
 

博 士 論 文 

 

 

 

ジオセルを用いたのり面保護に関する研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年 9月 

原田 道幸 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



目 次 
 

第 1章 序論………………………………………………………………………….1 

1.1 研究背景…………………………………………………………………………1 

 1.1.1 のり面・斜面の崩壊とその要因………………………………………….2 

 1.1.2 積雪寒冷地におけるのり面の崩壊機構………………………………….4 

 1.1.3 のり面保護工……………………………………………………………….6 

 1.1.4 ジオセルのり面保護工の概要…………………………………………….8 

1.2 本研究の目的と方法…………………………………………………………...14 

1.3 本論文の構成…………………………………………………………………...15 

第 1章の参考文献……………………………………………………………………16 

 

第 2章 既往の研究…………………………………………………………………17 

2.1 のり面保護工に関する既往の研究…………………………………………...17 

 2.1.1 特殊ふとんかご……………………………………………………………18 

 2.1.2 緑化工………………………………………………………………………21 

2.2 ジオセルに関する既往の研究………………………………………………...22 

第 2章の参考文献……………………………………………………………………27 

 

第 3章 ジオセルの要求性能に関する検討………………………………………29 

3.1 ジオセルの製品規格…………………………………………………………...29 

3.2 ジオセルの破断事例…………………………………………………………...33 

3.3 ジオセルの規格検討…………………………………………………………...35 

3.4 まとめ…………………………………………………………………………...36 

第 3章の参考文献……………………………………………………………………36 

 

第 4章 ジオセルを用いたのり面保護に関する基礎的検討……………………37 

4.1 実験概要………………………………………………………………………...37 

 4.1.1 2016年に施工した実物大実験の概要…………………………………...37 

 4.1.2 2017年に施工した実物大実験の概要…………………………………...40 

4.2 計測結果に基づく本工法の仕様に関する検討……………………………...46 

 4.2.1 施工性に関する検討………………………………………………………46 

 4.2.2 中詰材に関する検討………………………………………………………46 

 4.2.3 緑化や降雨による侵食に関する検討……………………………………48 

 4.2.4 不織布の適用に関する検討………………………………………………49 



 4.2.5 凍結融解に伴うジオセルの挙動に関する検討………………………….51 

4.3 まとめ…………………………………………………………………………....53 

第 4章の参考文献…………………………………………………………………….53 

 

第 5章 ジオセルを用いたのり面保護と排水パイプの併用に関する検討…….54 

5.1 実験概要………………………………………………………………………....54 

 5.1.1 採土場内に構築した実物大試験盛土の概要…………………………….56 

 5.1.2 2箇所で実施した実物大実験の比較……………………………………..66 

 5.1.3 模型盛土斜面に対する散水実験………………………………………….69 

5.2 実験結果および考察…………………………………………………………....71 

 5.2.1 採土場内に構築した実物大試験盛土内の水分挙動…………………….71 

 5.2.2 オホーツク地域創生研究パーク内に構築した実物大試験盛土内の水分

挙動………………………………………………………………………….76 

 5.2.3 降雨や融雪が排水挙動に与える影響…………………………………….81 

 5.2.4 土質の違いが排水挙動に与える影響…………………………………….86 

 5.2.5 凍結融解が排水挙動に与える影響……………………………………….88 

 5.2.6 模型実験の結果…………………………………………………………….92 

5.3 まとめ……………………………………………………………………………94 

第 5章の参考文献…………………………………………………………………….94 

 

第 6章 ジオセルを用いたのり面保護における省力化と緑化に関する検討….96 

6.1 実験概要…………………………………………………………………………96 

6.2 実験結果および考察…………………………………………………………..103 

 6.2.1 施工性に関する検討……………………………………………………...103 

 6.2.2 滑動力の計測結果と省力化に関する検討……………………………...103 

 6.2.3 緑化と浸透抑制効果に関する検討……………………………………...108 

6.3 まとめ…………………………………………………………………………..112 

第 6章の参考文献…………………………………………………………………...113 

 

第 7章 結論………………………………………………………………………...114 

 

謝辞…………………………………………………………………………………...117 



1 

 

第 1 章 序論 

1.1 研究背景 

 近年，気候変動による異常気象に伴い，記録的な豪雨が数多く発生するようにな

り，斜面災害のリスクが高まっている．約 30 年前と比較し，1 時間降水量 50mm 以

上の降雨が発生する回数は現在の約 1.5 倍となっており，全国日降水量 400mm 以上

の年間発生日数も同様に増加傾向にある．また，これまで土砂災害のリスクが低か

った地域でも記録的な豪雨が観測されるようになり，甚大な被害がもたらされてい

る．表 1-1-1 に過去 10 年の主な豪雨・台風による災害を示す．例えば，2016 年 8 月

の北海道・東北豪雨災害では観測史上初めて，1 週間に 3 つの台風が北海道を直撃し

記録的な豪雨をもたらした．堤防の決壊，家屋や農地への浸水，国道の土砂崩れ等が

発生し，甚大な被害をもたらしている 1)．また，2019 年 8 月以降は多くの台風被害

が発生し，中でも大型で強い台風 19 号は 12 日の午後 7 時前に伊豆半島に上陸した

後，各地に記録的な強風と大雨をもたらしながら北上し，13 日の朝に福島県付近か

ら太平洋に抜け，記録的豪雨によって各地で浸水や土砂崩れが発生し，多くの河川

が氾濫した。多数の死傷者が出ており，台風上陸から 1 週間以上たった時点でも，

約 4000 人が避難生活を余儀なくされた。 

これに加え，北海道のような積雪寒冷地におけるのり面では，冬期の凍上現象や

凍結融解作用，春期の融雪水の影響を受けて崩壊に至ることがよく知られている．

北海道での調査によると，切土のり面の崩壊原因のうち，凍上現象や凍結融解が全

体の約 40%にまで達するという報告もあり 2)，積雪寒冷な環境がのり面・斜面の安

定に大きく影響を与えていることがわかる． 
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表 1-1-1 過去 10 年の主な豪雨・台風による災害 

 

 

1.1.1 のり面・斜面の崩壊とその要因 

 一般に，盛土工または切土工によって人工的に形成された土または岩からなる斜

面をそれぞれ盛土のり面および切土のり面といい，これらを総称して「のり面」とい

う．のり面には造成地や道路，堤防などがあるが，本研究では主に道路土工によって

形成されたのり面を対象としている．これに対して，地山のままの自然斜面を指し

て「斜面」という 3)．のり面・斜面ともに，降雨や地震によって崩壊が発生して災害

となることがあるが，地震を別にすると，降雨や融雪などに伴う地下水の増加が主

な崩壊原因であることが多い． 

 のり面・斜面を不安定化し崩壊に至らせる要因を表 1-1-2 に示す 4)．のり面・斜面

に関わらず，地表面が傾斜した土構造物の場合，土は重力などの作用を受けて，高い

部分から低い方へと移動しようとし，構造物内部にはせん断応力が働く．このとき，

土中に生じたせん断応力がせん断強さを超えなければ斜面は安定な状態を保つが，

土中の連続した面に沿って作用するせん断応力がせん断強さを超えてしまうと，そ

発生年月日または期間 名称

2011/7/29 平成23年7月新潟・福島豪雨災害

2013/10/11 平成25年 台風26号

2014/07/09～10 平成26年 梅雨前線・台風第8号

2014/07/30～8/25 平成26年 台風第11号・台風第12号・前線による豪雨

2014/10/13～14 台風19号

2015/6/2～6 梅雨前線・台風第9号・台風第11号・台風第12号

2015/8/24～26 台風第15号

2015/9/7～11 台風第18号等

2016/6/6～7/15 梅雨前線

2016/8/16～9/1 台風第7号・台風第11号・台風第9号・台風第10号等

2017/6/7～7/27 平成29年7月 九州北部豪雨・台風第3号

2017/9/15～19 台風第18号

2017/10/21～23 台風第21号

2018/7上旬 平成30年7月豪雨

2018/8/20～9/5 台風第19号・第20号・第21号等

2018/9/28～10/1 台風第24号

2019/6/6～7/24 梅雨前線・台風第3号・第5号

2019/8/13～9/24 前線による豪雨・台風第10号・第13号・第15号・第17号

2019/9/5 令和元年 房総半島台風

2019/10/12 令和元年 東日本台風

2020/7/3 熊本南部豪雨
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の面をすべり面として斜面が崩壊する．このような崩壊を起こす原因としては，上

述の重力などの作用以外にも，浸透力や地震力などを挙げることができる．しかし

ながら，のり面・斜面崩壊を引き起こす原因を明らかにすることは困難であり，表

1-1-2 に挙げた要因が複合的に働いたと考えられる場合が多い． 

 のり面・斜面崩壊は一般に，その崩壊規模や形態から表層崩壊と深層崩壊（道路土

工指針では深い崩壊，地すべり性崩壊）の大きく 2 つに分けて区分される．このう

ち，表層崩壊は難透水性の地層の上に砂質土や崖錐堆積物が堆積しているような場

合や固結度の低い地層の場合に，豪雨等に伴う浸透水が原因となって発生する，す

べり面の深さが 2m 程度以下の浅い崩壊をいう．それに対して，深層崩壊は崖錐堆積

物の層厚が非常に厚い場合や粘性土層および砂質土層の互層からなる洪積地盤の場

合に，降雨による地下水位の上昇をきっかけとして発生する大規模な地滑りを指す．

深層崩壊は発生頻度が表層崩壊に比べて極めて少なく，これを予測することは非常

に困難である． 

日本においては毎年の台風性の豪雨および前線性の長雨が誘因となって発生する

表層崩壊が多いことから，表層崩壊の予知や予測，その防止に関する研究が多く行

われてきた 5）．ただし，のり面・斜面の表層崩壊は豪雨等に伴って突発的に発生する

ため，その予測は非常に難しく，工事中だけでなく，工事完成後であっても，人命に

関わる大きな災害に繋がってしまうことも稀ではない．また，表層崩壊によって崩

壊土砂が道路内に流入し，定期的な交通状況に影響することも多々ある． 

 

表 1-1-2 斜面を不安定化する要因 

土中のせん断応力を増大する要因 土のせん断強さを減少する要因 

1． 外力の作用 1． 吸水による膨張 

2． 含水量が増すことによる土の単位

体積重量の増加 

2． 不安定の土中に生じるひずみと微

細な破壊 

3． 掘削による土の一部除去 3． 土の締まり方の不十分さ 

4． 人工または自然力による地下空洞

の形成 

4． 収縮・膨張または引張りによって生

じる微細な割れ目 

5． 地震・爆破などによる振動 5． 間隙水圧の作用 

6． 引張り応力による割れ目の発生 6． 凍土やアイスレンズの融解 

7． 割れ目の中に動く水圧 7． 土粒子間の結合部分の劣化 

 8． 土粒子の振動 
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1.1.2 積雪寒冷地におけるのり面の崩壊機構 

 積雪寒冷地におけるのり面・斜面は，冬期間の凍上現象や凍結融解作用，さらに春

先の融雪水の影響といった「寒冷地特有の要因」で崩壊に至ることがある 6)．図 1-

1-1 は寒冷地におけるのり面の代表的な崩壊機構について示した模式図である．冬

期，寒気によって凍結線（0℃線）がのり面表層から深部に移動すると，表層部分が

凍結し，凍土域が形成される．凍土の厚さは凍結線の進行に伴って増加するが，厚く

発達した凍土層はのり面内の水分の排出を妨げる遮水層となる．のり面背面に地下

水の供給がある場合，水分は逃げ場を失った状態となって地下水位が上昇し，のり

面内部では間隙水圧が上昇する．そして，春期になると，のり面に形成された凍土層

は温度上昇に伴って表層から融解し始める．この融解の初期段階では凍土がある程

度の厚さを保持しているために崩壊には至らないが，融解が進むとのり面は 2 種類

の機構で崩壊に至る．一つは比較的浅い深さの位置（凍結深以内）で表層部分が流動

してのり面に変状や崩壊が発生するものであり，もう一つは水圧が上昇した地下水

によって斜面がえぐれた状態になり，比較的深い位置から崩壊に至るものである． 

2 種類の崩壊機構のうち，表層崩壊については，のり面の土が凍上性を有する場合，

のり面表層の凍土内には厚く発達したアイスレンズが形成され，融解時にはその含

水比は非常に大きなものとなってしまう．これにより，のり面表層が液性限界を超

えて泥濘化してしまい，土砂がのり面の勾配によって流動したり，地盤内に形成さ

れたアイスレンズの面に沿って変状や崩壊が発生したりすることになる．比較的深

い崩壊については，先述したように，のり面背面に地下水の供給がある場合，のり面

表層の凍土が地下水位を上昇させ，間隙水圧を増加させてしまう．冬期間は凍土層

が間隙水圧に抵抗するが，融解期になると凍土が薄くなり，間隙水圧を支えきれな

くなる．このとき，凍土が崩壊して一気に土砂が地下水とともに突出し，比較的深い

位置からの崩壊が発生することになる． 
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間隙水圧
の上昇

湧水や融雪水
による水位上昇

融雪期の
斜面崩壊メカニズム

浸透できない

図 1-1-1 寒冷地における融雪期ののり面崩壊機構 
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1.1.3 のり面保護工 

 のり面を崩壊や侵食，風化から保護し，安定を確保するには，のり面保護工が有効

である．「道路土工 切土・斜面安定工指針（平成 21 年度版）」にまとめられた，の

り面保護工の主な工種とその目的を表 1-1-3 に示す．のり面保護工は原則として安

定勾配で施工したのり面に実施するものであり，工種を大別すると，構造物による

のり面保護工（以下，構造物工）と，植物によるのり面保護工（以下，のり面緑化工）

とがある． 

 構造物工には，のり面の風化や侵食，表層崩壊の防止を目的としたものと，深層部

に至る崩壊の防止を目的としたものがある．構造物工のうち，地山補強土工やグラ

ウンドアンカー工はある程度の土圧やすべり土塊の滑動力に対抗して崩壊を防止す

るものであり，コンクリート・モルタル吹付工やコンクリート張工などの密閉型の

構造物は，風化の進行を抑制するため，表流水をのり面に浸透させないために設置

するものである． 

 一方，のり面緑化工には植物をのり面に導入する植生工と，植物の生育を補助す

る金網やのり枠等の緑化基礎工がある．植生工は播種工と植栽工に分けられ，播種

工としては種子散布工，客土吹付工，植生基材吹付工が用いられ，植栽工としては張

芝工が主に採用されている．のり面の植生工については，のり面勾配，土壌硬度，風

化の程度もしくは土質などの条件によって選定されている． 

 本研究では，ジオセルを用いたのり面保護工に関して，機能や効果，施工性を主に

実物大実験によって検証した．このジオセルを用いたのり面保護工は，のり面を風

化や侵食から保護し，表層崩壊の防止を目的とする構造物工として使用される場合

と，植物の生育を補助する緑化基礎工として使用される場合の両方の機能があり，

現場の目的に応じて使い分けられているが，本研究が行われるまで明確な選定方法

は定められていない． 
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表 1-1-3 のり面保護工の主な工種と目的 

 

 

 

 

種子散布工

客土吹付工

植生基材吹付工
（厚層基材吹付工）

植生シート工

植生マット工

植生筋工
盛土で植生を筋状に成立させることによる侵食防止，植物
の浸入・定着の促進

植生土のう工

植生基材注入工

張芝工
芝の全面張り付けによる侵食防止，凍上崩落抑制，早期
全面被覆

筋芝工
盛土で芝の筋状張り付けによる侵食防止，植物の浸入・
定着の促進

植栽工 樹木や草花による良好な景観の形成

早期全面被覆と樹木等の生育による良好な景観の形成

中詰の保持と侵食防止

地山補強土工
滑り土塊の活動力に対抗して崩壊を防止グラウンドアンカー工

杭工

石積，ブロック積擁壁工

ある程度の土圧に対抗して崩壊を防止

かご工
井桁組擁壁工
コンクリート擁壁工

連続長繊維補強土工
（擁壁タイプ）

石張工

ブロック張工

コンクリート張工

のり面表層部の崩落防止，多少の土圧を受ける恐れのあ
る箇所の土留め，岩盤はく落防止

吹付枠工

連続長繊維補強土工
（のり面保護タイプ）
現場打ちコンクリート枠工

構
造
物
工

金網張工 生育基盤の保持や流下水によるのり面表層部のはく落防
止繊維ネット張工

柵工
のり面表層部の侵食や湧水による土砂流出の抑制

じゃかご工

プレキャスト枠工

モルタル・コンクリート吹付工

風化，侵食，表流水の浸透防止

分
類

工種 目的

の
り
面
緑
化
工

（
植
生
工

）

播種工

侵食防止，凍上崩落抑制，植生による早期全面被覆

植生基盤の設置による植物の早期生育，

植栽工

苗木設置吹付工
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1.1.4 ジオセルのり面保護工の概要 

 ジオセルは 1970 年代にアメリカで開発された製品である．当初の使用目的は砂浜

や砂漠において，轍の発生を防ぐ路盤を構築し，車両を走行させるためであったが,

その後はのり面保護工や擁壁工として用途を拡大した． 

 実験に使用したジオセルは高密度ポリエチレン製のシートの複数枚を超音波溶着

により一体化し，展開するとハニカム構造を有する製品であり，表 1-1-4 にジオセ

ルの製品規格を示す．ジオセルはセルサイズとセル高さの組合せにより様々な規格

があり，図 1-1-2 にジオセルの概略図を示す．図 1-1-2(a)は 1 枚のジオセルの製品

概要図を示しており，図 1-1-2(b)はジオセルの 1 つのセルのサイズを示している．

さらに図 1-2(c)はセル高さを示す．  

  

表 1-1-4 ジオセルの製品規格 

名称 セルサイズ セル高さ 
標準展開寸法 

(W×L) 
展開面積 

100SP 

S 型 

100mm 

2.56m×6.84m 17.51 ㎡ 150SP 150mm 

200SP 200mm 

100MP 

M 型 

100mm 

2.56m×8.67m 22.19 ㎡ 150MP 150mm 

200MP 200mm 

100LP 

L 型 

100mm 

2.56m×14.25m 36.48 ㎡ 150LP 150mm 

200LP 200mm 
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(a)ジオセルの製品概要図 

 

(b)１つのセルサイズ 

 

(c)セル高さ 

 

図 1-1-2 ジオセルの概略図 
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ジオセルのり面保護工はのり面を風化や侵食から保護し，表層崩壊の防止を目的

とする構造物工として使用される場合と植物の生育を補助する緑化基礎工として使

用される場合の両方の機能があり，現場の目的に応じて使い分けられている．図 1-

1-3 にジオセルのり面保護工の概要図を示す．また，本工法を構築する際に用いられ

る主な材料を図 1-1-4 に示すが，ジオセルのサイズやアンカーバーの打設密度，中

詰め材の土質などに関する明確な選定方法については，本研究を行うまで存在して

いない状況にある. 

