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ジオセルとは連続的・周期的なセル（高密度ポリエチレン（HDPE）樹脂製の枠）内に充填材を充填し，これ
を積み上げることにより強度を発揮する構造体である．この工法はHDPEと充填材（地盤材料）からなる非均質
な構造体であるため力学的挙動・特性は明らかになっていない．著者らはこれまでに，ジオセル補強土の基礎的
な特性や充填材の力学挙動に与える影響，実スケールにおける長期変形計測等を行ってきた．しかしながら，地
震荷重に対する検討は十分に行われてはいない．本研究では，ジオセル補強土壁の振動台実験を行って，地震時
の安定性に関する検討を行う．
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1. はじめに

近年，環境や景観に配慮した工法として写真–1に示すよ
うなジオセル1)を用いた地盤の補強技術が開発され施工実
績も増加している．ジオセルとは立体的に加工・製造さ
れたジオシンセティクス材料の一種であり，原料はジオ
グリッドと同様に高密度ポリエチレンが用いられている．
その特徴としては化学的安定性・低温特性・衝撃特性・剛
性に優れていることが挙げられ，河床や護岸，軟弱地盤の
支持力向上，切土斜面の保護などの様々な地盤構造物の
補強に用いることができる．本研究では，写真–2に示す
ようなジオセル補強土壁を対象とするが，ジオセル補強
土壁は連続的・周期的なジオセルに充填材を充填しこれ
を積み上げることにより強度を発揮する構造体である．

これまで，ジオセル補強土工法に関してはフーチング
直下の基礎地盤の補強や路盤などに用いるマットレス工
を対象とした研究が主に行われている2)–5)．これまで著

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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者らの研究グループでは．ジオセル補強土の基礎的力学
特性の検討6), 7)，実スケールの試験盛土による長期変形計
測8)やコンクリート2次製品との併用工法9)についてなど
静的な条件下における研究を行ってきた．しかしながら，
ジオセル補強土壁工法において重要な要素の一つである地
震時の動的変形挙動に対する安定性については，新潟県中
越沖地震後の調査報告10)のみでありほとんど検討されて
いないのが現状である．ジオセル補強土工法の補強メカ
ニズムは土嚢積みと類似のメカニズムであり，各層が独
立しているため，水平荷重には比較的弱いと考えられる．
したがって，ジオセル補強土壁工法において地震時の動
的変形挙動について検討することは非常に重要である．

そこで本研究では，ジオセル補強土壁の地震時の安定
性を検討するために，振動台を用いた模型実験を行う．
ジオセルの設置の有無が地震時の動的水平荷重に対する
安定性に及ぼす影響について検討を行うと共に，ジオセ
ルの配置の違いによる地震時安定性について検討する．

写真–2 ジオセル補強土壁

1



表–1 実験に用いた試料の基本的性質

試料名 ケイ砂5号
土粒子の密度(g/cm3) 2.603

均等係数 2.29
曲率係数 1.21

最小密度(g/cm3) 1.321
最小密度(g/cm3) 1.624

写真–3 ジオセル模型

2. 振動台模型実験の概要

(1) 実験に用いた材料
盛土およびジオセル内の充填材には，含水比を8%に調

整したケイ砂5号を用いた．実験に用いたケイ砂5号の基
本的性質を表–1に示す．写真–3に示すようにジオセルは
ポリプロピレン製のクリアファイルを加工して作成した．
接続部分は通常のホッチキスを用いて接続している．

(2) 実験装置の概要
実験に用いた振動台は水平・垂直の二方向の加振が可

能であるが本研究では水平方向の加振のみとした．振動
台のサイズは1200mm×1200mmであり，この振動台上
にアルミ製土槽（800mm×700mm×500mm）を剛結し
内部にジオセル補強土壁模型を作製した．また，土槽前
面はアクリル製で出来ており，内部の様子を観察するこ
とができる．表–2に本研究で用いた振動台の仕様を，写
真–4に振動台に設置した土槽の様子をそれぞれ示す．

