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軟弱地盤対策における「工事期間」と「建設費用」の関係はトレードオフにあるといわれるが，泥炭地

盤で固結工法を採用する際に如何に建設費用を抑制するかが課題である．本稿は，経済的で施工性に優れ

た軟弱地盤対策技術である『グラベル基礎補強併用低改良率地盤改良』の改良効果を把握するため，試験

施工の長期計測結果から，盛土の安定性およびジオテキスタイルの健全性について述べる．さらに，試験

施工の計測履歴を二次元弾塑性 FEM 解析によって再現した結果を基に，改良率，盛土高，ジオテキスタ

イル引張剛性などをパラメータとしたパラメトリックスタディを実施し，不同沈下抑制効果に関する検討

を行った．これらの検討結果を踏まえて，本工法を実施する上で必要な設計手法を提案した． 
 

    Key Words : soft ground stabilization, geo-texitile, 2-dimensional elasto-plasticity FEM analysis, de-
sign method 

 
 

1. はじめに 
 
北海道には約 2,000km2に及ぶ泥炭地が分布していると

いわれている 1)．これは，東京都とほぼ同じ面積であり

北海道総面積の約 2.4%，平野部面積の約 6%に相当する．

泥炭層の厚さは3～5mであるが，この層の下には地域に

よって異なるが軟弱な粘性土層で構成されるケースが多

く，その厚さは20m以上に達することがある．泥炭は含

水比，強熱減量，間隙比，圧縮指数などが粘土と比較し

て極めて大きく，せん断強さは著しく小さいため，この

ような地盤上に短期間で道路盛土を構築する際には，セ

メント等による固結工法が採用されてきた経緯がある． 
セメント等による固結工法は非常に短期間で改良効果

を得られることが知られているが，有機物を多く含有し

ている泥炭に対しては，一般的に用いられている高炉セ 
メントや普通ポルトランドセメントでは固化しにくい場

合があり 2)，高有機質土専用のセメント系固化材が使用

されるケースも少なくない．しかしながら，これらは一

般的なセメントの価格と比較して高価であるため，高規

格道路などの大規模な地盤改良を実施する際には，他工

法と比較して建設費用が割高となることが避けられない．

軟弱地盤対策における「工事期間」と「建設費用」の関

係はトレードオフにあるが，泥炭地盤で固結工法を採用

する際に如何に建設費用を抑制するかが課題である． 
本報告は盛土の安定性，側方流動抑制ならびに不同沈

下の低減が期待できる『グラベル基礎補強併用低改良率

地盤改良』の試験施工による改良効果を述べる． 
次に，試験施工に関する地盤や施工条件を二次元弾塑

性 FEM 解析で同定し，このモデルをベースとして，改

良率，盛土高，ジオテキスタイル引張剛性をパラメータ

としたパラメトリックスタディを実施した．これらの解

析結果を踏まえ，設計時に許容不同沈下量に応じたジオ

テキスタイル引張剛性の選定図を整理するとともに，本

工法の設計法を提案した． 
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2. 軟弱地盤における低改良率地盤改良の課題 
 

 固結工法による杭式改良では，改良体と未改良地盤の

強度を面積平均として均一な地盤とみなす，いわゆる複

合地盤として設計するのが一般的である．能登 3) は改良

率（全面積に対する改良体の面積比率）を低くしすぎた

場合には，図-1に示すように，未改良地盤の圧縮沈下や

不均一の盛土荷重などによって生じる水平力によって改

良体にせん断変形や曲げ破壊が生じたり，改良体間の未

改良地盤が側方流動する危険性を伴うことが想定される

としている．低改良率の定義は定かではないが文献 4)に

よると，改良率を αp=30%未満に低減することは深層混

合処理地盤を複合地盤的に取り扱えるのかという課題が

残るとあるため，改良率は αp =30%未満と推察される． 
低改良率による地盤改良は北海道以外では新潟西バイ

パス（改良率 αp =14.8%）5)，有明海沿岸道路（改良率 αp 
=21.7%）6)，タイ王国における軟弱地盤対策（改良率 αp 

=12.6%）7)などが報告されている．また，土木研究所で

は盛土の下を低改良率で全面的に改良することにより，

改良体直上に盛土荷重を集中させて，未改良地盤に作用

する荷重を軽減させることが可能なALiCC工法 8) （以下，

ALiCCとする）を開発している．これらはいずれも基本

的に粘性土地盤を対象とした事例である． 
一方，泥炭地盤の改良率は，盛土の沈下および安定に

対して複合地盤とみなして設計しても差し支えない，と

経験的に判断された改良率 αp =50%以上 1) が標準的であ

る．しかし，泥炭地盤のような特殊土に対してもより経

済的な対策方法が求められることや，泥炭に対して改良

率を低減することを目的した遠心力載荷模型実験の結果

から，盛土厚が5m以下であれば改良率αp =30%まで低減

可能であるとの知見 9) が得られたため，泥炭性軟弱地盤

上の盛土工事において複数の改良率（αp =50%，40%，

30%）による試験施工が実施された 10), 11) ,12)．なお，改良

率 αp =40%，30%のケースは補強材（ジオテキスタイル）

を併用したケースである．その結果，改良率 αp =30%で

も改良体と未改良部の沈下差は3cm以内であり，盛土表

面にも不陸が発生しないことが確認された．この結果か

ら，本施工では補強材（ジオテキスタイル）と改良率αp 

=30%の地盤改良の併用工法が採用され，長期的な挙動

等についても問題無いことが報告されている 13)． 
しかしながら，泥炭地盤は冒頭に述べたとおり，粘土

地盤に比べて極めて軟弱で非常に圧縮性が高い特殊性を

有するが故に，複合地盤と見なし得る限界については不

明確な点が多く残されていることから，設計時に改良率

を低減させるには試験施工でその改良効果を確認する必

要がある．従って，実態としては標準的な値である改良

率 αp =50%以上を採用するケースが圧倒的に多いのが実

情であり，固結工法の建設コスト縮減には改善の余地が

残されていると考えられる． 
 
3. 試験施工の概要 

 
(1) グラベル基礎補強併用低改良率地盤改良とは 
筆者らは先述のような課題を克服するため，図-2に示

す『グラベル基礎補強併用低改良率地盤改良』を提案し，

試験施工直後の改良効果を速報的に報告 14)している．  
『グラベル基礎補強併用低改良率地盤改良』とは，泥

炭地盤を柱状に固化処理する際に用いられる改良率（αp 
=50%）より低い改良率（αp =10%）の改良体を盛土直下

全面に配置し，その上に砕石層（層厚 t=0.5m）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

た軟弱地盤対策工法である（図-2）．ALiCC も浅層改良

との併用が可能であるがセメント改良であり，浅層改良

体とグラベル基礎補強では要求性能が異なるため，本工

法はALiCC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，施工性の向上および建設コストの縮減

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． 
 

 

