
ジオセル補強地盤の支持力特性
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近年，ジオセルを用いた地盤の補強工法が日本国内においても実用化されつつある．この工法は環境や景観に
配慮した工法として，河床や護岸，切り土斜面の保護，軟弱地盤の支持力向上などの地盤構造物の施工に取り入
れられている．本研究においては，ジオセルの支持力補強の効果について検討するため，簡易支持力測定器を用
いて実地盤において支持力試験を行った．また，その補強効果を比較するために，ジオグリッドや砕石などを用
いた各手法についても同様の実験を行い検討した．また，室内での模型実験を行って支持力補強メカニズムにつ
いて検討した結果についても併せて報告する．
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1. はじめに

近年，ジオセル1)を用いた補強工法が開発され，日本
国内においても施工実績が増加しつつある．セルの中に
充填材料として現地発生土も用いることができ，建設発
生土の有効利用や緑化といった観点から環境に優しい地
盤補強手法である．ジオセルを用いた地盤の補強手法は，
河床や護岸の保護，軟弱地盤の支持力向上，切土斜面の
保護などの種々の地盤構造物に取り入れられている．

ジオセルとは写真–1に示すような土砂を補強するこ
とを目的として立体的に加工・製造されたものであり，
原料はジオグリット製品と同様で高密度ポリエチレン
（HDPE）が用いられている．特徴としては化学的安定
性・剛性・衝撃強度・低温特性に優れており，形状も比

写真–1 高密度ポリエチレン樹脂製のセル（ジオセル）
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較的自由に変更できるため自由度が高く，さまざまの用
途に利用することができる材料である．ジオセル工法は，
このような連続的・周期的な高密度ポリエチレン樹脂製
のハニカム状セル内に充填材を充填する事で強度を発揮
する構造体である．また，発生土を充填材として有効に
利用することができれば，経済性や環境負荷低減に対し
非常に有効である．
これまで，ジオセル工法に関して，斜面補強に関する

研究2), 3)や充填材の性質がセル構造体に与える影響4)等に
関する研究が行われている．しかしながら，ジオセルを
用いて補強された地盤の支持力特性に関しては，円形
フーチング直下の地盤の補強効果等の限定された条件に
対する研究が主に行われている5)–7)．
本研究では，ジオセルを用いた地盤支持力補強工を対

象とし，ジオセルの支持力補強の効果について基礎的な
検討を行う．まず，室内模型実験によって支持力特性を
把握し，種々の条件下での補強効果について検討した．
また，砂地盤内部の変形挙動をPIV画像解析8)により計測
し，補強メカニズムについて考察した．さらに，他の支
持力補強工法との比較を行うために，実スケールにおい
て簡易支持力測定器を用いた支持力試験を行った．

2. 室内模型実験

(1) 実験の概要
a) モデル地盤と実験装置
モデル地盤は，ケイ砂および八戸ロームを用いてそれ

ぞれ作成した．表–1に実験に使用したケイ砂および八戸
ロームの基本的特性を示す．
本研究で用いた土槽および装置の概略を図–1に示す．

土槽の大きさは横100cm，奥行き20cm，高さ60cmであ
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表–1 実験に使用した地盤材料の基本的特性

ケイ砂 八戸ローム
土粒子の密度 (g/cm3) 2.703 2.657

液性限界 wl (%) - 62.5

塑性限界 wp (%) - 38.7

塑性指数 Ip - 23.8

礫分含有率 (%) 0 0

砂分含有率 (%) 98 16

シルト分含有率 (%) 2 28

粘土分含有率 (%) 0 56

最小密度 (g/cm3) 1.334 -

最大密度 (g/cm3) 1.639 -

図–1 室内試験に用いた土槽および装置の概略

る．実験は，充填材となる地盤材料を土槽の下から40cm
のところまで投入し，上部中心付近に1分間に1.6mmの
強制変位を与えることで載荷を行った．変位を与える部
分にはロードセルが取り付けられており，反力を計測
した．また，ロードセルとモデル地盤との境界に，横
15cm，奥行き20cm，厚さ1cmの載荷板を設置している．
ジオセルは強度，寸法ともに1/5を想定し，強度約1/5の
セルロイド製のシートを加工しモデル化した．モデル化
したセル模型の大きさは，横56cm，高さ3cm,奥行き3
列である．ただし，ここでの実験の目的は，ジオセルに
よる地盤支持力の補強についての定性的な傾向や効果を
把握することであるので，材料の力学特性に関しては厳
密には相似則を満たしていない．実験に用いたジオセル
模型を写真–2に示す．PIV画像解析8)を行うために，土
槽全面はアクリル製とし解像度600dpiのデジタルカメラ
で1分間に1枚の割合で画像を取得した．
b) 実験ケース
本研究で行った実験のケースを表–2に示す．ケース1