(3) 実験ケース
本研究で行った実験ケースを表–3に示す．本研究では，

比較のために行った無補強斜面，ジオセルで補強した斜
面は3種類のタイプA, B, Cの3つのタイプとし，合計４
種類の斜面のタイプについて実験を行った．斜面タイプ
の概要を図–1に示す．全てのタイプの斜面においてジオ
セル1段の高さ3cm,計10段で壁高30cm，勾配1:0.3とし
て統一した．これは，実際に使用されている標準的なジ

表–2 振動台の仕様

駆動方式 電気-油圧式
　駆動方向 水平・垂直2方向同時
最大加振力 水平± 10kN

垂直±20kN
　最大速度 水平± 50cm/s

垂直±50m/s
最大加速度 水平 ±10cm/s2

垂直 ±10cm/s2

加振周波数範囲 0.1～25Hz
振動台可動部 1200mm×1200mm

写真–4 模型土槽設置の様子

表–3 実験ケース

No. 入力波形 最大加速度 斜面タイプ
0-1 5Hz,振幅4mm 394Gal 無補強
1-1 10Hz,振幅2mm 789Gal タイプA
1-2 5Hz,振幅4mm 394Gal タイプA
1-3 5Hz,振幅8mm 789Gal タイプA

2-1 10Hz,振幅2mm 789Gal タイプB
2-2 5Hz,振幅4mm 394Gal タイプB
2-3 5Hz,振幅8mm 789Gal タイプB

3-1 10Hz,振幅2mm 789Gal タイプC
3-2 5Hz,振幅4mm 394Gal タイプC
3-3 5Hz,振幅8mm 789Gal タイプC

オセルの高さが15cmであるので，縮尺1/5を想定してい
る．各段で所定の締固めを行って密度が一定になるよう
に調整した．入力波形は全て正弦波とし，振動数10Hzで
振幅2mm，振動数5Hzで振幅4mm，振動数5Hzで振幅
8mmの3種類を用いた．各入力波形の最大加速度は表中
に示した通りである．図–1に示した位置で，各ケースに
おいて，加振前後の変位をレーザー変位計により測定す
ると共に地盤内部の加速度および土圧を計測した．
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図–1 模型の概略図

(a) ケース 0-1 (b) ケース 1-2 (c) ケース 2-2 (d) ケース 3-2

写真–5 加振後の斜面（最大加速度396Gal）

3. 実験結果

(1) 斜面破壊と破壊形態の観察
まず，周波数5Hz,振幅4mm，最大加速度約400Galの

正弦波を入力した4タイプの斜面の加振後の様子を写
真–5に示す．無補強斜面は天端にクラックが入り，斜面
表層が直線的に崩壊した．それに対してジオセルを用い
て補強したケース1-2, 2-2, 3-2の各ケースにおいては，安
定しておりほとんど破壊は生じていないことがわかる．

ジオセルにより補強したタイプA, B, Cの斜面は，周波
数5Hz,振幅8mm ,最大加速度約800Galの場合に崩壊し
た．崩壊後の様子を写真–6に示す．全てのジオセル補強
土壁において，表層の崩壊ではなく円形すべりにより破
壊している．また，タイプAおよびBに比べて斜面の下
部をより補強したタイプCの補強土壁については，より
大きな円により滑っていることが観察される．

ジオセルにより斜面を補強することにより地震時の水平
荷重に対する安定性が向上すると共に，斜面の破壊形態
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(a) ケース 1-3 (b) ケース 2-3 (c) ケース 3-3

写真–6 加振後の斜面（ケース1-3, 2-3, 3-3）
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(a) ケース 1-1
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(b) ケース 2-1
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(c) ケース 3-1
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図–2 加振前後の斜面の形状（ケース1-1, 2-1, 3-1）
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(a) ケース 1-2
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(b) ケース 2-2
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(c) ケース 3-2

図–3 加振前後の斜面の形状（ケース1-2, 2-2, 3-2）

が表層のすべりではなく円形すべりになることがわかる．
また，ジオセルの配置によりすべり線の位置が変化する
ことがわかった．なお，最大加速度約800Galの場合にも
周波数10Hz,振幅2mmのケース1-1, 2-1, 3-1の場合には
どのタイプのジオセル補強土壁も崩壊には至っていない．

