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1. はじめに

法面工低減係数μ（以下，μと称する）は，地山補強土工法

などの斜面対策工の設計に用いる係数である．μは法面工の種

類によって異なり，設計手法の基となっている切土補強土工

法設計・施工要領 1）によると，代表的なのり枠工などはμ=0.7

～1.0となっている．近年では，環境や景観へ配慮し，法面工

に金網やワイヤーロープなどを使用した工法も多く採用され

るようになってきた．このような法面工は参考となる μ の値

が無く，模型実験などを行って μ=0.7 程度としているものが

多いが，実大スケールで算定された報告は少ない．そこで，本

研究では，法面工にジオグリッドと被覆金網を用いた工法のμ

について，実大載荷実験にて算定を行ったので報告する． 
2. 実大載荷実験の概要

μは，以下の式から求めることができる． 

μ =
𝑇𝑇𝑜𝑜

𝑇𝑇𝑜𝑜 + 𝑇𝑇𝑓𝑓
（1） 

ここで，Toは法面工が発揮する支圧力（荷重），Tfは地山（崩

壊を起こす移動土塊）と補強材との周面摩擦抵抗力である．本

実験では，ToとTfの値をそれぞれ実大載荷実験，および引抜

き実験により求めることとした． 
 載荷実験で用いた法面工部材の仕様を表-1に，載荷実験の

概要を図-1 に示す．載荷実験では，内寸が 2m×2m×深さ 1m
の土層の中央に予め載荷軸及び反力としてPC 鋼棒を配置し，

その周囲に含水比が10%の真砂土を湿潤密度2.0t/㎥（N値10

程度）となるように締め固めて地盤を作製した．地盤作製後，

被覆金網，ジオグリッド，固定板を図-1に示すように地表面

へ設置し，油圧ジャッキにて鉛直載荷を行った． 
次に，補強材の引抜き実験の概要を図-2に示す．補強材引

抜実験では，載荷実験と同様に地盤を作製し，地盤中央にφ

65mm の孔を設け，D19 ロックボルトを挿入し孔壁とロック

ボルトの隙間にグラウトを注入して補強材を作製した．3日間

養生した後，油圧ジャッキを用いて補強材の引抜きを行った． 
3. 実験結果

各実験では，ロードセルから載荷重，変位計から載荷ストロ

ークの変位量を計測した．載荷実験の荷重-変位の関係を図-3

に，載荷実験の状況を写真-1 にそれぞれ示す．まず荷重が

200kN に達した時，ジオグリッドの一部に破断が生じた．引

き続き載荷を行うと，変位のみが増加し，δ=250mmを超えた

ところで固定板との連結付近でジオグリッドがすべて破断し

た．さらに載荷を継続すると，再び荷重が上がる様子が確認さ

れた．これは，被覆金網が残っていることと，固定板直下の地

盤が圧密されているためと考えられるが，ジオグリッドに破

断が生じる前と比べ荷重の増加は鈍くなっており，ジオグリ

ッドがあることで，法面工が発揮する支圧力も高くなってい

ることが示唆された． 
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表-1 法面工部材の仕様 
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次に，補強材引き抜き実験の荷重-変位関係を図-4 に示す．

