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1.  はじめに 
 
 今後発生が予想される巨大地震に対し，道路や鉄道

などの線状構造物の地震後の機能（使用性）維持は物

流ネットワーク確保の面で非常に重要である。このう

ち橋梁や高架橋などの構造物の耐震化については，地

震時における損傷の程度や変形量を予測する性能規定

化と共に様々な対策が進められている。しかし，盛土

をはじめとする土構造物については，これまで過去の

地震により度々被害を受けてきたものの 1),2),3)，被災後

の復旧の容易性などから事前の耐震対策例は少なく 4)，

他構造物に比べ補強の優先度が低くなる傾向と言わざ

るを得ない。一方，地震により土構造物に同時多発的

な被害が発生した場合，修復性は高いものの復旧には

多大な時間を費やす可能性が高く，線状構造物全体の

耐震性向上には，土構造物の対策が一つのポイントに

なると思われる。ただし，対策の費用対効果を考慮す

ると，地震によるある程度の変形を許容しながらも機

能維持を図る方法が現実的と考えられる。このうち，

基礎地盤が液状化する軟弱地盤上の盛土を考えた場合，

これまで主流であった液状化自体の発生を抑制する方

法よりも，液状化の発生は許容しながら致命的な破壊

に至らせない方法が考えられる。 
 液状化など軟弱地盤上の盛土の耐震補強の必要性に

ついては，東海地震の発生が懸念された 1970 年代には

認識されていた。特に，鉄道分野では大橋ら 5）により

過去の盛土被害の分析が行われ，既設盛土の対策工と

して現在でも適用されている矢板による締切工の効果

をこの時期から導き出している。道路盛土については，

1995 年の兵庫県南部地震以降に本格的な検討 6)7)が行わ

れ，同様に矢板とタイロッドによる締切工の効果が示

されている。ただし，この方法は高精度な水平削孔の

必要性や削孔時の盛土の変状が懸念されるなど，コス

トや施工の難しさなどに課題があり，これに代わる方

法が模索され続けてきたのが現状である。 
 この課題に対し，著者らはこれまで液状化地盤上の

既設盛土の耐震補強工法として，図-1(b)に示すクロス

アンカー工法を提案してきた。本補強工法は，法面抑

え部と基礎地盤中に配した改良体をクロス状に結ぶ構

造となっており，盛土の沈下など液状化による軽微な

変形を許容しながらも，天端の平坦性や連続性など盛

土体として必要な機能を維持するものである。本補強

工法のメリットとしては，矢板とタイロッドによる工

法に比べて施工が容易であり，軽微な変形を許容する

ものの高い費用対効果が期待できる点が挙げられる。

また，これまでの検討では，補強効果については遠心

模型実験による実証，施工性については現場試験によ

る改良体の造成を確認している 8)。 
 本報では，クロスアンカー工法の合理的設計法の確
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図-1 液状化地盤上の盛土の変形図 

Fig.1  Deformation of the embankment on a liquefied foundation 
ground 
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立を目指して数値解析による検討を行った。なお，検

