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１．はじめに 

日本全国に約 19 万箇所のため池が分布しているが、近代的な締固め基準や締固め機械がない時

代に築造されたため池堤体が約 70%にも達する。経年的な老朽化の影響を受けているこれらのた

め池堤体では、近代的な締固め管理や安定計算などによる設計・施工技術が適用されていない。

このため、ため池堤体としての所定の性能や品質を満たさない既存堤体を対象にした漏水対策お

よび耐震対策が求められている 1)。 

 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震では、福島県内において、3,730 基のた

め池・ダムの内 745 基（およそ 20%に相当）に被害が生じ 2)、とりわけ福島県須賀川市での農業

用貯水池の藤沼湖（総貯水畳150万トン、有効貯水量148万トン）の本堤(堤高18.5m，堤頂長133.2m)

の決壊は、死者 7 名、行方不明者 l 名の惨事を引き起こした。藤沼ダム堤体の崩壊の主な原因と

して、堤体の締固め度が低かったため、地震時の非排水繰返し載荷による強度低下に起因する流

動すべりが生じたことが報告されている 3),4),5),6)。一方、兵庫県南部地震では、地下水位の高い

宅地盛土に被害が集中した 7)。これらの報告から、堤体や盛土内の地下水位を下げることが、土

構造物の耐震対策の基本となることは間違いない 8)。 

ため池の漏水対策は、刃金土（堤体遮水材）工法が一般的である。一方、この種の改修工事に

必要な刃金土（良質な粘性土）の不足が想定されることから、代替え工法の確立が急務となって

いる。現行では、遮水性材料の入手が困難な場合、合成樹脂系シートや合成ゴム系シート等を用

いた表面遮水壁型による改修方法が土地改良事業設計指針｢ため池整備｣9)に示されている。 

ところで、兵庫県には 3 万 8 千程度の多様なため池が山間部から市街地まで広範囲に存在し、

その数は全国一である。そこで兵庫県では、漏水対策として刃金土の代わりに遮水シート（具体

的には、ベントナイト系遮水シート）を用いた改修が進められている。 近では、厚さ数 mm の

ベントナイト層を織布等で挟み込んだ遮水シートを堤体の上流側に階段状に設置した上で覆土す

る施工法の採用が主流化している。一方、軟らかいベントナイトシートで堤体を縁切りするため、

地震時に土中のシートが滑ることによる覆土の崩落、シートの変形による堤体の性能劣化（例え

ば、クラックの発生）等が心配である。これらの影響を調べるために小型模型を用いた振動台実

験 10),11)が実施されているが、スケール効果のため実堤体の変形・破壊挙動を忠実に再現できてい

る保証はない。さらに言えば、シートと土との摩擦特性も不明である。 

このような背景から、兵庫県、神戸大学（研究代表者：河端俊典）ならびに防災科研は、ベン

トナイト遮水シートを用いて改修されたため池堤体の地震時の性能および安全性を検証するため

に、E-ディフェンスの大型振動台を用いて、ベントナイト遮水シートを階段状に敷設した実物大

堤体の耐震性を評価した。本稿では、近々公表予定の本共同研究の成果をまとめた論文群を引用

する形で、ベントナイトシートを階段状に敷設したため池堤体の耐震性について議論し、本工法
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の社会実装への展望について述べる。 

 
２．ベントナイト遮水シートと土との摩擦特性 12) 