 
図-1 低改良率地盤改良で想定される問題 3) 一部加筆 

 
図-2 グラベル基礎補強低改良率地盤改良 
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(2) 施工箇所と地盤特性 
 図-3は試験施工箇所を示している．試験施工は，北海

道開発局が北海道稚内市郊外で建設を進めている一般国

道 40 号で実施した．現場は北海道でも広範囲に泥炭が

分布するサロベツ泥炭地の北部に位置する． 
図-4は試験施工箇所における地盤の深度方向の力学，

物理特性である．地層は地表面近くに泥炭（Ap），下

位に粘性土（Ac1），粘性土（Ac2）が堆積しその下に

砂質土層（As）と砂礫層（Ag）を挟んで基盤とする砂

岩（Yt）が続く構成である．ボーリング調査から得られ

た地下水位はGL-0.6mであり，自然含水比wnは泥炭（Ap）
ではwn=300%，粘性土（Ac1，Ac2）はそれぞれwn=140～
380%，wn=225～280%であった．原位置試験の結果，地

表面から GL-13.5m まで N=0，同じく，泥炭（Ap）と粘

性土（Ac1，Ac2）の非排水せん断強度 Suをオランダ式

コーン貫入試験の貫入抵抗qcから泥炭性軟弱地盤対策工

マニュアル 1)（以下，泥炭マニュアル）に記載している

下記の式(1)で算出したところ，Su=7～11kN/m2 と非常に

低い値であった． 

                                           Su= 1
20 qc                                   (1) 

 

ここに，qc：オランダ式コーン貫入試験の貫入抵抗

（kN/m2）である． 
 
(3) 設計条件 
設計は，i)改良体の設計基準強度，ii)すべり破壊に対

する盛土の安全性の検討を行った．改良体は既設盛土に

新規に腹付けする盛土（以下，拡幅盛土とする）の直下

全面に改良体の中心間隔が 2.8m（改良率 αp =10%）の杭

式改良（改良径φ=1m）とした．改良体上に厚さ t=0.5m
の砕石層をジオテキスタイルで覆い囲んでグラベル基礎

補強を構築した．改良体の設計基準強度（quck）は設計

盛土高（Hp=3.2m）の全盛土荷重が改良体直上に集中す

ると仮定 4)して式(2)によって quck=560kN/m2とした． 
 
                                         Fs=

quck

( W
p )

                                 (2) 

           
ここに，Fs：設計安全率（≧1.2），quck：改良体の設計

基準強度（kN/m2），W：全盛土荷重（kN/m2）※グラベ

ル基礎も含む，αp：改良率（%）である． 
  
盛土のすべり破壊に対する検討は泥炭マニュアル に

準拠して，盛土立ち上がり時のすべり安全率 Fs>1.2を満

足するものとした．グラベル基礎補強は円弧すべりに対

して十分に抵抗できると考えられたが，ジオテキスタイ

ルのせん断抵抗力を定量的に評価していないため，本設

計ではグラベル基礎補強のせん断抵抗を考慮していない． 
 
(4) 施工条件および計測機器配置 
図-5は試験施工箇所の断面図，平面図を示している． 

施工順序は，i)固結工法，ii)グラベル基礎補強，iii)盛土

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-4 試験施工箇所の土層構成 

 

図-3 試験施工箇所  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-5 試験施工の断面図および平面図 

施工箇所 

地下
水位

土層名
土層
記号

深度 層厚 N 値
コーン
貫入

抵抗値
含水比

単位
体積
重量

粘着力

GL-
(m)

z  N q c W n γ t c

(m) (m) (回) (kN/m2) (%) (kN/m3) (kN/m2)

泥炭 Ap 1.0 1.0 0 180 300 11.0 9.0

粘性土
(腐植土質) Ac1 4.1 3.1 0 -

140
～

380

12.0
～

13.0 10.0

粘性土
(腐植土質) Ac2 13.5 9.4 0 -

11.5
～

13.0

砂質土 As 14.6 1.1 4 - - - -

砂礫 Ag 15.8 1.2 25 - - - -

砂岩 Yt - - 50＞ - - - -

225
～

280

7.0
～

11.0

-0.60m
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の順に実施した．固結工法は中層混合処理工法の一つで

あるMITS（Middle Pressure Injection Total System）工法 15)に

て，軟弱層厚に応じて必要な改良長 z=5.0, 11.5, 12.3mの改

良体を構築した．砂質土層（As）と砂礫層（Ag）は被

圧層のために改良体の構築は困難と判断し，改良体を支

持地盤まで構築しない「浮き型式地盤改良」とした．な

お，28 日材齢の現場強度はトリプルチューブサンプラ

ーで採取した 34 本の供試体に対して土の一軸圧縮試験

を実施した結果，すべて設計基準強度 quck=560kN/m2以上

が確保されていた． 
図-6は地盤改良およびグラベル基礎補強の施工状況を

示す．改良体を構築後，改良体上の泥炭を 0.5m 掘削し

てジオテキスタイルを敷設した．敷設したジオテキスタ

イル上に切込み砕石（0～80mm級）を仕上り厚 t=0.5mと

なるよう Dc=90%で転圧し，ジオテキスタイルで切込み

砕石を覆い囲んで矩形構造体にした．本現場ではグラベ

ル基礎補強の幅は13mであったが，今回使用した製品で

あればロール長が 250m であるため幅 B=100m 程度まで

使用することが可能であると考えられる．なお，盛土は

礫混り細粒分質砂（SF-G）を用いた． 
図-7は地盤改良およびグラベル基礎補強の施工状況を

示す．施工は 1 次盛土として，拡幅盛土全幅（B=18m）
を 2 層(t=0.8m)施工した（詳細は後述する）．その後，2
次盛土は盛土幅 B=10mを施工速度 v=30～60cm/day，3次
盛土は盛土幅 B=8mを同じく v=15～20cm/dayと分割して

計画盛土高（Hp=3.3m）まで構築した．表-1に計測した4
つの項目および目的を示す．孔内傾斜計は改良体 1箇所

（図-5 の B1）と改良体の外側の未改良地盤（図-5 の

B2），改良体間の未改良地盤（図-5 の B3）の計 3 箇所

で実施した． 
 

 

図-6 地盤改良（MITS工法）およびグラベル基礎補強の施工状況 

 

図-7 拡幅2次盛土および 3次盛土施工状況 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 沈下板および間隙水圧の経時変化 
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沈下板は改良体直上に 3箇所（図-5 の S1，S3，S5），

