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石狩川水系旧美唄川の支川である第一幹川の築堤のうち、昭和50年代に基盤改良を行い築堤

盛土した区間において、近年、堤防法尻の空洞が確認された。このため、新たに基盤処理を行

い築堤盛土を実施している。本論文は、変状が確認された区間における新たな築堤盛土におい

て、軟弱地盤上での施工、既設改良体への影響及び限られた施工ヤードという施工条件を考慮

した対策工法について報告するものである。 
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1.  はじめに 

1.1 昭和50年8月洪水  

 昭和50年8月洪水は、石狩川下流の泥炭性軟弱地盤地

域において堤防沈下箇所から溢水し、一部破堤をもたら

した。この洪水被害対策として昭和51年度に創設された

激甚災害対策特別緊急事業に石狩川の一部区間や、旧美

唄川と第一幹川を含む支流が全国初の採択を受けた。こ

の事業の整備目標は、5カ年で計画高水位プラス0.5mま

での堤防を構築し再度災害を防止するものであったが過

去に行われてきた緩速施工では事業期間中の完了が困難

であった。このため、軟弱地盤での急速盛土施工として

サンドコンパクションパイル、砂利セメントパイル、パ

イルネット工法等種々の基盤処理工法を行った上に築堤

盛土が施工された（図-1.1）。 

  

 

 

 

 

 

2.  河川堤防の概要と基礎地盤の状況 

2.1 河川堤防の変状及び工事履歴 

平成21年7月初旬、 第一幹川右岸築堤KP1.4付近において

堤内側法面の陥没・空洞が確認された。過去の築堤履歴

と照合したところ、変状発生区間は昭和50年代に築堤工

事の基盤処理工法として砂利セメントパイルを施工した

区間と合致した。同工法を採用し築堤工事が施工された

左岸側においても状況確認を行ったところ、堤外側法尻

付近にでも空洞が確認されるとともに、堤外側法面にお

いて段差の発生が確認された。陥没・空洞箇所の応急対

策として平成22年に高水護岸工を施工した。その後、築

堤断面完成化工事とあわせて、平成23年度より過年度に

施工した既往対策工を踏まえた対策を実施し、旧堤撤去、

既設砂利セメントパイルの杭頭処理、空洞箇所の良質土

置換、基盤改良、盛土、堤防護岸を施工している。 

 

2.2 基礎地盤の状況 

変状発生区間において実施した地質調査結果から推定

される地質横断図は図-2.1 に示すとおりである。地表

面より層厚5m 内外で泥炭層が分布しており、泥炭層

（Ap）は堤防直下では層厚1～2m 程度にまで大きく沈

下し圧密が進行しているが、N値1～2程度と軟弱な状態

にある。泥炭層の下には軟弱な腐植土混じり粘性土

（Acp）や粘性土（Ac1～Ac2）が分布している。その下

には、砂質土（As1）が層厚としては薄いものの連続し

て分布している。また、Ac1 層下位の粘性土(Ac2)はN値

で3～5程度あり、上位の軟弱層に比べやや圧密が進行し

た粘性土層であることが伺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.1 基礎地盤処理の施工範囲 

図-2.1 右岸SP1200における地質横断図 
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このことから、当該地盤における圧密沈下は、主に

Ap層、Acp 層及びAc1 層に生じるものと推測できる。ま

た、砂利セメントパイルの先端以深には、上記の圧密沈

下対象層がほとんど無く、パイル自体が沈下する可能性

は低いと考えられる。 

 

