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技術報文 

ジオテキスタイル補強土壁の維持管理 

  

前田工繊（株）営業推進部  竜田 尚希，辻 慎一朗 

 

１．はじめに  

現在、ジオテキスタイルを用いた補強土壁（以下、補強土壁）は、国内で 20 年以上、数万件以

上の実績があり、その優れた耐震性や経済性が数多くの実績の理由となっている。しかし、この

ような補強土壁においても、地震時の変形が全く生じないわけではなく、崩壊には至らないまで

も、数 cmから数10cm程度の変形が発生し、その変形量に対する安定性が問題となることがある。 
災害を受けた補強土壁に対して、維持補修を行うための評価手法は必ずしも確立していない。

これは、①補強土壁は多種多様な条件で使用される、②ある程度の変形を許容できる構造上の特

性をもつ、③壁面を植生することが多いため、変状の有無を確認しにくいことなどが、定量的な

判断を難しくしているためである。 
本報文では、まず、著者らが提案する補強土壁を対象とした安定度評価手法の試みを示す。次

に、補強土壁の安定度を評価する上で重要となる、ジオテキスタイルのひずみ計測手法を提案す

る。ジオグリッド「アデム」の構造上の特性を利用して、光ファイバーを使用したひずみ計測が

可能となる。 後に、二重壁構造を持つ補強土壁の、その構造上の特徴を生かした補修事例を報

告する。今後も数多く供用されるであろう補強土壁の維持管理の一助となるように、これらの評

価手法、計測手法、補修方法を示す。 
 

２．安定度評価手法の試み 

(1) 補強土カルテ 

維持管理のための点検管理は各機関でさまざま

な手法で行われている。代表的なものには、国土

交通省が実施している道路防災点検がある。道路

防災点検は、点検対象物が自然斜面や盛土のり面、

擁壁と種類が多いことや地盤の多様性、施工時期

が古いことによる初期条件の不明確さから、評価

は応用理学･工学的に高度な知見を持った専門技

術者の判断に大きく依存している。そこで、著者

らは、点検の対象を補強土壁に限定して、特に専

門技術者ではなくても一定のレベルの技術者で実

施でき、その判断のバラツキがない「補強土カル

テ」と称する評価手法を提案した 1）。 

補強土カルテを用いた補強土壁の総合的な安定

度評価のフローを図—1 に示す。補強土カルテは、

コンクリートパネル形式と鋼製枠形式の補強土壁
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現地踏査・点検 
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図—1 補強土カルテ作成のフロー 
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を対象としており、①事前打合せ記録簿、

②基本台帳、③安定度調査票（初期、被

災時）で構成される。事前打合せ記録簿

は、設計図書や施工手順書通りに補強土

壁を施工するために、発注者、設計者、

施工者、メーカーが補強土壁の施工の要

件について打合せた記録簿であり、補強

土壁を施工する前に作成する。基本台帳

は、補強土壁完成時の初期条件を記録し、

補強土壁の位置情報、図面、完成写真で

構成される。安定度調査票は、補強土壁

完成時（初期）および豪雨や地震を受け

た補強土壁（被災時）の安定性を評価す

るために作成する。特に、安定度調査票

では、補強土壁に対する所定の点検項目

に基づいて目視調査を行い、その安定性

を「危険」、「注意」、「安全」の３段階で

容易に評価できる。 

ここで、評価区分は以下のように定義

する。 

① 危険：恒久対策が必要とされる 

② 注意：緊急対策を行い、経過を観察

する 

③ 安全：対策を必要としないが、必要に応

じて経過を観察する 

補強土壁における安定性の判断基準と評価

の考えを次に示す。 

 

(2)判定基準 

安定度調査票における点検項目を表—1 に

示す。点検項目は、補強土壁の安定性と関連

性が高い要因として、①補強土壁および周辺

の変状（要因１）、②補強土壁が設置される地

形や基礎地盤の地形的素因（要因２）、③補強

土壁に使用された盛土材料や排水機能などの

機能的要因（要因３）に分類する。表—1の点

検項目 a～f に対する管理基準値を表—2 に示

す。要因１には、補強土壁の変状の程度に応

じて、それぞれの点検項目に危険領域、注意領域、安全領域を設けた。これらの管理基準値は、

表—1 点検項目 
要因 区分 内容 

1 
盛土補強土 
および 

周辺の変状 

a. 垂直のり面のはらみ、前倒れ、すべり出し 
  (コンクリートパネル形式) 
b. 壁面パネル・目地の開口亀裂およびずれ 
  (コンクリートパネル形式) 
c. 上部のり面の沈下およびひび割れ 
d. 路面の段差 
e. 鋼製壁面材の変状(鋼製枠形式) 
f. ジオテキスタイルのひずみの計測値 

