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展 望

ジオシンセティックス補強土構造物

-35 年余の経験と展望-

東京大学・東京理科大学名誉教授 龍岡 文夫

１．はじめに

筆者がジオシンセティックス補強土(Geosynthetic-Reinforced Soil)構造物（以下 GRS構造物）の

研究を開始したのは 1981年であり、35年余が経過した。筆者らの GRS構造物の技術的コアは、

1 補強材と連結した剛な一体壁面工

2 盛土建設にともなう盛土・支持地盤の変形が終了してからの剛な一体壁面工の段階施工

3 壁面工と補強盛土の間での構造一体化（GRS一体橋梁では桁と壁面工の間でも）

の三項目である。ここでは、これら三項目は研究開始当初は念頭になく、その後の「現場で要求

される性能」に対応する過程で認識したことを述べつつ、これまでの研究と現場への適用を総括

して、得られた教訓を基に展望を願望を込めて述べる。

ここで説明する GRS構造物は、鉄道総合技術研究所の舘山勝氏ら多くの研究員、東京大学の古

関潤一教授ら多くのスタッフと学生、東京理科大学の多くのスタッフと学生、および鉄道建設・

運輸施設整備支援機構と多くの鉄道会社、多くの建設会社とコンサルタントの多数の研究者・技

術者と伴に開発したものである。筆者は、最初から現在まで関与している者として本小論を纏め

た。個人的見解も述べるが、ご容赦願いたい。本小論の一部は、2018年 9月ソウル市での第 11

回国際ジオシンセティックス学会で Prestigious Lecture “Geosynthetic-reinforced soil technology in

railway applications – from walls to bridges -として発表した。

2. 研究開始時の混迷

1982年, 1984年, 1986年と、東京大学生産技術研究所千葉実験場で関東ロームの盛土材を不織

布で補強した高さ 4～5mの実大試験盛土を三つ連続的に建設した。第一盛土の壁面は図-1cに示

す巻き込み式であった。試験盛土建設の目的は、

1)盛土を補強すれば、従来形式の重力式や L型 RC等の擁壁がなくても鉛直に近い壁面を持つ擁

壁を建設できることと、

2)飽和度の高い粘性土でも、排水機能がある補強材を用いれば GRS擁壁を建設できること、

の確認であった。上記三項目①、②、③は念頭になく、GRS擁壁の発展である GRS橋台と GRS

一体橋梁は想定外であった。目的 1)は、筆者は下記のように多分に当時の「常識」に囚われてい

て、考えに昏迷があったことが反映している。

表-1 でまとめたように、当時、補強材は鋼帯に代表される Inextensible 補強材とジオグリッド

に代表される extensible 補強材に分類されるとして、補強土擁壁の変形を抑えるには inextensible

補強材を用いるのが良く、また壁面には土圧が作用しないので従来の剛な壁体は不要となる、と

言うのが「常識」であった。事実、初期のテールアルメ壁は、図-1a)に示すようにメタルスキン
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表-1 補強材と壁面工の剛性による補強土擁壁の４分類の柔な壁面工を用いていた。1982

年 8月発刊の補強土（テールアル

メ）壁工法設計・施工マニュア」

1)でも、次にように記されていた。

・・・補強土（テールアルメ）

工法は砂質の盛土材料中に鋼

帯などの補強材を挿入するこ

とによって、盛土全体として

の安定性を高める・・・・・・・・補強土（テールアルメ）工法は擁壁のように壁体の

鉄筋コンクリート構造体、あるいは石塊、ブロックのかみ合わせによる壁体構造によっ

て裏込め盛土を支えているのではなく、壁面材（スキン）自体は盛土のこぼれ出しを防

ぐ程度のもので、盛土の安定は裏込め盛土とその中に挿入された補強材（ストリップ）

との相互の協力によって保たれている・・・・・・

これは土圧悪玉論であり、当時多くの文献では補強土壁工法を土圧軽減工法と呼んでいた。また、

テールアルメ壁では壁面工を盛土材と同時に建設するので、壁面工はメタルスキンにように基礎

地盤の変形に対応できる変形性能が必要と説明されていた。

a) b)

c) d) e)

図-1 異なる剛性の補強材と壁面工を組み合わせた各種補強土擁壁（表-1参照）

これらの壁面工の力学的役割の説明は、元々はテールアルメ壁の発明者の Vidal2)によるもので

ある。それだけに、世界中でその影響は非常に強く長く続き、現在でも残っている。しかし、こ

の説明は補強土擁壁の原理の理解に混乱を引き起こしてきたことも事実である。関連して、Vidal

の懐刀の Schlosser3)は、壁面工が一定の剛性がある分割 RCパネル形式である現在の標準的テール

アルメ壁（図-1b）での実測例を報告している（図-2）。壁面工と連結部での補強材引張り力は小

さくなく、盛土下部ではそれぞれの補強材での最大値に近い。すなわち、壁面工には無補強時の

主働土圧程度の大きな土圧が作用して、それが盛土の拘束圧となっている。このような実測は、

上記のテールアルメ壁の原理の説明と明らかに異なる。また、メタルスキン壁面工（図-1a）は、
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a)

b)

