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ため池、堤防等は土を突き固めた盛土構造物であり、越流すると破堤に至る可能性が極めて

高い。このため、大規模な二次災害に発展することがある。そこで、本研究では、災害を可能

な限り最小化するという観点から、地震・洪水に持ちこたえられる盛土の補強技術の開発に取

り組んだ。講演者らは、応急復旧に用いられる土のうに着目し、土のうの形状や載荷方向等に

様々な工夫を凝らした実験を行い、土を効果的に補強する方法を確立した。この方法を応用し

て、実規模大の震動実験及び越流破堤実験により耐久性を調べた。その結果、従来の盛土に比

べて耐震性、耐侵食性が飛躍的に向上し、兵庫県南部地震を上回る地震や、実規模の洪水レベ

ルの越流に耐えられることを明らかにした(1)。現在、地震や洪水で決壊したため池の強化復旧

や途上国のインフラ整備等に導入され始めている。 

 

はじめに 

盛土は、文字通り地盤上に土を盛って突固めて構築される土構造物である。我が国で本格的

に盛土が構築されたのは、中国から灌漑技術が伝来した大和時代に遡る。この頃にため池や水

路などの盛土の築堤技術が確立され、江戸時代に入ると、河川の治水工事や新田開発など大規

模な事業が盛んに行われた。現在の２１万カ所存在するため池の７割がこの時代に築造されて

いる。現在に至っては農業用施設をはじめ、大規模なアースフィルダム、河川堤防、道路盛土、

鉄道盛土、造成地等、膨大な盛土構造物が存在している。 

上述のように盛土の用途は様々であるが、土以外に安価で大量に入手できる材料はないため、

基本的な構造は昔も今も大きくは変わっていない。そこで、講演者らは、土を主材料として、

土のうやジオシンセティックスと呼ばれる高分子材料のシートで、土を効果的に補強する方法

について研究を行った。本講演では、盛土の崩壊現象を引起こす地震時のスベリ現象と、越流

による侵食が土のうによってどのように防止できるか、要素レベルの技術と実用段階レベルの

話題を交えて紹介する。 

 

土のうの要素技術の開発 

土のうは強固な構造体ではなく、一見して柔軟

な複合材料に見えるが、鉛直方向に土のう積層体

を圧縮載荷した試験で、その特性を調べてみると、

従来の土だけでは発揮できないような強度が現れ

ることが確認された(2,3)。右図に土のうの強度発

現メカニズムを示す。土のう袋の中に詰めた土は、

上から重みが加わると袋材に引っ張り力が作用し、

その引っ張り力によって中詰め材に拘束力が付加

される。その結果、中詰め材の圧縮強度が増加し、 図-1 土のうの強度発現メカニズム 

袋材が引っ張られる。
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50m～70m ほどの盛土自重を支える強度を発揮する

ことがわかった。 

その一方、右図に示すように土のう積層体を水平

方向にせん断した（ズラした）場合、袋材に引っ張

り力がほとんど発揮されずに、袋内の土が容易に変

形したり、滑動してしまう。 

上記の構造的な欠点は、地震時に滑動を引起こす

ことになり、設計上最もクリティカルな問題となる。この欠点を解決するため、盛土内側が低

くなるように土のうを傾斜して積み上げる方法を考案し(特許 1)、その効果を実験で確認した。

その結果、傾斜した土のうの積層面には、水平せん断力（外力としては地震力や土圧に相当）

によって、垂直力が増加するので、袋材の引っ張り力が発達し、中詰め材が拘束されて土のう

自体が硬くなる。つまり、変形しにくくなることがわかった。また同時に、積層面の垂直力の

増加によって土のうの間の滑動抵抗力も増加する。その結果、本来、破壊を引起こすはずの外

力が土のう自体を硬くし、かつ、滑動抵抗力を向上させることがわかった。このため低品質な

材料であっても土のうの中詰め材として十分に使用できることがわかった(4)。例えば、中詰め

材に拘束力が加わりやすいように、良く締固めた扁平状の形状の土のうを用いれば、土のうを

盛土の内側に 18°傾けて設置するだけで、水平に積んだ土のうに比べて約２倍の滑動抵抗力が

得られる。この技術は、現在、東海道新幹線のバラスト軌道の耐震対策に用いられている(5)。 

 

