
FUKKEN TECHNICAL REPORT Vol.14 (2007) 
 

 

未解析地盤上における盛土施工のための動態観測計画 

盛岡支店技術調査課 ○千葉 太介  鎌田 正彦 

１．はじめに 

岩手は西に脊梁山脈,東に北上山地が南北に縦断して
おり,僅かに北上川はじめとする河川沿いに開けた氾濫
原以外はほとんどが山地となっている。このような地形
的,地質的特性から,軟弱地盤に接する機会は稀である。 
今回のケースでは,軟弱地盤に対する認識が不足して
いたため,軟弱地盤の解析・対策検討の必要性に気づか
ないまま高さ約 10m の盛土工に着手していた。 
本報告では,施工の手戻り回避と盛土の安定確保を図
るため、施工と同時並行で行った軟弱地盤対策の事例を
紹介する。 
 

２．道路計画と地盤状況 

(1)道路計画・計画盛土高 
本対象路線は,岩手県二戸郡一戸町小鳥谷地内に計画
されている延長 4.3km の｢小鳥谷バイパス｣である。 
本路線で軟弱層が分布しているのは,平成 19 年に暫
定2車線での供用を予定している2.6km区間のうちの終
点側約 560m 区間にあたる。当該区間は,盛土高が 15m～
3m で計画されている盛土区間となっている。 

 
図-2.1 道路計画と軟弱地盤箇所 

 
(2)地層構成 
本業務箇所の地層構成は図-2.2 に示すとおり,上位
から沖積世起源の粘性土(Ac),礫質土(Ag),風化岩
(w-Ytf),新鮮岩(Ytf)の各層が堆積している。このうち,
最上位の粘性土(Ac)層が,盛土による地盤の沈下と地盤
を含めた盛土安定が懸念された。 

 
図-2.2 地層構成 

表-2.1 Ac 層の土性一覧表 
層厚 N値 含水比 一軸圧縮強度 圧密降伏応力

2.0～4.0m 2～4 60～70% 40kN/m2 90kN/m2  

３．業務実施の経緯と解析結果 

(1)業務実施経緯 
本業務の特徴は,工事着手後施工の困難さから初めて
軟弱地盤としての認識を持つに至り,そこから軟弱地盤
の詳細調査,解析,対策の検討に着手された点にある。 
現場では,ﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨ確保のために,盛土最下面に岩
ズリを敷設するなどの工夫を行い 1～3m 程度まで立ち
上げたが、これ以上の盛土に大きなリスクを感じていた。 
このため,実施内容は,対策工が必要な箇所を特定す
るための調査,その結果を基に解析,対策工の検討を進
めることが必要であると判断し、以下を提案した。 
①追加調査：軟弱層の分布状況と強度・圧密特性の把握 
②現況地盤解析：現況地盤における対策工の要否の判断 
③動態観測：施工時の地盤の実挙動と要対策箇所の特定 
 
(2)解析結果と限界盛土高 
軟弱地盤解析の結果,沈下量は最大で 40cm 程度で沈
下時間も短いため,沈下対策は必要ないと判断した。盛
土の安定は図-3.1 のとおりであった。盛土立上時の許
容安全率が1.10を満足できる限界盛土高は6.1mであり,
盛土高がこれ以上の区間は対策が必要であった。 
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図-3.1 盛土高と安全率の関係 
表-3.1 安定性評価分類表 

分類
番号 安全率の範囲 評　　　価

① 急速載荷(U=0%)条件で
　　　　　　安全率1.1以上 H ≦ 6.1 安定

②-1 緩速施工(U=90%)条件で　　　　　　安全率1.1以上 6.1 ＜ H ≦ 9.6 どちらともいえない(施工条件によっては安定)

②-2 緩速施工(U=90%)条件で　　　　　　安全率1.0以上1.1未満 9.6 ＜ H ≦ 14 どちらともいえない(どちらかといえば不安定)

③ 緩速施工(U=90%)条件で
　　　　　　安全率1.0未満 14 ＜ H 不安定

盛土高Hの範囲

 
(3)対策工の基本方針 
対策は解析の結果から,表 3.1 のように「①安定②ど
ちらともいえない③不安定」に分類して進めることにし
た。①は無処理,③は「完成 4車の用地購入に対し,供用
は暫定 2車」となっていることから,用地内で押え盛土
を実施することにした。最も問題となるのは②であった。 
本計画路線は盛土工区で不足土を購入土で賄ってお
り,最初から全て押え盛土を採用することは経済性の点
で不可能な状況にあったため、②については動態観測を
行いながら押え盛土の要否を判断することを提案した。 

