
ジオシンセティックス技術情報 2017.3 

 

技術報文 
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１. はじめに 
泥炭および粘性土層で形成された軟弱地盤上の道路盛土では、盛土荷重による地盤の圧密沈

下に起因する路面の不陸や不同沈下、ならびに周辺地盤の引込み沈下や水平変位が発生する。

また、これらの土層は地盤の強度が非常にぜい弱であることから、盛土荷重によりすべり破壊

が発生し、盛土の変状や崩壊が発生してしまうこともある。一方、1993 年の釧路沖地震や

2011 年の東日本大震災等の盛土の変状や崩壊箇所では、圧密沈下により地下水位以下に没し

た盛土底部（砂質系盛土材やサンドマット材）が液状化したことに伴う盛土天端の沈下や側方

流動が発生し、盛土体のとしての機能が損なわれしまっている事例も発生している。 

これら軟弱地盤上の盛土構築における課題に対し、筆者らは盛土底部に“礫材を高強度帯状

ジオシンセティックスで巻き上げて盤状効果を期待した合成部材”を敷設し、新たな軟弱地盤

対策工法を考案した。この合成部材による対策工を「グラベル基礎補強工法」と呼ぶものとし

た 1)。 

本報文は、泥炭性軟弱地盤上における新工法の効果を検証するために、フィールド試験施工

での各種計測機器を設置した動態観測結果を報告するものである。 

 

２. 工法の概要 
グラベル基礎補強工法とは、高強度帯状ジオシンセティックスによる盛土補強工法を基本と

し、盛土底部に敷設した礫材を高強度帯状ジオシンセティックスで巻き上げた合成部材による

軟弱地盤対策工法である（図- 1 参照）。本工法は、盛土荷重に伴う圧密沈下の進行とともに

礫材がジオシンセティックスにより締め上がり盤状になることで盛土底部の剛性が高まり、軟

弱地盤対策工としての種々の効果を期待できるものである。この礫材の厚さは、最低厚を

50cm とし、盛土中央での沈下量が、この最低

厚以上の場合には、その沈下量よりも厚くし

た礫材（φ0-80mm 粗粒材）を高強度帯状ジオ

シンセティックスで巻き上げ盛土底部に敷設

するか、ある厚さのものを多段積みにするか

などについて十分検討して採用するものとす

る。 

以下、「グラベル基礎補強工法」の特徴を

詳述する。 

図- 1 グラベル基礎補強工法の模式図 
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【沈下対策】 

盛土底面に剛性の高い合成部材を敷設するため、盤状効果が期待できることから、沈下量を

低減できるため載荷重工法の盛土量を低減できる。また、剛性を持った盤状合成部材を盛土底

面に面的に敷設するため、路面の不陸や不同沈下を防止できる。 

【すべり破壊対策】 

礫材だけで無く高強度帯状ジオシンセティックスで補強するため、せん断強度が大きく、盛

土のすべり破壊に対する安定性が向上する。 

【周辺地盤変位対策】 

沈下量を低減できることから、盛土による周辺地盤への変位の影響を低減できる。 

【盛土底部の液状化対策】 

圧密沈下により地下水位以下に没する盛土低部は礫材で置換されることになるため、盛土材

やサンドマット材の液状化による盛土の変状や崩壊を抑止することができる。 

【法尻部湿潤防止対策】 

地下水位以下が礫材になり、盛土法尻部や盛土底部が湿潤状態にならないため、盛土の長期

的な不安定化の要因を取り除くことができる。 

 

