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釧路空港北側高盛土では、盛土内に地下水（宙水）が確認されており、盛土安定性への影響

が懸念された。高盛土内に宙水が存在する条件での耐震性能照査では、事前の耐震対策は不要

との結論が得られた。一方、宙水形成のメカニズムが明確でないことから、盛土内の水収支等

の調査を行うとともに、浸透流解析による検証解析を行い、追加の排水対策は不要との結論を

得た。本報は、上記の一連の検討内容について報告するものである。 
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1. はじめに 

 
釧路空港北側高盛土は、昭和63年度に完成した盛土高

65mを越す高盛土である。北側高盛土では、これまでに

平成5年6月、平成9年7月、平成10年8月に大雨を誘因と

するのり面の崩壊が発生している。これらの崩壊は、大

雨を誘因とし、法面表層の被覆土（火山灰質粘性土）と

盛土体の境界をすべり面として発生している。また、崩

壊後の盛土体法尻・法肩付近において浸透水の滲出が確

認されており、法面表面の表流水だけでなく盛土体内部

からの浸透水も誘因の一つであると考えられた。 
その後、北側高盛土の安定対策として平成13年度に法

面改修工事（盛土勾配の修正）を行い、それまでの寺勾

配(1:1.8～1:2.5)から、単一勾配(1:2.235)で被覆土を撤

去し、Kg材（釧路層砂礫・締固め度D値95%以上）によ

り表面被覆を実施した。改修工事後、現在まで法面に目

立った変状は生じていないが、法肩付近の平坦地では引

き続き排水井戸において宙水の排除が継続されており、

平成15年度に設置された水平排水ボーリング孔からも地

下水が排出されている状況である。図-1に安定対策位置

図を、図-2に安定対策断面図を示す。 

また、平成21年度に実施された釧路空港における基本

施設等の耐震性能照査では、北側高盛土について、盛土

内に宙水が存在する条件においても、想定地震動に対す

る事前耐震対策は必要ないとの結論を得ている。 
これらの背景から、本報では、盛土内宙水の抜本的対

策を目的として、地下水調査（涵養源、地下水位・間隙

水圧分布、水収支等の調査）を行い、地下水の帯水原因

を明らかにするとともに、対策工の必要性について評価

した結果を報告する。 

 

図-1 北側高盛土の安定対策位置図 

 
図-2 北側高盛土の安定対策断面図 
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2.  盛土内宙水形成原因の検討 

 
(1) 宙水涵養源の検証 

盛土内宙水の涵養源としては、図-3に示す「①地山か

らの湧水の浸透」と図-4に示す「②地表面からの降水・

融雪の浸透」の2つの可能性が考えられる。 

 

 

図-3 地山からの湧水の浸透イメージ 

 

 

図-4 地表面からの湧水の浸透イメージ 

 

北側高盛土周辺における地山の帯水層は第一帯水層

（AvⅡ-m層）および第二帯水層（Tog層）等が確認され

ており、そのうち、第一帯水層（AvⅡ-m層）からの湧水

が盛土内へ流れ込み、宙水の原因となっている可能性が

考えられる。ただし、盛土施工前に標高90m前後の第一

帯水層（AvⅡ-m層）からの湧水が確認されていなかった

ことから、第一帯水層（AvⅡ-m層）が盛土内宙水の涵養

源であるとは考えにくい。 

一方、第二帯水層（Tog層）からの湧水については、

地山斜面と盛土との境界に施された砕石ドレーン等によ

り、下位の第三帯水層（K2層）からの湧水と共に急流工

等に排水される構造となっている。 

北側高盛土を施工する前の調査によると、地山からの

湧水は、標高65m前後の第三帯水層（K2層）または第二

帯水層（Tog層）から確認されており、砕石ドレーンな

どの湧水対策は、第二帯水層（Tog層）や第三帯水層

（K2層）のみを対象としたものとなっている。 

図-5に平成23年度の冬期に実施したボーリング調査位

置及び解析断面位置を示す。また、図-6は、解析断面位

置におけるコアの含水状況を解析断面位置で示したもの

である。飽和・湿潤状態のコアが確認された範囲は、法

肩付近（H23B-3地点）で最も水位が高い山型の分布形状

となっている。一方、融雪期や降水後の地下水分布は、

H23B-2地点で最も水位が高い山型の分布形状を示す。 

地山からの湧水が宙水形成の要因であるとすると、砕

石ドレーン敷設箇所付近でのコアが湿潤あるいは飽和し

ているはずであるが、図-6に示すコアの含水分布では、

砕石ドレーン付近ではコアは湿った状態であり、砕石ド

レーンから盛土内への水の流入は考えにくい。 

以上の北側高盛土内の宙水分布状況から、盛土内宙水

の涵養源として、地山からの湧水は考えにくく、北側高

盛土の天端から浸透した降水（降雨および融雪）の影響

が支配的である可能性が高いと考えられる。 

 

