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 千歳川遊水地群は、泥炭性軟弱地盤が広がる石狩低地帯に位置しており、遊水地の周囲堤は、

動態観測を行いながら緩速施工で盛土を行ってきた。しかし、北島遊水地において盛土施工中

に基礎地盤変位が観測されたため、施工を一時中断することになった。本稿は、基礎地盤変状

の発生要因を調査解析し、有効な対策工の検討および対策工実施における効果検証、周囲堤盛

土施工の実施結果について報告するものである。 
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1.  はじめに 

昭和56年8月の大洪水を契機に、「石狩川水系工事

実施基本計画」が見直され、この計画を基に千歳川

流域の治水対策として「石狩川水系千歳川河川整備

計画」が策定された。 

千歳川の新たな治水対策は、河道の堀削、堤防の

整備とあわせて、洪水時の水位上昇を抑えるために、

遊水地群を流域4市2町の千歳川本支川の地先に分散

して整備し、洪水被害の軽減を図るものであり、平

成 20 年度より遊水地群の事業に着手、令和 2 年度か

らの供用開始に向けて、周囲堤・越流堤・管理施設

等を整備中である。 

千歳川遊水地群は、石狩平野南部から千歳川中下

流部を経て勇払原野に広がる石狩低地帯と呼ばれる

泥炭性軟弱地盤地帯に位置しており、基礎地盤は 3～

5ｍ程度の層厚で泥炭が分布し、その下位に鋭敏な粘

性土が堆積しているため、遊水地の囲ぎょう堤、周

囲堤の施工については、動態観測を行いながら緩速

施工で盛土を行ってきた。 

本稿で紹介する北島遊水地(図－1)は周囲堤盛土を

3.0cm／day の緩速施工で行ってきたが、平成 29 年度

の施工において、盛土完了の施工基面高まであと 1m

の段階で動態観測値が異常値を示したため、延長約

L=140m 区間の盛土を中断し、応急対策として 50cm 厚

の盛土を除去した。 

本稿では変状原因を調査し、その対策工の検討と

実施方法および実施結果など、泥炭性軟弱地盤上に

おける大規模な盛土施工の完成経緯について報告す

るものである。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－1 工事箇所図 

 
 

 

北島遊水地 
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2. 変状発生の状況と要因 

(1) 変状発生の状況 

 北島遊水地の変状発生箇所及び地盤状況を図－2に

示す。 

図－2 変状発生箇所及び地盤状況 

 

盛土安定性の確認は、沈下板、変位杭および孔内

傾斜計などによる動態観測を行い、沈下量と水平変

位量の関係(δ/ｓ)を示した「松尾・川村」管理図

(「s-δ/s 管理図」)で、観測結果が管理基準に近づ

いていないか、また要注意ゾーンに入っていないか、

さらに累積水平変位量(Σδ)が 15 ㎝を超えていない

かを確認した。 

 平成 29 年度の北島遊水地の工事において、周囲堤

SP2400 付近の盛土 6層目が 9月 26 日に完了してから

15 日が経過した 10 月 11 日に急激に大きな水平変位

が観測され、「s-δ/s 管理図」で要注意ゾーンに入

った。（図－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－3 ｢松尾・川村管理図｣ 

このままでは、破壊基準線を越える恐れがあるた

め、応急的な対策として盛土の一部を撤去すること

とした。盛土の撤去厚は、撤去時に作用する重機荷

重も考慮した円弧すべり解析を行い、異常が確認さ

れた時点の安全率を下回らない50㎝として10月13日に

盛土を撤去した結果、水平変位の増加傾向の減少が

確認された。（図－4） 

図－4 動態観測結果 

 
(2) 変状発生の要因 

 変状発生の要因を検討するため、現地にて機械式

コーン貫入試験を行い、その結果を図－5に示す。 

 
図－5 地質調査の結果 
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変状が確認されたSP2400～SP2450のコーン指数は他

