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(57)【要約】
【課題】低改良率の地盤改良により盛土支持地盤を有効
に補強して充分な側方流動防止効果を得る。
【解決手段】盛土１の少なくとも周縁部を支持する地盤
改良体３を盛土支持地盤２中に築造するとともに、地盤
改良体の上部に引張耐力を有する芯材６を一体に固着し
て該地盤改良体の上部における曲げ耐力を増強せしめる
。地盤改良体が盛土の幅方向に沿う壁状である場合には
その幅方向内側の上部に芯材を固着する。盛土の両側に
それぞれ地盤改良体を設けて双方を引張材により連結す
る場合には、双方の地盤改良体の幅方向外側の上部にそ
れぞれ芯材を固着してそれら芯材の上部に引張材を連結
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軟弱な盛土支持地盤上に盛土を造成する際の盛土支持地盤の補強構造であって、
　盛土の少なくとも周縁部を支持する地盤改良体を盛土支持地盤中に築造するとともに、
　該地盤改良体の上部に引張耐力を有する芯材を一体に固着して該地盤改良体の上部にお
ける曲げ耐力を増強せしめてなることを特徴とする盛土支持地盤の補強構造。
【請求項２】
　請求項１記載の盛土支持地盤の補強構造であって
　盛土の周縁部を支持する地盤改良体を盛土の幅方向に沿う壁状に築造し、該地盤改良体
の幅方向内側の上部に芯材を固着してなることを特徴とする盛土支持地盤の補強構造。
【請求項３】
　請求項１記載の盛土支持地盤の補強構造であって
　盛土の周縁部を支持する地盤改良体を盛土の幅方向両側においてそれぞれ盛土の幅方向
に沿う壁状に築造し、
　それら地盤改良体の幅方向外側の上部にそれぞれ芯材を固着するとともに、双方の芯材
の上部どうしを引張材により連結してなることを特徴とする盛土支持地盤の補強構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、軟弱な盛土支持地盤上に盛土を造成する際の、盛土支持地盤の安定化や側方
流動の防止等のための補強構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように地盤改良は軟弱地盤を補強し液状化を防止するための手法として一般的で
あり、たとえば特許文献１には、既設構造物の基礎の外周に沿って地盤改良による固化体
ブロックを形成し、その固化体ブロックに鋼管矢板を打設するという構造物基礎地盤の液
状化防止構造が開示されている。また、特許文献２には、地盤改良により形成するソイル
セメント柱内にそれよりも圧縮強度が高いコンクリート柱体を芯材として埋設するという
地盤改良体および地盤改良工法が開示されている。
【０００３】
　また、軟弱地盤上に盛土を造成するに際して軟弱な原地盤を地盤改良により補強するこ
とも広く行われており、その一事例を図３に示す。
　これは、道路や鉄道あるいは堰堤のような所定幅で一方向に長い形態の盛土１を軟弱な
盛土支持地盤２（原地盤）上に造成する場合の適用例であって、深層混合処理工法等によ
る地盤改良体３を盛土１の両側の法面の下部において安定な支持層４に達するように築造
し、それら地盤改良体３によって盛土１による上載荷重を支持するとともに盛土支持地盤
２に生じる側方流動に対して抵抗するというものである。
【特許文献１】特開２００５－２００８７０号公報
【特許文献２】特開２００３－５５９５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に示される液状化防止構造は地上タンク等の構造物の基礎に適用してその支
持地盤を補強するための手法としては好適であると思われ、また特許文献２に示される地
盤改良体は地盤改良杭の支持力を増強するための手法としては好適と思われるが、これら
を軟弱な盛土支持地盤を対象とする補強手法として適用することは、大がかりな施工を必
要とするし工費がかさむものであるので必ずしも好適に採用できるものではない。
【０００５】
　その点では図３に示すような地盤改良体３による軟弱地盤に対する補強手法は有利であ
ると考えられるが、これにも次のような問題を残している。