施工手順は写真 1-1-1 から写真 1-1-5 に示すように，ジオセルを安定勾配ののり

面に展開・設置した後，中詰材を充填してのり面表層部の侵食防止のために施工さ

れている．  

 

図 1-1-3 ジオセルのり面保護工の概要図 

 

 

図 1-1-4 ジオセルのり面保護工の標準断面図 
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写真 1-1-1 のり面清掃および整形 

 

写真 1-1-2 ジオセル展開用鉄筋の打設 
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写真 1-1-3 ジオセルの展開 
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写真 1-1-4 ジオセルの設置 

 

写真 1-1-5 中詰材の充填 
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1.2 本研究の目的と方法 

以上の背景より，本研究では積雪寒冷地における凍結融解作用を受けたのり面の

表層が春先の融雪水や夏季の大雨によって崩壊する対策として，柔軟性の高いジオ

セルを用いたのり面保護工を用いる場合の機能や効果，施工性を明らかにし，ジオ

セルを用いた従来の対策工における課題の解決を目的とした． 

そこで，ジオセルのり面保護工を実物大の盛土斜面に構築し，凍結融解挙動や盛

土内水位などの計測と排水パイプの組み合わせを検討した．その後，北海道北見市

の旧北見競馬場跡地を活用したオホーツク地域創生研究パーク内にある建設残土を

整形して湧水環境を模擬したのり面を構築し，ジオセルの規格や中詰材の種類，不

織布や排水パイプの効果に関する検討も行った．なお，ここでは特殊ふとんかごと

の比較など，様々なケースで実験を行った． 

 最終的には，これまでののり面対策工に代わる新たなのり面保護工として，砕石

を充填したジオセルが持つ耐侵食性や透水性に関する機能を有したまま，表面の緑

化も実現するため，砕石層と砂質土層の 2 層のジオセルからなるのり面保護工を考

案し，実物大実験による動態観測を行った．また，この中でのり面上に設置したジオ

セル層の滑動力に関する計測も行い，のり面上に打設する長尺アンカーバーの削減

による省力化についても検討した． 
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1.3 本論文の構成 

本論文は以下の 7 章からなる．各章の内容について簡単に記述する． 

第 1 章 序論 

本章では，研究背景，本研究の目的と方法について述べている．研究背景では，の

り面・斜面崩壊，特に寒冷地における表層崩壊の発生機構について述べている．さら

に，従来からののり面保護工とジオセルを用いたのり面保護工に述べている．  

第 2 章 既往の研究 

本章では，積雪寒冷地におけるのり面に関する研究についてまとめている．さら

に特殊ふとんかごや緑化工，ジオセルに関しても既往の研究をまとめた． 

第 3 章 ジオセルの要求性能に関する研究 

本章では，まず各メーカーのジオセルの規格例をまとめている．規格値はどの用

途においても同じものが使用されているため，のり面保護工に用いる新たな規格値

の検討を始めた． 

 

第 4 章 積雪寒冷地におけるジオセルを用いたのり面保護に関す

る基礎的検討 

本章では，ジオセルのり面保護工を実物大で様々なケースで構築し，ジオセルの

規格や中詰材の種類に関する検討，不織布や排水パイプの効果に関する検討，更に

は特殊ふとんかごとの比較により本工法に関する仕様についての検討を行った． 

第 5 章 ジオセルを用いたのり面保護と排水パイプの併用に関す

る検討 

本章では，ジオセルのり面保護工に排水パイプを組み合わせた斜面安定工を検討

した．実物大では多くの計測機器を配置した計測を行い，模型盛土では散水試験を

行い，その結果を述べている． 
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第 6 章 ジオセルを用いたのり面保護における省力化と緑化に関

する検討 

本章では，生態系や自然環境に配慮して，2 段のジオセルからなる新たなのり面保

護工を考案し，実物大実験による動態観測を行い，省力化と緑化について検討した． 

第 7 章 結論 

本章では，本研究で得られた全ての知見についてまとめた． 

 

第 1 章の参考文献 

1) 国土交通省：平成 31 年度国土交通省白書，2019． 

2) 佐々木晴美：寒冷地法面保護，土木技術資料，Vol.22，No.8，pp.18-30，1980． 

3) 日本道路協会：道路土工切土工・斜面安定工指針（平成 21 年度版），丸善出版，

pp.14，2009． 

4) 河上房義，森芳信，柳沢栄司：土質力学(第 8 版)，森北出版株式会社，pp.135，

2012 

5) Srikrishnan Siva Subramanian，Tatsuya Ishikawa，Tetsuya Tokoro：Stability 

assessment approach for soil slope in season cold regions ，Engineering 

Geology，Vol.221，pp.154-169，2017． 

6) 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，地

盤工学会北海道支部，2009． 
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第 2 章 既往の研究 

2.1 のり保護工に関する既往の研究 

本項では，寒冷地におけるのり面の研究成果として，渡辺 1)と武田ら 2)の研究成果

について紹介する． 

渡辺は寒冷地における高速道路のり面を対象に緑化の視点からのり面の侵食防止

について報告している．寒冷地における切土のり面は地下水脈を断たれ，日照や風

で乾燥するだけでなく，特に過酷な気象条件に曝される．すなわち，霜柱，凍結，凍

上，積雪などによる被害を受けやすく，また春先には融雪水による侵食を受けて崩

壊することも多い．当時の北海道内におけるのり面崩壊の原因別内訳では，実にそ

の 40%近くが凍結，凍上に起因するもので，これに融雪水等が誘因となったものを

加えると 68%を占める結果である．更にこれらの崩壊事例の 80%が融雪期に集中す

ることが観測されている．このことは，寒冷地では他の諸条件が同じならば，温暖地

の 3～4 倍の可能性でのり面崩壊が起こりやすいことを意味しており，それだけ積雪

寒冷地においては，適切なのり面保護工種の選択が重要でかつ困難な問題であるこ

とを示している． 

武田らは寒冷地におけるのり面保護工の開発を目的にのり面凍上害の分布とその

発生過程を報告している．北海道の道路のり面でのり枠凍上害とそれに至る過程を

実態調査し，凍上害は積雪深 20cm での積算寒度分布と相関があり，主に道東地域を

中心に分布し，道央・道南地域の一部にも分布した．一方，同等地域 2 ヵ所ののり

面観測から，南北に向かい合ったのり面の最大凍結深は南向きが北向きの 4 分の 1

になった．また，凍結融解を経て，のり面の多くの箇所でのり枠は斜面に沿って下方

へ移動したが，特にのり面上部や湧水箇所ではのり枠の凍上量が大きく，ここでの

移動量は最大十数 cm に達した．その結果，のり枠は土の凍結融解による変形が毎年

累積するので，のり面から浮き上がり，飛び出して，早いものでは施工後 1～2 年で

土留めとしての機能を失うことを示している． 
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2.1.1 特殊ふとんかご 

北海道のような積雪寒冷地では，凍結した地盤が融解し，融雪が進む春先に自然

斜面や切土および盛土のり面の表層崩壊が発生する．このような崩壊箇所に対する

応急・復旧対策として，特に北海道では写真 2-1-1 に示すようなドレンかごや特殊

ふとんかごと呼ばれる薄型のふとんかごが多用されており，寒冷地に適したのり面

保護工として広く認識されている 3)～5)．しかしながら，写真 2-1-2 に示すように，

施工から長時間経過したものの中には，大きく変状し，最終的には崩壊に至るもの

も増えてきている．これについては，図 2-1-1 に示すように，ふとんかごの 1 区画

の面積が比較的大きく，金属製であるために，背後斜面が凍上と融解沈下を繰返す

中で，中詰材の移動と変形が蓄積し，徐々に背後斜面との密着度が低下していくこ

とが挙げられる 6).さらに，特殊ふとんかごは湧水が見られるのり面に適用される場

合が多いにも関わらず，吸出し防止として背後斜面との境界部に敷設されている不

織布が凍結や目詰まりによって排水性能が低下し，湧水が不織布の裏側を流下する

ことで，不織布背後の斜面表層を徐々に侵食することも原因として挙げられる 6)．斜

面やのり面上部でふとんかごが変状した場合には，補修するのが極めて困難であり，

ふとんかごの機能を維持管理するには多大な労力と費用が必要となる．また，ふと

んかごの変状が確認された時点で背後の地山や盛土が既に大きく侵食されているこ

とも少なくない．以上のような背景から，薄型のふとんかごよりも維持管理が容易

で，柔軟に長期的な背面地盤との追従性が確保でき，なおかつ凍土域の浅部だけで

なく深部からも排水可能な機能を持つ斜面安定工の開発と普及が必要である． 
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写真 2-1-1 薄型のふとんかご（ドレンカゴ）によるのり面保護工 

写真 2-1-2 ドレンかごの変状・崩壊例 
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薄型のふとんかご
の崩壊メカニズム

凍上・融解沈下の
繰返しによる
中詰材の移動

不織布

湧水や融雪水
の浸透

アンカーピン
（凍着凍上による
抜けあがり）

図 2-1-1 薄型のふとんかご（ドレンかご）の崩壊メカニズム 
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2.1.1 緑化工 

緑化工には植物をのり面に導入する植生工と，植物の生育を補助する金網やのり

枠等の緑化基礎工がある．緑化工はのり面に植物を繁茂させ，植物系（以下，根系）

を侵入させることで表層地盤を補強する工法である。雨滴の衝突による侵食にも抵

抗でき，植物の安定に有利である．緑化工に主に期待される補強効果としては，(1)

表層崩壊の抑制効果，(2)雨水による侵食防止効果，(3)切土のり面の風化抑制効果が

挙げられている．さらには凍上崩落抑制といった効果が期待できる．さらに経済的

で，自然環境への影響も小さく，周辺景観との調和にも優れていることから，北海道

開発局では緑化工を優先的に採用することが推奨されてきた．しかしながら，過去

に北海道開発局が実施した緑化工の損傷に関する調査結果では，緑化工の損傷のう

ち，凍結融解や凍上，融雪水などといった積雪寒冷地特有の要因で発生したと思わ

れるものが，全体の約 7 割に及ぶことも報告されている 7)． 
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2.2 ジオセルに関する既往の研究 

ジオセルは 1970 年代にアメリカで開発された製品である．当初は砂浜や砂漠で轍

の発生を防ぐ路盤を構築し，車両を走行させるために開発された．その後，日本国内

において擁壁工やのり面保護工として用途を拡大したが，表 2-2-1 に示すように，

未だ路盤以外に関する研究例は少ない．特にのり面保護工に関しては，機能と効果

に関する詳細な研究例は存在しない． 

 

表 2-2-1 ジオセルに関する主な既往の研究 

発表年月 タイトル 引用元 

1993 年 11 月 Recent Case Histories of Flexible Geocell R J Bathurst 

1995 年 立体補強材（ジオセル）を用いた路盤の強化 JREA 

1995 年 12 月 立体補強材を用いた路盤補強化工法の実施例 鉄道施設協会誌 

1997 年 12 月 ジオセルによるマットレス補強土の支持力効果 IGS 

2000 年 LOAD SUPPORT SYSTEM TECHNICAL OVERVIEW Prest 

2000 年 12 月 ジオセル敷設層のマットレス補強効果 IGS 

2005 年 12 月 Designing with Geosynthetics R M. Koener 

2006 年 12 月 ジオセル補強土の基礎的力学特性に与える充填

地盤材料の影響 

IGS 

2007 年 11 月 ジオセル補強地盤の支持力特性 IGS 

2009 年 11 月 非凍上性中詰土による柔構造法面保護工の凍上

対策 

寒地技術シンポジ

ウム 

2009 年 12 月 ジオテキスタイルとジオセルを用いたマットレ

ス工法の実物大繰り返し載荷実験 

IGS 

2011 年 12 月 ジオセルとジオグリッドを併用した支持力補強

に関する補強効果とメカニズムの研究  

IGS 

2012 年 Performance of geocell-reinforced asphalt 

pavement bases over weak subgrade under 

cyclic plate loading 

Geotextiles and 

Geomembranes 

2012 年  9 月 モデル化したジオセル基礎の支持力 土木学会（全国） 

2014 年  7 月 軟弱地盤上に用いたジオセルマットレスによる

支持力改善効果に関する実物大試験 

地盤工学会 

（全国） 

2014 年  9 月 Hih-Moduls Geocells for Sustainable Highway 

Infrastructure 

Indian 

Geotechnical 

2017 年  2 月 軟弱地盤上に用いたジオセルによる地盤補強の

事例 

地盤工学会 

（北海道支部） 
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2017 年  9 月 移動荷重載荷時のジオセル補強基礎の支持力特

性 

土木学会（全国） 

2017 年  3 月 交通作用に対するジオセルの地盤補強効果 土木学会 

（関東支部） 

2017 年 12 月 ジオセル路盤補強の強度特性および応力分散効

果による路盤厚の低減に関する検討 

IGS 

2018 年  8 月 移動載荷条件におけるジオセルの地盤補強効果

と変形解析法 

土木学会 

（関東支部） 

2018 年  8 月 ジオセル補強地盤の鉛直支持力特性とセル高さ

の関係 

土木学会（全国） 

2019 年  3 月 ジオセルによる地盤補強効果のメカニズム解明

に関する室内模型実験と可視化 

土木学会 

（関東支部） 

 

 元来の用途である路盤分野では，図 2-2-1 に示すように，ジオセル補強路盤を模

擬した模型実験を実施した研究 8),9)から，応力を分散させ，地盤の変形を抑制する効

果があること，その効果はジオセルの高さに大きく影響すること等が報告されてい

る．具体的な設計方法や設計基準の確立には至っていないが，これまでの研究結果

は工事用の仮設道路や林道，農道といった民間利用に応用されている． 

 構造物の基礎としてジオセルを用いた分野では，室内実験や実物大実験の結果か

ら，設計方法や補強メカニズムを検討した研究 10),11)が多い．いずれも詳細な設計方

法については検討段階だが，地盤の支持力を大幅に改善し，不等沈下を防止する効

果があることが報告されている．写真 2-2-1 に示すように，実際の工事において軟

弱地盤に用いられた事例 12)も報告されており，国内における需要も増加している． 

 段積みしたジオセルを用いて斜面を保護する分野では，図 2-2-2 や図 2-2-3 に示

すように，補強材を併用し経過観測を行った研究 13),14)などから，ジオセルの変形特

性や挙動を捉えており，その強度や耐久性が評価されているが，他用途と比較する

と研究や報告例はまだ少ない． 

 のり面保護に関する分野では，図 2-2-4 や写真 2-2-2，さらに図 2-2-5 に示すよう

に，ジオセルの中詰材に非凍上性土を用いた研究 15)から，ジオセルと中詰材の凍上

量の関連性が報告されており，本研究のきっかけとなっている． 
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写真 2-2-1 参考文献 12)におけるジオセル基礎の施工状況 

