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１．はじめに 

軟弱地盤上に道路盛土を構築する際，一般的に常時のみの検討で地震時の検討は実施されない．この理由

として，軟弱地盤上の盛土では，地震によって道路としての機能が著しく低下した事例が極めて少ないこと

が背景にある 1)．換言すると，現行の設計法は地震による安全性が常時の盛土の安定検討で設定される安全

裕度に陰な形で取り込まれてきたと考えることもできる．  

しかし，昨今では 2011 年東北地方太平沖地震などの大規模地震発生の経緯を踏まえて，平成 27 年に道路

土工構造物技術基準 2) が策定された．この基準では道路土工構造物の設計は使用目的との適合性および構造

物の安定性について，個々の作用外力（常時，降雨，地震時，その他）およびこれらの組み合わせ外力に対

し，道路土工構造物の重要度に応じて，かつ求められる要求性能（性能 1～3）を満足すべきと記載された．

これは盛土構造物を設計する場合，具体的な目標性能（使用限界、修復限界、終局限界）を定めた上で，そ

の目標性能に対して検討すべき作用力を設定する必要があることを示唆している．つまり，軟弱地盤上の道

路盛土が地震動に対して変形抑制すべき性能が要求されれば，その性能を満足する軟弱地盤対策工を選定し

なければならないと考えられる．図-1 は軟弱地盤上の盛土の地震による主な被害形態を示したものである 1)．

文献 1)によると，軟弱地盤上に施工された土工構造物が大きな地震に遭遇した場合，盛土は一時的に安定性

が低下し，すべり破壊や沈下等の大きな被害が生じているとしている．ところが，盛土の被災形態は示され

ているものの，具体的な対策工については検討した取り組みは少ないと思われる．  

以上のような背景から本研究では，筆者らが提案しているグラベル基礎補強併用低改良率地盤改良 3) 上に

構築した盛土のレベル 1 およびレベル 2 地震動に対する改良効果を把握するため，動的遠心載荷模型実験を

実施した．本文では，軟弱地盤上の盛土における地震に対する対策工の設計法の提案を研究の最終目標とし

た初期段階の検討として，図-1(b)に示した地震動に伴う地盤の崩壊モードの再現と，盛土ならびに盛土周辺

地盤の変形抑制効果について詳述する．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deformation depression effect of embankment by using composite ground improvement, Hijiri HASHIMOTO, 

Hirochika HAYASHI, Osamu HATAKEYAMA and Takuya AOKI(Civil Engineering Research Institute for Cold 

Region, PWRI) 

図-1 軟弱地盤上の盛土の地震による被害 1)一部抜粋  
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２．グラベル基礎補強併用低改良率地盤改良とは 

筆者らは経済的な軟弱地盤技術である『グラベル基礎補強併用低改良率地盤改良』を提案し，試験施工に

より本工法の改良効果および設計法を整理した 3)．以下にその概要を示す．  

『グラベル基礎補強併用低改良率地盤改良』とは，軟弱地盤を柱状に固化処理する際に一般的に用いられ

る改良率（ap=30～50%）より低い改良率（ap=10%）にて改良体を盛土直下全面に配置し，その上に 0-80mm

の粒調砕石を締固め度 Dc=90%で施工した砕石層をジオテキスタイルで覆い囲んだ「グラベル基礎補強」を

併用した軟弱地盤対策技術である．盛土直下全体に改良体を低改良率で配置する ALiCC 工法 4)も浅層改良と

の併用が可能であるが、浅層部はセメント改良で浅層改良体とグラベル基礎補強では要求性能に対する照査

項目（例えば，パンチング破壊や曲げ破壊などの有無）が異なることから，本工法は ALiCC 工法と異なる改

良形式と捉えている．  

以下，本工法の特長について述べる．  

①  一般的な設計と比較して改良体の本数を大幅に低減できるため，建設コストの縮減に大きく寄与する． 

②  「グラベル基礎補強」は一定の剛性が期待できる構造体として機能するため，改良体間の不同沈下量

の低減を図ることが期待できる．  

③  「グラベル基礎補強」には盛土の安定性に寄与するせん断抵抗が期待できるため，未改良地盤の側方

流動を抑制できる．  

 以上のような特長を有する『グラベル基礎補強併用低改良率地盤改良』の常時（静的）における設計法を

筆者らは実施した試験盛土の動態観測や有限要素解析の結果に基づいて提案している 3)．しかし，地震動を

想定した動的な挙動に関しては，試験盛土の動態観測結果では十分に把握されていない．そこで，動的遠心

力載荷模型実験を実施し，理想的な条件における基礎的な動的挙動の把握を試みた．  

 

