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信頼されるジオシンセティックス補強土と地盤防災への適用

一現状と展望一

東京理科大学土木工学科 龍岡文 夫

1 .はじめに

本稿は、次の二つの聞いに対する筆者の現在の考えを纏めたものであり、第 25回ジオシンセテ

ィックスシンポジウムにおいて2010年 12月3日に行った特別講演の内容に沿ったものである。

1）補強土擁壁は、地震時や豪雨・洪水時のみならず、常時でも崩壊する例が何故少なくないの

か？補強土擁壁が、特にジオシンセティック補強土擁壁が、これらの地盤災害に強く常時に

は高い安定性を示す永久構造物として信頼されるためには、どうした良いのか？

2）地震や豪雨・洪水・波浪等による地盤災害を防ぐために、ジオシンセティック補強土構造物

をどのように活用できるのか？

この二つの重大な聞いに対して十分に答えることは容易でないが、ジオシンセティック工学の今

後の発展のためには避けて通れない課題である。

2. 補強土構造物が信頼されるためには？

(1)なぜ崩壊？

これまで国内外で、補強土盛土が、特に補強土擁壁が、地震時と豪雨・洪水時に、あるいは常

時でも、盛土天端での過大な沈下、壁面工の過度の変位・変形や崩壊、擁壁全体な過大な変形・

変位によって構造物としての機能が喪失し、甚だしくは全体的に崩壊した例がかなりある。 Holtz,

R.教授が 2010年 2月 Floridaで、行った theTerzaghi Lecture“Reinforced Soil Technology: From 

Experimental to the Familiar，，では、補強土擁壁で大切なのは結局”Compaction,compaction, 

compaction! Drainage, drainage, drainage！”と言っていた。筆者も同様な考えであり、表・1はその纏

めである口しかし、「排水設備と盛土の締固めJは設計計算過程の前提となる処置とされ、特に後

者は現地の施工とその管理に委ねられている面が強く、設計段階では陰に隠れている傾向が強い。

このため、設計段階で設定され想定された安定性が実現されない場合が出てきて、それが補強土

擁壁の大変形・変位と崩壊の一因となっていると考えている。

表－1 排水設備と盛土締固めの重要性

十分な排水設備 不十分な排水設備

十分な盛土締固め 安定 なんらかの問題の可能性

不十分な盛土締固め なんらかの問題の可能性 崩壊の可能性



排水設備と盛土の締固めの重要性は、各国の

多数の補強土構造物の専門家が指摘している。

図一1は、それを示すーっの事例である 1）。2001

年後半に完成した壁高が最高約 16m のジオ

グリッド補強土擁壁であり、壁面工は鉄製ワ

イヤメッシュ龍で、ある。締固め管理が甘く、

標準プロクターに基づく盛土の締固め度は、

実際には90%以下と非常に締固め度が低くか

った。そのため、補強領域内に設けられた鉛

直排水孔の周辺の盛土は不同沈下して、鉛直

排水孔に連結した水平 PVC排水パイプはせ

ん断破壊され、鉛直排水孔から盛土内に表面

水が浸透してしまった（図一1c）。その結果、

降雨ごとに盛土天端は沈下し、盛土上に建設

されたドラッグストアーの建物に亀裂が生じ

た。結局、擁壁をグランドアンカーで安定化

した（図－1b）。修復費用は、補強土擁壁の建設

費の 4倍以上で、あった。この事例からの教訓

は以下の通りである。

1. 盛土の締固めは非常に重要である。良く

締固めれば強度と剛性は増加するが、設

計者は盛土の締固めのこの効用を無視

しがちである。従って、盛土を良く締固

めれば、実際の強度は設計で想定した強

度よりも高くなり変形は減少し、構造物

としての余裕が生まれ安全側となる。ま

た、壁面工のすぐ背後の盛土の締固めは

特に重要である。

2. 間隙水圧が上昇すれば盛土の強度と剛性は低下して変形は進行し、極端な場合補強土擁壁は

崩壊する。盛土内部からの排水は、補強土擁壁の性能保証に必須である。

3. 設計で設定した基本仮定が実現され、設定した性能が実現されているのか確認するために、

建設中の施工管理と構造物の品質管理は非常に重要である。

これらは、「補強土擁壁工法の原理に問題がある」のではなく、「この工法の適用における地盤工

学の実践に問題がある」、と言う教訓である。

図－2の事例は、豪雨によるテールアルメ擁壁の崩壊である。集水地形である沢部に、風化凝灰

岩が粘土化した盛土材をセメント改良して帯状金属製補強材で補強して建設した。しかし、横断

排水暗渠は無く、集水暗渠も補強領域の範囲しか設置されていなかった。セメント混合した補強

領域の盛土の透水性は非常に低いため、その背後の盛土部は背後からの沢水と左右道路面から表

面水を集めた貯水槽状態になっていた。しかも、地山表面の風化層の除去と段切り施工は確実に

、‘．，ノ唱。

図－1 ジョージア州のジオシンセティック補

強土擁壁 1):a）補修前： b）グランドアンカー工

法による修復後： c）表面水の鉛直排水孔と水

平PVC排水パイプの配置
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行われていなかった。これらの

ため、地山面に沿って盛土部全

体がすべり出して崩壊した。こ

の事例でも、補強土擁壁工法の

原理に問題で、あったのではなく、

補強土工法の適用過程とその過

程での地盤工学の実践に問題が

あった、と言える。

しかし、第三者は「このよう

な事例は補強土擁壁工法の原理

そのものに問題があるため」と

考えるのが普通であり、結局、 ' .... 

