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 北海道横断自動車道阿寒釧路間(L=17km)は、全区間の約75％が泥炭性軟弱地盤上の盛土区間

で38基のボックスカルバートが計画されている。しかし、指針改訂に伴い従来のプレロード工

法では支持力不足となることが課題となり、解決策として「プレロード＋カルバート基礎補強

工法(ジオシンセティックス使用)」を支持力の不足するボックスカルバートで計画した。 

本論文は、本線施工箇所でのカルバート背面盛土時の動態観測とFEMの再現結果を報告する。 
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1.  はじめに 

北海道横断自動車道「阿寒ICから釧路西IC間（L＝
17km）」は、釧路市阿寒町下舌辛から釧路市市街地近

郊を結ぶ高速自動車国道で、全区間の約75%が平野部の

盛土区間となり、盛土部には道路28基・水路10基の全

38基のボックスカルバートが計画されている（図-1）。 
平野部の地盤は、表層部に泥炭層（層厚1～3m程度）

が分布し、砂層（層厚5～10m程度）を挟在し、下層部

にはシルト質粘性土層（層厚10～25m程度）が分布する

層厚15～40m弱の泥炭性軟弱地盤が形成されている。 
当該地盤を形成する泥炭は、道央地域に分布する石狩

低地帯と比較して、層厚が薄く（t=1～3m）、間隙比と

含水比が小さい（e=3～15，w=100～500%）傾向にあり、

さらに少雪低温地域のため未分解の繊維質を呈している。

このため、載荷盛土による圧密沈下速度が速く、比較的

迅速な地盤の強度増加が期待できる載荷重工法（プレロ

ード工法・サーチャージ工法）に適した地盤であるのが

特徴である。 
しかしながら、平成21年度「道路土工-カルバート工

指針」改訂により、地盤の許容鉛直支持力度は，カルバ

ート底面地盤の極限支持力の1/3（常時安全率3）を満足

させることが明記され、軟弱地盤上にボックスカルバー

トを構築する際の基礎地盤対策としては、従来のプレロ

ード工法による対策では支持力を確保できなくなった。 
これにより、基礎地盤対策として、従来のプレロード工

法よりも大幅にコストが高い固結工法による地盤改良が

必要となることが懸念された。 
そこで、建設コスト縮減を念頭にした基礎地盤対策工

として、従来の「プレロード工法」（不同沈下・基礎地

盤の強度増加対策）に「カルバート基礎補強工法」（支

持力対策）を組み合わせた新たな基礎地盤対策について、

有識者会議による協議を交え検討することとなった。 
ここで、「カルバート基礎補強工法」とは、中詰材の

砕石をジオシンセティックスで巻上げ盤状構造としたも

ので、平成 28年度の報告1)では、本工法のフィールド試

験とその結果を踏まえ本施工（本線での試験施工）採用

に至った結果について報告した。このフィールド試験は、

上載荷重を大型土のうで代用して行った試験施工で、本

工法により上載荷重を低減させる可能性があることが示

唆された。 

そこで、本施工では、その効果等の確認を目的として、

本工法を採用した No.2，No.4 ボックスカルバート箇所

において動態観測を実施している。 

今回、図-1 に示す No.2 ボックスカルバート箇所では、

躯体構築から本線天端までの盛土の施工が完了したこと

から、施工時の動態観測結果と FEM による再現解析を

行ったので、その結果について報告する。 
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図-1  動態観測箇所図（阿寒釧路間） 
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図-3 カルバート基礎補強工法の補強効果 

張出幅 

図-4 基礎補強体の張出幅の概念図 

2.  カルバート基礎補強工法の原理 

カルバート基礎補強工法とは、軟弱な基礎地盤上に、

中詰材（砂利・砕石）と高強度の補強材（ジオシンセテ

ィックス）を用いて立体的かつ盤状に形成した合成部材

（基礎補強体）を敷設することで、上載構造物の荷重分

散幅を拡げ、かつ、中詰材と補強材によりせん断抵抗を

増加させることによって構造物の基礎地盤対策とする新

たな工法である。ジオシンセティックスとは、ジオテキ

スタイルやジオグリッド等の補強材の総称であり、以下

「補強材」と呼ぶ。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、本工法は「ジオグリッド工法」ガイドライン2)

