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著者らが目指している発生土を充填材として有効利用したジオセル補強土工法においては，種々の地盤材料を充
填材として用いる可能性があるが，セル構造体の強度・変形特性は充填材の種類により大きく変化する．した
がって，本工法における変形や強度の予測，設計法の確立のためには充填材料の力学特性とそれを用いたセル
構造体の力学特性の相関関係について詳細に検討しておく必要がある．本研究では，砂質系地盤材料を対象と
して三軸圧縮試験を行いその力学特性を把握すると共に，それらを充填したセル構造体の圧縮特性やせん断抵
抗特性などに関する基礎的な実験を行い考察する．なお，ジオセル補強土工法の充填材として産業廃棄物等の
有効利用も念頭においており，フェロニッケルスラグを充填材として用いた場合についても同様の検討を行う．
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1. はじめに

ジオセルは土砂を補強することを目的として立体的に加
工・製造されたジオシンセティックス材料1), 2)の一つであ
る．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）が用いられており，その特徴としては化学的安
定性・剛性・衝撃強度・低温特性に優れている．ジオセ
ル工法はこのようなジオセル内に種々の地盤材料を充填
材として入れた立体的な複合構造により地盤を補強する
工法である．充填材として種々の材料を用いることがで
き，また，形状も比較的自由に変更できるため自由度が
大きく，さまざまな用途に利用することができる．例え
ば，斜面の侵食防止や保護・補強3), 4)，河川護岸，路盤
補強，水路被覆，支持力補強5), 6)，植生舗装などである．
また，ジオセルをコンクリート二次製品と併用して用い
るジオセル可変側溝についても研究が進められている7)．
施工が容易であることやセルが軽量で小さく折りたため
ることから，災害復旧の現場などへの適用も期待できる
と考えられる．ジオセルを用いた地盤の補強工法は発生
土の有効利用の可能性を有する新しい工法の一つであり，
特に充填材としてセル内に発生土を有効に利用すること
ができれば，環境面でのメリットが大きいだけでなく，
コスト面においても従来工法に対して有利であると考え
られる．しかし，高密度ポリエチレン樹脂と任意の充填
材からなる非均質で複合的な構造体であるため力学的挙
動が複雑でその特性は明らかになっていない．そのため
に，現状においては充填材として安全面を考慮し砕石等
の比較的良質な地盤材料を購入して用いることが多い．
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遠藤ら3)は，ジオセルを用いた斜面補強を対象に，充
填材として砕石や砂質土，砕石を用いて圧縮特性等のジ
オセル構造の基礎的な力学特性に関する研究を行ってい
る．しかしながら，充填材料の特性との相関関係は調べ
ていない．本研究では，充填材として発生土を有効利用
した工法の確立を目指して，充填材の力学特性とそれを
ジオセル内に用いた構造体の力学特性の相関を調べる．
なお，セル内に用いる充填材料としては産業廃棄物の有
効利用も念頭においており，砂と同程度の粒径を有する
フェロニッケルスラグについても同様に検討する．
本論文では，まず，いくつかの砂質系地盤材料及びフェ

ロニッケルスラグを対象として三軸圧縮試験を行いその
力学特性を把握する．次に，それらの材料を充填材とし
て用いた場合の，ジオセル構造体の圧縮特性とせん断抵
抗特性に関する基礎的な実験を行い充填材の特性との関
係について考察する．なお，本研究で用いたジオセル製
品は，表面のエンボス加工と高周波圧着による高い接合
部強度が特徴の米国ALCOA社製のGeoWeb R©である．

2. 充填材料の力学特性

本研究の主目的は，充填材料の力学特性とそれをセル
内に用いたジオセル構造体の力学特性との関係を調べる
ことであり，充填材料の力学特性としてはなるべく一般
的な地盤材料に対するパラメータが好ましい．ここでは，
まず，充填材料として用いる試料を用いて圧密排水(CD)
三軸圧縮試験を行い，これらの内部摩擦角，粘着力およ
び変形係数を算出する．
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表–1 試験に用いた試料の基本的性質

試料名 採取地 均等係数 曲率係数 土粒子の密度 最小密度 最大密度
または材料名 (g/cm3) (g/cm3) (g/cm3)

