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石狩川水系旧美唄川の支川である第二幹川左岸において平成24年に堤防変状(亀裂)が確認さ
れた。変状後の調査結果より、変状原因については盛土に伴う堤外側への側方移動と推定され、
平成25年度施行の工事にて対策として、堤内側への引堤にて対策を実施し完了している。本論
文は、変状から対策工までの一連の検討経緯及び対策についてまとめたものである。
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1. はじめに
北海道には約2,000km2に及ぶ泥炭地が分布していると
いわれており1)、北海道総面積の約2.4％に相当している。
石狩地方の典型的な泥炭性軟弱地盤では、泥炭層の厚さ
は3～5m程度でその下の土層は軟弱粘土層から成ること
が多い。本論文で紹介する第二幹川は石狩川水系旧美唄
川の支川であり、泥炭層の下に軟弱粘土地盤を有する石
狩地方の典型な泥炭性軟弱地盤であり、既設堤防はパイ
ルネット工法にて基盤処理を行った上に堤防盛土を施工
している。

図-2-1 1 次排土(計画高水位より上部の盛土を撤去)

2. 変状経緯
「平成23年度施行（ゼロ国）石狩川改修工事の内 第
二幹川上流築堤外工事」において、堤防断面の完成化に
向 け て 、 平 成 24 年 7 月 24 日 よ り 盛 土 ( 盛 土 延 長
L=123m(SP1485～SP1608))を開始し、8月9日に盛土が完了
したが、13日後の8月22日に堤防天端に最大幅240mm、
段差390mmの亀裂が約100mに渡って確認された(図-1)。
そのため、応急的な対応として、9月14日に1次排土(計
画高水位より上に施工した盛土の撤去)を行ったが変位
に収束が見られなかったため、9月27日に2次排土(計画
高水位－1.2mまで撤去)を行い、2次排土後は変位が収束
した。(図-2-1、図-2-2)

図-2-2 2 次排土(計画高水位－1.2m までを撤去)

3. 変状原因推定
3.1 変状時のデータの整理
変状原因の推定のために下記の手順で新規調査及び変
状時のデータの整理を行った。
①新規地質調査による地盤定数の見直し(図-3-1、図
-3-2)
②施工中の間隙水圧の状態(図-4)
③変位杭の挙動(図-5)
① 新規地質調査による地盤定数の見直し
調査はオランダ式二重管コーン貫入試験を行い、盛土
施工前(H21)と盛土の調査結果と比較した。コーン指数
(qc(KN/m2)) は調査誤差程度の変化しか見られず、地盤定
数について見直す点は見つからなかった。

図-1 変状時の様子
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図-3-2 オランダ式二重管コーン貫入試験結果
(左図)堤体
(右図)堤外法尻

図-3-1 土質調査位置

H24.8.22 変状(亀裂)確認

図-4 施工中の間隙水圧(上図:間隙水圧計配置図、下図:間隙水圧)

② 施工中の間隙水圧の状態
施工中の間隙水圧について図-4に示す。変状が起きた
堤外側法肩(B-9)では盛土施工期間中(7月27日～8月9日)は
上昇しているものの、急激な上昇は見られず、施工後
徐々に上昇している。また、堤外側素地盤においては8
月20日の日雨量30mmを超える雨によって、間隙水圧が
急激に上昇し、8月22日に破壊に至っていることから、
間隙水圧の上昇による堤外素地盤の緩みが変状の一因と
考えられる。
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③ 変位杭の挙動
堤外側に設置した沈下杭及び側方変位杭の観測結果を図
-5-1、図-5-2に示す。一般的な施工中の管理方法である
松尾･川村の方法1)によれば施工中の変位については、安
定状態であったことが分かる。沈下については変状の起
きた堤外側法肩において排土をはじめた9月14日まで一
貫して進行しているのが確認できる。側方変位杭につい
ては、変位杭①(堤外側法尻)、変位杭②(低水路)が堤外
側へ変位していることが確認できる。このことから、堤

図-5-1 松尾･川村の方法 S～σ/S 管理図

H24.8.22 変状(亀裂)確認

図-5-2 変位杭の観測結果(上図:沈下量、下図:側方変位量)
外ステップ法肩部で沈下したものが堤外側へ側方変位し
ているものと推察される。

間隙水圧をモニタリングしながら
盛土施工【H24】
ドレーン工
(H22.5施工）

変状時のデータを整理した結果より、変状の原因につ
いては、盛土、降雨による間隙水圧の上昇によって、堤
体及び堤外側素地盤の不安定化を招き、堤外側へ側方移
動したことが変状要因と推定される。また、亀裂発生位
置については、既設堤防盛土の基礎処理として行ったパ
イルネット工と無対策部との境界にあり、両者の沈下差
によって亀裂が生じやすくなっていたことも原因と考え
られる(図-6)。