の地点に比べ相対的にやや小さい結果が得られ、特

にAp1（泥炭）、Ac1（粘性土）、Ac2上部層（粘性

土）の差が顕著であった。地質調査結果、動態観測

結果などから、想定よりも弱い強度だったSP2400付近

の基礎地盤が側方流動により変状したことが要因と

考えられた。 

 
3. 対策工の検討 

(1) 現状地盤の評価 

変位が発生した施工箇所での無対策における現状

地盤を評価するため、孔内傾斜計で最も水平変位が

大きかったAp1（泥炭）とAc1（粘性土）の境界部分の

変位をFEM解析で求めた。その結果、緩速施工などの

無対策での土中水平変位は盛土施工後、10年間で断続

的に増加することが確認された。その結果、放置期

間を設けても強度増加は期待できないと判断し、側

方流動の対策工を実施することとした。（図－6） 

 

図－6 FEM解析結果 

 

(2) 対策工法の選定 

 当該地区における対策の目的は、側方流動の抑止

であり、矢板工法、掘削置換工法、深層混合処理工

法などがある。対策工の検討に当たっては、近接す

るパイプラインへの影響を防ぐことが求められ、そ

のイメージを図－7に示す。ここでは、矢板工法、掘

削置換工法と比較した結果、混合処理工法を採用す

ることとした。 

 

 

図－7 対策工イメージ図 

a) 矢板工法 

矢板工法は、天端の水平変位が発生するためタイ

ロッドの設置が必要となり、対象区間の盛土を全面

撤去する必要がある。さらに、近接してφ1650 ㎜の

農業用送水管が埋設されているため、大型のクロー

ラクレーンの設置が困難となる。 

b) 掘削置換工法 

掘削置換工法は、盛土断面を良質材に置換える工

法であるため、盛土を全面撤去する必要がある。 

c) 深層混合処理工法 

深層混合処理工法は、側方流動を抑制するために

大規模な仮設が必要なく遮断壁を造ることが可能で

あり、他の工法と比べて経済性及び施工性で優位と

なる。 

本工法では深層混合処理工法のうち、遊水地の地

内側においては、従来工法と比べ、小型ベースマシ

ンで施工可能で経済性にも優れた中圧噴射攪拌工法

（MITS 工法）を採用し、遊水地の外側においては、

近接するパイプラインへの施工時の変位を防ぐこと

ができる低変位型高圧噴射攪拌工法（LDis 工法）を

採用した。 

 

(3)  低変位高圧噴射攪拌工法（LDis工法）の特徴  

LDis 工法の原理は、図－8－1、8－2 に示すように

特殊攪拌翼を伴ったロッドヘッド先端のノズルから、

水平方向に固化材スラリーを高圧で噴射させながら、

回転・引上げることにより、対象土の固化材を強制

的に攪拌するものであり、同時に超高圧のスラリー

噴射による内部圧力の増加と排土攪拌盤の効果によ

り、噴射スラリー量に見合う原土を排出すことによ

って、変形を最小限に抑えることができる。 

LDis工法の特徴は、次の通りである。 

① 既設構造物および周辺地盤に対して、変位等の

有害な影響が少ない。 

② 超高圧ジェットによる攪拌であり、混合効果が

高く、改良体のラップ施工が可能。 

③ エア噴射を伴う工法とは異なり、エアの逸走に

よる周辺への影響が無い。 

 

図－8－1 LDis工法の原理 
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図－8－2 LDis工法の原理 

 

(4) 改良体の設計 

a) 改良深さ 

側方流動圧による改良体全体の移動を防ぐため、

改良体の根入れをある程度強固な Sp2 層（凝灰質砂

層）へ50cm貫入させる。（図－9） 

b) 改良体の幅 

改良体の幅が薄いと、せん断破壊などを生じる懸

念がある。深層混合処理工法の文献 1)を参考に最小改

良厚さ3.0mを採用した。（図－9） 

c) 改良体の横断位置 

対策効果が得られる位置をトライアル計算した結

果、堤体から外れた法尻付近となるが、堤内側（遊

水地外）については農業用送水管への影響を避ける

ため、若干堤体法尻の掘削が生じる位置とした。

（図－9） 

図－9 改良体の検討図 

 

d) 改良体の設計基準強度 

無対策地盤における施工盛土高の安全率を1.0とし、

対策工を考慮した安全率を1.2とする強度で設定した。

図－10に示す安全率と強度の関係から改良体の設計基

準強度をquck＝350kN/m2とした。 
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図－10 安全率と強度の関係 

 