図 2-2-1 例：参考文献 8)における模型実験の概要とジオセル模型 
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図 2-2-2 例：参考文献 14)における実物大実験の概要 

図 2-2-3 例：参考文献 14)における変形挙動の比較結果 
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図 2-2-4 例：参考文献 15)における実物大実験の概要 

写真 2-2-2 例：参考文献 15)における実物大実験の状況 

37

④
③ ② ①

実験法面（植生工１ヶ月後）

④
③ ② ①

実験法面（植生工１ヶ月後）

④
③ ② ①

実験法面（植生工１ヶ月後）

④
③ ② ①

実験法面（植生工１ヶ月後）
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第 3 章 ジオセルの要求性能に関する検討 

3.1 ジオセルの製品規格 

ジオセルは 1970 年代に開発され，U.S.Army Corps of Engineers の研究により製品

強度の規格値が決定されている．各メーカーのジオセルの製品規格 1)の例を表 3-1-

1に示す．各メーカーによりシート厚さは異なるが，セル高さが 10cm のものであれ

ば，1420N 以上の溶着強度が必要とされている． 

 

表 3-1-1 ジオセルの製品規格 

会社名 所在地 製品名 シート厚さ 溶着強度 

GeoProducts アメリカ Envirogrid 1.25mm 1420N/10cm 

Prest アメリカ Geoweb 1.25mm 1420N/10cm 

東京インキ 日本 グランドセル 1.30mm 1420N/10cm 

 

製造や品質管理の工程や頻度に関しては，各社により異なるが，表 3-1-2 に製造

に関する主な工程の一例を示す．製造するためには，はじめに原料手配を実施する．

納入時には外観，包装・表記，数量に間違いがないことを確認し，損傷がないように

保管する（写真 3-1-1）．使用できる原料は生産国の規定を満たすものを使用しなけ

ればならない．また，生産国と使用国が異なる場合は，生産国の規定を満たしていた

としても使用国で使用制限がないかを事前に把握しておく必要がある．次に製造に

使用する機械設備の洗浄を実施する．特に前の製造で異なる原料を使用した場合は

混在しないように注意が必要である．その後，攪拌機を用いて複数の原料を攪拌し，

設計配合を満たす配合割合でよく攪拌する．攪拌が不十分になると均一なシート製

造の妨げになる．次に攪拌した原料を用いてシート製造を実施する．シート製造方

法は押出し成形やブロー成形等の様々な方法があり，写真 3-1-2 には押出し成形の

例を示す．次にシートにジオセルの開孔を施す．開孔の必要が無い場合はこの工程

を実施せず，溶着の工程に進む．溶着の工程は写真 3-1-3 に示すように，複数大の

溶着機でセル数に応じて，シートを 1 枚ずつ溶着し，所定のセル数ができるまで継

続する．その後，写真 3-1-4 に示すように，引張試験機を用いて溶着強度を計測す

る．その後，最終検品で寸法を確認し，出荷手配になる． 
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表 3-1-2 製造に関する主な工程 

工程 工程名 機械設備 管理項目 管理基準値 

1 原料手配   

1.外観 

2.包装・表記 

3.数量 

生産国の規定 

2 清浄 

1.攪拌機 

2.押出機 

3.溶着機 

4.梱包機 

外観  

3 攪拌 攪拌機 
1.配合割合 

2.攪拌時間 

1.設計配合量 

2.時間 

4 シート製造 シート機 
1.幅 

2.厚み 
設計寸法値 

5 穴開け 穴開け設備 穴数 設計穴数 

6 溶着 溶着機 
1.溶着枚数 

2.セルサイズ 
セルタイプ 

7 強度検査 引張試験機 溶着強度 設計強度値 

8 最終検品   寸法 設計寸法値 

9 出荷手配 梱包機 外観  

 

 

写真 3-1-1 原料手配の状況 
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写真 3-1-2 シート製造の状況 

 

 

写真 3-1-3 溶着の状況 
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写真 3-1-4 強度検査の状況 
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3.2 ジオセルの破断事例 

 ジオセルはジオグリッドと異なり，用途に応じた製品規格は設定されていない．

例えば，ジオグリッドは盛土を補強する補強土壁工法に使用される際，盛土の高さ

や勾配，使用する盛土材や外力に応じて敷設長さや敷設間隔，必要強度が求められ

ている．その一方で，屋外に暴露される擁壁用途としてのジオセルは路盤補強を目

的に規格値が決定されており，路盤補強の際に生じる外力を超えると破断に至る可

能性がある．写真 3-2-1 に示す一例は，凍結融解による変位によって想定以上の外

力が生じたために破断した事例である．この現場に使用されたジオセルは管理基準

値を全て満たしていたため，外的要因により破断したと考えられる．その他にも異

なるジオセルでの破断事例を写真 3-2-2，写真 3-2-3に示す．破断の原因は製造過程

で各工程を満足しなければ，ジオセルの製品不良が要因で発生する可能性もあるが，

いずれのジオセルにおいても溶着強度の規格値は同一である．それとは対照的にの

り面保護としての用途はジオセルが埋設されることや大きな外力が想定されないた

め，規格値を下げられる可能性がある．溶着強度を下げる方法としては，原料や溶着

方法，シート厚さの変更が考えられるが，今回はシート厚さを薄くする方法でジオ

セルの軽量化による省力化も視野に入れて検討することにした． 

 

写真 3-2-1 ジオセルの破断事例 
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写真 3-2-2 ジオセルの破断事例 

 

 

写真 3-2-3 ジオセルの破断事例 
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3.3 ジオセルの規格検討 

今回，のり面保護工に用いるジオセルの製品規格を従来のシート厚さ 1.3mm から

シート厚さ 1.0mm に変更した新たな製品サンプルを作製し，引張試験 2)により引張

強度を比較した．シート厚さが 1.3mm の供試体はシート幅が 100mm であるが，シ

ート厚さが 1.0mm の供試体はシート幅が 150mm の試験用サンプルを使用したため，

比率換算によりシート幅が 100mm の場合の引張強度を算出して比較した．また，の

り面保護工に使用するジオセルはシートに透水用の開孔があるため，写真 3-3-1 に

示すように，溶着部のみではなく，シートの開孔を含むようにして引張試験を実施

した． 

 

写真 3-3-1 引張試験の状況 
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 表 3-3-1 にジオセルの溶着部の引張り試験結果，表 3-3-2 にジオセルの開孔を含

むシート部の引張り試験結果を示す．シート厚さ 1.3mm よりシート厚さ 1.0mm の引

張強度はジオセルの溶着部，シート部（開孔あり）ともに約 20%の強度低下を確認

できた．また，シート部（開孔あり）に関しては，シートにある開孔が含まれている

ため，溶着部より低い値になった． 

表 3-3-1 ジオセル溶着部の引張試験結果 

シート厚さ(mm) 1.3 1.0 1.0 

シート幅(mm) 100 150 100（換算） 

引
張
強
度
（ N

）  

1 2160 2680 1787 

2 2130 2580 1720 

3 2310 2580 1720 

4 2240 2740 1827 

5 2200 2330 1553 

平均 2208 2582 1721 

表 3-3-2 ジオセルシート部（開孔あり）の引張試験結果 

シート厚さ(mm) 1.3 1.0 1.0 

シート幅(mm) 100 150 100（換算） 

引
張
強
度
（ N

） 

1 1480 1680 1120 

2 1470 1870 1247 

3 1560 1890 1260 

4 1440 1780 1187 

5 1520 1720 1147 

平均 1494 1788 1192 

3.4 まとめ 

 ジオセルのシート厚さを 1.0mm にすることで U.S.Army Corps of Engineers の研究

により決定された溶着強度より約 20%の低い引張強度になった．シート部（開孔あ

り）は溶着部より強度が低く，この結果より，のり面保護工に用いるジオセルは溶着

部より強度の低い方のシート部（開孔あり）で規格値を決定する必要がある．さら

に，第 6 章にこの製品を使用した実物大実験の結果を報告する． 

第 3 章の参考文献 

1)  Caltrans：CELLULAR CONFINEMENT SYSTEM RESERCH，2006． 

2） 土木研究センター：ジオテキマニュアルを用いた補強土の設計・施工マニュア

ル，2013． 
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第 4 章 ジオセルを用いたのり面保護に関する基礎的検討 

4.1 実験概要 

 積雪寒冷地下におけるジオセルを用いたのり面保護工に関しては，湧水環境での

効果や斜面を構成する土質による違い，不織布の必要性，最適なジオセルのサイズ

や中詰材，排水パイプの有無による違いなど検証すべき項目は数多く残っている 1) ． 

 そこで，北海道北見市の旧北見競馬場跡地を活用したオホーツク地域創生研究パ

ーク内にある建設残土を整形して湧水環境を模擬したのり面を構築し，ジオセルの

規格や中詰材の種類に関する検討，不織布や排水パイプの効果に関する検討，更に

は特殊ふとんかごとの比較を目的とした様々なケースを施工した．そして，これら

の計測結果に基づいて，本工法に関する様々な仕様について検討した． 

4.1.1 2016 年に施工した実験概要 

 図4-1-1は2016年10月に施工した全8ケースに関する正面図である．これらの試験

ケースは先述したオホーツク地域創生研究パーク内にある建設残土の盛土斜面を高

さ約5m，延長約30mにわたって勾配1:1.5になるよう整形したのり面上に構築した．

なお，図中には施工過程の一部も示しているが，各ケース共通にのり面を整形した

後にジオセルを設置し，中詰材を充填している．ただし，図中に示すように構築した

全8ケースはジオセルのサイズ，中詰材の土質，不織布や排水パイプの有無に関する

組み合わせを変えており，整形したのり面上に不織布を設置してからジオセルを設

置したケースや，ジオセルを設置してから排水パイプを打設したケースがある．な

お，施工の詳細については第6章もしくは参考文献2)を参照されたい． 

 図4-1-2は例としてケース2の中央断面図を示したものである．天端には湧水環境

を模擬するためにのり肩から4.3m後方に深さ2.1mのトレンチを設け，トレンチに溜

まった雨水や融雪水が整形したのり面背後に向かって浸透するように盛土斜面の反

対側には部分的に遮水シートを設置した．また，この盛土を構成する代表的な土は

比較的細粒分の多い細粒分質礫質砂（礫分27%，砂分31%，細粒分42%）であり，採

取した試料を締固めて作製した供試体を用いた（室内）凍上試験によって，凍上速度

は0.30mm/hと高い凍上性を有することを確認している． 

 ジオセルについては，ケース1, 4では展開時に1つのセルが縦0.29 m×横0.32mとな

るMサイズとし，その他のケースでは，縦0.48 m×横0.51mとなるLサイズを使用した．

また，高さは全て0.1mとした．中詰材については，ケース2, 3, 6, 7では砕石（C40），

ケース1, 4, 5, 8では凍上性が低い砂質土（礫分35%，砂分65%，細粒分0%，（室内）凍

上試験から求めた凍上速度0.08 mm/h）を使用した．また，いずれのケースでものり

肩とのり尻の水平部分にもジオセルを設置している（図4-1-2参照）． 
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図 4-1-1 2016 年 10 月に施工した全 8 ケースに関するまとめ 
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図 4-1-2 ケース 2 の断面図 
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 不織布については，目付300 g/m2，厚さ2.4 mm（JIS L 1908），厚さ方向の透水係数

1×103m/sのものを使用しており，ケース1, 2, 7, 8に対してのみ，整形したのり面と

ジオセルの間に設置している． 

 排水パイプについては，ケース5～8に対して直径約0.04m，長さ2mのものを水平方

向の打設間隔と各段（鉛直方向）の間隔がともに約2mの千鳥配置となるように計27

本を打設した． 

 計測機器については，図中に示す位置にケース2～6には温度センサー，ケース2～

7では盛土内の水分挙動を把握するため土壌水分センサーを埋設した．温度センサー

については，のり面と垂直方向に3カ所（ジオセル表面，ジオセルと背後斜面との境

界，背後斜面の表面から深さ0.7 m）に設置した．土壌水分センサーについては，鉛

直方向に3カ所（背後斜面の表面から深さ0.05, 0.2, 0.6 m）に設置した．なお，温度セ

ンサーの公称精度は0.2C，土壌水分センサーの公称精度は0.03m3/m3である． 
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4.1.2 2017 年に施工した実験概要 

 図4-1-3は2017年8月にのり面を20m程度拡張して構築した全6ケース（ケース9～

14）の正面図であり，図中には施工過程の一部も示している．なお，この施工に伴っ

て天端のトレンチも拡張した．また，追加ケースの施工方法は基本的に先述したケ

ース1～8と同様であるが，これらのケース（9, 11～14）ではジオセルのサイズや高

さ，不織布や排水パイプの有無，ジオセルに通したロープやのり肩とのり尻の水平

部分におけるセルの有無に関する組み合わせが異なっている．さらに，比較対象と

して特殊ふとんかご工を施工したケース10も新たに設けた． 

 ジオセルについては，ケース9, 11, 12ではLサイズ，ケース13, 14ではMサイズを使

用し，高さはケース14のみ0.1mで，それ以外のケース9，11～13では0.15mとした．な

お，これらの中詰材は全て砕石（C40）とした．また，ケース9, 11ではのり肩・のり

尻の水平部分にジオセルを設置せず，のり面上のみにジオセルを設置した． 

 不織布については，ケース9, 11は先述したケース1, 2, 7, 8と同じものを敷設したが，

ケース10では特殊ふとんかご工で一般的に使用されている厚さ10 mmの吸出し防止

材（密度0.12 g/cm3以上）を敷設した． 

 

  

図 4-1-3 2017 年 8 月に施工した全 6 ケースに関するまとめ 

特殊ふとんかご工
の施工（ケース10）

特殊ふとんかご

砕石（C80）

アンカーピン

排水パイプの打設

排水パイプ

ジオセル

ジオセルケース12

排水パイプ
1.5m

1.25m
展開前

充填前 充填後

ロープロープ端部

2.5m 2.5m 2.5m 2.5m5.0m5.0m

ケース14 ケース9ケース10ケース11ケース12ケース13

不織布敷設 不織布敷設

張芝工

20.0m

：土壌水分センサー ：温度センサー ：排水パイプ ：流量計

1.5m

1.25m

：測量点

中詰材
砕石 砕石 砕石 砕石 砕石 砕石

表面工
ジオセル ジオセル ジオセル ジオセル 特殊ふとんかご ジオセル

サイズ・高さ
M・10cm M・15cm L・15cm L・15cm 25cm L・15cm

のり肩・尻のセル
有り 有り 有り 無し 無し 無し

ロープ
無し 有り 有り 無し 無し 有り
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 排水パイプについては，ケース12のみに対して直径約6cm，長さ1.8mのものを水平