2.3 砂利セメントパイル間の地盤特性 

 砂利セメントパイル間における地盤の強度特性につい

ては、既往業務において調査・検討を行っている。図-

2.2 はパイル間で採取した試料の採取深度と粘着力C の

関係を示したものである。また、 図-2.3はパイル間で

採取した試料の採取深度と圧密降伏応力Pcの関係を示し

たものである。図には近傍のボーリング地点で採取した

試料（平成18 年度、21年度調査）の圧密降伏応力Pc も

併せて示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般に、堤防直下の基礎地盤は、堤体荷重の作用によ

り圧密現象を生じ、その結果、強度が増加するとともに

圧密降伏応力が増大する。しかし、パイル間の粘着力C 

や圧密降伏応力Pc は、堤体直下において、各地層の最

低値程度の粘着力Cや圧密降伏応力Pcしか有していない

状況にある。これは、基礎地盤とパイル自体の剛性の違

いに起因して、堤体荷重の大部分を砂利セメントパイル

（杭基礎状態）が負担してしまい、パイル間には堤体荷

重が殆ど作用していないためと考えられる。また、パイ

ル間の地盤の粘着力Cが素地盤の各地層の粘着力Cの最

低値程度しか有していないことから、砂利セメントパイ

ルに囲まれたパイル間の土質は施工当時の素地盤の粘着

力Cが保持されているのに対し、現在の堤防周辺の地盤

は排水路整備に伴う地下水位低下などにより沈下が進行

し施工当時よりも強度が増加したのではないかと考えら

れる。 

 

3. 地中調査結果と変状要因 

3.1 堤防変状箇所における調査 

 既設砂利セメントパイル区間の築堤盛土を実施するに

あたり、以下の調査を行った。 

① 現地踏査 

以下のような変状が確認された。（図-3.1） 

・ 裏法面中央部に小段状の段差が形成されており、

段差部に縦断方向の亀裂がある 

・ 法尻にパイルの露出と空洞がある 

・ 法面下部の急傾斜化と法面上部の沈下がある 

 

 

 

 

 

 

 

② 地下レーダー探査 

砂利セメントパイル打設区間における左右岸堤防の川

裏・川表法面を対象として地中から反射する電磁波の波

形から推定される空洞化形成の程度をA（空洞化あり）、

B（空洞化の可能性あり）、 C（空洞化の可能性小）の

3ランクに区分した。（図-3.2） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ピット掘削調査 

現地踏査および地下レーダー探査によって空洞の存在

が懸念されるⅰ)右岸SP1200付近及びⅱ)左岸SP1300付近

の2箇所においてピット掘削を実施した。i)における調

図-2.2 深度と粘着力Cの関係 

図-2.3 深度と圧密降伏応力Pcの関係 

図-3.2 空洞化形式の分布図 

図-3.1変状模式図 
（a）法尻空洞 （b）法面変状 
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査結果を図-3.3に示す。ⅰ)ⅱ)ともに、パイルの頭部は

堤内法尻よりも高い位置にあり、頭部にはメッシュ状の

土木シートが敷設されており、空洞は土木シートの下や

パイル頭部の周囲に確認された。土木シートの下は粗砂

利からなるサンドマットが敷設されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 空洞発生要因の推定 

 上記の調査結果から、砂利セメントパイル打設区間に

おける空洞は図-3.4に示すようにパイル打設によって杭

間に発生した過剰間隙水圧の消散過程や堤内排水路掘削

や周辺農地の改良といった堤防周辺における既往工事に

より、地下水位が低下し泥炭地盤が沈下する一方で、砂

利セメントパイルで支持されてた堤体が沈下に追従しな

い「抜上がり現象」によって形成されたものであると推

定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 応急対策の実施 

堤体機能が劣化していると考えられる空洞化の可能性

のある区間の延長は両岸で900m以上となることから、

抜本的な対策を行うには長期間を要すると考えられた。

そのため、以下の条件を踏まえ、応急対策を行った。 

① 抜本的な対策完了までに複数年を要すると考えられ

るため強固な地盤構造が必要。 

② 基礎地盤が泥炭であること、堤体と地盤との間に空

洞・サンドマットといった透水性が高いゾーンが存

在しているため、基盤からのパイピングと堤体漏水

への対応が必要。 

③ 川表法尻直下の泥炭層に荷重が作用すると新たな沈

下が生じ、空洞形成を助長する恐れがあるため、堤

防基礎地盤に新たな荷重を作用させない。 

 漏水対策としてはⅰ)断面拡幅工法、ⅱ)表面遮水工法、

ⅲ)ドレーン工法などの工法が考えられるが、ⅰ)では表

のり尻の沈下を招く恐れがあり、また、ⅲ)は裏のり尻

での対策であることから、外水を堤内側に誘導すること

となる。このため、ⅱ)の表面遮水工法が最適であり高

水護岸工を行った。施工後の状況を図-4.1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

5.  築堤施工に向けた軟弱地盤解析と対策工検討 

 築堤施工に当たっては、左右岸の築堤法線について検

討を行った。法線の考え方としては大きくA案：20m 引

堤法線（砂利セメントパイル部を回避）、B案：現況法

線の2つが考えられ、これらについてa)治水安全度の早

期発現、b)経済性、c)社会的影響の観点から検討を行っ

た。 

 