未改良地盤2箇所（図-5のS2，S4），間隙水圧計はGL-
2m，4m，8mの未改良地盤に 3箇所設置した．ひずみゲ

ージはグラベル基礎補強の上部と下部に，それぞれ改良

体直上と未改良地盤に設置した（図-5 の SHU1～5，
SHD1～5）． 

 
(5) 施工結果および考察 
a) 沈下量および間隙水圧 
 図-8は盛土開始からの沈下量および間隙水圧の経時変

化を示す．1次盛土で拡幅盛土全幅B=18mを2層（t=0.8m）
施工したところ，改良体直上（S1，S3，S5）の沈下量 Sp

は 5～7cm，未改良地盤上（S2，S4）の沈下量 Scは 10～
12cm であった．後述するが，盛土厚 t=0.8m にも拘わら

ず，各測定箇所で急激な沈下が確認されたため一時的に

盛土を中止した．厚さ t=0.8mの盛土にも拘わらず沈下が

急速に進んだ理由として，i)盛土荷重が改良体を介して

改良体下に存在する非常に軟弱な粘性土（Ac2）に伝達

した．これは，改良体直上の S1，S3，S5 で沈下が確認

されたためである．改良体底部が Yt 層（砂岩）に到達

している S1より改良体底部が粘性土である S3，S5で沈

下が大きくなった状況から支持の有無によると思われる．

ii)多少のたるみがあるジオテキスタイルに引張力が作用

する必要があるが，急激な荷重増加にグラベル基礎補強

が構造体としての剛性が機能せず，応力が未改良地盤に

作用したのが要因と推測された． 
そこで，2 次盛土は図-9 に示すジオテキスタイルを重

ね合わせた箇所を先行し，3 次盛土で残りの断面を施工

する計画とした．その結果，2次盛土は施工速度 v=30～ 
 

60cm/dayで施工したが沈下量は計測されなかった． 
3次盛土（盛土開始からの経過日数1,100日後）では，

盛土高が高くなるに従って S1～S5 のいずれも沈下量が

増加し，3 次盛土完了時の沈下量は Sp=12～13cm，Sc=20，
22cmであった．その後約2ヶ年（盛土開始からの経過日

数 1,850 日）に渡って沈下計測を実施したが，S3，S5 の

沈下は既に収束状態にあり，S2，S4の沈下も3次盛土構

築後から Sc=2～4cm程度であった．ただし，S1は残留沈

下が進行する傾向が確認された．1 次盛土を開始してか

ら経過日数 1,850 日における改良体直上の総沈下量は

Sp=11～17cm，未改良地盤の総沈下量が Sc=24cmとなった．

ここで，グラベル基礎補強併用の不同沈下量 SG’’（=Sc－

Sp）は 10cm 前後となるが，盛土天端や法面に不陸やク

ラックなどは確認されず，盛土は健全な状態にあった．

間隙水圧 u は二次盛土完了直後では GL-8.0m で u=18kPa
程度，GL-4.0mで u=15kPa 程度，GL-8.0mで u=5kPa 程度

静水圧より増加した．しかしながら，間隙水圧は経過日

数とともに低下する傾向にあり，概ね静水圧に近い値で

一定値を示している．これは，盛土荷重の大半がある程

度の剛性を有するグラベル基礎補強を介して改良体に伝

達し，未改良地盤にはさほど応力が伝達しないことが要

因であると考えられる． 
b) 地中変位量 
図-10 a)～c)は地盤内水平変位の計測結果である．1 次

盛土終了時（盛土 t=0.8mを施工後）の地盤内水平変位を

みると，B1～B3のいずれも深度5m付近において最大水

平変位量（δh=30mm 超）が確認された．3.(5) a)でも述べ

たとおり，この時点で一時的に盛土を中止した．その後，

2 次および 3 次盛土完了時と盛土を構築するに従って，

地盤内水平変位量は大きくなる傾向にあった．  
3次盛土完了後から 10ヶ月後，2年後の経時変化をみ

ると，B1（改良体内）および B2（改良体背面部）では

最大 δh=30mm程度 の水平変位の増加が確認され，B3 は

B1，B2とほぼ同程度の変位であった．また，1次盛土，

2 次盛土を構築する段階で深度 5m 附近をピークとした

曲げ変形モードで，3 次盛土を構築する際には深度が浅

いほど水平変位量が大きくなる挙動も概ね同じであった． 
一般的に，泥炭層に応力が作用した場合，盛土の沈下

に伴って相対的に水平変位が卓越する．これは，冒頭に

述べたとおり，泥炭特有の工学的性質として含水比，強

熱減量，間隙比，圧縮指数などが極めて大きくせん断強

さが著しく小さいことのほか，せん断強さなどに関する

顕著な異方性を有すること 1) に起因している．本件では，

表層部の非常に軟弱なpt層の大半をグラベル基礎補強に

置換えたために盛土荷重がpt層に作用するのではなく，

グラベル基礎補強を介して改良体に伝達したことで，沈

下および周辺地盤への変形が抑制されたと考えられる．  
 

表-1 計測項目と目的 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図-9 ジオテキスタイルの重ね合わせ部 

計測項目 目　　　　的

孔内傾斜計 改良体や未改良地盤の地盤内変形量を把握する

沈下板 改良体や未改良地盤に生じる沈下量を把握する

間隙水圧計 過剰間隙水圧の消散過程を把握する

ひずみゲージ ジオテキスタイルの応力状態を把握する

重ね合わせ長  L=2m 
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図-10 地盤内水平変位の経時変化 

