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ジオシンセティックス排水材を利用した小段排水溝の 
施工性および通水性能の改善と耐凍上性の強化 

中村大1・川口貴之1・安達隆征2・川尻峻三3・渡邊達也3・佐藤厚子4・吉原孝保5 

 寒冷地の切土のり面に施工したU形排水溝では，凍上によって機能不全が生じることがある．筆者らはこれ

までに高強度かつ柔軟なジオシンセティックス排水材と再生骨材を組み合わせて，凍上に強い小段排水溝を開

発することに取り組んできた．研究の結果，開発した小段排水溝が地盤の凍上・融解沈下挙動に追従し，凍上

で損傷しないことが確認された．しかしながら，この小段排水溝は施工時の作業性が悪く，その通水性能は従

来のU形排水溝と比べて劣っている．そこで本研究では，施工性の改善を目的として，排水材のみで小段排水

溝を作製することを試みた．また，排水溝の断面形状を工夫することで，通水性能を従来のU形排水溝と同程

度にまで改善した．そして，いずれの排水溝でも凍着凍上現象による持ち上がりを防げることを確認した． 

キーワード：ジオシンセティックス排水材，小段，排水溝，凍上，凍着凍上 

１．はじめに 

北海道のような寒冷な地域の切土のり面に設置され

た小段排水溝では，古くから凍上被害の発生が報告され

ている．平成16年にNEXCO東日本北海道支社が実施し

た調査によると，道東自動車道の帯広管内では調査切土

全体の約8割にもおよぶ小段排水溝が凍上によって損傷

し，排水機能が低下していたことが報告されている1)． 
一般的に，小段排水溝には熱伝導性の高い鉄筋コン

クリート製のU形排水溝が用いられる．このため，排水

溝の側壁背面は小段面とU形排水溝の内空面から冷却さ

れる，寒気の影響を受けやすい箇所となってしまう2)．

さらに，寒冷で雪の少ない地域の小段は，小段面と谷側

のり面の2面が冷却面となってしまうため，平地やのり

面に比べて寒気の影響を受けやすい3)．このような要因

から，U形排水溝側壁部の背面土において凍上現象が発

生し，側壁に凍上力が作用して破壊される被害や，小段

の横断方向で発生する不等凍上によってU形排水溝が回

転する被害，小段の縦断方向で発生する不等凍上によっ

てU形排水溝が持ち上がり，連続性が損なわれる被害等

が発生してしまう4)．これらの被害を防ぐ対策として，

これまでに置換工法や断熱工法等が提案されてきたが，

現状では今後広く普及するような決定的な凍上対策工法

は存在していない． 
このようなことを背景として，筆者らは凍上による

排水溝の持ち上がりを無理に防ぐのではなく，柔軟な材

料で地盤の凍上・融解沈下挙動に追従して変形可能な小

段排水溝を開発することに取り組んできた．研究に用い

ている材料は，ポリプロピレン製で高強度と柔軟性を併

せ持つ立体網状スパイラル構造のジオシンセティックス

排水材である（構造等の詳細については安達ら5)を参

照）．この排水材と再生骨材，遮水シートを組み合わせ
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て，図－１に示すような小段排水溝を開発した．図中の