３. 試験施工の概要 

(1) 試験箇所の地盤条件 

「グラベル基礎補強工法」による盛土試験施工は、盛土厚約 2.0m で造成された北海道空知

郡南幌町の晩翠工業団地内において、平成 26 年 8 月上旬から 11 月下旬まで実施した。 

当該地盤は石狩低地帯南端部に位置しており、図- 3 に示すように、表層から未分解の泥炭

層（Ap）、その下位に上部粘性土層（Ac1）、泥炭混じり粘土層（Acp）、細粒分を多く混入

する砂層（As1）、下部粘性土層（Ac2）、砂質土層（As2）の層序で分布しており、軟弱層厚

は概ね 20.4m 程度である。なお、地下水位は G.L.-0.95m で確認されている。 

(2) 盛土条件 

本試験地は、資材置場として利用するため平成元年度に盛土厚 H=2.0m 程度の造成盛土が実

施され、25 年ほど経過した状態である。そのため、試験盛土を実施するにあたり、この造成

盛土（約 2.0m）を掘削後、盛土による圧密履歴の影響を考慮して、盛土厚 H=4.0m 施工し、

その天端に大型土のうを 2 段積み上げ、天端幅 5m、法勾配 1:1.5、盛土厚 H=6.0m の盛土を構

築した（図- 3 参照）。 

8 月 18 日から 22 日にグラベル基礎を設置し、盛土の施工は、8 月 25 日から 29 日に完了し

た。 

これらの地盤条件および盛土条件において、すべり安定解析（円弧すべり計算）を実施した

結果、当該地盤に盛土厚 H=6.0m の盛土を構築した場合、無対策時のすべり安全率は Fs=1.072

となり、道路盛土の目標安全率 Fs≧1.202)を満足できないため、今回の試験盛土施工では、砕

石（φ80mm 級，厚さ t=0.5m）を高強度帯状ジオシンセティックス（設計強度 TA=33kN/m）

で巻き上げた「グラベル基礎補強工法」を盛土下部に敷設することで、所定のすべり安全率

Fs≧1.20 を確保した 3)。 
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(3) 動態観測計器 

動態観測機器は、図- 3 に示すように、盛土施工時および盛土施工後の沈下を確認するため

に地表面沈下板（盛土中央，盛土法肩，盛土法尻の 3 基）と層別沈下計（Ap 層，Ac1+Acp 層

の 2 基）、盛土中央部直下の地盤内の水圧を確認するために間隙水圧計（Ap 層，Ac1 層の 2

基）、盛土法尻部に発生する地中変位を計測するために孔内傾斜計を 1 箇所、盛土施工による

周辺地盤の変位を確認するために地表面変位杭（6 箇所）をそれぞれ設置した。 

また、同様に盛土施工時およ

び盛土施工後の高強度帯状ジオ

シンセティックスに作用するひ

ずみを把握するため、図- 2 に示

すようにひずみゲージを、盛土

中央上部 1 箇所（表面）、盛土

中央下部 2 箇所（表面･裏面）、

盛土法肩下部 1 箇所（表面）、

盛土法尻下部 2 箇所（表面･裏

面）の計 6 箇所に設置した。 

 

４. 計測結果 
図- 4 に盛土施工時お

よび盛土施工後の地表

面および各軟弱層の沈

下量、間隙水圧、高強

度帯状ジオシンセティ

ックスに作用するひず

みの経時変化を示した。 

全体の傾向としては、

当該地盤は造成盛土と

して盛土厚 H=2.0m 程度

の荷重履歴があること

から、盛土厚 H=2.0m 程

度までは、沈下量、間

隙水圧、ひずみに大き

な増加は見られない。

しかし、盛土厚が H=2.0m を超えたあたりから、沈下量、間隙水圧、ひずみが急激に増加して

いることが確認できる。 

また、高強度帯状ジオシンセティックスのひずみについても、盛土荷重により作用する荷重

の大きさに連動して増加していることが確認できる。ただし、高強度帯状ジオシンセティック

スに作用するひずみは施工完了後に収束し、ほぼ一定の値で推移していることがわかる。 

図- 3 試験施工概要図および動態観測機器設置図 

図- 2 ひずみゲージ配置図 
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(1) 地表面および層別沈下量 

沈下量は、盛土施工直後は増加しているものの、盛土施工後 1 ヶ月程度経過した時点で概ね

収束している。各層の沈下量に着目すると、Ap 層では盛土施工完了後も沈下が継続している

が、Ap 層の下位に分布する Ac1+Acp 層および Ac2 層の沈下は概ね盛土完了と同時に収束して

いる。したがって、表層の Ap 層のみが盛土施工完了後の沈下の増加となっていると判断でき

る。 

(2) 間隙水圧 

Ap 層と Ac1 層に設

置した間隙水圧も沈下

量と同様の傾向を示し

ており、盛土施工完了

直後から間隙水圧の急

激な消散が確認され、

その後、Ap 層の間隙

水圧は若干の減少傾向

が継続しているものの、

Ac1 層の間隙水圧は一

定の値で収束している。

これは、沈下の動向と

同傾向を示しているこ

とより、圧密対象層の

間隙水圧の収束状態を

確認することで沈下量

の収束を判断できるこ

とを意味している。 

(3) ひずみ量 

高強度帯状ジオシン

セティックスに作用す

るひずみの大きさは、

「盛土中央部（下部＞

上部）＞盛土法肩下部

＞盛土法尻下部」とな

っており、盛土による

上載荷重の大きさが、

ひずみの大きさとが合

致していることが確認

できる。さらに、盛土

中央部では上部より下 図- 4 盛土の施工工程と沈下、間隙水圧、ひずみの経時変化 

18



  

