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１．はじめに

１．１　背景と目的

　北海道のような寒冷地に広く分布する泥炭地盤は、
高有機質で極めて圧縮性が強く、工学的に特異な性質
を有しており、過去、北海道で発生した大規模地震で
は、泥炭地盤上に構築された盛土に甚大な被害が生じ
ている。中でも1993年釧路沖地震では、盛土（河川堤防）
が泥炭地盤にめり込み沈下し、地下水位以下となって
液状化し、被害が拡大したと推測されている（写真－

１）１）。
　また、2011年東北地方太平洋沖地震でも、東北地方
整備局管内の北上川や阿武隈川、鳴瀬川等で軟弱地盤
上の河川堤防が盛土自体の液状化が原因と思われる被
害を受けた（写真－２）２）。
　盛土の基礎地盤の液状化は従来から想定されてお
り、種々の対策工が提案されている例えば３）が、軟弱地
盤上の盛土自体の液状化現象に関して、その詳細な発
生メカニズムや盛土の地震時挙動については未だ不明
瞭な点が多く、その対策工についても確立されていな
い。
　筆者らは、泥炭地盤上の既設盛土の耐震補強法につ
いて検討を進めている４）。その中で、地震時の盛土内
水位に着目し、盛土内水位の高低が泥炭地盤上盛土の
地震時挙動に及ぼす影響を調査すべく、一連の動的遠
心力載荷模型実験を行ったので、ここに紹介する。

１．２　想定される被災メカニズムと被災事例

　粘土や泥炭はいわゆる液状化は生じない地盤材料で
ある。ところが、粘土や泥炭等の軟弱地盤上に盛土を
構築した場合、時間経過に伴い軟弱地盤が相当量圧密
沈下し、盛土が軟弱地盤にめり込むことで、盛土下部
が凹状になる（図－１）。この圧密沈下の過程で、盛土
下部の密度低下や拘束力の低下が生じると考えられる
５），６）。また、盛土材料が軟弱地盤にめり込んだ領域（以
下、「沈下盛土層」とする）が地下水位以下に飽和した
状態となる。盛土が、液状化が生じやすい材料（砂質
土等）で構築されている場合、この領域が地震時に液

状化することにより、せん断強度を失い、大規模な変
状が生じると考えられる。
　1993年の釧路沖地震において、泥炭地盤上の十勝川
統内地区堤防に著しい変状が生じた（写真－１・図－

２）１）。天端および堤外側の法面上部が２～ 3.5m沈下
するとともに、のり尻付近が側方に流動し、堤防には
大きな開口亀裂が確認された。被災後の調査結果によ
ると、基礎地盤表層は液状化しない泥炭地盤であった
が、のり尻付近に噴砂の痕跡が確認された。当研究所
の調査１）および佐々木７）は、災害調査での液状化の痕
跡は、盛土底部の飽和領域が液状化したものと推測し

写真－１　1993年釧路沖地震における

河川堤防（十勝川統内築堤）の被災状況１）

写真－２　東北地方太平洋沖地震における

河川堤防（鳴瀬川）の被災状況２）
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図－１　泥炭地盤上の盛土の液状化のイメージ

表－１　実験条件一覧

図－３　模型断面図（単位 mm）（奥行き200mm）

図－４　入力加速度波形（ケース１）

図－２　十勝川統内地区築堤の断面（釧路沖地震）

　使用した盛土材（上部盛土および沈下盛土層）は北海
道内で採取した山砂である。試料の主な物性値を表－

２に示す。基礎地盤材として使用した泥炭は、園芸用
ピートモスとカオリン粘土を１：１で混合し、初期含
水比600％に調整したものである。なお、園芸用ピー
トモスは、60℃で乾燥させた後、0.85mm以下に粉砕
したものを用いた。作製した泥炭の主な物性値等を表