排水材は集水した表流水を排水する通水断面を確保する

役割を果たしており，排水材の周囲に設置した遮水シー

トが集水した表流水を小段の縦断方向下流へと流す役割

を担っている．また，排水材の持ち上がりを防ぐことを

目的として，排水材の上部には再生骨材を敷設していた．

以上のような排水溝を北海道常呂郡訓子府町の整備中で

ある北海道横断自動車道の切土法面に試験施工し，排水

溝の凍上・融解沈下挙動を2シーズンに渡って計測した5)．

計測の結果，開発した小段排水溝が地盤の凍上・融解沈

下挙動に追従し，凍上によって損傷しないことを確認し

た．さらに，凍上・融解沈下を繰り返し受けた後の排水

溝の通水性能を簡易な試験で確認・評価したところ，2
シーズン経過後においても排水材が通水性能を維持して

いることが確認された．以上の研究によって，ジオシン

セティックス排水材を応用した小段排水溝の寒冷地にお

ける有効性が実証された．しかしながら，上述の排水溝

では排水材の上部に重しとして再生骨材を設置しており，

施工時にはその設置が困難であった．図－２にジオシン

セティックス排水材を用いた小段排水溝の施工時の様子

を示す．図のように，再生骨材を敷設するためには遮水

シートを自立させる必要があり，木枠の設置が必須であ

った．しかし，この木枠の設置に時間を要し，施工性を

著しく低下させていた．さらに，排水溝断面が排水材と

再生骨材からなるため粗度が大きく，従来のU形排水溝

に比べて通水性能が著しく劣っていた． 
そこで本研究では，まず施工性の悪さを改善するこ

とを目的として，再生骨材を設置せず，排水材のみで小

段排水溝を作製することを試みた．排水溝の断面形状は，

一般的なU形排水溝（300B）の内空と同様の寸法，形状

を想定した正方形断面とした．これにより，作業時間の

大幅な削減が期待できる．ただし，本研究に用いたジオ

シンセティックス排水材は非常に軽量であり，地盤の凍

上・融解沈下で発生する凍着凍上現象によって，地表面

より持ち上がることが懸念される．凍着凍上現象は，周

辺地盤と凍着した構造物が周辺地盤の凍上によって持ち

上げられる現象で，一般の凍上現象とは区別される6)．

凍着凍上は凍結深さが構造物の下まで至らない場合でも

発生し，地盤が融解しても元の位置に戻りきらないこと

が多い．本研究ではこの凍着凍上現象による持ち上がり

を，排水溝の断面形状を工夫することで対策した．具体

的には，排水溝の断面形状を凸形とし，排水材の両端に

土圧を作用させた．この凸形断面の排水溝に作用する土

圧は，冬期の凍上時には持ち上がりに対する抗力，春期

の融解時には沈下を促進させる助力として働く．以上の

2種類の小段排水溝をこれまでの研究と同様に，北海道

常呂郡訓子府町において試験施工した． 
さらに，通水性能の向上を目的として断面形状をロ

の字形（以下，ロ形）とした，排水溝内部にU形排水溝

と同等の内空部分を有する排水溝も考案し，北海道北見

市留辺蘂町金華において試験施工した． 
以上の2箇所において，約1年間，継続的に地中温度や

排水溝の変位といった様々な項目の計測を行うとともに，

凍上・融解沈下前後に簡易通水性能試験を実施した．本

文では，特に実験が既に終了している北海道常呂郡訓子

府町で実施した試験施工の概要，計測方法の詳細，各種

計測結果に重点をおいて報告する．現在実験が継続中で

ある北海道北見市留辺蘂町金華で実施した試験施工につ

いては，本文では速報として紹介する． 

２．ジオシンセティックス排水材を用いた小段排

水溝の改良 

図－３に改良したジオシンセティックス排水材を用

いた小段排水溝の模式図を示す．図のように，本研究で

は排水溝の断面が全て排水材で構成されるように改良を

行った．排水溝の断面形状は，一般的に良く施工される

プレキャスト U 形排水溝（300B）の内空と同様の寸法，

形状を想定した正方形断面と，これに耐凍上の強化を図

った凸形断面，さらに排水溝内部に U 形排水溝と同等

の内空部分を有するロ形断面の合計 3種類とした．正方

形断面の具体的な寸法は幅300 mm，高さ300 mmである．

凸形断面の具体的な寸法は上部の幅 300 mm，高さ 210 
mm，下部の幅400 mm，高さ90 mmである．下部は上部

に比べて両端が 50 mm長くなるようにしており，ここ

に土圧を作用させて凍着凍上による持ち上がりを防ぐこ

とを想定している．正方形断面および凸形断面の 2種類

では，長さ1500 mmの板状の排水材を複数枚重ね合わせ

て束ね，合計の高さを300 mmとしている．また，排水 

図-3 改良したジオシンセティックス排水材を用いた小段排水溝の模式図 
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表-1 通水量の算出に用いた各種の値 