３． 動的遠心力載荷模型実験 

３．１ 実験手法および実験条件 

 表-1は実験条件一覧，図-2 a)，b)，図-3 a)，b)はケース1～7の模型断面を示す．図-4はケース2の実験土

槽底部に設置した加速度計の加振加速度を実換算にした値である．ケース1，ケース2は各地震動レベルによ

る盛土の破壊モードの再現を目的とした無対策のケース，ケース3は深層混合処理のみによるケース，ケース

4～7はグラベル基礎補強併用低改良率地盤改良のケースである．ケース4とケース5は地震動レベルの違い，

表-1 実験条件 ※（）の数値は（実物）換算 

ケース1 ケース2 ケース3 ケース4 ケース5 ケース6 ケース7
強度

（地表面）

高さ

天端幅

のり面勾配

締固め度

130mm(6.5m)

30.7%

200kN/m2

加振波

周波数 50Hz(1.0Hz) 50Hz(1.0Hz)
入力加速度 186gal 534gal 545gal 169gal 492gal 530gal 351 →455gal

正方配置

設計基準強度

400kN/m2330kN/m2

75Hz(1.5Hz)75Hz(1.5Hz)

- -

20mm(1.0m)
改良長

120mm(6.0m)

τf=4kN/m2

60mm(3m)
60mm(3m)

(1:1.0)
90%

軟弱地盤

盛土

加振条件

深層改良

グラベル
基礎補強

110mm(5.5m)
改良率

8.7%

遠心力

改良体

-

-

正弦波40波

50G

20mm(1.0m)

180mm(9m)

改良高

10mm(0.5m)
改良幅

改良径

-

300



ケース5とケース6はグラベル基礎厚の違い，ケース6とケース7は同じ改良形式だが加振回数の違いの比較で

ありケース6は1回加振，ケース7は2回加振である．2回加振した理由は平成28年熊本地震のように同一地域で

短時間に大規模地震が2回発生する状況を想定した．表-2，表-3は試料の主な物性値を示す．盛土材は北海道

北広島市内で採取した山砂（細粒分混じり砂），軟弱地盤は同じく粘土（高液性限界粘土）を使用した．  

 図-5は実験の手順を示す．軟弱地盤層下部の砂質土（東北硅砂5号）は試験施工箇所3)の土層構成（軟弱層

下に存在する砂層）を模擬して，所定の厚さ30mmとなるよう空中落下法にて相対密度Dr=90%で作製した．

砂層は土槽下部からポーラスストーンを介し，脱気水を供給して飽和させた．次に軟弱地盤は予め液性限界

（wL=82.7%）の1.5倍（w=124.1%）に含水比調整し1日以上養生した後，真空ミキサーで脱気しながら撹拌，

均質になった粘土を実験土槽に投入した．その後，遠心場（50G）で60時間遠心自重圧密させ3t法により沈下

収束を確認した．軟弱地盤地表面の目標せん断強度はいずれのケースもτf=4kN/m2とし，事前に一次元圧密計
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図-2 模型実験（ a）ケース 1，ケース 2，b)ケース 3） 

図-3 模型実験（ a）ケース 4，ケース 5，b)ケース 6（ケース 7）） 

50G 1G 

50G 1G 50G 1G 

50G 1G 

a) b) 

a) b) 