 
c) 補強材ひずみ 
 グラベル基礎補強は一定の剛性が期待できる材料とし

て機能し，改良体間の不同沈下を低減することを期待し

ている．これは，砕石のみではグラベル基礎補強として

の役割を果たすことはできないが，ジオテキスタイルを

用いて砕石を覆い囲むことによって，盛土荷重載荷時の

砕石の側方変位をジオテキスタイルで抑制するような矩

形の構造体としての機能を期待するものである．しかし

ながら，グラベル基礎補強はコンクリート床版に比べる

と剛性ははるかに小さいために，盛土の載荷によって変

形する，すなわち，ジオテキスタイルにひずみが生じる

もの思われる．その一方で，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た

めに可撓性を有する矩形構造物として，地盤変形に追従

する機能を有していると考えられる．いずれにせよ，載

荷によって発生するひずみが設計強度以上のひずみであ

れば，矩形の構造体としての機能が果たせない可能性が

あることから，盛土施工時および施工後のジオテキスタ

イルに生じるひずみの経時変化を把握する必要がある． 
図-11 a)，b)はグラベル基礎のジオテキスタイルに設

置したひずみの経時変化である．図-11 a)は砕石マット

の上側，図-11 b)は砕石マット下側のジオテキスタイル

のひずみである．ひずみ ε(%)は計測値を 10-6で除して算

出し+(プラス表示)は引張りを示す．図をみると，1 次 
盛土で最大 ε=0.2%程度のひずみが発生しているが，2 

図-11 ジオテキスタイルひずみの経時変化 
 
次盛土では特に数値に変化は無い．この理由として，2 
次盛土は図-5 に示すとおり，グラベル基礎補強全幅の

1/3 程度にしか荷重が作用しなかったために，ジオテキ

スタイルに引張力が作用しなかったと推察される． 
一方，3 次盛土では盛土が高くなるに従ってひずみは

増加する傾向にあり，特にグラベル基礎上面では SHU1
～SHU5 のすべてで増加している．これは，グラベル基

礎補強全体に引張力が働いた状態であったことを示して

いる．3 次盛土構築後も砕石マット上部の SHU3，グラ

ベル基礎補強下部の SHL2，SHL4でひずみが増加した．

SHL2，SHL4 でひずみが増加した理由として，上載荷重

が軟弱な改良体間の未改良地盤上に作用したことでクリ

ープが生じたと考えられる． 
ここで，観測されたひずみは最大でε=1.5%であるため，

今回使用したジオテキスタイルの設計引張強さに相当す

るひずみはε=7.6%であるが，発生したひずみは設計引張

強さを発揮するためのひずみに対して十分な余裕を持っ

ている．このことから，今回観測した盛土開始から

2,250 日程度の範囲内において，ひずみの収束傾向を踏

まえると長期的な機能維持が期待できる． 

 
4.  弾塑性FEM解析による不同沈下抑制効果の検討 
 
(1) 検討の目的 

図-12 は固結工法においてジオテキスタイルを併用し

たことによる不同沈下量の違いを模式化したものである．

ジオテキスタイルの敷設効果は，盛土で改良体と未改良

地盤の間に生じる相対的な沈下をジオテキスタイルが受

け持つことで，不同沈下量を低減させることである． 
 ジオテキスタイルを用いた補強土の設計・施工マニュ

アル 16)（以降，ジオテキマニュアル）では，固結工法と

B1

a)

B2

b)

B3

c)
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ジオテキスタイルを併用した場合，設計上許容する不同

沈下量 SG’を満足する比例係数 αは下記の式(3)から算定

する．この背景として，軟弱地盤上に道路盛土を建設す

る際に不同沈下の抑制，かつ軟弱地盤の残留沈下を低減

する目的でジオテキスタイルを敷設することを想定した

ものである． 

                               S'G=
SG

1+2α SG ∆p
                               (3)

 

 

ここに，SG：ジオテキスタイルが無い場合での改良体と

未改良地盤の不同沈下量（m），SG’：ジオテキスタイル

がある場合での改良体と未改良地盤の不同沈下量（m），

α：比例係数，Δp：全盛土荷重による鉛直土圧（kN/m2）

である． 
 
αが求まると改良体間の斜距離 l ’（図-13），すなわち

改良率に応じて必要となるジオテキスタイル引張剛性

EA が図-14 より決定される．文献 17) によると，図-14 は 
比例係数 αとジオテキスタイルの引張り剛性 EA の関係 
を実測データを用いた FEM 解析によるシミュレーショ

ン結果を改良体の配置ピッチ（改良率 αp）をパラメータ

として示したもので，図の EA はジオテキスタイルひず

み量 ε=1%の引張剛性である．しかしながら，図-14はジ

オテキスタイルと柱状タイプの固結工法を併用した図な

ので，砕石とジオテキスタイルを併用するグラベル基礎

補強では砕石の剛性などを考慮する必要があるため，こ

の図を適用して αを決定できない． 
そこで本研究では，グラベル基礎補強において上述し

た αに準ずるパラメータの算出を試みた．具体的には，

理想的な条件について盛土高 hや改良率 αpをパラメトリ

ックに変化させた有限要素解析を行い，さらにグラベル

基礎補強の有無による不同沈下量の違いを表現するパラ

メータRとEA，改良率 αpの関連性を検討した． 
 

(2) 再現解析 
 パラメトリックスタディによる有限要素解析の前に，

試験施工を精度良く再現するモデルを検討した． 
a) モデル地盤 
図-15 は，図-5 に示した動態観測地点での有限要素メ

ッシュを示している．現場の地形および軟弱地盤の層構

成は当該箇所における地盤調査結果（図-4）を元にモデ

ル化した．なお，粘性土層（Ac2）は正確な変形挙動を

把握するために 2分割（Ac2  -1，Ac2-2）した．既設盛土

下部に位置する砂質土層（As），軟岩層（Yt）は非圧密

層とした．なお，軟弱層の下方にある礫質土（Ag）以

 

 

図-13 改良体間の斜距離 

 
図-14 ジオテキスタイルの引張剛性と比例係数の関係 16)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-15 試験施工を再現した有限要素メッシュ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図-12 ジオテキスタイルの有無による不同沈下量の違い 

斜距離 l’

 

ジオテキスタイル

軟弱地盤

改良体

Δp
Δp

ジオテキスタイルなし ジオテキスタイルあり

SG SG

SG’ SG’

ジオテキスタイルで
不同沈下量を低減
させる改良効果：α
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深は，ダッチコーン貫入抵抗値 qcが 1MN/m2以上である

ことから基盤と判断して解析の対象外とした．改良体は

沈下の実測値を考慮して S1 における改良体を非着底と

し，その他の改良体は Yt層に 10cm根入れをしたモデル

とした．盛土法尻から左端までの距離は盛土高の 5倍以

上となる20mとした．モデルは道路の縦断方向に平面ひ

ずみ条件とし，変位境界は左右端では水平方向のみ固定，

下端は完全固定とした．水理境界は下端と左端を排水条

件とした．地下水位は試験施工近傍のボーリング結果よ

り，GL-0.6mを一定として設定した． 
構成式は泥炭層（Ap1）と Ac1 層，Ac2-1，Ac2-2 層で

は修正カムクレイモデル，As 層，Yt 層は線形弾性体，

盛土と砕石はモール・クーロン，改良体は梁要素，ジオ

テキスタイルはジオグリッド要素を適用した．なお，本

解析では汎用解析プログラムである PLAXIS（2012-AE）
を使用した． 
b) パラメータの設定 
表-2は再現解析に用いたパラメータの一覧を示す．圧

密層（Ap，Ac1，Ac2-1，Ac2-2）のパラメータのうち，

圧密特性は各層の段階載荷圧密試験より圧縮指数 λ，膨

張指数 κを決定した．現場透水係数 kiは現場の透水係数

kiと室内試験の透水係数 klの関係が kl/kl=10～100の知見 18)  