～5はモデル地盤にケイ砂を用いて，セルがない場合，セ
ルを上下方向に1段～3段設置した場合を想定している．
また，ケース6～9ではモデル地盤を含水比60%のローム
により作成し，セルを1段～3段，それぞれ設置している．
ケース10～12は，セルの補強の程度を相対的に比較する
ために荷重下のロームを砕石で置換した場合を想定して

写真–2 セルロイド製のジオセル模型

表–2 支持力試験条件
ケースNo. 模型地盤 補強方法 密度 含水比

(g/cm3) (%)

ケース1 ケイ砂 なし（緩詰） 1.33 -
ケース2 ケイ砂 なし（密詰） 1.52 -
ケース3 ケイ砂 セル1段 1.37 -
ケース4 ケイ砂 セル2段 1.37 -
ケース5 ケイ砂 セル3段 1.37 -

ケース6 ローム なし - 60
ケース7 ローム セル1段 - 60
ケース8 ローム セル2段 - 60
ケース9 ローム セル3段 - 60

ケース10 ローム 砕石（5cm） - 60
ケース11 ローム 砕石（10cm） - 60
ケース12 ローム 砕石（15cm） - 60

ケース13 ローム なし - 40
ケース14 ローム セル1段 - 40
ケース15 ローム セル2段 - 40
ケース16 ローム セル3段 - 40

ケース17 ローム 砕石（5cm） - 40
ケース18 ローム 砕石（10cm） - 40
ケース19 ローム 砕石（15cm） - 40

いる．ケース13～19はケース6～12と同様であるが，モ
デル地盤の含水比を40%とした場合である．
周辺地盤は，各材料で同一の密度となるように作成し

た．なお，ケイ砂を用いたケース3～5では，セル自体の
補強の効果を調べるために，締め固めない状態で周辺地
盤を作成した．セル設置部分を矢板で囲んだ状態で周辺
地盤を作成し，その後セルを1段ずつ設置し充填材を詰め
る事とした．セル内の充填材は各ケースで同一の密度な
なるように棒で突き固めた．

(2) 砂地盤の支持力試験結果
a) 極限支持力と沈下量
まず，地盤をケイ砂を用いてモデル化したケース1～5

の実験により得られた荷重と沈下量の関係を図–2に示す．
各ケースで最大荷重は，ケース1が1.431kN，ケース2
が1.558kN，ケース3が1.499kN，ケース4が1.774kN，
ケース5が1.872kNとなった．セルを配置したケース3～
5の場合には最大荷重が補強無しのケース1の場合と比べ
大きくなっており，ジオセルの補強効果が確認できる．
また，セルを2段以上配置した場合には締め固めを行っ

2



0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 10 20 30 40 50

ケース1
ケース2
ケース3
ケース4
ケース5

.

荷
重
（
kN
）

変位量（mm）

図–2 荷重と沈下量の関係（ケース1～5）
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図–3 ジオセルの段数と極限支持力および沈下量の関係（砂地盤）

たケース2よりも最大荷重が大きくなり，セル3段を設置
した場合が最も高い支持力が得られる．
次に，図–3はセルの段数と極限支持力および荷重980N

時の沈下量の関係を示している．同図から，セルの段数
を増やすにつれて極限支持力が高くなると同時に沈下量
を抑制することがわかる．特に，セルの段数を2段以上
にすると極限支持力が1.3倍以上大きくなり，沈下量は
0.5倍以下に抑制されるといえて，ジオセルにより地盤を
補強することで特に沈下量の抑制に非常に効果があるこ
とがわかった．
b) 地盤内部の変形
本研究においては，支持力試験中の地盤内部の砂の運動