図-2 壁面工が分割 RCパネル形式の標準的テール

アルメ壁での補強材引張り力の分布の実測例 3) :a)盛

土建設時; b)実大試験擁壁

図-3 剛性のない壁面工の土圧の喪失に伴う盛土

の鉛直圧縮変形（数字は生起順を表す）4)

次第に分割 RCパネル式壁面工（図-1b）

に変更されて今日に至っている。この変

更は、美観の改善のため 2)、曲面を持つ

壁面の施工性の改善のため 3)と説明され

た。しかし、筆者は実際の主な理由は、

メタルスキン壁面工（図-1a）では、剛性

不足によって図-3 に示す①⇒②⇒③⇒

④⇒⑤⇒③⇒④・・と言う連鎖的メカニ

ズムによる盛土の圧縮に伴う壁面の過大

な変形が生じやすいことであると推察し

ている。メタルスキン壁面工は現在でも

仮設擁壁で用いられているが、地震時に

大きく変形した例がある 4, 5)。しかし、こ

のような説明がなされなかったため、壁

面工の機能の正確な理解が遅れることに

なったと考えている 6, 7)。

上記のような状況であったため、当時

は、GRS 擁壁は補強材が extensible であ

るから inextensibleな鋼帯補強材を用いて

いるテールアルメ壁よりも低級であり、

それは壁面工の問題ではない、と言う議

論が多かった。しかし、筆者は鋼帯補強

材には諸課題があることを次第に認識し

ていった。まず、近年は大分改良された

ようであるが金属腐食の問題がある。ま

た、鋼帯補強材は、材料として引張り剛

性・破断強度は大きいが、盛土との接触

面積が小さいため引き抜け易く潜在すべ

り面よりも奥で長いアンカー長が必要と

なり補強材が長くなる。後で議論するが、

このため斜面に腹付けして補強土擁壁を

建設する場合に不都合が生じる。一方で、

ジオクリッドは十分優れた補強材となり

うることを確認していった。まず、面状

であり盛土との接触面積が大きく、また破断強度が大きくないため破断強度に対応するアンカー

抵抗を確保するために必要なアンカー長が小さくなり敷設長が小さくなる。また、材料としての

引張り剛性・破断強度は相対的に低いが、そのために生じる建設中の変形は全く問題にならない。

実際に問題となるのは供用中の過大な残留変形であるが、通常、これは盛土自体のクリープ変形

が主因であり、この問題は盛土を十分に締固めれば解決する。盛土を良く締固めて強度・剛性を

- 3 -



4

大きくしてジオクリッドに作用する長期荷重を過大にしなければ、ジオグリッドのクリープ変形

は抑制される（むしろ、応力緩和も生じる）。1980年代は、ジオシンセティックス補強材は extensible

と言うことで、そのクリープ変形とそれが最終引張り破断強度に与える影響が盛んに研究された。

詳細は文献 8, 9で説明したが、当時の主流の理論は「補強材張力 Tは、引張ひずみεと載荷開始

時からの経過時間 tの関数であり、載荷経路に関わらず同一 tで同一の(T, ε)状態に達し、tが大き

いほど同一のεでの Tは小さくなる」と言う等時理論（Isochronous theory）であった。この理論に

よると、一定の Tでより長い時間クリープ載荷するほど最終強度は低下する。しかし、実際は「現

在の補強材張力 Tは、基本的に載荷開始時からの経過時間 tに関係なく現在のひずみ速度（より

正確には非弾性ひずみ速度）の関数であり、一定の Tでクリープ載荷時間が増加しても所定のひ

ずみ速度での最終強度は低下しない」8, 9)。すなわち、クリープは劣化現象ではない。従って、同

一の地震荷重に対する最終強度は、物理的・化学的・生物学的な劣化が無ければ、経過時間とと

もに低下することはない。今日から見ると、等時理論はジオシンセティックス工学の発展に混乱

をもたらした自虐的理論のような気がする。

3. 補強土構造物の要求性能の認識と対応

(1) 土圧悪玉論から土圧善玉論へ

1980年代、壁面工が巻き込み式の GRS擁壁は、補強材は extensibleであるが建設コストで有利

であるとして許容変形が大きい仮設構造物として数多く建設された。一方、筆者らは次第に GRS

擁壁が重要な永久構造物として使用されなければ研究の甲斐がないと考えるようになり、そのた

めには、低コストを前提に、①小さい残留変形と高い安定性、②壁面の耐久性、③壁面の一定の

美観の重要性を認識して行った。千葉第 1試験盛土の GRS擁壁で生じた大きな変形は、その長期

挙動の観測から、非常に extensible な補強材（不織布）を用いたことではなく、壁面工が剛性の

ない巻き込み式（図-1c）であったことが理由であることに気が付いた。そこで第 2試験盛土では、

壁面に補強材で巻き込んだ関東ロームを詰めた土嚢を配置した所、盛土の締固めと壁面形状の保

持が格段に容易になり、長期安定性と人工豪雨試験時の安定性も格段に向上した。第 3盛土では、

補強材で巻き込んだ土嚢を積み上げた壁面にコンクリートを吹き付けることで盛土が安定し壁面

の耐久性が向上することが分かった。同時に、分割パネル式の壁面工の GRS 擁壁も建設した。擁

壁の安定性は確保できるが変形が特に小さくなることはなく、また壁面背後の盛土の締固め、パ

ネルの組み立て、壁面形状の保持が難しく施工性が悪いことを認識した。

以上の三つの試験盛土の挙動、他の多数の補強土擁壁の工事例、室内・現場実験と解析等の結

果を総括して、1980年代の終わりに漸く以下の結論に到達した。

1) 補強材が inextensible でも、壁面工が柔であれば擁壁の変形が大きくなる場合があり、

2) 補強材が extensibleでも、壁面工に一定程度剛性があり補強材層と連結していて一定の土圧が

発生する場合は、擁壁の残留変形を十分小さく保てる。

即ち、壁面工に剛性がないか剛な壁面工に補強材が連結しておらず壁面に十分大きな土圧が発生

しない場合（図-4a）は、主働域内の拘束圧は低く十分大きな補強材引張り力が発生しない（特に

盛土下部で）。このため、主働域の剛性が低くなり擁壁の変形が大きくなって、壁面近くの天端

での集中荷重に耐えられない。一方、図-2 の実測例のように一定程度剛性がある壁面工に補強材

が連結されていれば、壁面工背面に大きな土圧が作用する（図-4b）。この場合は、主働域の拘束
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a) b)
図-4 壁面に a)土圧が発揮されない場合と b)十分大きな土圧が

発揮される場合での補強材引張力分布の相違 6, 7)

