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１．はじめに 

 国土交通省から「これからの道路土工構造物等マネジメントについての考え方」１）が示された。

道路土工構造物の一つである補強土壁についても、この考え方に基づいてマネジメントを行う必

要がある。補強土壁は、道路土工構造物の中でも壁高が高いものが多い。また、近年は橋台背面

アプローチ部での適用が増えてきている。橋梁は渡河部のように迂回路の設置が困難な箇所に設

置されることが多いため、アプローチ部の補強土壁に不具合が生じると道路交通に与える影響は

大きい。さらに、補強土壁は一般的な盛土と比べて修復が困難である。そのため、アプローチ部

等の支障時に道路交通に与える影響が大きい箇所に設置する補強土壁は、特に綿密な維持管理を

行う必要がある。   
そこで、本報では、道路における補強土壁の維持管理に関する取り組みとして、「これからの道

路土工構造物等マネジメントについての考え方」の概要、補強土壁の特性・特徴と維持管理の課

題、平成 26～27 年にかけて（国研）土木研究所が実施した補強土壁の維持管理手法開発に関す

る共同研究について紹介する。 
 

２．これからの道路土工構造物等マネジメント 

平成 29 年 6 月 30 日に開催された国土交通省の社会資本整備審議会道路技術小委員会で、「こ

れからの道路土工構造物等マネジメントについての考え方」が示された。この中では、平成 27
年 3 月に制定された道路土工構造物技術基準 2）で定義された道路土工構造物に加えて、自然斜面

も対象として、それらの特性・特徴、マネジメントの現状、近年の状況の変化、新たなマネジメ

ントについて示された。以下に、その概要と著者らが考える新たなマネジメントに必要な視点に

ついて示す。 

２．１ 道路土工構造物等の特性・特徴 

道路土工構造物等の延長は、

道路の全延長から橋梁、トンネ

ル等の構造物、市街地道路の延

長を除いたものと想定した場合、

道路全体の 6～8 割を占めるこ

とになり施設量が膨大である

（図-1）。道路橋や道路トンネル

では、橋梁定期点検要領（平成

26 年 6 月）3）や道路トンネル定

期点検要領（平成 26 年 6 月）4）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高速自動車国道

直轄国道

都道府県管理

市町村道

全道計

橋梁 トンネル 土工構造物等 その他(市街地)

約1,000,000 km (78%)

約 840,000 km (79%)

約 141,000 km (78%)

約 16,000 km (59%)

約 5,000 km (58%)

※施設延長：道路統計年報(H26.4)
※その他延長(市街地)：道路統計年報延長×H22センサスの沿道区分計数より推計

図-1 道路土工構造物等の施設延長 1） 
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により全数を定期的に点検することになっているが、道路土工構造物は、全数を定期的に点検す

