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本研究で扱う工法は，コンクリート二次製品である可変側溝に対して，その側壁部に専用金具を介してジオセ
ルを取り付けることで土留め機能を付加する新しい併用工法である．コンクリート製品とジオセルを併用するこ
とにより施工性向上とコスト縮減に加えジオセル内に発生土を再利用することで残土処理量を低減することが可
能である．本論文においては，提案する併用工法の確立と普及を目指して，その最適な構造と接合方法に関する
検討を行うために，遠心模型実験とコンクリート製品とジオセルとの接続部強度に関する引張試験を行う．それ
らの試験結果の検討・考察を示すと共に，その基礎的考え方や特徴について報告する．
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1. はじめに

従来より使用されているコンクリート二次製品の一種
である可変側溝は，水路底面を場所打ちすることで水路
勾配を任意に設定することのできる排水構造物の部材で
ある．通常，可変側溝は道路肩に配置されるが，一般に
道路は私有地と隣接しているため境界が同レベルである
場合ばかりではなく，可変側溝の片側壁部が露出する状
態になることも少なくない．こうした状態は可変側溝に
作用する土圧が両側壁において異なることを意味し，水
路構造部の安定性が確保できていないことになる．従来，
このような場合には，図–1(a)に示すような可変側溝の底
部片側に底板を設けたL型断面とし，その上部の土砂の
自重が底板に作用し土圧に対し抵抗することで，可変側
溝の安定性を確保する方法が用いられてきた．このよう
な可変側溝を一般に土留め可変側溝と称している．
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土留め可変側溝は，水路幅及び水路高さごとに10cm単
位で細かく規格が設けられており，それに加えて現場の
状況に応じて底板の長さを変化させることとなるので，
設計や施工が煩雑であるといった課題がある．さらに，
私有地と道路との境界に段差がある箇所とない箇所が交
互に存在するような状況も発生し，このような場合には
設計や施工がより複雑になる．また，構造的に側壁下部
に底板が張り出しているため，道路拡幅工事の施工にお
いては掘削幅が広くなり，条件によっては片側通行ある
いは通行止めを余儀なくされる．
本研究においては，土留め可変側溝に対する上述の課

題を解消し，施工性の向上とコスト縮減を目的とした新
しい工法の開発を目指して，図–1(b)に示すようなジオセ
ル1)を用いて可変側溝に土留め機能付加するコンクリー
ト二次製品とジオシンセティックス材料1), 2)の併用工法を
提案する． 本研究で提案するジオセル土留め可変側溝の

 

写真–1 ジオセルと補助枠
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写真–2 のり面浸食防止工の例

基本的な考え方は，コンクリート製の可変側溝側壁に金
属製専用金具を介してジオセルを取り付け，土圧として
作用しない不動土砂部において定着（摩擦抵抗力）を確
保し構造体の安定化を図ることである．
本論文では，まず，ジオセル工法の一般的な用途や提

案する併用工法の施工方法，適用範囲などを述べる．次
に，専用金具によって接合されるコンクリートとジオセ
ルの接合方法について引張り試験によりその妥当性につ
いて検討する．最後に，ジオセル土留め可変側溝の安定
性とジオセルの最適な配置高さを検討するための遠心模
型実験を行い考察し，現在用いている設計法や基本的な
考え方の妥当性を確認する．

2. ジオセル工法の概要

(1) ジオセルの概要
ジオセルは，土砂を補強することを目的として開発さ

れたジオグリッド材1), 2)を立体的な形状に製造した新し
いジオグリット製品の一種である．原料は一般的なジオ
グリット製品と同じ高密度ポリエチレン（HDPE）が用
いられている．主な特徴としては，耐候性，化学的安定
性，剛性，衝撃強度，低温特性に優れていることが挙げ
られる．本研究において用いたジオセル製品は，米国
ALCOA社製のGeoWebである（写真–1）．製造方法は，
エンボス加工を施した高密度ポリエチレンの板（スト
リップ）を交互に（千鳥）に高周波で圧着する．これを
展開することで高密度ポリエチレンの板が蛇腹状となり，
立体構造を構築することができる．

(2) ジオセル工法の一般的な用途
写真–2はジオセルを用いた一般的な簡易法面侵食防止

工3), 4)の施工事例である．この工法の施工手順は，まず，
写真–1に示すように，ジオセルを展開し保持するための
補助枠をセットした後に斜面に設置する．次に，セル内
に砕石や現地発生土等の充填材を充填し補助枠撤去後に
締め固める．これらの工程を下段から順番に繰り返し作
業することによって構築する．主な特徴として，大型の
重機を必要とせず，なおかつブロック積工に比べ養生を
必要としない為，工期短縮につながること，周辺自然環
境への負荷が少ないこと，現地発生土を利用することに
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図–2 土留め可変側溝の施工の概念