 

部の方がひずみは大きくなっている。 

また、同一箇所に設置したジオシンセティックスの表面と裏面のひずみの大きさを比較する

と、盛土中央下部では「表面＞裏面」、盛土法尻下部では「裏面＞表面」となっている。通常、

上載荷重が作用した場合のひずみは、作用面の裏側の方が表面に比べ大きくなる傾向を示すが、

本計測結果において盛土中央下部で逆転している。これはひずみゲージ設置箇所の礫材の状態

によって、表面の方に引張側のひずみが発生したためと推察している。 

これら上載荷重の増加に伴い高強度帯状ジオシンセティックスに作用する張力が増大するこ

とで、礫材の剛性が高まり、その張力が維持されることで盤状効果が発揮され、その下位層に

伝達される上載荷重が低減されるによって、軟弱粘性土層の沈下量を低減させ長期的な沈下を

抑制したものと考えられる。 

(4) 地表面変位量 

図- 5 に盛土法尻に設置した

変位杭による周辺地盤の水平変

位および鉛直変位を示した。こ

れより、盛土施工に伴い周辺の

鉛直変位は時間の経過とともに

増加しており、盛土法尻から約

2.5m で最大dy=5cm 程度を示し

ている。これに対し、水平変位

は盛土施工時および盛土施工完了後もほとんど発生しないことが確認された。 

(5) 地中変位量 

図－6 に盛土法尻部（ふとん篭端部から 0.5m 離れ）に設置した孔内傾斜計による地中の水

平変位を示した。盛土の施工に伴い、水平

変位は Ac1 層に大きく現れ、その値は深度

2.5m 付近で最大dx=4cm 程度となった。し

かし、深度 0.5m 付近ではdx=2cm 程度とな

っており、かつ、地表面の水平変位はほと

んど発生していないことから、Ap 層の水

平変位は Ac1 層の水平変位に伴うものと考

えられる。 

これら地表面および地中変位量の結果か

ら、「グラベル基礎補強工法」は、地表面

付近の水平変位をほとんど発生させず、盛

土のすべり安定性に大きく寄与できる工法

となる可能性が示唆された。 

ただし、盛土の安定管理を実施する場合、

従来の日水平変位量や松尾・川村安定管理

図による管理方法ではなく、地中変位計による盛土安定管理を実施する必要がある。 

図- 5 盛土施工時および盛土完了後の 

周辺地盤の変位 

盛土完了日: 2014/8/28 

図- 6 盛土法尻部の地中変位 
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５. まとめ 
今回の試験施工により得られた知見を以下にとりまとめる。 

(1) 沈下量および間隙水圧は、盛土施工時には上載荷重の上昇に伴い急激に増大しているが、盛

土施工後は比較的早期に収束傾向を示し、長期的な沈下の発生は生じなかった。 

(2) 高強度帯状ジオシンセティックスに作用するひずみは、盛土施工時には徐々に増加傾向を示

すが、盛土完了後は概ね一定の値で収束した状態を維持しており、沈下の進行が無いことを

裏付けている。 

(3) 盛土の周辺地盤の変位については、無対策の場合に比べ沈下量が低減していることで引き込

み沈下量は低減し、特に水平変位はほとんど変位していない結果となった。 

(4) 「グラベル基礎補強工法」を採用した場合の盛土安定管理には、地表面変位杭に加え、地中

変位計（孔内傾斜計）を併用することが望ましい。 

 

以上より、「グラベル基礎補強工法」は、軟弱地盤対策工として有効な対策工法となり得るも

ので有り、盛土安定性に関しては、地盤改良等と比較してコスト縮減に大きく寄与できる工法で、

さらに、グラベルとジオシンセティックスによって構成された単純な合成部材であるため、施工

性にも優れ、環境面への配慮においても環境負荷を低減できる工法になり得るものである。 

 

６. おわりに 
現在、この試験施工結果を用いて、実現場でのフィールド試験施工を計画を立案している。さ

らに、その計測結果を用いた二次元 FEM 解析による再現計算に挑む計画としている。 

最後に、今回の試験施工ヤードの構築に際し御協力頂いた岡三リビック株式会社北海道支店 

佐々木勝彦支店長と小澤宏幸氏に感謝の意を表す。 
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