図-5 土質調査位置及び解析断面位置 

図-6 ボーリング調査時（冬期）のコア含水状態 
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(2) 盛土内における水収支の検討 

盛土内宙水の定量的な評価を行うために、降水、融雪

浸透、湧水および盛土内に設置された排水施設等を考慮

した水収支の検討を行った。 

a) 降水・融雪浸透による涵養量の推定 

降水・融雪浸透による涵養量は、図-7に示すように表

面流出率0.67相当分が表面流出し、残りの0.33相当分が

地下浸透するものとして算出した。なお、算出にあたり、

蒸発散は考慮していない。 
・釧路地域の年平均降水量（1989年～2011年対象）： 

1,067mm/年 
・北側高盛土平坦部範囲の涵養面積：77,131m2 
・北側高盛土法面範囲の涵養面積  ：89,135m2 
・平坦部及び法面部における表面流出率：0.67 
 
降水・融雪浸透による涵養量 
＝（1,067mm×77,131m2）×（1.0－0.67）＋（1,067mm×

89,135m2）×（1.0 - 0.67）＝  58,544m3/年 
 

 
図-7 地下浸透量の概念図 

 
b) 第一帯水層からの湧水量の推定 

図-6に示すH23-B1とH23-B2の地下水位データを基にダ

ルシー則を用いて算出した。 

・第一帯水層の透水係数：1.05×10-7m/s （※H23B-1の

D20粒径からｸﾚｰｶﾞｰの式を用いて推定） 

・第一帯水層の動水勾配： 0.0089 = 水頭差（91.170 - 

90.502m）/ 距離（75m） 

・第一帯水層の層厚：1.7m （※H23B-1の第一帯水層

厚） 

・北側高盛土範囲の第一帯水層の長さ：450m 

・第一帯水層の湧水範囲の面積：765m2（※全断面から

湧水していると仮定） 

湧水量 ＝ 透水係数×動水勾配×面積×時間（年）

（ダルシー則） ＝ 22.6 m3/年 

 

c) 排水井戸、水抜きボーリングからの排水量の推定 

・排水井戸による排水量の推定 

図-8に示す平成13年度～平成24年度の観測結果による

と、5本の排水井戸からの排水量は、おおよそ300m3/年

程度である。 

  

 

図-8 排水井戸による排水量 

 

・水抜きボーリングによる排水量の推定 

流量観測結果により、水抜きボーリングによる常時の

排水量は2,097m3/年、降水時の排水量は3,432 m3/年（5回

の平均値）であることが確認されている。年間を通じた

水抜きボーリングからの排水量は、常時と降水時の平均

値を採用し2,765 m3/年と推定した。北側高盛土における

降水(涵養)と排水の関係を図-9に示す。 

 

 

図-9 盛土内宙水の水収支 

 

盛土内宙水の排水量（排水井戸＋水抜きボーリング）

が3,000m3/年程度であるのに対して、第一帯水層からの

湧水量は22.6 m3/年と相当に少ないため、第一帯水層が

盛土内宙水の涵養源であるとは考えにくい。 

また、降水・融雪浸透による涵養量が58,544 m3/年で

あるのに対して、第一帯水層からの湧水量は22.6 m3/年

があり、降水・融雪浸透による涵養が支配的である。 

以上より、降水が盛土内宙水の涵養源であると推定さ

れる。 
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3.  北側高盛土の安定性の検討 

 

(1)検討方法 

北側高盛土の安定性の検討は、(1)浸透流解析による

現況水収支の再現と、(2)それをもとにした100年確率豪

雨時の盛土内水圧分布の予測解析、およびその水圧（水

位）条件での円弧すべり解析を行い、豪雨時のすべり安

定性の評価を行った。 

浸透流解析は、有限要素法による断面2次元浸透流解

析にとし、盛土内の地下水圧を推定した。 

円弧すべり計算は、簡便分割法により計算した1)。基

準安全率は、長期安定検討時のFs=1.5とした。 

 

(2)地盤のモデル化 

北側高盛土でのボーリング調査結果および盛土施工時

の年度別施工区分、基礎地盤処理工としての砕石ドレー

ンや暗渠排水をもとに図-10に示す解析モデルを作成し

た。 

 

