
泥炭地盤上盛土の耐震補強に関する実験的考察
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１．はじめに

　過去、北海道において発生した大規模地震では、泥
炭地盤に構築された盛土に甚大な被害が生じている
（写真－1）例えば1），2）。北海道や東北といった寒冷地に広
く分布する泥炭地盤は、その特徴として高有機質で極
めて圧縮性が強いことが挙げられ、泥炭地盤上の盛土
の地震時被災メカニズムは次のように考えられる。
　盛土材が砂質土のように液状化しやすい土である場
合、
①泥炭地盤のような軟弱地盤上に盛土が構築される。
②時間経過とともに盛土がその自重により泥炭地盤に
めり込み沈下する（この過程で盛土底部の密度や拘
束圧が低下し、強度等が低下する）。
③盛土底部に雨水や地下水が浸入し、その箇所が地震
時に液状化する。
というものである（イメージを図－1に示す）。
　筆者らは、既往の研究により、上記メカニズムの想
定のもと、動的遠心力模型実験により現象の再現を行
い、併せて、盛土内の水位や盛土の締固め度の相違が
地震時の変状に及ぼす影響を実験的に調べている3）。
ここでは、本被災メカニズムに対する盛土の耐震補強
に関して行った一連の動的遠心力模型実験結果を報告
する。

２．実験手法および実験条件

２．１　動的遠心力模型実験

　泥炭地盤上盛土に対する耐震補強の効果を明らかに
することを目的とした一連の動的遠心力模型実験を行
った。使用した試験装置は、寒地土木研究所が所有す
る遠心力載荷装置である（有効回転半径2.5m）。
　遠心力載荷装置は、想定の1/n のサイズの模型地盤
に対し、重力のn倍の遠心加速度を作用させることで、
模型地盤内に実物大に相当する応力状態を再現するこ
とが可能な装置である。
　実験ケースは効果的な対策工を検討することを目的
に、盛土のり尻に集中的にふとん籠（4段）を施したケ

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）

図－1　泥炭地盤上盛土の液状化メカニズム（模式図）
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ース、地震時に発生する過剰間隙水圧消散効果を期待
し、盛土のり尻から水平方向に深くふとん籠（2段）を
施したケース、のり面の変状抑制を期待し、盛土のり
尻からのり面にかけてふとん籠を施したケースの実験
を行った。詳細は次節以降に記す。

２．２　実験条件

　模型寸法は実物の1/50を想定した縮尺とし、50G（G：
重力加速度）の遠心場において加振実験を行った。
　表－1に実験条件一覧を、図－2に各ケースの模型断
面を示す。ケース26-1、26-2、26-3、26-4間は、加振時
の入力加速度に若干の差異はあるが、使用材料や模型
作製過程は同一である。
　ケース26-1は無対策のケースである。泥炭地盤にめ
り込み沈下した盛土を想定した沈下盛土層は、１章で
述べたその形成過程を考慮して密度を上部盛土より下

図－2　模型断面図（単位：mm）（奥行き200mm）

（a）：ケース26-1、（b）：ケース26-2、（c）:ケース26-3、（d）ケース26-4

表－1　実験条件一覧

げている。ケース26-2 ～ 4はケース26-1に対策工（ふと
ん籠）を施したケースである。過去の被災事例を参考に、
いずれのケースにおいても盛土内に地表面より高い位
置に水位を形成している。ここで、表－1中の盛土内水
位は加振直前に間隙水圧計で計測した水圧から算出し
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－2中
A1）で計測された加振加速度を実物換算した値である。

２．３　使用材料の物理特性

　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。泥炭を想定した基礎地盤材は、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
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土を設置）。
　泥炭地盤、沈下盛土層、上部盛土を作製後、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50
mm（盛土高さの半分）まで供給し（図－4（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－4（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。－90
kPa 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、電磁バルブを操作することで、
土槽側壁に設けた排水孔を介して、シリコンオイルを
排出し（図－4（c））、その後盛土内に水位が形成された
状態（図－4（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．実験結果と考察

３．１　動的遠心実験後の観察

　写真－2に加振後の状況を示す。盛土正面からの各
写真（（a1）、（b1）、（c1）、（d1））では、明確な違いは見
受けられないが、盛土天端の状況（（a2）、（b2）、（c2）、