(2) 斜面の変形
図–2, 3に周波数10Hz,振幅2mmの入力波を用いたケー

ス1-1, 2-1, 3-1および周波数5Hz，振幅4mmの入力波を
用いたケース1-2, 2-2, 3-2の加振前後の斜面の形状をそれ
ぞれ示す．図中には基礎地盤面と土槽左壁の交点を原点
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図–4 加振後の天端沈下量（ケース1-1, 2-1, 3-1）

とした座標値をプロットしており，加振前後の斜面の変
形を表している．斜面の座標値は，加振前後において
レーザー変位計により距離を測定し算出した．なお，こ
れらの入力波を用いた各ケースにおいては，ジオセル補
強土壁は全てのタイプにおいて破壊していない．
タイプAのジオセル補強土壁においては，ケース1-1お

よびケース1-2においてほとんど変形が見られなっか
た．タイプBの補強土壁では，ケース2-2の最大加速度
394Galの場合にはほとんど変形が見られないものの，
ケース2-1の最大加速度789Galの場合には斜面下部がは
らみだす変形を生じている．タイプCの補強土壁におい
ては，タイプAの場合と同様にほとんど変形していない．
3列のジオセルをただ積み上げるタイプBの場合に比べ
て，斜面天端を補強したタイプAや斜面下部をより補強
したタイプBのように補強形状を工夫することで振動に
対する安定性が向上すると考えられる．
図–4にケース1-1, 2-1, 3-1の天端沈下量を示す．同図

より，ケース3-1の斜面下部をより補強したタイプCの斜
面が最も沈下量が小さく，斜面が安定していることが分
かる．ケース1-1の天端部分のジオセルを長く設置したタ
イプAの場合には，壁面の変形量は小さいものの，天端
の沈下量は比較的大きく生じている．このことより，今
回の実験で作成した３つのタイプのジオセル補強土壁に
おいては，タイプCの斜面下部をより補強したタイプが
最も耐震性が高く安定しているものと考えられる．
図–5に斜面が破壊していないケース1-1, 2-1, 3-1およ

びケース1-2, 2-2, 3-2の場合の鉛直土圧増分の最大値の分
布を示す．鉛直土圧増分は，加振前の鉛直土圧の最大値
と加振中の鉛直土圧の最大値の差により算出した．タイ
プAおよびBのジオセル補強土壁の場合には，ジオセル
と背面土の境界付近である壁面から120mm付近の鉛直土
圧が特に大きい．これに対して斜面下部にジオセルを多
く用いて補強したタイプCのジオセル補強土壁の場合に
は，斜面底部の鉛直圧力が広範囲に分散していることが
わかる．斜面下部をジオセルにより補強することで加振
時に作用する鉛直荷重も分散されその結果として安定性
が向上するものと考えられる．
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図–5 鉛直土圧増分の最大値（ケース1-1, 2-1, 3-1）

4. 結論

本研究では，ジオセル補強土壁の地震時の安定性の検
討を行うために，無補強土壁とジオセルの配置を変えた3
つの補強土壁による振動台模型実験を行った．その結果，
無補強斜面が崩壊した最大加速度約400Galの入力波形を
用いた場合においても，ジオセルにより補強した斜面は
ほとんど変形しておらず，ジオセルを用いて補強するこ
とで耐震性が大幅に向上することが確認された．今回の
模型実験においては，振動数5Hzの入力波形を用いた場
合には最大加速度約800Galの場合にはジオセル補強土壁
は破壊した．また，ジオセルを用いることで斜面の破壊
形態が変化すること，ジオセルの配置により地震時の安
定性が変化することがわかった．本研究においては，斜
面下部のジオセルを増やしてより補強したタイプが最も
安定性が高い結果となった．
なお，最大加速度は同じ場合においても振動数10Hzの

場合にはジオセル補強土壁は破壊に至っておらず，入力
波形による違い等，その特性については今後，さらに検
討する必要がある．また，ジオセル補強土壁の安定性の
さらなる向上のためのジオセルの最適な配置についても
今後の課題である．
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