圧は高くなり盛土下部でも

補強材に十分大きな引張り

力が発生して、主働域の剛性

は高くなり擁壁の変形は小

さくなる。さらに壁面工が剛

で一体ならば、その上端と背

後の盛土天端での集中荷重

に対する抵抗力が大きくな

る。

現在でも、壁面に土圧を発

生させないで補強土擁壁の

安定性を維持しようとする GRS擁壁工法が国内外で散見される。しかし、壁面に土圧が発生しな

い状態で補強土擁壁で安定であるためには、粗粒の盛土材を良く締固め補強材層鉛直間隔を小さ

くしてアーチングを形成させるか、細粒の盛土材を不飽和状態にして見掛けの粘着力が発揮させ

る必要がある。しかし、これらが長期的に、特に地震時・豪雨時に、維持される保証はなく、重

要永久構造物でこのメカニズムに頼った構造形式・設計法は採用できないと考える。

筆者が、以上述べたように従来の土圧悪玉論から以下の土圧善玉論に転換するのに、三つの実

大試験盛土の建設などの何年もの一見無駄に見える研究が必要であった。

1) 壁面工は盛土のこぼれ出しを防ぐ程度のものではなく、補強土擁壁の安定と耐久性に必須の構

造体である。

2) 補強土壁工法は土圧軽減工法でなく、壁面土圧を軽減することなく引張り補強によって盛土を

安定化する工法である。

2018年発刊の高速道路設計要領集の「10補強土壁、10-4-3壁面材」( 70頁)10)では、壁面工の機能

を以下のように記述しており、上記の土圧善玉論が反映されている。

壁面材は、裏込め材の崩落・こぼれ出しを防ぐとともに、土中に敷設された補強材と

連結することにより、補強材と一体となって裏込め材を拘束し、補強効果を発揮する

重要な役割を果たしている。・・・・・・・・壁面材および壁面材と補強材との連結部

材は、作用する荷重（筆者注：壁面工に作用する土圧）に対して十分な強度と変形に

対する抵抗を有していなければならない」。

(2) 剛な一体壁面工とその段階施工

①小さい残留変形と高い安定性、②壁面の耐久性、③壁面の一定の美観、と言う永久重要構造

物としての要件を満たす GRS 擁壁の壁面工として、欧米では小ブロックを積み上げる方式（図

1-d)が広く採用されている。相対的に数は少ないが、GRS擁壁に分割パネル式壁面工も用いられ

ている。一方、筆者らは GRS擁壁に補強材層に連結した剛な一体壁面工（図-1e）を採用するこ

とにした。その理由は、まずこの壁面工を用いると GRS擁壁の安定性が格段に向上するからであ

った 5, 7, 11）。通常の設計計算では表面化しない余裕ではあるが、剛な一体壁面工を用いると、分割

パネル式やブロック式の壁面工とは異なり、何らかの理由により局所破壊が生じようとしても抑

制され、仮に局所破壊が生じても擁壁全体の崩壊には至りにくいことも理由であった。さらに、

- 5 -



6

図-5 北陸新幹線長野車両基地での GRS擁壁（延長 2km、

1993 – 1994年建設）

後で説明するが、斜面に腹付けして GRS 擁壁を建設する場合と壁面工を他の構造物の基礎として

活用したり壁面工の直ぐ背後の盛土天端に道路・鉄道・構造物を配置する場合に優れた機能を発

揮することも重要な理由であった。また、壁面の耐久性が格段に向上し、壁面の外観が擁壁とし

ての信頼感があることも重要な要因であった。

1980年代でも、補強擁壁の壁面工に一定の剛性が必要なことを認識していた技術者は多かった

ようである。しかし、当時の補強土壁工法では剛性のある壁面工を補強盛土の建設前あるいは建

