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( 軟弱地盤補強 ブロックマット工法 )
コニカルマット



不同沈下抑制
支持力向上 路盤補強

液状化抑制

Soft ground reinforcement method
「古きを知り、新しきを知る」
原点に立ち返り、新しい工法が生れました

伝統的基礎工法の

玉石基礎・梯子胴木基礎・粗朶沈床を参考に、

施工性・機能向上を目的とした

新しい多用途型地盤補強工法
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主要諸元

【円錐ブロック】

【全体図】

規格・寸法

B1720×L6020（㎜）

重　量

(繊維シート含む )
860 ㎏

【接続金具】 【繊維シート】

材料物性：SPHC（熱間圧延鋼板）

高温で圧延された材料

不織布タイプ

引張強さ 縦・横 4.2（KN/5 ㎝）

※カタログ撮影用
実際の現場で片吊は危険ですので絶対にしないでください。

750 以
上

750 以
上

寸　法

質　量

215×215×110

3.8（㎏ / 個）

82（㎏ / ㎡）



①床堀・整地

②下部砕石撒き出し

⑤敷設状況

④吊上状況

③砕石層敷均し状況

施工手順
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⑩転圧状況

⑥敷設状況

⑧設置状況（貫入前）

⑨砕石敷均し

⑦敷設完了

⑪貫入状況
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使用用途

支持力の増強効果

道路盛土の沈下抑制とすべり安全率の向上

道路構造物の支持力向上水路構造物の支持力向上

路盤の補強

道路の路盤補強

管渠構造物の支持力向上

－5－



不同沈下抑制

BOXカルバート（既設）の裏込材沈下抑制

異型ブロックの不同沈下抑制 根固ブロックの不同沈下抑制

橋台背面の沈下抑制と路面段差緩和

堤防の補強

異型ブロック

根固ブロック

袋詰玉石工法

BOXカルバート（新設）の裏込材沈下抑制

水辺の遊歩道の路床材

拡幅道路の裏込材の沈下抑制
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試験①　改良工法沈下量比較試験
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BK マット沈下比較計測（4隅計測平均値）

沈
下
量
（
㎜
）

無処理

円錐ブロックのみ

　補強ブロックマット

マットレス基礎

月日

　　　　地盤安定効果を確認

載荷実験 90 日後沈下量

沈下量(mm)

 補強ブロックマット -22.8
-28.8 円錘ブロックのみ

 マットレス基礎 (20cm) -44.8

-66.5 無処理

沈下比較計測

STEP-1.　4.3（ｔ）載荷状況

STEP-2.　5.8（ｔ）載荷状況

『地盤条件』

N＝2～3（回）

（サウンディング試験による）

『載荷荷重』
 0～17日間･･･4.3（ｔ）

17～90日間･･･5.8（ｔ）

《　無処理地盤　》 《　マットレス基礎　》

《　円錐ブロックのみ　》 《　補強ブロックマット　》
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試験②　施工性確認・繰返し荷重試験 良好な施工性と沈下量・変位量の抑制効果を確認

11  10    9  8    7  6     5 4    3  2   1 

11  10    9  8    7  6     5 4    3  2   1 

試験地地盤：砂混じり粘土（CH-S)

載荷荷重：大型トラックが常時走行

計測期間：H20年11月より３ヶ月間

1）　吊り上げ状況 2）　敷設状況（その1） 3）　敷設状況（その2）

4）　転圧状況（その1） 5）　転圧状況（その2） 6）　転圧状況（その3）

マット敷設地盤
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試験③　静的荷重下での地盤支持力

試験地地盤　砂混じり粘土（CH-S)

Pu

Py

地盤支持力を確認

試験場所：㈱アドヴァンス　上越工場敷地内

試験日：平成 21 年 4月 1～ 3日

（試験方法）

・1.0ｍ×1.0ｍの正方形載荷板

・載荷は急速載荷 1サイクル方式（荷重制御）で実施

・最大荷重：600（ｋN/ ㎡）まで載荷試験を行うものとし、

　最大荷重を 25 段階に分割して載荷

降伏荷重 極限支持力 地盤反力係数 地盤変形係数

Py Pu Kｖｓ Es

（kN/m2） （kN/m2） （MN/m3） （MN/m2）
平板載荷

試験結果

支持力公式

からの算定値
－ －

備　考

マット施工有地盤

マット施工無地盤

300 500 49.2 32.4

－ 185

マットの敷設により、約 2.7 倍の支持力補強効果が確認されました。

（　平板載荷試験装置全景　）

（　試験後の舗装面変状状況　） （　試験後舗装撤去状況　） （　試験後　）
載荷試験後、マットの著しい
損傷は生じなかった。

載荷試験後、ブロックの破損は確認
されなかった。

《　平板載荷試験結果　》
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試験④　堤防盛土耐震実験 （第45回地盤工学研究発表会論文発表）　