2 地形・ 
基礎地盤 

g. 地形(沢地形、急峻) 
h. 基礎地盤(軟弱地盤) 

3 盛土材料・ 
排水機能 

i. 盛土材料の土質(良質土、不良土、不明) 
j. 盛土内水平排水材の有無 
k. 地下排水工の有無 
l. 表面排水の機能の良否 

表—2 要因１に対する管理基準値 
点検

項目 危険領域 注意領域 安全領域 

γ＞0.04 0.03＜γ≦0.04 γ＜0.03 a 
γ=Δu/H (Δu：盛土補強土のり肩の水平変位、H：壁高) 

b 
開口亀裂・ずれが

著しく、盛土材が

流出 

開口亀裂・ずれは

あるが、盛土材の

流出はない 

開口亀裂・ずれはな

い 

c S＞ 30.0cmでひび

割れがある 

10.0＜ S≦30.0cm
または、ひびわれ

がある 

S＜10.0cmまたは、

ひびわれがない 

d＞10.0cm 3.0＜d≦10.0cm d＜3.0cm d 
d：路面の段差 

e 

壁面材の前倒れが

150mm以上で、沈

下が著しく、盛土

材が流出 

壁面材の前倒れ

が150mm以下で、

沈下はあるが、盛

土材の流出はな

い 

壁面材の前倒れが

75mm以下 

ε＞4.0% 3.0＜ε≦4.0% ε＜3.0% f 
ε：ジオテキスタイルのひずみ 

(a) 盛土補強土の何れか１つが注意領域である場合 

(b) 安全領域の変状であっても、地形的な素因があ

り、施工品質が悪いまたは不明の場合 

図—2 「注意」と分類すべき変状 
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既存の資料 2)～9)に基づいて、著者らが経験的

に設定した。要因２は、補強土壁が適用され

る地形（沢地形または急峻であるか）と基礎

地盤（軟弱地盤であるか）について判定項目

を設けた。要因３は、補強土壁の施工品質（盛

土材料の土質の良否、盛土内排水材の有無、

地下排水工の有無、表面排水の機能の良否）

について判定項目を設けた。また、点検者に

よる個人差が生じないように、補強土壁の安

定性は、図—2、3 に示す、注意または危険と

分類すべき変状に従って評価することとした。 

 

(3)総合評価図表 

補強土壁の安定性は、図—4に示すような総

合評価図表により、補強土壁の変状や地形的

素因、機能的要因を考慮して、総合的に評価

される。総合評価図表において、「危険」、「注

意」、「安全」と判定する経路を図—5、6 に示

す。補強土壁は、道路本線として適用される

場合と、橋台やボックスカルバートなどの構

造物の巻込み部で適用される場合がある。道

路本線として適用される場合は図—5 の経路

に従うとする。一方、構造物巻込み部では、

補強土壁の変状が路面に与える影響は小さく、

軽微な補修で終わることが多い。このため、

表—2 の路面の段差の管理基準値が安全領域

である限り、総合評価の上限を注意とするよ

うに判断基準を緩和させ、図—6の経路に従う

とした。一方、路面の段差が注意領域または

危険領域であるときは図—5 の経路に従うと

した。 

総合評価図表の作成にあたり、図—4中に示

すように、図表中に「安全」、「注意」、「危険」

の領域を定義した。この領域内に、総合評価

が正しく表示されるように、図—5、6 の経路

を定式化して、表—1の要因１～３の点検項目

を数値化した。総合評価図表の各軸における指標１、２、３は、設定された数値を加算して合計

した数値であり、それぞれ以下のように定義する。 

① 指標１：要因１の評価を合計した数値であり、補強土壁および周辺の変状を表す。 

(a)盛土補強土の変状の何れか１つが危険領域 

(b)注意領域の変状がすべて生じた場合 

(c)盛土補強土の変状の何れか１つが注意領域で、地

形的な素因があり、施工品質が悪いまたは不明の場合 

(d) 盛土補強土の変状の何れか１つが注意領域で、補

強材のひずみが注意領域である場合 

図—3 「危険」と分類すべき変状 
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図—4 総合評価図表 
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② 指標２：要因１と要因２の評価を合