るのは現実的には難しい。また、道路土工構造物は自然素材の土砂や岩石がその構成要素の大半

を占めており、さらには土中を直接見ることができないなど、多くの不確実性を内包している。

そのため、表面的な変位を把握できたとしても、その変位がなぜ発生したのかという原因を直ち

に特定することは一般的に困難である。また、その変位が今後さらに進行した場合に、当該道路

土工構造物の崩壊に至る可能性やその時期を予測することも容易ではない。それらの特徴が土工

構造物の点検が体系的に実施できていなかった理由の一つであると考えられる。 
２．２ 道路土工構造物等のマネジメントの現状 

道路土工構造物等のマネジメントは、道路パトロール等の巡視や通報により速やかに変状の把

握を行い、それに対する措置を実施してきた。自然斜面も含めて大きな災害に至る可能性がある

道路土工構造物等については、防災点検等の危険度調査を行い把握し、予防的な対応を行ってき

た。さらに、豪雨等により災害発生のおそれがある箇所については、過去の災害記録等を基に規

制の基準値を定め、災害が発生する前に道路管理者が道路を規制（事前通行規制）してきた。高

速道路株式会社等の一部管理者では、定期的な点検が実施されているものの、統一的な点検要領

に基づいた予防保全という観点での取り組みはなされていないのが現状である。 

２．３ 近年の状況変化 

近年、従来の経験工学に基づく設計範囲を超えるような大規模な道路土工構造物が増加してい

る。そのため、現在実施されている事後的な対応によるマネジメントの対象として想定していな

かった大規模なものについても、道路土工構造物等のマネジメントの構築・深化に向けて特性を

明らかにしていかなければならない。また、道路土工構造物は自然素材の土砂や岩石がその構成

要素の大半を占めているため、老朽化という観点では議論されてこなかった。しかし、一部の土

工構造物ではコンクリートや鋼材等の部材を使用しているため、老朽化の視点での対応を行って

いかなければならない。さらに、道路土工構造物技術基準・同解説にも示されているとおり、路

線又は区間といった単位で橋梁等の他の構造物を含め、統一した性能で設計が行われることが重

要となってきている。2016 年に発生した熊本地震では、耐震設計が進む道路橋や道路トンネルに

比べて道路土工構造物の被災箇所数が多く、道路土工構造物の崩壊が緊急輸送に大きく影響した

ことなどから、維持管理についてもネットワークとして脆弱な箇所を克服していくということが

必要となってきている。 
２．４ 道路土工構造物等の新たなマネジメント 

以上を踏まえて、道路土工構造物等のマネジメントの基本方針は、これまでに実施してきた事

後的な対応を維持しつつ、巡視時に変状の取りこぼしがないようにすることと、変状を把握した

後の対応を体系化することでマネジメントの深化を図ることが示された。具体的には、変状の取

りこぼしがないようにするため、従来の巡視や住民の通報等の手段に加えてリモートセンシング

技術等を活用した効率的な異常検知技術の開発、科学的知見を導入したより安全・合理的な通行

規制の導入等を検討することが示されるとともに、統一的な点検方法を示す道路土工構造物点検

要領 5）（以下、点検要領）が平成 29 年 8 月に制定された。変状の取りこぼしに対する施策を多

角的に行うこととなった。次に、変状を把握した後の対応については、点検要領に基づき措置の

必要性を判断して４段階の区分で判定するとともに、点検、診断、措置の結果を記録し、供用期

間中はそれを保存することとなった。 
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また、点検要領の制定により、全ての道路土工構造物等を対象とした巡視や住民の通報等によ

り変状が認められた場合に実施する点検（通常点検）に加えて、重要度が高く規模の大きなもの

（特定道路土工構造物）を対象として、被災時の交通への影響を考慮しつつ、効率的な維持修繕

を目的とした定期的な点検（特定土工点検）を実施することとなった。 
２．５ 新たなマネジメントに必要な視点 
定期的に実施する特定土工点検は、変状が認められてから実施する通常点検と比べて、点検時