打設間隔が約1.5m，各段の間隔が約1.25mの千鳥配置となるように計25本を打設した．

なお，パイプは水平から0～5 程度上向きに打設し，排水口がジオセル内に位置する

ように，整形した背後斜面の表面から0.3m程度突出させている． 

 ロープについては，ケース9, 12, 13に適用しており，展開前のジオセルに穴を開け

てロープを通し，ロープの両端には輪を作って（アイ加工），のり肩とのり尻で長さ

約0.5mのアンカーピンで固定した．なお，ジオセルがロープにぶら下がるよう，あ

らかじめのり肩部分のジオセル内で結び目を作っている．このロープはある程度緊

張させて両端（のり肩とのり尻）で固定することで，背後斜面が凍上や融解沈下する

際に，ジオセルと背後斜面との密着性が保持されることを期待している．具体的に

は，凍上した背後斜面が融解沈下する際，その上にあるジオセルと中詰材は背後斜

面の挙動に追従しようとするが，ジオセルより中詰材の重量が大きいために，軽量

なジオセルを残したまま先に沈下し，結果的にジオセルだけ背後斜面との密着性が

損なわれる可能性がある（後述の写真4-2-4中ケース14参照）．しかし，ジオセルと中

詰材の内部を貫くロープがあることで，両者が一体となって動きやすくなると考え

ている．また，ケース1～8, 12～14については，のり面上にジオセルを固定するため

のアンカーピンは打設しておらず，のり肩とのり尻の水平部分にあるジオセルとロ

ープ両端だけに長さ0.5mのアンカーピンを打設している．これはジオセルとアンカ

ーピンとの摩擦によって，ジオセルの動きが妨げられると考えたためである3) ．ただ

し，ロープや水平部分のジオセルも無いケース11については，ジオセルを展開する

ために打設したケース外周のアンカーピンのみでジオセルをのり面上に固定してい

る． 

 特殊ふとんかご工としたケース10については，縦2m×横1m×厚さ0.25mのかご20

個を組み立てた後，各かごの4隅を長さ1mのアンカーピンをのり面に対して垂直に

打ち込んで固定した．そして，のり尻側から順に砕石（C80）を充填し，上蓋パネル

を手作業で設置・固定した．なお，かご工の上端からのり肩までは，盛土材を腹付け

した上で張芝工を施した． 

 図 4-1-4 はケース 10 と 12 の中央断面図であり，図中には設置した計測機器も示

している．また，ケース 12 については全ての排水パイプの打設位置が分かるよう，

中央断面以外にある排水パイプの位置（1, 3, 5, 7 段目）も表示している．盛土内の水

分挙動や凍結深さ等を把握するため，両ケースにはそれぞれのり肩，のり面中腹，の

り尻付近に土壌水分センサーと温度センサーを設置しており，土壌水分センサーに

ついてはケース 11 にも埋設した．温度センサーについては，のり面と垂直方向に 4

カ所（ジオセル表面，ジオセル中心，ジオセルと背後斜面との境界，背後斜面の表面

から深さ 0.5m）に設置した．土壌水分センサーについては，鉛直方向に 3 カ所（中

詰材中心，背後斜面の表面から深さ 0.05，0.3m）に設置した．また，ケース 10～12
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には凍結融解に伴う変形挙動を把握するため，光波測量用の反射シールを設置した

測量杭をジオセルと特殊ふとんかごの上蓋パネルに固定した．一方，ケース間の盛

土内水位を比較するため，それぞれ天端，のり面中腹，のり尻の 3 ヶ所に排水パイ

プを鉛直方向に打設し，不織布を設置した上で管内に投げ込み式の水位計を設置し

た．さらに，ケース 12 には排水パイプからの排水量を把握する目的で，10 本のパイ

プに転倒マス式雨量計を接続した． 

ジオセルの中詰材の侵食や流出・落下防止，緑化の可能性を検討する目的で，幾つ

かのケースに対してジオセル上に綿状マットが装着された侵食防止シート（写真 4-

1-1）や樹脂製ネット（写真 4-1-2）等を設置し，施工性や効果について検証した．  

 

 

 

図 4-1-4 ケース 10 とケース 12 の断面図 

吸出し防止材

水位計

張芝

特殊ふとんかご
5.4m

2.9m

0.7m

2.1m

遮水シート

ケース10

トレンチ

：土壌水分センサー
：温度センサー

ジオセル

ロープ

1段目

2段目

3段目

4段目

6段目

5段目
5.3m

2.9m
0.7m

ケース12

排水パイプ
(1.8m)

7段目

：土壌水分センサー
：温度センサー
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写真 4-1-2 樹脂製ネット設置した様子 

写真 4-1-1 侵食防止シートを設置した様子 

ケース4 ケース3

2017/8/10

侵食防止シート
（種子入り）

侵食防止シート

ケース14 ケース13

樹脂製ネット

2017/11/8

樹脂製ネット
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侵食防止シートは緑化を目的にした種子付き（写真 4-1-3）や堆肥付き，さらに侵

食防止の高い効果を期待した金網付き（写真 4-1-4）もある．また，綿状マットが装

着されることにより，のり面への雨滴衝撃を緩和し，余剰水をマット内で排水する

ため土粒子を移動させずに侵食を受けにくい（図 4-1-5）． 

早期に緑化することと侵食防止の効果はジオセルにも期待できることから，種子

付きで金網無しの侵食防止シートを用いた．なお，樹脂製ネットについては維持管

理の中で交換をすることを前提としているため，ケース 13 ではのり肩やのり尻の

水平部分でネットを覆土埋設（C40）することだけで固定し，ケース 14 ではジオセ

ルとネットを結束バンドで固定した． 

 

写真 4-1-3 侵食防止シートの種子付き 

 

 

写真 4-1-4 侵食防止シートの金網付き 

 



45 

 

 

図 4-1-5 綿状マットによる侵食防止 
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4.2 計測結果に基づく本工法の仕様に関する検討 

4.2.1 施工性に関する検討 

同程度の施工範囲であるケース10の特殊ふとんかご工とケース12のジオセルと排

水パイプ併用を比較すると，ケース10では完成までにおよそ1.5～2日程度を要したの

に対し，同程度の範囲のケース12のジオセルと排水パイプ併用はジオセルの展開・

設置と中詰材の充填だけに要した時間であれば，0.5～1日，パイプの打設に要する時

間を含めても1～1.5日程度であった（図4-1-2参照）．また，ジオセルは中詰材の充填

作業の大部分を施工機械でできたこともあり，作業時間だけでなく，施工に要する

労力の面でも優位性を確認した．  

 ジオセルの施工性に関しては，設置や中詰材の充填は，本実験で使用したセル高

さによる違いは特に確認されなかったが，セルサイズについては，L サイズの方がセ

ル内に足が入り易く，のり面上にセルを固定するためのアンカーピンの数も M サイ

ズに比べて少ないため，展開・設置時における作業性は L サイズの方が良いことを

確認した．また，のり面勾配 1:1.5，セル高さ 0.15m の場合，M サイズではジオセル

を設置した後に水平に近い角度でパイプを打設するのは困難であり，排水パイプと

併用する場合は L サイズの方が優位であることを確認した． 

4.2.2 中詰材に関する検討 

写真4-2-1は2016年冬と2017年春に撮影されたケース5～8周辺の正面写真である．

2017年4月の雨混じりの降雪と融解（48時間降水量11 mm）によって小崩壊し，6月の

降雨（48時間降水量30 mm）によって崩壊範囲が拡大した．崩壊した範囲は湧水環境

にあることや，4月の小崩壊ではジオセル部分の被害は無いが，6月の崩壊では砂質

土を中詰材とした範囲で一部崩壊していることが確認できる．また，砕石（C40）を

中詰材とした範囲は全く問題ないが，砂質土を中詰材とした範囲では，降雨による

中詰材の侵食・流出が確認でき，パイプからの排水によっても中詰材が侵食・流出し

ていることも確認した．また，寒冷地では緑化に適した細粒分が多い地盤材料を中

詰材に用いると，中詰材の凍上に伴う凍着凍上現象によってジオセルが浮き上がり，

融解後もジオセルだけが残置される可能性がある3)． 

 これらのことに加え，自生種で緑化が進んでいる範囲では侵食被害が少ないこと

を考えると，基本的に中詰材としては雨滴侵食に強い砕石が適していると考えられ

るが，砂質土を用いる場合には，雨滴侵食を防止するために緑化等の対策が必要だ

と考えられる．一方，M サイズのジオセルに砂質土を中詰したケース 1, 4 について

も先述の降雨時には同様な侵食状況であったことから，侵食に関してサイズによる

違いは確認できなかった． 
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写真 4-2-1 融雪や降雨による被害の様子 

2017/7/18

2017/5/1

崩壊範囲の拡大
中詰材侵食・流出

小崩壊

湧水

ケース7ケース8 ケース6 ケース5



48 

 

4.2.3 緑化や降雨による侵食に関する検討 

写真 4-2-2は種子が混入された侵食防止シートを設置したケース 3，4 の経過を示

したものである（2018 年 6 月）．中詰材に砂質土を用いたケース 4 については，混入

された種子以外の自生種も繁茂し，緑化が進んでいることが確認できる．一方，砕石

を用いたケース 3 については，緑化はほとんど進んでいないことが分かる．なお，

いずれのケースもシートの設置以降は降雨による侵食被害は確認されていない． 

 これらのことに加え，先述の凍着凍上による悪影響1)を考えると，緑化が必要な場

合には可能な限り細粒分が少なく，凍上性が十分に低いことを確認した砂質土を中

詰材とし，緑化可能なシートを併用することが効果的だと考えられる．一方，中詰材

を砕石とした場合の緑化方法や，中詰材が砂質土で，排水パイプと併用した場合の

侵食対策については，更に検討していく必要があると考えている． 

 次に，写真4-1-2に示した中詰材の落下防止を目的とした樹脂ネットについては，

設置から2018年7月までの間に最大瞬間風速24.9m（日平均風速8.9m）を経験し，積

雪や融雪期を経験しても，先述の侵食防止シートを含めて特に目立った損傷等は確

認されなかった．ただし，覆土埋設したケース13では部分的にめくれが確認された

ため，ジオセルに対する固定は必要だと考えている． 

 
写真 4-2-2 種子入りシートによる緑化状

況 

ケース4 ケース3

2018/6/29
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4.2.4 不織布の適用に関する検討  

図4-2-1は2018年春の融雪期（3月）から7月までのケース2, 3と10～12におけるジ

オセルや特殊ふとんかご背後の斜面表層（0.05m深）に設置した土壌水分センサーか

ら得られた体積含水率 (m3/m3)の推移を比較したものである．図中には現地に設置

した雨量計から得た時間雨量（mm/h）と現地に設置した定点カメラにおける日中の

画像から判読した日積雪深（m）も示している．また，図中には比較的雨量が多い期

間において，降雨直前の を基準とした体積含水率の変化量 (m3/m3)を比較した拡

大図も示している．なお，土壌水分センサーについては，3Vの励起電圧に対して得

られた出力電圧データを一般的な砂質土を対象とした変換式によって に変換して

いる7) ． 

 いずれのケースにおいても，融雪や降雨によって が増加していることが確認で

きる．ただし，拡大図に着目すると，盛土材料が均質ではないことの影響もあると考

えられるが，降雨時における の増加量や，増加してから減少に転じるまでの時間

はケースによって異なっていることが分かる．特に先述した不織布（目付300g/m2，

厚さ2.4mm）が無く，セル高が0.1mのケース3では，降り止み後も2日間程度減少に転

じていないことが分かる．このことから，不織布には降雨を背後斜面内部に浸透さ

せない一定の効果があると解釈できる．ただし，不織布を設置していないが，排水パ

イプが打設されたケース12については，降り止み後に他ケースと比べていち早く 

が低下する傾向にあり，後述するパイプからの排水によって，不織布と同等かそれ

以上に背後斜面表層における水分量の増加を抑制していると考えられる．以上のこ

とから，降雨に対する背後斜面表層における水分量の増加に関して，ケース2, 10, 11, 

12には特段の違いはないと解釈できる．また，ケース2にようにセル高が小さく，不

織布も排水パイプも設置しない場合には，セル高をより大きくすることや，セル表

面を緑化させるといった対策をした方が良いと推察される． 

一方，写真 4-2-3は写真 4-2-1に示した 2017 年 6 月の崩壊箇所を側面から撮影し

たものである．不織布背後の表層部分だけ崩壊・流出し，ジオセルは宙に浮いた状態

となっている．これは不織布がジオセルの中詰材を保持している一方で，不織布に

よってジオセルと背後斜面との密着が阻害される可能性があることも示している．

また，先述したように不織布には降雨の浸透を防ぐ効果があるのと同様に，のり面

からの湧水等が不織布によって遮られ，不織布背後が水みちとなって，表層の侵食

を促進することが懸念される 1) ．不織布を用いるべきかどうかについては，使用す

る場合の厚さや伸び，透水性といった規格について，今後も実物大実験や模型実験

によって詳細かつ多面的に検討していく必要があると考えているが，不織布を設置

しないことによる特段の不具合がないのであれば，基本的に背後斜面との境界には

不織布を設置しない方が良いと判断した． 
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図 4-2-1 盛土斜面表層における体積含水率の推移 
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4.2.5 凍結融解に伴うジオセルの挙動に関する検討 

図4-2-2はケース10～12におけるのり面表層の凍結深と変位を比較したものであ

る．凍結深については，設置した温度センサーによる計測結果から計測点間の温度

勾配を一定として概略的に計算した0Cの位置であり，背後斜面の表面を深さ0mと

して示している．計測データ回収時や雪荷重の影響で計測点がわずかに動いた可能

性も否定できないが，盛土斜面表層が凍結している期間にいずれも変位が生じてい

ることが分かる．また，全般的にはジオセルのケースでは前方変位が大きく，特殊ふ

とんかごのケースでは下方変位が大きいことが確認できる．これには各工法の重量

差が大きく影響していると考えられ，特殊ふとんかごは重量が大きいため，のり尻

方向に向かってかご自体や中詰材が移動する傾向にあると推察される．また，ジオ

セルは軽量かつ柔軟性があるため，背後斜面と密着しており，背後斜面の凍上と融

解沈下挙動が顕著に表れたと推察される．一方，凍結深さについては，特殊ふとんか

ごの方が厚い（0.25m）にも関わらず，最大凍結深も大きく，融解時期も早い傾向に

あることが分かる．これは中詰材の違いによって特殊ふとんかごの方が中詰め材内

の空隙が多いためと考えられる． 

 写真 4-2-4 は 2018 年 5 月におけるケース 13 と 14 の様子を比較したものである．

いずれも設置時にはジオセルが確認できないほど，砕石を充填していたが，ケース

14 ではジオセルの位置がはっきりと確認できる．これには先述のように，凍上した

背後斜面が融解沈下する際にジオセルに比べて重い中詰材が先行したことが関与し

ていると考えられ，ケース 13 に設置したロープが効果的に機能したと推察される．

また，ケース 14 はセル高が 0.1m とケース 13 に比べて小さいことも関係している可

能性もあるため，セル高は 0.15m 程度である方が良いと考えられる． 

写真 4-2-3 崩壊箇所側面の詳細 

不織布
ジオセル

0.1 m
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写真 4-2-4 ジオセルの追従性に関する比較（ケース 13, 14） 

図 4-2-2 凍結深と変位の水位（ケース 10～12） 

ケース14 ケース13
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4.3 まとめ 

本章では，ジオセルを用いたのり面保護工を積雪寒冷環境下に構築し，ジオセル

サイズや中詰材などの本工法に関する様々な仕様について検討した．これより得ら

れた知見を以下にまとめる． 

1) 施工性の観点では，展開時に縦横0.5m程度のジオセルの方がのり面上での展開・

設置も容易で，ジオセル設置後のパイプ打設も可能であるなど，利点が多いこと

を確認した．また，ジオセルは中詰材の充填作業の大部分が施工機械で行えるこ

とから，手作業の多い特殊ふとんかご工と比べて作業時間だけでなく，施工に要

する労力の面でも優位性を確認した． 

2) 中詰材について，砂質土には雨滴侵食やパイプ排水による侵食の恐れがあるため，

耐侵食性に関しては砕石（C40）の優位性を確認した．一方，景観性は当然緑化す

る方が良く，中詰材を凍上性が低い砂質土とし，緑化可能な侵食防止シートと併

用することで良好な緑化が可能となることを確認した． 

3) 使用した不織布（目付300g/m2，厚さ2.4mm）には，降雨を背後斜面内部に浸透さ

せない一定の効果があることを確認した．また，降雨に対する背後斜面表層にお

ける水分量の増加に関して，不織布の上にC40を中詰材とした高さ0.1mのジオセル

を設置したケースと，C80を中詰材とした高さ0.25mの特殊ふとんかごのケースに

は大きな違いは見られなかった．しかし，不織布背後の侵食に関する危険性や追

従性の低下を考えると，特段の不具合がないと考えられる場合には，背後斜面と

ジオセル間に不織布は設置しない方が良いと判断した． 

4) ジオセルに通したロープには，背後斜面の凍上や融解沈下挙動に対して，ある程

度ジオセルと背後斜面との密着性を保持する機能があることを確認した． 
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第 5 章 ジオセルを用いたのり面保護と排水パイプの併用に関す

る検討 

5.1 実験概要 

ここでは，崩壊箇所に対する応急・復旧対策として，ジオセルと凍土域を貫いて設

置する排水パイプを組み合わせた斜面安定工について検討した（図5-1-1）．寒冷地

における性能評価を行うことを目的として，多くの計測機器を配置した試験盛土斜

面の一部に提案する斜面安定工を施工し，現在まで計測を続けている．また，降雨浸

透時におけるジオセルや排水パイプからの浸透水の排出挙動を詳細に検討するため，

模型盛土に対する散水試験を実施した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1-1 開発した斜面安定工の概略図 

開発した
斜面安定工

地下水位
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実験に用いた排水パイプを写真5-1-1に示す．この排水パイプは直径約6cmでスト