応用技術の開発 

上記の要素技術を核にして、土を補強

する効果が高いヒレ付きの扁平状の大型

土のう（重量 70～200kg）を考案し(6)、

この特殊形状の大型土のうを盛土内側に

傾斜(水平面に対して 15°～25°)して

法面に積み上げる方法を開発した(特許

2,3)（右図）。 

図-4 に農村工学研究所が所有する三

次元大型振動台で耐震性を調べた結果を

示す。従来の土のうを水平に積んだ場合、

震度５程度（500gal）でスベリ崩壊した

が、土のうを傾斜に積んだ場合（ヒレが

ない条件で実施）、地震力によって盛土にスベリ力が働くが、スベリ力に比例して土のう間の垂

直力が増加するので、スベリに対する抵抗力が大きくなる。つまり、地震力が大きくなっても、

なかなか崩れることがない。兵庫県南部地震程度の地震動を３～４回程度（700gal）与えても

ほとんど変形しなかった(7)。 

洪水に対しては、土のうは袋材で土を包み込んでいるので高い耐侵食性を有しているが、単

に土のうを法面に敷並べた構造では流水で押し流されてしまう。このため、土のう単体ではな

く、土のうの積み上げ方など構造体としての耐侵食性を調べることが重要となる。土のう形状・

構造を様々に変えて盛土の耐侵食性を越流破堤実験で調べた結果、土のうを法面に斜めに積み

図-3 地震・洪水に強い盛土の補強技術 

図-2 水平に積んだ土のうの欠点 
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上げ、ヒレを設けることで、高い

耐侵食性が得られることが分かっ

た(8)。実物大の越流破堤実験では、

実際の洪水流に対して高い安全性

が得られ、２～３時間の越流であ

れば、越流水深 50cmの洪水流に耐

えることを明らかにした(9)。 

 

国内での適用事例 

日本国内には早急に改修を要する老朽化ため池２万カ所が存在し、年間平均で 1,000件以上

のペースでため池が被災している。2007 年に発生した能登半島地震（Ｍ6.9）では堤体のスベ

リ崩壊によってため池（石川県平田池: 堤高 10.5 m、堤長 60.0m）が決壊した。強化復旧に当

たっては洪水時の排水能力及び堤体強度の向上が必要で、従来は個別に対策を行わなければな

らないが、本技術を適用することで洪水時の排水能力の向上と堤体の耐震補強を同時に図るこ

とができ、効果的な復旧を行うことができた(10)。 

 

海外での適用事例 

発展途上国では農村インフラ施設が極めて脆弱であり、毎年のように深刻な洪水害が生じて

いる。そこで、洪水害が深刻なバングラデシュにおいて洪水害の実態及び現地で入手可能な資

材に関する調査を実施し、本技術をベースとした盛土の補強技術を開発した。湛水により厳し

い波浪侵食を受けている農村道路を対象としてパイロット試験（図-5、施工区間 28.0m, 盛土

高 2.9m, 盛土勾配 1V: 0.6H, 使用した土のう袋数 1,776袋）を行った。その結果、①高度な施

工技術や特殊な建設機械が不要であり、人力主体の施工技術で実施でき、かつ、②現地資材を

活用できる。また、③施工手順が単純なため、技術移転が容易であり、④良く締固めた盛土を

構築できることがわかった(11)。また、従来工法では耐久性が低く、緩勾配斜面（1.0V: 2.0H）

に適用範囲が限定されていたが、本技術では高い耐久性が期待でき、かつ、急勾配盛土の構築

が可能になる。このため、同国の道路延長 25万 kmに適用すれば、平均盛土高 2.5mとして、試

算上 25万 haの農地創出が可能になる。今後、洪水や海面上昇による深刻な侵食被害を受けて

いる東南アジアなどへの導入が期待される。

 

おわりに 

今般、発生した東日本大震災で経験したように、巨大津波に対して完全に災害を防止するこ

とが極めて困難であることが痛切に認識され、完全な災害防止から減災へ対策の考え方が明確

図-5 波浪侵食が厳しい

農村道路の強化復旧対策

（バングラデシュ） 
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に切り替わっている(12)。これまで発生頻度の高い外力を対象として構造物の安全性を確保す

ることが設計の基本的な思想であったが、今後は、これまで以上に柔軟な発想で、想定されう

るすべての現象を対象にして、被害を最小限に留める対策を考え、対応が困難とされる巨大地

震・洪水・津波への備えを進める必要がある。 

本業積は、設計外力を超過した越流現象や大規模地震に対して高い減災効果を発揮する補強

技術を提示したものであり、今後、防災対策の大幅な見直しが予想されるなかで、洪水害や地

震による崩壊リスクを低減できる技術として活用されることが期待される。なお、現在、本技

術を応用して津波が越流しても壊れない粘り強い堤防の開発に取り組んでいる。 
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