現実的なシート上の覆土厚さ（数 m 程度）を考慮し、一面せん断試験装置を用いて低応力下に

おけるシートと土の摩擦抵抗やシート内のベント

ナイトの変形特性などについて詳細に検討した。

試験方法・条件および試験結果の解釈の詳細につ

いては、文献 12 を参照されたい。ここでは、得ら

れた主な知見を紹介する。 

図－1 は、一連の実験に使用したシートの構造

である。粒状の Na 型ベントナイトをポリプロピ

レン製の織布と不織布で挟み込む構造を有し、そ

れらをニードルパンチ加工によって一体化してい

る。図－2 は、一面せん断試験装置である。垂直

応力s は重錘によって載荷し、反力板側にある鉛

直荷重計で計測した。 

本研究では、改修堤体内に設置されたベントナ

イト系遮水シート周辺で想定される以下の 5 種類

の境界をせん断面として、一連の試験を実施した。

なお、括弧内のアルファベットはこれらの試験群

を区別するために付けた記号である。 

①：シート不織布面－刃金土の境界（NH） 

②：シート織布面－刃金土の境界（WH） 

③：シート内にあるベントナイト（BS） 

④：刃金土のみで作製した供試体内（H） 

⑤：ベントナイトのみで作製した供試体内（B） 

図－3 は、シート（織布面、不織布面）と刃金

土とのts～d  関係（WH、NH 試験群）から得ら

れたtsmaxと、その時のs をプロットしたものであ

る。 

 図－4 は、ベントナイトをせん断した BS 試験群

（シート内のベントナイト）と B 試験群（ベント

ナイトのみで作製した供試体）のtf ～s 関係であ

る。一連の実験より、以下の知見を得た。 

① 土とジオシンセティックス間のせん断摩擦強

さは、土のせん断強さを超えない。 

② 実験に用いたベントナイト系遮水シートでは、

浸水条件下にある土と織布面間のせん断抵抗角が

織布

不織布

ニードルパンチ加工

粒状ベントナイト

上流側

下流側

図-1 使用したシートの概略図 12) 
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図-2 一面せん断試験装置の概略図 12) 
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図-3 ベントナイト系遮水シートと刃金土

（NH, WH）のせん断摩擦定数および刃金

土（H）の強度定数 12) 
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と B 試験群（ベントナイト供試体）から得
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土と不織布面間のせん断抵抗角よりも小さかった。 

③ せん断開始時の垂直応力が同じであれば、シート内のベントナイトをせん断した際に得られる

せん断強さはシートと土のせん断摩擦強さや土自体のせん断強さよりも大きい。 

④ 5 種類のせん断面から得られたせん断抵抗角の中で、ベントナイトのみで作製した供試体をせ

ん断した際に得られるせん断抵抗角が も小さかった。これを除けば、シート内のベントナイト

よりもシート（織布面）と土の境界（上流側境界）の方が弱部となる可能性が高い。 

 
３．小型模型振動台実験および数値解析シミュレーション 11) 
(1) 小型模型振動台実験 

 刃金土と砂を体積比で 1：1 に混合させた試料(平均粒径 D50=0.35mm)を用いて、締固め度 80～

85%で実験盛土を作製した。 図－5 は、振動台実験の断面であり、ベントナイトシート有無によ

る 2 つのケ－スを実施した。本実験では、周波数 5Hz の正弦波を 40 波与え、加振時の堤体の崩

壊形態を確認した。 大加速度 1,000Gal の加振時において、ケース 1 の断面ではのり面において

円弧状のすべり面が発生し、ケース 2 の断面では、のり先部で局所的な破壊が起こった。そこで、

ケース 2 において 大加速度を 1,200Gal としたところ、まずのり先部の破壊が進行し、 後的に

はベントナイトシ－トの上部堤体内で円弧状のすべ

りが発生した。つまり、土とシ－トの境界部が弱層

になって、破壊が発達する現象は観られなかった（図

－6）。 

(2) 数値解析シミュレーション 
FEM 動的解析および極限つり合い解析を実施し

た。固有値解析の結果、ベントナイトシ－ト設置に

よる盛土の固有振動数の変化は小さいことを確認し

た。また、実験盛土の固有振動数は両ケースともに

20Hz 程度であった。図－7 は水平方向の自由振動に

よる水平変位の時刻歴である。また動的解析では、

実験と同じ周波数 5Hz の正弦波を堤体に加えて、堤

体に伝播する応答加速度を求めた。表－1 は、2 つの

断面におけるのり肩部とのり先部の応答加速度の

大値及び増幅効果を比較している。これより、小型

模型振動台実験の断面では加速度の増幅効果が大き

くないこと、ならびにベントナイトシ－ト有無によ

る応答特性の違いは小さいことを確認した。さらに、

ベントナイトシートを設置した盛土のすべり面の形

状および安定性を検討するために、極限つり合い解

析を実施した。ここで、ベントナイトシ－トはソリ

ッドエレメントとしてモデリングし、解析を実施し

た。 その結果、ベントナイトシ－トの有無にかかわ

 
図-5 振動台実験断面 11) 

 

 
(a) ケース 1 の実験結果 

 
(b) ケース 2 の実験結果 
図-6 振動台実験結果 11) 
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らずシートの上部堤体ですべり面が形成され、両

ケースで安全率の違いがないことが分かった（表

－2）。 

４．実大規模振動実験 13),14),15) 