を観察するために，試験中に取得した画像を用いてPIV
画像解析を行った．PIV画像解析は，流体の運動を計測・
可視化するための一般的手法であり，2枚の画像の輝度分
布を比較することで画像間の任意の点の運動を計測する
手法である．ケース1（緩詰め）とケース4（ジオセル2
段で補強）における沈下量14.4mm～19.2mmの間のモデ
ル地盤内部のPIV画像解析結果を図–4に示す．図中には
各点の速度ベクトル分布を示しており，速度が大きい点
ほど長い線分で表している．図–4よりケース１の速度ベ
クトル分布は，載荷板直下において真下への運動が卓越
している様子がわかる．これに対してケース４の速度ベ
クトル分布は，載荷板直下においても横方向への運動が
現れている．また，全体的に速度の大きさがケース1の
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図–4 PIV解析結果（沈下量14.4mm～19.2mm）

場合と比較して均一なことがわかる．ジオセルにより補
強することで，荷重が広い範囲に分配されて，特に沈下
量の抑制には非常に効果が現れたものと考えられる．

(3) ローム地盤の支持力試験結果
a) 含水比60%の場合
含水比60%に調整したロームでモデル化した地盤を用

いたケース6～12の支持力試験により得られた荷重と沈
下量の関係を図–5に示す．ジオセルを配置したケース7
～9の場合には最大荷重が無補強のケース6の場合と比べ
大きくなっており，補強の効果があることがわかる．ま
た，砕石C-40によりジオセルを設置した部分と同様の部
分を置換した場合には砕石に置換した深さが大きいほど
補強効果が高い．
図–6はセルの段数および砕石置換深さと極限支持力お

よび荷重490N時の沈下量の関係を示している．図–6よ
り，ジオセルによる補強により，ほぼ同程度の範囲を砕
石で置換した場合と同様の極限支持力と沈下量に対する
補強効果が得られることがわかる．また，セルの段数を2
段以上にすると極限支持力が1.6倍以上高くなり，沈下量
も0.5倍程度以下になるといえる．
b) 含水比40%の場合
含水比40%に調整したロームでモデル化した地盤を用

いたケース13～19の支持力試験結果により得られた結果
を図–7に示す．上記の場合と同様に，セルを配置した
ケース14～16の場合には最大荷重がセルなしケース13の
場合と比べ大きくなっており，砕石で置換した場合には
置換深さが大きいほど補強効果が高いことが確認される．
図–8はセルの段数および砕石置換深さと極限支持力およ
び荷重980N時の沈下量の関係を示している．含水比
60%の場合と同様に，ジオセルの補強効果は，同じ範囲

3



0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 20 40 60 80 100 120 140

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 20 40 60 80 100 120 140

図–5 荷重と沈下量の関係（粘土，含水比60%）
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図–6 補強の違いによる極限支持力と沈下量（粘土：含水比60％）

を砕石で置換した場合とほぼ同様であるといえる．セル
の段数を2段以上にすると極限支持力が1.3倍以上大きく
なり，沈下量も0.5倍以下になる．
以上の３種類のモデル地盤における補強効果を比較す

ると，ジオセルの補強効果は原地盤が弱いほど原地盤に
対する極限支持力が増加し補強効果が高いことがわかる．
また，沈下量の抑制効果については，ジオセルを２段設置
した場合には原地盤の種類にかかわらずほぼ同様の効果
である．しかし，砂地盤の場合にはセルの段数に対して
線形的に沈下量が減少していくが，粘性土地盤の場合に
はセルの段数が増加しても若干しか沈下量が減少しない．
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図–7 荷重と沈下量の関係（粘土，含水比40%）
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図–8 補強の違いによる極限支持力と沈下量（粘土，含水比40％）

3. 現場簡易支持力試験

(1) 補強効果比較のための現場簡易支持力試験
まず，ジオセルによる支持力補強効果を他の工法と相対

的に比較するために，一連の実験を行った9)．実験条件
は図–9に示すように，(a)ジオセルを深さ方向に2段設置
した場合，(b)ジオグリッドを1枚敷いた場合，(c)ジオセ
ルとジオグリッドを併用した場合，(d)発生土を埋め戻し
た場合，(e)砕石で置換した場合の5ケースとした．なお，
実験を行った場所の地盤は粘性土地盤である．地盤の掘削
寸法を縦800mm，横1200mm．深さ350mmとし，砕石置
換以外の場合には発生土を埋め戻して同条件で転圧した．
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図–9 補強効果比較のための実験条件の概略

また，(a)～(c)の場合には50mmの覆土をしている．この
ようにして作成したそれぞれの地盤に対して，写真–3に
示すようなキャスポルと呼ばれる簡易支持力測定器10)を
用いて地盤反力係数を測定した．この測定器は，加速度
計を内蔵した4.5kgランマーを45cmの高さから自由落下
させその衝撃加速度の最大値をインパクト値（Ia）とし，
これを用いて次式により地盤反力係数K30を計算する．