A 青森県五戸町 5.14 1.38 2.711 1.254 1.522

B 八戸市種差海岸 2.42 1.23 2.671 1.635 2.007

C 青森市浅虫海岸 3.36 0.95 2.705 1.423 1.727

D (ケイ砂5号) 2.29 1.21 2.603 1.321 1.642

E フェロニッケルスラグ 28.89 0.75 3.232 1.543 2.246
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図–1 使用した試料の粒径加積曲線

(1) 試験の概要
本研究においては，砂質系の地盤材料として砂４種類

の他にフェロニッケルスラグを使用した．表–1に使用し
た試料の基本的性質を示す．ここでは，粒度試験(JIS A
1204)，土粒子の密度試験(JIS A 1202)および砂の最小密
度・最大密度試験(JIS A 1224)を行った．また，図–1に
は粒度試験の結果得られた粒径加積曲線を示す．粒径の
分布は，試料Eのフェロニッケルスラグのみ大きく異
なっており，他の試料はほぼ同様の傾向を示している．
フェロニッケルスラグは，ニッケル合金を精製する際

に発生する廃棄物であり，コンクリート用の骨材として
基準化され使用されている．しかしながら，粒径が大き
いものが主に使用されており，砂程度の粒径のフェロ
ニッケルスラグは地盤材料，特に，砂の代替材として有
効利用されることが望まれている．本研究で用いたフェ
ロニッケルスラグは5mm以下の粒径に調整されており，
細粒分が15%程度含まれている．また，フェロニッケル
スラグは土粒子の密度が大きいことが特徴である．
以上のような5種類の試料に対して圧密排水(CD)三軸

圧縮試験(JGS 0524)を行った．供試体は，直径5cm，高
さ10cmのモールド内に試料を5層に分けて漏斗を用いて
堆積させ，各層毎に相対密度85%程度になるように突き固
めて作成した．各試料に対して側圧を100, 200, 300kPa
と変化させて三軸試験を行い，内部摩擦角および粘着力
を算出する．表–2に各供試体の側圧条件および湿潤密度，
乾燥密度および相対密度を示す．土粒子の密度が大きい
ため相対密度はほぼ等しいにも関わらずフェロニッケル
スラグのみ湿潤密度・乾燥密度が大きくなっている．

表–2 三軸圧縮試験条件

試料 側圧 湿潤 乾燥 相対
密度 密度 密度

（kPa） (g/m3) (g/m3) (%)

100 1.561 1.531 83.0

A 200 1.593 1.563 83.5

300 1.604 1.573 86.2

100 1.873 1.872 82.4

B 200 1.897 1.897 89.8

300 1.891 1.890 87.8

100 1.679 1.669 83.7

C 200 1.561 1.531 85.5

300 1.593 1.563 83.7

100 1.575 1.572 81.7

D 200 1.579 1.577 83.0

300 1.574 1.572 81.7

100 2.104 2.060 80.2

E 200 2.135 2.090 83.6

300 2.115 2.071 81.5

(2) 試験結果
まず，試料Aの場合の三軸試験の結果得られた応力ひ

ずみ曲線を例として図–2に示す．典型的な密な砂の挙動
を示していることがわかるが，他の試料についてもほぼ
同様の結果となった．
三軸試験結果より得られた最大主応力差と側圧の関係

より，粘着力cdと内部摩擦角φdを算出する．例として試
料Aの場合の側圧と最大主応力差の関係を図–3に示す．
同図より最小二乗近似して求めた直線の勾配m0および縦
軸との切片 f0を用いて次式により内部摩擦角φdと粘着力
cdを求めた．

φd = sin−1
(

m0

2 + m0

)
(1)

cd =
f0

2
√

1 + m0
(2)

また，変形特性を表す指標として次式で定義する変形係
数Edi (kPa)を導入する．

Edi =
σd

εd
(3)

ここで，最大軸応力の1/2の軸応力をσd，その時の軸ひ
ずみをεdとし，下付文字のiは側圧の大きさを表してい
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図–2 応力ひずみ曲線（試料A）
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図–3 側圧と最大主応力差（試料A）