を踏まえ，その中間付近を取って，段階載荷圧密試験の

圧密降伏応力 pcの透水係数を 50 倍にして設定した．透

水係数の鉛直方向と水平方向の方向比は，泥炭マニュア

ル 1)  に示されている 3～7の間を取って 5とした．過圧密 
比 OCR は圧密試験で得られた有効土被り圧と圧密降伏

応力pcの比から求めた．せん断特性である有効せん断抵

抗角φ’，限界状態応力比M，初期間隙比 e0，静止土圧係

数K0，有効ポアソン比ν’は，林らの方法 19)を用いてwn，

Li，土粒子密度 ρsから推定した．なお，Ap層は大部分が 
 

グラベル基礎補強に置き換えられているため，未改良地

盤の沈下挙動に大きな影響を及ぼさないと判断しAc1層
と同じ諸元とした． 

As層，Yt層の kはAs層ではCreagerの式 20)より当該層

が中粒砂～微粒砂と仮定して 8.64m/day とし，Yt 層は砂

岩に相当し透水性が低いと考えられるため不透水層とし

た．変形係数EはAs層ではN=4，Yt層はN=50と想定し

て N値からの経験式 E=2800N (kN/m2)21)を用いて推定した．

盛土のkは盛土，砕石ともにCreagerの式より推定した．

これは，盛土材料は礫混じり細粒分質砂（SF-G）であ

ることを踏まえ，砂（As 層）と砕石を同等に扱った．E
は盛土では N=5 と想定して N 値からの経験式

E=2800N(kN/m2)より推定した．なお，モールクーロンモ

デルで圧縮側に降伏しないよう見かけの粘着力を大きく

設定したが，盛土底部に引張り応力が生じて未改良地盤

に応力が伝達しないことを防ぐために，盛土の引張側は

引張強度に達した時点で引張応力に伝達しないテンショ

ンカットオフとした． 
図-16 はグラベル基礎補強の破壊メカニズムを示す．

図-16 に示すように，砕石がジオテキスタイルで拘束さ

れているため，主軸に対して伸張方向に載荷している状

態を考慮する必要がある．これは，孔内水平載荷試験に

おいてボーリング孔内で水平方向に圧力を加えたときと

同様であり，この場合の変形係数と N 値の関係は

 
図-16 グラベル基礎補強の破壊メカニズム 

表-2 再現解析に用いたパラメータ一覧 

ApとAc1 Ac2-1 Ac2-2 As Yt 盛土 砕石 改良体 パラリンク

単位体積重量　γ t  kN/m3 13.12 10.56 11.53 19.00 20.00 16.50 20.00 13.43 ---
自然含水比　   w n    % 140.8 383.5 276.5 --- --- --- --- --- ---
強熱減量　　　　L i     % 14.1 38.4 27.7 --- --- --- --- --- ---
見かけの粘着力　c   kN/m2 --- --- --- --- --- 1000.0 0.0 --- ---
有効せん断抵抗角　 φ  ° 34.7 39.3 37.3 --- --- 0.0 40.0 --- ---
限界状態応力比    M 1.404 1.605 1.517 --- --- --- --- --- ---
静止土圧係数　　　　K 0 0.431 0.367 0.395 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 ---
過圧密比　　　　　　OCR 2.30 1.40 1.20 --- --- --- --- --- ---
初期間隙比          e 0 3.457 8.161 5.997 --- --- --- --- --- ---
有効ポアソン比       ν ' 0.301 0.268 0.283 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 ---
圧縮指数　　　 　　　λ 0.930 2.585 1.918 --- --- --- --- --- ---
膨張指数　　　　　　κ 0.118 0.339 0.243 --- --- --- --- --- ---
鉛直透水係数   k y   m/day 1.21E-02 7.34E-02 2.16E-02 8.64E+00 8.64E+00 8.64E+00 --- ---
水平透水係数   k x   m/day 6.05E-02 3.67E-01 1.08E-01 8.64E+00 8.64E+00 8.64E+00 --- ---
透水係数変化係数  c k 0.896 2.231 2.438 --- --- --- --- --- ---
変形係数　      E      kN/m2 --- --- --- 11200 140000 1400 21875 141366 ---
引張剛性         EA    kN/m --- --- --- --- --- --- --- --- 1760
直径              D        m --- --- --- --- --- --- --- 1.0 ---
改良体間隔　　　　　　　m --- --- --- --- --- --- --- 1.8 ---

ハリ要素 ジオグリット

不透水層

必要なパラメータ
修正カムクレイモデル 線形弾塑性 モールクーロン
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Ep=700N(kN/m2)との研究結果 22)を踏まえて，粗粒材料の

初期平均乾燥密度 ρd0と有効せん断抵抗角 φ’の関係より，

三軸圧縮試験結果（n=45）の平均値 φ’=40°を用いて大崎

の式 φ=√20N+15，N 値からの経験式 E=2800N(kN/m2)によ

り推定した． 
改良体の γtは現場で採取した 34個の材齢 28日のサン

プルから得た値を正規分布と仮定し，平均値±1σ 内の平

均値より γt=13.43kN/m3とした．同じくEは34供試体の一

軸圧縮試験の平均値 qu_ave28=1413kN/m2より変形係数E50と

一軸圧縮強度の関係E50=100qu(kN/m2)で得たE50とした． 
ジオテキスタイルのモデル化は今回使用した解析ソフ

ト PLAXIS（2012-AE）にあるジオグリッド要素を使用し

た 23)．ジオグリッド要素は式(4)に示すとおり，設定され

た剛性 EA に対して，等方的な挙動でジオテキスタイル

と土や各種材料のすべり方向に発生したひずみから軸力

（N）が算出される．ジオテキスタイル引張剛性 EA は

使用した材料 24)の 120 年設計引張強度である

TA120=133kN/mとした． 
 

                              N
H = EA1 0

0 EA2

ε
εH

                       (4) 

ここに，N：軸力(kN)，H：フープ（円周）応力(kN/m2)，
EA：引張剛性(kN/m)，ε：ひずみ(%)とする． 

 
本論文ではジオテキスタイルをジオグリッド要素でモ

デル化できる実績 25)を踏まえて採用した．なお，盛土は

平面ひずみで扱われるためH=0である．ジオテキスタイ

ルの周辺地盤は砕石を含めすべて共有接点とした． 
盛土の解析ステップは 3 次盛土の施工 8 ステップ（1

ステップ 30cm）とし，実際の施工速度に即して

v=10cm/day とした．3 次盛土に着目した解析の理由とし

て，3. (5) a)で示したとおり，3次盛土では 1次盛土およ

び 2次盛土と比較して，沈下量とジオテキスタイルのひ

ずみ量が増加し，グラベル基礎補強の機能が確実に発揮

されたと考えられ，設計の際に必要となる力学挙動を呈

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-18 3次盛土施工時および施工後の沈下量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-19 3次盛土施工時および施工後のジオテキスタイルひずみ 