項目 
U形 

排水溝 
正方形 凸形 

ロ形 

排水材 内空 

粗度係数 n (sec/m1/3) 0.013 0.110 0.110 0.110 0.020 
断面積 A (m2) 0.090 0.090 0.099 0.090 0.090 

潤辺長 S  (m) 0.90 1.20 1.40 2.90 1.20 

材は粗粒土の流入を防止するため，2 mmメッシュのフ

ィルタで外周を覆った．さらに，排水材の周囲には厚さ

1.5 mmの軟質塩化ビニル製遮水シートを敷設しており，

集水した表流水が地中へと浸透していくことを防ぐとと

もに，小段の縦断方向下流へと表流水を流す役割を果た

している．ロ形断面の具体的な外寸は概ね幅 420 mm，
高さ 430 mmで，内空の寸法は幅 300 mm，高さ 300 mm
である．長さ2000 mmの板状の既製の排水材を組み合わ

せてロ形としている．また，排水溝の上面のみを 2 mm
メッシュのフィルタで覆った．前述の 2種類の排水材と

同様に，周囲には厚さ 1 mmの軟質塩化ビニル製遮水シ

ートを敷設している． 
 以上のジオシンセティックス排水材を用いて作製した

3 種類の排水溝（正方形断面，凸形断面，ロ形断面）と

U 形排水溝の通水性能を比較する目的で，マニング式を

用いて満水時における通水量 Q を計算で求めた．以下

に本研究で通水量の算出に用いたマニング式を示す． 

(1) 

ここで，Qは通水量（m3/sec），Aは断面積（m2），Sは
潤辺長（m），n は粗度係数（sec/m1/3），I は動水勾配で

ある．表－１には通水量の算出に用いた各種の値につい

てまとめた．断面積 A，潤辺長 Sは図－３の排水溝の断

面積，周の長さである．粗度係数 nの値は道路土工排水

溝指針 7)を参考にしており，U 形排水溝で 0.013とした．

立体網状スパイラル構造のジオシンセティックス排水材

については既往の研究 8)を参考に 0.110とした．ロ形断

面の排水溝については，排水材部分と内空部分とで通水

量を個別に算出してその和を求めているが，排水材の内

空部分の粗度係数は未知であったため，ここでは仮に土

でできた直線・等断面水路の粗度係数 0.020を用いた 7)．

しかしながら，内空部分の粗度係数は実際にはこれより

も小さな値であると推測される．加えて，排水溝の断面

積 A は土砂等の堆積による通水断面の縮小も考慮して，

20%の余裕をもって設計されるのが一般的である 7)．こ

れを踏まえ，U 形排水溝については土砂や落ち葉等が内

空に堆積した場合を想定し，排水溝断面の高さを 80%と
した通水量についても計算している．排水材を用いた 3
種類の排水溝については，排水材の構造およびフィルタ

により多量の土砂等の堆積は考えられないため，排水溝

断面の高さを80%とした通水量の計算は行っていない． 
図－４に U 形排水溝およびジオシンセティックス排

水材を用いて作製した 3種類の排水溝の満水時における

通水量 Q の算出値を示す．図から，いずれの断面形状

であっても U 形排水溝に比べて通水性能が劣っている

ことがわかる．特に，正方形断面と凸形断面の通水量は，

U形排水溝の 1/10程度となっている．ただし，ロ形断面

の排水溝に着目すると，通水量は大幅に改善されており，

排水溝断面の高さを 80%として算出した U 形排水溝の

通水量と非常に近い値となっている．ロ形断面の排水溝

の内空部分の粗度係数が若干大きめであるとすると，土

砂や落ち葉等が内空に堆積しづらいロ形断面の排水溝は，

内空に堆積物が存在する U 形排水溝と同程度，もしく

はそれ以上の通水性能を有していると考えられる． 

３．正方形断面および凸形断面の小段排水溝 

(1) 試験施工の概要 

施工性の改善と耐凍上性の強化を目指して作製した

正方形断面と凸形断面の小段排水溝については，現在整

備が進行中である北海道横断自動車道・足寄－北見間の

図-4 U形排水溝と開発した排水溝の通水量の算出値 
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うち，常呂郡訓子府町字緑丘の切土のり面に試験施工し

