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１． はじめに 

昨今, 国内において異常気象による集中豪雨や巨大な地震による災害が猛威を振るっている。ここ数年を

みても, 2011 年の東日本大震災に始まり, 2014 年広島県豪雨による土砂災害, 2015 年の茨城県鬼怒川堤防

の決壊および 2016 年の熊本地震等で甚大な被害が生じており, 災害復興に巨額な費用を投じ, 国内の財政

を圧迫している。一方, 災害に対する復興の遅れ, 公共事業費の削減, 労働就業者の減少等多くの課題を有

している。このような災害に備えるためには, 減災を目的とし, 経済性, 施工性, 効率性に加えて, 環境や

福祉にも配慮した地盤対策工法の開発や使用が不可欠である。 

ここでは, 安価で効率的かつ環境にも優しい対策工法として開発, 利用されている D・BOX 工法（Divided 

BOX の略）を用いた地盤補強効果の確認試験について紹介する。 

２．D・BOX 工法の概要 

D・BOX 工法とは, 箱状の袋に砕石等を投入して閉口した袋を，地盤表層部の改良として設置する事によ

り, 軟弱地盤の補強効果, 液状化による建物等の不等沈下の抑制効果および交通振動や地震動の振動低減効

果等が得られる工法である１）２）。工法の特徴は, 以下の通りである。 

①袋内部に内部拘束具（トラスバンドと称す）を有する吊り上げ設置式の袋は，袋中央部にあるリフトバン

ドを吊り上げる事により，内部の土粒子を強固に拘束し，設置地盤の強度に関係なく形状を維持した状態で

の敷設，転圧が可能となる。（固結） 

②袋内部の内部拘束具により, 袋下面部に円錐形状を形成し,軟弱地盤上に敷設した際に一時的な抵抗面を

作る。上載荷重を意図的に加える事により，袋直下地盤の過剰間隙水圧を上昇させ,局部的な圧密効果を促

す事が出来，地盤のせん断抵抗および支持力を増大させながら，圧密沈下を早期収束させる。（密度増大） 

③袋の編み目のフィルター効果（高い透水性）によって土砂の流出を抑えつつ, 過剰間隙水圧を速やかに消

散させる事ができるため, 地震時の地盤の液状化による沈下を抑制する。（過剰間隙水圧の消散） 

３．現場試験 

腐植土層および砂質土層から成る地盤において,D・BOX 工法による地盤の補強効果の確認試験を実施した。 

（１）試験地における土層構成 

試験地は, 河川流域に開ける海岸低地部に位置し, 標高 5ｍ前後の極めて低平な沖積地盤にある。地表付

近には, 高含水(wn =675～710%)で極めて軟弱な腐植土層(Ａｐｔ) （N=0～1）が 1～1.5ｍと薄く堆積し, 

その下方に緩い沖積砂質土層（Ａｓ）（N=2～5）が 2～3ｍの厚さで堆積している。さらにその直下には, 

密な洪積砂質土層（Ｄｓ）が厚く分布する。試験地の土質想定断面図を図-１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            図-１  試験地の土質想定断面図 



 

 

（２）D・BOX の敷設と強制載荷方法 

試験に使用した D・BOX（LS100）は, 縦・ 横・ 高さが 1m×1m×0.25m（重量：約 500kg）のタイプで，

これを 1 段 2 列に並べて敷設した。強制載荷は荷重制御による方法で, ユンボおよびランマーによる転圧

後に, 鉄板 7 枚, D・BOX（LS100）を 6 段載荷（全荷重：約 40ｋpa）し,１日程度放置した。図-２ に D・

BOX 上面での強制載荷方法を示す。 

（３）試験内容 

地盤の土質分類, 強度特性等を把握する 

ため, 電気式コーン貫入試験（CPT）を実施 

した。また, 強制荷重により地盤内に発生 

する過剰間隙水圧を, 電気式間隙水圧計を 

用いて測定した。さらに, ブロックサンプ 

リングを行って, 粘性土、砂質土の乱れの 

少ない試料を採取した。この試料を用いて 

室内土質試験を行い, 物理特性, 強度特性,  

圧密特性及び液状化特性を求めた。 

電気式静的コーン貫入試験は, 施工前         図-２  D・BOX 上面での強制載荷方法 

および D・BOX の敷設により発生した過剰間隙水圧の消散後（施工後）に実施した。試験位置は, D・BOX の 

中心部および端部で行った。 

D・BOX の敷設時に,強制載荷によって発生する過剰間隙水圧の挙動を測定するため間隙水圧計を埋設した。

試験は, 強制載荷前から除荷するまで数秒毎に測定した。試験位置は, D・BOX の中心部, 側方部 2 箇所

(2 深度)で行った。試験内容と位置を図-３に示す。 

４．地盤調査、試験結果 

（１）調査、試験および解析手順 

調査, 試験および解析手順について，図-４に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-４ 調査、試験および解析手順            図-３ 試験内容と位置 