および「地盤補強技術の新しい適用」－他工法との併用

技術－3)に示されている｢マットレス工法｣を応用したも

ので、その補強効果としては，下式に示すように、①中

詰材のせん断抵抗効果（中詰材のせん断抵抗力S）、②

補強材による引き上げ効果（補強材の引張力T），③上

載荷重の荷重分散効果（分散荷重p）が期待できるもの

である（図-2，図-3）。 
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3.  基礎補強体の張出幅と課題 

昨年度実施したフィールド試験では、載荷端部からの

張出幅を載荷幅B/2の2倍，3倍を確保した基礎補強体

（合成部材）を構築することで（図-4）、基礎補強体下

面の支持地盤に作用する荷重を低減させる効果があるこ

とが示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このフィールド試験の結果は、張出部に盛土を載荷し

ていない状態での結果であり、張出部に盛土を載荷した

場合における効果については、これまで確認されていな

かった。 

今回、本施工（本線での試験施工）において動態観測

を実施しているNo.2ボックスカルバート箇所では、本線

天端までの盛土の施工が完了している。No.4ボックスカ

ルバート箇所については、カルバート頂版高さまでの盛

土を施工している（天端までの盛土は未実施）。 

そこで、張出部に盛土を載荷した状態における本工法

の有効性について、盛土施工が完了したNo.2ボックスカ

ルバート箇所における動態観測結果により確認するもの

とした。また、その結果を踏まえたFEMによる再現解析

を行い検証するものとした。 

次章でNo.2ボックスカルバート箇所での動態観測結果

について報告する。 

図-2 カルバート基礎補強工法の概念図 
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← 終点側 
起点側 → 

写真-1 カルバート基礎補強工の施工状況 
(No.2ボックスカルバート:2016.7.27撮影) 

← 終点側 
起点側 → 

写真-2 躯体および盛土の施工状況 
(No.2ボックスカルバート:2017.12.1撮影) 

張出幅：3・B/2 
=3×3.2=9.6m

張出幅：3・B/2 
=3×3.2=9.6m

【載荷幅】 
B=6.4m

基礎補強体 

CL 
↑ 

終点側 

起点側 
↓

図-5 カルバート基礎補強工法の平面図 

(No.2ボックスカルバート) 

4.  本施工での動態観測結果 

本線天端までの盛土の施工が完了したNo.2ボックスカ

ルバート箇所での動態観測結果について報告する。 
4.1  基礎補強体の対策規模 
当該箇所のカルバート基礎補強工法の対策規模は、平

成28年度の報告のとおり、フィールド試験結果を踏ま

えた検討により｢基礎補強体の張出幅3倍（厚さ55cm），

補強材の引張強度20kN/m｣を採用しており、本線プレロ

ードによる沈下収束が完了した後のプレロードを撤去し

た地盤 (表-1）に、図-5，図-6に示す範囲で構築している。  
この補強材の引張強度は、カルバート設計荷重に対す

るすべり計算を行い、所定の安全率Fs≧1.20を満足する

強度に設定している。また、基礎補強体の張出幅や厚さ

については、フィールド試験で確認された荷重低減率を

用いて支持地盤に作用する分散荷重を求めて支持力計算

を行い決定している。このときの地盤強度については、

設計時に素地盤の粘着力(C=19.5kN/m2)からプレロード

後の粘着力(C=52kN/m2)を推定4)して決定し、その後、

プレロード完了後に原位置試験等で得られた粘着力

(C=56kN/m2)により最終的な対策規模を決定している。

表-1に現地におけるプレロード前後の試験結果を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  動態観測の計測項目と施工状況 
基礎補強体を構築する際には、動態観測を行うための

