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技術報文 

寒冷地におけるジオグリッド補強土壁の維持管理について 

  

  前田工繊株式会社  久保 哲也、辻 慎一郎、伊藤 修二、横田 善弘 

  

１.はじめに  

 国土交通省は笹子トンネルの崩落事故等を受け、点検基準の

法定化や定期点検要領の策定等といった道路構造物の維持管

理・更新に関する取り組みを急速に展開している。道路土工構

造物においても同様に長寿命化に向けた取り組みが進められて

おり、2015 年 3月に制定された道路土構造物技術基準において

は、設計の段階で維持管理を考慮することが明記された。社会

資本整備審議会道路分科会では、今後、道路構造物の長寿命化

に向けて維持管理・更新をシステマティックに行うための取り

組みなどが必須であることを謳っており、効率的且つ効果的に

進めるための手段として「点検、診断、措置、記録、（次の点検）」といったメンテナンスサイク

ル（図-１）構築の重要性を示している１）。道路土工構造物であるジオグリッド補強土壁（以下、

補強土壁と称す）においても、今後はメンテナンスサイクルの履行が必須とされることが想定さ

れる。しかし、現段階における補強土壁のメンテナンスサイクルは、体系立った整理がされてい

ない状況である。そこで、各研究機関等ではメンテナンスサイクルの構築に向け、補強土壁の劣

化シナリオの作成及び体系立った整理等が進められている。筆者らはメンテナンスサイクルの早

期構築を目指し、補強土壁の劣化シナリオを整理するとともに、メンテナンスサイクルを構築す

る上で必要とされる点検技術、診断技術及び措置技術について各々検討している。 

 本報では、凍上による劣化シナリオを整理するとともに、メンテナンスサイクルを実施する際

の点検技術、診断技術の検討及び凍上で被災した補強土壁の措置事例について報告する。 

 

２.凍上による補強土壁の劣化シナリオ  

 社会資本整備審議会道路分科会は、道路構造物の適切な維持管理の実施に当たっては予防保全

を基本とすることを謳っており、劣化シナリオ作成のための知見が十分でない構造物については、

知見形成に向けた検討の必要性を示している。藤田らの研究 2）3）では、メンテナンスサイクルの

構築に向け、リスク評価の一つであるフォルトツリーを用いて壁面材の脱落に至るプロセスを整

理し、補強土壁の維持管理上の課題を抽出したうえで、課題解決に向けた研究が進められている。

筆者らは、過去に経験した凍上による補強土壁の被災事例に対し、藤田らが提案したフォルトツ

リー等を参考に、補強土壁が崩壊に至る劣化シナリオについて整理した。現地調査の結果より、

凍上が生じた補強土壁は、段階を経て事象が進展する傾向を確認した。崩壊に至る事象の流れ（段

階）及び部材の想定される状態（機能の程度）を図-２に示す。 

① 第１段階 

第１段階の事象では、壁面材と壁背面盛土との間に隙間が生じ、補強土壁の天端（小段）には 

図-１ メンテナンスサイクル 
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図-２ 凍上による劣化の経路 

 

クラックが生じる（図-３）。この段階では事象が軽微で

あることから構造部材の機能低下は殆ど生じていないと

想定される。 

② 第２段階 

第２段階の事象では、壁面材の沈下、開き及び斜体材

の浮き上がりが生じ壁面は階段状に変形し始める（図-

４）。この段階では、凍上力により壁面材が前面に押し出

され、融解後には壁面付近の盛土がゆるみ変形が進行す

る。構造部材は、部分的に機能低下ありと想定される段

階であると考えられる。 

③ 第３段階 

第３段階の事象では、壁面材の回転、壁面材及び斜体

材の破断や損傷等が生じるとともに、事象の領域が拡大

する（図-５）。この段階では、構造部材の降伏、過緊張、

破断及び損傷等が生じ、構造部材及び構造物の機能低下、

又は機能不全の状態に至っていると想定される。 

④ 崩壊 

越冬後、凍上の融解とともに崩壊へ至る。 

凍上の発生 

【第 1 段階】 

・壁面材と盛土間で隙間の発生 

・盛土天端でクラックの発生 

【第 2 段階】 

・壁面材の沈下、開きが発生 

・斜体材の浮き上がりが発生 

・壁面が階段状に変形 

【第 3 段階】 

・壁面材の回転 

・壁面材及び斜体材の損傷 

・変形領域の拡大 
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図-３ 第１段階の事象 

(a)壁面材の沈下 

(b)壁面材の開き 

(c)斜体材の浮き上がり 
図-４ 第２段階の事象 
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 凍上は、気温、盛土材（凍上性材料）及び盛土内浸透水の