試験場所：独立行政法人　港湾空港技術研究所

試験日：平成 21 年 12 月 22 日

（加振動条件）

周波数：5Hz　正弦波

最大入力加速度：300gal
《　加振前　堤防模型全景　》

《　加振前　》 《　加振後　堤防損傷状況①　》 《　加振後　堤防損傷状況②　》

《　加振後　堤防損傷状況③　》

《　実験結果集計　》

天端部には、多数のクラックが生じ対策側に

比べて大きく沈下している。

マット撤去後天端部分にて、多少の変位・沈下は

生じているが、大きなクラックは生じていない。

case1（無対策断面）

case2（対策断面）

case1（無対策側） case2（対策側）
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試験⑤　液状化実験

試験場所：関東学院大学　工学研究科　地盤防災工学研究室

試験日：平成 23 年 5月 7日

【加振前】

　　【加振後―マット有り】正面 　　【加振後―マット無し】正面

　　【加振後―マット有り】 　　【加振後―マット無し】

◎激しい(継続長い)
○消散早い
△非液状化○ ○ ◎ ◎

300 650 550
液状化の状態

90

PW1 PW2 PW3 PW4

最大加速度(gal)
Base GL-0cm

Dr
49.1

Hz
2

sec

GL-15cmGL-20cm

対策：無対策

5cm:6cm

液状化し始めてから無対策側が先に沈みだし少し傾きながら
沈下。対策側は沈んだもののほぼ真っ直ぐに沈下した。これ
からの実験では、この入力波を用いて実験を行う。

10
gal
90

沈下量(mm)

入力波相対密度(％)

　　マット有り 　　マット無し
　　マット有り 　　マット無し

【加振後】
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試験⑥　工事用道路沈下抑制

発注者：新潟県三条地域振興局地域整備部

工事名：一級河川加茂川河川整備・河積河床掘削工事

施工日：平成 23 年 2月 11 日

写真－①　敷設前状況
（下流側から上流方向を望む）

写真－④　施工後5日間経過状況
（下流から上流方向を望む）

写真－②　敷設状況

写真－⑤　施工後5日間経過状況
（上流から下流方向を望む）

写真－③　敷設完了状況

写真－⑥　施工後5日間経過状況
（未施工区間）

写真－⑦　マット撤去後の地盤状況（その１） 写真－⑧　マット撤去後の地盤状況（その２）

マット撤去後、施工面で

は不等沈下は生じずに平

坦な状態を維持している

事が確認された。

ブロックの貫入跡は鏡面状を成

しており、ブロックの円錐表面

積が均等に沈下に対し抵抗した

事が伺える。

・本試験施工による沈下抑制性能効果として、未施工区間に対して約 1/2 の沈下量に抑える事が確認され

ました。（施工区間　15 ㎜、未施工区間　29 ㎜）
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試験⑦　藻場造成基礎沈下抑制

<実施場所>

新潟市中央区日和浜海岸汀線

<実験日 >

平成 22 年 7月 28 日 最大4cm沈下

試験体　40 ㎝×40 ㎝　底面

体積比　1/6 縮小実験模型

実験 CASE-①　ウエイト 10 ㎏の沈下実験
海側 海側

海側

実験開始直後 実験開始　10 分経過状況

直接基礎 　　マット基礎 直接基礎 　　マット基礎

3.0 ㎝沈下 沈下・変位なし

実験 CASE-②　ウエイト 35 ㎏の沈下実験

直接基礎 コニカルマット基礎

実験開始直後 実験開始　8分経過状況

直接基礎 　　マット基礎

海側へ 4.0 ㎝沈下 沈下・変位なし
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藻場礁基礎 BK沈下抑制試験施工 試験体　： コニカルマット基礎
施工場所：糸魚川市 ( 百川海岸 )



　擁壁基礎支持力補強
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発注者：新潟市

工事名：巻し尿処理場大規模改造（更新）工事

施工期間：平成 23 年 8月 31 日～ 10 月 3日現在施工中

施工範囲：延長（240m）、面積（413 ㎡）

砕石撒き出し状況 敷設状況 ずれ止めプレート配置

転圧状況 転圧後貫入状況 施工完了状況

　水路基礎支持力補強

発注者：新潟県三条農地事務所

工事名：平成 22 年度　第 1号機場区　区画整理第 1次工事

施工期間：平成 23 年 9月 6日～ 8日

施工範囲：（1層目）6.02×1.72ｍ、（2層目）3.01×1.29ｍ-2 枚　計　18.12 ㎡

1層目敷設状況

1層目転圧状況 1層目施工完了状況 2層目施工完了状況
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