5.1 軟弱地盤対策工の概略検討 

軟弱地盤解析（すべり・沈下）の結果、上記2つの法

線において、素地盤上に築堤盛土を行った場合、残留沈

下量が「泥炭性軟弱地盤対策工マニュアル1)」の基準値

（30cm）を大幅に上回るため、軟弱地盤対策工が必要

となった。A、B案の経済性比較を行うため、各案につ

いて対策工法の検討を行った。なお対策工法の検討に当

たっては、既設砂利セメントパイルの打設状況や、これ

までに推定された変状の発生要因から、以下の条件に基

づき考えることとした。 

・ 砂利セメントパイル打設部は、パイルの直径が400～

800mm、杭打設間隔が1.4mであるため改良率がas＝6

～26％程度と通常の改良工法に比べ低い改良率にな

っているため、砂利セメントパイルのせん断強度を

考慮しない。 

・ パイル間においては、機械撹拌工法（撹拌翼を用い

た改良）の採用が困難なため、高圧噴射撹拌工法を

採用する。 

各案で必要な対策工法の検討結果について表-5.1に示す。 

 

A案（20m 引堤法線） B案（現況法線） 

地盤改良は安価で済むもの

の、大幅な用地買収が必要で

あるとともに、集水路の移転

や家屋移転も必要であり、か

つ、築堤の供用に3年を要する

ため、治水安全度の早期発現

が困難である。 

地盤改良は高価ではあるも

のの、劣化した第一幹川の

治水安全度を早期に回復で

き、かつ、新規用地取得な

どを伴わないため社会的な

影響も少ない。 

 

図-3.3 ピット掘削結果 

図-3.4 空洞発生要因概略図 

図-4.1 護岸施工状況 

表-5.1 対策工検討結果 

(a) 空洞底部はサンドマット (b) 既設パイル間の空洞 

 

② 

③ ④ 

① 
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治水安全度の早期確保を重要視したB案を採用した場

合は、A 案に比べ3～5 年（用地買収の進捗によっては

それ以上）早めることが出来ることから、B案を採用す

ることとした。 

６.  施工実施に向けた検討 

6.1 対策における基本的な方針 

将来的な広域沈下を考慮し、浅層あるいは中層改良に

より地盤そのものを改良することが必要である。（改良

体の抜上がり・滑り防止） 

パイル部では、空洞が形成されたことからもわかるよ

うに築堤荷重を全て砂利セメントパイルが支持していた

状態にあり、パイル間や打設範囲の周辺ではほとんど築

堤荷重が作用しておらず、軟弱地盤の圧密は進行してい

なかったと考えられる。このため、横断方向の築堤範囲

全てを矩形改良することとする。 

当該区間では、パイル部と素地盤の沈下量の差異によ

り空洞が形成されており、対策にあたっては、「再空洞

化を防止」することが重要となる。第一幹川で発生した

変状は、周辺地盤と剛性が著しく異なる砂利セメントパ

イルが堤体荷重を受け持ち、沈下を許容しない状況にあ

ったのに対し、周辺地盤では排水路の整備などに伴う沈

下が発生し、結果として堤体の抜け上がりを生じたもの

と考えられる。このため、改良体が直接堤体荷重を支持

するのではなく、改良体と堤体の間に抜上がりを防止す

るための緩衝部（堤体が周辺地盤とともに沈下する際に

改良体が緩衝部に貫入するような構造：図-6.1）として

浅層処理を施す必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべり対策及び沈下対策として基盤処理工法を採用す