討にあたっては，例えば側方流動地盤中の改良杭モデ

ルの解析などで問題とされる，３次元的な地盤挙動の

評価が課題として挙がられた。すなわち，本補強法は

線状構造物の延長方向に離散的に改良体を配するため，

液状化した地盤が改良体間をすり抜ける３次元的な挙

動を考慮する必要があるものと考えられた。そこで，

本報では，従来の２次元モデルの液状化による地盤変

形を考慮した静的残留変形解析法を３次元モデルに拡

張し，本解析法の妥当性を確認するため，遠心実験結

果のシミュレーションを行った。また，道路や鉄道な

ど実際の寸法を想定したモデルについても解析を行い，

盛土寸法の違いと補強効果について検証した。 

2.  クロスアンカー工法 
 
 本補強工法は，液状化地盤上の盛土に対し，ある程

度の基礎地盤の変形や盛土体の沈下は許容しつつも，

天端の平坦性など盛土体として要求される機能を確保

することを目標としている。図-1(a)に地盤の液状化に

より盛土と基礎地盤で想定される変形状況を示す。地

震により基礎地盤が液状化に至った場合，盛土天端の

沈下は，(1)盛土の体積圧縮，(2)基礎地盤の体積圧縮，

および(3)液状化層の側方への地盤流動による沈下が要

因となって生じる。このとき，盛土はストレッチング

や法面のはらみ出しにより，その機能を著しく損なう

ことになる。そのため，道路や鉄道などの盛土構造物

では，盛土体自身の形状を出来るだけ保持し，天端部

の平坦性や連続性を確保することが重要となる。 
 図-1(b)にクロスアンカー工法の概要を示す 9)。本補

強工法は，(1)盛土法尻部の法面抑え部，および(2)液状

化地盤内に配した改良体により構成され，これらをク

ロス状に結ぶ形を基本としている。従来の矢板とタイ

ロッドによる補強工法では，矢板先端を支持層まで到

達させることで，液状化に伴う側方への地盤流動を抑

制し，盛土の変形や沈下を抑制していた。本補強工法

は，側方への地盤流動に対し，改良体の支圧抵抗によ

り張力が発生し，この張力を盛土法面の抑え部の反力

として作用させることではらみ出しを積極的に抑える

ものである。すなわち，はらみ出しの抑制は，盛土体

の多少の沈下は許容しながらもその形状を保持するた

め，結果として天端の平坦性や連続性などの機能が維

持される。なお，改良体の造成は既存の拡径型のグラ

ンドアンカー工法 10)を応用し，直径 1200 ㎜の改良体に

対応した拡径ビットを新たに開発した 11)。また，法面

の抑えとしてはコンクリートや法枠など既存の工法の

流用を想定している。 
 

3.  遠心模型実験結果 9)の概要 
 
 表-1 に検討ケース一覧，図-2 に実験モデルの一例を

示す。実験は，実換算で厚さ 4.2m 相当の相対密度 60%
の豊浦砂地盤上に，豊浦砂とカオリン粘土を乾燥重量

比 5:1 で混合した材料により，同一法面勾配で高さ

3.6m または 2.4m（実換算）の盛土体を配したモデルを

基本とした。基礎地盤は地表面まで 30× 10-6m2/s
（cSt）のシリコンオイルで飽和させ，遠心加速度は

30g，入力波はいずれも正弦波 40 波，最大加速度 350
×10-2m/s2 （実換算）とした。また，補強ケースに

表-1 実験および解析ケース 
Table 1  Centrifuge test and numerical analysis conditions  

(in prototype scale) 
 

Case 盛土高さ 改良体位置 改良体ﾋﾟｯﾁ ﾌﾟﾚｰﾄ比率 

1 

3.6m 

- - - 
2 

斜面直下 2.4m 1/2 
3 4.8m 1/2 
4 

天端直下 2.4m 1/4 
5*1 4.8m 1/4 
6 

2.4ｍ 

- - - 
7 

斜面直下 2.4m 1/2 
8 4.8m 1/2 
9 

天端直下 2.4ｍ 1/2 
10 2.4m 1/4 

*1解析のみ 

10090 180

12
0

50
50

14
0

1:1.5

(m)

ACC
PFP

DISP
LOAD

15
0

940

2.7 3.0 5.4

28.2

3
.6法面抑え部

ロッド

改良体

4
.2

1
.5

1
.5

4
.5

Case-2
盛土

基礎地盤

 

14
050

50

22060 120

80

940

1:1.5
(m)

ACC
PFP

DISP
LOAD

40

1.8 6.6 3.6

28.2

2
.4

4
.2

1
.5

1
.5

Case-9

1
.2

 
図-2 遠心模型実験モデル 
Fig.2  Centrifuge test models 
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ついては法面の抑え部には厚さ 10cm 程度のコンクリ

ート板に相当する剛性のアルミ板を盛土法尻部表面に

設置した。改良体は直径 1200mm×長さ 1200mm（実換

算）で周辺地盤と同等の密度に調整した剛体とし，中

間部に曲げを伝達しない形で張力計を取り付けたロッ

ドにより両者を結んだ。また，実験パラメータは改良

体配置（斜面直下，盛土天端直下），改良体ピッチ（改

良体同士の芯間隔 2.4，4.8m），盛土法面長に対する抑

えプレート長の割合（プレート比率 1/2，1/4）とした。 
 

4.  数値解析 
 
4.1 解析方法 

 本補強法の特徴の一つとして，盛土延長方向に離散

的に配置された改良体が挙げられ，液状化した地盤が

改良体間をすり抜けるなど３次元的な挙動を再現する

必要が考えられた。そこで本研究では，設計法として 

 
表-2 基礎地盤および盛土の物性値 

Table 2  Properties of foundation ground and embankment 
 

地盤 
区分 

相

対 
密

度 
Dr 

 