補強土擁壁工法の信頼が失われ 図一2 2004年 10月 21日未明兵庫県養父（やぶ）市で、のテールア

約 20m 
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（盛土を横断していない）

ることになる。 ルメ擁壁の崩壊 2）の模式図

過去の補強土擁壁の崩壊の殆

どは、以下に列挙する問題のいずれかが（殆どの事例では複数が）原因となっている 3）。

1）盛土の問題

la）排水性が悪く締固めにくい細粒分が多い盛土材を使用し、その処理が不適切。

lb）粒径が 30cmを超えるような磯を含む盛土材を用いたため、盛土が締固め不足（補強材層

の鉛直間隔が lm程度と大きすぎる場合に起こりやすい）。

le）撒き出し厚が 30cmを超えたり締固めエネルギー不足のため、盛土が締固め不足（特に、壁

面背後の締固め不足）。盛土の締固め不足の問題の根は深く、後ほど詳しく述べる。

ld）盛土内部に流入する表面水と浸透する地下水への対処が不十分。

le）壁面工背面や盛土内部から外部への排水施設の不良、排水口の不足や閉塞。

(ld, leは、特に沢部等の集水地形に建設した場合に重要な問題となる）

le）寒冷地帯で、の凍上対策の不備。

2）補強材の問題

2a）長期耐久性の不足（金属補強材の錆による腐食。ジオシンセティックス補強材で、は高アノレ

カリ／高酸性環境や紫外線等による化学的劣化等が潜在的問題であり、クリープ破断は実際的

な問題ではない 3））。

2b）引抜け抵抗力の不足（例、排水性が悪い盛土内に配置した帯状・円形断面の金属製補強材

の引き抜けの例が多い）。

2c）補強材層の鉛直間隔が大きすぎることによる、盛土の締固め不足、ジオシンセティックの

巻き込み式や分割型の壁面工の不安定化。

2の補強材の壁面工背面での定着の欠落や定着強度の不足。

3）壁面と壁面工の問題

3a）壁面工の岡IJ’性・一体性の不足による、壁面背後の盛土と支持地盤の局所的な変形に伴った以

下の諸問題；
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i) 壁面の過大な変形。

ii) 壁面工の過大な変形（ゆがみ）・破壊（例えば、パネル形式壁面工で、のパネル間のずれと

ノ〈ックリング）。

iii）分割型壁面工（エクスパンディドメタノレの L型型枠、ブロック、パネル等）の隙聞から

の間隙水の流出に伴う砂質盛土材の流出（豪雨時で、の雨水浸透や海岸・湖岸等の擁壁

構造物の水位変動や波浪によって生じやすいる）。

iv）壁面工の一部の崩壊から壁面全体への進行的破壊（例、ブロック・パネル式壁面工で、常

時及び地震時に生じる）。

3b）壁面の洪水・波力に対する抵抗力の不足による壁面工の損傷や水位変動に伴うパネル式・

ブロック式等の分割壁面工の隙聞からの盛土材の吸い出しによる擁壁の破壊。

3c）火災や外力による壁面工の損傷。

4）基礎地盤の問題

4a）支持地盤の過大な不等沈下と側方流動に伴う壁面工の損傷の全体的な前傾と主働変位、そ

れに伴う補強土擁壁の全体の過大な変形・変位。

4b）軟弱地盤や斜面等の不安定な基礎地盤内を通過する全体的すべりによるすべり崩壊。

4c）斜面上に建設する場合での、不安定な表層の除去不足や段切り施工の欠落による地山面に

沿ったすべり崩壊。

4d）不安定な基礎地盤（軟弱地盤や斜面）に建設する場合での、壁面工に大規模な基礎構造を

建設（建設コストの問題）。

5）不適切な設計による耐震性の不足。

上記の中で、 1）と 4）が地盤工学そのものでの問題である。

(2）盛土の締固めの課題

盛土の締固め不足の問題は、現在の設計指針等での盛土材の設計強度の設定法での問題と関連

していて、問題の根が深い。詳細な議論を文献4）で行っているので、以下要点を述べる。

2010年 6月に開港した富士山静岡空港では、かなり壁高がかなり大きなジオシンセティックス

補強土擁壁が二つ建設された（図－3a）。図－3bに示すように、これらの補強土擁壁の補強盛土部

の盛立て時の補強盛土の沈下は、盛土高さの 0.5%程度と非常に小さい。この現場での他の通常

の盛土部での沈下率は 5%程度であり、近代的な締固め盛土工事の標準的な値で、あった 5）。つまり、

このジオシンセティック補強土擁壁の盛土沈下量は非常に小さい。また、ジオシンセティック補

強土擁壁は、完成後豪雨時にも全く沈下せず長期に亘って残留沈下が実質的にゼロである。「2009

年 8月 11日5:07AMの静岡県での地震jでは、この現場の南 5kmの牧の原 SA付近で東名高速道

の盛土が崩壊したが、この補強土擁壁は殆ど変形しなかった。これらの挙動から見ると、盛土内

に排水設備を周到に配置したことと、良い盛土材料（図－3c）を修正プロクターに基づく平均締固

め度が 98%（図一3d）と盛土を良く締固めたことが、大変効果があったことを示している。また、耐

震設計したことも、豪雨時を含め常時において安定性に対する余裕を与えていたものと思われる。

これら補強土盛土では、例外的に高いジオシンセティック補強土擁壁を建設するということで、

盛土の締固め管理を入念に行った（と言っても、通常の近代的機械施工で現場管理を規定通り行

ったのであるが）。しかし、通常の補強土擁壁を含め補強土構造物の建設では、以下が三点が問題
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となる場合が多い。