計した数値であり、地形的要因によ

る補強土壁の変状を表す。 

③ 指標３：要因１と要因３の評価を合

計した数値であり、機能的要因によ

る補強土壁の変状を表す。 

図—4に示すように、総合評価図表では、

初に指標２と指標３の数値を直線で結

ぶ。次に、この直線と指標１の数値上の

垂線との交点を求める。この点が補強土

壁の安定度の総合評価を表す。図—4の例

では、補強土壁の総合評価は「注意」と

分類される。安定度調査票では、補強土

壁の総合評価が自動的に図化され、安定

を容易に判定できる利点がある。 

 

３．光ファイバーによる 

補強材の健全性評価 

(1) 光ファイバーセンサー機能付ジオテ

キスタイル 

補強土壁の施工中および施工後の健全

性を評価する方法として、図-7に示すよ

うな、ジオテキスタイルの縦ストランド

に光ファイバーを挿入した「光ファイバ

ーセンサー機能付ジオテキスタイル」を

開発・実用化し、実際の補強土壁に適用

してきた 10)、11)。ここでは、①光ファイバーセンサー機能付ジオテキスタイルの室内引張試験に

よる精度の確認結果、②垂直補強土壁への適用結果と数値解析による妥当性の確認結果の一例、

および、③多数の垂直補強土壁で計測されたジオテキスタイルのひずみのまとめを示す。 

 

(2) 室内引張試験 

光ファイバーセンサー機能付ジオ

テキスタイルに対する室内引張試験

は、写真-1に示すように、チャック

間距離が 1m となるように、光ファ

イバーを内蔵したジオテキスタイル

の試験片を引張試験装置に取り付け

て、試験片を一定速度で引張る方法

図—5 総合評価の流れ（道路本線） 

急峻、沢地形、 
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図—6 総合評価の流れ（構造物巻込み部） 

図-7 光ファイバーセンサー機能付ジオテキスタイル 
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で行った。試験では、チャック間距離が 0.5%伸

びるごとに引張試験装置を停止させて、BOTDR

方式を用いた光ファイバーによるひずみ計測を

行った。 

試験片に内蔵された光ファイバーによるジオ

テキスタイルのひずみ計測結果を図-8 に示す。

試験片の範囲（光ファイバー先端からの距離 3.5

～4.5m の範囲）で、チャック間距離の変化に応

じて、一様なひずみが計測された。しかし、光

ファイバーによるひずみの計測値は、チャック

間距離に比べて小さい値となっている。これは、

BOTDR 方式によるひずみ計測では、距離分解

能 1m 区間に発生したひずみを、0.2m 間隔で平

均化処理するため、長さ 1m の試験片では、実

際よりも小さいひずみが検出されたと思われる。 

光ファイバーで計測されたひずみを積分して

得られる補強材の伸びと、引張試験装置のチャ

ック間距離と補強材の伸びが等しいと仮定して

求めた補強材の伸びの理論値との比較を図-9

に示す。ひずみの計測値から求めた補強材の伸

びは、伸びの理論値と概ね一致している。また、

室内引張試験において、光ファイバーの補強材

からの抜けはなく、補強材と一体化して引張ら

れており、盛土内のひずみを計測するためのセ

ンサーとして適用できることを確認した。 

 

(3)実現場への適用例 

a)健全性の判断基準 

壁高 9.6m の垂直補強土壁に、光ファイバー

センサー機能付ジオテキスタイルを適用し、施

工後の補強土壁の健全性を評価することを試み

た。補強土壁の上部には高さ 30m の上載盛土が

構築された。補強土壁に敷設されている補強材

のひずみと引張力の関係を図-10 に示す。補強

土壁の健全性は、補強材の設計引張強度に対す

るひずみが 2～3%であることを考慮して、補強

材のひずみが 2%以下である場合は「安全」、

2.5%以上である場合は「危険」と評価すること

(a) 試験片         (b) 引張試験装置 
写真-1 室内引張試験 

図-8 ひずみの計測結果 
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図-10 補強材のひずみと引張力の関係 
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とした。なお、補強材のひずみの計測結果は、

