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１．まえがき

　石狩川水系千歳川流域の治水対策として建設が進め
られている千歳川遊水地群における一連の堤防は、粘
性土あるいは泥炭から成る軟弱地盤における大規模な
盛土であることや、掘削に伴い発生する含水比の高い
高塑性な粘性土を盛土材料に用いる必要があるなどの
厳しい地盤工学的条件下で建設が進められている。こ
のような状況の中、堤防盛土内における高い水頭（間
隙水圧）の発生が、盛土施工中にしばしば確認されて
いる1）。堤防盛土内の間隙水圧は、施工時の安定性低
下などを招くと考えられる。実際問題として、千歳川
遊水地の堤防盛土築造時にのり面のはらみ出しやのり
肩の段落ち程度の小規模変状がいくつか報告されてい
る。さらに、盛土だけではなく基礎地盤を含む大規模
な変状も発生している。
　そこで、本文では、千歳川遊水地の複数箇所におけ
る堤防盛土内間隙水圧の計測、ならびに東
の里遊水地における試験施工の結果に基づ
いて、堤防盛土築造時の盛土内間隙水圧に
関して検討する。

２．千歳川遊水地における堤体内間隙水圧

　　の実態

　前述した堤防盛土内の高い間隙水圧は、
沈下測定用に設置された沈下板のガス管内
の水位として目視で確認されてきた（写真

－1）。この堤防盛土内の間隙水圧挙動を
より正確に把握するために、平成25年に東
の里、北島、晩翠の各遊水地において、盛
土内に水位観測孔を設けて経時的に計測を
開始した。いずれの観測箇所とも、軟弱地
盤上に掘削発生土（比較的高含水な粘性
土）を材料とした盛土が、複数年にわたっ
て築造（段階載荷盛土）されている。水位
観測孔は、1年目の盛土築造終了後に盛土
天端からボーリングをすることで、盛土中

写真－1　堤防盛土天端高よりも高い水頭が観察された例

（b）観測箇所の横断図

図－1　東の里遊水地における観測結果

（a）盛土内間隙水圧の経時変化

央と盛土のり面の横断方向2箇所に設置した。
　図－1に東の里遊水地での盛土内間隙水圧の計測結
果および観測箇所の横断図を示す。図－1（a）では、
盛土内間隙水圧の経時変化を水頭の標高で表示し、盛
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（b）観測箇所の横断図

図－2　北島遊水地における観測結果

（b）観測箇所の横断図

図－3　晩翠遊水地における観測結果

（a）盛土内間隙水圧の経時変化

（a）盛土内間隙水圧の経時変化

土中央の天端標高と日降水量も併記した。
当該箇所では、泥炭や粘性土から構成され
る軟弱地盤上に3ヶ年の段階施工盛土（以
下、1年目の盛土を1次盛土、以降順に2次
盛土、3次盛土と表記する）が築造され
た。観測孔ストレーナーは、両方の観測孔
とも標高6m付近に設けられているが、盛
土中央において1次盛土で20kN/m2（水頭
2m）程度の間隙水圧が発生し、その後盛
土施工による荷重増加に伴って、敏感に間
隙水圧が上昇している。この最大水圧は、
60kN/m2にも及んでおり、3次盛土完成後
にわずかな減少が見られるものの高い水圧
が継続している。なお、部分的には盛土天
端の標高より高い水圧の水頭標高が得られ
ており、写真－1に示したような目視確認
と符合している。一方、のり面では、1次
盛土と2次盛土で20kN/m2程度の水圧が発
生したが、こののり面観測位置の直上での
盛土施工が行われていない3次盛土での増
加はない。また、降雨量と水圧挙動に明確
な関係は見受けられない。これは、降雨の
影響を受けにくい盛土内の比較的深い位置
で水圧が測定されていることによると思わ
れる。
　図－2に北島遊水地、図－3に晩翠遊水地
における結果を、図－1と同じデータの表
記方法で示す。北島・晩翠ともに、巨視的
には東の里と同様な間隙水圧挙動といえ、
盛土荷重の増加に伴って時間遅れなく間隙
水圧が上昇している。また、3次盛土完成
後にその一部を高さ2.9m程撤去している
晩翠では、この荷重の減少によって間隙水
圧が時間遅れなく減少していることも興味
深い。なお、盛土中央における最大間隙水
圧は、北島で約30kN/m2、晩翠で約50kN/
m2であった。以上のように、堤防盛土築造
時に盛土内に高い間隙水圧が発生すること
が、千歳川遊水地の一連の盛土において広
く確認された。その共通した特徴として、
盛土荷重の変化に伴って時間遅れなく敏感
に盛土内の間隙水圧が変化していることが
挙げられる。これは飽和した粘性土の非排
水圧縮時における間隙水圧挙動と似てい
る。この点については、次章において詳し
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図－4　堤体内ドレーン工法の概念図

図－5　締固め曲線と置換による現場密度試験の結果

く述べる。

３．堤防盛土築造時に発生した間隙水圧が堤体安定性

　　に与える影響とその発生メカニズム

　東の里遊水地において、堤防盛土内に発生する間隙
水圧の消散を図る目的で堤体内ドレーン工法（図－4）
を用いた試験施工を、前章で述べた観測箇所とは別の
箇所において実施している。堤体内ドレーン工法の設
計・仕様、盛土の施工および動態観測の詳細は既報
2）に詳しい。ここでは、この試験施工によって得た
種々の結果のうち、本文の目的である堤防盛土の間隙
水圧挙動に関連する事項に限って示すこととする。