Dr=90%)

=

50G

1G 20kN/m2

50G

Dc=85%

50G

Dc 78%

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

2.685 1.434 25.4 0.274 7.5

g/cm3
% m/s %

2.065 300 330 3.70 4.64E-06 50

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。また、ふとん籠には粒径
3-5mm程度の砂利を使用した。

２．４　実験手順

　ケース26-1を例に図－3に実験の手順を示す。泥炭層
下部に基盤排水層として、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、1G
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。その後、表面を整形し、
平坦な泥炭地盤を作製した。さらに、この後の盛土の
構築に伴う泥炭地盤の沈下およびすべり破壊を回避す
ることを目的とし、遠心場（50G）において、盛土を想
定した荷重で圧密を再度行っている。本手法で作製し
た泥炭地盤は実際の泥炭地盤4）と同程度の物性値およ
び圧縮性となっている（表－3参照）。
　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。沈下盛土層は、泥炭地盤を所定の形状に掘
削することで作製した。ここで、沈下盛土層の厚さは、
泥炭地盤の一般的な圧縮性と盛土荷重の関係から設定
した5）。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）を相対密度 Dr ≒35％（締固め度 Dc ≒78％）
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6）。実験ではその状態を模擬するために、沈下盛
土層の密度を上部盛土よりも低く設定している。
　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（対策工を施したケース26-2、
26-3、26-4に関してはふとん籠1段目を設置後に凍結盛

表－2　盛土材（沈下盛土層含む）の物性値

表－3　基礎（泥炭）地盤の物性値等

図－3　実験手順（ケース26-1の例）
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（d2））を比較すると、その亀裂の数、規模に違いが見
られ、無対策（ケース26-1）で顕著である（各写真（a2）、
（b2）、（c2）、（d2）の上側で見られる横方向の亀裂は、
模型内に設置したセンサー類の影響である）。
　次節で加振による盛土の変形に着目し、各対策の効
果について定量的に比較する。

３．２　対策効果

　ここでは、加振による盛土天端やのり尻の変形量を
ケース間で比較することで、対策の効果を定量的に検
証する。
　図－5は、遠心場においてレーザー変位計で計測した、
加振による盛土天端中央と盛土のり肩の沈下量（実物換
算）と、加振終了後に1G場（重力場）で計測した盛土の
り尻の側方への変形量（実物換算）をケース毎に示した
ものである。図より、ふとん籠により盛土を補強する
ことで、沈下および側方変形が無対策と比較し低減さ
れることがわかる。しかし、その効果はふとん籠の配
置で異なり、のり尻を集中的に補強したケース26-2、
およびのり面を補強したケース26-4で対策効果が高い。

図－4　盛土内水位形成過程（単位：mm）

写真－2　加振後の状況

（a1）、（a2）ケース26-1　（b1）、（b2）ケース26-2

（c1）、（c2）ケース26-3　（d1）、（d2）ケース26-4

図－6　各ケースの盛土沈下抑制効果

図－5　各ケースの加振による変形量
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の過剰間隙水圧の発生抑制効果や、消散効果は見られ
なかったが、ここでは、常時における盛土内の水位低
下に及ぼすふとん籠の排水効果に関して検証する。
　図－4で示した通り、本実験では盛土内に水位を形
成する目的で、一度盛土の半分の高さまでシリコンオ
イルで満たした後、排水孔を介して外部に排出してい
る。図－8は沈下盛土層中央（間隙水圧計 P4）の位置で
計測した、シリコンオイル排出時の間隙水圧の経時変
化である。遠心場（50G）でシリコンオイルが盛土半分
の高さにあり、排水バルブが閉じた状態の水圧を0、
排水バルブを開放した時間を0とし、その後の時間経