た．ただし，供用開始前のため谷側が切り取られておら

ず，計測期間中は実質的に小段となっていない． 
試験施工箇所の土質は細粒分質礫質砂（SFG）に分類

される．また，凍上試験を実施して得られた凍上速度は

0.301 mm/hourであり，「凍上性が高い」と判定された． 
 図－５は試験施工箇所の概要および計測器の設置箇所

をまとめた平面図である．図の右側から左側に向かって

3%の縦断勾配がついており，排水溝で集められた表流

水は図の左側へと排水される．また，図の右側には正方

形断面，左側には凸形断面の排水溝を施工している．2
種類の排水溝ともに小段山側ののり尻から0.75 mの位置

が，排水溝の中心となるように設置している．また，い

ずれの排水溝も延長は15 mとした． 
図－６は正方形および凸形断面の小段排水溝の施工

手順を段階的に示したものである．まず，小型のバック

ホーを用いて排水溝断面よりも若干大きく平坦部を開削

する．形成した掘削溝に遮水シートを敷き，その上にジ

オシンセティックス排水材を設置していく．排水材は非

常に軽量であり，人力での運搬が可能で，敷設も容易で

ある．その後，遮水シートで排水材を包んで土砂の排水

材への流入を防ぎながら，掘削溝と遮水シートの間に現

地発生土を人力で充填していく．最後に，余分な遮水シ

ートをカットして完成させる． 

(2) 計測方法の詳細 

 この試験施工では主に，地中温度および凍結深さ，小

段排水溝の変位について計測を行った．地中温度，変位

については，図－５に示した3つの計測地点に，それぞ

れの計測器を設置した．計測地点1では正方形断面の排

水溝の変位，計測地点2では小段山側における地山の温

度および変位，計測地点3では凸形断面の排水溝の温度

および変位を計測している．図－７に各計測地点におけ

る温度測定ロッド，変位計の設置状況について示す． 

 地中温度の計測には，木材にサーミスタセンサの先端

を10 cm間隔で固定して作製した温度測定ロッドを用い

た．地山の温度変化を計測した計測地点2の埋設深さは

地表面から0.8 mとした．凸形排水溝の温度変化を計測

した計測地点3については，排水溝直下から0.5 mとした．

計測地点3では排水材表面と，その内部の深さ15 cmの位

置にもセンサを設置した．現地の気温もセンサを設置し

て計測している．さらに，地山の凍結深さを確認する目

的で，メチレンブルー凍結深度計も図－５の×印地点に

埋設した．また，積雪深さについては，現地に設置した

スノーポールを用いて計測した． 

小段排水溝および地山の変位についてはひずみ式変

位計を用いた．ここでは，計測地点 1の変位計を例に，

設置方法について説明する．まず，深さ1 mの縦穴を掘

り，直径 5 mmの不動点用異形鉄筋を挿入する．この鉄

筋の凍着凍上による持ち上がりを防ぐため，鉄筋の下端

をモルタルで固定し，縦穴は砂で埋め戻している．次に，

遮水シートの内側に L 形鋼板を設置し，これに乗るよ

うに排水溝を設置する．排水溝は，凍結深さが小さい初

図-7 計測機器の設置状況 

①形成した掘削溝

③排水材の設置

⑥完成
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②遮水シートの敷設

凸形断面の排水材
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図-6 正方形断面および凸形断面の排水溝の施工手順 
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冬には外側の遮水シートの凍着凍上で，厳寒期には排水