(1) 実大規模振動実験の概要 

実験は（国研）防災科学技術研究所所有の実大

三次元震動破壊実験施設で実施した。このユニー

クな装置を用いると、実大規模試験体に対する巨

大地震時の破壊挙動を再現することができる。 

a) 実験対象断面諸元 

2 種類のため池堤体の造成と加振には、写真-1

に示す鋼製土槽 2 基をそれぞれ用いた。実験対象

断面を図－8 に示す。一方は前刃金工法で改修さ

れたため池で、他方はベントナイト系遮水シート

で改修されたため池である。堤高 3m、天端幅 1.5m、

法面勾配 1:1.5、基盤層 0.2m で、上流側には水位

2.5m の湛水部を設けた。 

b) 堤体材料 

図－8 に示すように、前刃金工法で改修された

堤体の上流側には、刃金土として兵庫県小野市で

採取した礫混じりの粘性土を用いた。一方、ラン

ダム材料として刃金土と砂の混合土を使用した。

砂を混合する目的は、ランダム材料の透水性を高

めることであった。 

事前に、刃金土と掛津珪砂を質量比 1:1 で混合

（室内混合土）し、各種室内試験を実施した。混

合土の粒径加積曲線を図－9、締固め曲線を図－10

に示す。透水試験の結果および三軸試験による強

度定数は文献 13 を参考されたい。しかし、屋外で

2m 程度の盛土を実施したところ、質量比 1:1 の混

合土では、粘着力不足により、斜面勾配を維持す

ることが極めて難しいと判断されたため、刃金土と掛津珪砂を体積比で 1:1 程度となるように混

合することとした（屋外混合土）。 

c) 堤体施工 

実験堤体の施工に当たっては、試験盛土を実施し、所定の密度を得るための転圧機械と転圧回

数を決定した。ランダム材料および刃金土を均等に敷均し、ハンドローラーを用いて層厚が 20cm

なるように締固めた。各層において RI 計器による土の密度試験（3 地点）および砂置換法による

土の密度試験（1 地点）を実施し、堤体の締固め度は 93%以上（平均 95%程度）になることを確

認した。遮水シート工法のケースでは堤体を階段状に段切り後、シートを敷設した。 

表-1 水平応答加速度および増幅率 11) 
入力加速度(Gal) 

区分 検討位置 ベントナイ

トシ－ト 600 1000 
無し 611.50 990.64 

のり肩部 
敷設 612.84 1017.43 
無し 580.99 968.33 

応答 
加速度 

のり先部 
敷設 581.25 968.02 
無し 1.02 0.99 

のり肩部 
敷設 1.02 1.02 
無し 0.97 0.97 

増幅率 
のり先部 

敷設 0.97 0.97 
※増幅率 =地盤の応答加速度 /入力正弦波の 大加速度 

 

表-2 小安全率(FS)の一覧表 11) 
水平震度(kh) 区分 0.15 0.3 0.6 1.0 

ケース 1 1.54 1.19 0.76 0.46 
ケース 2 1.54 1.19 0.77 0.46 

 

 
写真-1 土槽設置状況 13) 
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(b)遮水シート工法により改修された堤体 

