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技術報文

ＥＰＳ盛土に用いる緊結金具の性能評価

岡三リビック（株） 小浪岳治 林豪人

（株）ＣＰＣ 塚本英樹 窪田達郎

１．はじめに

EDO-EPS 盛土は、単位体積重量が土砂

の約 1/100の発泡スチロールのブロックを

用いた軽量盛土であり、EDO-EPS(以下、

EPS と称する)ブロックは、EDO（発泡ス

チロール土木工法開発機構：Expanded

Poly-Styrol Construction Method Develop-

ment Organization）が品質を認定した EPS

ブロックである。本工法は、軟弱地盤上や

地すべり地の盛土、傾斜地の拡幅盛土、構

造物の背面盛土などの荷重軽減や土圧低

減を図ることを目的として適用される。ま

た、施工においては大型建設機械を必要と

しないため、重要構造物への近接施工や周辺環境などへの影響が緩和できる。さらに、地形の改

変を極力少なくする事が可能なため、山間部での路線計画や土構造物の施工に際し、自然環境を

保全することができ、良好な施工性と合わせて地盤処理や仮設工事、あるいは完成後の維持管理

作業が簡易化できるなど、事業全体の工期や工費を低減が可能な工法である。図-1 に EPS盛土の

事例を示した。EPS盛土の地震時安全性は、1/2モデルの振動台実験 1)や実物大モデルの実証実験

2),3)によって確認されてきた。しかし近年、2011年東北地方太平洋沖地震のような継続時間の長い

地震動や、2016年熊本地震のように震度 7クラスの地震動が連続するなど、これまで想定されて

いない地震の発生が続いている。このような中で、EPS盛土の耐震性をさらに向上させ、複数回

の大規模地震に対してもより高い健全性を確保できる新しい緊結金具を開発した。本報文では

EPS盛土の安定性を確保するための新しい緊結金具の性能について調べた結果を報告する。

２．緊結金具概要

EPSブロックどうしの連結には緊結金具が用いられてきた。緊結金具にはつぎに挙げる機能が

求められる。

1 設置作業性および設置精度

2 引抜き抵抗

3 一面せん断抵抗

4 耐震性向上

図-1 ＥＰＳ盛土の両面壁事例
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図-2は従来の旧緊結金具と新たに

開発した新緊結金具の形状を示して

いる。正方形の一辺には10本の爪があ

り、緊結金具の材質はJIS G 3321で規

定される溶融55％アルミニウム-亜鉛

合金めっき鋼板（SGLC400）である。

旧緊結金具は製造の効率化のために

長方形としていたが、せん断抵抗が長

辺方向と短辺方向で異なっていた。新緊結金具は形状を正方形として、せん断抵抗に対する異方

性を是正した。また、一辺を 150mmとして一辺当りの爪の数を 6個から 10個とした。これによ

り、上下の EPSブロック間の一面せん断抵抗を増加させることが期待できる。

３．緊結金具性能評価

(1) 設置作業性および設置精度

新しい緊結金具の爪の形状は、EPS への

押込み抵抗、設置作業の容易さ、さらに押

込み後のリバウンドに影響する。図-3 は

EPS への押込み抵抗とリバウンドを評価し

た爪の形状を示している。また、図-4は緊

結金具を EPSに設置するときの押込み抵抗

を調べてる試験状況である。押込み試験に

おける所定の変位時の押込み荷重、および

除荷後の浮き（リバウンド量）は表-1に示

した。仕様①～④はリバウンド量が大きく、

設置精度がよくない。仕様④～⑥の爪の幅

は 10㎜であり、後述する一面せん断抵抗が

小さいと考えられた。仕様⑦～⑨の押込み

抵抗には有意な差はないが、リバウンドが

認められず、一面せん断抵抗も比較的大き

いと考えられる仕様⑧（爪幅 12 ㎜、先端

R1.5mm）が実用的と判断した。

(a)旧(100×150mm) (b)新(150×150mm)

図-2 新旧の緊結金具の形状

図-3 評価した爪の形状

(a) 仕様① (b) 仕様②

(c) 仕様③ (d) 仕様④

(e) 仕様⑤ (f) 仕様⑥

(g) 仕様⑦ (h) 仕様⑧

(i) 仕様⑨図-4 押込み抵抗試験状況

- 19 -



20

表-1 押込み試験結果

(2) 引抜き特性

EPS盛土に設置された緊結金具は、地震時におい

て引抜き抵抗が求められる。このときの緊結金具に

作用する引抜き力は EPS ブロックに対して垂直で

はなく、斜め方向に引き抜かれると考えられる。仕

様⑦～⑨に対して、斜め方向に引抜力が作用した場

合の引抜き抵抗力を調べた。表-2 は引抜き抵抗を

調べた結果を示している。仕様⑦は爪の付け根から

テーパー形状となっており、斜め方向の引抜き力に

対して抵抗力が小さいことがわかった。仕様⑧と仕

様⑨は斜め方向の引抜き力に対して、いずれも比較

的大きな抵抗力であったが、爪の付け根の幅が広い仕様⑧（爪幅 12㎜、先端 R1.5mm）が実用的

と考えた。

表-2 引抜き抵抗試験結果

仕様 荷重(N) 平均(N)