第一に、高速道路以外の通常の道路盛土では、「標準プロクターによる締固め試験で求めた最大

乾燥密度に対する締固め度DcJの許容下限値（管理値）を 90%する場合が多い。しかし、この値

は修正フ。ロクターを基準とした締固め度での 90%以下の値に相当し、細粒分を多く含むと 80%程

度に相当する。すなわち、この補強土構造物の盛土の締固め度に対する要求度は、通常図一3に示

す事例よりも低い

第二に、この管理値の意味についての誤解がある。盛土の現場締固め度と言われている値は、

「それぞれの地点で測定した乾燥密度Jを「代表的盛土材料を用いた室内締固め試験による最大

乾燥密度」で除した見掛けの値である。それぞれの現場では、多数の地点で乾燥密度を測定して

求めた締固め度の全測定値が管理値以上であることを要求する。しかし、乾燥密度を測定した多

数の地点で盛土材料をいちいち採取して締固め試験を行っているわけではない。従って、名目上

同種の盛土材料でも個々の地点での盛土材料の粒度・粒子特性は変化し最大乾燥密度が変化する

ため、測定された「見掛けの締固め度」は、例えば 90%-110 %と大きくばらつくことになる。

それでも、「見掛けの締固め度」の全測定値が管理値を超えていれば、測定値の平均値は管理値よ

りも 5%程度以上高いことを期待できる。また、その平均値は、「個々の地点で測定した乾燥密度

をその地点で採取した盛土材を用いた締固め試験で求めた実際の最大乾燥密度で除した真の締固

め度」の平均値に近いことが期待できる。また、薄層撒き出しをして近代的な機械化施工で盛土

の締固めを行えば「真の締固め度Jは「見掛けの締固め度」よりもばらつかないので、盛土全体

として、管理値よりも十分に高い真の締固め度を確保できるはずである。つまり、真の締固め度

が管理値をわずかに超えた状態の盛土は締固めが全く不十分であるが、「見掛けの締固め度の全測

定値」が規定の管理値以上であることを厳密に守れば、盛土の締固めがひどく不足する、という

ことにならない。しかし、「個々の地点で締固め度が管理値を若干でも超えていれば、その地点で

の盛土は十分に締固まっている」と誤解し、締固め度の平均値が管理値の 5%程度以上大きくす

る努力の意義を理解していない技術者は結構多い。このため、盛土をより良く締固める努力をし

功相当低い｛直

（安全側の設定）
105 

図－4

部摩擦角と締固め度の関係（不飽和と注記しである場合以外は、飽和供試体） 6) 
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ない傾向になる。この状況は、設計者と現場技術者だけの責任ではなく、現在の盛土締固め管理