る区間においては、改良部と未改良部の沈下量の差異か

ら段差が生じ、堤体内に潜在的な亀裂（堤防縦断方向）

を生じる懸念があり（図-6.2）、横断方向においてすり

付けを考慮する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 検討対策工の選定 

「泥炭性軟弱地盤対策工マニュアル1)」より、北海道

内の泥炭性軟弱地盤で採用された対策工法の代表例をも

とに、当該箇所の地質条件（既往地質調査資料で確認さ

れた層圧に準拠）、施工条件や周辺環境から選定対象の

可否を検討した。 

また、本検討区間では、以下の制約条件が挙げられる。 

① 表層より軟弱な泥炭および粘性土が堆積しており、

軟弱層厚が10m以上有する。 

② 堤外側では、河道までの高水敷幅が10～20m程度と狭

く、大型機械による施工ヤードの確保が困難（※）

である。（※砂利セメントパイル区間において、堤

外側に大型施工機が載荷した場合、安全率はFs=0.97

であり、河道へのすべり破壊が生じる。このことか

ら、大型施工機による施工が困難となり、施工機械

が小型のものに限定される。） 

③ 堤内側では、右岸では用地境界が、左岸では集水路

が近接しているため、大型機械による施工ヤードの

確保が困難である。 

これらの条件より表層混合処理工法、深層(中層)混合

処理工法（※深層混合処理工法の場合、小型機械のみ適

用可）が選定された。地盤改良時については堤防開削規

模を小さくするため、小型機械による工法であり、改良

時の変状に伴う既設堤防への影響を考慮し低変位工法の

中で最も経済的となる工法としてLDis 工法を選定した。 

 

6.3 改良範囲の検討 

施工手順としては、既設パイル頭部の処理を行った後、

浅層処理を深さ（2mを想定）まで行い、その後に高圧

噴射撹拌工法を施工するものとする（浅層処理部は空打

区間とする）。また、当該地は地下水位が高いため、良

質土による置換では施工時に泥濘化し、所定の強度が得

られない可能性があるため、浅層混合処理を採用した。

そして、すべり安定性について確認した。なお、緩衝部

は剛な状態では本来の目的を達さないため、粘着力

50kN/m
2
 として考える。また、緩衝部の設置により、高

圧噴射撹拌工法の施工面積を減じることが出来るため、

工 の 減にもつながることとなる。 

第一幹川は、堤外側において河道までの高水敷幅が10

～20m 程度と狭く、大型施工機械による施工が困難であ

るため、施工機械が小型のものに限定される。このほか、

既設堤防の対策工として砂利セメントパイル工法が施工

されており、改良時の変位に伴う既設堤防への影響が懸

念されることから、低変位の改良工法に限定される。こ

のような特殊性を考慮し改良範囲の検討を行った。 

①許容沈下量の設定 

通常の余盛は30cm であるが、ここでは余盛分を超過

しても1 層分（30cm）の補足盛土により対応が可能とな

る沈下量としてSf≦60cm とした。 

 

図-6.1 浅深処理概略図 

図-6.2 堤防横断方向亀裂概略図 
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【照査基準】 

ΔS≦30cm 

Sf≦60cm 

照査位置 

【照査基準】 

ΔS≦30cm 

Sf≦60cm 

照査位置 ②許容段差量の設定 

改良後の盛土による沈下では、改良部と未改良部との

間に段差が生じる。局部的な沈下の段差は、堤体の亀裂

等の変状を誘発し、機能低下を招く。このことから本検

討では、沈下量段差の許容量を設けるものとし、「柔構

造樋門設計の手引き2)」から、局部的な沈下の段差によ

る堤体の亀裂等の)変状を生じさせない段差量としてΔS

≦30cm とした。単年度盛土形状による築堤横断方向の

沈下分布より、残留沈下量Sf が60cm 以下となる改良規模

を決定する。なお、改良長Dおよび改良幅Bの決定は以

下の手順で行った。 

(ⅰ)改良長D の設定 

築堤天端の沈下に対し、全沈下量に占める割合が大

きい泥炭層(Ap)、泥炭混じり粘性土層(Acp)は改良対

象とし、加えて残留沈下量Sf が許容沈下量60cm 以下

を満足する改良長として、粘性土層(Ac1)までとした。

当該規模の改良で残留沈下量Sf が60cm 以上となる場

合は、順次改良長を延伸し、残留沈下量Sf が許容沈

下量60cm 以下を満足する改良長D を決定する。 

(ⅱ)改良幅B の設定 

(ⅰ)の改良長D に対し、改良幅Bを決定する。照査は、

沈下量段差ΔS および残留沈下量Sf に対して行う。以

下に検討手順を示す。 

・検討①：築堤天端幅に対する改良幅Bを設定し、沈下

量段差ΔS および残留沈下量Sf の照査を行う。ただし、

天端直下にて既設対策工が実施されている場合は、残留

沈下量Sf≧60cm となる地点より改良幅Bを設定する。 

 