レーナ加工された鋼製であり，高耐食溶融亜鉛メッキ（溶融亜鉛－アルミニウム－

マグネシウム合金メッキ）により長寿命化が図られ，ライフサイクルコストを低減

する．この排水パイプは斜面に打設することによって，排水機能に加え，地山を補強

する効果も期待できる．施工は打撃あるいは圧入により挿入を行うため，少人数で

簡単に施工できる．これまでの適用範囲は図5-1-2に示すように，盛土地盤や土砂化

した地山であるが，積雪寒冷地における適用性についても実験で確認した． 

 

写真5-1-1 排水パイプ 

 

図5-1-2 排水パイプの適用範囲 
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5.1.1 採土場内に構築した実物大試験盛土の概要 

写真 5-1-2(a)～(i)は美幌町内に施工した試験盛土斜面と斜面安定工の施工過程

を示したものである．初めに，斜面の一部を掘削し，背後や天端から盛土内に浸入し

た融雪水などが原地盤以深に浸透しないよう，掘削底面に遮水シートを敷設した（写

真 5-1-2(a)）．そして，1 層の高さは 30cm で計 17 層とし，各層は振動ローラーやタ

ンパーで締固めながら（写真 5-1-2(b)），幅・高さともに約 5m，のり面勾配 1:1.5（斜

面長約 9m）の片盛土斜面を 3 ケース（A, B, C）構築した（2016 年 8 月 10 日完成）．

また，各ケースの側面も遮水シートで仕切り，表層から深さ約 1.8m までは断熱材で

も仕切った（写真 5-1-2(c)）．使用した盛土材は採土場から採取した細粒分質礫質砂

に分類される砂質土（礫分 29%，砂分 49%，細粒分 22%）であり，凍上試験から得

られた凍上速度は 0.25mm/h であったため，凍上性は中位と判定される．なお，天端

で実施した砂置換法による密度試験と A-b 法による締固め試験から得られた締固め

度は約 83%であった． 

 

 

写真 5-1-2(a) 試験盛土斜面とのり面保護工の施工過程 

遮水シート
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写真 5-1-2(b) 試験盛土斜面とのり面保護工の施工過程 

写真 5-1-2(c) 試験盛土斜面とのり面保護工の施工過程 

振動ローラー

遮水シート,断熱材
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 試験盛土を構築した後，所定の位置に排水パイプを打設した．打設方法について

は，構築した単管架台に排水パイプをセットし，打設箇所を損傷しないようアタッ

チメントを装着した上で，一部ではハンドブレーカーによる打撃挿入，それ以外で

はバックホーによる圧入によって，のり面に向かって 0～5程度上向きに打ち込んだ

（写真 5-1-2(d)）．なお，パイプの排水口が後述のジオセル内に位置するよう，排水

口はのり面表層から 20～25cm 突出させている（写真 5-1-2(e)）． 

 パイプの打設が終了した後，ケース A と B の両端には予め長さ 50cm のアンカー

ピンをセル間隔（約 30 ㎝）で打設し，ハニカム状のジオセルの両端をそこに掛けな

がら（写真 5-1-2(f)），のり肩からのり尻に向かって，所定の位置に排水パイプが入

るように展開した（写真 5-1-2(g)）．そして，バックホーを用いてのり尻側から中詰

材を充填・整形し（写真 5-1-2(h)），完成させた（写真 5-1-2(i)）．なお，ケース C

は比較対象として，ジオセル，排水パイプともに使用していない．以下に，上記の斜

面安定工を施工するにあたって検討・決定した事項や各ケースにおける計測機器の

配置等について詳述する． 
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写真 5-1-2(d) 試験盛土斜面とのり面保護工の施工過程 

写真 5-1-2(e) 試験盛土斜面とのり面保護工の施工過程 

単管架台

排水パイプ

排水パイプ

ケースB
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写真 5-1-2(f) 試験盛土斜面とのり面保護工の施工過程 

写真 5-1-2(g) 試験盛土斜面とのり面保護工の施工過程 

アンカーピン
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写真 5-1-2(h) 試験盛土斜面とのり面保護工の施工過程 

写真 5-1-2(i) 試験盛土斜面とのり面保護工の施工過程 

砕石C-40

ケースA ケースB ケースC



62 

 

 使用したジオセルは，中詰材の移動が生じにくくなることを優先し，展開した際

の 1 セルのサイズが縦 29×横 32cm の比較的小さなサイズ，セル高については一般

的な薄型のふとんかご（25cm）と比較して，極端に小さくならないように 15cm の

ものを採用した．このため，1:1.5 の斜面ではジオセルを展開してからパイプを打

設するのが困難であったため，パイプの打設後にジオセルを展開した．ただし，1

セルのサイズが縦横ともに 50cm 程度のものを用いれば展開後の打設が可能とな

る．また，一般的な薄型のふとんかごは形状が箱型であるため，のり尻から順に積

み上げ，四隅を 1m 程度のアンカーピンで固定しながら，のり肩を覆うことなく斜

面上にのみ設置される．しかしながら，寒冷地ではのり面の凍上と融解沈下に伴っ

て，凍着凍上現象によるアンカーピンの浮き上がりが生じることが知られている．

さらに，のり肩部分からふとんかご背面に表流水等が浸入し，背後斜面の侵食が懸

念される．そこで，本斜面安定工ではジオセルの柔軟性を活用して，のり肩とのり

尻にも 3 セル分（約 1m）程度ジオセルを設置し，のり肩ではジオセル上面が天端

と同じ高さになるよう，のり尻では基礎地盤に対して擦り付くようにした．また，

斜面上にあるアンカーピンが浮き上がると維持管理が困難になるため，のり肩との

り尻のジオセルのみをアンカーピンで固定し，斜面上のアンカーピンは中詰材の充

填後に全て撤去した．なお，本斜面安定工では，のり肩にあるジオセルをしっかり

アンカーピンで固定することで，切土においてはジオセルを徐々に展開しながらの

逆巻き施工も可能である． 

排水パイプは，打設の容易さを考慮して鋼製のものとし，直径は約 6cm，幅 0.5，

長さ 5cm の抜き穴（スリット）が定尺 3.6m あたり 120 箇所設けられているものとし

た（写真 5-1-1）．また，高耐食性メッキが施されており，公称の耐用年数は 80～100

年である．打設間隔については，将来的に最適間隔の検討ができるように通常より

も密な配置としており，ジオセルのサイズと配置を考慮して，水平打設間隔と各段

の間隔がともに約 1m の千鳥配置とした．過去の研究 1) において，排水パイプは盛

土内の水位がパイプ位置まで到達した時点から機能し始めることが報告されている

が，本斜面安定工では難透水層である凍土域を貫いて打設されたパイプの効果を検

証する目的があることから，ケース A についてのり面全体に計 8 段・44 箇所，B に

ついてはのり尻側から計 3 段・17 箇所とし，のり尻側からの 3 段については，いず

れのケースでも打設長を 3.6m，ケース Aのそれ以外の箇所については 1.8ｍとした． 

 中詰材は，一般的な薄型のふとんかごでは，80mm 程度の砕石や単粒度砕石が使用

される．しかし，本斜面安定工では主として寒冷地を対象としているために凍上性

が低いことは当然であるが，ジオセルによって多少粒径が小さく，細粒分が含まれ

ていても移動・流出しにくいと考えられることや，安価で入手しやすいことも考慮

し，0-40mm の砕石（C40）を採用した． 

 薄型のふとんかごでは，一般に吸出し防止として厚さ 10mm 程度の不織布が敷設
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されるが，長期的に使用した際の目詰まりや，寒冷地では凍結することによっても

透水性が低下し，背後からの湧水や融雪水が不織布の裏側を流下することで背後斜

面を徐々に侵食する懸念がある．さらに，中詰材を C40 とすれば背後斜面の土が吸

い出される可能性は低いと考えて，本斜面安定工では不織布を使用しないこととし

た．寒冷地では，長期に及ぶ凍結融解履歴等によって中詰材の圧縮や背後斜面に潜

り込む等によって，ジオセルが多少浮いてくることも予想されるが，中詰材を補充

することで維持管理していく方法や，不織布の必要性については，今後の計測結果

を踏まえて検討したいと考えている． 

 配置した各種計測器は試験盛土内に配置した計測機器を示した正面図（図 5-1-3）

と各ケース中央での断面図（図 5-1-4）である．盛土内の水分量の変化を把握する目

的で，ケース A ではパイプ周辺を含む計 17 箇所，ケース B では 3 箇所，ケース C

では 5 箇所に土壌水分センサーを設置している．特にケース A の上から 1, 2, 4 段目

にあるパイプ周辺に設置した土壌水分センサーと，ケース B, C において，これらと

ほぼ同じ位置に相当する箇所に設置されたセンサーから得られた計測値を用いて検

討している（以下，それぞれ上段，中段，下段パイプ周辺センサーと呼び，図中には

各センサーの名称を記載している）．なお，周辺に各種センサーを設置した排水パイ

プについては，打設挿入せずに盛土の構築過程で予め設置している．また，パイプか

らの排出水量を把握するために，ケース A では上から 3 段目と 4 段目にある 2 本の

排水パイプ（以下，それぞれ中段パイプ A と下段パイプ A），ケース B では下から 2

段目（ケース A の上から 4 段目と同じ高さ）にある 1 本の排水パイプ（以下，下段

パイプ B）に転倒マス式の雨量計を接続している．なお，これらの雨量計は土壌水分

センサーを設置したケース中央のパイプの隣にあるパイプに接続している．さらに，

盛土内の水位変化を把握する目的で投込み式の水位計もケース A と C にそれぞれ 2

箇所ずつ設置している（2016 年 11 月以降）．他にも，各ケースの盛土の境界や内部

には，」：各ケースの熱物性値の違い等を検討する目的でサーミスタ式の温度センサ

ーを計 112 箇所設置しており，天端や原地盤，のり面やパイプ周辺の凍結深さを把

握するためにメチレンブルー凍結深度計も 15 箇所に設置している． 
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図 5-1-3 試験盛土とのり面保護工の正面図 

 排水パイプ(3.6m)

排水パイプ(1.8m)

雨量計

凍結深度計 計測点
正面図

96cm

2m

5.12m5.12m5.12m

ケースA ケースB ケースC
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図 5-1-4 試験盛土とのり面保護工の断面図 

 

凍結深度計

凍結深度計水位計(A-2)

盛土

排水パイプ(3.6m)
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5.1.2 2 箇所で実施した実物大実験の比較 

図 5-1-5は本斜面安定工を施工した 2 つののり面（地点 A,B）の中央断面である．

ただし，排水パイプは千鳥配置となっているため，中央断面にないパイプについて

も点線で表している．地点 A は美幌町内にある採土場内の斜面の一部を掘削し，勾

配 1:1.5，高さ 5.1 m（計 17 層），幅 15.3m になるよう構築した盛土のり面である 2)．

この中に排水パイプの打設範囲が異なる 3 ケース（幅 5.1m）を設けており，本研究

で対象としたのは，のり面全体に 8 段 44 本の排水パイプを打設したケースである

（水平打設間隔と各段の間隔がともに約 1m の千鳥配置）．なお，各ケース間（側面）

と底面には遮水シートを設置して水理境界を明確にしている．また，施工やケース

の違い等に関する詳細については，参考文献 2)を参照されたい． 

 一方，地点 B は北海道北見市内の旧競馬場跡地（現在はオホーツク地域創生研究

パークとして活用）に搬入された建設残土（高さ 5.4m）を幅約 50m にわたって勾配

1:1.5 になるように整形したのり面である 3),4) ．この中にジオセルのサイズや排水パ

イプの有無等が異なる計 14 ケースを設けており，本研究で対象としたのは，のり面

全体に 7 段 25 本の排水パイプを打設したケースである（水平打設間隔と各段の間隔

がともに約 2m の千鳥配置）．また，天端後方には湧水環境を模擬するためにトレン

チを設け，雨水や融雪水を溜めている．なお，ケース間に遮水シートは設置しておら

ず，水理境界は明確ではない．また，施工やケースの違い等に関する詳細について

は，参考文献 3)を参照されたい．  

 図 5-1-5 中には本斜面安定工を施工する様子の一部も示している．高耐食性メッ

キが施された抜き穴（スリット）が多数ある鋼製の排水パイプを所定の間隔で圧入

し，いずれの地点も高さ 15cm のジオセルを設置した上でセル内に砕石（C40）を充

填した．なお，スリットの全てがジオセル層背後ののり面内に入るまでパイプを挿

入した（ジオセル層内にスリットは無い）．また，施工性の違いを確認するため，地

点 A では標準展開時のジオセルサイズが縦 0.29 m×横 0.32 m（M サイズ），地点 B

では縦 0.48 m×横 0.51 m（L サイズ）のものを使用した．この違いによって，地点 A

では排水パイプの施工後にジオセルを設置したが，地点 B ではジオセル設置後に排

水パイプの施工を行った 2)～4)． 

 図中に示すように，地点 A では盛土を構築する過程で排水パイプ周辺に土壌水分

センサーや温度センサーを設置しており，構築後にメチレンブルー凍結深度計や投

げ込み式の水位計を設置している 2) ．一方，地点 B については斜面安定工の施工後

に温度センサーや水位計を埋設している 3),4)．また，地点 A では下から 2 段目と 6 段

目の計 2 本，地点 B には各段計 10 本に転倒マス式の雨量計を接続してパイプからの

排水量を毎時計測している（以下，流量計）．なお，図中には設置した各水位計で得

られた過去最大の水位も示している 2)～4)． 
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図 5-1-5 本斜面安定工を施工した 2 つののり面（地点 A, B）の中央断面図 



68 

 

 図 5-1-6 は両地点の天端から採取した土の粒径加積曲線である．いずれの土も細

粒分質礫質砂に分類されるが，細粒分含有率は地点 B の方が大きい．天端で実施し

た砂置換と採取した土試料で実施した締固め試験（A-b 法）によって得られた締固め

度は地点 A で 88 %（最大乾燥密度 d max = 1.58 g/cm3, 最適含水比 wopt = 21.0 %），地

点 B で 91 %（ d max = 1.72 g/cm3, wopt = 18.7 %）であった．また，天端で実施した地

盤工学会基準 9) に準じた原位置透水試験によると，地点 A の透水係数は 6  106 

(m/s)，地点 B は 1  107 (m/s) 以下であった．また，Creager の表 5) に従えば，地点

A は 9  106 (m/s)，地点 B は 2  109 (m/s) 程度となり，両地点の透水係数は大きく

異なると考えられる．ただし，地点 B は仮置きされた建設残土であるため，土質や

密度は不均質と考えられる．現に，整形したのり面には湧水が確認されており，部分

的に透水係数が大きな領域も存在すると推察される．一方，ジオセルの中詰材（C40）

については，過去に行った試験で 3  104 (m/s) 程度であることを確認しており 6) ，

のり面表層の透水係数に比べて明らかに大きいと考えられる． 

 

 

図 5-1-6 2 地点から採取した土の粒径加積曲線 
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5.1.3 模型盛土斜面に対する散水実験 

図 5-1-7は散水実験を行った模型盛土斜面の概略図であり，内寸が幅 90cm×長さ

180cm×高さ 90cm で，2 傾けた屋外土槽内に構築した．盛土材には先述の試験盛土

と同じ砂質土を使用し，のり面勾配は 1:1.5 で，同程度の乾燥密度になるよう，1 層

を 18cm とし，図中に示した測線 A, B, C 上に土壌水分センサーと水位観測用のマノ

メーターを設置しながら，4 層に分けて構築した．なお，盛土底部が排水条件となる

よう，不織布を敷いた硬質で多孔質な排水材の上に構築し，盛土内を浸透して底部

に排出された水は別途回収できるようにした． 

 排水パイプについては，試験盛土で使用したものと同質で長さだけが半分（90cm）

のものを 1層目と 2層目の境界に設置し，先端には流量測定用の雨量計を接続した． 

 模型盛土斜面の表層には，試験盛土と同様に高さ 15cm のジオセルを設置し，中詰

材（C40）を充填したが，のり尻付近のジオセル底部には予め遮水シートを敷設し，

表流水とジオセル内部を浸透してのり尻方向へ排出された水も別途回収できるよう

にした． 

 散水装置は気化熱で周辺温度を低下させることを目的に市販されているミスト状

の散水が可能なノズルを 30 個等間隔で配置したものであり，水道に接続し，バルブ

によって圧力調整することで，ある程度流量を調整できるようになっている． 

 散水実験は予め平均雨量が 60mm/h となるように調整した上で 5 時間（300mm）

散水し，10 分ごとに各浸透水量とパイプからの排水量を計測した．なお，計測は降

雨終了後も数時間継続した．次に，実験終了から数日後にジオセルと中詰材だけを

慎重に撤去し，同条件で散水して同様な計測を行った． 
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図 5-1-7 模型盛土斜面の概略図 
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5.2 実験結果および考察 