301



算で遠心自重圧密時の粘土層厚を決定した後，所定

の厚さ（ t=130mm）となるよう表面を整形した．軟

弱地盤の作製後に順次，改良体を作製した．  

 深層改良体打設箇所の掘削は，軟弱地盤内に外径

20mmのアルミニウム管（外管）を挿入し，その内

側に外径18mmのアルミニウム管（内管）を挿入し

た．その後，軟弱地盤内から内管，外管の順に引抜

いて掘削孔を作製した．深層改良体は支持層（砂質

土）に着底させるためハンドドリルで掘削した．深

層改良体は粘土と早強ポルトランドセメントを水

セメント比W/C=1.0にて撹拌，混合して作製したセ

メントスラリーを掘削孔内に打設した（図-6）．養

生期間は5日材齢とし，各ケースとも設計基準強度

を満足するセメント添加量は地盤工学会基準（JGS 

0821-2009）より決定した．  

 グラベル基礎補強は木枠（厚さ20mm，幅180mm，

奥行き200mm）内に試験施工3)で使用したジオテキ

スタイルの引張剛性Et(=1,750kN/m)の1/50相似則に

合致した補強材シート (Et=36kN/m)を敷設し，直径

2mm以下に粒度調整した砕石 (wopt=8.8%)を2層に分

け締固め度Dc=90%で締固めた（図-7）．ジオテキス

タイルのラップ長は実施工条件 3)と合致させて4cm

（実換算2m）とした．  

ケース 4～ケース 7 の深層改良体の改良率は文献

4）で推奨されている下限値（ap=8.7%）としたが，

ケース 3 の改良率は深層改良体のみの設計で一般

的に採用される値（ap=30.7%）とした．  

盛土は盛土型枠内で最適含水比に調整した山砂

を締固め度 Dc=90%に締固めた．その後，盛土が崩

壊しないように盛土型枠を冷凍庫内で凍結させて，

盛土型枠から盛土を慎重に脱形し，予め作製した軟

弱地盤上に設置した．盛土高 60mm(実換算 3m)で試

験施工と概ね同じで盛土天端幅 60mm(実換算 3m)

である．なお，盛土法勾配が 1:1 である理由は土槽

寸法上，試験施工箇所より当該実験の軟弱層厚が約

半分であるため，加振による盛土の破壊しやすさを

意識したものである．  

各観測機器は図-2，図-3 中に示した位置に設置  

した．レーザー変位計は盛土天端中央部と盛土法

肩，盛土法尻と盛土法尻から 150mm(実換算 7.5m)離れた位置の計 4 か所に設置した．軟弱地盤の曲げひずみ

は稲垣ら 5) の方法を参考として，薄いリン青銅板（ t=0.3mm）にひずみゲージを 4 ヶ所貼り，改良体背面部

と改良体間の 2 か所に設置した．加速度計は軟弱地盤地表面から深さ 40mm(実換算 2m)，盛土内には同じく

高さ 20mm(実換算 1m)の位置に設置した．全作業終了後，実験土槽を加振台に設置し，重力場から 5G ごと

段階的に 50G まで加速度を増加させた．各重力場へ到達後 3 分間荷重を保持した．50G に到達後，盛土天端，

法肩の沈下収束を確認し加振実験した．  
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図-4 入力地震動（ケース 2）の波形 

図-5 実験手順 

土粒子の

密度（g/cm3
）

最大乾燥密度

（A-c法）（g/cm3
）

最適
含水比（%）

細粒分
含有率（%）

地盤材料の

分類名

2.708 1.429 24.8 6.5 細粒分混じり
砂（S-F）

表-2 盛土材の物性値 

表-3 粘土の物性値 

土粒子の

密度（g/cm3
）

含水比
（%） 礫分（%） 砂分（%） シルト分

（%）
粘土分
（%）

2.614 124.1 0 4.2 32.8 63.0

細粒分含有率
（%）

最大粒径
（mm）

液性限界
（%）

塑性限界
（%） 塑性指数

地盤材料
の分類名

95.8 2 82.7 33.7 49.0 粘土（CH）
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含水比調整
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遠心場（50G）で粘土の自重圧密

軟弱地盤（=粘土）の作製
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設定した加速度波形はレベル1の実験ケース（ケース1，ケース4）では入力周波数  50Hz（実物換算1.0Hz），

入力（目標）加速度160galの正弦波（40波），レベル2の実験ケースでは入力周波数  75Hz（実物換算1.5Hz），

入力（目標）加速度500gal（ケース5のみ入力加速度350gal，500galの連続加振）の正弦波（40波）とした．な

お，実際の入力加速度は表-1に記載している．軟弱地盤の変形状態は加振前後で実験土槽内を撮影し，素麺

を縦2cmピッチに色分けし，それを土槽横断方向に2cm間隔で設置して地盤の動きを確認した．また，深層改

良体やグラベル基礎補強の変形は，加振実験後に軟弱地盤を丁寧に取り出して改良体を露出させ，加振後の

状況を詳細に確認した．  

 