（２）電気式コーン貫入試験結果 

粘性土層における電気式コーン貫入試験結果より, 間隙水圧, 先行圧密応力および非排水せん断強度比の

深度分布を図-５に示す。これらより, 以下の事が明らかにされた。 

① D・BOX の施工により, 2 袋の D・BOX の間では地表から 45cm 付近まで, D・BOX の直下では地表から

25cm 付近まで過剰間隙水圧が上昇している。過剰間隙水圧の上昇に伴って, 地盤の過圧密比（OCR）および

先行圧密応力（σp’）は大きくなっている。 

② D・BOX の施工により, 非排水せん断強度が大きくなっている。表層から 15cm 付近までは, 施工後の 

排水せん断強度（Ｃu）は, 施工前の非排水せん断強度（Ｃu0）の 5～30 倍, それ以深では, 2～5 倍に増加

している。 

D・BOX（LS100）を 6段載荷 

ユンボによる載荷

ランマーによる載荷



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-５ 地盤改良による間隙水圧、先行圧密応力および非排水せん断強度比の深度分布 

 

砂質土層における電気式コーン貫入試験結果より, 施工前後の相対密度の深度分布を図-６に示す。 

D・BOX の施工により, 掘削底面から深さ 1.0m(深度 2.0m)付近までの細粒分が少ない砂質土層で, コーン

先端抵抗応力度（ｑｔ）の増加とともにせん断抵抗角や相対密度が大きくなり, 締固め効果が発揮された事

が判った。また, 相対密度の増大に伴い, 液状化強度も 10%～40%大きくなったことから, 原地盤に比べて

液状化し難くなる事が想定された。 

５．過剰間隙水圧の発生状況と地盤沈下量に対する実測結果と解析結果の比較 

粘性土層を対象に, D・BOX の施工（Ａ：ユンボ・ランマ加圧→Ｂ：敷鉄板載荷→Ｃ：D・BOX の載荷→

Ｄ：調整→Ｅ：D・BOX,敷鉄板除荷）に伴って発生・消散する過剰間隙水圧の時刻歴および地盤沈下量の実

測結果を解析結果と比較して図-７に示す。これより, 以下の事が確認された。 

① 施工段階Ａでは, ユンボ・ランマの強制載荷により過剰間隙水圧が一挙に発生するが, 地盤沈下は見ら 

れなかった（D・BOX 直下の過剰間隙水圧の作用により, D・BOX は 浮き輪の様な状態にあると推察）。 

② 施工段階Ｂ, Ｃ（最大上載荷重：40KN/ｍ2）においては, 載荷時は過剰間隙水圧が僅かに上昇するが, 

載荷後は比較的速やかに消散する傾向が伺われた。 

③ 沈下量は, 載荷開始～載荷終了までの 3時間で約 10cm 生じ, その後時間の経過とともに徐々に圧密沈 

下し, 載荷後 20時間を経過した段階で, 約 14cm となった。 

④ 全ての荷重を除荷した段階Ｅでは, 過剰間隙水圧の消散が一挙に生じ, これに伴って沈下量は僅かに 

リバウンドした。 

①，②は参考文献 3),③は参考文献 4)による



 

 

⑤ 施工過程に合わせた圧密沈下解析（圧密沈下計算システム（DECALTO）使用）を行った結果, 沈下～ 

時間関係において計算値は実測値に合致した。 

 

 

図-７ 地盤沈下の実測結果と解析結果の比較 

 

６．まとめ 

超軟弱な粘性土層および緩く堆積する砂質土層において, D・BOX（LS100）の施工による地盤の補強効果

を確認するため電気式コーン貫入試験, 間隙水圧測定を実施した結果, 以下の事が明らかにされた。 

① 粘性土層においては, D・BOX 上面での強制載荷により, 直下地盤は過剰間隙水圧が上昇し，過圧密状

態となった。この影響は, 地表から深さ 45cm の範囲に及び, 非排水せん断強度は 2～5倍に増加した。 

② 砂質土層においては, D・BOX 上面での強制載荷により, 直下地盤は地表から深さ 1.0m 付近までコーン

先端抵抗応力度の増加とともに, せん断抵抗角や相対密度が大きくなった。これより, D・BOX を用いた

施工によって締固め効果が発揮された事が判った。 

以上の事から，地盤表層部に設置した D・BOX が，その直下地盤に影響を及ぼし，地盤のせん断強度や密

度を増加させる作用がある事を確認した。 
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図-６ 施工前後の相対密度の深度分布 
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