5.2.1 採土場内に構築した実物大試験盛土内の水分挙動 
 

 図 5-2-1 は計測を開始した 2016 年 8 月中旬から 2017 年 7 月までの主な計測結果

をまとめたものであり，近隣アメダスによる降水量（時間雨量）と盛土斜面上の積雪

深(cm)，排水パイプからの排出水量 (ml/h)，ケース A のパイプ周辺とケース C の

相対的に同じ位置にある土壌水分センサーから得られた体積含水率(m3/m3)の推移

を示したものである． 

 2016 年 8 月の北海道豪雨災害に伴う大雨によって，いずれのパイプからも排水が

あったことが確認できる．一部のパイプでしか排水量を計測していないため，計測

結果が各ケースの代表値であるかは不明であるが，パイプの打設本数が少ないケー

ス B（下段パイプ B）では，ケース A の約 10 倍もの排水量があったことが分かる．

また，ケース A ではその後もたびたび少量の排水があること，ケース B では 2017 年

4 月上旬の融雪時や 2017 年 6 月の雨でも多量の排水があったことが分かる． 

 また，降雨や融雪に伴う の上昇量はいずれの位置でも排水パイプがあるケース

A の方がケース C に比べて小さく，特に深部ではケース C の方が の高い状態が長

時間継続する傾向にあることが分かる． 

 図 5-2-2 は 2016 年 8 月の北海道豪雨に伴う大雨前後の 10 日間を拡大したもので

ある．中段および下段の比較的浅い位置（A-M-1, B-M-1, C-M-1 と A-D-1, C-D-1）

で計測した（図中の実線）をそれぞれ比較すると，図 5-2-1 で得た傾向と同様に，

全般的にケース A は降雨時における の上昇量が小さく，低い を維持する傾向に

あることが分かる．次に，比較的深い位置（A-M-2, B-M-2, C-M-2 と A-D-2, C-D-2）

で計測した （図中の点線）についても，ケース A は他ケースに比べて，降雨後に

高い を維持している時間が短く，速やかに減少する傾向にあることが確認できる．

特に，ケース B 中段の比較的深い位置にある B-M-2 はセンサー周辺にパイプが打設

されていないにもかかわらず，ケース C よりは短い時間で が減少している．以上

のことから，ジオセルと排水パイプを併用した本斜面安定工が効果的に機能し，大

雨による盛土内の水分上昇を抑制できていることが伺える． 
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図 5-2-1 計測結果まとめ 
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図 5-2-2 2016 年北海道豪雨前後における計測結果拡大図 
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 写真 5-2-1 は 2016 年 8 月の北海道豪雨をもたらした 3 個の台風が上陸した後（8

月 24 日）に撮影された試験盛土の様子であるが，ジオセルを設置したケース A や B

では目立った損傷はなかったものの，ケース C ではのり尻付近での小崩壊が確認さ

れた．また，表流水によってケース境界部や表層が侵食され，盛土材がのり尻に堆積

している様子も確認された． 

 

  

写真 5-2-1 2016 年北海道豪雨後の様子 

ケースA ケースB ケースC

小崩壊

侵食された
土の堆積
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 図 5-2-3 は融雪期の 2 か月間における計測結果を拡大したものであり，中段の比

較的深い位置で計測された （A-M-2, B-M-2, C-M-2），ケース A と C で計測された

盛土内水位，各パイプからの排水量の推移を比較したものである．斜面上の積雪深

が急激に減少するタイミングで各ケースの も上昇しているが，ケース A，B では

ケース C よりも明らかに遅れて上昇しており，C40 を中詰材としたジオセルがある

ことで，盛土内の水分上昇を遅らせていることが分かる．また， の上昇量はケー

ス A，B，C の順に大きくなっており，高い値を維持している期間もその順に大きく

なっていることが分かる．さらに，盛土内の水位上昇は中腹に設置したストレーナ

ー管（A-1，C-1）でのみ観測されたが，この水位の高さもケース C よりケース A の

方が明らかに小さいことが分かる．よって，融雪期においても本斜面安定工は効果

的に機能し，融雪水による盛土内の水分上昇を十分に抑制できていると考えられる． 

図 5-2-3 融雪期における計測結果の拡大図 
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5.2.2 オホーツク地域創生研究パーク内に構築した実物大試験盛

土内の水分挙動 
 

図 5-2-4は地点 B の北海道北見市内の旧競馬場跡地（現在はオホーツク地域創生

研究パークとして活用）に施工したケース 12 の中央断面にある代表的な 3 本の排

水パイプに接続した雨量計から計測された一日当たりの排水量（L/day）の推移を

示したものである．図中には現地に設置した雨量計からの得た日雨量（mm/day）を

示しているが，計測していない期間もあるため，アメダス北見の観測データも併記

している．また，積雪深については，先述した定点カメラにおける日中の画像から

判読した日積雪深（m）を示している． 

竣工直後から計測している4段目では，竣工直後は降雨によらず排水が継続的に行

われていることが分かる．また，それ以降については，全てのパイプで降雨や融雪に

応じて排水が行われ，多い時には1日当たり30 L以上もの排水が行われていることが

分かる．図中には冬期間に回収した氷の量も含んでいる．また，排出された水は流量

計に接続するパイプ内で凍ってしまうが，排水は冬期間も継続的に行われているこ

とを確認している． 
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図 5-2-4 パイプからの排水量の推移（ケース 12） 
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図5-2-5はケース10とケース12の各3ヶ所ずつに設置した投げ込み式の水位計による盛

土内水位の変化を示したものであり，図中には定期的にロープ式水位計で計測した結果

も示している．時間雨量については，現地に設置した雨量計によるもの，積雪深につい

ては，先述の定点カメラからの判読データである．のり尻の地盤高を基準（0 m）として

おり，両水位計における計測結果は概ね一致していることが分かる．また，図5-2-6は特

殊ふとんかごの水位が最大となった計測日と，厳冬期ならびに融雪期の代表的な3計測

日における水位を断面図にプロットし，盛土内の概略的な水位形状を比較したものであ

る．これらの図から降雨や融雪直後には両ケースともに水位が大きく上昇するが，その

後は排水パイプが設置されたケース12では大きく水位が低下し，天端では1.5 m，中腹で

も1 m程度の水位差が生じていることが分かる．また，ロープ式水位計で最初に計測した

9月上旬における両ケースの水位差はそれほど大きくないものの，その直後から特に天

端で水位差が拡大しており，最高水位となった計測日では，天端直下やのり面中腹にお

いて1.5 m以上もの水位差が生じていることが分かる．さらに，2017年8月中は降水量が

極めて少なかったにもかかわらず，パイプからの排水が継続的に生じていたことを考え

ると（図5-2-4参照），先述の水位低下や水位差の形成が排水パイプの打設によって生じ

たものであり，排水パイプを設置することで，特殊ふとんかご工に比べて大きく背後斜

面内の水位低下を実現でき，この工法は湧水環境にあるような斜面の安定性向上に対し

て極めて効果的であることが分かる． 
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図 5-2-5 盛土内水位の比較（ケース 10，12） 
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図 5-2-6 盛土内水位形状の断面図（ケース 10，12） 
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5.2.3 降雨や融雪が排水挙動に与える影響 

図 5-2-7 は計測期間中における両地点の時間雨量等の気象データや凍結深，それ

に伴う地下水位やパイプからの排水量をまとめたものである．なお，図中には検討

対象とした期間とその名称も示している．なお，検討対象とした排水パイプは，いず

れの地点も計測した地下水位よりも高い位置にあるものとし，地点 A は 6 段目，地

点 B は 7 段目とした（図 5-1-5参照）． 

 時間雨量については，各地点から最も近いアメダス地点のデータに加えて，各地

点に設置した雨量計による計測値も示している（一部欠損期間がある）．また，積雪

深についても，アメダスから得た日最深積雪に加えて，現地に設置した定点カメラ

の画像から算定した積雪深も示している．なお，地点 A における 2017 年冬の積雪深

がアメダスデータと大きく異なるのは，のり面表層の凍結を促すために，意図的に

数回のり面上の除雪を行ったためである． 

 凍結深については，各地点に設置した複数の温度センサーによる計測値から比例

配分で概略的に計算した 0 C の深さである．また，ジオセル層背後にあるのり表面

を 0 m として，のり面と垂直方向の深さで表している．なお，地点 A ではメチレン

ブルー凍結深度計の計測値をのり面と垂直方向の深さに換算してプロットしている．

積算寒度については，日平均気温（アメダスデータ）が負となった日以降の日平均気

温を積算したもの（正の値）であり，その最大値が凍結指数と呼ばれる． 

 パイプからの排水量については，風による振動やデータ回収時の転倒マスの誤動

作等ではなく，確実にパイプからの排水があった期間のみを抽出するため，連続 3 時

間以内に転倒マスが 3 回以上動作した場合のみを排水と定義した（1 カウントは約

4mL）．これに従うと，地点 A で地盤凍結と無関係な時期の降雨による排水イベン

トは，2016 年 8 月の北海道豪雨による大雨と（期間 a），2018 年 6 月の雨（期間 h）

の 2 回のみであった．一方，地点 B は計測開始が 2017 年 11 月であるにも関わらず，

地点 A と比べて格段に多い排水イベントがあったことが分かる．また，地点 A で最

も多い排水が起こったのは，2018 年の融雪期であることも分かる． 
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図 5-2-7 計測期間中における気象データやパイプからの排水量等に関するまとめ 
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図 5-2-8は地点 A で未凍結期間に排水が生じた期間 a と期間 h における排水量を

比較したものである．なお，先述したように未凍結期間でこれら以外の期間に排水

は確認されなかった．図中にはパイプ周辺に設置した土壌水分計から算出した体積

含水率  (m3/m3)も示している． は砂質土を対象とした 3V の励起電圧に対する出

力電圧データ Raw (mV/mV) を以下の式 9) で変換したものである． 

 = 0.079Raw  0.355                                         (1) 

対象としたパイプ（6 段目）からの排水は，ジオセル層背後にあるのり面表層の土壌

水分センサー（AS-1）が急上昇する前後に生じていることが分かる．特に，期間 h で

はセル内のセンサー（AG-1）が反応してから AS-1 が反応するまでの間に排水が生

じている．先述のようにジオセル層内にスリットは無いため（図 5-1-1参照），以上

のことから排水はジオセル層背後にあるのり面表層の比較的浅い位置のスリットか

ら生じた可能性が高いと考えている．なお，期間 a では AG-1 による計測を行ってい

ない．また，図中には期間 a, h における AS-1 の最大値をそれぞれ一点鎖線で示して

いる（LineA，LineB）． 

 

  

図 5-2-8 未凍結期間における排水挙動の比較（地点 A） 
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図 5-2-9 は地点 A で降雨があっても排水しなかった代表的な 2 つの期間（期間 c

と期間 j）における の推移を比較したものである．期間 c は時間雨量が大きいが降

雨期間が短く，期間 j は降雨期間が長いが時間雨量は小さいことが分かる．排水が

生じた場合（図 5-2-7中の期間 a と期間 h）と比較すると，パイプからの排水が生じ

るためには，一定の時間雨量を超える雨が数時間継続しなければならないと考えら

れる．具体的には，地点 A では概ね時間雨量 5 mm 程度以上の雨が 3 時間程度以上

継続しなければ排水は生じないと考えられる（図 5-2-8参照）． 

 

  

図 5-2-9 排水しなかった期間の体積含水率（地点 A） 
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次に，AS-1 の挙動に着目すると（図 5-2-8参照），期間 c と期間 j における の最

大値は地点 A で最も少ない排水が生じた際（2018/6/12）の最大値（図中の LineB）

よりも小さいことが分かる．一方，AS-2 は排水しなかった期間 j が最大値となって

いる．これらのことは排水がジオセル層背後ののり面表層にあるスリットから生じ

ていることを裏付けていると考えられる．また，AS-1 があるのり面表層付近の （飽

和度）が一定値以上にならなければ排水しないと解釈できる．なお，砂置換法で得た

乾燥密度と土粒子密度を使って の値から飽和度を計算すると，図 5-2-9 中に示し

た LineA と LineB に相当する飽和度はそれぞれ 89 %と 71 %に相当する．  は式(1)

によって換算されたものであり，土壌水分センサー周辺の乾燥密度が必ずしも上述

の値に等しいとは限らないため，この飽和度が厳密に正しいとは限らない．しかし，

  の値が頭打ちになった状態で排水しているわけではないことを考慮すれば，本斜

面安定工では地下水位がパイプの位置に到達し，完全飽和に近い状態でならなくて

も排水が生じていると考えられる．先述したように，排水パイプを用いた他の研究

成果 7), 8) との違いを考慮すれば，砕石を充填したジオセル層がこの排水挙動に何ら

かの役割を果たしている可能性が高い．例えば，降雨がジオセル層内の砕石（C40）

によって一旦保水され，それが背後ののり面表層に浸透することで，高飽和度の浸

潤線がスリットに到達しやすくなり，排水が生じるといったメカニズムが考えられ

る． 
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5.2.4 土質の違いが排水挙動に与える影響 

図 5-2-10 は期間 h における両地点の排水量を比較したものである．同程度の雨量

や降雨期間であるにも関わらず，地点 B の方が圧倒的に多い排水量を示している．

なお，図中には参考として異なる高さ（段）のパイプからの排水量も示しているが，

対象以外のパイプからも同様に排水が生じていることが分かる．なお，その他の期

間における対象以外のパイプからの排水量については，参考文献 2)～4)を参照され

たい． 

 

  

図 5-2-10 同期間中の両地点における排水挙動の比較 
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図 5-2-11 は地点 B の幾つかの降雨期間（期間 g, i, j）における排水量を比較した

ものである．期間 j については，地点 A では排水しなかったが，地点 B では排水が

生じたことが分かる．また，地点 B で最も少量の排水イベントがあった期間 i と，

期間 g 中の排水しなかった降雨期間（2018/5/3）に着目すると，地点 B では地点 A

よりも小さな時間雨量かつ短い継続時間でも排水することが分かる．具体的には，

地点 B では時間雨量 3mm 程度，2 時間程度の継続時間で排水が生じると考えら

れ，地点間で排水が生じるための条件や生じた際の排水量が異なっている．ジオセ

ル層は同質であるため，この要因にはジオセル層背後にあるのり面の土質が大きく

関与していると考えている．例えば，ジオセル層背後にあるのり面表層の細粒分が

多いと，高い保水性によって飽和度の高い状態が継続しやすいと考えられる．ま

た，ジオセル層内にある砕石（C40）の透水係数との差が大きいため，浸透できず

にジオセル層で保水される量も多くなり，これが遅い速度で浸透することで，高飽

和度の浸潤線がさらにスリットに到達しやすくなり，多くの排水が生じるといった

メカニズムが考えられる．ただし，のり面表層の透水係数が小さければ同じ降雨時

間内にスリットに到達する水量も少ないはずであるといった，疑問や矛盾も多く残

される． 
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5.2.5 凍結融解が排水挙動に与える影響 

図 5-2-12 は地点 A で初冬や春に排水が生じた幾つかの期間（期間 d, e, f）の や

排水量を比較したものである．また，図 5-2-13 は地点 A で 2017 年春に排水しなか

った期間 b における の推移である．なお，図中の凍結深は日平均気温から計算し

た 0 C 深を正午の値としてプロットしたものであり，積雪深は日中の定点撮影画像

から得た値をその一日の積雪深として示している． 

 図 5-2-12 中の期間 d に着目すると，未凍結期と比べて少ない時間雨量や短い降雨

期間でも排水が生じていることが分かる（図 5-2-8，5-2-9 参照）．また，その間の

土壌水分センサー（AS-1, 2）には反応が見られない．土壌水分センサーは周辺土が

凍結すると，値が大きく低下し，反応しにくくなる．よって，計算された凍結深はの

り面表層にまでわずかに到達していないものの，センサー周辺の土が短期的や部分

的に凍結していた可能性が高いと考えられる．なお，期間 d と同様な凍結状況での

排水は 2018 年 4 月にも確認されている． 

 次に，図 5-2-12，5-2-13 に示した融雪過程の期間 b, e, f に着目すると，期間 b

のようにジオセル層以外の土壌水分センサー（AS-1, 2）が反応している場合には排

水してない．しかし，期間 e, f のようにジオセル層背後にあるのり面表層が凍結

し，センサーが反応しない場合には排水していることが分かる．また，その間の排

水量は未凍結期間に比べて圧倒的に多い．ただし，このときジオセル層内のセンサ

ー（AG-1）は反応しており，ジオセル内の砕石（C40）は融解していると考えられ

る． 
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図 5-2-13 排水しなかった期間 b の体積含水率（地点 A） 
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 図 5-2-14 は地点 B の期間 e, f における排水量を示したものである．地点 A と同