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　すなわち、盛土支持地盤２に側方流動等による水平変位が生じる場合には、図３（ａ）
に示すように深部よりも地表部で大きな地盤変位が生じ、したがって地盤改良体３の上部
には側方流動圧による大きな曲げ荷重が作用して外側への曲げ変形が生じることが想定さ
れる。この場合、地盤改良体３は圧縮力に対しては充分な耐力を有するものの引張力に対
しては充分な耐力はないことから、上記のような曲げ変形が生じた場合には引張側となる
上部内側に比較的容易にひび割れが生じてしまい、側方流動圧に対する充分な抵抗力を発
揮できないことが懸念される。
　そのため、従来においては地盤改良体３に過大な引張応力が生じないようにその幅寸法
（側方流動を受ける方向の幅寸法）を充分に大きくする必要があり、通常は図示している
ように地盤改良体３の幅Ｗを長さＬに対して５０～７０％程度にもする必要があるとされ
ている。
　このように、従来においては地盤改良体３による補強効果を充分に確保するためには幅
の広い地盤改良体３を多数築造する必要があり、したがって盛土支持地盤２に対する改良
率を充分に高くせざるを得ず、必然的にコスト削減や工期短縮にも自ずと限界があった。
【０００６】
　上記事情に鑑み、本発明は盛土支持地盤を地盤改良体により補強する場合において、低
改良率であっても充分な補強効果が得られて工費削減と工期短縮を充分に図ることのでき
る有効適切な補強構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は軟弱な盛土支持地盤上に盛土を造成する際の盛土支持地盤の補強構造であって
、盛土の少なくとも周縁部を支持する地盤改良体を盛土支持地盤中に築造するとともに、
該地盤改良体の上部に引張耐力を有する芯材を一体に固着して該地盤改良体の上部におけ
る曲げ耐力を増強せしめてなることを特徴とする。
【０００８】
　本発明においては、盛土の周縁部を支持する地盤改良体を盛土の幅方向に沿う壁状に築
造し、該地盤改良体の幅方向内側の上部に芯材を固着すると良い。
　あるいは、盛土の周縁部を支持する地盤改良体を盛土の幅方向両側においてそれぞれ盛
土の幅方向に沿う壁状に築造し、それら地盤改良体の幅方向外側の上部にそれぞれ芯材を
固着するとともに、双方の芯材の上部どうしを引張材により連結することが考えられる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、地盤改良体の上部に芯材を一体に固着することによって地盤改良体の
上部における曲げ耐力を増強でき、したがって地盤改良体に側方流動圧が作用してもその
上部に大きな変位や曲げ変形が生じることを有効に回避でき、地盤改良体が倒れ込んだり
その上部にひび割れが生じるといった事態を有効に回避することができ、その結果、改良
率をさほど大きくせずとも優れた側方流動防止効果が得られ工費削減と工期短縮に大きく
寄与し得る。
【００１０】
　特に、地盤改良体を盛土の幅方向に沿う壁状とする場合には、上部が外側に曲げ変形す
るので内側が引張側となり、したがって上部内側に芯材を設けることにより引張耐力を効
果的に増強することができる。
　また、盛土の両側にそれぞれ壁状の地盤改良体を設ける場合には、双方の地盤改良体に
設けた芯材どうしを引張材により連結することによってその全体で優れた増強効果が得ら
れるし、この場合には地盤改良体の上部の外側への曲げ変形が引張材により拘束されるこ
とにより外側が引張側となり、したがって上部外側に芯材を設けることにより引張耐力を
効果的に増強することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の第１実施形態を図１に示す。本実施形態は図３に示した従来の補強構造と同様
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に、軟弱な盛土支持地盤（原地盤）２上に道路や鉄道あるいは堰堤のような所定幅で一方
向に長い盛土１を造成する場合の適用例であって、盛土１の両側の対向する法面の下部（
周縁部）に深層混合処理工法等による地盤改良体３を安定な支持層４に達するように築造