設中に設置するので、建設中の盛土と基礎地盤の変形による壁面工と補強材層の相対鉛直変位が

生じて両者の連結部が損傷することを防ぐことが必要であり、当時の補強土擁壁の施工での大き

な課題となっていた。この対策として、分割パネルの裏面の補強材層との連結部にスライダーを

設けて補強材層が壁面工に対して相対的に沈下できるようにしたり、上下分割パネル間の水平境

界面に変形性のある部材を挿入したり、ブロック式壁面工では設計でブロックに挟んだ補強材の

損傷を考慮するなど、各種の工夫が行われた。しかし、いずれも構造・設計が複雑となり壁面工

の一体性が低減するなどの欠点があった。筆者らは、この状況で、千葉第三試験盛土で試みた「補

強材層で巻き込んだ土嚢を積み上げた壁面にコンクリートを吹き付けた壁面工」は一定の安定性

があるが、残留変形の抑制、美観と耐久性が不十分であることから、これを発展させることにし

た。すなわち、「補強材層で巻き込んだ礫充填土嚢を積み上げて補強盛土を完成させ、支持地盤

と盛土の変形が十分に生じてから壁面に若干鉄筋補強した薄い RC層を現場打ちして剛な一体壁

面工を設置する段階施工（図-1e）」に到達した。剛な一体壁面工の背面の礫充填土嚢あるいは同

等の構造体は、RC壁体に水抜き孔を配置した上で盛土内からの鉛直排水層として機能させ、ま

た仮に供用中地震荷重等によって壁面工と補強材層の間に相対水平・鉛直変位が生じようとした

時の緩衝層としても機能することを期待した。

この段階施工法の確認と剛な一体壁面工の GRS 擁壁の安定性への寄与を定量的に評価するた

めに、1987年から鉄道総合技術研究所に高さ 5mの盛土材が稲城砂の第 4試験盛土、関東ローム

の第 5試験盛土を建設して、合計 12の実大 GRS擁壁の長期挙動観測と 5つの GRS擁壁での載荷

試験を行った。その後今日まで、剛な一体壁面工を持つ GRS擁壁（図-1e）は、主に我が国で、

一部海外で、合計 1,200箇所以上で

壁面合計延長 180km 近く建設され

た。しかし、建設中・建設後に問

題が生じた事例は一つもない。こ

の結果には、剛な一体壁面工とそ

の段階施工の効用が非常に大きい

と考えている。しかし、この工法

を学会等で発表し始めた 1990年当

初から、この工法は建設コストが

高い、と多くの批判を受けた。し

かし、今日までの実績は、この工

法は従来工法の擁壁と剛な一体壁

面工を用いない補強土擁壁よりも

機能が高く、施工性、自然災害に

- 6 -



7

対する耐力、維持管理、剛な一体壁面工の活用等々を総合的に評価するとライフサイクルコスト

(LCC)が確実に低くなることを証明している。

段階施工の当初の目的は、剛な一体壁面工と補強材層間の相対鉛直変位の問題の解消であった。

しかし、建設数が増えるにつれて、段階施工（必要によってプレロードを併用）の機能はもっと

広いことが認識されていった。すなわち、

・図-5の事例のように、盛土材が粘性土で支持地盤も軟弱粘性土層でありプレロード工法により

建設時に非常に大きな変形・沈下を生じても、排水設備・締固めに十分に注意を払えば、剛な

一体壁面工を段階施工することによって GRS擁壁を建設できる。

・後で説明するように、供用時の残留変形を制限が厳しい橋台やボックスカルバートのような構

造物にも、剛な一体壁面工を段階施工することによって GRS擁壁を発展的に適用できる。

a) b) c)