４．対策工の施工 

(1) 施工方法 

地盤改良については前述の検討結果を踏まえ、平

成30年度に実施した。 

高圧噴射攪拌工法の対策工箇所は、作業スペース

が狭く、パイプラインに隣接していることから、コ

ンパクトでパイプラインへの影響を最小限にできる

施工機種の選定が必要であった。高圧噴射攪拌工法

の施工機種は、Ｈ鋼を用いたスライドベース式とキ

ャタピラを有する自走式の２種類がある。この２種

類の機械の載荷条件を図－11 のようにモデル化して

円弧すべり解析を実施した。 

 

図－11 施工機種の円弧すべり載荷モデル 

 

解析の結果、スライドベース式が安全率：1.913、

自走式が2.553であったので自走式を採用した。 

 施工状況について写真－1に示す。 

 

 

 

 

パイプライン 

 パイプライン 
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写真－1 施工状況 

 

(2) 施工時における品質管理 

地盤改良工おいて、セメントスラリーの比重測定

は、改良体の強度を左右する重要な品質管理項目で

ある。従来はマットバランスによる 2 回/日の測定管

理であるが、プラントや計器の不調に起因する比重

の突発的な変動が懸念され比重のバランスが乱れる

と噴射圧力にも影響し、改良体構築時に土中内変状

を及ぼす可能性も考えられるためスラリー比重をリ

アルタイムで監視できる「配管用 RI 密度計

PIRICA(NETIS KK-170002-A)」をセメントスラリーの

配管に設置し比重値をパソコン画面にてリアルタイ

ム監視で管理した。（写真－２） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真－2 比重計測計(PIRICA)及び 

         計測中のモニタ画 

(3) 施工中の動態観測 

施工中は孔内傾斜計と変位杭により観測施工を行

った。最終計測結果はSP2400道路側の孔内傾斜計はパ

イプラインの影響深度である0～-5mでは最大2.8㎜の

変動、変位杭についは最大4mmの変動となり低変位高

圧噴射攪拌工法及び自走式での施工が有効であった

ことが確認できる。（図－12） 

図－12 孔内傾斜計と変位杭の計測結果 

 

５．対策工実施後の盛土施工 

 平成30年度に対策工を実施したうえで平成29年

度に実施できなかった完成断面までの盛土を平成

31年度に施工した。その時の施工状況は下記の通

りであるが、結果は対策工の効果が確認でき、当該

区間の周囲堤盛土が無事に完了した。 

 

(1) 施工方法 

盛土施工は、10cm／dayの緩速施工で施工を実施し

た。施工状況は写真－3に示す。  

 

写真－3 周囲堤盛土施工状況 

 

(2) 動態観測 

 地盤改良工(LDis工法)を行った後の動態観測の結果

(図－13)を確認すると、対策工を行った後には異常な

変異は確認されていない。これにより対策工の効果

が確認できた。 

図－13 ｢松尾・川村管理図｣（対策工実施後） 
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６．おわりに 

 本論文では、北島遊水地の周囲堤盛土において生

じた基礎地盤変状事例の紹介とその対策工による実

施結果を報告したものである。 

千歳川遊水地群は、冒頭で紹介したとおり、石狩

低地帯と呼ばれる泥炭性の軟弱地盤地帯に位置して

おり、そのうち北島遊水地では特に鋭敏な粘性土が

堆積しているため、周囲堤の盛土施工においては、

基礎地盤の変位・変状に十分注意しながら施工して

きたものである。そのほかにも施工時の工夫として、

遊水地の地内掘削により発生する粘性土と砂質土を

有効活用するために周囲堤盛土材として混合攪拌し、 

計画的な盛土材の粒度調整を行うとともに施工前に

は徹底した含水比管理を行い、盛土材料の品質を確 

保したものである。その結果、こうした努力により 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度、予定どおり事業完成を迎えることができた。 

千歳川河川事務所においては、今後も引き続き千 

歳川流域の堤防整備を進めていく必要があることか

ら、本件事例を参考にしながら、変位・変状の生じ

ない施工を進めていくこととする。 

最後に遊水地事業の推進にあたり、関係された多

くの皆さまに感謝を申し上げるとともに、本論文を

きっかけに遊水地事業や土木業界に興味を持つ人が

いれば幸いである。 
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