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技術邦文

ジオテキスタイル材料で補強したバラスト軌道の振動台試験
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1 .はじめに

バラスト軌道は大規模な地震が発生した場合にバラストが流出し、軌道が大きく変状する可能

性があり、それを防止するために鉄筋コンクリート製ブロックによるバラスト流出防止工（以下

「RCバラスト止め」と記す）が導入されている。しかし、 RCバラスト止めは約 150～200kgの

質量があるため、施工には重機が不可欠であり、施工面に課題があった。そこで、人力施工が可

能でかつ経済性に優れた工法を目指し、ジオテキスタイル材料を用いたバラスト流出防止工（以

下、「ジオテキバッグ工法」と記す）を開発した。本稿では、ジオテキバッグ工法の耐震性能を振

動台試験により検証した結果について報告する。

2.ジ、オテキバッグによるバラスト流出防止工

現在導入されている RCバラスト止めを図－1に示す。 RCバラスト止めは盛土に建て込んだ前

面の爪で水平支持力を確保し滑動を防ぎ、壁面背後の底面で転倒に抵抗する形状となっている。

施工性と経済性を両立したバラスト流出防止工を検討するにあたり、まず土木構造物等の応急

復旧で使われることの多い「土のう」の効果に着目した。既往の研究 1）より土のうの効果として、

粒状体を袋に包むことで外力によって発生する袋の張力が見かけ上の粘着力 cの役割を果たし、

耐荷性能が増すことが知られており、土のう積層体を擁壁に用いた施工法も開発されている 1）。

そこで、まずバラストを土のうに詰め、道床肩に沿って積上げる構造のバラスト止めを考案し

た。土のうは袋の大きさにより重量を自由に調節できるため、分割して積上げることで人力施工

が可能になるうえ、安価なため、経済性でも有利になる。一方、バラストは粒径が大きく稜角に

富んでおり、バラスト相互の噛合せにより大きな摩擦抵抗を発揮することで、列車振動に対して

安定した形状を保持している。そのため、バラストを通常の土のう袋に入れると、土のうの境界

面で噛合せが阻害され、滑動が生じることが懸念された。そこで、バラスト本来の噛合せによる

摩擦力を活かしつつ土のうの効果を発揮するため、耐久性に富んだジオテキスタイル素材の網目

袋（以下、「ジ、オテキバッグ」と記す）を開発した。更に、せん断抵抗を強化するため、ジオテキ

バッグの積層体を連結し、支持杭の役割も果たす補強鉄筋を積層体に打込むことにした（図－2）。
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図ー2 ジ、オテキバッグ工法図－1RCバラスト止め
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入力地震波図－4

3.基本構造による振動台試験

(1) 試験方法

耐震性能の検証は実物大模型、実地震波を用いた振動

台試験により行った。試験モデルを図－3に示す。試験

モデルは複線断面の半断面を模擬した実物大軌道とし、

土槽を中央で仕切り 2種類の試験構造を製作した。模型

と土槽の境界面のうち、加振方向と平行な面はテフロン

シートを貼り摩擦を低減し、加振方向と直角な面は硬さ

の異なる 2種類のウレタン材を設置し、模型のせん断変

形を妨げないよう配慮した。盛土材料は鉄道の設計標準

2）の土質区分②に相当する山砂を使用し、締固め後の湿

潤単位体積重量が 17kN/m3になるよう調整した。軌道材

料は東海道新幹線で一般的に使用されているものとし

た。ジオテキバッグ（ポリエステル製、網目 25mm、転

圧時の寸法約 400mm×400mm＞く 100mm）には質量 25kg 

のバラストを詰め、一定の高さになるよう一層ずつプレ

ートコンパクタで転圧した。補強鉄筋は 12mmの丸鋼棒

をバッグ 1箇所あたり 2本の割合で打込み、

根入れ長は 200mmとした。

入力地震波とそのフーリエスペクトルを

図－4に示す。入力地震波にはL2地震動を超

え、盛土にとって一般的に不利な条件となる

加振時聞が長くかっ長周期が卓越する特徴

を持ったL3地震動（仮称）を原波とし、そのG3

地盤2）における地表面波をFEM動的応答解析

により盛土天端の応答波として算出したも

のを用いた。ただし、入力地震波の主要動で

ない長周期成分については結果に影響を与

えないと判断し、振動台目標波では変位量の

制約から周期3秒でテーパーをかけ4秒以上

の成分をカットしている。

(2）試験結果

加振中に計測したまくらぎとバラスト

止めの変位波形および最大変位を図－5に

示す（図中の寸法の単位はmm）。まず、現

在対策工に用いられている（a)RCバラス

ト止めのバラスト止め上部の変位波形を

みると、 15秒までの1000gal 以下の加振で、

2-3 mmの変位を生じた後、最初に1000gal 

を超える加速度が発生する16秒付近で約
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10mm変位し、最大加速度が発生する18秒