 

図-17 評価対象箇所 
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していると判断したためである． 
本解析では盛土構築に伴う不同沈下量とジオテキスタ

イルに生じるひずみに着目し，グラベル基礎補強に必要

なジオテキスタイル引張剛性を把握することを主眼とし

ている．従って，改良体は軟弱地盤の沈下の再現性を考

慮し，線形弾性体ではなく梁要素とした．これは，改良

体を梁要素にすることで，泥炭や粘性土の地盤変形を適

切に表現することが可能となったためである．  
c) 解析結果および考察 

図-17 は解析モデルにおけるグラベル基礎補強の評価

対象位置，図-18，19 は 3 次盛土施工時および施工後の

実測沈下量（5ヶ所_S1～S5），同じくジオテキスタイル

のひずみ履歴（3 ヶ所_S2～S4 の上面，下面のジオテキ

スタイル）における実測値（シンボル）と解析値（実線）

を示す． 
改良体の沈下量（S1，S3，S5）に着目すると，3 次盛

土施工時における急激な沈下傾向ならびに施工後の収束

状況に関して，S1 と S5 で 3次盛土施工後における沈下

収束のタイミングに若干の誤差はみられるが，解析結果

は実測値を良好に再現している．未改良地盤の S2，S4
をみると，解析値は 3次盛土施工後に収束する傾向にあ

るが，実測値はいずれも二次圧密的な沈下挙動を示して 
おり，解析値と実測値には5cm程度の違いが生じたもの

の，盛土施工時の沈下傾向を解析によって良く表現でき

ている．未改良地盤における沈下量の検討に関しては改

善の余地があるが，泥炭のようなばらつきが大きい地盤

条件であることを考えると，概ね沈下傾向は本解析モデ

ルで再現できたと判断できる． 
次に，ジオテキスタイルに生じたひずみをみると，改

良体上（S3）の解析値は上面，下面ひずみとも実測値は

解析値を 1%程度上回った．この要因として，改良体を

梁要素（幅が無い線要素）にしているため，改良体頭部

のジオテキスタイルのひずみは梁要素（点）の直近部の

ひずみ，すなわち改良体と未改良地盤間の変位量となる

ことから，実際の改良体上のひずみ（観測値）よりも大

きくなったと考えられる．未改良地盤（S2，S4）の解析

値は，いずれも上面ひずみ ε=0.2%，下面ひずみ ε=0.8%
程度であり，S2 上面ひずみと S4 下面ひずみは概ね実測

値を再現できたが，S2 下面ひずみでは盛土施工後のク

リープ挙動を再現できず，S4 ひずみでは実測値を上回

る傾向にあった．しかしながら，図-11より S4の下面ひ

ずみは収束傾向にあること，全体的に生じているひずみ

が設計強度に相当するひずみより非常に小さいことを踏

まえて，解析値は実測値を概ね再現していると判断した． 
以上の結果から，グラベル基礎補強併用低改良率地盤

改良の構成式を砕石はモール・クーロン，改良体は梁要

素，ジオテキスタイルはジオグリッド要素を適用するこ

とで，動態観測で得られた沈下やジオテキスタイルひず

みを有限要素解析で再現できることがわかった．以下で

は，このモデルをベースとして盛土高，ジオテキスタイ

 
 
 
 
 
 

     図-20 盛土高 3，5，8m，改良率10%の解析モデル 

 
表-3 解析ケース 

表-4 パラメトリックスタディに用いた地盤定数 
 

10（l '=3.96m） 20（l '=2.83m） 30（l '=2.29m）
3 ○ ○ ○

5 ○ ○ ○

8 ○ ○ ○

○：ジオテキスタイルの引張剛性 EA=400,1000,10000,40000(kN/m）

改良率 a p（％）
盛土高 h （m）

Ap Ac Yt 盛土 砕石 改良体 ジオテキスタイル

単位体積重量　γ t  kN/m3 10.31 16.70 20.00 20.00 20.00 13.43 ---

見かけの粘着力　c   kN/m2 --- --- --- 1000.0 0.0 --- ---
有効せん断抵抗角　 φ  ° 51.0 29.1 --- 0.0 40.0 --- ---
限界状態応力比    M 2.098 1.160 --- --- --- --- ---
静止土圧係数　　　　K 0 0.223 0.570 0.500 0.500 0.500 0.500 ---
過圧密比　　　　　　OCR 1.00 1.20 --- --- --- --- ---
初期間隙比          e 0 15.830 1.440 --- --- --- --- ---
有効ポアソン比       ν ' 0.182 0.300 0.330 0.330 0.330 0.330 ---
圧縮指数　　　 　　　λ 4.340 0.200 --- --- --- --- ---
膨張指数　　　　　　 κ 0.434 0.070 --- --- --- --- ---
鉛直透水係数   k y   m/day 1.21E-02 9.90E-05 8.64E+00 8.64E+00 --- ---
水平透水係数   k x   m/day 6.05E-02 9.90E-05 8.64E+00 8.64E+00 --- ---

変形係数　      E      kN/m2 --- --- 140000 14000 21875 141366 ---
引張剛性         EA    kN/m --- --- --- --- --- --- *1
直径              D        m --- --- --- --- --- 1.0 ---
改良体間隔　　　　　　　m --- --- --- --- --- *2 ---

*1　ジオグリットの引張剛性は400，1000，10000，40000計4ケースとした．
*2　改良率10％・20％・30％の改良体間の斜距離l 'は，それぞれ3.96m・2.83m・2.29mとした．

ハリ要素 ジオグリット

不透水層

修正カムクレイモデル
必要なパラメータ

線形弾性 モールクーロン
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ル引張剛性，改良率，不同沈下低減係数によるパラメト