図-8 試験体断面 13) 
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d) 加振条件 

震動実験における加振条件は、図－11 に示すよう

に、漸増・漸減部それぞれ 10 波を含む 5Hz の正弦

波 60 波を堤体横断面方向に入力した。加振は加速度

入力とし、1 回目はレベル 1 地震動を想定し、150 

Gal を目標に加振し（振動台応答値で 大 177 Gal）、 

続けて 2 回目の加振ではレベル 2 地震動相当とし

た 400 Gal を目標に加振した（振動台応答値で 大 

471 Gal）。なお、加振時には、加速度、間隙水圧お

よびレーザー型変位計による堤体変位の計測を行っ

た（詳細は、参考文献 13 参照）。 

(2) 実大規模振動実験の結果 

a) 堤体外観の損傷
 

レベル1地震動を想定した 大177Galの加振を行

った結果、両ケースとも漏水は発生せず、天端の沈

下量、下流側法面の水平変位量ともに 1mm 以下で

あった。また、堤体の外観にクラックの発生は認め

られなかった。これらの結果から、レベル 1 の地震

動において、両ケースの工法ともに堤体はほぼ健全

な状態を保持していたものと考えられる。 

一方、レベル 2 地震動を想定した 大 471Gal の加

振を与えた結果、前刃金工法では、図－12(a)に示す

ように、上流および下流法面に深さ 10cm 程度で幅

1mm 程度の小さなクラックが生じた。一方、遮水シ

ート工法では、図－12(b)に示すように、堤体天端に

幅 10mm 程度の大きなクラックが堤体軸方向に複数

発生したが、漏水については、実験中に確認されな

かった。当クラックの深さを調べるために、水で溶

いた石灰をクラックに流し込み、慎重に掘削を行っ

た。その結果を図－13 に示す。堤体天端のセンター

ライン付近に発生したクラックに注ぎ込んだ石灰は、

鉛直方向に深さ 30cm まで達したのち、ベントナイ

ト系遮水シートに沿って付着していることが判明し

た。すなわち、盛土内に階段状に設置しているベン

トナイト系遮水シートが、実験で発生したクラック

の原因であることが明らかとなった。また、上流側

法肩付近に発生したクラックに注ぎ込んだ石灰は、

鉛直方向に 45cm の深さまで達しており、それ以深はクラック幅が小さく、石灰が流れ込まなか

った。さらに、クラック発生状況調査より、2 つのクラックは、それぞれ独立して発生している

 
図-9 堤体材料の粒径加積曲線 13) 

 

 
図-10 堤体材料の締固め曲線(A-b 法)13) 
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図-11 震動台の入力加速度 13) 

(a) 前刃金工法ののり面部分 

 
(b) 遮水シート工法の堤体中央部 

 
図-12 クラック発生の状況 13),14),15) 

29



  

 

ことが確認された。 

b) 堤体の残留変形 

堤体の加振後の残留変形に関しては、 大

471Gal 加振時（レベル 2 地震）の結果を述べる。

図－14 より、天端においては沈下が発生し、法面

のはらみだしは、下流側よりも上流側の方が若干

大きいことがわかる。特に上流側ののり先の変形

が大きい。天端の鉛直変位は、各ケースにおいて

9 箇所測定しており、それらの残留変位の平均は

前刃金工法のケースで 22mm、遮水シート工法の

ケースで 19mm であり、上流側の沈下が中央およ

び下流側の沈下よりも大きく発生した。この理由

として、上流側の水の慣性力等の影響が考えられ

るが、今後、堤体内部の間隙水圧応答や加速度応

答の結果を調べ、詳細に検討を行う予定である。 

c) 加速度応答 

基盤内の応答加速度の振幅は、図－11 に示す震

動台の加速度の振幅とほぼ等しい。また、上流方

向と下流方向の加速度に有意な差はない。また、

基盤から 120cm の高さにおいて、前刃金工法で 13

秒付近、遮水シート工法では 11 秒付近から、上流

方向の加速度が下流方向よりも大きくなる現象が

報告された。この結果は、上流側の変形が下流よ

りも大きい図－14 の結果と定性的に整合する。ま

た、遮水シート工法のケースでは、天端において、

約 17.5 秒付近から、下流方向の加速度が大きくな

ることがわかる。撮影動画によると、天端クラッ

クの発生は 14 秒付近であることから、この現象は

クラックの発生と関連すると推察される。 大

471Gal 加振時（レベル 2 地震）の堤体中央におけ

る-10cm（基盤内）、120cm、300cm（天端）高さに設置された加速度計の応答加速度については、

文献 13 を参考されたい。 

図－15 に堤体の高さ（堤高 3m で除して無次元化）と実大規模振動実験の計測結果から得られ

た応答加速度の増幅率を示す。中心よりもやや底部で極値をとるような特徴的な分布形状を有し

ており、天端の増幅率は前刃金工法で 1.4 倍、遮水シート工法においては、クラック発生前で 2.4

倍（14 秒以前）、クラック発生後で 3.3 倍（14 秒以後）である。さらに、遮水シート工法の場合、

シートの上流側および下流側で応答加速度の位相差が確認されている。 

d) ベントナイトシート係遮水シート周辺土の応答加速度 

ベントナイトシート係遮水シート周辺土の応答加速度を検討するために遮水シートを境に上流

図-13 遮水工法により改修された堤体の

クラック発生状況（スケッチ）14) 
 

5cm

遮水シート工法  加振前
 加振後

 

10cm

 

 加振前
 加振後

前刃金工法

5cm

10cm

 
図-14 加振前後における堤体の形状 13) 

 

図-15 増幅率と無次元化された堤高の 
    関係 13) 

 
図-16 振動特性の異なる領域 14) 
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側と下流側の加速度計測結果をプロットした。基盤部の加速度は、ベントナイト系遮水シート上