溝以深まで進行した凍結線による凍上で持ち上げられる

ことが想定されるが，遮水シートの内側に設置した L
形鋼板はこれら両方の変位に追従して動くことが可能で

ある．その後，L 形鋼板に L 形アングルを剛結し，その

上に凍上力受圧盤を設置する．最後に，不動点用異形鉄

筋に変位計を据え付け，排水溝の変位に伴う受圧盤の上

下動を計測する．地山については，凍上力受圧盤を地表

面に設置しており，この上下動を変位計で計測する．な

お，地中温度，変位ともに計測間隔は1時間である． 
 さらに，本研究独自の簡易通水性能試験を実施して， 
凍結前後における小段排水溝の通水性能を評価すること

も試みている．実施した通水性能試験は，小段排水溝の

上流部（図－５の△印地点）から10 Lの水を流し，その

水が下流の雨水枡（図－５の▲印地点）から排水される

までの時間をストップウォッチで計測するという簡便な

ものである．水の投入場所は，正方形および凸形断面の

小段排水溝ともに，雨水枡から14 mの地点である．  

(3) 計測結果および考察 

a) 気温，積雪深さ，凍結深さ

 図－８に2013年10月から2014年6月までの現地の気温

および積雪深さについて示す．気温は2013年11月中旬か

ら0 °Cを下回り，積雪は11月下旬から増加している． 
 図－９に各計測地点において観測された凍結深さの経

時変化について示す．図中の実線は温度計測ロッドの計

測値から得られた凍結深さ，◆印はメチレンブルー凍結

深度計で計測された地山の凍結深さ（図－５の×印地

点）を示している．メチレンブルー凍結深度計および温

度計測ロッドから得られた地山の凍結深さは概ね同様の

値である．地山の凍結深さに着目すると，2013年内は寒

暖が繰り返し，2014年1月中旬以降になるまで地中に凍

結線が進行していないことがわかる．融解は3月中旬頃

から始まり，4月上旬までには凍結深さは0 cmとなった．

凸型断面の排水溝の凍結深さに着目すると，初冬と晩冬

において，凍結線が大きく上下動していることが確認で

きる．これはジオシンセティックス排水材を用いた排水

溝は，排水材中に内空を有しており，排水材中に設置し

た深さ15 cmの温度センサが外気によって直接的に冷

却・加熱されるためだと考えられる．また，凸形断面の

排水溝の凍結深さは計測期間を通して常に地山の凍結深

さに比べて大きいが，これも同様の原因であると考えら

れる．ただし，積雪の影響もあって，計測期間中の最大

凍結深さは地表面から30 cm以浅となっており，凍結深

さが排水溝底部まで達していないことが確認された． 
b) 小段排水溝および地山の変位

図－１０に各計測地点における変位の計測結果を示す．

まず，凍上挙動に着目すると，地山は2014年1月中旬頃

から凍上し始め，3月中旬頃には最大で約40 mmの凍上

量に達していることが確認できる．正方形断面の排水溝

は地山の凍上開始からは若干遅れて1月下旬頃から凍上

し始め，3月中旬頃には最大で約10 mmの凍上量に達し

ていることがわかる．最大凍結深さは地山，凸型断面の

排水溝ともに凍結線が排水材の底面以深（深さ30 cm）
に達していないにも関わらず，正方形断面の排水溝では

凍上変位が計測されている．このことから正方形断面の

排水溝は遮水シートの凍着凍上によって持ち上げられた

と推測できる．一方，凸型断面の排水溝の変位量は負の

値を示しており，持ち上げられた状況にはなく，全く凍

上していないと推測される．次に，融解沈下挙動に着目

すると，いずれの排水溝も3月中旬頃から沈下し始め，4
月中旬頃には沈下は概ね収束していることがわかる．最

終的に地山で約3 mmの残留変位，正方形断面の排水溝

は施工当初に比べて3 mmの沈下，凸形断面の排水溝は

11 mmの沈下が計測された．この地山の残留変位は凍上

による土の膨張に起因し，正方形および凸形断面の排水