３つの条件が同時に揃うことで発現する現象である。そのた

め、素因の特定は容易であるが、変形の進行性や程度は現地

の条件（気温、盛土内浸透水、壁面の方角等）により異なる。

図-６は凍上により被災した補強土壁の展開図をシーズン毎

に示しており、薄くハッチングした箇所は凍上による変形箇

所を、濃くハッチングした箇所は崩壊箇所を示す。凍上によ

る変形はシーズン毎に累積し、補強土壁のり肩から徐々に壁

面全体へと進展する傾向がある。これまでの調査結果より、

壁面の水平変位が２～３年で 300mm を超える速度で進行し

た現場では崩壊に至る傾向が強く、同じ水平変位量であって

も変形の速度が緩慢である現場においては崩壊に至りにくい

傾向が得られており、現地の条件が大きく影響する現象であ

ると考えられる。 

 以上の結果より、凍上は、現地の条件や事象の進行度合い

等が異なるため、寒冷地で施工された補強土壁の維持管理・

更新では、通常の点検項目に加え、凍上による劣化シナリオ

も想定したうえで実施する必要がある。以下では、凍上によ

る補強土壁の劣化シナリオを元にメンテナンスサイクルを実

施する際に有効であると考えられる点検技術、診断技術の適

用性の検討及び凍上により被災した補強土壁の措置事例につ

いて示す。 

 

３.メンテナンスサイクルに向けた取り組み 

(1) 点検技術 

 補強土壁は走行面より下方に位置する場合が多く、通常の道

路パトロールにおける日常点検（車上点検）では、補強土壁の

状態を把握することは困難であると考えられる（図-７）。先に

示した凍上の影響を受けた補強土壁の被災現場も、走行面より

下方に位置する場合が多く、道路管理者は早期の段階で変形を

捉えることは困難であると考えられる。凍上が発生した補強土

壁は、近接目視による定期点検が実施されるまでの期間、変形

の進行を許容してしまう可能性があり、変形の進行速度の程度

によっては定期点検前に崩壊に至る可能性が懸念される。その

ため、補強土壁の点検は、道路パトロール以外の方法で補強土

壁の状態が推測できる体制が必要であると考えられる。 

凍上が生じた補強土壁は、変形が壁面で顕著に生じるため、

補強土壁の状態を推定する方法の一つとして、壁面の変形をモ

(a)壁面材の回転 

(b)壁面材の破断 

(c)壁面の状態 
図-５ 第３段階の事象 

図-６ 凍上による変形の進展 
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図-７ 日常点検 
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図-９ 傾斜角の算出方法 

図-８ MEMS センサー 
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ニタリングする点検技術が有効であると考えられる。壁面の変

形を捉える技術は様々あるが、筆者らは傾斜計（MEMS 傾斜セ

ンサー）を用いる技術が効率的に壁面の状態を把握できると考

えた。MEMS 傾斜センサーは、家電業界で広く普及している

MEMS センサーを利用することから低下価格で消費電力が非

常に小さい特徴を有しており、主に三軸ジャイロセンサ、三軸

加速度センサー及び三軸コンパスセンサーで構成される。

MEMS 傾斜センサーを図-８に示す。MEMS センサーで計測さ

れた結果は、加速度センサーに作用する重力の傾きの X 軸、Y

軸成分を用いて傾斜角に変換する（図-９）。MEMS 傾斜センサ

ーで計測された情報は、通信装置により机上で管理することが

可能であるため、道路管理者は事前に壁面の状態を把握したう

えで道路パトロールが実施でき効率的な点検ができると考えられる（図-10）。 

  

(2) 診断技術 

点検において、詳細調査が必要と判定された補強土壁

は診断へと移行される。詳細調査には様々な方法があり、

適宜選定する必要はあるが、盛土内部の状態を、特に補

強材の状態を推定する技術は限定的である。これまで、

補強材のひずみを把握する技術には、ひずみゲージが一

般的に用いられてきた。しかし、ひずみゲージの耐用年

数は数年程度であり長期計測に対する課題があった。そ

こで、筆者らは長期耐久性を有する光ファイバーの適用

が補強材の維持管理に有効であると考えた。但し、光フ

ァイバーは繊細な構造体であるため、ジオグリッドの内

部に光ファイバーを挿入することで光ファイバーが損傷

しない構造とし、長期計測を可能とする対策を講じた。

図-11 に光ファイバーを挿入したジオグリッド（以下、

センサーグリッドと称す）の構造を示す。センサーグリ

ッドは、連続的なひずみ分布を把握することができるよ

うに BOTDR 方式を採用した。 

 センサーグリッドは、過去に施工管理や災害後におけ

る補強材の健全度判定の目安として活用されてきた実績

がある。これらの計測結果は、論文等で報告されている

ので詳細については論文等を参照されたい。センサーグ

リッドの長期計測性を確認するために、過去に設置した

現場を対象に計測を行った。図-12は、10 年前に施工さ

れた補強土壁の計測事例である。当該箇所は、近年発生

図-11 センサーグリッドの構造 

(a)補強土壁の外観  
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(b)センサーグリッドの計測結果 
図-12 事例-１の補強土壁 