流側と下流側の両者がほぼ一致している。基盤から 60cm 上がりの加速度は、はじめ両者が一致

したが、天端にクラックが発生した 13.2 秒付近から、ベントナイト系遮水シート上流側の加速度

応答に遅れが生じ始めていることが報告された。これより、図－16 に示すように、遮水シートを

境に上流側堤体が基盤および下流側堤体と異なる挙動を示していることが示唆される。この要因

として、ベントナイト系遮水シート上流側の飽和土と下流側の不飽和土の振動特性が異なること

や、土とベントナイト系遮水シートの摩擦強度が土のせん断強度よりも低いことに起因するもの

と考えられる。図－17 にベントナイト系遮水シートの上下流側および基盤部に設置した加速度の

応答（14 秒～17 秒：クラック発生以後）を示す（上流側：点線、下流側：実線）。図－17 より、

上流側の加速度応答に遅れが生じていること、

基盤からの高さが120cmと180cmのベントナイ

ト系遮水シート上流側の加速度（A-20、A-25）

が正の方向（上流側）に増加していることがわ

かる。このことは、ベントナイト系遮水シート

上流部の土塊が上流側に変位することを示唆す

るものである。 

e) 間隙水圧 

間隙水圧挙動については、両工法共に同様な

傾向を示し、加振中は負圧側に偏りながら過剰

間隙水圧が発生しているが、加振終了時には、

殆ど残留しない結果となった。図－18 には、上

流側の法面の過剰間隙水圧の時間歴を示してい

る。加振中の間隙水圧挙動に関しては、加振時

間が短くて非排水状態が保持され、さらに密に

締固めた土材料（締固め度の下限値 93%）によ

り、加振時に膨張的挙動を示し、負の過剰間隙

水圧が発生したと考えられる。 その結果、非排

水時の土のせん断強度は排水時のそれよりも大

きくなり、実験堤体の上流側において滑動破壊

が起こらなかったと推定される。この現象は、

文献４で既に指摘されている。  

 

５．実大規模振動実験の数値解析 16) 

(1) 数値解析の概要 

数値解析では、2 つの実験断面をモデリング

し、周波数 5Hz の正弦波を水平方向に 40 波加

えて、堤体に伝播する応答加速度および加振後の残留変形を検討した。解析では、堤体材料（刃

金土とランダム材料）および遮水シートをソリッドエレメントとしてモデリングした。正弦波の

加速度は、レベル 1 地震動の場合には 170Gal、レベル 2 地震動の場合には、400Gal を適用した。

 
図-17 ベントナイト系遮水シート周辺土の

応答加速度（14 秒～17 秒）14) 

(a) 刃金土工法 

(b) 遮水シート工法 
図-18 間隙水圧の時刻歴(レベル 2地震動)15) 
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地下水位条件は、実大規模振動実験で測定した間隙水圧の測定結果から推定された浸潤線を参考

にした 13)。詳しい解析条件は文献 16 を参考

されたい。 

(2) 実大規模振動実験の数値解析の結果 

a) 堤体の残留変形 

数値解析では、表－3 に示すように、レベ

ル 1 地震動で加振時に前刃金工法の場合は平

均 2.5mm、遮水シート工法の場合は平均

3.3mm 程度の沈下が発生した。実験結果より

数値解析の沈下量が若干大きくなったものの、

レベル 1 地震動では、両ケースともに堤体は

ほぼ健全な状態であったと考えられる。 

レベル 2 地震動での実験結果と比較すると、

表－3 から分かるように、天端の平均沈下量

の場合、解析結果が実験結果より小さかった。

その理由として、解析では、レベル 2 地震動

に相当する繰返し荷重による損傷が反映され

ないためと考えられる。天端の沈下形状にお

いては、図－14 に示すように、上流側の沈下

が中央および下流側の沈下よりも大きく発生

し、実験結果とほぼ同様な形状となった。 

一方、のり面の水平変位において、実験で

は、図－13 に示すように、下流側よりも上流

側の方が若干大きいこと、 特に上流ののり先

の変形が大きいことが分かる 13)。数値解析で

は、上流側においてのり先の周辺で水平変位

が大きく発生することは実験結果と合致して

いるが、上流側より下流側の水平変位が大き

かった（図－19）。 

b) 応答加速度 

加振時に堤体に伝播する加速度増幅におい

て、堤体下部から天端に行くほど増幅率が増加し、表－4 に示すようにレベル 1 地震動で加振時

には、1.23~1.26 程度で、実験結果とほぼ同じ結果となった。レベル 2 地震動で加振時には、天端

の増幅率は前刃金工法で 1.22 倍、遮水シート工法で 1.27 倍であり、レベル 1 地震動の結果とほぼ

同じである。一方、実測値と比べて堤体の中心部で応答加速度が増加する現象は見られなかった。

遮水シート工法の場合、実験結果より天端での加速度増幅現象が小さく発生し、上流側と下流側

の加速度の位相差も再現できなかった。これは、本解析の限界によるものと推察される。 

c) 間隙水圧 

加振時の間隙水圧は、図－20 に示すように、一時的に負（－）の過剰間隙水圧が発生したが、

表-3 天端の平均沈下量 16) 