計器を設置しており、その計測項目は、①土圧計による

基礎補強体の下面に作用する鉛直土圧の計測、②基礎補

強体の下面に貼付したひずみ計によるひずみ発生状況の

計測、③沈下板による上載荷重による荷重直下および周

辺地盤の沈下量の計測である（図-6）。 
また、当該箇所の施工状況を写真-1（基礎補強体の構

築完了時の状況）および写真-2（躯体および盛土の施工

状況）に示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表-1 当該箇所の地盤特性(プレロード前後) 

図-6 動態観測の計器設置断面図 
(No.2ボックスカルバート) 



Masaya Tabuse,Tetuya Yuuki,Masayoshi Tanaka 

図-9 断面方向の土圧計測位置 

図-10 基礎補強体に作用する上載荷重 

(b) 

図-7 沈下･土圧の経時変化 

 

(a) 

4.3  動態観測結果 
(1) 沈下量の計測結果 
図-7(a)にカルバート背面盛土施工時の沈下量の推移、

図-8(a)に各施工段階のボックスカルバート断面方向の沈

下状況を示した。 
カルバート基礎補強工法の施工箇所では、事前にプレ

ロードを実施して圧密沈下により発生する残留沈下量を

最終沈下量に対して10cm以下とすることをプレロード

撤去の判定基準として施工を行っているが、実際には、

図-7(a)，図-8(a)に示すように、最終盛土完了後の沈下量

(12/1計測データ)は、基礎補強体の載荷中央部で9cm程

度、張出部で12～13cm程度発生した。 
この沈下の発生については、各段階の沈下の推移が盛

土施工直後に短時間で収束状態になっており、最終盛土

完了後からは増加傾向にないことより、上記沈下の大部

分はプレロード撤去時に発生したリバウンド量によるも

のと推察される。 
これより、カルバート基礎補強工法の施工に際しては、

｢プレロード除荷時に計測しているリバウンド量｣≒｢施

工時の上げ越し量｣として構築することも検討されたい。 
 (2) 土圧の計測結果 
図-7(b)に施工時の土圧の推移、図-8(b)に各施工段階の

ボックスカルバート断面方向の土圧の状況を示した。こ

れらの土圧計については、図-9に示す基礎補強体の底面

部にて計測を行った。 
カルバート基礎補強工法の基礎補強体に作用する躯体

自重および土被り圧(σ=γt･h) の上載荷重（単位面積当

たりの荷重）については、図-10に示すように躯体幅分

を「カルバート領域」､それ以外を「盛土領域」とする2
つの検討領域に区分して考えている。 
土圧計測の結果、最終盛土完了後の基礎補強体下面に

作用する土圧(12/1計測データ)は、図-8(b)に示すように

載荷中央部で58.5kPa(=kN/m2)となっており、図-10に示

す設計時の上載荷重88.5kPaと比べると30.0kPa小さな

値を示している。一方、張出部の中央部(センターから

7.8m地点)における下面土圧は、図-8(b)に示すように最

大215.7kPaを示しており、図 -10に示す上載荷重

140.4kPaと比べると75.3kPaも大きな値を示す結果が得

られた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 

(b) 

(c) 

【載荷中央】 
58.5kPa 

図-8 断面方向の沈下･土圧･ひずみ計測結果 

145.4kPa 

【張出部中央】 
215.7kPa 
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解析ケース モデル 剛性E(kPa)