 

 

 

 

 

図-6.3 改良幅B 概念図(検討①～天端肩まで) 

・検討②：①の検討結果より、天端肩直近の沈下量段差

がΔS≧ 30cm、あるいは残留沈下量Sf ≧ 60cm となった場

合、法尻までのすり付け改良を行い、沈下量段差ΔSお

よび残留沈下量Sf の照査を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

図-6.4 改良幅B概念図(検討②～すり付け) 

・検討③：②の検討結果より、天端肩直近の沈下量段差

がΔS≧30cm、あるいは残留沈下量Sf≧60cm となった場

合、法尻まで改良範囲を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

図-6.5 改良幅B概念図(検討③～法尻まで) 

以上の検討を行った結果を図-6.6及び図-6.7に示す。

左右岸ともに②の検討結果よりで沈下量段差ΔS≦30cm

となるが、すりつけ部における残留沈下量がSf≧60cmと

なるため法尻まで改良範囲を設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂利セメントパイル 

杭頭処理＋改良土置換え 

図-6.6 地盤改良代表断面図 

（a） 左岸KP1.4 

（b） 右岸KP1.4 

図-6.7 改良による沈下量分布図 

（a） 左岸KP1.4 

（b） 右岸KP1.4 

許容沈下量 

許容沈下量 

杭頭処理＋改良土置

換え 

砂利セメントパイル 

杭頭処理＋改良土置

換え 杭頭処理＋改良土置換え 
改良部 

改良部 
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７.  あとがき 

 本論文は変状が確認された区間における新たな築堤盛

土を行った際に検討した結果、既設改良体箇所の変状原

因及び泥炭性軟弱地盤上・既設改良体への影響・限られ

た施工ヤードという施工条件に対する施工に対し以下の

知見を得た。 

(1) 砂利セメントパイル打設により発生した杭間の過剰

間隙水圧の解消に伴い軟弱な泥炭や粘土地盤に沈下

を生じる。一方、杭頭部に敷設された土木シートに

より堤体土がこれに追随できないため杭頭部付近に

空洞化が発生する。更に周辺地盤と剛性が著しく異

なる砂利セメントパイルが堤体荷重を受け持ち、パ

イル部と素地盤の沈下量の差異により抜上がり現象

が生じ空洞が拡大する。 

(2) 堤防完成化に向けた築堤工事の際、抜上がりによる

再空洞化を防止するため、改良体が直接堤体荷重を

支持するのではなく、堤体が周辺地盤とともに沈下

する際に既設改良体が緩衝部に貫入するような構造

として浅層処理が必要である。 

(3) 当河川は、堤外側において河道までの高水敷幅が 10

～20m 程度と狭く、大型施工機械による施工が困難

であるため、施工機械が小型のものに限定される。

また、既設基盤処理工法として砂利セメントパイル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工法が施工されており、新たな基盤改良時の変位に

伴う既設堤防への影響が懸念されることから、低変

位の改良工法に限定される。 

 第一幹川では昭和 50 年代に既設堤防を盛土するため

の対策工として 5年という限られた事業期間に対策を行

う必要があったため様々な地盤処理工法(パイルネット

工法、サンドコンパクションパイル工法、砂利セメント

パイル工法)が施工されている。堤防完成断面化に向け

た検討では建設コスト縮減が社会的要請として求められ

ていることも考慮しつつ、画一的な対策工法の選択では

なく最も適切な工法の選定に努める必要がある。 

また地質調査で把握できない局所的な弱部が存在する

泥炭性軟弱地盤上で実施された地盤改良後の堤防挙動は、

不明な点も多い。このような堤防動特性を把握すること

は、同様の地盤条件をもつ河川での工事及び維持管理に

極めて重要な資料となることから、引き続き、知見の蓄

積に努めて研鑽していきたい。 
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