加え土砂を切り崩しながら充填材に用いることでの効率
化などが挙げられる．また，その他の用途としては法面
保護3), 4)，支持力強化5), 6)，河川護岸，路盤補強，水路被
覆，植生舗装等が挙げられ，広い汎用性を有している．
本研究は，このような利点や特徴を持つ立体的なジオシ

ンセティックス材料であるジオセルに着目し，コンクリー
ト二次製品である可変側溝と併用するといった新規の考
え方に基づく新工法の開発・提案を目指すものである．

3. ジオセル土留め可変側溝の概要

ジオセル土留め可変側溝の主な利点として，施工にお
ける掘削幅の軽減が挙げられる．図–2にジオセル土留め
可変側溝の施工の概念図を通常の土留め可変側溝の場合
と比較して示した．同図からわかるように提案工法は通
常の工法と比べ掘削幅を低減できることがわかる．した
がって，施工中に道路の交通の妨げになりにくいと言え
る．また，基礎部分の掘削幅や掘削土量も大幅に削減で
きることに加え，ジオセルは軽量のため施工性も良く，
工期の短縮およびコスト削減に繋がる．
ジオセル土留め可変側溝の施工手順は，まず，掘削後

に側溝直下にあたる部分に基礎となる砕石および基礎コ
ンクリートを施工した後，コンクリート二次製品である
可変側溝を据付る．なお，ジオセル土留め可変側溝に用
いる可変側溝は，ジオセルを取付ることで土留機能を付
加させるため，製造時に可変側溝片側壁の所定の位置に
インサートを配置しておく．次に，水路底面となるイン
バートコンクリートを現場打ちする．以上の手順は一般
的な可変側溝の施工と同様である．その後，偏土圧が大
きく作用しないように配慮してジオセルの取付高さまで
現地発生土を充分に締め固めながら埋め戻す．次に，写
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(a) ジオセルと側溝の接続

 

(b) ジオセルの展開と補助枠の設置

 

(c) 現場発生土の投入

 

(d) 補助枠の取り外し

  

(e) 締め固め後

写真–3 ジオセル土留め可変側溝の施工手順

真–3(a)に示すように溶融亜鉛メッキ処理を施した専用金
具とボルト・平座金を用いてジオセルと可変側溝とを接
続する．ジオセルを広げた形に保持するため，鉄筋で作
成した補助枠等を用いて展開し(写真–3(b)），現地発生土
または砕石をセルに投入する（写真–3(c)）．セルに現地
発生土または砕石を入れることで広げた形が保持できる
状態になったら鉄筋で作成した補助枠を取り外す（写
真–3(d)）．余盛した状態から平坦にして充分に締め固める
(写真–3(e))．その後，可変側溝の天端まで埋め戻し，車道
となる場合は下層路盤から表層まで舗装を行い仕上げる．
本研究においては，コンクリート二次製品の１つであ

る可変側溝を対象としているが，水路構造物であるU形
側溝，桝，暗渠等に加え，現場打ちの側溝においても施
工可能である．さらに，傾いてしまった水路の修復・補
強にも適用できるものと考えることができる．

4. ジオセルと可変側溝の接合部強度試験

本研究で提案する工法はジオセルと可変側溝の併用工
法であり，従来のジオセル工法および可変側溝とは異な
り，2種類の材料による構造部材を接合する必要がある．
このような接合部の接合方法によっては，力学的な弱点
となる可能性がある．したがって，ここではこれらの接
合部における強度を確認することを目的として引張り強
度試験を行う．

(1) 試験方法
引張り強度試験の概略を図–3および写真–4に示す．実

物の材料を１セル用いて，それを金属製専用金具により
両側の載荷板に取り付ける．ジオセル下部は金属板の上
に設置されている．片側の載荷板に毎分36mmの速度で

ジオセル

プレート(6.0mm,4.5mm,3.2mm)
ロードセル

強制変位

載荷板

図–3 接合部引張り強度試験装置の概略

写真–4 接合部引張り強度試験

油圧ジャッキにより強制変位を作用させる．ロードセル
により荷重を測定し，変位と引張り荷重の関係を調べる
と共に，接合部分の状況等を観察した．
本研究で行った実験ケースを整理して表–1に示す．充