－３に示す。表中の含水比は後述する基礎地盤作製の
過程で予圧密等を行った後の値である。
　ケース１を例に図－５に実験の手順を示す。泥炭層

ている。なお、被災後の地盤調査ではあるが、盛土内
水位は基礎地盤（地表面）より高く、地下水位以下に盛
土材料が存在していたことが確認されている。

２．実験手法および実験条件

　表－１に実験条件一覧を、図－３に模型断面を示す。
なお、ケース１、２の模型断面は同一である。ケース
１は被災事例の再現を目的としたケースで、盛土内水
位が高いケースである。ケース２はケース１に対し盛
土内水位を下げたケースである。ここで、各ケースの
盛土内水位は加振直前に水圧計で計測した水圧から算
出し、ケース１はケース２より実物換算でおよそ70cm
水位が高くなっている（盛土内水位の形成方法は後述
する）。なお、表中の入力加速度は土槽底部に設置し
た加速度計（図－３参照）で計測された加振加速度を実
物換算した値である。ケース１における入力加速度波
形を図－４に示す。
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下部に排水層として、空中落下法により相対密度 Dr
=90％の砂層（豊浦砂）を作製する。砂層は、土槽下部
からポーラスストーンを介して脱気水を供給し飽和さ
せた。次いで、作製した泥炭を土槽に投入した後、遠
心場（50G）で泥炭層を自重圧密させた。次に、重力場
において、ベロフラム式エアーシリンダーを用いて、一
次元圧密を実施した。順次、圧力を上げていき、最終
圧密圧力は20kN/m2とした。一次元圧密終了後、遠心
場（50G）において、盛土相当の荷重で圧密を行った。
　以上の手法で泥炭地盤を作製した後、沈下盛土層を
作製する。なお、既往の実験４）では、加振時において
沈下盛土層の過剰間隙水圧発生量が限定的であったこ
とを踏まえ、本実験では沈下盛土層の作製方法を変更
している。
　沈下盛土層は、所定の形状に泥炭地盤を掘削し、掘
削箇所に水の50倍の動粘性度を持つシリコンオイルを
供給した後、そこに水中落下法により盛土材（山砂）を
締固め度 Dc≒78％（相対密度 Dr≒35％）で投入した。
実際の盛土は、基礎地盤の圧密の過程で盛土底部の密
度や拘束力が低下することが指摘されている７）。実験
ではその状態を模擬し、かつ実験上、盛土底部の液状
化による被害を顕著にするために、沈下盛土層が液状
化しやすい状況とした。
　沈下盛土層を作製した後、別途所定の締固め度（含
水比は20％とした）で作製した凍結盛土を沈下盛土層
上に設置し、融解させた。
　ケース２に関してはここで模型の作製は終了とな
り、遠心場（50G）で加振を行う。一方、ケース１に関
しては、盛土内水位形成過程に入る。
　シリコンオイルを地表面から盛土高さの半分（50
mm）まで供給し（図－６（a））、真空槽内で脱気するこ
とで盛土内にシリコンオイルを供給した（図－６（b））。
この時、模型を観察しながら徐々に負圧を作用させ、
最終的な負圧は－90kPa とした。－90kPa の負圧作用
時間は12時間程度である。その後、遠心場（50G）にお
いて、電磁弁を操作することで、泥炭地盤に埋め込ん

g/cm3 A-c g/cm3 %
50%

mm %
2.671 1.468 25.6 0.267 5.8

g/cm3 % m/s %
1.991 260 290 2.71 2.07E-07 50

Dr=90%)

=

50G

20kN/m2

50G

Dc=85%

50G

Dc 78%

表－２　盛土材（沈下盛土層含む）の物性値

図－５　実験手順（ケース１の例）

図－６　盛土内水位形成過程（単位：mm）

表－３　基礎（泥炭）地盤の物性値等
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だ排水パイプを介して、シリコンオイルを土槽下部か
ら排出し（図－６（c））、その後盛土内に水位が形成さ
れた状態（図－６（d））で加振を行った。なお、シリコ
ンオイル排出終了のタイミングは盛土周辺の水位が基
礎地盤面（地表面）に達した時（カメラで確認）とし、盛
土内の水位高さは、間隙水圧計の値により確認した。

３．結果と考察

３．１　模型実験後の観察

　写真－３に両ケースの加振前後の状況を示す。模型
内に作製したメッシュからは、どちらのケースも天端
が沈下し、のり面がはらみ出す傾向が確認されるが、
ケース１で顕著に現れている。水位が低いケース２の
盛土の変状は全体的に小さく、加振前の盛土の形状を
保っていることが伺える。上面から観察すると、ケー
ス１では天端、のり面ともに大きな亀裂が生じている。
ケース２は天端に亀裂が生じているが、のり面の亀裂
は限定的である。また、のり尻付近に着目すると、ケ
ース１はケース２と比較し、水分を多く含んでいるこ
とが確認される。
　次いで、被災事例の再現を目的としたケース１に関
して、より詳細に考察する。図－７はケース１の加振
後に、重力場においてレーザー変位計により計測した
地表面の形状を初期形状に重ね合わせた図である。図
中には加振直前に間隙水圧計で計測した水圧から得た
盛土内の水位線を参考に示している。この図より、加
振により盛土天端が沈下し、のり面がはらみ出し側方
に流動している様子が確認できる。また、天端および
のり面に生じた亀裂に着目すると、その方向は鉛直方
向であることがわかる。これは、盛土底部（直下）が液
状化することで、上部盛土が自重により鉛直方向に落
下（沈下）したためだと思われる。このような変状は先
述した1993年釧路沖地震による河川堤防被害でも見ら
れており、本ケースにより泥炭地盤上盛土の地震時破
壊モードを再現できたと言える。

３．２　盛土の変形量

　地震動による盛土の変状に関して、より定量的に把
握するために、両ケースの加振による盛土の鉛直変位
およびのり尻の側方変位を図－８に示す。なお、鉛直
変位は、天端中央とのり肩に設置したレーザー変位計
により遠心場（50G）で計測された値で、のり尻の側方
変位は加振後に重力場（１G）で測定した値である。な
お、変形量は実物換算（50倍）した値で示している。