付近で約15mmの最大変位に達している。

次に（b）ジ、オテキバッグ工法（基本構造： 1

列）のバラスト止め上部の変位波形をみると、

15秒までの1000gal以下の加振で、はほとんど変

位せず、最初に1000galを超える16秒付近で7

mm程度変位し、最大加速度が発生する18秒付

近で約18mmの最大変位に達している。この結

果から、両者とも1000gal程度を超える加速度

で水平支持力が不足し、変位を生ずる様子が伺

える。加振中の最大変位を比較すると、ジオテ

キバッグ工法とRCバラスト止めはバラスト止

め上部変位、まくらぎ変位とも同程度で、あった。

各部の変位をみると、ジオテキバッグ工法で

はバラスト止め下部の変位が非常に小さく、袋

をネット状にしたことで底面の摩擦抵抗が十

分に得られていることがわかる。また、ジオテ

キバッグ工法ではバラスト止め下部に対し上

部の変位が大きいことから、転倒モードが卓越

していると考えられる。これに対し、 RCバラ

スト止めはバラスト止め上部と下部の変位が

同程度であり、滑動モードが卓越している。

次に道床肩幅が広い断面を想定し、（c）ジオ

テキバッグを2列配置した構造（基本構造： 2

列）について試，験を行ったところ、 1列の場合

に比べ各部の変位が大きくなった。これは道床

断面が大きくなったことで、ジオテキバッグに

作用する動土圧が大きくなり、上載荷重が少な

く水平抵抗力の小さいバラスト止め上部で特

に変位が大きくなったと考えられる。

以上の結果、まくらぎ、近傍にジオテキバッグ

工法を配置したケースで、 RCバラスト止めと

同等の耐震性能を有することが確認できた。し

かし、道床肩幅が広い断面を想定したケースで

は大きな変状には至らなかったものの、他のケ

ースに比べると変位が大きい結果となった。

4.改良構造による水平支持力試験

振動台試験により、ジオテキバッグ工法は
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図－5 振動台試験結果（基本構造）

RCバラスト止めと同等の耐震性能を有することが確認できたが、道床肩幅の広い箇所でまくら
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ぎ近傍にジ、オテキバッグを配置するには、道床断面を広く掘削しなければならず、施工性に課題

が残る。そこで、水平支持力を強化するため、ジオテキバッグ工法の構造改良を検討し、水平支

持力試験でその効果を確認することとした。

水平支持力試験は図－6に示すように、試験構造に対して油圧ジャッキで、水平載荷を行い、ロ

ードセルとレーザー変位計で、荷重と変位量を計測する方法で、行った。載荷位置はバラスト止め背

面のバラストが水平で、静水圧的な土圧分布を仮定した場合の土圧合力の作用位置（下から 1/3

の高さ）とし、試験は各構造につき 3回行った。

試験結果を図－7に示す（図中の寸法の単位はmm）。図中の水平変位はバラスト止め上部の水

平変位を示す。まず基本構造（(a）水平積み，鉄筋90°、 変位計 試験構造パ二 '7 l...市パー

根入れ長200mm）による最大水平支持力は3回の平均
可一一て一一一 ノ’／／、，パ，． 反力架台

値で3.6kNであった。これに対し、（b)RCバラスト止

めの最大水平支持力は3回の平均で、4.5kN （奥行400

mmで、の換算値）であった。

o-..... ー

水平支持力を増すために、まず路盤に打込んだ補

強鉄筋の受働抵抗を増すことを考え、根入れ長を200

mmから300mmに増やした構造で、試験を行った（仁）。2,

3回目の平均で支持力は3.8阻ぜに改善し、やや効果が

みられた。
図－6 水平支持力試験
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図－7 改良構造による水平支持力試験結果

次に既往の研究 3）より、土のう積層体に積層角を設けることでせん断抵抗力が増す知見が示さ

れていたため、水平積みを傾斜積みにして試験を行った（d）。傾斜角は既往の研究で効果がみられ

た積層角より大きい範囲で施工性を考慮し、 22.5° (45° の 1/2）とした。試験の結果、 3回の平均
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で支持力は 5.0kNまで向上し、傾斜積みの効果が確認できた。