填材として砕石を用いた場合と何も入れない場合の2種類，
また，金属製専用金具の厚さを6.0mm，4.5mm，3.2mm

3



表–1 接合部引張り強度試験条件

ケース 充填材 接合金具厚 (mm)
1 6.0
2 なし 4.5
3 3.2
4 6.0
5 砕石 4.5
6 3.2

写真–5 試験後の金属金具

試験前 試験後

写真–6 引張り試験前と後のジオセル

の3種類を準備し，計6ケースの実験を行った．砕石を充填
材として用いる場合には，質量9.16kgの砕石を3層に分け
てセル内に充填し各層20回金属製の棒により突き固めた．

(2) 試験結果とその考察
図–4に接合部引張り強度試験の結果得られた変位と荷

重の関係を示す．同図より，全てのケースにおいて最大
引張り荷重は2.5kN程度であることがわかる．また，最
大荷重時の変位はどのケースにおいても50mm以上であ
るが，地中に設置され拘束された状態のセルにおいては
非現実的な変位である．また，引張り荷重と変位の関係
より，接合金具の厚さを変化させてもほぼ同様の挙動が
確認され，厚さの影響はほとんど無いことが確認された．
ただし，大きな破損ではなかったものの，厚さ3.2mmの
金具を用いたケース3の場合に若干の変形が観察された
（写真–5）．したがって，大きな土圧が作用するような場
合には注意が必要であり，コスト的にはほとんど変わら
ないことから4.5mmあるいは6.0mmの金具を使用する方
が無難である．
また，全てのケースにおいて破壊部分は接合部では無

く，セルに設けられた直径1cmの水抜き用の穴が広がっ
て繋がることにより生じた（写真–6）．したがって，専
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図–4 変位－荷重曲線

用金具を用いて接合したコンクリートとジオセルの接合
部分は，本研究において提案するジオセル土留め可変側
溝の構造において力学的な弱点にはならないことが確認
された．なお，本実験で得られた引張り最大荷重2.5kN
であり，可変側溝の高さは最大でも通常2m程度であり，
セル幅が約30cmなので土中に設置して拘束された状態の
１つ１つのセルが受け持つ主働土圧に対して，セルまた
は接合部が破壊する可能性はほとんど無いと考えられる．

5. 遠心模型実験による併用構造の考察

ここでは，遠心載荷装置を用いた模型実験を行い，本
研究で提案するジオセル土留め可変側溝における土留め
機能向上の傾向について検討する．

(1) 試験方法
まず，図–5に遠心模型実験に用いた模型の概略を示す．

土槽寸法は横幅250mm，高さ200mm，奥行き100mmで
あり，可変側溝の模型寸法は図中に示した通りである．
本実験では，10Gの遠心力を負荷して実験を行い，模型
の10倍のスケールを想定している．したがって，想定し
ている可変側溝の高さは1000mmであり，横幅は450mm
となる．側溝の模型は木製の枠に紙粘土と鉛玉を詰めて
全体の密度がコンクリート製可変側溝と等しくなるよう
に作成した．また，比較のために行ったL型断面のモデ
ル化も同様の方法で行った．
ジオセルは通常のコピー用紙によりモデル化し，セル
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図–5 遠心載荷実験に用いた模型の概略

表–2 遠心模型実験の条件

ケース 補強 セル中心位置 (mm)
（側溝上部より）

1 無し -
2 ジオセル 12.5
3 ジオセル 50.0
4 ジオセル 87.5
5 L型 -

の繋ぎ目は通常のホッチキスで結合した．高密度ポリエ
チレン製のジオセルをコピー用紙とホッチキスでモデル
化することは強度や変形特性の点で必ずしも相似則を満
たしてはいない．しかし，本実験では土圧に対する補強
の効果を定性的に調べることが目的であるので，簡単に
手に入り加工しやすいコピー用紙を用いた．
本実験では，10Gの遠心力を作用させた後，図–5中に

示した矢印の部分に1mm/minの割合で強制変位を与え，
ロードセルを用いて反力を計測した．また，アルミ製の
土槽の片面がアクリルとなっており，CCDカメラにより
内部を撮影することができる．本実験においては，側溝
部分に3点のマーキングをしておき，CCDカメラで撮影
した画像を画像解析することにより側溝の変位を計測し
た．地盤は乾燥したケイ砂5号を用いて，一定の密度に
なるように作成した．
ここで行った実験ケースを整理して表–2に示す．本研