ケース1 1.0E+06

ケース2 1.0E+15

ケース3 1.0E+06

ケース4 1.0E+15

トラス要素

梁要素

表-3 ジオシンセティックス解析条件一覧 

これら土圧について、設計時の上載荷重と基礎補強体の

下面土圧 (土圧計の計測値) の関係を図-11に示した。 

これより、張出部の下面土圧は、盛土載荷による上載

荷重に比例して増加する傾向にあり、その値はセンター

から4.7m地点で上載荷重よりも約5％増加、センターか

ら7.8m地点で約60%増加した鉛直荷重が作用している。

この要因については、今後検討していく予定としている。 
一方、載荷中央部の下面土圧は、躯体構築後の盛土開

始前の状態の時には上載荷重よりも約63%低減された値

を示し、フィールド試験で確認された低減率60%と同等

の効果が確認されていた。その後、基礎補強体の張出部

の盛土載荷に伴い、下面土圧は増加傾向となったものの、

最終的には荷重が低減された状態を保持し、盛土完了後

においては、上載荷重よりも約34%低減された値を示す

結果となった。 
以上より、カルバート基礎補強工法は、躯体構築後、

基礎補強体の張出部に盛土を載荷した状態においても、

カルバート領域における支持地盤に作用する荷重を低減

させる効果があるものと考えられる。ただし、載荷中央

部での荷重低減率は、フィールド試験で得られた値の

1/2程度になった。 
(3) 補強材のひずみ計測結果 
図-8(c)に各施工段階のボックスカルバート断面方向の

補強材のひずみ状況を示した。 
これより、基礎補強体の張出部の盛土施工前までは、

躯体端部直下に引張側のひずみが作用し、その外側の張

出部では圧縮側のひずみが確認でき、躯体部分(カルバ

ート領域)が基礎補強体にぶら下がるようなひずみ状態

(基礎補強体が下に凸の形状)になっていた。 
しかし、張出部の盛土載荷に伴い、基礎補強体のひず

み状態は変化し、盛土完了後においては、沈下の進行に

伴い躯体直下で圧縮側、その外側の張出部では引張側の

ひずみが確認でき、盛土施工前とは真逆の基礎補強体が

躯体部分で上に凸となるような形状のひずみ状態となっ

ていることが推察できる。 

5.  FEMによる再現解析結果 

前章の動態観測結果で確認された沈下・土圧の挙動を

再現し、本工法の対策効果等について検証することを目

的に、FEMによる再現解析を行った。解析は、躯体構築

から背面盛土完了までの施工工程を反映させ、各段階で

検討を行った。表-2にFEM解析で設定した地盤定数を示

した。 

ジオシンセティックスは通常、引張に対する剛性のみ

を考慮する材料である。しかし、カルバート基礎補強工

法は、中詰材の砕石をジオシンセティックスで巻上げた

盤状構造である。このため、カルバート基礎補強工法の

ジオシンセティックスは、ジオシンセティックスを単独

で敷設した場合とは異なる挙動を示す可能性がある。 
つまり、従来の解析モデルでジオシンセティックスを

引張剛性のみでモデル化することは非常に困難であるこ

とから、本解析では、ジオシンセティックスを①引張剛

性のみを考慮した材料（トラス要素）の場合と、②引張

剛性、せん断剛性および曲げ剛性も考慮した材料（梁要

素）の場合の2ケースを想定した。 
また、カルバート基礎補強工法は、上載荷重の増加に

よって、砕石が締め上がり剛性が増加することが想定さ

れる。このため、剛性の違いによる沈下量および鉛直土

圧への影響を確認するために、剛性を①E=1.0E+06kPa
と②E=1.0E+15kPaの2ケースを想定した。表-3にジオシ

ンセティックスの解析条件を示した。 

図-12(a)に最終盛土完了から1.5ヶ月経過した段階の実

測沈下量およびFEM解析より算出された沈下量を、図-
12(b)に下面土圧を示した。これより、実測沈下量は9～
13cm程度発生しているのに対し、解析沈下量は1～2cm
程度しか発生していない。これは、FEM解析ではプレ

ロードによる圧密沈下が収束した地盤をモデル化して解

析を行っているため、実測沈下量と解析沈下量の間で違

いが発生している結果となった。 
また、沈下量の横断形状に着目すると、実測値では張

出部の沈下量に対して、ボックスカルバート直下の沈下

図-11 上載荷重(設計時)と下面土圧の関係 

表-2 地盤定数一覧 
単位

体積重量
変形
係数

ポアソン
比

粘着力
内部

摩擦角
γt

(kN/m3)

E
(kN/m2)

ν
c

(kN/m2)
φ

(°)