溝の沈下は敷設時の排水溝周辺の土の転圧不足等による

初期沈下に起因すると推測される．ただし，融解沈下後

の現地観察では，正方形，凸形断面の排水溝ともに，地

表面付近において地山との段差は観察されなかった．以

上の計測結果から，正方形断面の排水溝は地盤の凍上・

融解沈下挙動に追従して変形可能なことが確認された．

また，凸型断面の両端に土圧を作用させて凍上による持

ち上がりを防ぐ方法は，凍着凍上対策として非常に有効

図-8 現地の気温および積雪深さ 
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図-10 変位量の経時変化 
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であることがわかった．しかしながら，正方形断面の排

水溝でも春先の地表面からの持ち上がりは観察されてお

らず，この程度の凍上性の地盤であればジオシンセティ

ックス排水材のみで作製した小段排水溝に，凍着凍上対

策としての形状の工夫は必要ないことがわかった． 
c) 簡易通水性能試験

図－１１に正方形断面と凸形断面の排水溝の簡易透

水性能試験結果を示す．いずれの試験日も，直前に降雨

は無く，自然の流水がない状態であった．融解沈下後に

は試験を3回実施したが，1回目から2回目にかけて排水

までにかかる時間が短くなる傾向が見られた．排水材は

2 mmのフィルタで覆われているものの，表流水ととも

に細粒土の流入があり，これが1回目の通水時に水を吸

着し，排水までにかかる時間を長くしたものと思われる．

また，1回目の通水によって排水材から細粒土が流出す

るため，2回目以降，排水までにかかる時間は短くなる

ものと考えられる．凍結直前と融解沈下後の2回目以降

の試験の排水までにかかる時間を比較すると，正方形，

凸形断面の排水溝ともに通水性能の低下は全く見られな

い．以上の結果から，1シーズン経過後においても排水

溝が通水性能を保持していることが確認された． 

d) 1シーズン経過後の観察

 試験施工から 1シーズン経過後の 2014年 6月に排水

材を撤去し，排水材表面および遮水シートの詳細な観察

を実施した．図－１２に 1年経過後の排水材表面および

遮水シートの様子を示す．図から，正方形，凸形断面の

排水溝ともに，排水材表面および遮水シートは凍上等に

よる損傷を全く受けていないことが確認できる．次に排

水材の撤去後の遮水シートに着目すると，遮水シート上

には地山から流入したと思われる細粒土が薄く堆積して

いる様子が観察できた．この細粒土は雨水や融雪水によ

って定期的に排出されると見込んでいるが，蓄積してい

くようであれば，今後何らかの対策を検討しなければな

らないと考えている． 

４．ロ形断面の小段排水溝 

(1) 試験施工の概要 

施工性と通水性能の向上を目指して作製したロ形断

面の小段排水溝は，一般国道 242号沿い，北海道北見市

留辺蘂町金華の切土のり面に試験施工した．対象のり面

は，勾配 1：1.1，高さ 5m程度であり，のり面保護工は

実施されていない．また，のり面よりも上方部は自然斜

面となっている． 
切土のり面には既に小段が設置されており，その小

段幅は一般的な 1.5 mである．この小段幅の中心，小段

山側ののり尻から0.75 mの位置に，排水溝を設置した．

設置した排水溝はロ形断面の排水溝だけでなく，これと

の比較を行う目的で U 形排水溝（300A）も設置してい

図-11 簡易通水性能試験結果 
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図-13 ロ形断面の排水溝の施工手順 
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る．いずれの排水溝も延長は 18 mであり，末端を雨水