－ 盛土完成後

－ 完成２年後

－ 完成10年後

MEMS センサー 

DATA 送信 

DATA 受信 

図-10 DATA の送受信 
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した広島豪雨により土砂崩壊が多発した現場付近に構築された補強土壁であり、補強土壁高 9.0m、

嵩上げ盛土高 24m 程度の高盛土である。施工時から動態観測が実施された現場であり、昨年の９

月にセンサーグリッドの計測を実施した。10 年経過したセ

ンサーグリッドは、計測が可能であることを確認した。補

強材のひずみは、施工完了２年後と同様なひずみ分布を示

していることを確認した。ひずみの最大値（1.2％）は施工

完了２年後の値（1.1％）から若干の増加傾向を示している

が、補強材の破断ひずみ（3.0％）に対し裕度を有している

と考えられる。当該箇所では、その他に壁面形状の計測や

周辺の外観目視点検等を併せて実施し、これらの結果を総

合的に判断して健全な状態であると判定した。 

 このように補強材の状態を「見える化」することは、補

強土壁の状態を推定する技術として有効であると考えられ、

凍上の影響を受けた補強土壁においても、補強材の過緊張

や破断を検知する有効な技術であると考えられる。 

  

(3) 措置事例 

診断において措置が必要であると判定された補強土壁は、

措置の段階へと移行する。凍上により被災した補強土壁は、

凍上の３要素（気温、盛土材、盛土内浸透水）の何れかに

ついて対策を講じることで凍上を抑制することができる。

但し、気温や盛土内浸透水をコントロールすることは困難

であると考えられることから、確実な対策としては、図-13

に示す最大凍結深まで盛土材を非凍上性材料（一般的には

砕石が用いられる）に置き換える方法、又は用地に余裕が

ある場合には既設の補強土壁前面に凍上抑制層を腹付けす

る方法が有効であると考えられる。最大凍結深は地域によ

り異なるが、凍上抑制層の層厚は壁面から概ね１.0m 以上となる場

合が多い。以下では、凍上により被災した補強土壁の措置として行

った復旧事例について示す。 

当該箇所は、補強土壁の前面に河川があり用地の制約を受ける地

形条件であったため、図-13(a)に示す置き換えによる対策を講じた。

補強土壁は壁高 8.0m、壁面勾配 1：0.3 の形状で、嵩上げ盛土を有

する工事用道路あり、最終的には管理用道路として使用される計画

であった。復旧では、現地の条件等を考慮して凍上抑制層（置き換

え層厚）を 1.75m 以上確保した。計画断面図を図-14 に、施工フロ

ーを図-15 に示す。施工は、計画の凍上抑制層を確保するため天端

から既設盛土を掘削し壁面材を撤去した。その際、既設の補強材（ジ

最大凍結深 

置き換え 

図-13 凍上対策 

(a)盛土材を置き換える対策 

(b)腹付け盛土による対策 

最大凍結深 

腹付け盛土 

図-14 計画断面 
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図-15 施工フロー 
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オグリッド）は再利用することとし、施工中は掘削のり面の表層崩壊の安全対策として、掘削の

り面に沿って補強材を巻き上げ固定した。再構築では壁面材を設置し、掘削のり面に沿って巻き

上げた補強材と壁面材とを連結した。崩壊箇所で補強材が破断して壁面材に直接連結できない箇

所においては、新規に補強材を壁面材に接続し、壁面材に接続した補強材と既設の補強材とを連

結した。連結部は補強材の引張強度以上の強度が発揮できる専用の連結部材を用いて連結した。

補強材の敷設後は砕石をまき出し・転圧の作業を繰り返し計画高さまで施工した。施工の状況を

図-16に示す。以上の施工方法により、凍上により被災した補強土壁を復旧することができた。 

 

 

 

３.まとめ 

本報では、過去の被災事例より凍上による劣化シナリオを整理するとともに、メンテナンスサ

イクルを実施する際の点検技術、診断技術及び措置方法の適用性について検討した。 

寒冷地で施工された補強土壁の維持管理・更新では、通常の点検項目に加え、凍上による劣化

シナリオも想定したうえで点検を実施する必要がある。点検技術では MEMS 傾斜センサーを、診断

技術としては光ファイバーを用いたジオグリッドの適用について検討し、何れも効率的な技術の

一つとして有効であると考えられた。また、凍上で被災した補強土壁の措置については、凍上抑

制層を設ける対策手法が可能であることを確認した。今後は、何れの技術においても現地で発生

する課題等に対し、改善・改良を行っていく必要がある。 

 
参考文献 

1) 社会資本整備審議会 道路分科会 道路メンテナンス技術小委員会 中間取りまとめ参考資料，

2013.6， 

2) 藤田ら, 補強土壁の維持管理手法構築に向けた実大模型実験（その２）,第 50 回地盤工学研究

発表会,2015 

3) 志村ら, 補強土壁の維持管理手法構築に向けた変状事例の考察, 第 50 回地盤工学研究発表

会,2015 
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図-16 施工状況 
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