後述の数値解析結果と併せて示す。 

b)数値解析 

補強材のひずみの計測結果に対する数値解

析を行った。数値解析では、地盤材料に

Mohr-Coulomb の降伏規準と非関連流れ則を

適用し、初期応力法による非線形解析を行っ

た。ジオテキスタイルは圧縮力を負担しない

トラス要素で、壁面材ははり要素でモデル化

した。上載盛土構築後における、壁面の水平

変位と補強材のひずみの計測結果と解析結果

の比較を図-11 に示す。壁面の水平変位、お

よび、補強材のひずみ分布の計測結果を数値

解析で概ね再現できている。また、数値解析

で、補強土壁に敷設されているすべての補強

材のひずみの 大値を求めた結果、すべて安

全領域内（図-10 参照）にあることを確認し

た。 

 

(4)ジオテキスタイルのひずみの計測結果の

まとめ 

実現場で構築された垂直補強土壁における

補強材の敷設深さと、計測されたひずみの

大値の関係を図-12に示す。ここで、補強材の設計強度に対するひずみを許容ひずみと定義する。

図-12 において、補強材の敷設深さは壁高で、補強材のひずみは許容ひずみで正規化してある。

補強材のひずみは、敷設深さが深いほど、大きなひずみが発生する傾向にある。また、各計測現

場の補強土壁の壁高や基礎地盤、盛土材料の条件は異なるが、実現場で補強材に発生しているひ

ずみは、 大でも許容ひずみの 80%程度であり、補強材は健全な状態であることを確認した。 

 

４．補強土壁の補修事例 

(1)補強土壁の変状の状況 

ここでは、二重壁構造をもつ補強土壁の壁面補修事例を示す。本補強土壁は、図-13 に示すよ

うに、壁面材とジオテキスタイルによる補強盛土体の間に空間を設けて、施工時の盛土の変形に

伴う土圧を壁面材に作用させずに、壁面近傍まで盛土材料を十分に締固めることができる構造と

した補強土壁である 12)。壁面材と補強盛土体はベルト状の補強材で連結され、その間の空間には、

補強盛土体の構築後に砕石が投入されて排水層としての役割を持たせている。 

平成 20 年 6 月 14 日に発生した岩手・宮城内陸地震により、震央から北西約 4.5km の地点に位

置する補強土壁（ 大壁高 10.6m、延長 47.5m）の壁面に変状が生じた。地震後の路面の状況を

図-14中の写真-2、3に示す。補強土壁の補強領域内に、主に 2 本のクラックが発生した。切盛境
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界に沿って生じたクラッ

クを写真-2に示す。この

クラックを境目として地

山側と路面側で 大

200mm 程度の上下のず

れが見られた。道路の中

心部に生じたクラックを

写真-3に示す。このクラ

ックは相対沈下がほとん

どなく、開口のみで、幅

は 大 100mm 程度であ

る。接する通常の盛土（無

補強）の路面の変状状況

を写真-4に示す。生じた

クラックの本数、形状と

深さは、補強土壁の変状

に比べて非常に大きい。 

路肩の変状状況を写真

-5に示す。独立防護柵は、

地山側に倒れこむ変状が

生じている。独立防護柵

の位置は、当初の高さか

ら約 90mm 回転沈下した。 

補強土壁の壁面の変状の状況を図-15中の写真-6～9に示す。壁面が 大 170mm 程度前方へ変

位したため、補強土壁と橋台のすり付け部に隙間が生じて、壁面材の背面に充填されている単粒

度砕石が流出した。一部の壁面材で、ひび割れや角欠けなどが発生した。 

排水層 

壁面材（外壁）

グリッドベルト 

鋼製枠 

内壁シート 

アデム 

(a)構造図     (b) 二重壁構造の特徴 
図-13 二重壁構造をもつ補強土壁 

図-14 路面と路肩の変状状況（平面図） 

6.8m 

写真-2 切盛境界部に沿って 
生じたクラック 

 

写真-4 通常の盛土（無補強）に 
生じたクラック 

 

写真-5 路肩の変状状況 
 

2.3m 

写真-3 道路の中心部に 
生じたクラック 
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(2)２次元表面波探査 