区分 改修工法 レベル 1 レベル 2 

前刃金 2.5mm 6.6mm 解析 

結果 遮水シート 3.3mm 8.7mm 

前刃金 22mm 実験 

結果 遮水シート 

1.0mm 

以下 19mm 

 

 
図-19 加振後の変形(20 倍)図（レベル 2）16) 

 

表-4 加速度の増幅率 16) 
区分 改修工法 レベル 1 レベル 2 

前刃金 1.23 1.22 解析 

結果 遮水シート 1.26 1.27 

前刃金 1.3 1.4 実験 

結果 遮水シート 1.3 クラック発生前 2.4 
クラック発生後 3.3 
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図-20 上流側の法面中間部の間隙水圧 
   (レベル 2 加振時) 
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両ケースともに徐々に増加して（＋）の過剰間隙水圧になることが分かる。実験では 5Hz の正弦

波で加振時、密度が高い砂の非排水せん断挙動による負（－）の過剰間隙水圧が発生したが、解

析ではこの現象が再現できなかった。FEM 変形解析結果から、2 つの工法において加振時の応答

特性および変形特性に大きな違いはなかったこと、天端に近くなる程応答加速度が増幅したこと、

堤体のり先部分に残留変形が生じたこと等のいくつかの観測結果をシミュレートすることができ

た。一方、加振時に負の間隙水圧が蓄積したためすべり破壊は生じなかったこと、のり尻付近の

水平断面において加速度の位相差が生じたこと、ベントナイトシートの影響により天端にクラッ

クが発生したこと等のいくつかの重要な観測データをシミュレートすることはできなかった。 

 

６．まとめと今後の展望 

ベントナイト系遮水シートにより改修されたため池堤体の耐震性能の検証と動的挙動特性の解

明を目的とし、防災科学技術研究所所有の三次元震動破壊実験施設（E-ディフェンス）を用いた

堤高 3m を有する実大規模ため池堤体の加振実験ならびに事前・事後解析を実施した。 

一連の研究から得られた主な知見を以下に述べる。 

① レベル２相当の地震においてもベントナイト系遮水シート上の覆土が大規模に崩壊・崩落す

ることはなかった。また、適切に遮水されていれば、下流側の堤体のり面も崩壊することはない。 

② 遮水シート工法で発生したクラック深さの調査などから、ベントナイト系遮水シートを境界

に、シートと土の剥離などの破壊現象が起きたことが示唆された。 

③ 堤体の応答加速度から、ベントナイト系遮水シートの上流側と下流側で位相差が確認され、

振動特性が異なることが明らかとなった。 

 上記①は、画竜点睛（点睛＝締固め度）を欠いた結論である。今回の実物大堤体の締固め度(1Ec)

の下限は 93%、いわば全国に多数存在する夥しい数のため池堤体のなかの「超優等生」である。

現実には、締固めが不十分な堤体の方がむしろマジョリティーであり、これらの堤体こそが漏水

対策の対象となることを忘れてはならない。 その意味で、締固めが不十分な実大規模の堤体を用

いた加振実験の実施が強く望まれる。 

 一方で、レベル２地震に対してもベントナイト系遮水シートが決定的な弱層とはならないこと、

また、覆土を充分に締固めさえすれば、繰返し載荷時に負の過剰間隙水圧が蓄積するため、すべ

り破壊は生じないことが分った。これらは一般性のある結論であり、覆土の締固めが何より重要

であること、設計ではおそらく全応力解析が適宜にかなっていることを強く示唆している。 

 一方、②と③の知見は、ベントナイト系遮水シート工法を適用した堤体の性能をどのように評

価すべきか？という議論に辿り着く。天端にクラックが発生しても本体が壊れなければ良いとす

るのか、事後の漏水の虞があるからクラックの発生を許さないとするのか、何れにしても、シー

トの敷設方法（段切り施工、傾斜一定施工、等）、洪水吐や底樋など通常存在する構造物とのシー

ト接合部の影響、等々、今後解決すべき課題は目の前に山ほどありそうである。 
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