図-6 盛土斜面に腹付けで擁壁を建設する方法（数字は建設順序）: a) 従来型片持ち梁擁壁; b)補

強材が比較的長い補強土擁壁; c) 盛土下部で補強材が短い剛な一体壁面工を有する GRS擁壁

(3) 斜面に腹付けした補強土擁壁

我が国の都市部では、古い道路・鉄道盛土の緩いのり面に腹付けで擁壁を建設して盛土天端を

新しい道路・鉄道や新駅等のために拡幅する場合が多い。従来形式の擁壁を建設する場合は、通

常斜面を大幅に掘削する必要がある（図-6a）。建設中の盛土の変位を抑制するために、多くの場

合大掛かりなアンカー、シートパイルなどの仮設構造物が必要となり、工期・コストが問題とな

る。補強土擁壁は、従来形式の擁壁では必要な杭基礎の省略や擁壁構造の簡素化などによって経

済的になる。しかし、引き抜け抵抗が大きいジオグリッド補強材を用いた GRS擁壁でも、壁面工

に全体的剛性がない場合は補強領域の一体性が十分ではなくなるため、盛土下部で補強材が短い

と滑動・転倒・せん断変形に対する安定性の確保が難しくなる。このため、通常補強材長は壁高

の 0.7程度以上としている。鋼帯補強材では、引抜け抵抗を確保するために更に長くなる傾向に

ある。盛土下部の補強材が長くなるほど斜面の掘削量が大きくなり、仮設構造物がより大掛かり

になる（図-6b）。このことから、斜面掘削量を削減しないと補強土擁壁は斜面腹付け擁壁として

採用されないことを悟った。そこで、一連の研究を行い、剛な一体壁面工を用いて補強領域を一

体化することによって、図-6c に示すように、盛土下部の補強材が短くても盛土上部で補強材を

十分長くすることによって滑動・転倒・せん断変形に対する安定性を確保できることを確認した

5, 7, 11)。斜面の掘削量を減少させた結果大掛かりな仮設構造物が不要になり、この工法の適用範囲

が拡大した。

急峻な自然斜面に腹付けで補強土擁壁を建設する場合も、盛土底部の補強材が長いと同様な問

題が生じる。図-7 に示すのは、日本高速道路設計要領 10)に示されている腹付け補強土擁壁の壁面

- 7 -
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図-7 山岳部の急峻地形に腹付けした補強土擁壁の壁面