法体系の基本問題であり、今後改善する必要がある。

第三に、上記の盛土締固め管理の問題点は、盛土の設計せん断強度（砂磯では内部摩擦角）の

設計値の設定法の問題と関連している。図－4は、基本的に拘束圧 50kPaで、行った排水三軸圧縮

試験と平面ひずみ圧縮試験による多数の砂磯盛土材料の内部摩擦角 φo=arcsin｛（σ1-<J3）／（σ1＋σ3)}max 

と修正フ。ロクター基準での締固め度 Deの関係である。この図から、次のことが分かる。

1）富士山静岡空港のジオシンセティック補強土擁壁の盛土の管理値である De（修正 Proctor)= 

90%での中oの値は残留状態の値に近い非常に低い値であり、この締固め度での盛土の締固め

の程度は非常に低い。

2）囚の記号で、示す範囲は、通常の良配合の砂磯の飽和試料のデータである。中oの値は Deの増加

により著しく増加し、 De>95%程度で、は Deの増加に伴って増加率が大きくなっている。この

結果に基づくと、現場での D刈疹正プロクター）の全測定値の平均値が 95%程度であれば良く

締固まっていると言える。つまり、現場での De(標準プロクター）の全測定値の平均値が 100%

程度であれば良く締固まっていると言える。

3）一方、砂磯のせん断強度の標準的な設計値は、貧配合の砂で中o=30°，一般の砂・磯で φo=35°, 

良配合の砂磯等で φo=40° とすることが多い。しかし、これらの値は De（修正 Proctor)= 85 % 

程度でのせん断強度に相当していて、盛土が全く締固めていない状態に対応している。一方、

図－4に示すデータでは、排水三軸圧縮試験での飽和良配合砂磯のデータ群囚の下限線でも

De （修正プロクター） = 95 %に対応する φoは47°程度であり、上記の標準的設計値よりも 7

～go程度も大きい。上記の標準的設計せん断強度は広く採用されているが、そのため、盛土

を良く締固めることによる強度・剛性の増加の必要性と意義を設計者・施工者が認識しにく

い状況になっている。

4）上記のことは、盛土が良く締固められているほど安定性に対する余裕が生まれることも意味

している。静岡富士山空港の場合でも盛土の設計せん断強度は、締固め管理値である De（修

正プロクター） =90%で作成した供試体を用いた排水三軸圧縮試験によって決定されたため、

実際の締固め度の平均値に対応する強度よりも相当低い。この点で、盛土の常時での安定性

には余裕があったことになる（この余裕については、以下で詳しく論じる）。

5）飽和試料の排水三軸圧縮試験において、貧配合の豊浦砂田は良配合の砂磯固よりも中oはかな

り小さい。即ち、従来から知られているように φo～De関係に対する粒度特性の影響は大きい。

すなわち、締固め度からせん断強度を推定する場合は、粒度特性と粒子特性の影響を考慮す

る必要がある。

6）囚の範囲のデータは良配合の砂・磯質土で最適含水比の不飽和状態での強度を示す。 Deが大き

いほど不飽和状態での中oの値目は飽和状態で、の図の値よりも大きくなっている。一方、砂磯

盛土の現在の通常の設計では「豪雨時に盛土は飽和排水条件になること」を想定している（表

1 ）。これは、豪雨時には晴天時のサクションによる見掛けの粘着力は消失する可能性が高い

一方、排水設備が十分で、あれば排水状態は確保されると想定しているからである。従って、排

水設備が十分で、良く締固められた盛土は、晴天時は確実に、豪雨時でも盛土が飽和化しなけれ

ば、その分安定性に余裕があることになる。この点についは、以下で詳しく論じる。

7) Deが大きいほど、中oの値は TC試験よりも PSC試験の方が大きく、 Deが大きいほど差が大き
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くなる。これも、従来から知られていることである。

すなわち、現在の「盛土締固め管理法」プラス「標準的設計せん断強度を用いる設計法j から

なる体系は、高い締固め度を実現する努力を奨励していない体系と言える。「修正プロクター基準

での De=100 %は、現場で lOton級の振動ローラを用いて締固めた状態と同等である」と言う報告

がある 7）。このことは、図－3に示す施工例のように、砂磯盛土であれば通常の近代的施工によっ

て修正ブρロクター基準での Deの平均値95%を達成することは難しくないことを意味している。

以上のことから、補強土擁壁の砂磯質土盛土の締固めの施工と管理では、修正プロクター基準

の締固め度の全測定値の平均値が 95%程度に、即ち標準プロクター基準の締固め度の全測定値の

平均値が 100%程度にする努力を奨励すべきである。それに対応して、現場での上記のような高

い締固め度が保証できれば、締固め度の全測定値の平均値に対応したせん断強度をピークせん断

強度として設計に用いるようにすべきであろう。盛土の耐震設計においてピーク強度と残留強度

を同時に用いる解析法として、斜面の地震時残留変位を求める修正Newmark法と擁壁の地震時土

圧を求める修正物部阿部法がある 8）。

(3）ジオシンセティックス補強土擁壁における余裕

ジオシンセティック補強土擁壁に限らず、土構造物に基本的に要求される性能は、

1）崩壊しないこと（あるいは、崩壊しても修復ができるだけ容易なこと），

2）使用し続けられるように残留変形が小さいこと、

3）以上を経済的に実現できること

である。現在の通常のジオシンセティック補強土構造物の設計では安定解析を実施するが、建設

中の即時変形と供周期間に生じる残留変形の解析は行わない。現在の設計では、「崩壊に対する安

定性に十分な余裕があれば、即時変形と残留変形を小さい値に抑えられる」と想定していると言

えよう。このような手法は、超大型橋梁以外の通常規模の橋梁の基礎の設計において、「極限支持

力に対する安全率が十分大きければ、基礎の即時変位と残留変位は許容値以下となるJと想定す

る手法に類似である。定量的に予測された即時変形あるいは残留変形に基づく設計体系が確立す

るには、まだ相当研究が必要である。従って、暫くはこのような設計手法を採らざろう得ない。

ジオシンセティックス補強土擁壁が豪雨時・地震時の異常時にも安定であると同時に、即時変形

と残留変形が十分に小さくなるように設計するためには、少なくとも、設計条件と実挙動の関係

を理解し、設計に含まれている安定性に対する余裕を定性的にでも把握しておく必要がある。

上記のことを、図－5に示すように、補強土擁壁の安定に対する安全率＝R/Lに基づいて考察し

てみる。ここで、 R （抵抗力）は、通常の擁壁では擁壁自身の抵抗であるが、補強士擁壁では主

に補強材の引張り抵抗力である。 L （荷重）は、通常の擁壁とジオシンセティックス補強土擁壁

で共通して主働土圧である。設計では、「必要抵抗力 R」が「所定の設計荷重 L×所定の全体安

全率J以上であることを確認する。図－5に示すOaは実際の常時（晴天時・非地震時）での状態

を、 Odは設計で想定している常時での状態を、 Sdは設計で想定している地震時状態を意味して

いる。数字 1-5は、それぞれ以下のような異なる種類の安定性に対する余裕である。

1. 排水設備が十分で、あり、常時で盛土内に作用しているサクションによる設計荷重 Lに含まれ

る余裕D
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抵抗力R

実際のR

地震時

常時

町乃設計値

地震時

豪雨時

地震時の方がひ
ずみ速度が大き
いためRが大き

いと仮定

学レ｜
Oa 

様々な不確定要因

常時（晴天時・ ｜｜に対応するための

非地震時）での余裕｜｜地震時での全体安

/ 'I全率の余裕

Sd ／ ，’ A 

＼ ／〆 ，V
つ／〆ムψ／

’t手号~,x

常時（晴天時）の釦ction作
用時の荷重L(盛土は良く

締固まっているとする）

荷重L

常時（豪雨時）での設計荷重L
(f res＆剖ction=O)

地震時設計荷重L
(f問＆釦ction=O)