間 
隙 
比 
e0 

飽和 
密度 
ρsat 

(g/cm3) 

液状化 
強度 

RL 

初期 
せん断 
剛性 
G0 

(kN/m2) 

せん断

剛性 
G|γ=0.1% 

(kN/m2) 

自由

地盤 

上 

59 0.757 1.85 0.189 

17466 2490 

中 31486 5817 

下 41881 8772 

法尻

直下 

上 

72 0.711 1.88 0.229 

38518 7470 

中 48335 10359 

下 57304 13236 

法肩

直下 

上 60769 14404 

中 67421 16728 

下 74115 19170 

盛土

直下 

上 69264 17390 

中 75168 19564 

下 81226 21874 

盛土 75 0.698 1.71 0.245 48209 10205 

 
 

表-3 改良体，アンカーロッド，プレートの物性値 
Table 3  Properties of improved soil column, anchor rod and plate  

 

材料名 
密度 

ρ(g/cm3) 
ヤング率 
E(kN/m2) 

ポアソン比

ν 

改良体 1.85 7.03×107 0.345 

アンカーロッド 7.87 2.10×108 0.300 

アンカープレート 2.70 7.03×107 0.345 

 
の利用を考慮し，液状化地盤の残留変形を求める解析

手法として比較的簡便で実績のある安田ら 12)が提案す

る液状化土のせん断剛性による静的残留変形解析法

（ALID）の考え方を用い，有限差分法解析プログラム

（FLAC3D）による 3 次元モデルでの検討を行った。

図-3 に本解析の流れを示す。本解析では，まずステッ

プ１として，FLAC3D により基礎地盤および盛土から

なるモデルの初期自重解析を行う。液状化対象となる

砂質土については常時のせん断剛性（ALID に従ってせ

ん断ひずみ 0.1%のときのせん断剛性）を用いる。次に

ステップ２として，想定した水平震度に対して道路橋

示方書 13) に基づき各要素の液状化安全率を求め，安

田・稲垣ら 14) が提案した方法により初期応力および液

状化安全率に応じたせん断剛性を求める。ここでは，

図-4 に示すように液状化した砂質土のせん断応力とせ

ん断ひずみの関係は下に凸なバイリニアモデルで表現

されることから，モデルの微小抵抗領域の勾配 G1，強

ステップ1　初期自重解析(FLAC3D)

ステップ2　液状化物性値設定

◆基礎地盤

安田・稲垣の式　バイリニアモデル

◆盛土

弾塑性+No-tensionモデル

ステップ3　液状化流動解析(FLAC3D)

 
図-3 解析の流れ 

Fig.3  Process of the numerical analysis 

 
図-4 せん断応力とせん断ひずみの関係 12) 

Fig.4  Shear stress and shear strain 

 

図-5 解析モデルおよび FL分布図 (kh=0.25) 
Fig.5  Numerical analysis model and distribution of factor of 

safety for liquefaction 
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度回復域の勾配 G2，剛性回復点のひずみ γLをそれぞれ