３．２ 実験結果および考察 

３．２．１ 動的遠心実験後の観察 

表-4 は各ケースにおける加振前後の盛土および軟弱地盤の変形状況，加振後の盛土と改良体の状況を示す．

ケース 1，ケース 2 の加振前後の変形（表-4 a）～d））に着目すると，加振レベルに拘わらず盛土天端中央

を起点として左右両方向にすべり破壊が見られ，盛土天端中央部が大きく沈下するとともに盛土法尻と軟弱

地盤の境界部には大きな亀裂が生じており，盛土の機能が著しく損なわれた状態にあると判断される．これ

は盛土および軟弱地盤に作用した加振力で盛土が崩壊すると考えれば，加振に伴う盛土水平方向の荷重増加

と盛土下部の軟弱地盤のせん断強度の低下 6)によるものと思われる．以上より，ケース 1，ケース 2 は図-1 

(b)に記載された，軟弱地盤の崩壊による盛土の変形モードを再現できたと考える．  

次に深層改良体のみのケース 3 について述べる．加振後に盛土全体が若干沈下したが，ケース 2 のような

すべり破壊は確認されず，同じ加振レベルのケース 2 と比較して加振前の盛土形状を概ね保持している（表

-4 e））．しかし，加振後の変形状態を詳細に見ると（表-4 f）），盛土天端全体および両法尻の法線方向に多

数の亀裂が生じており，盛土法面にははらみ出しが確認できる．深層改良体は盛土横断方向の最も左側の改

良体に若干の傾斜が見られる（表-4 g））が，その他はいずれも鉛直性を保持していた．改良体が概ね健全で

あるにも拘わらず，盛土天端全体と一部の法面に数多くの亀裂が生じた要因は，加振に伴う盛土に作用する

水平力の増加と軟弱地盤のせん断強度の低下 6)によって，盛土全体が沈下したためと推察される．  

 最後にグラベル基礎補強併用低改良率地盤改良であるケース 4～ケース 7 の観察結果を述べる．各ケース

の加振前後の変形モードをみると，加振レベルの違い（ケース 4 とケース 5），同じ加振レベルでグラベル基

礎補強厚の違い（ケース 5 とケース 6）による明確な沈下の違いは確認されなかった（表-4 h），k)，n) ）．

レベル 2 地震動を短期間に 2 度作用させたケース 7 も盛土の沈下は限定的である（表-4 q））．  

各ケースの盛土全体や周辺地盤をみると，ケース 4 では変状は確認されず（表-4 i）），ケース 5 とケース

6 は盛土天端中央部に法線方向の亀裂が生じたが，その範囲は限定的で盛土法尻には亀裂は認められない（表

図-7 グラベル基礎補強の作製手順  

図-6 深層改良体の作製手順  
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-4 l），o) ），また，ケース 7 も盛土天端，盛土法面とも亀裂は確認されなかった（表-4 r））．  

各ケースで盛土横断方向に亀裂がみられるが，これは盛土を凍結させて作製したため，盛土の奥行方向の

寸法が土槽の奥行寸法より若干小さくなり，加振時には盛土が奥行き方向へわずかに変形したと推測される． 

ケース 4～ケース 7 はケース 3 と同様，加振に伴う盛土に作用する水平力の増加と深層改良体間にある軟弱

地盤のせん断強度が低下したと考えられるが，グラベル基礎補強が盛土沈下の低減に寄与したと思われる．  

a) b) 

c) d) 

e) f) g) 

h) i) j) 

k) l) m) 

表-4 加振前後の変形および加振後の天端・改良体の状況 

n) o) p) 

q) r) s) 
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次に深層改良体とグラベル基礎補強の状態をみ

ると，ケース 4～ケース 6 は深層改良体の鉛直性

が保持され亀裂も認められなかったが（表-4 j），

m)，p) ），ケース 7 は中央と右側に位置する深層

改良体の水平方向に亀裂が生じていた（表-4 s））．

グラベル基礎補強の状態はケース 6 のみの評価で

あるが，グラベル基礎補強は深層改良体が設置さ

れた箇所に凹みが見られたが，ジオテキスタイル

に破断などは確認されなかった（表-4 p））．  

 