4. 対策工検討
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ドレーン施工の効果があり、
間隙水圧の上昇はある程度抑制
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3.2 変状原因の推察

⑧新規盛土施工に伴う荷重増加
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図-6 変状のメカニズム

いても安全率Fs≧1.25を満足していることから、評価の
手法としては下記の通り変更する。
次項より、変状原因に基づいた対策工の選定を行うが、 ①安全率の見直し
すべり破壊に関する安全率については、堤防盛土の
対策工の評価方法として盛土のすべり破壊による評価が
安全率(Fs≧1.25)ではなく、変状原因の一因と推察さ
一般的である。下記に一般的に使用する分割法について
れる側方移動に対する安全率(Fs=1.5)1)を満足するよ
示す。
うに対策工を設定する。

②
すべり破壊に対する安全率だけでは変状の挙動を表
(Cu  l＋W cosα tanΦu )
(1)
Fs 
現できないため、弾粘塑性FEM解析にて変状時の解
W  sinα
析を行い挙動が再現できたため(図-7)、対策工施工
時について解析を行い、無体作時、対策実施時の発
ここで Fs :安全率、 Cu :仮想すべり面における土の粘
生するひずみについて比較を行う。
着力(KN/m2)、Φu :仮想すべり面における土のせん断抵
以上、2点について、解析を行い、対策工について選定
抗角(°)、W :土の細片の全重量、 l :土の細片部のすべ
を行った。
り面長さ、α:細片部のすべり面の傾斜角(°)である。
安全率においては、河川堤防における安全率はFs≧1.25
4.2 対策工の選定について
を満足するように設計を行うが、既往土質調査結果にお

4.1 評価手法について





図-7 FEM 解析による変状時の挙動再現(現状築堤法線)
引堤法線

地盤改良範囲

図-8 対策工標準図
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現状築堤法線

図-9 FEM 解析による対策工(引堤法線)の検討(上図:引堤のみ、下図:深層混合処理工法実施時)
対策工の選定にあたっては、下記の点に留意して工法
を選択した。
①堤外側への側方変位を起こしているため、堤内側へ
対策工を実施する。
②盛土施工時にドレーン工が設置しており、間隙水圧
対策がされていたが、変状を起こしたことから、対
策工については、排水対策ではない対策工を実施す
る。
③パイルネット工との境界部における沈下差が変状の
一因と考えられるため、境界部の沈下差を解消でき
る工法とする。
以上の点について留意し検討を行った結果、対策工に
ついては、緩速載荷工法では基礎地盤の強度増加が見込
めず、不十分であるため、鋼矢板や地盤改良により、側
方流動を抑制する工法が必要と考えられる。
また、矢板工法では軟弱層が厚く、矢板長が非常に長
くなってしまうことや、施工時に堤外側に作業ヤードの
制約がある。結果として、深層混合処理工法による対策
を行い、現況築堤法線よりも6.9m堤内側へ引き堤を行っ
た場合には、堤外側へ新規に盛土行わずに堤防断面の完
成化できることが分かった(図-8)。6.9m引き堤のみ場合
と、深層混合処理工法を行った場合の解析結果について
図-9に示す。対策工実施後はひずみが小さくなっている
ことが確認できた。

実施済みである。対策工後の状況として、H26.12時点に
おいて、パイルネットとの境界部において、亀裂が生じ
ていないことから、経過は良好であると考えられる。

5. まとめ
泥炭性軟弱地盤における変状事例より、検討、対策工
においては下記の点について留意が必要なことが分かっ
た。
①過年度にパイルネットなどの軟弱地盤対策工を実
施している箇所については、対策工実施箇所と未
実施箇所の境界にて沈下差による亀裂差が生じや
すいため、亀裂を生じさせないための対策が必要。
②盛土施工終了後も間隙水圧が上昇しているため、
盛土終了後においても定期的な観測が必要。
また、本論文で紹介した事例ではすべり破壊に対する
安全率は満足していたが、破壊に至っている。現行の設
計では多くの単純化、理想化及び仮定が含まれているた
め、すべり破壊を事前に予測することは難しい。しかし、
施工に伴う地盤変形や乱れ等の不確定性を前提とした計
測計画を立て、施工管理を確実に行う必要がある。今後、
パイルネット工を既に行っているような現地条件がある
場合の施工中の挙動等を予測出来る計算モデル等を用い
て検討を行う必要があると思われる。
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4.3 対策工の実施状況について
対策工については「平成25年度施工 石狩川改修工事
の内 第二幹川築堤工事」にて、検討結果に基づき対策
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