求めた。最後にステップ３として，FLAC3D において，

ステップ１による初期応力とステップ２による液状化

土のせん断応力とせん断ひずみ関係をユーザーサブル

ーチンを使用して構成モデルに適用し，これを液状化

流動要素として保持しうる応力を計算し，余剰応力分

を解放させて流動後の変形を求める。なお，盛土の構

成モデルは Mohr-Coulomb の降伏条件による弾塑性モ

デルとし，さらに引張応力には抵抗しないモデルとし

た。 
図-5 に解析モデルの基本例を示す。基礎地盤につい

ては初期有効鉛直応力の異なる領域として，①自由地

盤，②斜面法尻直下，③斜面法肩直下，④盛土天端 
直下と大きく 4 つに区分し，さらにそれぞれを３深度

に分割した。表-2 に基礎地盤および盛土の物性値，表-
3 に改良体他の物性値を示す。初期自重解析では，常

時のせん断剛性として，ここでは 0.1%ひずみに対する

せん断弾性 G|γ=0.1%を用いた。なお，盛土モデルについ

ては，実験では豊浦砂にカオリン粘土を混合して作製

したが，便宜上ここでは豊浦砂による値とした。改良

体，アンカーロッド，およびアンカープレートについ

ては各モデル材料の物性値をそれぞれに与えた。また，

図-5 中には水平震度 kh=0.25 における液状化安全率の

分布を示しているが，自由地盤の液状化安全率 0.4 に

対し，盛土の直下では盛土の抑え効果により液状化安

全率が 0.9 と大きくなっていることが分かる。 
4.2 遠心模型実験のシミュレーション 
 図-6 に解析結果の一例として変形図を示す。なお，

図では改良体周辺のモデルの一部を切り取って，改良

体により近傍地盤の変位が抑制される様子など，３次

元モデルとした効果を見せている。図-7 に実験および

解析による残留変位分布を示す。実験については事後

に土層側面からトレースした結果であり，解析につい

ても改良体間の縦断面での地盤変形を示している。そ

の結果，無補強ケースにおいて，盛土直下の基礎地盤

では大きな軸差せん断応力を保持したまま有効平均応

力が低下して軸差せん断破壊状態に達し，その周囲お

よび深部では液状化による単純せん断変形が発生する

など（図中に該当箇所の一部を示す），実験と同様の変

形モードが概ね再現できた。また，補強ケースでは改

良体を配することで近傍地盤の側方変位が抑制され，

改良体の配置に応じて程度は異なるものの，盛土の沈

下が抑制される様子が再現できた。 
図-8 に改良体近傍の地盤の変位分布を示す。図は改

良体ピッチの異なるケースについて，改良体の中心深

度における水平断面の変位分布および水平ひずみ分布

 

 

 
 

 
 

 
図-6 解析結果の一例（変形図） 

Fig.6  Deformation after shaking in analysis 
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図-7 実験および解析による残留変位分布 
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を示している。いずれも地盤の側方への変位に対し改

良体近傍の側方変位が抑えられ，改良体の受圧面側で

圧縮ひずみ（負）が発生していた。また，Case-2 の図

中 A 点の水平変位の方が Case-3 の B 点よりも小さく，

改良体ピッチが狭いほど水平変位が抑制されているこ

とがわかる。 
図-9 に実験および解析による改良体間の水平変位と

盛土天端沈下量の関係を示す。豊田ら 15)は液状化地盤

上の盛土の沈下は基礎地盤の側方変位や盛土のストレ

ッチングの影響が大きい事を示している。これに対し，

本補強法では法面プレートにより法尻変位がほとんど

発生しないことから，ここでは改良体間の地盤の水平

変位に着目した。なお，解析での水平震度は，無補強

ケースでの盛土沈下が実験結果とほぼ同等であった

kh=0.25 とした。その結果，いずれも改良体ピッチが大

きいほど改良体間の水平変位，盛土沈下量はともに増

加し，改良体配置が斜面直下，天端直下それぞれの場

合でほぼ直線的な関係を示していた。なお，これまで

著者らの研究より，プレート比率の違いによる補強効

果の違いはほとんどないことが判明していることから
15)，直線の傾きは改良体配置の違いに起因するものと

考えられる。また，図中には実験による結果も示して

いるが，Case-8 を除き，実験結果と解析結果はいずれ

も同様の傾向であり，本解析は実験結果を良くシミュ

レートできたと考えられる。なお，Case-8 の実験結果

については，改良体配置や盛土高さが同条件の Case-7
と比較すると，改良体ピッチが大きいにもかかわらず

改良体水平変位・沈下量とも小さく，一連の傾向と異

なっていた。これについては，盛土モデル作成時にお

いて基礎地盤の密度が他ケースよりも大きくなった影

響が考えられる。 
4.3 高速道路盛土および鉄道盛土への適用 
 高速道路や鉄道など，盛土寸法の異なる実スケール

の盛土構造物を対象に，本補強法を適用した場合の効

果を確認するための解析を行った。本解析では，天端

幅の広いモデルとして 4 車線走行の高速道路盛土（天

端幅 27.0m），天端幅の小さいモデルとして複線の鉄道

盛土（天端幅 10.8m）の 2 種類とし，いずれも盛土高

さ 6.0m，法面勾配 1:1.8 とした。図-10 に高速道路の解

析モデル（改良体天端直下）を示す。なお，法面抑え

のプレート比率はいずれも 1/2 とした。また，表-4 に

 
(a)変位分布       (b)水平ひずみ分布 

図-8 改良体周辺の変位分布と水平ひずみ分布 
Fig.8  Lateral displacement and horizontal strain around the 

improved soil columns 
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図-9 水平変位と盛土天端沈下量の関係 