工の重力式基礎(文献 10の「10補強土壁、10-6 壁面の基

礎の設計」での図 10-25(b)原図。*の部分を加筆）

図-8 2004年新潟県中越地震で崩壊した JR東日本上越線

の盛土の剛な一体壁面工を持つGRS擁壁による強化復旧

図-9 従来形式の杭支持 L型 RC擁壁 図-10 ブロック式壁面工を持つ GRS擁壁

工の重力式基礎である。盛土底部の

補強材が長い場合、補強材最下層の

レベルを aの位置のように高くして

掘削量を小さくすると重力式基礎

は高くなり不安定になる。一方、補

強材最下層のレベルを bの位置で低

くして重力式基礎を低くして安定

化させると、斜面掘削量が拡大して

工期・工費・掘削斜面の安定などの

諸問題が生じる。一方、剛な一体壁

面工を持つ GRS 擁壁では盛土底部

のジオグリッド補強材を短くして

斜面掘削量を小さくできる。図-8

の事例は、この特長を活かして建設

した腹付け擁壁である。

(4) 剛な一体壁面工の高度利用

道路・鉄道盛土の擁壁は、図-9

に示すように、①防音・防風壁、防

護柵（ガードレイル）、電柱などの

付帯設備が多く、また②都市部では

占有面積が制限される。しかし、壁

面工に全体的な剛性がないと壁面

工上端と壁面工のすぐ背後の盛土

天端で集中荷重を支持するのが難しくなる。このため、通常、図-10 に示すように緩衝域を設け、

付帯設備の基礎を壁面工と独立に設けることになる。このため、従来形式擁壁と比較すると、杭

基礎の省略と擁壁構造の簡略化等で建設コストは低減するが、上記①と②の機能・性能はむしろ

後退する。一方、剛な一体壁面工を持つ GRS擁壁では、従来形式の擁壁よりも安定性が高くなり

- 8 -
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図-11 剛な一体壁面工を持つ GRS擁壁

ライフサイクルコストが低下する

ことに加えて、図-11 に示すように

従来式擁壁の①と②の機能・性能を

維持できる。

このような剛な一体壁面工の機

能と活用は、GRS擁壁の研究を開始

した 1980年代初頭では念頭になく、

現場適用を進めて初めて認識した。

ましておや、剛な一体壁面工を持つ

GRS 擁壁を橋台として活用するこ

とは全く想定外であった。

道路・鉄道盛土は必ず多くの道路等を横断するので、1990年代に入ってから、盛土側面に建設

した補強土擁壁と橋台部やボックスカルバートとの接続の課題が認識されてきた。ごく自然に、

橋台そのものを補強土擁壁で建設できないか、と考え始めた。最初は、剛な一体壁面工のすぐ背

後の補強盛土天端に小橋台を設置して従来通り支承で単純桁を支持する形式の GRS 橋台を研究

し、短スパンの単純桁橋を幾つか建設した。しかし、桁荷重が増加した時の小橋台の耐震安定性

と長期残留沈下が課題となり、小橋台を鉛直方向にプレストレスとプレロードを導入したタイロ

ッドで固定する形式の研究もした。しかし、この工法は効果的であるが長期維持管理に問題があ

り、仮設で一基建設されただけであった。その後、図-12, 13 に示す「桁を剛な一体壁面工の上端

で支承を介して支持する」と言う解決策（GRS橋台）に辿り着いた 12)。今から思えば、どうして

この簡明で合理的な解決策を最初から思いつかなかったのか不思議である。技術の進展には紆余

曲折が伴うのであろうが、剛で一体壁面工の機能を全面的に把握しておらず「補強土で桁を直接

支えたい」と言う妙な地盤工学研究者意識に囚われていたのも事実である。GRS擁壁の研究の開

始当初での「従来型の擁壁構造体を全く無くして鉛直壁を建設したい」と言う混迷した考え方の

残滓がまだあったのであろう。

図-12（左） 補強材に連結した剛な一体壁面工で桁を支持する GRS 橋台（数字は建設順序）

図-13（右） 北海道新幹線万太郎での GRS橋台（高さ 13.4 m）: a)2011年 10月; b)2012年 8月

その後の研究と現場適用によって、この GRS橋台は従来形式橋台の多くの課題を解決したなか

なか優れた技術であることを認識していった。つまり、橋台（剛な一体壁面工）と背後のアプロ

ーチブロック（補強盛土）の間で段差が生じないので維持管理が非常に容易になり、耐震性が高

く、剛な一体壁面工は段階施工するので支持地盤の沈下問題に対応でき、また従来の単純桁橋の
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図-14 補強材に連結した剛な一体壁面工の上端に