る．変形係数は一般に側圧に依存するため，材料特性と
して一義的には決定できないが，本研究においては，各
側圧の場合についてそれぞれ算出した．
表–3に三軸圧縮試験により得られた各試料の強度特性

および変形特性を表す指標を整理して示す．内部摩擦角
の最大は試料E（フェロニッケルスラグ）の42.7◦であ
り，最小は試料Bの36.3◦であった．また，本研究におい
ては全て砂質系の試料を用いたこともあり粘着力は最大
主応力差と比較して非常に小さい値であり，全ての試料
においてほぼ0に近いと考えられる．変形係数について
は，試料Aが比較的小さく，試料Cが最も大きいといっ
た結果となっている．

3. ジオセル補強土の圧縮特性に与える充填材
の影響

ジオセル構造体はセルと充填材との複合体であり，ジ
オセル補強土の設計，変形予測などを行うためには複合
体の基本的な力学特性を把握する必要がある．ここでは，
ジオセル内に充填する材料の特性とそれを用いたセル構
造体の圧縮特性との関係を検討するために圧縮試験を行
う．充填材としては前述の５種類の砂質系地盤材料を用
いている．

表–3 充填材料の強度・変形特性

粘着力 内部摩擦角 Ed100 Ed200 Ed300

cd (kPa) φd (◦) (kPa) (kPa) (kPa)

A 18.92 41.0 120.3 201.8 211.4

B 6.76 36.3 159.7 247.5 333.2

C 8.64 40.0 176.3 300.4 359.3

D 8.84 37.5 141.1 208.8 255.0

E 8.97 42.7 109.7 214.8 253.6

図–4 圧縮試験装置の概略

(1) 圧縮試験の概要
図–4に圧縮試験装置の概略を示す．充填材料を３層に

分けてセル内に充填し各層25回の締め固めを行って相対
密度が一定となるようにして作成したジオセル構造体１つ
を圧縮試験装置に設置し，鉛直方向の荷重を制御するこ
とで圧縮試験を行った．圧縮試験には，最大荷重100tの
圧縮試験装置を用いた．これは，主にコンクリート供試
体の圧縮試験に用いられるものであるが，セルの大きさ
および完全に破壊する場合の最大荷重を考慮して選定し
た．セルと載荷板との摩擦による拘束防止するため載荷
板にはグリスを塗布した．１分間に約1tの割合で載荷を
行い，変位計により軸方向変位を計測した．あらかじめ
供試体の初期高さと断面積を計測しておき，荷重と変位
より通常の土の一軸圧縮試験8)と同様に軸応力および軸
ひずみを算出した．なお，今回の試験では供試体の軸ひ
ずみ10%となった時点で試験終了とした．ジオセル構造
体1つを圧縮試験装置に設置した様子を写真–1に示す．

(2) 実験結果
図–5に圧縮試験の結果得られたジオセル構造体の軸ひ

ずみと軸応力の関係を示す．軸ひずみ10%の時の軸応力
を比較すると試料Aが最も小さく，試料Eが最も大きい
といった結果となっている．ここでは，軸ひずみ10%ま
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写真–1 圧縮試験装置

0 2 4 6 8 10

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

A

B

C
D

E

軸ひずみ (%)

軸
応
力

 (M
P
a
)

図–5 軸ひずみ－軸応力関係

での結果を示しているが，30%程度まで試験を継続した
場合でもジオセル構造の完全な破壊は見られなかった．
現実的な荷重条件下では完全に破壊することはほとんど
無いと考えられる．したがって，圧縮荷重に対してはジ
オセル構造体の強度ではなく，変形性能により評価を行
うことが重要であると考えられる．
試験後の供試体を写真–2に示す．この写真のように，

多くの場合完全な破壊には至らないが，軸ひずみが大き
くなるとジオセル側面の排水用の穴が徐々に伸び始める
傾向が見られた．この写真を見てもわかるように完全に
破壊に至る場合には非現実的な大きな軸ひずみが生じる
必要があり，ジオセルに関しては変形性能により評価を
行うことが重要であると言える．