究では，ジオセルを上部，中心，下部の3つの位置に設
置した3ケースに加えて，側溝のみ，L型断面の比較のた
めの2ケースも行った．

(2) 結果と考察
図–6に各ケースの鉛直荷重と鉛直変位の関係を示す．

ケース１の側溝部分のみの場合には最大鉛直荷重が約
1.4kNであるのに対して，ジオセルを接合した併用工法
のケースであるケース2～4の場合には約2.0～2.3kN程度
となった．本研究で行った実験条件においては，ジオセ
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図–6 鉛直変位と鉛直荷重の関係
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図–7 鉛直荷重と側溝の水平変位（ケース2）
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図–8 鉛直変位と側溝の水平変位

ルと可変側溝を併用することで，1.5倍程度の最大鉛直荷
重が得られることがわかる．また，セルの設置位置は上
段に設置したケース2の場合が最も最大荷重が高くなり，
セルの設置位置が高いほど最大荷重が高くなっている．比
較のために行ったL型断面は，ほとんど補強の効果は見ら
れず，側溝のみの場合とほぼ同様の最大荷重が得られてお
り，今回の遠心模型実験においては，ジオセルによる補
強の方が最大荷重に対して非常に効果が大きいことがわ
かった．これは模型や地盤作成時の精度が悪いためとも考
えられるが，今後より多くの条件による詳細な実験を行
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い確認する必要がある．また，同程度の鉛直荷重作用時
の変位を比較すると鉛直変位はL型断面の場合が最も抑
制されていて，ジオセルを設置した各ケースはこれと側
溝のみの場合のほぼ中間程度になっていることがわかる．
次に，ケース2の場合の鉛直荷重と側溝にマーキングし

た点を画像解析して求めた側溝の水平変位の関係を図–7に
示す．なお，側溝の模型を木材と紙粘土を用いて高い剛性
となるように作成したこともあり，鉛直変位はほとんど
生じていなかった．マーカーは上・中・下と3カ所に付
しているが，同図より，3点ともほぼ同様の動きを示して
おり，側溝が水平に剛体運動していることが確認された．
その他のケースにおいても同様の結果が得られている．
土留め可変側溝は完全に崩壊しない場合においても，

水平変位が生じることでその機能を失う．したがって，
ここでは水平変位の抑制の観点からジオセルによる補強
の効果について考察する．側溝が剛体運動を示している
ことから，各ケースの中段に付したマーカーにより計測
した側溝の水平変位と載荷板の鉛直変位の関係を図–8に
比較する．なお，変位制御により実験を行っていること
から縦軸には載荷板の鉛直変位を用いている．同図より，
鉛直変位はジオセルを中段，下段に配置したケース3，4が
最も側溝の水平変位を抑制していることがわかる．また，
最大鉛直荷重を得ることのできたケース2とL型断面をモ
デル化したケース5においては，側溝の水平変位はケース1
の場合と比較してほとんど抑制できていないことがわかる．
以上より，本研究で行った実験条件において最大鉛直

荷重と側溝の水平変位に関する補強の効果を総合的に判
断すると，中段にジオセルを配置したジオセル土留め可
変側溝が最も機能を強化できるものと考えられる．これ
はすべり面を通る部分に配置されるためと考えられ，現
在，ジオセル土留め可変側溝の設計の基本的考え方と合
致している．

6. まとめ

本研究は，ジオセルにより可変側溝に土留め機能を付
加する新しい併用工法を提案するものであり，その基本

FUNDAMENTAL STUDY ON VARIABLE SLOPE CONCRETE GUTTER
REINFORCED BY GEO-CELL

Masanobu HORIE, Hideharu OMORI, Kenji KANEKO, Takashi HIROSE,
Eiji ADACHI and Koji KUMAGAI

In this paper, we discuss the new construction method to use geo-cell together with a variable slope gutter. We
connect the geo-cells with the variable gutter, which is one of the precast concrete product, by special metal fittings
to expect the improvement of resistance for soil pressures. By using the method, we can anticipate many advantages
for natural environments and construction than other conventional methods. To establish and popularize the proposed
method, we perform centrifugal model tests for the optimum arrangement of geo-cell and tensile tests for joint strength
of the gutter and the geo-cell. We show these test results and report the construction examples of the proposed method.

的な考え方や利点，接合部の引張り強度試験，併用構造
の補強効果の考察のための遠心模型実験について述べた．
その結果，ジオセルの配置位置による効果の違い，接合
部の強度や金属金具の厚さ等について確認することがで
きた．したがって，現状の設計の考え方の妥当性と構造
上弱点となり得る部分の耐力を把握することができ，非
常に重要な知見を得たと考えている．ただし，今後，提
案工法をより信頼性の高い工法として確立し種々の擁壁
構造へ拡張していくためには，より精密かつ詳細な実験
を継続的に行う必要があると考えられる．
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