リックスタディを実施する． 
 

(3) パラメトリックスタディ 

a) 解析条件 

 グラベル基礎補強を使用した場合のジオテキスタイル

引張剛性 EA と式(3)中の αに相当するパラメータの不同

沈下低減係数Rの関係を整理するために，パラメトリッ

クスタディを実施した．不同沈下低減係数Rの定義は後

述する．解析ケースを表-3，代表的な解析モデルを図-
20 に示す．解析ケースは改良率 αp=10，20，30%の 3 ケ

ース，盛土高 h=3，6mの 2ケース，ジオテキスタイル引

張剛性はジオテキマニュアルに準拠して，EA=400，1000，
10000，40000kN/mの4ケースとした．EAを4ケースとし

た理由は文献 16)に記載されている図-14 に準拠したもの

である．軟弱地盤は泥炭層（Ap）3m，粘性土層（Ac）
12mの2層構成とし，改良体は基盤に0.5m着底させた．

なお，水理境界は地下水位を GL-1.0mに設定し，下端と

左端を排水条件とした．盛土法尻から両端面までの距離

は盛土高の5倍以上に相当する 50mとした．盛土の諸元

は天端幅2 l ’（改良体間の斜距離 l ’の2倍），法勾配1:1.5，
施工速度 v=10cm/day とし，盛土構築後から約 5,000 日を

放置期間とした．その他の諸条件はすべて 4. (2) b)（再

現解析）と同様である． 
 表-4はパラメトリックスタディに用いたパラメータ一

覧を示す．泥炭および粘性土以外のパラメータの詳細な

設定方法は4. (2) b)と同様である．粘性土のパラメータは

文献24)に記載されている当別バイパスの沖積粘土の値を

用いた．泥炭のパラメータは林らの研究成果19)より，北

海道泥炭の含水比wnと強熱減量Liの関係がLi≒0.2wnであ

り，かつ有効せん断抵抗角φ’と強熱減量Liの関係が

φ’=0.19Li(%)+32であることを踏まえ，泥炭の自然含水比

をwn=500%と仮定してφ’=51°とした．なお，泥炭の過圧

密比OCRは同じく林らの文献19)に記載されている実際の

現場で測定された数値(OCR= 4.2)とし，鉛直および水平

透水係数は表-2のAc1層に準拠して設定した． 
b) 解析結果 

 図-21 は上記の解析条件によるパラメトリックスタデ

ィで得られたEAと不同沈下低減係数Rの関係である． 

ここで，不同沈下低減係数 R とは，図-22 に示すグラベ

ル基礎補強が無い場合の不同沈下量 SGとグラベル基礎

補強が存在する場合の不同沈下量 SG*（許容する不同沈

下量と同意）の比（= SG*/SG）として，新たに定義したパ

ラメータである．なお，泥炭の含水比 w の違い（w=200，
500，1000%）による感度分析を実施しているが，R と

EAの関係に大差がないため，本解析ではw=500%で実施

 

 

 

 

 

図-22 グラベル基礎補強の有無による不同沈下量の違い 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-23 グラベル基礎補強併用低改良率地盤改良の設計フロー 

 
図-21 ジオテキスタイルEAと不同沈下低減係数Rの関係 
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している．図-21 をみると，盛土高および改良率の大小

に拘わらず，EA の増加に伴い R は低下する傾向にある．

これは，設計時に決定した盛土高，改良率に対して，要

求する許容不同沈下量の大小によってRが変わる，つま

り，SG*を小さい値に設定した場合には，EA の大きいジ

オテキスタイルが必要になることを示している．なお，

図中の赤星印は試験施工で得られた不同沈下量を SG*と

みなした値と，後述の式(8)により当該箇所で無対策の

場合の不同沈下量 SGより算出したRを示した． 
 
5. 設計法の提案 

 

以上の検討結果を踏まえて，本工法の設計法について

検討する．文献 16)に記載されているジオテキスタイルと

固結工法を併用した場合の設計法では，i)盛土の安定検

討（円弧すべり計算），ii)改良体強度の検討，iii)許容不

同沈下量に応じたジオテキスタイル引張剛性 EA の算出

である．本工法に関しても，試験施工や解析結果を踏ま

えて，従来の設計法 16) に準拠してこれらの項目について

検討するが，iii)の算出方法において本工法の内容を新た

に追加する（図-23）．なお，本工法は試験では非着底

で実施したが，これは Ac2 層下の As 層が被圧している

ために，改良体を支持層まで施工することができなかっ

た．しかしながら，圧縮性が高く非排水せん断強さが極

めて小さい泥炭上の盛土を安定的に構築することを鑑み

て，本設計は着底式の検討法である． 
図-23 は，本研究で提案するグラベル基礎補強を併用

した地盤改良に対する設計フローを示している．設計の

順序としては，地盤モデルを設定した後にグラベル基礎

補強単独で盛土の安定検討を実施し，すべり安全率や想

定した許容残留沈下量について設計者が定めた数値を満

足しなければ，図-23 の破線枠内の検討を実施する．以

下に破線枠内の詳細を示す． 
 
(1)  改良体強度の検討 
改良体強度の検討は，図-8に示すとおりグラベル基礎

補強上に盛土が構築されても，盛土の天端や法面に変状

が生じておらず，かつ未改良地盤に生じる過剰間隙水圧

は小さく静水圧に近い状態にあることを踏まえ，全盛土

荷重がグラベル基礎補強を介して改良体に集中すると仮

定して，以下の式(5)で検討する． 

                                      Fs=
quck

( p
p )

                                (5)
 

ここに，Fs：設計安全率（≧1.2）， quck：改良体の設計

基準強度（kN/m2），  Δp：全盛土荷重（kN/m2），αp：改

良率（%）である． 
 

(2)  盛土の安定性検討 
盛土の安定性検討は，一般的に円弧すべり計算によっ

て盛土とグラベル基礎補強，改良体を含むすべり破壊に

対する検討である．これは，改良地盤の破壊形態として

せん断破壊のみを想定しているが，実際はせん断破壊の

ほかに曲げ破壊や将棋倒し（ドミノ）破壊が生じる場合

がある 4), 26), 27)．図-11 a)をみると，改良体が倒れ込む挙動

が確認でき，この結果から盛土直下の改良体が将棋倒し

にとなる兆候を示している可能性も否定できない．しか

し，盛土直下で改良体の将棋倒しが生じた場合には，支

持地盤の変形に伴い盛土天端には亀裂等の変状状が発生

すると予想されるが，動態観測結果からはそのような事

象が見られない．そのため，盛土性能を著しく低下させ

るような改良体の将棋倒しは生じていないと判断し，せ

ん断破壊のみの検討とした． 
地盤定数は図-10 の考察から，改良体と未改良地盤は

図-24 に示すような，複合地盤とみなした地盤強度の設

定が可能であると判断した．複合地盤の強度定数の設定

方法は文献 1) に準拠して下記の式(6)で検討する．また，

図-11 より，盛土に伴うジオテキスタイルのひずみは設

計引張強さに相当するひずみを下回っていることや，ジ

オテキスタイルの引張り強度を考慮し式(7)で検討する． 
 

                                c=cc×αp+α×c0 1-αp                         (6) 
cc=

qup
2 

c0=
quo

2 

p=
Ap

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-24 複合地盤の説明 
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ここに，c：改良地盤の平均せん断強さ（kN/m2）， cc：

