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1. はじめに

豪雨時の土砂災害に伴い，河川に流入した崩壊土石や流木が橋脚や桁で堰き止められて生じる落橋や周辺地盤

の越流浸食等の被害が報告されている．橋梁は，道路や鉄道等のライフラインを構成する一部であり，平常時は

もとより災害時には避難路，災害後には被災地復旧のための交通路として重要な役割を担う．今後予想される降

水量の増加や台風の激化による土砂災害の増加に備えて，橋梁においても防災対策が望まれる．本研究は橋梁被

害のうち橋台背面の越流浸食被害に着目し，セメント系固化材による浅層改良を提案するものである．本稿では

一連の研究のうち，橋台背面の埋め戻し材料について，洪水被害堤防の調査と水路実験結果を報告する．

2. 橋台背面の地盤材料

橋台の構築は，写真-1 に示すように河

川を締め切った中で行われ，一般に埋め

戻しには現地の掘削土砂すなわち堤防材

料がそのまま使用される．実際に決壊し

た堤防がどのような材料で構成されてい

るか調査した 2019 年台風第 19 号による

決壊堤防の状況を写真-2～6 に示す．写

真-2 は宮城県丸森町新川の堤防で，比較

的粒径が小さい均質な材料で構成されて

いる．写真-3,4 は宮城県丸森町五福川の

裏法面が浸食崩壊した堤防の遠望と近接

写真で，一様に真砂土で構成されている．

写真-5,6 は宮城県角田市江尻の堤防決壊

箇所で，粘性土層と砂分の多い層が互層

になっており，中には 10cm 弱の角礫が

混在する層もあり，均質な材料で構成さ

れていないことが分かる．いずれも試料

採取や土質試験を実施していないため詳

細データはないが，一見して被害堤防を

構成する材料は様々であり，どのような

材料で構成された橋台周辺地盤でも効果

のある対策工が必要といえる．

3. セメント系固化材を用いた越流浸食

防止対策

日本では老朽化した既存橋梁が多いことから，対策工の検討では①維持管理と同時に施工可能，②材料コスト・

施工コストが低いことを重視した．橋台背面アプローチ部の多くはアスファルトで舗装されており，一定期間で

修繕工事がなされることから，舗装の打換えと同時に施工が可能な路体下部のセメント系固化材による浅層改良

を提案する．池本ら 1)は，地震時の鉄道橋橋台背面盛土沈下抑制対策としてセメント系材料による柱状改良工法

を提案，効果検証し，JR 東日本が実用化している．筆者らはセメント改良地盤の越流浸食防止効果について，無

対策と対策工を施した比較水路実験を行った 2)．この実験では，幅 500mm，高さ 350mm の 1/15scale の水路を用

い，幅員 333mm（実スケール 5.0m）の橋梁に続く道路と，河川左岸の堤防上部を模擬した（写真-7,8，図-1,2）．

写真-6 角礫混じりで砂分の多い層 
(宮城県角田市江尻，2019.11.1 撮影) 

写真-5 互層状態の堤防 
(宮城県角田市江尻，2019.11.1 撮影) 

写真-2 比較的均質な材料の堤防 
(宮城県丸森町新川，2019.11.1 撮影) 

写真-3 真砂土の堤防 
(宮城県丸森町五福川，2019.11.1 撮影) 

写真-4 混在する花崗岩礫 
(宮城県丸森町五福川，2019.11.1 撮影) 

鋼矢板による締切内
で橋台が構築される

写真-1 橋台構築状況 
(京都府加悦奥川，2018.7.11 撮影) 
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珪砂 7 号（wopt＝10%,Dc＝90%）で堤防盛土を構築

し，橋台背面と側方の表層厚 80mm（実スケール 1.2m）

を高炉セメント B 種で改良し（最低添加量 3)

50.0kg/m3，養生期間 7 日，図-3），洪水時の流速 3.0
～4.0(m/s)を目標として設計基準流量 2.00×10-2

（m3/s）で実験した結果，改良部分は固結して一体

化し，十分な耐浸食性を示した（写真-9）． 

4. 異なる材料を用いた開水路実験の結果と考察

上記の先行実験 Case1 に対し，Case2 として堤防

材料（珪砂 7 号）に 15％の笠岡粘土を添加し（wopt

＝15.5%，Dc＝90%），その他は同条件の実験をし

た．橋台周辺の堤防流出状況を把握するために

GL-0.1ｍまで埋設した傾斜計の位置を図-3 に，各計

測点における傾斜角度の推移を図-4 に示す．Case1,2
とも浸食は下流側の未改良部①から始まり上流側⑤

に進行した．Case1 では堤防の浸食が早く，下流側

側方改良部②③の下位地盤が流出したため，改良部

②③は一体化したまま実験開始 90 秒後に落下した．

その後，浸食域は上流側に進行して未改良部⑧⑫が

流出し，上流側側方改良部⑩⑪も下位地盤が流出し

たため一体化したまま落下した．橋台背面改良部④

⑥⑦⑨の下位地盤も流出したが，一体化した改良部

は水路壁と橋台模型との摩擦抵抗で落下しなかった

（写真 9）．Case2 では粘土を混ぜたことで堤防の耐

浸食性が上がり，1 時間経過しても浸食が抑制され，

改良部②③④⑥⑦⑨⑩⑪に変位は生じなかった．本

実験材料に対してセメント改良による耐浸食効果は

顕著に認められた．今後の課題として，被災堤防の

ような種々の地盤材料での効果検証が必要である． 
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図-4 傾斜角推移(上段：Case1 珪砂,下段：Case2 珪砂+粘土) 
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図-3 改良範囲と傾斜計埋設位置平面図 
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写真-7 実験モデルで模擬した河川堤防の状況 
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写真-8 実験モデル(橋梁上から左岸堤防を見た状況) 
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写真-9 Case1 実験終了後
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