連続桁を連結した GRS一体橋梁（数字は建設順序）

図-15 2011年東日本大震災での津波で流失した三陸鉄道ハイペ沢の 2径

間単純桁橋梁の GRS 一体橋梁による強化復旧

ように静定構造物なので設計・施工・維持管理が比較的容易であり、総合的に見て機能が高くラ

イフサイクルコストが低い。このため、新幹線建設では全面的に採用されはじめ、現在建設中の

九州新幹線長崎ルートでは全橋台 80基の全てが GRS橋台である。

その後、GRS橋台は従来通り支承で桁を支持するため、これが建設コスト、維持管理、耐震性

での弱点となることを認識した。2000年代に入って、単純桁の両端を一対の GRS 擁壁の剛な一

体壁の上端に支承を用いずに構造的に連

結した GRS 一体橋梁（図-14）に到達し

た 9, 13, 14)。GRS 一体橋梁は、支承が無い

点で建設コスト、維持管理、耐震性で GRS

橋台よりも優れていて、連続桁の両端が

橋台で支持する橋梁に適用できる。2009

年に鉄道総合技術研究所に実大のGRS一

体橋梁が建設され、載荷試験も行われた。

また、2011年 3月の東日本大震災の翌年

に北海道新幹線で最初のGRS一体橋梁が

実現した。そのこと

もあって、2011年大

震災の大津波で流

失した三陸鉄道の

三つの橋梁を GRS

一体橋梁で強化復

旧することになっ

た（図-15）。九州新

幹線長崎ルートで

は7基のGRS一体橋

梁が採用され 3基が

建設された。GRS 一

体橋梁は不静定構

造物であるため、橋

台の残留沈下・変位に対する条件が厳しくなり、設計がやや複雑となる。しかし、条件が整えば

非常に合理的な橋梁形式であり、今後の展開を期待している。

GRS橋台と GRS一体橋梁は、1982年に壁面工が巻き込み式の粘性土盛土の実大 GRS擁壁を建

設した時は夢想もしていなかった。これらの GRS構造物に到達できたのは、研究と現場適用の相

互作用の繰り返しの結果のような気がする。

(5) 耐災性

我国の土木・建築構造物の歴史において、1995年兵庫県南部地震での被害とその後のレベル 2

設計地震動の導入のインパクトは非常に大きかった。この地震後、鉄道の擁壁・盛土等の土構造

物の耐震設計でも、RC 鋼構造物と同様にレベル 2 設計地震動に対して各種の要求性能を満足す

- 10 -



11

図-16 支持地盤の洗堀による重力式擁壁の転倒と背後盛

土の崩壊

ることを求めることになった。これが、結果として、剛な一体壁面工を持つ GRS構造物が鉄道構

造物で広く普及した要因の一つとなった。つまり、より現実的な強い地震動に対する耐震設計を

行えば、同じコストでより耐震性が高い構造物の優位性が明白になるからである。新設では、従

来形式の擁壁は剛な一体壁面工を持つ GRS擁壁にほぼ全面的に置き換わっていった。

この経緯のなかで、1995年兵庫県南部地震で JR神戸線などの激震地に建設されていた剛な一

体壁面工を持つ GRS 擁壁が非常に

高い耐震性を示したことは、非常に

重要であった。さらに、2011 年東

日本大震災と 2016年熊本地震では、

被害地域に建設されていた多数の

剛な一体壁面工を持つ GRS 擁壁は

無被害であり、高い耐震性が再確認

された。逆に、耐震設計のレベルが

低いほど、耐震性が低くても低コス

トの構造物が生き残れることも事実である。

図-17（左） 2007年 9月 6～7日台風 9号で 1.5kmに亘り支持地盤の洗掘によって倒壊した海岸

重力式擁壁の剛な一体壁面工を持つ GRS 擁壁による長さ 1.0kmの強化復旧（神奈川県西湘バイパ

ス）（2010年 3月 10日撮影）

図-18（右） 2013年 7月 28日山口・島根豪雨での JR西日本山口線盛土の崩壊と剛な一体壁面工

を持つ GRS擁壁による強化復旧（写真は JR西日本提供）

従来から、丘陵・山岳部での沢渡りの道路・鉄道盛土と擁壁は豪雨・地震で頻繁に崩壊してい

る。これは、沢は一般に地表水と湧水の集水地形であることに加えて、盛土の締固め不足、排水・

遮水処理の不備が原因となっている。また、河川の攻撃地形や海岸での盛土法尻と擁壁支持地盤

の洗堀、河川・海岸堤防、津波防潮堤での越流による下流のり面の侵食と下流法尻先の地盤の洗

堀が崩壊の原因となる。このような被害の復旧で補強土構造物を活用するには、このような被害

に対する耐力が従来形式の盛土・擁壁よりも確実に高くなければならない。従来の重力式擁壁は、

支持地盤の洗堀によって容易に倒壊して盛土も崩壊し道路・鉄道等の機能が喪失する(図-16)。図

-17、18は、支持地盤が洗掘されても擁壁は転倒しにくく盛土は容易には崩壊せず道路・鉄道等

の機能は維持できることを狙って、剛な一体壁面工を有する GRS擁壁で強化復旧した例である。

また、三陸鉄道の島越では、津波で崩壊した RC高架構造に替わって、盛土補強材層と連結した

コンクリートのり面工を段階施工で設置して越流対策とした GRS盛土が鉄道盛土兼津波防潮堤
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として建設された。図-15に示すものと他の二つの GRS一体橋梁の桁部と GRS橋台部も、津波

で崩壊しないように設計されている。

上記の様に GRS 構造物で強化復旧した自然災害の事例は多数あるが、これらも GRS擁壁の研

究を開始した時には想定外であった。

4. 展望

以上 35年余の GRS構造物の経験を纏めたのは、それから得られる教訓を基にしなければ、展

望は書けないからである。展望を願望も込めて書くと、社会基盤構造物であるから LCC が低いこ

とを前提にして、「より高い要求性能に応え、より困難な設計条件に適用し、より高度に使用する

こと」である。これは、国内だけではなく海外における展望（願望）でもある。

まず、我が国では耐震性と水害抵抗性が非常に重要である。耐震性に関しては、重要な土構造

物ではレベル 2設計地震動を考慮した耐震設計が標準になり、それに応じて GRS構造物が普及す

ることを期待したい。また、GRS構造物の水害抵抗性の向上も、普及のために非常に重要である。

海外でも、耐震性と耐水害抵抗性が重要な現場が非常に多い。

展望に関連して、日本高速道路設計要領 10)では、道路構造物に用いる補強土壁を計画するに当

たって、その適用を原則避けるべき箇所として、以下が挙げられている。

(1)地形条件： (a)集水地形や湧水が発生する箇所、(b)地すべり地形、(c)水辺および河川近傍

(2)基礎地盤条件： (a)急傾斜地、 (b)軟弱地盤および液状化地盤

(3)その他の条件： (a)補強土壁橋台、(b)将来、補強土壁の内部を掘削したり、杭や支柱などを打

設したりする恐れのある個所、(c)補強土壁の上面や内部に大きな局部荷重が作用する箇所、(d)