改良柱体のせん断強さ（kN/m2），c0：原地盤のせん断

強さ（kN/m2），α：改良土の qupにおける破壊ひずみに 
対する原地盤強度の低減率，αp：改良率（Ap/A），quc：

改良体の一軸圧縮強さ（kN/m2），qu0 ：原地盤の一軸圧

縮強さ（kN/m2），Ap：改良体の断面積（m2），A：改良

体 1本あたりの分担面積（m2）である． 
 

                                    Fs=
MR+ΔMR

MD
≥1.2                              (7) 

 
ここに，MD：土塊の滑動モーメント（kN・m/m），  
MR：土塊の滑動モーメント（kN・m/m），  
 
(3)  ジオテキスタイル引張剛性の検討 
使用すべきジオテキスタイル引張剛性の検討では，グ

ラベル基礎補強を施した際に，許容する SG*（設計者が 
設定）を満足するために必要な EA を算出する．EA は 
最終的に図-21 を用いて，検討した現場条件で得られる

泥炭の含水比，改良率，盛土高に該当するRから読み取

ることになる．ここで，R は式(8)にて算出する．SGは後

述する式(16)より求める（図-25）．なお，SG*については，

漆山ら 28)によると 20cm 程度でも盛土の安定性に問 
題がなかったと報告されており，この値が設計を行う際

の目安になると思われる．なお，本報告では一般化まで

は図られていないため，将来的に一般化できればこの設

計法が成立する． 
                                         

 R=
SG*
SG

                                        (8) 

 
ここに，R：不同沈下低減係数， SG*：許容不同沈下量

（cm），SG：グラベル基礎補強が無い場合の不同沈下

量（cm）である． 
a) 未改良部の沈下量 16) 
 未改良部の沈下量は Scは式(9)で求める． 

 

                                         Sc= S0
ΔPc

ΔP                                       (9) 

 
ここに，S0：無処理地盤の沈下量（m），ΔPc：未改良部

に作用する盛土荷重（kN/m2），ΔP：全盛土荷重（kN/m2）

である． 
 
また，ΔPcは式(10)，式(11)より求める． 

 

                                      ΔPc=
Vcγ

λ2- πd2

4

                                (10) 

 

Vc=
(λ-d)

2
・λ2-

π λ3-d3

24
+

(4-π) √2-1
24

λ3 tan θ 

 (11) 
 
ここに， γ：盛土の単位体積重量（kN/m3），λ：改良体

の中心間距離（m），d：改良体の直径，θ：図-26 を参

照（=45°+φ/2），Vc：未改良部（改良体間）に作用する

盛土体積（m3）である． 
b) 改良体の沈下量 16) 
 改良体の沈下量は Spは式(12)で求める． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-25 改良柱体の有無による盛土荷重と沈下量の概念 4)一部，加筆 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-26 改良体間に作用する盛土荷重モデル 4) 
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                                          Sp=
ΔPp

E
L                                   (12) 

  
ここに，ΔPp：改良体に作用する盛土荷重（kN/m2）， 
E：改良体の変形係数（kN/m2），L：改良体の長さ（m）

である． 
 
また，ΔPpは式(13)，式(14)，式(15)より求める． 
 
         E=100qu           (13 ) 

 

                                  ΔPp=
Vpγ
d2

4 π
                                     (14)

 

 
                                             Vp=V-Vc    ( 15 ) 
                                            
ここに，qu：改良体の一軸圧縮強さ（kN/m2）， Vp：改

良体に作用する盛土体積（m3），γ：盛土体の単位体積

重量（kN/m3）である． 
c) 不同沈下量 16) 
 改良体と未改良部分との不同沈下量 SGは，改良体杭

頭の沈下量 Spと未改良部の沈下量 Scより式(16)で求める． 
 

SG=Sp-Sc                                                  (16) 
 
ここに，SG：改良体と未改良部分との不同沈下量（m）

である． 
 
6. 結論 

 
 本報告は『グラベル基礎補強併用低改良率地盤改良』

の改良効果について述べるとともに，弾塑性 FEM 解析

によって試験施工の再現解析を行い，その結果をベース

として，改良率，盛土高，ジオテキスタイル引張剛性を

パラメータとしたパラメトリックスタディを実施した．

本研究により得られた主な知見は下記のとおりである． 
(1) 『グラベル基礎補強併用低改良率地盤改良』は圧

縮性の高い泥炭性軟弱地盤でも，盛土の安定性が

確保でき，ジオテキスタイルに生じるひずみも設

計強度に相当するひずみ以下であった． 
(2) 弾塑性 FEM解析によって試験施工の再現解析を行

い，その結果をベースとして，改良率，盛土高，

ジオテキスタイル引張剛性EAをパラメータとした

パラメトリックスタディを実施し， EAと不同沈下

低減係数Rの関係を整理した． 
(3) 試験施工の結果を踏まえて，『グラベル基礎補強

併用低改良率地盤改良』の設計に必要な項目（改

良体強度の検討，盛土の安定性検討，不同沈下量

の検討）を整理した． 
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EXAMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF LOW-IMPROVEMENT-RATE 
SOIL IMPROVEMENT COMBINED WITH GRAVEL FOUNDATION 

REINFORCEMENT AND A PROPOSED DESIGN METHOD 
FOR SUCH IMPROVEMENT 

 
Hijiri HASHIMOTO,  Hirochika HAYASHI,  Shunzo KAWAJIRI, 

Takayuki KAWAGUCHI and Takahiro YAMANASHI 
 

The relationship between the work period and the cost of construction to remediate soft ground generally 
involves a tradeoff between the two. Curbing the costs of peaty ground consolidation, which is work that 
is done in a relatively short period, is a technical challenge.  

To clarify the effectiveness of low-improvement-rate soil improvement combined with gravel foundation 
reinforcement, which is a soft-ground improvement technique with excellent construction properties, the 
experimental construction of an embankment was done and long-term measurements were performed. 

 This paper reports on the stability of this embankment and the soundness of the geotextile used in it. A 
parametric study, in which the improvement ratio, the embankment height and the tensile rigidity of geo-
textile were used as the parameters, was done by using the results of a reproduction based on two-dimen-
sional elastic-plastic FEM analysis of the observation data of the experimental construction.  

This parametric study examined the effectiveness of the construction technique in controlling differential 
settlement. Based on the results of the above examination, a design method for implementing this construc-
tion technique was proposed. 
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