度曲線 圧密度

図-2 時間 圧密度曲線の補正
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③排水層の層間厚(敷設ピッチ H)における圧密度

CASEl :排水層が 5mピッチの場合

CASE2:排水層が 10mピッチの場合

として、各層間の圧密度を(式-2)および4. ②により補正を行い、時間一圧密度曲線を

求め、図-3，図-4に示す。

図-3 時間一圧管度曲線 (5mピッチ)
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図 4 時間 !王宮度曲線(10mピッチ)
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4.5 結果

図-3，図-4より、結果を表-3，表-4にまとめる。
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