小鳥谷バイパス L=4.3km 

軟弱地盤箇所 

H19 2 車線供用(暫定) 
L＝2.6km 

① ②-1 ③ ②-2 
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４．動態観測計画 

動態観測計画の立案は,本工区の施工業者が動態観測
を円滑に実施できるように配慮することが必要であっ
た。更に、施工が遅滞なく進められるように、動態観測
結果は現場で施工者自身が盛土の可否,対策工（押え盛
土）の要否を容易に判断できる観測態勢とその評価基準
の設定を図ることにした。 
 

(1)計器配置計画 
動態観測の計器は後述する管理手法に対応した計器
として、地表面沈下計と地表面変位ぐいとした。 

盛　　土

地表面型沈下計
(天端中央・のり肩に設置)

地表面変位ぐい
(のり尻に設置)

不動ぐい  
図-4.1 動態観測計器設置横断図(概念図) 

 
(2)管理手法 
管理手法は、以下の 2つの手法を提案した。 
①⊿δ/⊿t-t 法 1) 
②S-δ/S 法 1) 

①の管理手法：基準値として,水平変位量 1～2cm/日と
定めることで,施工者が日々の動態観測結果から定量的
に,かつ速やかに盛立ての可否を判断できる方法を提案。 
②の管理手法：盛土工の全施工期間を通じ,経時的に盛
土の安定性を評価できる方法を提案。 

 
 (3)観測態勢 
現場の施工業者が,①の管理手法を適切に運用できる
ように図-4.2 に示す動態観測管理フローを作成するこ
とにした。特に,動態観測管理フローでは現場で対応す
べき内容と発注者との協議で決定すべき内容について
も明確化し,現場で施工の可否を容易かつ速やかに判断
できるように工夫した。 

本体盛土施工

変位量1cm/日未満 変位量1cm/日以上

盛土休止

対策工(押さえ盛土)

動態観測計器設置・初期値観測

スタート
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変位量1cm/日以上
     2cm/日未満 変位量2cm/日以上

協　　議
Ｙes

Ｎo

動態観測

動態観測

S-δ/S法管理図で
破壊基準線qj/qf=0.9
を超えているか

 
図-4.2 動態観測管理フロー 

５．観測結果 

当該計画路線は現在施工中である。図-5.1 は観測結
果の途中経過であり,すべりの兆候は確認されていない。
現在観測を実施しているいずれの箇所においても,これ
と同様に現段階では,すべりの兆候は見られていない。
今後も引き続き観測を行い,地盤の挙動を監視しながら
施工を行う予定である。 

【⊿δ/t～t管理図(栗原法)】
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図-5.1(a) 観測結果図【δ⊿/⊿t-t 法】 

【S～δH/S管理図(松尾･川村法)】
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図-5.1(b) 観測結果図【S-δ/S 法】 

 

６．おわりに 

本ケースでは,軟弱地盤の規模が小さかったため,動
態観測を主体とする施工に切り替えることで手戻りの
なく施工が進み、現在は完成の見通しがつきつつある。
しかし,今回の事例は,軟弱層が比較的薄く,最初に調査
を行った地質業者が｢軟弱地盤｣を過小に評価していた
点と,これに加えて施工業者が軟弱地盤の施工実積が少
なったため,施工時に混乱を招く結果となった。 
今後,弊社を含め建設コンサルタントに求められる役
割は,設計段階のみならず,施工段階へのフォローも希
求されつつある。これに応えるためには,地域の気候,
風土,地形地質特性等に精通し,リアルタイムでサービ
スを提供することが今後ますます重要性を増してくる
のではないだろうか。 
最後に,軟弱地盤解析の結果は,設計・施工を行う上で
の目安に過ぎず,解析上問題のない地盤でも施工時に解
析結果と違った挙動を示す事があり、しばしば問題とな
る。その際は以下の点について確認してみてはどうだろ
うか。 
①ﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨ確保のためのｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ敷設の有無 
②盛土の安定性を高めるための緩速施工適用の有無 
③地盤の挙動を監視するための動態観測実施の有無 
以上の点に留意すれば、小規模な軟弱地盤上の盛土

工の問題は解消されるのではないだろうか。 
以上 
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※青線は観測結果から定量的に現場で判断可能な流れ 
※赤線は発注者等との協議により決定する流れ 