図－5 擁壁の通常の設計における安定性に対する余裕の構造

表－2実挙動と現在の設計法の関係

常時実挙動（晴 異常 通常の設計における「想定 考慮すべき点
天・非地震時） 時 した異常時への対処法」

盛土は不飽和（排 豪雨1) 所定の豪雨強度を想定： 排水設備十分：正の間隙水圧ゼ口
水設備が十分で 一盛土は湿潤（ー飽和単位体
あれば、サク 積重量）、サクシヨンゼ口2) 排水設備不十分：正の間隙水圧の

ションが作用し、 一飽和排水せん断 考慮が必要：この状態は避ける

強度が大きい） 地震 所定の地震荷重を想定3) 設計地震荷重に課題（レベルII?) 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー圃・ーーーーーーーーーーー・圃圃圃園．．．．．曲ー圃ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー．，，．．

一盛土は湿潤（ー飽和単位体積 この点で、豪南の影響を一部考慮

地震カゼ口 重量）、サクシヨンゼ口2) している
ーー圃圃司ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー園田ーー園田ーーーーーーーーーーー，，開ーーーー陣匝開田園町ーーーーー－－ーーーーーーーーーー咽ーー.......＿＿ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一飽和排水せん断、単調載荷 通常は、非排水繰返し載荷の効果

を考慮しない

豪雨 一盛土は湿潤（ー飽和単位体 通常の設計では、この状態を特に
＋ 積重量）、サクシヨンゼ口2) 想定しない（この想定は、良く締

地震 一飽和非排水せん断 固め排水設備が十分なほど不要）

良い締固め 豪雨、 締固め度：許容下限値と想 高い締固め度を考慮する方法
地震 定＝今 φ白 sign－φres 4) ＝今 φp帥＋ φresで設計

注 1: 地震カゼロで豪雨状態が通常の設計での「常時」。ここでは、常時（豪雨時）と呼ぶ。

注 2&3: これらの要因のため、地震カゼロの常時（晴天時）での安全率は高くなる。

注4: この設計法では、実際には良く締固めていれば、実際の安全率はその分高くなる。

2. 締固めが良いことにより設計で想定した盛土のせん断強度よりも実際の値が大きくなり、そ

のことによる荷重Lに含まれる余裕。

3. 補強材の引張り抵抗力の過小評価による、抵抗力 Lに含まれる余裕。

4. 耐震設計を行っている場合の地震荷重であり、常時での設計荷重Lに対する余裕
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を意味している。