３．２．２ 曲げひずみ 

図-8 は各ケースの加振後における軟弱地盤の

曲げひずみであり，図-8 a)は深層改良体間，図-

8 b)は深層改良体背面の状態を示している．横軸

の曲げひずみはマイナス側では盛土から周辺地盤

へ離れる方向，同じくプラス側は盛土側への変形

を示している．リン青銅板の設置箇所は図-2，図

-3 を参照されたい．軟弱地盤深さ方向の曲げひず

みは，リン青銅板に貼ったひずみゲージ（4 ヶ所）

からケース 1 とケース 4 は加振後 45 秒後（実換

算），それ以外のケースは同じく 30 秒後（実換算）

に得られた曲げひずみ（μ）で算出した．なお，

ひずみゲージ間の曲げひずみは 3 次スプライン補

間法 7) で外挿している．  

 軟弱地盤の変形モード等はケース 1，ケース 2，

ケース 4～ケース 7 に分けて考察する．ケース 1

とケース 2 をみると，盛土から離れる方向に弓状

の変形モードを呈しており，軟弱地盤深さが 2.2m

（ケース 1），同 3.0m（ケース 2）で最大の曲げひ

ずみが発生した．この最大曲げひずみが発生した

位置は先述した盛土のすべり破壊によるせん断面

に相当すると考えられ，加振後の盛土周辺地盤へ

の変形状況（表-4 a），c））と整合している．  

ケース 3 は 2 つのリン青銅板はいずれも改良体

間に設置（図-2 ケース 3 参照）されており，外側に配置された深層改良体頭部が盛土周辺部へ倒れ込む挙動

が確認（表-4 g））されたが，曲げひずみに目立った動きは確認されなかった．この要因として，大きな深層

改良体の改良率が ap=30.7%と密な配置であるため，深層改良体と軟弱地盤が一体的に挙動したと考えられる． 

これに対して，ケース 4～ケース 7 をみると，改良体背面，改良体間ともに軟弱地盤深さ 2m～5.5m 間にお

いて曲げひずみが－（マイナス）の値であった．しかしながら，いずれのケースも改良体の変形モードと曲

げひずみに大差はなく，2 回のレベル 2 地震動を作用させたケース 7 においても，軟弱地盤内の曲げひずみ

に大きな変化が生じていないことを踏まえると，盛土の安定性に影響を及ぼさないと考えられる．  

以上のように，ケース 4～ケース 7 は改良体背面部と改良体間の変形モードや曲げひずみに大きな違いは

確認できないことや，改良体と軟弱地盤は一体的に挙動していることを踏まえると，加振時にはいわゆる複

合地盤として挙動することで効果的に耐震性が向上していると判断できる．さらに対策効果は，余震を考慮

した場合においても十分に機能を発揮できることもわかった．  

 図-8 加振後における軟弱地盤の曲げひずみ 

図-9 軟弱地盤および盛土内の応答加速度  
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３．２．３ 応答加速度  

図-9 は各ケースの軟弱地盤および盛土内の応答加

速度であり，図-9 a)は軟弱地盤地表面を GL=0cm とし

た場合の盛土中央部直下 GL-4cm（実換算 -2m），図-9 

b)は盛土中央部 GL+2cm（実換算+1m）の結果である．

比較対象はケース 2，ケース 3，ケース 5 とした．  

図-9 a)をみると，ケース 5 で軟弱地盤内の応答加速

度が換算時間 7 秒後以降に大きくなる傾向にあるが，

ケース 2，ケース 3 と相違はない．これは，深層改良体

の有無に拘わらず，同一深度における軟弱地盤の応答

加速度には影響を及ぼさないことを示唆している．一

方，盛土内の応答加速度（図-9 b)）を見ると，ケース

3，ケース 5 はケース 2 より応答加速度が大きかった． 

ここで筆者らが実施した既往の研究 8) では，盛土支

持地盤の剛性が高い場合には盛土の応答加速度が大き

くなる傾向にあると報告している．この結果を勘案す

ると，ケース 3 およびケース 5 では深層改良体の設置

によって高い剛性を有する支持地盤を介して盛土内へ

加速度が伝播したと考えられる．ケース 3（深層改良

体）とケース 5（深層改良体とグラベル基礎補強を併

用）における盛土内の応答加速度の違いは，相対的に

深層改良体の本数が多いケース 3 の応答加速度が大き

いものの，深層改良体とグラベル基礎補強を併用した

ケース 5 においてもケース 2（無対策）と比較すると

大きな応答加速度が得られており，軟弱地盤内の剛性

は高い状態にあることが伺える．  

 