Fig.9  Relationship between lateral displacement of foundation 
ground and settlement of embankment 

 
図-10 高速道路の解析モデル（天端直下ケース） 

Fig.10  Numerical analysis model for expressway embankment 

表-4 解析条件 
Table 4  Case of numerical analysis 

 
条件 Case 改良体位置 改良体ピッチ 
無補強 A - - 

補強 

B 斜面直下 2.4m 
C 斜面直下 4.8m 
D 天端直下 2.4m 
E 天端直下 4.8m 
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示すように，それぞれのモデルで改良体配置（斜面直

下または天端直下）および改良体ピッチ（2.4m または

4.8m）を変化させた。なお，基礎地盤の幅は側方の影

響を低減するため盛土天端幅の約 5 倍とした。改良体

の位置については，改良体受圧面が斜面直下では法肩

地点，天端直下では盛土中央と法肩の中間地点に位置

するように設定し，いずれも改良体中央の深度を GL-
1.2m とした。 
図-11 に各モデルの改良体間の水平変位と天端沈下量

の関係を示す。図より，いずれも改良体間の水平変位

が大きいほど盛土沈下量が大きく，天端幅が大きい高

速道路盛土の方が天端沈下量が小さい結果となった。

天端幅の影響については，盛土幅が大きいほど沈下が

小さくなる傾向が既往の知見 17)でも示されており，整

合する結果であった。図-12 に高速道路盛土と鉄道盛土

それぞれの無補強ケースの液状化安全率の分布を示す

が，天端幅の広い高速道路盛土の方が盛土の抑え効果

により直下の基礎地盤の FL 値の大きな領域が拡大して

おり，このことが天端沈下量を減少させたものと考え

られる。また，図-9 の遠心実験およびそのシミュレー

ション結果では，改良体間の水平変位と盛土天端沈下

量の関係は，改良体の配置毎に異なるものの，それぞ

れで改良体のピッチや盛土高さによる違いはほとんど

見られず，原点を通りほぼ直線的な関係を示していた。

これに対し，図-11 では必ずしも同様の傾向とは言い難

い結果となった。考えられる理由としては，遠心実験

モデルよりも盛土高さ，基礎地盤厚さが共に大きく，

改良体間変位量が大きい点が挙げられる。図-11 中には，

図-9 で示した各配置での直線関係を示すが，実験モデ

ルのように天端幅が小さい場合には，改良体間水平変

位の範囲が小さく，改良体ピッチや盛土寸法による明

確な違いが見られず，改良体配置の違いのみで直線的

な関係として表れた可能性が考えられる。また，実験

モデルは，盛土高さと天端幅の両方を変化させたこと

も影響した可能性がある。 
 さらに，本結果のうち斜面直下モデルについて着目

すると，改良体間水平変位の増加に伴い，天端沈下量

の増加が頭打ち傾向を示している。これに関し，豊田

ら 15)は基礎地盤の水平変位と盛土の沈下量に関して，

図-13 に示すように水平変位による基礎地盤の側方移動
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図-11 改良体間水平変位と天端沈下量の関係 

Fig.11  Relationship between lateral displacement of foundation 
ground and embankment settlement 

 
図-13 液状化による基礎地盤の水平変位分布 

Fig.13  Lateral displacement of foundation ground by liquefaction 

 
(a) 高速道路盛土 

 

(b) 鉄道盛土 
図-12 各盛土の液状化安全率分布 

Fig.12  Distribution of factor of safety for liquefaction of each embankment model 
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体積 VL を盛土底面幅で除した比率が盛土天端沈下量に