(3)地盤パラメータの設定 

地盤パラメータの設定は、これまでに北側高盛土で実

施された土質調査及び土質試験の結果に基づき設定した。

試験値のないものは、各基準に示される一般値等を参考

とした。 

a) 浸透流解析の地盤パラメータの設定 

・透水係数(盛土) 

透水係数は、法肩付近のH11B-3地点で観測された盛土

内部の地下水圧の分布や、法面小段部の深度別に設置さ

れた地下水位観測孔であるH23B-4、H23B-5地点にて観測

された地下水位（水頭）の再現性を試行計算により設定

した。 

・透水係数(砕石ドレーン) 

河川堤防の浸透安定検討におけるドレーン工の値を参

考にして設定した2)。 

 

・透水係数(暗渠排水工) 

暗渠排水部分と一般盛土部分を合わせた等価透水係数

を設定した。 

・比貯留係数、有効間隙率、不飽和特性 

いずれの層も、礫質土の一般値を設定した2)。 

 

b) 円弧すべり解析の地盤パラメータの設定 

・湿潤単位体積重量、せん断強度 

北側高盛土で実施された室内土質試験の物理・力学試

験結果に基づき設定した。 

せん断強度については、これまでに北側高盛土で実施

された三軸圧縮試験（CD条件）の結果より設定した。 

・飽和単位体積重量 

飽和単位体積重量は、湿潤単位体積重量に0.8kN/m3を

加えた値とした。 

表-1に設定した円弧すべり解析の地盤パラメータを示

す。 

 

表-1 円弧すべり解析の地盤パラメータ 

湿潤単位
体積重量

γt

(kN/m3)

飽和単位
体積重量
γsat

(kN/m3)

粘着力
ｃ

(kN/m2)

せん断
抵抗角

φ
(度)

15.4 16.2 0.0 26.0

法面修正勾配
新設盛土

法面表面被覆
置換工

Ｎ値20相当 Ｎ≒20 19.8 20.6 0.0 35.0

Ｎ値30相当 Ｎ≒30 21.8 22.6 0.0 37.0

昭和60年～
61年施工

21.6 22.4 0.0 40.0

昭和58年～
59年施工

砕石ドレーン

暗渠排水

鶴丘層(Tog) 19.0 19.8 0.0 37.0

釧路層群
上部層(K2)

21.5 22.3 0.0 40.0

釧路層群
下部層(K1)

21.0 21.8 0.0 42.0

0.0 41.5
Ｎ値30以上

基
礎
地
盤

せん断強度

地層区分 力学モデル

20.4 21.2 0.0 36.0

改
修
法
面

天端被覆工

Ｎ≒10

盛
土
本
体

単位体積重量

22.5 23.3

 

 

図-10 浸透流解析および円弧すべり解析の解析モデル 
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(4)豪雨時の降雨強度・波形の設定 

豪雨時の降雨波形のモデル化にあたっては、粘性土盛

土に対しては梅雨を想定した長雨のパターンが、砂質土

盛土に対しては台風を想定した短期集中豪雨のパターン

が厳しいことが知られている。北側高盛土の既存調査結

果によると、盛土体は主に粗粒土で構成されているため、

豪雨時の降雨強度・波形は、短期集中豪雨を対象とした。

また、降雨波形は、100年確率日・時間雨量とし、先行

雨量による土の飽和度の上昇を見込み、後方集中型の波

形を設定した。図-11に日雨量が80mmを超える降雨時に

おける主な降雨強度の変化を示す。これより、過去の降

雨記録によると、ある程度先行した弱い雨が続いた後に

降雨強度のピーク値が確認される。また、先行雨量があ

まりない場合も含めて、降雨強度のピーク値が確認され

た後は、2,3時間で降雨は完了する傾向が確認される。

これより、本検討では、過去の降雨波形を参考にして、

後方集中型の波形を設定した。図-12に豪雨時の降雨波

形を示す。 

 

 

図-11 過去の豪雨時の降雨波形の例 

 

 100年確率 - 後方集中型降雨波形
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図-12 100年確率降雨波形の設定 

 