その他、補強土壁の長期安定性に不安が残る箇所

これらの制限条件に全面的に従うと、補強土構造物の適用範囲は極めて狭くなる。しかし、これ

らの制限条件には重力式や L型擁壁などの従来形式の擁壁でも十分に注意を払って設計・施工し

なければならない。補強土構造物だから注意を払わなくても良い、と言うことではない。しかし、

補強土構造物自体の問題ではなく、これらの注意が不足したために問題を起こした例が多数ある。

これらの適用制限(1)～(3)を、GRS構造物に当てはめると、

A) GRS構造物を安定化させる様々な技術的対応によって解決できる場合と、

B) GRS構造物自体を十分に安定化させても、1-b)地すべり地形や 2-a)急傾斜地、2-b)液状化地盤

のように GRS 構造物を支持する地盤・斜面の安定性が不足して、その対応が別途必要な場合

に大別される。A)の事例は、3章で紹介したように多数ある。B)の場合でも、十分注意を払えば

GRS構造物を建設できる。今後、これらの場合での GRS構造物の積極的な適用を期待したい。

最後に、千葉の三つの試験盛土と鉄道総研での第 5盛土は関東ロームを用いたが、その研究目

的は「2)飽和度の高い粘性土でも、排水機能がある補強材を用いれば GRS 擁壁を建設できること

を示すこと」であった。しかし、この研究の現場適用はこれまでは限定的である（図-5）。その点

で、このテーマの研究は未完のままである。また、軟弱地盤上での GRS擁壁の建設の事例がある

（図-5）。今後このような事例が増えることが期待される。特に、残留変形の条件が厳しい GRS

橋台、GRS一体橋梁、GRSボックスカルバートの軟弱地盤上での建設は、挑戦的な課題である。

これらの課題は、海外で GRS 構造物を普及させるために解決すべき課題である。

- 12 -



13

参考文献

1) 財団法人土木研究センター： 補強土（テールアルメ）壁工法設計・施工マニュアル、1982年

8月, 1.総説 1.1 概説, 1982.

2) Vidal, H.: The development and future of Reinforced Earth, Keynote Adress, Proc. of Symposium on

Earth Reinforcement, ASCE, pp. 1-61, 1978.

3) Schlosser, F.: Mechanically stabilized earth retaining structures in Europe, Design and Performance of

Earth Retaining Structures, Geotechnical Special Publications No.25, ASCE (Lambe and Hansen eds.),

pp.347-378, 1990.

4) 龍岡文夫: 補強土工法における数段階でのブレイクスルー、雑誌基礎工、平成 21年 1月号、

Vol.37, No.1, 51-61頁, 2009.

5) Tatsuoka, F., Tateyama, M, Uchimura, T. and Koseki, J.: Geosynthetic-reinforced soil retaining walls

as important permanent structures, 1996-1997 Mercer Lecture, Geosynthetic International, Vol.4, No.2,

pp.81-136, 1997.

6) Tatsuoka, F., Koseki, J., Tateyama, M., Munaf, Y. and Horii, N.: Seismic stability against high seismic

loads of geosynthetic-reinforced soil retaining structures, Keynote Lecture, Proc. 6th Int. Conf. on

Geosynthetics, Atlanta, Vol.1, 103-142, 1998.

7) Tatsuoka, F.: Roles of facing rigidity in soil reinforcing, Keynote Lecture, Proc. Earth Reinforcement

Practice, IS-Kyushu ‘92 (Ochiai et al. eds.), Vol.II, pp.831-870, 1992.

8) Tatsuoka, F., Hirakawa, D., Shinoda, M., Kongkitkul, W. and Uchimura, T.: An old but new issue;

viscous properties of polymer geosynthetic reinforcement and geosynthetic-reinforced soil structures,

Keynote lecture, Proc. GeoAsia04, Seoul, pp.29-77, 2004.

9) 龍岡文夫: 補強土擁壁が信頼されるには？、雑誌基礎工、平成 22年 2月号、Vol.38, No.2, 2-11

頁, 2010.

10) 東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社: 日本高速道路

設計要領第二集(擁壁・カルバート)（改訂版）、2018年 10月, 2018.

11) Tatsuoka, F., Tateyama, M. and Murata, O.: Earth retaining wall with a short geotextile and a rigid

facing, Proc. 12th Int. Conf. on SMFE, Rio de Janeiro, 12(2), pp.1311-1314, 1998.

12) Tatsuoka, F., Tateyama, M., Aoki, H. and Watanabe, K.: Bridge abutment made of cement-mixed

gravel backfill, Ground Improvement, Case Histories, Elesevier Geo-Engineering Book Series, Vol. 3

(Indradratna & Chu eds.), pp.829-873, 2005.

13) Tatsuoka, F., Hirakawa, D., Nojiri, M., Aizawa, H., Nishikiori, H., Soma, R., Tateyama, M. and

Watanabe, K.: A new type Integral Bridge comprising geosynthetic-reinforced soil walls, Gesynthtetics

International, Vol.16, No.4, pp.301-326, 2009.

14) Tatsuoka, F., Tateyama, M., Koda, M., Kojima, K., Yonezawa, T., Shindo, Y. and Tamai, S.: Research

and construction of geosynthetic-reinforced soil Integral Bridges, Transportation Geotechnics, Vol.8,

pp.4-25, 2016.

- 13 -