に見つかる変状の程度に差が生じる可能性はあるが、構造物毎に点検時に何を見るべきかといっ

た着眼点は変わらない。これは、特定土工構造物は主に効率性の観点から構造物の重要度と規模

により定義されており、構造物の壊れ方の違い等に関係したものではないためである。構造物毎

の着眼点は、点検要領の別紙に示されているので一読いただきたい。また、今後は新たなマネジ

メントの基で収集されるデータを基に、道路の機能や第三者への影響を尺度として必要に応じて

適切な措置を行い、所要の安全性を確保する対応に迫られる。前述の通り、土工構造物は多くの

不確実性を内包しているため、変状メカニズムの特定や崩壊に至る可能性や時期を予測すること

は一般的に困難である。したがって、変状を把握したらその変状を発生させる可能性のある原因

を網羅的に想定するとともに、それぞれの崩壊パターンを考慮して措置を検討し、実施すること

が重要である。そのためには、構造物毎に崩壊のパターンとその原因を網羅的に把握することが

不可欠である。 
 

３．補強土壁の特性・特徴と維持管理の課題 
補強土壁は、わが国で 1970 年代から道路盛土工事に適用され、累計で約 2,000 万 m2の施工実

績を有している。1995 年の兵庫県南部地震以降、その高い耐震性が示され導入が進んだ。表-1

は、2011 年東北地方太平洋沖地震、2016 年熊本地震後に実施されたジオシンセティックス補強

土壁の被災調査結果を

示すものである。いず

れの地震においても、

おおむね 95％以上が

無被害で補強土壁が高

い耐震性を有すること

を示している。その一

方で、何らかの要因に

より補強土壁が崩壊又

は大変形した事例が多

少なりとも存在する。

補強土壁の崩壊の原因

等については、Korner 
and Korner（2013）7）

が 171件の崩壊又は大

変形したジオシンセテ

表-1 補強土壁の被災調査 6） 

 無被害 使用限界 修復限界 終局限界 
2011 東北地震 94.3％ 0.7％ 4.3％ 0.7％ 
2016 熊本地震 98.5% 1.5% 0% 0% 

 

表-2 ジオシンセティックス補強土壁の崩壊に係る主な統計データ 

特徴 確率 
壁面材が石積みブロックのもの 71％ 
壁高が 4-12ｍのもの 65％ 
補強材がジオグリッドのもの 91％ 
施工後 4 年以下で崩壊したもの 86％ 
盛土材としてシルト又は粘土を使用したもの 61％ 
盛土の転圧不足なもの 72％ 
設計又は施工不良 98％ 
盛土内外の水が原因で崩壊したもの 60％ 
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ィックス補強土壁のデータベースを構築し、その主な要因の分析と提案を行っている。表-2に主

な統計データを示す。崩壊要因に着目すると、シルト又は粘土等の不適切な盛土材の使用、盛土

の転圧不足、設計・施工不良、盛土内外の水が原因で崩壊又は大変形したと考えられているもの

が大きな割合を占めることが示された。補強土壁も他の土工構造物と同様、崩壊や大変形に至る

場合も緩やかに変形が進行する場合が多い。初期の段階ではのり面や路面の変形や亀裂等が発生

し、これらの異常が時間をかけて進行し、最終的に崩壊や大変形に至ることが一般的である。こ

れらの初期段階の異常については、道路ストックの総点検の結果が参考になる。道路ストックの

総点検は、平成 25 年 2 月に国土交通省から示された総点検実施要領（案）【道路のり面工・土工

構造物編】8）に基づいて実施された点検で、全国の道路の土工構造物を統一的な方法と判定基準

により点検した初めての試みである。補強土壁については、対象構造物毎に点検方法や判定基準

等を示した総点検実施要領（案）の参考資料の中で、擁壁の一工種として位置付けられている。

道路ストックの総点検の結果、挙がってきた補強土壁に係る異常については、壁面材の変形・損

傷（傾斜、はらみ、座屈、目地開き、クラック、角欠け等）、壁面材の変色（漏水痕、錆汁、遊離

石灰等）、盛土材のこぼれ出し、嵩上げ盛土の変形（沈下、クラック）、笠コンの変形・損傷（傾

斜、目地開き、クラック等）、防護柵基礎の変形・損傷、基礎の変形（洗堀）、根入れの損傷（張

りコンのクラック）、上部道路の変形（沈下、クラック）、排水施設の損傷（クラック）、排水施設

の機能不全（詰まり）、隣接構造物との目地の開き等が見られる（図-2）。今後、点検で見つけた

こられの異常を基に、必要に応じて適切な対策と効率的な維持修繕を実施するためには、これら

の異常が進行した場合に補強土壁が崩壊に至る可能性があるかどうか、それらの異常がどのよう

に進行して補強土壁が崩壊に至るかを示した劣化のシナリオの整理、合理的で信頼性の高い詳細

調査・措置の手法の検証等が不可欠である。 
 

 

 

    
  壁面材の損傷（角欠け）   壁面材の変色（錆汁）    盛土材のこぼれ出し 

   

 