1の盛土内でサクションによる余裕に関して 表－2は、道路、鉄道、宅地、農業施設等、通常

の擁壁と補強土擁壁での現在の通常の設計法での「想定した異常時への対処法」を纏めたもので

ある。この表では、盛土と補強材の物性、盛土の境界条件が時間とともに変化しないとして、常

時（晴天時・非地震時）での実挙動との関係も纏めている。現在の設計では、通常豪雨時も正の

過剰間隙水圧が発生していないとしているが、これは盛土に十分な排水施設があることを前提と

している。一方、豪雨時に盛土の飽和度が上昇してサクションが消滅すると想定しているので、

設計土圧は「盛土は湿潤状態で単位体積重量は実質的に飽和時の値であり、サクションが無いと

して計算した常時（非地震時）の主働土庄」である。従って、常時（晴天時・非地震時）に擁壁

に実際に作用している土圧、あるいは補強土擁壁での補強材に実際に作用している引張り力から

推定した土圧は、この設計値よりも遥かに小さくなる。すなわち、この常時で測定した土圧を設

計荷重とすると、現在の設計体系によりも相当危険側（余裕が相当減少した）設計となる。実際、

多少の細粒分を含む盛土材を用いると、常時には自立して土圧がゼロの状態にもなりうる。この

ような場合に対して、従来形式の擁壁やジオシンセティック補強土擁壁を抵抗力 Lがゼロとして

設計することの不合理さは明らかである。

2の盛土の高い締固めによる余裕に関しては、上で述べたように、盛土の実際の締固め度の全

測定値の平均値は管理値（全測定値に対する許容下限値）よりもかなり高いのが普通であるが、

通常は設計では「残留強度に近い値を設計せん断強度」を用いているため、許容下限値の締固め

度を想定していることになる。このため、良い締固めをするほど実際の主動土圧が減少して設計

荷重Lよりも小さくなり、この点では余裕が生まれる。

3のジオシンセティック補強材の設計引張り強度の過小評価に関しては、設計で過大なクリーフ。

低減係数を用いている場合は、抵抗Rにその分余裕が含まれる。この点は文献 3）で説明した。

4の耐震設計による常時の余裕に関しては、耐震設計によって構造諸元が決定される場合、非

地震時での安定性はその分高いことになる。レベノレ II地震動に対して耐震設計している場合は、

常時での余裕はかなり大きくなる。また、現在の設計法では、耐震設計でも盛土は実質飽和単位

体積重量を用いてサクションをゼロとしていることから、豪雨時に地震が発生することを一部考

慮していると言える。従って、実際に排水設備が十分に整っていて、晴天時に地震が来た場合や

豪雨時でも盛土が飽和状態にならない場合は、安定性に対して見かけの粘着力による余裕がある

ことになる。地震と豪雨の同時生起の確率は低いことと、不飽和の良配合砂・磯質土の強度はDe

が増加すると急激に大きくなる事実（図－4）に基づくと、排水設備が整っていて締固め度が高い

場合に限定して不飽和強度をレベルIIに対する耐震設計に反映できるかどうか、検討する価値は

ある。しかし、ここではこれ以上論じない。なお、盛土の強度に対する非排水繰返し載荷の影響

を考慮、していない点では、地震荷重の影響の考慮は不十分である。

様々な要因の不確定性に対処するために 1.0以上の全体的安全率を用いているが、以上議論し

た余裕はそれ以外の要因によるものである。これらの余裕が大きいほど、実際の常時（晴天時・

非地震時）の状態 Oaと設計で想定している常時の状態 Odとの相違は大きくなり、実際の Oa

の状態では安定性に対してはその分余裕がある。この余裕を確保することにより、「想定以上の地

震動、想定以上の豪雨、豪雨時に地震発生」と言った不測の事態に対応できると同時に、即時変

形・残留変形を（特に後者を）小さい値に抑えることができる。この余裕が極めて少ない補強土
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構造物は、設計時に予想すべきであったが予測できなかった事態、あるいは現在の知識では予測

が難しかった異常時（極めて強い地震動と豪雨等）で大変形・変位あるいは崩壊する可能性が高

くなり、また即時変形・残留変形が大きすぎて要求性能を満たすことができなくなる可能性が高

くなる。

以上ことを纏めると、現在の段階で、次のことは言える。

1）上記の安定性に対する余裕は、経済化の目的のためだけに合理的な理由無しに低減すること

はすべきではない。

2）所与のジオシンセティック補強土擁壁が、地震と豪雨・洪水等に対して安定であり即時変形・

長期残留変形が小さいと言う要求性能を満足できる条件の下で、これらの余裕を定量的に評

価できて設計過程に組み入れられる場合で、かっその対応によってより良い構造物を建設す

る方向に向かう場合に限って、その余裕を低減できるものとする。具体的な例として、「盛土

の実際の締固め度に対応した設計せん断強度の設定する」方法が現実的であり、このように

すれば盛土をより良く締固める動機づけを与えることができる。

魚斜面の安'iF'化
．排水施設

・地山補強土工法、擁壁の補強

谷埋め盛土の安定化

．良い盛土材料

・良い締固め

－排水施設
・補強土工法

事紳lの機感左右書士のを'i:F'1r.

道路・鉄道盛土の安定化

－盛土・擁壁の耐震診断と耐震補強（排水施設、
補強土工法、シートJtイル、地盤改良）

－宅地の地震時危険度の安価で精度が高い評

－補強土工法のような延性的構造形式
－盛土上の日ヌラブ形式の鉄道省力化軌道の

優先的補強価法の開発

－擁壁・盛土の耐震設計の普及

・宅地に対する地震損害保険の導入

・RCぺた基礎の普及

｜宅地盛土｜

地擦の液状化によるマンホールの浮き上がりの防止

・埋め戻し材の選択（牒質土）、締固め、セメント混合
ライフラインの被害存防ぐ

－道路等への影響を考慮した設計施工
．被害箇所の検知法の効率化

図－6 地盤災害を防ぐための地盤工学技術（内陸部） 9) 

3. 地盤災害を防ぐためのジオシンセティック補強土構造物

(1）最近の地震と豪雨・洪水による盛土・擁壁の被害と教訓

1995年阪神淡路地震以降の地震と最近の豪雨・洪水による盛土・擁壁の被害からの教訓は、実

は従来の膨大な被害からの教訓！と合致している。すなわち、山間部の集水地形で、の排水処理の不

適切、盛土の締固め不十分、安定性の低い従来形式の擁壁等である。土木・建築の鉄筋コンクリ

ート・鋼構造物に対しては、設計地震動レベルIIの導入がなされて耐震設計が改訂され、公共構

造物の耐震診断・耐震補強がかなりなされてきた。しかし、盛土・擁壁等の土構造物の対応が遅

れている。従って、元々耐震性が相対的に低かった土構造物の耐震性が相対的にますます低くな

り、鉄道・道路のような線状構造物や宅地・埋立地の面状構造物では土構造物の低い耐震性がア

キレス筋になってきた。
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図－7 JR神戸線たなたで、の盛土南側の剛で一体の壁面工を持つジオ、ンンセティック補強土擁

壁： a)I992年 7月建設直後； b)I995年 1月地震一週間後（筆者撮影）

、‘yr
h
U
 

－ 3.岡ljな一体壁面工； 11・・...... 一一 I I ---- I I白 E・．．．．．．

/-'v'/ I I 

｜地山補強土耀 ｜剛な一体壁面工を持つジオシ
ンセティックス補強土擁壁

1.仮設H鋼
2.大口径補強材

図－8 JR神戸線住吉で、の盛土北側の：a）倒壊したもたれ式擁壁（1992年 1月 24日）； b）強化復旧後

(1995年 6月 13日） ; c）強化復旧の詳細

数字は施工順を示す
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従って、地震や豪雨・洪水等で、崩壊した重要な盛土・擁壁は、単に元の構造に原状復旧するので

はなく強化復旧する必要がある。この方針は、徐々にではあるが社会的に受け入れられてきた様

である。その際、耐震性は高いが経済的な土構造物を建設しなくては、土構造物の強化復旧の方

針は現実的にならない。補強土工法は、その鍵となる技術である（図－6）。

b) 

強化復旧後の剛な一体壁面工を持
つジオテキスタイル補強土擁壁

レーjレセンタ一

年

クラワ
色且L

ロックボルト

盛土材吸い出し防止用フィルタ一層

／）一一

図一9 2004年新潟県中越地震での川口 ・小千谷問、信濃川｜右岸での上越線の崩壊した盛土（60

年以上前に建設）の強化復旧 10)