桝に接続した．さらに，この雨水枡には縦排水溝を接続

しているため，小段で集水された表流水はのり尻から皿

型の道路側溝へと導水される． 
図－１３はロ形断面の小段排水溝の施工手順を段階

的に示したものである．施工方法はこれまでに説明した

正方形および凸型断面の排水溝とほぼ同様である．異な

る点は，遮水シートを敷設する前に敷砂を施し，掘削溝

底面の平坦性を向上させたことである．また，施工前に

遮水シートを排水溝断面に合わせてカットし，現場での

作業量を軽減した．さらに，この試験施工では，縦排水

溝をロ形断面の排水溝で施工することにも取り組んだ．  
次に，施工性については，U 型排水溝は小段部への運

搬にはトラック積載型クレーン（ユニック）を用いたが，

ロ形断面の小段排水溝は軽量なジオシンセティックス排

水材で作製されているため，人力での運搬・設置が可能

であった．縦排水溝についても同様である．さらに現場

作業者からロ形断面の小段排水溝は，従来の鉄筋コンク

リート製の U 形排水溝に比べて敷設が容易であるため，

施工性が良好であるという意見を聞くことができた． 

(2) 計測方法の詳細 

 この試験施工では小段排水溝の変位計測と簡易通水性

能試験を行った．図－１４に各計測地点における変位計

の設置状況について示す．変位の計測方法はこれまでに

説明した正方形および凸型断面の排水溝とほぼ同様であ

る．異なる点は 1計測地点における変位計の数を 4つに

増やしたことであり，ロ形断面の排水溝，U形排水溝と

もに，小段谷側の地山，排水溝の両端（谷側，山側），

小段山側の地山の 4箇所の変位を計測できるようにした．  

 簡易通水性能試験についても試験方法は同様であるが， 

水投入地点と排水確認地点との距離は，いずれの排水溝

も17 mとした． 

(3) 計測結果および考察 

図－１５に各計測地点における変位の計測結果を示す．

まず，計測地点 1におけるロ型断面の排水溝の凍上・融

解沈下挙動に着目すると，1 シーズン経過後，排水溝の

変位量は概ね元の位置に戻っていることがわかる．ただ

し，地山の変位が若干元の位置より沈下しているため，

排水溝が地山より若干持ち上がった計測結果となってい

る．次に，計測地点 2 における U 形排水溝の凍上・融

解沈下挙動に着目すると，U 形排水溝も地山も概ね元の

位置に戻っていることがわかる． 
 図－１６に 1シーズン経過後の排水溝の様子について

示す．図のように，ロ形断面の排水溝には変状は確認さ

れず，地山と排水溝にも段差等は観察されなかった．ま

た，排水溝のフィルタが落ち葉の排水材への侵入を防い

でいる様子も確認できた．一方，U形排水溝では接続部

において段差が観察され，落ち葉や土砂等の堆積も確認

された．この段差は排水溝からの漏水の原因となり，の

り面崩壊を引き起こす遠因ともなりうる． 
 図－１７にロ形断面の排水溝と U 形排水溝の簡易透

水性能試験結果を示す．試験は自然の流水がない状態で

実施した．融解沈下後には試験を 2回実施したが，いず

図-14 変位計の設置状況 
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図-15 変位量の経時変化 
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図-16 1シーズン経過後の排水溝の様子 
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れの排水溝においても，1回目から 2回目にかけて排水