 
基礎の変形（洗掘）   上部道路の変形（クラック） 隣接構造物との目地の開き 

図-2 補強土壁に係る異常の例 
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４．補強土壁の維持管理手法開発に関する共同研究の概要 
補強土壁は、設計、施工、維持管理および使用材料を総合的に捉えて性能を確保するとの考え

から、官民一体による共同研究を中心に技術開発を進めて来た経緯がある。平成 26～27 年にか

けて実施した維持管理技術の開発にあたっても、官民一体となって取り組むことが効果的かつ効

率的であるとの考えから、防衛大学校、（一財）土木研究センター、（株）高速道路総合技術研究

所、民間 11 社とともに共同研究（以下、本共同研究）の形をとって研究を実施した。本共同研

究の成果の詳細は、共同研究報告書 9）としてとりまとめたので本報では割愛し、以下に、本共同

研究で整理した補強土壁の劣化のシナリオと実大実験による検証項目について紹介する。 
４．１ 補強土壁の劣化のシナリオについて 

補強土壁は、盛土材のこぼれ出し等により補強の機構が損なわれなければ他の土工構造物と同

様、緩やかに変形が進行すると考えられる。よって、補強土壁は盛土材のこぼれ出しにいたる損

傷（致命的な損傷）を見つけて早期に対応することを基本とした維持管理を実施することが合理

的である。致命的な損傷は、複数の劣化シナリオの相互の関係を樹系図で示したフォルトツリー

で整理した。また、劣化シナリオとはある構造物の劣化の進行を示す事象のつながりである。図

-3 にこれまでの被災事例や前述した初期段階の異常をもとに盛土材のこぼれ出しにいたる要因

を整理したフォルトツリーを示す。これより、損傷（1）：「補強材・連結部の破断（→壁面材の

脱落）」、損傷（2）：「壁面材の開口・貫通」、損傷（3）：「壁面材間の目地の開き」、損傷（4）：「基

礎の洗掘」、損傷（5）：「連続/隣接構造物との目地の開き」を補強土壁の致命的な損傷と考えれば

よい。そこで、補強土壁の維持管理では、盛土等の一般的な土工構造物で実施する対応に加えて、 
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図-3 補強土壁の劣化のシナリオ 
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巡視、点検、調査、措置を以下の方

針で実施すればよいと考える。巡視

では、早期に補強土壁及び周辺に生

じた異常を見つける。点検では致命

的な損傷の有無を確認し、資料調査

や詳細調査により損傷範囲や要因の

把握等を行う。措置では、要因に応

じた適切な対応を行う。 

４．２ 実大実験による合理的で信

頼性の高い詳細調査・措置の手法の

検証について 

 本共同研究において、前述した劣

化のシナリオのうち、盛土の不良と

排水施設の不足・不良を素因とし、

降雨の作用を誘因として壁面変位が

発生し、壁面材間の目地の開きが生

じた結果、盛土材のこぼれ出しが発

生するシナリオを想定した実大実験

を実施した。実大実験は、屋外に構

築した壁高 6m の鋼製壁面材を用い

た傾斜壁とコンクリートパネルを用

いた垂直壁のジオグリッド補強土壁

を用いて実施した。盛土の不良を再

現するため、盛土材は山砂（平均粒

径 0.19mm、均等係数 2.0）を用い、

締固め管理値を補強土壁の盛土材の

締固め管理基準よりも低い 85%と

した。 

補強材には HDPE 一軸延伸ジオグ

リッドを用いた。補強材の配置は、

内部摩擦角φ=30°、粘着力 c=10ｋ
N/m2、単位体積重量γ=19.0kN/m2

の土質定数で、土研センターの設計

マニュアルに基づき決定した。2 種

類の模型の断面図を図-4 と図-5 に

示す。排水施設の不足・不良を再現

するため、壁面背面および基盤には

排水施設を設置せず、盛土の背面に
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図-4 鋼製壁面材を用いた傾斜壁 
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 図-5 コンクリートパネルを用いた垂直壁 

 

 