⑦
35

42
49

⑧
70

70
70

⑨
63

70
77
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(3) 一面せん断抵抗 4),5)

EPSブロック間に緊結金具を設置した場

合の位置面談試験の概要は図-5 に示した。

EPSブロックは型内発泡法の種別 D-20（単

位体積重量 0.20kN/m3）および押出発泡法

の種別 DX-24H（単位体積重量 0.24kN/m3）

を用いた。2,000×1,000×500mm の大型ブ

ロックから幅 350mm（上段）／250mm（下

段）、奥行き 250mm，厚さ 70mm の供試体

を電熱線により切り出した。上下の EPS供

試体の間に図-2の緊結金具 1個を設置し、従来の緊結金具については長辺／短辺が、新しい緊結

金具については任意の一辺がブロックの幅方向（水平力作用方向）と平行となるように設置した。

なお、比較のために緊結金具を設置しない場合についても試験を行った。

図-6は型内発泡 EPS緊結金具を設置しない場合と新緊結金具を用いた場合のせん断応力（＝水

平力／上下ブロックの接触面積）と水平変位との関係を示している。緊結金具を設置しない場合

では、せん断応力は変位初期に降伏点を示すが、その後の増加は緩やかになっている。それに対

して緊結金具を設置した場合には、せん断応力は変位の進行とともに徐々に増加して明瞭な降伏

点を示さず、試験終了直前に最大値を示した。図-7 は押出発泡の XPS に新緊結金具を設置した

場合の一面は、型内発泡法による EPSよりも密度が高いため、せん断初期の剛性が型内発泡に比

較して高いといえる。

図-6 型内発泡 EPSのせん断強度特性 図-7 押出発泡 XPSのせん断強度特性

(4) 耐震性向上 6),7)

新緊結金具を用いた EPS盛土の実物大の振動台実験の計画立案に先がけて、縮尺 1/5の振動台

実験を行った。新旧の緊結金具による耐震性の比較を試みたが、図-8 に示すように振動特性に有

意な差は認められなかった。

一方で緊結金具の単位面積当たりの設置数の比較においては、緊結金具 8個(実寸で 1m2あたり

0.5個)のケースは、緊結金具 15 個より変状が大きく、図-9 に示すように大規模地震動に対して

は 15個(実寸で 1m2あたり 1個)以上の金具により安定性が高まることがわかった。

図-5 一面せん断試験概要
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緊結金具を配置することにより、EPS ブロッ

ク間の一体化が図られると、中間床版上で EPS

のロッキング現象が顕著となることがわかった。

そこで、このロッキング対策として、図-10に示

すように中間床版に EPSのＬ字金具を設けた実

験を行った。図-11 は新緊結金具 30 個(2 個/㎡)

として中間床版にＬ字金具を設けたケースと、

旧緊結金具 30個(2個/㎡)としたケースにおいて、

最大加速度 500gal正弦波の加振時に計測された

最大水平加速度の高さ分布を示している。新緊

結金具 30個(2 個/㎡)として中間床版にＬ字金具

を設けることにより、大規模地震に対して最大水平加速度を抑制できることが確認できた。

(a) 0.5個/㎡ (b) 1個／㎡ (c) 2個／㎡

図-9 緊結金具の個数による加振後の状況比較
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増
幅

率

図-8 周期と増幅率の関係

図-10 中間床版上のＬ字金具

図－11 2個/㎡＋ロッキング対策

の最大水平加速度分布
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４．まとめ

EPS盛土の安定性を確保するための新しい緊結金具の性能について調べた結果をまとめると以

下のようになる。

1 爪の先端を R1.5mm とした新緊結金具の設置時差込み抵抗は小さく、設置後のリバンドもわず

かであり作業性は良好である。

2 爪の付け根を垂直とした新緊結金具は、斜め方向の引抜き力に対して比較的に引抜抵抗が大

きい。

3 新緊結金具の一面せん断強度は、既往緊結金具の 30～40％増加する．

4 縮尺 1/5の振動台実験では新旧の緊結金具の明確な差異は認められなかったが、緊結金具 2個

/㎡＋中間床版上ロッキング対策の有効性が示唆された。

新緊結を用いた EPS盛土の耐震性は，ここで得られた知見に基づいて実物大振動台実験を実施

しており、別の機会に報告する。
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