じ期間に排水しているが，排水量は未凍結期とは逆に地点 A に比べて少ないことが

分かる．ただし，地点 B では除雪していないため，凍結深はジオセル層内に留まっ

ている（0～+0.15m）． 

 以上の結果から，ジオセル層背後にあるのり面表層が凍結していると，未凍結期

間と比べて降雨や融雪による排水が生じやすいと考えられる．この詳細なメカニズ

ムについても不明な点が多いが，過去の研究 6) で保水性が低い砕石が不飽和状態で

凍結しても，透水係数はほとんど低下しないことが確認されている．また，のり面表

層は凍結によって透水係数が低下すると予想されるが，完全な不透水にはならない

と考えられる．よって，先述したのり面表層の細粒分が多い地点 B の方が未凍結期

で排水頻度や排水量が多かった事実を考えると，凍結によってジオセル層（砕石）と

のり面表層との透水係数の差が大きくなったことで，より排水しやすくなったので

はないかと考えている． 

 

  

図 5-2-14 地点 B における融雪期の排水挙動 
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 表 5-2-1 は上述した幾つかの期間を対象として，パイプからの排水量がのり面全

体に供給された降雨量や融雪量に占める割合をまとめたものである．なお，地点 A

では 2 段目と 6 段目で計測した排水量を 44 本分の総排水量に換算し，地点 B では計

測した 10 本からの排水量を 25 本分の総排水量に換算（単純に 2.5 倍）した．ただ

し，地点 B ではパイプの位置に地下水位が到達したことによる常時の排水量は差し

引いている．なお，面積はジオセルを設置したのり面全体とした．また，融雪水量は

雪の密度を 0.4 g/cm3として，排水があった前日と翌日における積雪深の差から計算

した． 

のり面全体に換算しても未凍結期間では地点 A よりも地点 B の方が排水量の多い

こと（期間 h, j），逆に融雪期では地点 A の方が多いことが確認できる．また，地点

A では計測しているパイプ本数が少ないため，実際の総排水量との差は大きいと思

われるが，地点 A では融雪期，地点 B では未凍結期で，供給量（降雨量や融雪水量）

の 1 割前後がパイプから排水されていることが分かる． 

先述の検討結果に基づくと，パイプからの排水は主にジオセル層背後にあるのり

面表層内のスリットから生じていると考えられ，この排水量の分だけのり面深部の

水位上昇を抑制していると考えられる．この排水量が具体的にのり面の安定にどの

程度寄与するかについては，今後安定解析などによって明らかにしたいと考えてい

るが，現に地点 B では排水パイプの施工が行われていない区間との間で，最大 2m

程度の地下水位の差が生じていることを確認している 3), 4) ．また，地点 A でも排水

パイプの施工が行われていない区間と比べて，パイプ周辺の体積含水率が降雨後に

速やかに低下することを確認している 2) ．さらに，本文では地下水位より高い位置

にある排水パイプのみに着目して検討したが，本斜面安定工でも地下水位以下にあ

るパイプから排水が生じることは明らかである 7), 8) ．また，のり面表層が凍結して

いると，地下水位よりも高い位置にあるパイプからの排水量が多くなっていた．以

上のことから，本斜面安定工は積雪寒冷環境にあるのり面に対して効果的な工法と

考えられる． 

 

 

表 5-2-1 パイプからの排水量がのり面全体に供給された降雨量や融雪量に占める割合 

期間名

対象期間

地点 A B A B A B A B A B

総雨量 (mm) 67.5 - 19.2 53.6 - - 56.0 54.4 45.0 59.0

融雪量 (m) - - 0.20 0.16 0.08 0.18 - - - -

総排水量 (L) 10.47 - 323.83 193.30 130.73 58.69 0.79 325.10 0.51 484.25

割合 (%) 0.37 - 7.68 3.66 9.61 1.79 0.03 13.28 0.02 18.24

h

 2018/6/12 10:00

　 ～2018/6/13 6:00

j

 2018/7/3 15:00

　 ～2018/7/4 11:00

 2016/8/20 13:00

　 ～2016/8/20 21:00

a e

 2018/3/8 22:00

　 ～2018/3/10 0:00

f

 2018/3/28 0:00

　 ～2018/3/29 0:00
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5.2.6 模型実験の結果 

図 5-2-15 は上述の 2 回の散水試験結果を比較したものであり，回収した水量とパ

イプからの排水量（mL/min），各測線上に設置した土壌水分センサーから得られた  

の推移を比較したものである．1 回目の試験ではパイプからの排水があったが，ジオ

セルと中詰材を撤去した 2 回目の試験ではパイプからの排水は確認できなかった．

よって，C40 を中詰材としたジオセルがのり面表層にあることによって，パイプか

ら排水されることが証明されたと考えている．なお，使用したパイプにはスリット

があるが，ジオセル内（模型盛土斜面外）にあるスリットは予め全て塞いでいる．ま

た，いずれの試験においても盛土内に水位は確認されなかった．表流水として回収

した総水量（1 回目はジオセル内をのり尻方向へ浸透した水量も含む）は，最終的に

回収した全水量のいずれも約 25 %であり，1 回目の試験ではこれ以外の回収量の約

4.5 %がパイプから排水されていた． 

 次に，両試験におけるパイプ近傍に設置した土壌水分センサーから得られた の

推移に着目すると，いずれの計測線上でも 1 回目の試験における の方がわずかに

大きいことが分かる．特に，測線 A 上のセンサーでは， が 2 段階で上昇し，それ

から暫くして排水し始めていることが分かる．このような の上昇は他の散水実験

等でも報告されており，疑似飽和状態からの再上昇によるものと考えられている 10), 

11) ．以上のことを踏まえると，多少の保水性があり，盛土材よりも透水性が高いと

考えられる C40 が充填されたジオセルが表層にあることによって，（設置したマノメ

ーターでは確認できなかったが）ジオセル内にはわずかな水位が形成され，それに

よって飽和に近い浸潤前線が模型盛土斜面内を下降し，パイプに到達することで排

水が実現したと推察される．また， の再上昇は測線 A でしか見られなかったため，

この近傍にあるパイプのスリットから浸透し，排水したと予想される．これらのこ

とが正しければ，試験盛土斜面に施工した本斜面安定工においても，雨水や融雪水

は比較的表層から浅い位置に存在するパイプ上のスリットから速やかに浸透し，排

水されていると考えられ，斜面深部への浸透水量を抑制するという点で斜面の安定

性向上に極めて効果的だと考えられる．よって，降水量やジオセル高，盛土材や中詰

材の土質等を変化させた模型盛土斜面による同様な散水実験やファイバースコープ

等によるパイプ内の観察を重ね，ジオセルによる排水促進メカニズムの検証や本斜

面安定工の性能や効果について，更に検討していきたいと考えている． 
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図 5-2-15 のり面保護工有り(左)無し(右)の散水試験結果 
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5.3 まとめ 

本章では，ジオセルと排水パイプを組み合わせた斜面安定工を開発し，寒冷地に

おける性能評価を行うため，構築した試験盛土斜面の一部に提案する斜面安定工を

施工した．また，降雨時におけるジオセルや排水パイプの排水性能を把握するため，

模型盛土斜面に対する散水試験も実施した．得られた知見を以下にまとめる． 

1) ジオセルと排水パイプを併用した本斜面安定工を施工した試験盛土斜面におい

て，降雨や融雪時にパイプから排水されていることを確認した．特に，水位が形

成されているとは考えにくい高さに打設されたパイプからの排水も確認した． 

2) ジオセルと排水パイプを併用した本斜面安定工によって，雨水や融雪水の浸透

による体積含水率の上昇が抑制され，速やかに低下することが明らかとなった． 

3) 模型盛土斜面を用いた散水実験により，砕石（C40）を中詰材としたジオセルが

斜面表層にあることによって，盛土内に水位が形成されていなくても，パイプ

からの排水が実現することが明らかとなった． 

4) のり面表層が凍結した期間では，降雨や融雪に対して排水しやすくなり，排水

量も増加することが分かった． 

5) ジオセルのり面保護工にはジオセルを設置する前と後のいずれでも排水パイプ

を容易に施工することが可能であることを確認した． 
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第 6 章 ジオセルを用いたのり面保護における省力化と緑化に関

する検討 

6.1 実験概要 

 近年では生態系や自然環境に配慮して，植生工がのり面保護工として優先的に採

用されるようになってきた．このため，上記の工法でも周辺の自然環境に調和した

景観形成が求められる場合がある．特殊ふとんかご工では，二つ折りにした張芝を

栗石や砕石上に設置し，かごの上蓋で挟み込むことで緑化する方法も紹介されてい

るが 1) ，施工性は更に悪くなることが懸念される．しかし，ジオセルを用いた本工

法では，中詰材に砕石を用いた場合の有効な緑化方法は確立されていない． 

 そこで，砕石を中詰材に使用したジオセルが持つ耐侵食性や透水性に関する機能

を有したまま，緑化の実現も目指した砕石層と砂質土層の 2 段のジオセルからなる

のり面保護工を新たに考案し，実物大実験による動態観測を行った．また，この中で

のり面上に設置したジオセル層の滑動力を計測し，ジオセルの規格やのり面上に打

設するアンカーバーの削減による施工の省力化についても検討した． 

図 6-1-1 は耐侵食性や透水性を期待する砕石層と緑化基盤となることを期待した

砂質土層の 2 段のジオセルからなる本工法の概略図である． 

 1 層目（下層）の中詰材は砕石 C40 とし，背後斜面の表面に染み出た湧水の浸透

や融解期に高含水比となり，脆弱化した背後斜面表層の侵食防止や余剰水分の浸透

を期待している．一般に，特殊ふとんかご工では背後斜面との間に厚さ 10mm 程度

の不織布を敷設するが，本工法ではこの位置には敷設しないことを標準としている．

この理由には，空隙が比較的小さい C40 であるため，背後斜面の土が吸い出される

危険性は極めて低いことや，充填した砕石をバックホーで押さえつける際に背後斜

面と密着し，一体性（摩擦）の向上が期待できることが挙げられる．他にも，特に寒

冷地では背後斜面が凍上・融解沈下すると表層は不均一な上昇と沈下を繰り返すが，

この際に不織布があると追従性・密着性を損なう危険性があることや，不織布の目

詰まりや凍結，先述の密着性の消失などによって湧水や融解時の余剰水分が不織布

の背後を流下し，背後斜面表層を侵食する危険性があることが挙げられる． 

 2 層目（上層）の中詰材は細粒分の少ない（凍上性が低い）砂質土を標準とした．

本来であれば，植物の生育に必要な保水力を有する土であることが望ましいが，保

水力に必要な細粒分が多くなると，寒冷地では凍上する危険性がある．この際，ジオ

セルとの凍着によってジオセルごと上昇し，融解時に持ち上がったジオセルの下に

砂質土が入ることでジオセルだけが浮き上がることが懸念されるため，凍上性の低

い砂質土とした．また，1 層目と 2 層目の間には不織布の敷設を標準とした．これは

2 層目の土は細粒分が少ない砂質土であるため，降雨浸透等によって 1 層目へ流出

する（吸い出される）のを防ぐことや，可能性は極めて低いが背後斜面の土が 2 層
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目に吸い出されるのを防ぐためである．最後に，両層とものり肩部の天端とのり尻

部の基礎地盤に，1m 程度ジオセルを延長することを標準としている．これについて

は，背後斜面との境界から雨水や融雪水が侵入することによってのり肩が侵食され

ることや，ジオセル層内を流下した水によってのり尻が侵食されることを防ぐ効果

を期待している 2), 3) ． 

 

 

  

図 6-1-1 2 段のジオセルからなる本工法の概略図 
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 図 6-1-2 は競馬場跡地を活用したオホーツク地域創生研究パーク内に施工した 3

ケースの実物大実験に関する概略図である．ケース A は背後斜面との密着性を低く

して滑動しやすくするため，背後斜面上に不織布を敷設し，その上にジオセルを設

置した．また，ジオセルはのり肩からのり尻までの斜面上にのみ設置して中詰材を

充填した．ケース B は背後斜面上の不織布を設置しないこと以外はケース A と同じ

である．ケース C はジオセルの柔軟性を活かし，天端と基礎地盤に 1m 程度ジオセ

ルを延長した標準ケースであり，それ以外はケース B と同じである．いずれのケー

スも高さ 0.1m，展開時の 1 セルサイズが縦 0.48m，横 0.51m で横方向に 5 セル分が

一体となった（幅約 2.5m）ジオセル 1 枚を使用した．また，天端部分に基礎を構築

し，ケース A と B は斜面方向に，ケース C は水平に吊り下げて施工開始からの荷重

の計測を行った．このため，各ケースの両端は 0.5 m 程度離した．ただし，背後斜面

の侵食を防ぐため，ケース間の領域に関しても各ケースと同様な地盤材料の構成と

した（不織布は敷設していない）．さらに，いずれのケースものり面途中（のり肩か

ら 3m の位置）には温度センサーと土壌水分センサーを設置した．温度センサーは

（2 層目の）表面，1 層目と 2 層目の間，1 層目と背後斜面の間の 3 箇所である．土

壌水分センサーについては，2 層目中心，1 層目中心，背後斜面表層 0.1m 深の 3 箇

所である．なお，温度センサーの公称精度は 0.2 C，土壌水分センサーによる体積

含水率の公称精度は 0.03 である． 
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図 6-1-2 3 ケースの実物大実験に関する概略図 
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 写真 6-1-1は各ケースの施工過程を示したものである．初めに，のり高が約 5m の

建設残土からなる盛土斜面を勾配が 1：1.5 になるよう整形した後（ケース A のみ不

織布を敷設し），1 層目のジオセルをのり面上に展開した．このとき，予めのり面上

に縦断方向のセル数分だけ長さ約 0.5 m の金属製アンカーピンを 2 列打設し，そこ

に両横端のジオセルを掛けながら展開した．ただし，アンカーピンは最終的に 2 セ

ル分を掛けるので地上部の長さが 0.2 m 程度になるよう打設した． 

 次に，1 層目のジオセルに砕石 C40 を充填した後，不織布（目付 60 g/m2，厚さ 0.5 

mm（JIS L 1908），厚さ方向の透水係数 1×103 m/s）を敷設した．そして，2 層目の

ジオセルを展開した後に，砂質土を充填した．このとき，のり肩にある最上段に近い

セルにはアンカーピンを模擬した 5 本の鉄筋が連結された吊り下げ用の治具を設置

し，それをシャックルやチェーンによって天端にある基礎と連結した．その状況を

写真 6-1-2 に示す．そして，途中に設置した荷重計によってジオセル層による引張

力（以下，滑動力）を計測した．なお，基礎や吊り下げ用の治具等については，最低

でも 10kN 程度の荷重には十分に耐えられるようにしている． 

 表面の緑化については，寒冷地におけるのり面緑化は晩夏以降の施工では困難と

なる問題点を踏まえ 4) ，本施工は 11 月に実施している．このため，越冬後の緑化と

緑化するまでの侵食防止を期待して，表面には種子や化学肥料が入った植生シート

を敷設した．このシートの詳細については，参考文献 2)，5)を参照されたい． 

 

  

写真 6-1-1 本のり面保護工の施工過程 

1層目ジオセルの展開 1層目ジオセルへの砕石充填 2層目ジオセルへの砂質土充填

ケースA ケースB

ケースC
ケースA

吊り下げ治具による滑動力計測

荷重計

砂質土充填後の整形

ケースA

ケースB ケースC

植生シートの敷設
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写真 6-1-2 吊り下げ治具による滑動力の計測状況 
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 図 6-1-3 は砂質土層に使用した地盤材料の粒径加積曲線を示したものである．緑

化基盤としての適否を比較するため，ケース A とケース B, C では異なる砂質土を用

いた．ケース A は競馬場のダートコースに使用されていた細粒分が少ない比較的単

粒の砂である．なお，いずれの砂質土も凍上性が低いことを確認している． 

 

  

図 6-1-3 砂質土層に使用した地盤材料の粒径加積曲線 
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6.2 実験結果および考察 