図-6 給排水と載荷のステップ 
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は貯水タンクを設置して盛土内に水を浸透させて、地下水位の上昇（降雨の影響）を再現できる

ようにした。給水時には、貯水タンクの水位を 4m に保ち、盛土内の水位を上昇させた。盛土内

には流末端部を閉塞した有孔管（φ100mm）を 3 本設置しておき、途中で壁面端部の閉塞を開放

することにより、水平ボーリング（措置）の効果を検証できるようにした。また、補強土壁にあ

る程度の変形を生じさせるために、盛土の天端に均等な分布荷重を q=0、10、30、50、70、90 kN/m2

と段階的に載荷させた。給排水と荷重の載荷のステップを図-6に示す。その結果、鋼製壁面材を

用いた傾斜壁では、壁面の最大変位が 40cm 程度、コンクリートパネルを用いた垂直壁では壁面

の最大変位が 80cm 程度まで変形し、ある程度の変形を再現することができた。合理的で信頼性

の高い詳細調査手法の検証を目的として、壁面変位のモニタリング手法、補強材ひずみのモニタ

リング手法、盛土の状態（剛性、盛土内水位）変化のモニタリング手法の有効性を検証した。表

-3 に、本共同研究で検証した詳細調査手法の一覧を示す。いずれの手法も課題はあるが、現場で

の検討例を蓄積すれば信頼性の高い詳細調査手法となりうることが確認できた。 
 
５．まとめ 
 本報では、これからの道路土工構造物等マネジメントの概要、補強土壁の特徴と維持管理の課

題、補強土壁の維持管理の共同研究の概要を報告した。土工構造物等は多くの不確実性を内包し

ているため、変状メカニズムや崩壊の可能性や時期を予測することは困難であり、崩壊のパター

ンとその原因を網羅的に把握する必要がある。補強土壁は、橋台背面アプローチ部での適用が増

えてきている。アプローチ部等の支障時に道路交通に与える影響が大きい箇所に設置する補強土 

 

表-3 検証した詳細調査手法一覧 

 詳細調査手法 目的と検証手段 

MEMS センサー 
目的：壁面の局所的な変形を検知 
検証：TS による計測結果 壁面変位の 

モニタリング 
写真測量 

目的：既知点を設置せずに壁面変形を検知 
検証：TS による計測結果 

補強材ひずみの 
モニタリング 

光ファイバ 
目的：盛土内水位の変化を検知 
検証：ひずみゲージの計測結果 

常時微動計測 
目的：地盤剛性の変化を検知 
検証：簡易動的コーン貫入試験の計測結果 

電気比抵抗比抵抗 

目的①：盛土内水位の変化を検知 
検証①：間隙水圧計の計測結果 
目的②：盛土内の空洞化を検知 
検証②：人工的な空洞を検知可能かどうか 

盛土の状態変化の 
モニタリング 

地中レーダー 
目的：盛土内の空洞化を検知 
検証：人工的な空洞を検知可能かどうか 

※太字：前述の実大実験で実施 
細字：前述の実大実験の予備実験で実施 
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壁は、特に綿密な維持管理を行う必要がある。そこで、官民一体となって取り組んだ共同研究に

より、補強土壁の劣化のシナリオを整理した。また、整理した劣化のシナリオの一部を再現する

実大実験を行い、各種詳細調査技術の適用性と排水不良に対する排水ボーリングの有効性を検証

し、いずれもその有効性が確認できた。 
今後、本共同研究で示した補強土壁の劣化のシナリオや検証結果をベースとして、試行されて

いる特定土工点検等により収集されるデータを利用して、①補強土壁の異常を見落とすことなく、

効率的に実施可能な点検手法の開発、②近接目視では確認できないような、壁面背面等の不可視

箇所を把握できる調査技術の開発、③補強土壁の措置の設計方法と、措置の効果を確認するため

の技術開発、④劣化シナリオ毎に事象の進行が生じる部材の変形量を蓄積し、安定の許容値の目

安を示すことが期待される。 
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