(3) 充填材の変形特性と圧縮特性の関係について
図–6に三軸試験における各側圧の場合の変形係数と圧

縮試験から求めたジオセル補強土の変形係数の関係を示
す．ジオセル補強土の変形係数は，様々な定義が考えら
れるが，本研究においては，軸応力が0.2MPaの時の軸
ひずみの値を図–5より読み取り，軸応力と軸ひずみの比
により算出した．図–6より，ジオセル補強土の変形係数
はすべての場合において2000kPaから3000kPaの間に
入っており，充填材の変形係数との間に明確な相関は見

写真–2 圧縮試験後のジオセル
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図–6 充填材とジオセル補強土の変形係数の関係

られない．このことより，砂質系の充填材を用いた場合
には類似の変形特性を示すものと考えられ，充填材の多
少の変形特性の違いによる影響はほとんど無いものと推
測される．ただし，用いた試料の数を増やすことや実験
の精度向上によるさらなる検討が必要である．

4. せん断抵抗に与える充填材の影響

ジオセル補強土においては，上下方向にセルを重ねて
使用する場合も多い．セルの上下段は一般に連結されて
おらず，充填地盤材料が一体化する可能性もあるが，各
段が独立であると考えて設計等を行うため，セル間のせ
ん断抵抗（引き抜き抵抗）の値が重要となる．特に，ジ
オセルを用いた補強土壁においては，土圧によりがある
段がはらみ出すことも考えられるため，非常に重要であ
る．ここでは，砂質系の地盤材料を充填材として用いた
場合の充填材の内部摩擦角φdとセル間のせん断抵抗の関
係について検討する．

(1) セル間のせん断抵抗試験方法
セル間のせん断抵抗試験の概略を図–7に示す．同図に

示すように実物大のジオセル２つが丁度入るような大き
さの試験箱を作成した．試験箱内にジオセル２つを設置
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図–7 せん断抵抗試験の概略

0

5

10

15

20

0 5 10 15 20 25 30

5kg

10kg

15kg

水平変位 (mm)

水
平
抵
抗
力
F
t 
　

(k
N

)

Fs

図–8 水平変位と水平荷重の関係（試料A）

し全体に充填材料を入れ，上部に同種類の充填材を充填
した１つのセルを設置する．鉛直荷重を変化させて試験
を行うために，上部のセル上に錘を載せる．錘の重さは
各試料に対して5kg, 10kg, 15kgと変化させた．上部のセ
ルの片側中心付近を油圧ジャッキにより2mm/minの速度
で水平に強制変位を与え，このときの水平反力Ftを計測
した．試験箱上部に載せたセルの水平反力の最大値をせ
ん断抵抗力Fsとして，錘と上部のセルの自重を加えた鉛
直荷重Fnとの関係よりせん断抵抗係数µを算出した．

µ =
Fs

Fn
(4)

なお，ここで算出したせん断抵抗係数µは，いわゆる静
止摩擦係数を表しているが，粘性土等を用いる場合を想
定してせん断抵抗係数と称している．

(2) 実験結果
まず，図–8にせん断抵抗試験の結果得られた水平変位

と水平荷重の関係を試料Aの場合を例として示す．同図
より，水平荷重が増加すると水平変位が生じ，ある水平
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図–9 鉛直荷重とせん断抵抗力の関係
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図–10 摩擦係数と平均せん断抵抗係数の関係

荷重に達するとすべりが生じて水平変位が急激に増加す
る．図中に示したこのときの水平荷重の最大値Fsを15kg
の錘を載せた場合のせん断抵抗力としている．
次に，せん断抵抗試験の結果得られたせん断抵抗力と

鉛直荷重の関係を図–9に示す．図中には各試料について
鉛直荷重を変化させた場合の３つの結果が示されており，
これらを最小二乗近似した直線も同時に示している．全
ての試料において近似直線はほぼ原点を通る直線となっ
ており，摩擦則が成立する．このことから，この近似直
線の傾きを平均せん断抵抗係数µ̄として，各試料を用い
た場合の代表値とすることとした．

(3) 充填材の内部摩擦角とせん断抵抗係数
図–10にセル内に充填した材料の内部摩擦角から求めた

摩擦係数tan φdとせん断抵抗試験の結果得られたセル間
の平均せん断抵抗係数µ̄の関係を示す．この結果からφd

が大きくなるほどµ̄が大きくなるといった傾向を読み取
ることができ，同図には，近似直線も同時に示している．
若干試料の種類が少なく，内部摩擦角とせん断抵抗係数の
完全な関係を表しているとは言い難いが，ほぼ直線に近似
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できそうである．以上より，より多くの実験のデータを
収集することで，充填材の内部摩擦角からセル構造体の
せん断抵抗を推測することが可能になると考えられる．