３．２．４ 改良効果  

図-10 は各地震動による盛土の変状および周辺地盤

の変形状態をより具体的に把握するために，各ケース

の計測位置の変形量を実換算で示したものである．な

お，プラス表示は沈下量，マイナス表示は隆起量であ

る．支持地盤地表面の変位量については，盛土法尻から実換算で 7.5m 離れた箇所を測定箇所として選定し

た（図中の「支持地盤地表面」という）．  

無対策のケース 1 とケース 2 の沈下量は盛土天端と盛土法肩でそれぞれ 60cm 前後，100cm 前後あり，盛

土法尻には隆起と沈下，法尻から 7.5m 離れた支持地盤地表面ではいずれも 20cm 程度の隆起が確認された．

先述のとおり，無対策では加振レベルを問わず，盛土および周辺地盤の変形が顕著なことを示している．一

方，ケース 3～ケース 7 をみると，ケース 3 では盛土天端，盛土法肩の沈下量が 30cm 程度，ケース 4 は同じ

く 10cm，ケース 5 は 14cm，ケース 6 は 11cm，ケース 7 は 16cm であった．盛土法尻はいずれも変状がなく，

法尻から 7.5m 離れた支持地盤地表面はケース 7 では 10cm 程度の隆起が確認されたが，その他はいずれも

5cm 程度の隆起であった．  

図-11 はケース 2 の盛土沈下量（盛土天端中央と盛土法肩の沈下量の平均値，以降，盛土沈下量とする）

を 1 とした場合，各ケースにおける盛土加振後の盛土沈下量をその割合で示したものである．盛土全体の沈

下低減率はケース 2 と比較して，ケース 1 は 62%，ケース 3 は 30%，ケース 4 は 10%，ケース 5 は 14%，ケ

ース 6 は 11%，ケース 7 は 16%であった．  

図-11 各改良形式の沈下抑制効果    

図-12 グラベル基礎補強の改良メカニズム  

図-10 各箇所の変位量         
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これらの結果から，グラベル基礎補強は従来の深層改良（改良率 ap=30.7%）のみの改良形式と比較して盛

土の沈下抑制効果が高いこと，グラベル基礎補強の沈下抑制効果はグラベル補強層厚に依存しないこと，地

震動レベルの違いによる沈下の抑制効果に大きな違いがないこと，レベル 2 地震動が短期間に二回作用して

沈下の抑制効果が高いことが明らかになった．  

図-12 はグラベル基礎補強の改良メカニズムを示す．以上に示したような地震動に対する補強効果の発揮

メカニズムとして，グラベル基礎補強内の砕石は引張剛性の高いジオテキスタイルで拘束されているが，試

験施工において，ジオテキスタイルの上面と下面に生じたひずみが設計引張強度の最大 2 割のひずみであっ

た 3) ことを踏まえると，グラベル基礎補強は靱性および剛性に優れた矩形構造体として機能すると考えら

れる．これによって，盛土のすべり破壊を発生させる水平地震動や改良体間上に応力が作用してもグラベル

基礎補強は適度に変形し，盛土の安定性および沈下の抑制に寄与する高い耐震性を発揮すると考えられる．  

 