粘性土 Ac1-U 弾塑性 15.5 38,500 0.365 56.0 25.2

粘性土 Ac1-L 弾塑性 16.5 38,500 0.340 56.0 29.0

砂質土 As1 弾性 17.0 42,000 0.300 - -

盛土 Bk 弾性 18.0 14,000 0.300 - -

砕石 弾性 21.0 102,900 0.300 - -

BOX 弾性 24.5 2.50E+07 0.200 - -

解析
モデル

土層
記号

土層名
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図-12 断面方向の沈下･土圧の比較 

(a) 

(b) 

量が小さくなっていることが分かる。これは、図-12(b)
の下面土圧の横断分布からも分かるとおり、実測値では

ボックスカルバート直下の下面土圧が大きく低減されて

いるが、FEM解析ではどの解析ケースにおいてもボッ

クスカルバート直下の荷重低減効果が再現できておらず、

上載荷重がそのまま基礎地盤へ伝達している結果となっ

ているためである。 
以上のことから、カルバート基礎補強工法の動態観測

で確認された挙動をFEMで再現するための課題として、

今後、ジオシンセティックスのモデル化（トラス要素・

梁要素）や上載荷重の増加に伴うジオシンセティックス

の剛性変化に着目したモデル化について検討を要する。 
 

6.  まとめ 

カルバート基礎補強工法の本施工 (本線での試験施工)

の動態観測結果とFEMによる再現解析結果について以下

にまとめた。なお、カルバート基礎の平板載荷試験での

支持力確認については、躯体下面（置換材や改良体上

面）で実施するのが通例である。ただし、本工法の基礎

補強体形状においては明確な評価規定がないため、ここ

では基礎補強体下面での土圧計測結果についてまとめる

とともに、その上面での支持力評価についても整理した。 
(1) 基礎補強体下面の土圧計測結果により、載荷中央部

の計測値は、盛土開始前では上載荷重よりも約63%
低減された値を示し、フィールド試験で確認された

低減率60%と同等の効果が確認されていた。しかし、

盛土完了後においては、上載荷重よりも約34%低減

された値となり、張出部に盛土を載荷した状態にお

いても荷重の低減は保持されるが、その値はフィー

ルド試験で確認された値の1/2程度になった。 
これに対し、張出部の下面土圧の計測値は、実際

の土被り圧よりも増加した値を示し、この要因につ

いては今後検討していく予定としている。 
(2) 一方、盛土完成後の支持力の評価位置については、

躯体下面で評価することが通例であるため、当該現

場においても基礎補強体の上面で平板載荷試験を実

施した。その結果、許容支持力を満足することが確

認できた。しかし、その評価については明確な規定

がないのが実情で、今後、動態観測箇所を増やして

精査していく予定である。 
(3) 現場におけるボックスカルバートの安全性の評価に

ついては、躯体や盛土の静荷重が作用した状態での

確認となるのが現状である。このため、今後、複数

箇所で動態観測を実施し、活荷重が作用した状態で

の基礎補強体，躯体および下面土圧への影響につい

て確認を行い、継続して有識者会議を開催し、当該

箇所のボックスカルバートの長期的な安全性につい

て評価していくことにしている。 
(4) 今回のFEM解析では動態観測で確認された沈下およ

び土圧の挙動を再現できなかったため、今後、FEM
で再現するための課題としては、ジオシンセティッ

クスのモデル化（トラス要素・梁要素）や上載荷重

の増加に伴うジオシンセティックスの剛性変化に着

目したモデル化についての検討を要する。 
 

7.  おわりに 

今後は、泥炭層が分布するNo.24ボックスカルバート

箇所においても今回と同様の計器を設置し、動態観測を

行う予定である。また、これまでの箇所も含めた動態観

測を継続し、本工法の問題点・課題等を整理するととも

に、対策効果やそのメカニズム等について動態観測や

FEM解析結果により確認していく予定としている。 
最終的には、有識者会議を継続的に開催し、これまで

得られた知見等をとりまとめた「カルバート基礎補強工

法の設計・施工の手引き」を完成させていく予定である。 
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