し、その地盤改良体３によって盛土１による上載荷重を支持するとともに盛土支持地盤２
に生じる側方流動等の水平変位に抵抗することを基本とするものであるが、特に本実施形
態では地盤改良体３の頭部を含む上部に曲げ補強用の芯材６を一体に固着したことを主眼
としている。
【００１２】
　図示例の地盤改良体３は、円形断面の３本の地盤改良杭を相互にラップさせて一体化す
ることにより、盛土１の幅方向（横断方向：想定される側方流動等の水平変位方向である
）に沿う壁状の形態で築造されたものである。
　その地盤改良体３を形成している３本の地盤改良杭のうち最も内側に位置しているもの
の頭部を含む上部には、Ｈ形鋼あるいは鋼管等の鋼材からなる短尺の剛性のある芯材６、
もしくは定着突起を設けたワイヤー等の可撓性の芯材６が挿入されて一体に固着されてい
る。なお、この芯材６は引張耐力を有するものであれば鋼材に限らない。
　芯材６は地盤改良体３の上部が外側に曲げ変形することによるひび割れの発生を防止す
るためのもので、曲げ変形した際に引張側となる上部内側に設けられているとともに、そ
の芯材６の長さや強度はそこに生じると想定される引張応力がひび割れの生じる限界であ
る許容応力の範囲となるように設定されており、これにより地盤改良体３の引張耐力は効
果的に増強されたものとなっている。例えば、地盤改良体３の特性を表すための特性値β
を算定し、地盤改良体３の頭部から下方に１／β～１．５／βの範囲に入れることも考え
られる。
　なお、地盤改良体３に対する芯材６の一体化強度を確保するために、芯材６にたとえば
スタッドや突起等の適宜の定着力増強手段を設けておいても良い。
　また、本実施形態では、両側の地盤改良体３に加えて、それらの間に複数（図示例では
３本）の他の地盤改良杭７を間隔をおいて築造しているが、これら地盤改良杭７は必ずし
も設けることはなく盛土１全体の幅が小さいような場合には省略しても差し支えない。
【００１３】
　本第１実施形態の補強構造によれば、軟弱な盛土支持地盤２に側方流動が生じた場合に
はその側方流動圧が地盤改良体３の特に上部に作用して地盤改良体３の上部は外側に曲げ
変形しようとするのであるが、地盤改良体３の頭部を含む上部には曲げ補強材としての芯
材６を差し込んで一体に固着していることから、その芯材６によって地盤改良体３の曲げ
変形が拘束され、したがって地盤改良体３の幅Ｗをさほど大きくせずとも、また地盤改良
体３自体の強度をさほど大きくせずとも優れた側方流動等の水平変位防止効果が得られ、
図３に示した従来例のような単なる地盤改良による場合に比べて改良率を充分に削減する
ことが可能であり、工費削減と工期短縮に大きく寄与し得る。
【００１４】
　図２は第２実施形態を示すものである。これは、第１実施形態と同様に地盤改良体３の
頭部を含む上部に芯材６を固着して引張耐力を増強するものであるが、芯材６を対向する
盛土周縁部の両側に位置する地盤改良体３の頭部を含む上部で外側に設置するとともに、
それら芯材６の頭部を盛土１内にやや突出させて盛土１と盛土支持地盤２との層境付近で
かつ芯材６の上部に引張材５を連結することにより、双方の芯材６どうしを引張材５によ
り連結したものである。
【００１５】
　引張材５としては所望の引張強度を有する素材からなる棒材や線材、たとえば小断面の
鉄骨材や鋼材、鉄筋やＰＣ鋼線、あるいは高強度繊維によるジオテキスタイルやロープ等
、が好適に採用可能であり、必要に応じて耐久性確保のための防錆等の処理を施せば良い
。
　その引張材５は両端部がそれぞれ上記の芯材６を介して両側の地盤改良体３の頭部を含
む上部に強固に定着されることにより両側の地盤改良体３の上部相互間に架設され、した
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がってこの引張材５がタイロッドと同様に機能して両側の地盤改良体３どうしが構造的に
連結されてそれらの全体でいわば門形のフレームが構成されたものとなっている。
　また、引張材５の中間部は、両側の地盤改良体３の間に設けられた地盤改良杭７の頭部
によって下方から支持されており、これにより引張材５の中間部が下方に大きく撓んでし
まったり、引張材５自体が盛土支持地盤２中に沈下してしまうことが防止されるようにな