K30 = −37.58 + 8.554Ia (1)

一般的な反力を必要とする原位置支持力試験と比較して，
操作性や機能性に優れているため比較的簡単に支持力試
験を行うことができる．なお，本研究においては1ケー
スにつき3カ所で支持力を測定した．
簡易支持力試験の結果を表–3に示す．ジオグリッドと

ジオセルを併用した場合が最も地盤反力係数が大きく，

写真–3 簡易支持力測定器

表–3 補強効果比較のための簡易支持力試験結果
実験条件 K30 K30 K30 平均値

ジオセル補強 23.3 26.3 24.2 24.6

ジオグリッド補強 18.3 17.8 16.1 17.4

ジオセルとジオグリッドの併用 36.8 35.3 31.4 34.5

発生土埋戻し 14.5 15.3 18.3 16.0

砕石置換 23.7 20.7 32.2 25.5
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図–10 充填材比較のための実験条件の概略

発生土を埋め戻した場合の約2倍程度の値が得られた．ジ
オグリッドを一枚だけ敷設した場合にはほとんど効果が
得られないが，ジオセルと併用することで効果が挙がる
ことが確認された．また，ジオセルで補強した場合は，
発生土を埋め戻した場合と比較して約1.5倍の値となって
いる．さらに，室内試験の結果と同様に，ほぼ同じ範囲
を砕石で置換した場合と同程度の補強効果が得られてい
ることがわかる．
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表–4 現場簡易支持力試験結果

実験条件 K30 K30 K30 平均値　
現場充填地盤 63.1 72.0 58.8 64.6

ジオセル補強
（発生土） 75.4 74.7 69.1 73.1

ジオセル補強
（砕石） 97.3 96.5 82.3 92.0

(2) 充填材比較のための現場簡易支持力試験
次に，充填材の違いによる補強効果を確認するための

同様の簡易支持力試験を行った．ここでは，ジオセルは
深さ方向に一段とし，発生土と砕石を充填材として用い
た場合について比較した．比較のために発生土を埋め戻
しただけの場合も実験を行った．実験の概略を図–10に
示す．掘削した穴の寸法は縦800mm，横1200mm．高さ
160mmである．また，覆土の影響を排除するために，ジ
オセルで補強した地盤表面に約5mmの不織布を敷いて，
その上から支持力を測定することとした．
充填材の影響を調べるための現場支持力試験の結果を

表–4に示す．発生土を埋め戻した場合と比べて，ジオセ
ルの充填材として発生土を使用した場合には約1.1倍，砕
石を充填材として使用した場合には約1.4倍の値が得られ
た．このことから，砕石を充填材として使用することで
かなりの支持力向上が期待できることがわかる．

4. おわりに

本研究では，ジオセル補強土による支持力補強効果に
ついて検討するため，室内模型実験および実地盤におけ
る簡易支持力試験を行い検討した．室内支持力試験では
セルの段数を増やすにつれて極限支持力が高くなると同
時に沈下量を抑制することなどが明らかになった．また
現場簡易支持力試験では，ジオセルやジオグリッド等を
用いたいくつかの方法により地盤を補強することで相対
的な支持力補強効果を確認した．また，ジオセルの充填
材の違いが支持力に与える影響について検討した．ジオ
セル補強土による支持力補強については種々の条件が考

BEARING CAPACITY OF GEOCELL-REINFORCED SOILS

Takaaki AJIKI, Michiaki OKUYAMA, Kazuki YAZAWA, Kenji KANEKO,
Masanobu HORIE and Koji KUMAGAI

This paper reports the results from a series of laboratory model tests and in-situ tests carried out to investigate the
performance of the geocell reinforcement for bearing capacity of soils. At first, we carried out the middle-size model
tests for sands to examine the tendency of supporting performance and supporting mechanisms. The bearing capacity,
the vertical displacement under footing and the distribution of the local deformation are measured. Next, we carry out
the in-situ simple bearing capacity tests to investigate the effect of geocell reinforcement for loam clay.

えられ，今後さらに検討していくつもりである．また，
ジオシンセティックス材料を用いた支持力補強について
は多くの工法が提案されているが，どういった条件の場
合にどの工法が適しているか等について総合的に検討し
ていく必要がある．
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