最大引抜き荷重は 19.7kN となり,引抜き後のグラウトを含ん

だ補強材の実測外径（φ76mm）から周面摩擦抵抗度を算出し

たところ，極限周面摩擦抵抗の推定値 1）における N 値 10の

砂地盤と同程度の0.08N/㎟となった． 
4. 法面工低減係数μおよび補正法面工低減係数μ’の算定

式（1）を用いてμを算定した．算定に用いる定数Toは，載

荷実験におけるジオグリッドの破断発生荷重値（To=200kN），

Tfは補強材の引抜き実験の結果から最大荷重値（Tf=19.7kN）

を用いた．これらより，μを求めるとμ=0.91となった． 
 しかし，法面工と補強材が実際に施工された状態を想定し

た時，法面工が支圧効果を発揮すると，法面工（固定板）直下

にある補強材周辺の地盤水平応力が地盤の圧密によって増加

し，周面摩擦抵抗力（Tf）も大きくなる可能性がある．そこで，

文献 2）を参考に次式を用いてTfの補正を検討した． 

𝜎𝜎𝑥𝑥−1 = 𝑧𝑧𝛾𝛾𝑑𝑑𝐾𝐾 （2） 

𝜎𝜎𝑥𝑥−2 = 2𝑞𝑞
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0 �  （4） 

ここで，σx-1は地盤の自重により補強材が周辺地盤から受け

る水平応力，σx-2は支圧板から地盤に伝わる荷重による水平応

力増分で，補正計算に用いた定数を表-2に示す．ここでは荷

重To毎に補正したTf（以下，Tf’と称する）を求め，式（1）
を用いて補正後の法面工低減係数μ（以下，μ’と称する）を

算定した．μ’と荷重 Toの関係を図-5に示す．補強材と移動

土塊の定着長L（以下，Lと称する）を1.0mとした場合，ジ

オグリッドの破断発生時（To=200kN）におけるTf’とμ’は，

それぞれTf’=21.5kN，μ’=0.90となった．補正計算によるμ’

は，実験から得られたμに比べてやや小さい値となった．

 一方で，切土補強土工法設計・施工要領 1）では，想定崩壊

深さが3.0mまでの斜面を適用範囲としていることから，Lが

3.0m の場合におけるTf’と μ’についても，式（1）～（4）
を用いて推定することとした．μ’を算定する際に用いる地盤

の土質条件は表-2に示す定数と同じと仮定し，またToの値に

ついては，L=1.0mの場合と同様に200kNを用いた．この理由

は，載荷実験の結果から，To=200kN時の鉛直変位量（δ=122mm）

が地盤の深さ 1.0m に対して 10%程度の沈み込み量であった

こと，また，ジオグリッドがすべて破断したδ=250mm以降も

荷重の増加が一定で推移していることから，載荷する地盤の

深さ条件が3mと大きくなっても，地盤反力（To）が大きく変

わることはないと考えたからである．図-5 に L=3.0mにおけ

る μ’と荷重Toの関係を示す．これより L=3.0mにおける Tf

とμ’は，それぞれTf’=60.9kN，μ’=0.77となった． 
5. まとめ

本研究では，実大スケールの載荷実験により，ジオグリッド

と被覆金網を用いた地山補強土工法における μ および μ’の

算定を行った．μは実験結果から μ=0.91となった．一方，補

正計算を行った Tf’から μ’を算定した結果，ジオグリッド

の破断発生時において，L が 1.0mの場合は μ’=0.90 となっ

た．また，Lが3.0mの場合においても，補正計算を利用して

推定したところ μ’=0.77 という結果を得られ，いずれも

μ’=0.7以上の結果となった．以上より，本工法は，崩壊深さ

が3.0m以下であればのり枠工と同程度のμ=0.7以上を用いる

ことができると考えるが，対象斜面の地盤条件などを十分に

考慮して，設計に用いるμを決めることが望ましい． 
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表-2 Tfの補正計算に用いる定数 
単位 備考

地盤深さ z m

地盤の単位体積重量 γd kN/㎥ γd＝19.7 kN/㎥（2.0 t/㎥）

土圧係数 K ―

※引抜き実験結果Tfから逆算

地盤の内部摩擦角 φ ° φ＝39.8 °　※三軸圧縮試験にて算定

地盤の粘着力 c kN/㎡ C＝0 kN/㎡　※三軸圧縮試験にて算定

法面工の支圧力 q kN/㎡ q＝P/B^2　　※P=To=0～600kN

支圧幅 B m B＝0.3 m　※固定板の幅とする

グラウト直径 D m D＝0.076 m

補強材長 L m L=1m、3 m

項目

𝐾𝐾 =
𝑇𝑓

𝜋𝐷� −∫ 𝑐𝐿
0 𝑑𝑑𝑧𝑧
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0
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