４．グラベル基礎補強の耐震性能に関する考察 

 表-5 は常田らが提案している道路盛土の耐震性能の評価項目とランク区分（以降，常田らの表とする）で

ある．常田らは新潟県中越地震における道路盛土の実被害状況（路面の段差量，すべり崩壊など）や道路管

理の運用等に関する事例調査 10)，地震時における盛土のすべり破壊に対する耐震性向上を目的とした遠心力

載荷実験 11)，道路の段差規模と車両の走行性に関する段差走行実験 12)を踏まえて整理されたものである．  

 一方，道路土工指針（軟弱地盤対策工指針，以降，土工指針とする）では道路盛土に要求される性能を 3

段階（性能 1～性能 3）に分類し，性能 1 は相当する作用よって土工構造物としての健全性を損なわない性

能，性能 2 は想定する作用による損傷が限定的なものにとどまり，土工構造物としての機能の回復が速やか

に行い得る性能，性能 3 は想定する作用による損傷が土工構造物として致命的とならない性能としている．  

 ここで，ケース 3～ケース 7 の加振後の盛土天端や法面の被災状態（表-4）と加振後の盛土沈下量（図-10）

から，各ケースの耐震性能を常田らの表と土工指針の性能区分を踏まえて考察する．盛土沈下量は構造物近

傍の沈下量，すなわち段差量と仮定して評価する．  

 ケース 3 をみると，盛土天端には不同沈下は生じていないが，盛土天端や盛土法面に多数の亀裂（表-4 f））

が生じ，盛土法面には一部はらみ出しが確認できる．盛土沈下量は 30cm 程度であるが，車道路面の段差，

明確なすべり破壊は生じていない．常田らの表によると，ケース 3 の事象は車道路面の段差がランク 3，す

べり破壊や天端の沈下の項目に直接該当する変状は見られないが，盛土法面のはらみ出しや盛土天端が一様

に沈下したことを考慮すると，ランク 2 に相当すると思われる．また，土工指針で評価すると，法面のはら

み出しは通行機能の安全性の観点から相応の処置が必要と考えられるため，本実験条件ではケース 2 は土工

指針の性能 2 程度と思われる．  

次にケース 4～7 をみると，いずれも盛土天端および盛土法面の亀裂は限定的（表-4 i），l），o)，r））で

あり，先述のとおり，ケース 4 の盛土沈下量は 10cm，同じくケース 5 は 14cm，ケース 6 は 11cm，同じくケ

横断方向 縦断方向

1 通行機能が確保 段差高が2～3㎝以下 すべり面が発生しない 沈下が発生しない 沈下が発生しない

2
通行機能は低下するが、
その確保は比較的容易

段差高が2～3㎝を超え
て、20～25㎝以下

すべり面が路肩あるいは
のり面内の発生に止まる

小規模で一様に沈
下する

小規模で一様に沈
下する

3
通行機能が低下し、確保
がやや困難

段差高が20～25㎝を超え
て、50㎝以下

すべり面が片側車線に掛
かる

小規模だが不均一
に沈下する

小規模だが不均一
に沈下する

4
通行機能が喪失し、確保
が困難であり、長期間を
要する

段差高が50㎝を超える
すべり面が上下方向車線
に掛かる

大規模で不均一に
沈下する

大規模で不均一に
沈下する

ランク
被災直後における常時の
通行機能の確保の難易

被害の評価項目

天端の沈下
車道路面の段差 すべり破壊

表-5 道路盛土の耐震性能の評価項目とランク区分 9) 
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ース 7 では 16cm であった．いずれのケースも車道路面の段差や明確なすべり破壊は生じていない．上記と

同様，常田らの表で整理すると，車道路面の段差はランク 2，すべり破壊と盛土天端の沈下はランク 1 に該

当する．  

土工指針では性能 1 は通常の維持管理程度の補修で土工構造物の機能を確保できるとして，具体例にオー

バーレイによる舗装補修を考えて良いとある．また，北海道開発局道路設計要領 13)では，舗装補修における

オーバーレイの敷均し一層の厚さは 4～7cm の範囲で合理的な層割りとし，条件によっては最大値 15cm 程

度と記載されている．これらを踏まえると，今回の実験におけるグラベル基礎補強併用低改良率地盤改良は

地震動レベルに拘わらず性能 1 程度を有するものと考えられる．  

  

５．まとめ 

本文はグラベル基礎補強併用低改良率地盤改良の動的特性に着目した動的遠心力載荷模型実験を実施し，

無対策における軟弱地盤上盛土の地震動による破壊モードを再現したほか，各地震動によるグラベル基礎補

強上の盛土および周辺地盤への変形抑制効果を検証した．得られた知見を以下に示す．  

1) 動的遠心力載荷試験によって，軟弱地盤上盛土の地震による盛土の崩壊・変形モードを再現できた．  

2) 深層改良体（改良率 ap=30.7%）単独の改良形式では盛土天端および周辺地盤への変形抑制効果は期待で

きるが，盛土天端，法面には多数の亀裂が生じ，盛土法面にははらみ出しが確認された。本実験条件に

おける深層改良体（改良率 ap=30.7%）単独の要求性能は，土工指針の性能 2 程度と推定された．  

3) グラベル基礎補強の沈下抑制効果はグラベル補強層厚に依存しないこと，地震動レベルの違いによる沈

下の抑制効果に大きな違いがないこと，レベル 2 地震動が短期間に二回作用して沈下の抑制効果が高い

ことが明らかになった．本実験条件におけるグラベル基礎補強併用低改良率地盤改良の要求性能は，土

工指針の性能 1 程度と推定された．  
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