5. おわりに

本研究では，充填材として発生土を有効利用したジオセ
ル工法の確立を目指して，充填材の力学特性とそれを用い
たジオセル構造体の力学特性の相関を調べた．充填材の変
形特性と圧縮特性の関係については，砂質土を充填材と
して用いる場合には充填材とジオセル補強土の変形係数
に明確な相関は確認できなかった．また，充填材の内部
摩擦角とせん断抵抗係数の関係については，摩擦係数が
大きくなるほど平均せん断抵抗係数が大きくなるといっ
た傾向にあり，ほぼ線形関係となることが確認された．
なお，本研究においては産業廃棄物の有効利用も念頭

においてフェロニッケルスラグを砂質系地盤材料の１つ
として使用した．セル構造体の充填材として使用した場
合にも他の試料とほぼ同様の結果を示しており，十分利
用可能であると考えられる．特に，土粒子の密度が大き
いことを生かした用途に用いること等の工夫により付加
価値の高い材料となる可能性がある．
本研究では，用いた試料の種類が若干少ないことが原

因で，ジオセル補強土の力学特性に与える充填材の影響
について，その傾向の把握にとどまった．今後，もう少
し幅広い力学特性を有する試料を用いて，より多くの実
験のデータを収集することにより，使用する充填材の力
学特性からセル構造体の力学特性を推測可能にしたいと
考えている．

INFLUENCE OF FILLING MATERIALS TO MECHANICAL PROPERTIES OF
GEO-CELL REINFORCED SOIL

Kazuki YAZAWA, Hideharu OMORI, Kenji KANEKO, Masanobu HORIE
and Koji KUMAGAI

In the geo-cell reinforced soil structures, we can use the various materials as the material into the geo-cells. Me-
chanical properties of geo-cell reinforced soils change by the kind of filling materials. Therefore, if we want to predict
the deformation and strength of them, it is necessary to grasp the relation between the characteristics of the filling
materials and the mechanical properties of the geo-cell reinforced soil structures. In this study, at first, we perform the
tri-axial compression tests to examine the mechanical properties of the sandy filling materials. In addition, fundamental
experiments on the compressibility and the frictional property for the cell structures are performed. Finally, we analyze
the relationship between results of these experiments.

謝辞
本研究における実験に関してご協力いただいた八戸工

業大学地盤工学研究室の４年木村健二氏にここに謹んで
謝意を表します．

参考文献

1) 国際ジオシンセティックス学会日本支部編：ジオシンセ
ティックス入門，理工図書，2001.

2) 地盤工学会: 補強土入門, 1999.

3) 遠藤大輔・金子賢治・堀江征信・鈴木利和・山田泰弘・熊
谷浩二：ジオセルを用いた斜面補強に関する基礎的研究，
ジオシンセティックス論文集，Vol. 20，pp.249-256, 2005.

4) 大森英治・島田優・金子賢治・堀江征信・熊谷浩二：ジオ
セル補強土壁の現地調査と試験盛土の変形計測，ジオシン
セティックス論文集，Vol. 21，投稿中.

5) Sitharam, T. G., Sireesh, S. and Dash S. K.: Model studies

of a circular footing supported on geocell-reinforced clay,

Canadian Geotechnical Journal, Vol. 42, No. 2, pp. 693–

703, 2005.

6) Dash, S. K., Sireesh, S. and Sitharam, G. T.: Model stud-

ies on circular footing supported on geocell reinforced sand

underlain by soft clay, Geotextiles and Geomembranes, Vol.

21, pp.197–219, 2003.

7) 堀江征信・大森英治・広瀬貴・金子賢治・安達英志・熊谷
浩二：ジオセルと可変側溝の併用工法に関する基礎的研
究，ジオシンセティックス論文集，Vol. 21，投稿中.

8) 地盤工学会: 土質試験の方法と解説–第一回改訂版–, 1999.

6