6.2.1 施工性に関する検討 

 施工性については，2 段になったことで 1 段での施工に比べて当然時間を要する

ことになるが，展開用としてのり面に打設するアンカーピンの数，不織布の敷設数

はともに変わらない．また，各段のジオセル高は 0.1m であるため，充填する総土量

は一般的な特殊ふとんかご工（0.25m）と比べても少ない．よって，緑化に要する時

間を除いて比較すると，同じ面積当たりの施工に要する時間は特殊ふとんかご工に

比べて半分～2/3 程度であった．また，中詰材の充填のほとんどは施工機械での作業

であったため，施工に要する労力（効率化）の面でも優位性を確認した． 

6.2.2 滑動力の計測結果と省力化に関する検討 

 図 6-2-1 は施工過程で定期的に計測した各ケースの滑動力の推移を比較したもの

である．また，図中には施工の進捗も示している．植生シートの敷設を除く，3 ケー

ス分の施工期間が 1 日以下であり，先述した施工性の良さを確認できる．計測結果

から，1 層目や 2 層目の充填作業に伴って滑動力が増加していることが分かる．ま

た，背後斜面と 1 層目との間に不織布を敷いたケース A の滑動力が最も大きく，不

織布を敷くことで摩擦が小さくなり，滑動しやすくなることが確認された．また，天

端と基礎地盤にもジオセルを延長したケース C ではケース A，B に比べて滑動力が

圧倒的に小さいことが分かる．この計測方法では，当然ジオセル内の局所的な荷重

分布までは分からないが，天端や基礎地盤部分にジオセルを延長することは，少な

くとも天端における水平方向の滑動力を格段に減少させる効果があると考えられる．

また，施工が完了した翌日に，のり面上にジオセルを展開するために打設した両横

端のアンカーピンを全て抜き取ったが，それに伴う滑動力の増加は全く見られない．

さらに滑動力の増加に対して，第 3 章で検討した厚さ 1.0mm のジオセルのシート部

強度は大きな値を示している． 
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図 6-2-1 施工過程における滑動力の推移 
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図 6-2-2は施工した 2018 年 11 月中旬から 2019 年 7 月までの荷重の推移を比較し

たものであり，図中には，アメダス北見で観測された 1 時間降水量，気温，積雪深

に加え，のり面上で定期的に計測した積雪深も示している．計測結果から，滑動力は

全般的に降雨や降雪のタイミングで増加していることが確認できる．特に，積雪深

が大きい 2019 年 2 月～3 月に滑動力が最大となっている． 

 

  

図 6-2-2 動態観測中における引張力の推移 
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 図 6-2-3 は図中の挿絵に示すように，勾配 1：1.5 の無限長斜面上に高さ 0.2 m の

ジオセル層を設置したと考えた場合におけるジオセル層と斜面との摩擦角 と，滑

ろうとする力 F と摩擦抵抗力 R との差分（FR）との関係をプロットしたものであ

る．斜面上に設置したジオセルの重量 G は先述の実物大実験で計測した 1 層目と 2

層目の中詰材の平均値 17 kN/m3とのり長 9m から計算した． 

 図中には各ケースで計測された滑動力の最大値（図 6-2-2 参照）と，それから逆

算される も示している．なお，ケース C については天端や基礎地盤に延長した部

分は考慮せず，単純に実測した最大値から を算出している．図中に示すように，現

行の設計では を 25としているが，滑動しやすいように不織布を敷設したケース A

であっても，25よりもかなり大きい摩擦角（32.4）が得られている． 

 

G
33.7

図 6-2-3 滑動力と摩擦抵抗力との差とジオセル層と斜面との摩擦角の関係 
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 図 6-2-4 は現行の設計で用いているアンカーバーの水平支持力に基づいた 1m2 当

りに必要なアンカーバー数と の関係を示したものである．1 本当たりの水平支持

力は杭頭自由な短杭としたブロムスの式 7) から算出しており，直径 19 mm，長さ 1.2 

m（地中部 1 m），地山の内部摩擦角と単位体積重量をそれぞれ 25と 18 kN/m3とし

て得られた 0.34 kN を使用した．また，図中にはのり面勾配を単純に 1：1.2 に変更

した場合の計算結果も示している．いずれののり面勾配についても必要となるアン

カー本数は大幅に減少しており，省力化が実現できることが分かる．ただし，上記の

方法ではのり尻部分のジオセルが受ける基礎地盤からの反力等は考慮しておらず，

単純に無限長斜面上における力の釣り合いから計算しているため，のり面勾配が変

化した際に がさらに大きくなる可能性がある．また，アンカーバーの水平支持力

についても，かなり安全側になっている可能性もある．  

 

 

 

図 6-2-4 アンカーバー数の検討 
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6.2.3 緑化と浸透抑制効果に関する検討 

 写真 6-2-1 は 2019 年 10 月に撮影されたケース A～C の様子である．先述のよう

に植生シートを初冬に設置（2018 年 11 月）したにも関わらず，ある程度の緑化は進

行しており，特にケース B, C はケース A に比べて緑化が進んでいることが分かる．

この違いについては，ケース A に使用している中詰材の細粒分がケース B, C に比べ

て少なく，植物の生育に必要な水分量を保持できていないためと考えられる（図 6-

2-3 参照）．先述のように，寒冷地では凍上による弊害を防ぐため，凍上性の低い中

詰材を使用した方が良いと考えられるが，この結果から早期の緑化を実現するため

には，緑化基盤となる 2 層目の中詰材にはある程度の細粒分が必要と考えられる．

また，施工からの経過時間を考えると，現時点において必ずしも緑化の進行が順調

とは言えないが，初冬に施工したにも関わらず，融雪期や緑化が進んでいない期間

であっても降雨による侵食は一切確認されていないことを考えると，特に寒冷地で

は緑化が進むまでの侵食防止として植生シートの有用性は高いと考えている．その

後，施工直後から 2020 年 7 月時点までの緑化の経過状況を写真 6-2-2に示す．張芝

による緑化も順調であることが分かる． 

 

  

写真 6-2-1 のり面緑化の状況（2019 年 7 月） 

ケースC

ケースA ケースB
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写真 6-2-2 のり面緑化の経過状況（2020 年 7 月） 
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 図 6-2-5 は例としてケース C に設置した土壌水分センサーと温度センサーの推移

を示したものである．また，比較としてケース A における土壌水分センサーの水位

も示している．なお，図中には図 6-2-2 と同様にアメダス北見から得た 1 時間降水

量，気温，積雪深に加え，のり面上で定期的に計測した積雪深も示している．なお，

土壌水分センサーについては，3 V の励起電圧に対して得られた出力電圧データを一

般的な砂質土を対象とした変換式によって体積含水率 に変換している 6) ．ここで，

砂質土層の に着目すると，降雨や融雪後には速やかに が低下していることが確

認できる．このことからも，緑化を確実に成功させるためには，もう少し保水性の高

い土を 2 層目に使用した方が良いと考えられる．  

 一方，砕石C40を充填した 1層目や背後斜面表層における の変化に着目すると，

特にケース C では降雨や融雪に伴う上昇（反応）がほとんど確認できないことが分

かる．このような浸透抑制効果は表面に設置した植生シートやジオセル層間に敷設

した不織布によって発揮された可能性もあるが，細粒分が少ない砂質土を使用した

ケース Aの方がケース Cに比べて降雨や融雪に伴う の上昇が顕著である事実を考

えると，このような浸透抑制効果は 2 層の中詰材の保水性の相対的な差によって生

じたキャピラリーバリアによる可能性が高い．なお，本工法のように上層に砂層，下

層に礫層からなる 2 層構造は効果的なキャピラリーバリアを発揮することが報告さ

れている 8)．また，この結果は本工法が雨量の多い寒冷地以外の温暖地域において

も，背後斜面内への降雨浸透を効果的に抑制する上で有効な工法となりうることを

示していると考えられ，浸透抑制効果に関する詳細なメカニズムについても今後は

模型試験等を用いて明らかにしていく必要がある． 

 最後に，温度計測の結果から，初冬期における表面温度を除き，他の温度センサー

も常にプラスとなっており，背後斜面も含めてほぼ凍結していないことが分かる．

本研究で検討した期間では，融雪水の影響を見るため，のり面上の除雪は行ってお

らず，この大部分は積雪による断熱効果の影響と考えられる．しかし，1 層目は比較

的乾燥状態にあるため，この層が断熱効果を発揮している可能性もあり，これにつ

いても今後は詳細に検討する必要がある． 
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図 6-2-5 動態観測中の体積含水率と計測温度の推移 
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6.3 まとめ 

 本研究で開発した砕石層と砂質土層の 2 層のジオセルからなるのり面保護工に関

して得られた知見を以下にまとめる． 

1) のり面上に敷設したジオセル層の滑動力を計測した結果，現行の設計で用いら

れる摩擦角よりもかなり大きいことが判明し，打設するアンカーバーの削減に

よる省力化が可能であることが分かった． 

2) ジオセルのシート厚さ 1.0mm 品はのり面保護工の性能を満たすことを確認した． 

3) 凍上性の低い砂質土層の上に種子や肥料が入った植生シートを敷設したところ，

特に寒冷地では緑化が進むまでの侵食防止として植生シートの有用性が高いこ

とを確認した．また，張芝による緑化も有効であることも確認した．さらに，砕

石層との保水性の違いによって，キャピラリーバリアと見られる浸透抑制効果

が発揮されることも明らかとなった． 

 

 これまでに示したジオセルを用いたのり面保護工に関する様々な検討から，ジオ

セルを効果的に活用したのり面保護工として結論づけた仕様を図 6-3-1に示す． 

 

図 6-3-1 ジオセルのり面保護工の最終的な仕様 
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第 7 章 結論 

積雪寒冷地におけるのり面・斜面は，冬期間の凍上現象や凍結融解作用，さらに春

先の融雪水の影響といった「寒冷地特有の要因」で崩壊に至ることがある．北海道の

ような積雪寒冷地では，凍結した地盤が融解し，融雪が進む春先に自然斜面や切土

および盛土のり面の表層崩壊が発生する．このような崩壊箇所に対する応急・復旧

対策として，特に北海道ではドレンかごや特殊ふとんかごと呼ばれる薄型のふとん

かごが多用されており，寒冷地に適したのり面保護工として広く認識されているが，

施工から長時間経過したものの中には，大きく変状し，最終的には崩壊に至るもの

も増えてきている． 

そこで，ジオセルのり面保護工を実物大の盛土斜面に構築し，ジオセルの規格や

中詰材の種類，不織布や排水パイプの効果に関する検討も追加し，更には特殊ふと

んかごとの比較を目的とした様々なケースで実験した． 

 最終的には，これまでののり枠工に代わる新たなのり面保護工として，砕石を充

填したジオセルが持つ耐侵食性や透水性に関する機能を有したまま，緑化する砕石

層と砂質土層の 2 段のジオセルからなるのり面保護工を考案した．また，この中で

のり面上に設置したジオセル層の滑動力に関する計測も行い，のり面上に打設する

長尺アンカーバーの削減による省力化についても検討した．本研究で得られた各章

ごとの知見について，以下に示す． 

 

7．1 ジオセルの要求性能に関する検討 

ジオセルは用途に応じた製品規格がないため，擁壁の用途ではジオセルが破断に

至る事例があった．そこで，のり面保護工に用いるジオセルの製品規格を検討し，溶

着部より強度の低いシート部で規格を決定する必要があることがわかった． 

 

7．2 ジオセルを用いたのり面保護に関する基礎的検討 
 
ジオセルのり面保護工を実物大で様々なケースで構築し，ジオセルの規格や中詰

材の種類に関する検討，不織布や排水パイプの効果に関する検討，更には特殊ふと

んかごとの比較により本工法に関する仕様についての検討を行った．得られた知見

を以下にまとめる． 

1) 施工性の観点では，展開時に縦横0.5m程度のジオセルの方がのり面上での展開・

設置も容易で，ジオセル設置後のパイプ打設も可能であるなど，利点が多いこ

とを確認できた．また，ジオセルは中詰材の充填作業の大部分が施工機械で行

えることから，手作業の多い特殊ふとんかご工と比べて作業時間だけでなく，

施工に要する労力の面でも優位性を確認できた． 
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2) 中詰材について，砂質土には雨滴侵食やパイプ排水による侵食の恐れがあるた

め，砕石（C40）の優位性を確認できた．一方，緑化が必要な場合，中詰材を凍

上性が低いことを確認した砂質土とし，緑化可能な侵食防止シートと併用する

ことが効果的であることが分かった． 

3) 使用した不織布（目付300g/m2，厚さ2.4mm）には，降雨を背後斜面内部に浸透

させない一定の効果があることを確認できた．また，降雨に対する背後斜面表

層における水分量の増加に関して，不織布の上にC40を中詰材とした高さ0.1mの

ジオセルを設置したケースと，C80を中詰材とした高さ0.25mの特殊ふとんかご

のケースには大きな違いが無いことを確認できた．しかし，不織布背後の侵食

に関する危険性や追従性の低下を考えると，特段の不具合がないと考えられる

場合には，背後斜面とジオセル間に不織布は設置しない方が良いと判断した． 

4) ジオセルに通したロープには，背後斜面の凍上や融解沈下挙動に対して，ある

程度ジオセルと背後斜面との密着性を保持する機能があることを確認できた． 

 

以上のことから，ジオセルの展開時の寸法は大きい方が施工性を向上させる．使

用する中詰材は耐侵食性のみを考えれば砕石を用いることが効果的であるが，景観

性を考えると砂質土等を中詰材とし，緑化することが効果的である．また，特段の不

具合がないと考えられる場合には，基本的に背後斜面とジオセル間に不織布は設置

せず，現場の状況に応じて採用を検討することが必要である． 

 

7．3 ジオセルを用いたのり面保護と排水パイプの併用に関する検

討 
 

ジオセルのり面保護工に排水パイプを組み合わせた斜面安定工を開発し，寒冷地

における性能評価を検討した．実物大実験では多くの計測機器を配置した計測を行

い，模型盛土では散水試験を行った．得られた知見を以下にまとめる． 

1) ジオセルと排水パイプを併用した本斜面安定工を施工した試験盛土斜面におい

て，降雨や融雪時にパイプから排水されていることを確認できた．特に，水位が

形成されているとは考えにくい高さに打設されたパイプからの排水も確認でき

た． 

2) ジオセルと排水パイプを併用した本斜面安定工によって，雨水や融雪水の浸透

による体積含水率の上昇が抑制され，速やかに低下することが明らかとなった． 

3) 模型盛土斜面を用いた散水実験により，砕石（C40）を中詰材としたジオセルが

斜面表層にあることによって，盛土内に水位が形成されていなくても，パイプ

からの排水が実現することが明らかとなった． 

4) のり面表層が凍結した期間では，降雨や融雪に対して排水しやすくなり，排水
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量も増加することが分かった． 

5)  ジオセルのり面保護工にはジオセルを設置する前でも後でも排水パイプを容易

に施工することが可能であった． 

以上のことから，積雪寒冷地におけるのり面・斜面で「寒冷地特有の要因」による

崩壊に対して，ジオセルのり面保護工と排水パイプの併用は崩壊箇所に対する応急・

復旧対策として，さらに通常ののり面保護工としても有効な対策工であることが明

らかとなった． 

 

7．4 ジオセルを用いたのり面保護における省力化と緑化に関する

検討 
 

生態系や自然環境に配慮して，2 層のジオセルからなる新たなのり面保護工を考

案し，実物大実験による動態観測を行い，省力化と緑化について検討を行った．得ら

れた知見を以下にまとめる． 

1) のり面上に敷設したジオセル層の滑動力を計測した結果，現行の設計で用いら

れる摩擦角よりもかなり大きいことが判明し，打設するアンカーバーの削減に

よる省力化が可能であることが分かった． 

2) ジオセルのシート厚さ 1.0mm 品はのり面保護工の性能を満たすことが分かった． 

3) 凍上性の低い砂質土層の上に種子や肥料が入った植生シートを敷設したところ，

特に寒冷地では緑化が進むまでの侵食防止として植生シートの有用性が高いこ

とが確認できた．また，張芝による緑化も有効であることを確認した．さらに，

砕石層との保水性の違いによって，キャピラリーバリアと見られる浸透抑制効

果が発揮されることも明らかとなった． 

 

以上のことから，新たに考案した 2 層のジオセルからなるのり面保護工は，アン

カーバーの削減や製品の軽量化による省力化を実現するとともに，2 層目の中詰材

と植生シートや張芝による緑化によって浸透抑制効果も発揮されることが明らかと

なり，積雪寒冷環境をはじめとする多様な環境下に適した簡易で効果的な新たなの

り面保護工として普及する十分なポテンシャルを有していると考えられる． 
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