傾斜積みの試験で載荷時の積層体の変形挙動を観察したところ、荷重の増加に伴い積層体が

徐々に起き上がり変位が増加していくが、鉄筋の打込角度がバッグの積層軸と角度を持ち、斜め

になっていたときに、荷重の増加とともに鉄筋がバッグを上から押さえるかたちに曲がり、積層

体が起き上がるのを抑える様子が見られた。そこで、鉄筋を傾斜させて打込む構造を試したとこ

ろ、 110度の傾斜角で鉄筋を打ち込んだときに最も大きい支持力 6.0kN (3回の平均）が得られた

(e）。鉄筋を傾斜打ちする効果は、鉄筋とパラストの摩擦による引張り抵抗力の作用方向が積層体

の回転軸に対して有効に作用しやすい方向になるために転倒モードが抑えられ、結果として支持

力が大きくなったと考えられる。最後に、鉄筋を傾斜して打込むとバッグの連結が上部 3段にと

どまるため、下部 3段を連結する鉄筋を追加した構造で、試験を行ったところ（f)、1, 3回目の平

均で 6.9阻dまで水平支持力が向上した。 パラスト止め下部バラスト止め上部

(a）水平積み，鉄筋 90°
根入れ200mm

(b)RCバラスト止め

(c）水平積み，鉄筋 90°
根入れ 300mm

(d）傾斜積み，鉄筋 90°
根入れ 300mm

le）傾斜積み，鉄筋 110。
不良人.n300mm

(f)傾斜積み，鉄筋 110°
×2本，根入れ 300mm

0 2 4 6 80  2 4 6 8 

水平支持力（kN) 水平支持力（kN)

｜ロ30mm変位 圃20mm変位ロ10mm変位 ｜

各構造の結果をバラスト止め上部

および下部がそれぞれ 10mm, 20 

mm, 30 mmまで変位したときの水

平支持力で比較した結果を図ー8に

示す。バラスト止め上部が 30mm変

位するまでに RCバラスト止めの水

平支持力を上回ったのは（e), (f)の

構造で、あった。従って、比較的小さ

い変位で RCバラスト止めと同等の

性能を発揮するには、（e）または（f)

の構造が適していることになる。
図－8 改良構造の各変位における水平支持力

5.改良構造による振動台試験

道床断面が広い箇所を模擬した条件で、改良構造

によるジオテキバッグ、工法の振動台試験を行った。

試験モデルを図－9に示す。改良構造による振動台試

験は使用した振動台の加振能力の制約から前回の試

験モデルの奥行きを 1/2にした土槽に 1種類の試験構

造を製作して試験を実施した。構造を強化するため、

補強鉄筋はバラストとの摩擦抵抗が増すように 13

mmの異形棒鋼を使用し、更に隣接する補強鉄筋の上

部を溶接して連結し、コ型の形状とした。これは水

平力を受けて鉄筋に引張力が生じたときに、連結し

た部分の鉄筋が最上段のバッグに上載圧として作用

する効果と長手方向にジオテキバッグを一体化する

効果を狙ったものである（ただし、計測上の制約か

単位： mm

手十~時

図－9 試験モデル（改良構造）

ら補強鉄筋の連結は変位を測定する列のみ）。また、 2列目のジ、オテキバッグは 2段配置し、まく

らぎ側の端部から 50mmの位置に補強鉄筋を垂直に打込んだ。補強鉄筋の路盤への根入れは 300

mmとした。入力地震動は前回の試験と同じ L3地震動（仮称）を使用した。
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改良構造の試験結果を図一10に示す。まず、傾斜積みの l列自に 2本の鉄筋を打込んだ構造で

試験を行った結果、前回の RCバラスト止めの結果に比べてパラスト止め、まくらぎ、の変位が小

さくなり、同等の耐震性能がある ことが確認できた。引き続き 1列目中段の補強鉄筋を抜いて 2

回目の加振試験を行ったところ、バラスト止め上部の変位がやや大きくなったものの、やはり RC

バラスト止めより変位が小さくなり、こちらも同等の性能が確認できた。以上の結果から、ジオ

テキバッグ工法の改良構造は、道床断面の広い箇所でも地震時の軌道形状の維持に高い効果があ

り、 RCバラスト止めと同等の性能を持つことが確認できた。
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図－10振動台試験結果（改良構造）

5.まとめ

試験の結果、以下の知見が得られた。

(1）ジオテキバッグ工法は地震時の軌道変位抑制対策として十分な効果を有することを確認し

た。

(2）傾斜積みや補強鉄筋の傾斜打込みなど、のジオテキバッグ工法の構造改良を検討した結果、

水平支持力が向上した。

(3）ジオテキバッグ工法の改良構造は、道床肩幅の広い断面においても十分な耐震性能がある

ことを確認した。

今後、ジオテキバッグ工法の更なるブラッシュアップをすすめるとともに、様々な線路状況に

応じた施工法や設計法を検討し、バラスト軌道の耐震性向上を実現していきたい。
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