(2）地震

1995年兵庫県南部地震では鉄道の多くの盛土と従来式擁壁・橋台が崩壊したが、剛で一体の壁

面工を持つジオシンセティック補強土擁壁は、極めて高い耐震性を示した（図－7）。崩壊した多数

のもたれ式・重力式擁壁等の従来工法による擁壁は、原状復旧ではなく、上記のジオシンセティ

ック補強土擁壁等で強化復旧された（図一8）。これは、耐震性が高くなるが建設費が増加しなかっ
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図－10 2007年 3月25日能登半島沖地震で崩壊した能登半島有料道路の強化復旧された盛土の

断面の模式図

排水性が悪〈締閉めに
くい鮎件士官の梼士

粘性土盛土ならば、排水性と引
張り剛性を持つ複合ジオテキス
タイルを用いて補強。締固めを
良くする為に、ジオテキスタイル
層の鉛直間隔を大きくすぎない
ようにする。あるいは、補助補
強材層を配置する

r-ーーーーーーー
適切な壁面工を用い
て緑化工

b) / 

”’~ 一.；；＿..：.－ーーー高い地下水位

F 州［（集7k卦b.形） 一一
川也山 I 

排水暗渠や横断排水管が存在しない

盛土横断及び盛土内
部からの排水

Ill:::＇こZ'l "' ｜のための暗渠

沼山－~－： ｜地山の弱い表層の除去｜

図一11 a）谷埋め盛土の宅地での地盤工学上の諸問題と b）崩壊盛土のジオシンセティック補強

盛土による強化復旧法（新設盛土にも適用できる）

たことが重要な要因で、あった。 2004年新潟県中越地震でも、信濃川右岸の斜面上の鉄道盛土が数

か所で崩壊したが、工事断面積縮小・工期短縮・建設費縮減・構造強化の条件を満たす剛で一体

の壁面工を持つジオテキスタイノレ補強土擁壁によって強化復旧された（図－9）。 2007年 3月 25日

の能登半島沖地震では、能登半島有料道路（1978-1980開通）の北部山間部（長さ 27km）にお

いて 11箇所で高盛土が崩壊した。この場合も、排水設備、断面（土工量の減少）、ジオシンセテ

ィック補強による構造的安定化による強化復旧が行われた（図－11)。その他このような強化復旧

された事例が、少なからず出てきている。図－6に示すように、耐震性が高い土構造物・自然斜面

を経済的に建設工法として、補強土工法は既に市民権を得ていると言える。しかし、宅造盛土に

対するジオシンセティック補強土工法の適用は非常に遅れている。図一11aは、日本各地に存在す
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a) 

セメント混合処理土層

.. 
' 

b) （単位 m) 可地山菌処浬工

図－12東京都村山下貯水池（多摩湖）下村山ダムのジオシンセティック補強した急勾配抑え盛

土による耐震補強工事 11)
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既設の堤体
（アースフィル）

図－13既設堤体（重要河川盛土を含む）の耐洪水・耐震補強の提案

る古い時代に建設された谷埋め盛土の宅地での地盤工学上の諸問題を示したものである。図－11b

に示すように崩壊盛土のジオシンセティック補強盛土による強化復旧をするだけではなく、新設

盛土にもこの工法を適用するのが合理的であると考えている。しかし、現在宅地盛土ではジオシ

ンセティック補強土構造物（擁壁を含む）は殆ど活用されていない。その理由として、宅地は個

人所有であるため、所有者が変更したら宅地盛土がジオシンセティック補強されていることを知

らずにそれに損傷を与える工事をする虞がある、とことが良く言われている。しかし、本当にそ

うであろうか？米国では、ジオシンセティック補強土擁壁は宅造盛土に広く採用されている。筆

者には、上記の理由が本当に乗り越えられない障害とは、とても思われない。

(3）豪雨・洪水・波浪

上記のように、ジオシンセティック補強土擁壁は、高い耐震性を持つ経済的な構造物で、あるこ

とは、大分認知されてきた。しかし、治水・水利を目的とした土構造物への適用は、最近始まっ

たばかりである。今後は、広く活用される可能性が高いと考えている。たとえば、図－12の例で

下流側に利用面積の制限が強いため急勾配を持つ抑え盛土をジオシンセティック補強技術で建設

したように、狭隆な土地に位置する河川堤防盛土の耐震化も図・13に模式的に示すような方法で

行うのが現実的ではないかと考えている。
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我が国には膨大な海岸・河川護岸構造物が建設されており、今後も建設が必要である。しかし、

河床低下と海浜後退、洪水・台風の巨大化・頻発化の脅威に晒されている一方で、その殆どは重

力式等の片持ち式擁壁であり、通常は杭等の基礎が無い。そのため、支持地盤の洗掘等で容易に

倒壊し、そのため更に背後盛土の崩壊で道路・鉄道・宅地等に甚大な被害をもたらす例が毎年後

を絶たない（図－14）。

b) 

図－14 a）基礎地盤の洗掘による重力式擁壁の崩壊とそれによる背後盛土の崩壊と b）ジオシン

セティック補強土擁壁の基礎地盤洗掘に対する高い抵抗力の模式図

2.洗掘削による下端の支持力
の喪失による擁壁の転倒

重力式擁壁：波浪によって地
盤が侵食されて、安定性を
失って崩壊

壁画工の建設中

医空白

16.5m 

域別説明イ
上番撃の併

で刑
問

c) 