一方で、盛土内深くにふとん籠を設置したケース26-3
ではその効果が限定的である。
　一般に、道路盛土や河川堤防において、地震後に（道
路盛土では避難路や緊急車両通行の観点から、河川堤
防では津波や洪水の観点から）防災上問題となること
は盛土の沈下である。盛土の沈下に着目し、図－6に、
図－5で示した天端中央とのり肩の沈下量を平均し盛土
沈下量とし、無対策のケース26-1の盛土沈下量を1と
した場合の各ケースの盛土沈下量の割合を示す。もち
ろん結果は図－5で記した内容と同様であるが、ケース
26-2およびケース26-4ではその効果が顕著であり、沈
下量を4割程度低減可能であることが確認できる。

３．３　過剰間隙水圧

　本実験で設置したふとん籠は砂利（粒径3-5mm）で作
製されているため、ふとん籠設置箇所付近の過剰間隙
水圧の発生を抑制する効果が期待される。そこで、図

－7に、無対策のケース26-1と、のり尻および沈下盛
土層にふとん籠を設置したケース26-2、3の加振時に
おける過剰間隙水圧比の経時変化を示す。図では、沈
下盛土層中央部（図－2の P4）とのり尻下部ふとん籠付
近（図－2の P1）の結果を記している。なお、P4での有
効上載圧はいずれのケースも68kPa とし、P1での有
効上載圧はケース26-1では34kPa、ケース26-2、3はふ
とん籠の重量を考慮して36kPa とした。
　図－7（a）より、沈下盛土層中央部において加振と
同時に過剰間隙水圧が上昇し、ケース26-1で最大の過
剰間隙水圧比は1.0に達していることがわかる。ケー
ス26-2、3においても傾向は同じだが、最大の過剰間
隙水圧比は共に0.9程度である。いずれにしても、沈
下盛土層ではほぼ液状化が生じていると判断できる。
加振終了後、発生した過剰間隙水圧比は徐々に消散し
ていく様子が確認でき、その消散速度はケース26-2、
26-3、26-1の順に速いようである。ここで、ふとん籠
付近の間隙水圧計の結果（図－7（b））を見ると、全体
的に過剰間隙水圧が抑制されているようだが、その最
大過剰間隙水圧の大きさは、ケース26-2、26-3、26-1
の順となっており、加振終了後の消散も明確ではない。
以上より、本実験結果からは、盛土内に設置したふと
ん籠が地震時の過剰間隙水圧を抑制する効果および発
生した過剰間隙水圧を速く消散させる効果とも明確に
は得られなかった。　

３．４　常時の盛土内水位に及ぼすふとん籠の効果

　一連の実験において、ふとん籠による明確な地震時

図－8　ふとん籠の排水効果

図－7　過剰間隙水圧の発生状況

（a）沈下盛土層（P4）、（b）ふとん籠付近（P1）
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る盛土の沈下を最大4割程度抑制することができる。
②しかし、本実験では、ふとん籠による明確な過剰間
隙水圧発生の抑制効果や、過剰間隙水圧の消散効果は
確認されなかった。
③その一方で、ふとん籠は常時の盛土内水位を速やか
に低下させるため、そのことによる地震時の変状を抑
制する効果は期待できる。
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過による水圧の変化を図示したものである。
　図より、ふとん籠が設置されている対策ケース26-2、
3、4は無対策のケース26-1と比較し水圧の低下速度が
速く、対策ケース間で比較すると、盛土内部までふと
ん籠が設置されているケース26-2、3がケース26-4より
若干速い。土槽外部へのシリコンオイル排出量は、い
ずれのケースにおいても同程度であるため、この水圧
低下速度の違いは、ふとん籠の有無およびその設置方
法の違いと言える。
　対策を施した一連の実験では、加振直前の盛土内水
位を揃えるような実験条件としたため、ケース26-3で
は対策効果が直接的には見られなかったものの、既往
の研究3）で示した通り、水位が低下することで盛土の
変状程度は低減されることから、ケース26-3のような
ふとん籠の配置でも、現実には効果的な対策になりう
ると考えられる。ただし、ケース26-2、4についても
盛土内水位の低下に寄与した結果が得られたため、具
体的な対策費用を算定したわけではないが、その対策
規模も考慮すると、現段階では盛土内水位を低下させ
つつ変状を抑えるケース26-2の対策が、最も効率的・
効果的であると言える。

５．まとめ

①対策工として盛土のり尻やのり面にふとん籠を設置
することで、泥炭地盤上盛土の地震時液状化に起因す
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