までにかかる時間が短くなるという，正方形断面および

凸型断面の排水溝と同様の傾向が見られた．ロ形断面の

排水溝については先述したような排水材への細粒土の流

入が主な原因だと考えられる．一方，U形排水溝につい

ては接続部に堆積した土砂が通水時に水を吸着し，排水

までにかかる時間を長くしたものと思われる．凍結直前

と融解沈下後の 2回目試験時の排水までにかかる時間を

比較すると，ロ形断面の排水溝，U形排水溝ともに若干

の通水性能の低下が見られるものの，1 シーズン経過後

においてもロ形断面の排水溝が十分な通水性能を保持し

ていることが確認できた． 

５．まとめ 

 本研究では，これまでのジオシンセティックス排水材

を利用した小段排水溝に改良を行い，施工性が良く，排

水性能の高いジオシンセティックスのみで製作された小

段排水溝を開発することに取り組んだ．本研究で得られ

た知見について以下にまとめる． 

1) 本研究で開発した 3種類の小段排水溝は，地盤の凍

上・融解沈下挙動に追従して変形することができ，

凍上によって損傷しないことが確認された． 
2) いずれの小段排水溝も，簡易通水性能試験で，施工

から 1年経過後において，通水性能が維持されてい

ることを確認した． 
3) 排水溝の断面形状をロ形とすることで通水性能を従

来の U 形排水溝と同程度にまで改善できること，

凸形とすることが凍着凍上現象による持ち上がり防

止に有効であることが明らかとなった． 
 本研究によって，ジオシンセティックス排水材を用い

た小段排水溝が寒冷地において有用であることが確認さ

れた．また，軽量であることから U 型排水溝の設置で 

必要となる重機等を用いずに運搬・設置できることも明

らかとなった．今後は排水溝の通水断面積や価格，更に

は長期的な目詰まり対策も考慮して改良を行い，実用化

を目指して研究を進めていく予定である． 

謝辞：本研究を実施するにあたり網走開発建設部北見道

路事務所に試験施工箇所を提供いただいた．ここに記し
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参考文献 

1) 外塚信，豊田邦男，水野津与志，佐藤幸久，萬隆：寒冷地

における切土のり面小段工の凍上対策に関する検討，公益

社団法人 地盤工学会北海道支部 技術報告集，第46号, 

pp.291-296, 2006. 

2) 武市靖：用排水路の凍結対策における側壁高と積雪を考慮

した置換厚さの設計手法の検討，土木学会論文集，第499

巻/III-28, pp.147-156, 1994. 

3) 上野邦行，芮大虎，中村大，伊藤陽司，山下聡，鈴木輝

之：植生保護法面の凍結・融解過程における挙動特性，地

盤工学ジャーナル，Vol.5, No.3, pp.413-424, 2010. 

4) 公益社団法人 地盤工学会北海道支部 斜面の凍上被害と対

策に関する研究委員会：斜面の凍上被害と対策のガイドラ

イン，2010. 

5) 安達隆征，中村大，川口貴之，山下聡，川尻峻三，山梨高

裕，佐藤 厚子：立体網状スパイラル構造の排水材を応用し

た耐凍上性を有する小段排水溝の開発，ジオシンセティッ

クス論文集，Vol.29, pp.161-168, 2014. 

6) 公益社団法人 地盤工学会北海道支部 地盤の凍上対策に関

する研究委員会：寒冷地地盤工学―凍上被害とその対策―，

2009. 

7) 社団法人 日本道路協会：道路土工排水溝指針，1987. 

8) 松本哲，吉原廣，金坂聖干：繊維網状体構造の排水マット

の面内方向通水性，日本繊維機械学会年次大会研究発表論

文集・講演要旨集，第56回，pp.238-239, 2003. 

BERM DITCH UTILIZING GEOSYNTHETIC DRAINAGE MATERIAL: 
IMPROVEMENT OF WORKABILITY AND PERMEABILITY, AND 

STRENGTHENING OF FROST HEAVE RESISTANCE 

Dai NAKAMURA, Takayuki KAWAGUCHI, Takayuki ADACHI, Shunzo KAWAJIRI, 
Tatsuya WATANABE, Atsuko SATO and Takayasu YOSHIHARA 

   The U-shaped ditch installed on a cut slope in a cold district can be damaged by the phenomenon of frost heaving. 
The authors have developed a berm ditch highly resistant to frost heaving by combining very strong and highly 
flexible geosynthetic drainage material and recycled aggregate. This study attempted, with an aim of improving 
workability, to fabricate a berm ditch using drainage material alone. In addition, the permeability was improved to the 
same level as the conventional U-shaped ditch by changing the cross-sectional shape. All berm ditches made under 
this study demonstrated that the heaving caused by the adfreezing and frost heaving phenomenon could be prevented. 

KEYWORDS: Geosynthetic Drainage Material, Berm Ditch, Frost Heave 
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