(5)解析結果 

 

a) 現況解析結果 

現況（2012年時点）の浸透流解析は、年間降水量の約

3分の1相当として一定雨量を与え、盛土構築(1988年)時

から解析を開始した。なお、盛土構築直後の初期水圧は、

施工時の含水比等(15±3%)より設定した。 

現況の排水井戸(揚水ポンプ)を停止させた条件での浸

透流解析による地下水圧の分布を図-13に示す。 

盛土法肩付近の宙水の状況(間隙水圧)や砕石ドレーン

の状況などの地下水圧分布が再現された。また、図-14

には、揚水ポンプの稼働の有無による地下水位の相違を

示す。ポンプ稼働による法肩付近での最大水位低下量は、

約1.4m程度となった。揚水ポンプ稼働による法面付近の

地下水位への影響はほとんどないといえる。 

また、揚水ポンプ停止条件での円弧すべり結果を図-

15に、揚水ポンプ稼働条件での円弧すべり解析結果を図

-16に示す。揚水ポンプ停止条件での最小安全率は

Fsmin=1.670であり、基準安全率1.500を十分上回ってい

る。また、揚水ポンプ稼働時との安全率の差は0.040で

あり、揚水ポンプの稼働の有無が、盛土法面のすべり安

定に与える影響は小さいといえる。 

 

 

図-13 現況の地下水圧分布推定結果 

 

 

図-14 揚水ポンプ稼働の有無による地下水位の相違 

 

 

図-15 揚水ポンプ停止条件での円弧すべり解析結果 

 

 

図-16 揚水ポンプ稼働条件での円弧すべり解析結果 

Fsmin=1.670 

Fsmin=1.710 
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b) 豪雨時（排水井戸停止状態下）の解析結果 

排水井戸（揚水ポンプ）の必要性を評価するために、

100年確率の豪雨時に排水井戸を停止させた条件での浸

透流解析を行った。豪雨時（降雨開始から84時間後）と

図-13に示した現況の地下水圧の差分コンターを図-17に

示す。また、図-18には豪雨時の盛土内水位条件での円

弧すべり解析結果を示す。これらの結果から、100年確

率の豪雨時に排水井戸を停止させた条件でも、北側高盛

土のすべり安定性が確保される結果となった。 

 

図-17 豪雨時(降雨開始から84時間後)と現況の地下水

圧の差分コンター図 

 

 

図-18 豪雨時の円弧すべり解析結果 

 

なお、これら一連の解析の妥当性を検証するために、

実際に平成25年度の1年間、排水井戸を停止し、盛土に

変状や宙水の変動がないかを観測し、今回の解析モデル

を用いて実際の降水条件で検証解析を実施した。検証解

析に用いた降雨波形を表-2に示す。着目した4つの降雨

波形ともに類似した解析結果が得られたが、一例として

図-19に最も条件の厳しいケース①における間隙水圧の

実測値と解析値の比較を示す。図-19より実測値と解析

値は概ね整合すること確認し、本検討で用いた解析モデ

ルの妥当性を検証した。 

 

表-2 検証解析における着目降雨波形 

ケース 着目降雨
日降水量
(mm/日)

最大時間
降水量

(mm/時間)
選定理由

ケース① 2013/9/16 134.5 41.5
H25年度最大の日・時間降雨量
の降雨波形

ケース② 2013/10/25 99.5 17.0
H25年度2位の日・時間降雨量の
降雨波形

ケース③ 2012/11/7 102.0 23.0
H24年度最大の日・時間降雨量
の降雨波形

ケース④ 2013/7/30 36.5 11.0

上記①、②のケースを除く期間
で複数回の降雨が確認され、累
積降雨量が最大の降雨波形
（H25年度3番目の時間降雨量）  

 

図-19 間隙水圧の実測値と解析値の比較 

 

4.  まとめ 

 

現況および豪雨時の浸透流解析結果およびそれに基づ

く円弧すべり解析結果から、現況および豪雨時において

排水井戸の稼働の有無にかかわらず高盛土の安定は確保

される結果となった。 

北側高盛土では、5箇所の排水井戸が稼働しているが、

これらについては検討結果より、今後はポンプの稼働を

停止してよいという結論となる。排水井戸が設置された

目的は、平成13年当時にT-1誘導路と場周道路間の芝地

部に法肩に平行な亀裂が発生した際に、緊急対策として、

水位低下を行うことであった。その後、北側法面改修も

実施され、ここ10年間は法面崩壊の発生は認められてい

ないこと、冬期は排水井戸の稼働を停止して排水井戸近

傍の間隙水圧の上昇が認められるものの変状などが認め

られないことなどからすでに当初の目的は達成され、盛

土は安定していると評価できる。 

以上より、本検討での結論として、排水井戸は停止す

ることとし、盛土内宙水に対する排水対策については必

要ないと評価した。 
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