図一15 西湘南ノミイパス： a）平成 19年 9月 6日～7日台風9号により 1.5kmに亘る重力式護岸

構造物の崩壊（国土省横浜国道事務所による）； b）崩壊と強化復旧の模式図（国土省横浜国

道事務所原図）； c）強化復旧中（2010年 3月 10日筆者撮影）
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図－16 九州豊肥線盛土：a）崩壊により消失した盛土； b),c）：岡ljな一体壁面工を持つジオシンセ

ティック擁壁と盛土斜面のジオシンセティック補強による強化復旧（aとbは筆者撮影）

図－17 テール土嚢を用いた「越流許容型ため池工法J13¥ a）全体模式図； b）テール土嚢の詳細

平成 19年 9月、台風 9号により西湘バイパス（大磯 IC～西湘二宮 IC間）の重力式擁壁が 1.5km

に豆り全面崩壊した（図－15a）。海洋波浪を直接受ける事によって支持地盤の洗掘の畏れがあり背

後盛土が幹線道路であるこの重要海洋海岸護岸構造物を強化復旧するにあたり、壁面工の波浪に

対する耐力が高いこと、波浪・豪雨による盛土材の壁面を通した吸い出しがないこと、砂浜への

張出しがないこと、耐震性能が高いこと、塩害対策が容易なこと、施工性が高く占有面積が小さ

く杭基礎が不要であること、護岸幅が狭いこと、費用便益比が低いこと等の条件から、「剛な一体

壁面工を持つジオテキスタイル補強土擁壁」が世界で初めて採用された 12）。我が国の国土保全の

重要構造物の一つである海岸・河川護岸構造物の数は膨大であり、従来の重力式擁壁ではなく、

経済的で安定性・施工性が高いこのようなジオシンセティック補強土擁壁工法によって建設でき

ることを示した意義は高いと考えている。

盛土は、越流により容易に崩壊する。 1989年 7月 2日の豪雨により九州｜阿蘇山中数か所で豊肥

線の谷筋の盛土を横断する排水暗渠が閉塞し、盛土背後に貯水池状態になり、越流により崩壊し
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図－18 河川堤防の各種崩壊メカニズム 14)
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1. 礁層（排水層）内への堤防盛土材の侵入を防ぐためのフィルタ一層
2. 堤防盛土の安定化のための引張り補強

3. 礁材とリップラップを通しての盛土材の吸い出しを防ぐためのフィルタ一層
4. 洪水時の堤防防護緊急工事の道路確保
5. 法面の浸食防止

6. 堤防基礎地盤への浸透を防止するための不透水層

皇
制 j

図－19様々なジオシンセティック技術による河川堤防の強化法 14)

消失した（図－16）。盛土断面を小さくして土工量を減らすため盛土斜面をジオグリッドで補強し

て法面を急勾配にし、また、法尻に剛で一体の壁面工を持つジオシンセティック補強土擁壁を建

設して盛土を安定化した上で大口径横断排水管路を設置した。この工法は、その後の豪雨で崩壊

した鉄道盛土の強化復旧工法として各地で採用された。

新しい工法として、ため池の盛土堤体の下流のり面をジオシンセティック製土嚢を積み上げる
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ことにより補強して、頻度が低い洪水時の越流を許容する工法が提案され実用化されている（図

-17) l3）。 tailを持つ長めのジオシンセティック土嚢を傾斜させて積み上げて越流に対する抵抗力

を持たすと同時に堤体の耐震性を高めたところに特徴がある。この工法は、能登地震（2007年）

によって決壊した石川県羽咋郡志賀町笹波地内の平田池の堤体の強化復旧に適用された。この工

法も、ため池堤体のみならず、河川堤防で越流を想定した個所にも適用できるのではないか、と

考えている。

図一18は、 Aus仕iaのジオシンセティック工学の権威である Brandl14）による河川堤防の各種の崩

壊メカニズムである。我が国よりも遥かに年間降雨量の少ないヨーロッパで、も、地球温暖化の影

響により降雨強度が増大しており、洪水が頻発しているそうである。

図－19は、ジオシンセティック技術による対策例である。洪水吐けにおけるような強烈な越流

に対しては、図－17に示すレベルの対応が必要と思われる。また、堤体内に土以外の物を入れな

い、という原則には従っていないことが新鮮である 我が国でも、図－19に示すような対応が受

け入れられるようになることを期待したい。

4. まとめ

筆者は、補強土構造物、特にジオシンセティック補強土擁壁の技術的優位性を確信している。

しかし、現実には異常時（地震時や豪雨・洪水時等）のみならず、常時での過大な変位・変形、

崩壊の例が少なくなく、日本の各所・各分野で、技術的な信頼を失っている、と聞いている。非常

に残念なことである。しかし、これらの事例の殆どは、補強土工法とジオシンセティック補強土

擁壁工法の原理に問題があるのではなく、それの現場への適用過程とその過程における地盤工学

的対処に問題がある場合が殆どである。それを引き起こしている一つの要因は、安定性に対する

余裕を不合理な方法で、削って建設費を下げていること、その背景としてジオシンセティック補強

土構造物の最大の特長は建設費が低いことを亙立にしている傾向があるのではないか、と考えて

いる。

一方、地震と豪雨・洪水等による地盤災害を防ぎ減じるためにジオシンセティック工学の果た

せる役割は、次第に社会に認められてきていると思われる。今後、耐震の分野だけでなく、水と

接触する治水・利水構造物としても適用されるようになることを期待している。
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