っている。
【００１６】
　なお、必要であれば破線で示しているように一部あるいは全ての地盤改良杭７の頭部を
含む上部にも芯材６を固着して、引張材５の中間部もその芯材６を介して地盤改良杭７に
対して連結しても良い。
　それから、例えば盛土１の幅が広い場合は、上記の盛土１の両側の対向する地盤改良体
３の上部どうしを引張材５で盛土１の幅方向に沿って連結するのではなく、それらの中間
部に位置する芯材６が配された他の地盤改良体７と一方の周縁部に位置する芯材６が配さ
れた地盤改良体３との上部どうしを引張材５で盛土１の幅方向に沿って連結するものであ
っても良い。
　また、引張材５は盛土１と盛土支持地盤２の層境付近に配設すれば良く、その限りにお
いては引張材５を盛土１内の底層部に配設しても良いし、あるいは盛土支持地盤２内の表
層部に配設しても良く、その場合には芯材６の上部を盛土１内に突出させる必要はない。
【００１７】
　本第２実施形態の補強構造においては、第１実施形態と同様に地盤改良体３の上部にお
ける引張耐力が芯材６により増強されることに加え、両側の地盤改良体３どうしを引張材
５により連結していることから、双方の地盤改良体３はそれぞれ引張材５によって後方側
から支持され、かつ双方の地盤改良体３に作用する側方流動圧は引張材５を介して逆側の
地盤改良体３にも伝達され、したがってそれらの全体で地盤改良体３の変位や曲げ変形を
確実に拘束することができる。
　この場合、地盤改良体３の上部は外側への変位が引張材５により拘束されることから内
側が圧縮側となって外側が引張側となるので、図示例のように第１実施形態とは逆に芯材
６を外側に設置することにより引張耐力を効果的に増強できるものとなっている。
【００１８】
　以上で本発明の実施形態を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものでは勿
論なく、地盤改良体３の引張耐力を増強するべくその上部の引張側となる範囲に鋼材から
なる芯材６を挿入して一体に固着するという本発明の要旨を逸脱しない範囲であれば、そ
の他の構成は任意であって様々な設計的変形や応用が可能であることはいうまでもない。
　この他、第１実施形態、第２実施形態の双方において、地盤改良体３の間に間隙８が空
けられているが、この間隙８の大きさについては、この間隙８から盛土支持地盤２内の土
砂が盛土支持地盤２外に向け出さないように設定する必要がある。具体的には、軟弱地盤
の粘着力や側方流動圧等を基に設定される。
　なお、上記実施形態のように、盛土１の周縁部に位置する地盤改良体３は盛土１の幅方
向に沿うような壁状に築造することが好ましいが、要は地盤改良体３の上部における曲げ
耐力を芯材６とともに可及的に増強すれば良いのであって、その限りにおいて地盤改良体
３は必ずしも壁状に築造することはない。また、壁状に築造する場合であっても、必ずし
も盛土の幅方向に平行ないし沿うように設けることなく、例えば幅方向に対して斜めに築
造したり、さらには長さ方向に沿うように築造しても勿論良い。
　また、これらの実施形態において、盛土支持地盤２の上に直接盛土１が載荷される形態
の他に、擁壁や補強壁等の基礎版や補強シート等を介して盛土１が載荷される形態であっ
ても良く、その場合にはそれら基礎版や補強シート等と盛土支持地盤２との間に引張材５
を配設すれば良い。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の盛土支持地盤の補強構造の第１実施形態を示す図である。
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【図２】同、第２実施形態を示す図である。
【図３】従来の盛土支持地盤の補強構造の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００２０】
　１　盛土
　２　盛土支持地盤（軟弱地盤）
　３　地盤改良体
　４　支持層
　５　引張材
　６　芯材（鋼材）
　７　地盤改良杭（地盤改良体）
　８　間隙

【図１】 【図２】
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