補強土壁の補強領域の健全性を検証

するため、地震発生から約 1 年後に、

補強土壁の補強領域に対する 2 次元表

面波探査を行った。壁面と平行に設置

した測線（壁面から 3m）の探査結果

を図-16 に示す。補強土壁の天端で、

せん断波速度が 180m/s 程度の箇所が

あり、補強土壁の補強領域の大部分は

220～260m/s である。道路橋示方書の

換算式（砂質土：Vs=80N1/3）から、補強領域の N 値は 21～34 程度と推定され、補強領域内にゆ

るみは生じていないことを確認した。また、地震発生から 1 年経過後も、壁面変位の増加は見ら

れず、補強土壁は安定した状態であると評価されたため、損傷の大きい箇所の壁面材のみを取替

えることとなった。 

図-16 2 次元表面波探査の結果 
 （せん断波速度分布） 

【　凡　　例　】

壁面材開き、角欠け箇所

新規コンクリートブロック

壁面工撤去・組立設置範囲

（うち新規壁面材　A=10.125m2）

笠コンクリート撤去・設置範囲

（ポリマーセメント系断面修復N=50箇所）

（その他は再利用）

パネル隙間補修　N=50箇所

笠コンクリート撤去・設置工　L=12.5m

壁面材組立設置　A=20.25m2

壁面工撤去　A=20.25m2

写真-7 壁面材の損傷 
   （ひび割れ） 

写真-8 壁面材の損傷 
   （角欠け） 

写真-9 パネル隙間 

図-15 壁面の変状状況と補修・復旧工事の展開図 

写真-6 単粒度砕石の流出 

単粒度砕石 
橋台 
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(3)補強土壁の補修・復旧工事 

補修・復旧工事の展開図を図-15に示すように、

補強土壁の右側の天端から 1 段目と 2 段目と 7 段

目の損傷を受けた壁面材を取替えることとなった。 

補修手順を以下に示す。①倒れ込んだ独立防護

柵基礎を撤去する（写真-10）。この独立防護柵基

礎には損傷がなかったため、再度、設置すること

となった。②補強土壁の笠石コンクリートを取壊

す（写真-11）。③壁面材と補強盛土を繋ぐベルト

状補強材を切断する。④所定の位置まで壁面材を

取り外し、損傷した壁面材は新しいものに取替え

る（写真-12）。⑤補強盛土内に残るベルト状補強

材と壁面材を連結する（写真-13）。⑥所定の高さ

まで壁面材を取り付け、壁面材の背面に砕石を投

入する。⑦笠石コンクリートを再構築する。⑧撤

去した独立防護柵基礎を再度設置する。 

上記の手順で、作業員 3 名で（世話役 1 名、運

転手 1 名、普通作業員 1 名）一週間ほどかけて工

事を行い、経済的に短期間で補修工事ができた。

補修・復旧工事の完成後の状況を写真-14に示す。 

 

５．まとめ 

補強土壁工法は、４．補強土壁の補修事例で示

したように、橋梁と盛土の間に施工されることが

多い。道路橋示方書の改定により、橋台背面アプ

ローチ部への補強土壁工法の適用にあたっては、

路面の連続性の確保のため、橋台背面アプローチ

部自体の不安定化や損傷により、橋の安全性や供

用性、修復性に影響を及ぼさないようにする必要

があることが明文化された 13)。特に、修復性につ

いては、地震後に盛土等の変状の程度が点検で容

易に確認でき、早期に供用の可否の判断が可能で

あることや、変状が生じた場合の修復の判断方法

や、修復の方法が明確であることが要求されよう

になった。このような背景のもと、本報文では、

ジオテキスタイルを用いた補強土壁工法を対象に、

補強土壁に変状が生じた場合の健全度の評価方法（補強土カルテ、光ファイバーセンサー機能付

ジオテキスタイル）、補強土壁を修復する場合の修復に関する取り組みを示した。今後も、補強土

壁の維持管理の合理化のための検討を行っていく予定である。

元の位置 

撤去した独立防護柵基礎 

写真-10 撤去した独立防護柵基礎 

写真-11 笠石コンクリートの取壊し 

写真-12 壁面材の撤去

写真-13 引抜け防止材の連結 
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写真-14 工事完成後の状況 

橋台 

補強土壁 
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