写真－３　加振前後の状況

（a）加振前  （b1）、（b2）ケース１  （c1）、（c2）ケース２

図－７　加振前後の盛土形状比較（ケース１）
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２は56kPa とした。
　図より、沈下盛土層では両ケースとも同じ挙動を示
している。加振開始直後より過剰間隙水圧が急激に発
生し、過剰間隙水圧比で0.87以上に達していること、
加振が終了（図中0.6sec 程度）した後は徐々に過剰間隙
水圧が消散していくことが確認できる。本実験におい
て、沈下盛土層は液状化もしくはそれに近い挙動をし
ているものと判断できる。
　上部盛土では、盛土内水位が低いケース２は加振中
に過剰間隙水圧が生じておらず、水位は P6の位置よ
り下に存在していることがわかる。一方、ケース１は
加振開始後しばらく経過した後に過剰間隙水圧が発生
していることから、ケース１は、加振時にはP6付近（P6
より若干低い位置）に水位が形成されていたものと思
われる。この結果は、地震による過剰間隙水圧の発生
に伴い、盛土内水位が上昇し得ることを示している。
また、ケース１に生じた上部盛土の過剰間隙水圧比は
最大で0.15程度であるが、先に述べた通り両ケースの
沈下盛土層が共に液状化していると考えると、上部盛
土に生じた過剰間隙水圧（およびそれに伴う有効応力
の減少）が３．１、３．２で記したケース１の側方流
動を誘発したと推察される。

　この図より、天端中央の沈下量でケース２の方が大
きい結果となっているが、のり肩沈下量、のり尻側方
変位量はケース１の方が大きく、のり肩沈下量は１m
以上、のり尻側方変位量は２mとなっている（天端中
央の沈下量に関してケース１の方が小さかった理由は、
図－７で確認できるが、天端中央に残された突起を計
測したためである）。また、両ケースの比較より、盛土
内水位が高いケース１は相対的に盛土の側方変位がよ
り顕著に現れている。その盛土の側方流動のような現
象が天端の大規模なクラックを誘発したと考えられる。
　ケース１に対して水位を下げたケース２は天端中
央、のり肩の沈下量、のり尻の側方変位量はそれぞれ
75cm程となっており、変位量が同程度である。その
ため、写真－３（c1）で示したメッシュの乱れが小さか
ったと思われる。以上の結果より、盛土内水位を下げ
ることで、泥炭地盤上盛土の地震時の変形を抑制する
ことが可能と言える。
　実験後の観察や変形量の比較から、両ケースの盛土
内の水位差は実物換算で70cm程度ではあるが、上部
盛土にまで水位が形成されることで、加振後の変状に
顕著な差が確認された。被災後の変状規模は復旧規模
に直結するため、盛土の維持・管理において耐震性の
向上を図る場合、盛土内水位を十分に考慮する必要が
ある。

３．３　過剰間隙水圧

　地震時における盛土の過剰間隙水圧の発生状況を確
認するために、図－９に沈下盛土層の中央部（図－３

における P4）と上部盛土の下部（図－３における P6）
で計測した過剰間隙水圧を、有効上載圧で正規化した
過剰間隙水圧比の経時変化を示す。有効上載圧は上部
盛土、沈下盛土層の密度、水位、地盤内応力分散を勘
案し、P4の位置で、ケース１は68kPa、ケース２は
73kPa とし、P6の位置で、ケース１は54kPa、ケース

図－８　各計測箇所における盛土変形量

図－９　過剰間隙水圧の発生状況

（a）沈下盛土層（P4）、（b）上部盛土（P6）
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　ここで、図－９（b）のケース１において、加振が終
了（図中0.6sec 程度）した後に過剰間隙水圧比が0.15程
度のピークを得ているが、通常、加振中より加振後に
盛土内応力が増加することは考えられないため、加振
後も基礎地盤面より上の盛土が振動していたためと推
測される。今後、より詳細にデータ調査し、原因を特
定したい。

４．まとめ

　泥炭地盤上に構築された盛土を対象とし、盛土内水
位の高さを変えた一連の動的遠心模型実験を行った。
本実験により得られた主たる結論は以下の通りである。

（１）　盛土内水位が高い状態で加振実験を行うこと
で、過去の大規模地震による泥炭地盤上盛土の
破壊モードを再現することができた。

（２）　盛土内水位を下げることで、地震時の盛土の変
形を抑制することが可能である。

（３）　泥炭地盤上盛土の地震時側方流動は、基礎地盤
面より上方の盛土内過剰間隙水圧発生（および
それに伴う有効応力の減少）に起因する可能性
がある。

　今後はこれら実験結果を踏まえ、泥炭地盤上盛土に
対する具体的な耐震対策手法に関して実験的検討を進
めていく。
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