３．１　盛土材料の特性

　千歳川遊水地の盛土築造では、本試験施工も含め
て、掘削発生土を盛土材料へ積極的に利用している
が、掘削発生土が含水比の高い高塑性な粘性土で、そ
のままでは盛土材料として適さない場合が多いため、
良質な砂質土と混合することで物性の改善を図ってい
る。図－5に1次（平成27年度施工）、2次（28年度施
工）および3次盛土（29年度施工）の締固め曲線（A-c
法）を示す。図中には、砂置換法によって得た現場乾
燥密度と施工含水比を併記した。全ての現場乾燥密度
が締固めの基準3）である最大乾燥密度の90％以上を満
足しているものの、1次盛土の施工含水比は、30～38
％の範囲であり、盛土は最適含水比と比べて相当に湿
潤側の含水比で施工されたことがわかる。一方、2次
および3次盛土の施工含水比は、1次盛土と比べて最適
含水比に近い範囲の含水比であった。この傾向は、2
次盛土と比べて3次盛土の方が顕著である。
　これは、2次盛土以降において、1次盛土から行われ
ていた締固め度管理に加えて、コーン指数を管理項目
にした上で、施工含水比の低下にも配慮した体制で施
工を行っており、盛土の品質が向上した結果である。
　表－1に盛土の含水比、締固め特性および現場透水
係数を示す。ここで、施工含水比、現場密度、空気間
隙率および飽和度は、砂置換データ（図－5）の平均
値である。1次盛土において、施工含水比は最適含水
比の1.26倍であったが、2次および3次盛土では、1.11
～1.15倍と減少した。結果として、1次盛土の飽和度
（93.6％）は2次および3次盛土と比較して高い。ま
た、いずれも砂質土を混合しているとはいえ、細粒分
の多い粘性土を母材とした混合土を使用しているた
め、低い透水係数（2.1×10－6～4.4×10－7m/s）を有し
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ていることが確認された。つまり、透水性が
低く、かつ比較的高含水で飽和度の高い1次
盛土の上に荷重として2次と3次盛土が作用し
たと見ることができる。
　なお、コーン指数を管理項目に加え、施工
含水比の低下も配慮した盛土施工を実施して
以降、１．で述べたような変状は、発生して
いない。

３．２　間隙水圧が堤体安定性に与える影響

　土のせん断強さτは、式（1）で示される破
壊基準によって表される。ここで、c’は粘着
力、σ’は鉛直有効応力、σは鉛直全応力、u
は間隙水圧、φ'は有効せん断抵抗角である。

（1）

　堤防盛土の安定性が盛土材料のせん断強さ
に大きく左右されることは言うまでもない。
式（1）から自明な通り、高い間隙水圧が発
生すると有効応力が減少し、せん断抵抗角に
依存するせん断強さが低下する。ここまでで
述べてきた間隙水圧が、盛土荷重による鉛直全応力と
比べて無視し得ない程度に高ければ、この間隙水圧に
よって安定性が損なわれ、千歳川遊水地群で発生した
堤防盛土の変状が説明できると考えられる。そこで、
本節ではここまでに述べてきた間隙水圧を詳細に検討
し、その発生メカニズムを述べる。
　図－1～図－3ならびに東の里遊水地における試験施
工で得られた盛土中央における最大間隙水圧とその位
置での鉛直応力の関係を表－2に示す。ここで、鉛直
応力は、最大間隙水圧が観測された時点の盛土高（水
位観測位置より上部）に盛土の湿潤単位体積重量（17
kN/m3と仮定）を乗じて求めた。測定箇所によって盛
土高が異なることから鉛直全応力σは83～115kN/m2の
範囲であり、それから間隙水圧uを減じた有効応力
（σ -u）は、鉛直全応力の0.44～0.65倍であった。つま
り、間隙水圧の発生によって、有効応力が全応力の
1/2程度までに抑えられたことがわかる。この抑制レ
ベルは、載荷速度（盛土施工速度）や土の透水性に支
配されると考えられるが、これらの条件がいずれの測
定箇所でも大きく変わらなかったため、全て1/2程度
の有効応力の抑制となったと考えられる。
　既報2）において、試験施工箇所の盛土材料の強度特
性を検討しているが、少なからず有効せん断抵抗角を

σ u
(σ-u )/σ

表－2　実測された最大間隙水圧と鉛直応力の関係

図－6　東の里試験施工（1次盛土）のe-logp関係

図－7　東の里試験施工（1次盛土）のmv-logp関係

表－1　盛土の含水比、締固め特性および現場透水係数
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る。堤防盛土内の間隙水圧発生メカニズムを模式的に
表すと図－9の通りである。すなわち、掘削発生土が
含水比の高い高塑性な粘性土であるため、良質土との
混合により物性の改善を行っても、最適含水比より湿
潤側で施工せざるを得ないことから、比較的飽和度の
高い盛土となり、その結果として盛土内に浸潤面が形
成される。この浸潤面より下方の比較的飽和度の高く
透水性の低い領域に盛土荷重が作用し、この領域の非
排水（あるいは非排水に近い）圧縮が発生したもので
ある。
　ただし、長期的には、降雨・融雪水の浸透や基礎地
盤の圧密排水の浸潤が影響することも考えられる。こ
の点については、長期的な観測結果を待って改めて報
告したい。
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有した材料であり、この程度の有効応力の抑
制は、盛土の安定性に大きく影響を与えると
思われる。今後、当該盛土材料のせん断強度
特性やすべり安定性などを詳細に検討する必
要がある。
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を明らかにするために、盛土内最大間隙水圧（表－
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密試験結果（図－6と図－7）を用いた。図－8に鉛直
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　最後にまとめとして、千歳川遊水地において盛土施
工中に確認された盛土内間隙水圧の発生メカニズムに
ついて、間隙水圧挙動および盛土材の物性から考え
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図－9　堤防盛土内間隙水圧の発生メカニズムの概念図

図－8　鉛直応力と盛土内最大間隙水圧の関係
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