関係していることを示している。本研究でも，無補強

ケースについては豊田らの研究と同様の事が言える。

一方，補強ケースについては，改良体付近の水平変位

が抑えられているものの，改良体直下の基礎地盤では

水平変位が発生している。図-11 の場合，横軸を改良体

間水平変位としているため補強ケースの水平変位が小

さくなったと考えられるが，横軸を基礎地盤の側方移

動体積とすると，頭打ち傾向は解消され，図-8 と同様

の傾向となることが考えられる。ただし，定量的な評

価には，図-13 に示す深度方向の変位分布だけでなく，

図-8 に示す水平方向の分布など３次元的な変位分布を

考慮する必要がある。 
4.4 天端幅の違いに関する検討 

ここでは，天端幅の違いが天端沈下量へ及ぼす影響

について，最大幅 32.4m までの解析を行った。図-14 に

天端幅に対する盛土天端沈下量の変化を示す。これら

はいずれも盛土高さ 6.0m で基礎地盤層厚 12.0m の条件

下での結果であるが，いずれも天端幅が大きいほど天

端沈下量が小さくなった。これは，4.3 で述べたように，

天端幅が大きいほど直下地盤で FL 値の大きい領域が拡

大し，側方への流動による沈下が抑制されたためと考

えられる。また，無補強ケースに対し補強ケースの方

が天端沈下量が小さく，一定の補強効果が得られてい

ることがわかる。 
次に，盛土体の健全性の指標として法肩の水平変位

について整理した。なお，遠心実験シミュレーション

では，天端幅が小さく顕著な差が見られなかったが，

天端幅の増加に伴い，一定の傾向が得られたため，こ

の点に着目した。図-15 に天端幅に対する法肩の水平変

位の変化を示す。天端幅の増加に伴い，無補強ケース

で法肩水平変位が増大するのに対し，補強ケースのう

ち斜面直下に改良体を配した場合ではいずれも法肩水

平変位が大幅に抑制されていた。一方，天端直下に改

良体を配した場合ではほぼ一定値を示し，いずれも斜

面直下ケースより法肩水平変位が大きく，天端幅 5.4m
では無補強ケースより大きい結果となった。ここで，

図-16 に改良体配置と盛土の変形モードの関係を示す。

これまでの実験および解析結果から，盛土斜面直下に

改良体がある場合では，液状化により盛土天端は比較

的平坦性を保った状態で沈下したのに対し，天端直下

の場合では改良体直上の盛土沈下が抑制され，直下に

改良体の無い盛土斜面部付近が沈み込む変形モードと

なった。すなわち，天端直下ケースではこの変形モー

ドの違いにより法肩変位の影響が出やすくなったこと

が考えられた。ただし，天端幅が大きくなるにつれて

改良体位置による法肩変位量の違いが無くなっている。 
以上から，最適な改良体の配置については，盛土寸

法（ここでは，盛土天端幅）の違いや想定される盛土
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Fig.14  Relationship between width of the embankment top and 
settlement of embankment 
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Fig.15  Relationship between width of the embankment top and 
lateral displacement at the shoulder of embankment 

 
a)盛土斜面直下のケース 

 
(b)盛土天端直下のケース 

 
図-16 改良体配置と盛土の変形モードの関係 

Fig.16  Position of improved soil column and deformation mode 
of embankment 
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の変形モードを考慮し，検討する必要があると考えら

れる。また，アンカーロッド長の低減など，施工性や

コスト面を考慮し，配置条件を決定する必要があるも

のと考えられる。 
 

5.  おわりに 
 
 本研究では，液状化地盤上の既設盛土を対象とした

耐震補強工法の設計法の開発を目指して，液状化土の

せん断剛性を用いた３次元静的残留変形解析法を構築

し，解析的検討を行った。遠心実験結果を解析により

シミュレーションしたところ，以下のことがわかった。 
1) 無補強ケース，補強ケースともに盛土天端沈下量

や地盤の変形など実験と同様の変形モードが再現

できた。 
2) 改良体ピッチが大きいほど改良体間の水平変位が

増大し，それとともに天端沈下量も大きくなる点

についても，実験と定量的に整合した。また，こ

れらは改良体の配置毎にほぼ直線的な関係を示す

点も解析と試験は同様の傾向を示した。 
3) 1) 2)の結果から，クロスアンカー工法の設計法と

して，今回構築した３次元静的残留変形解析法が

適用できるものと考えられた。 
 
 また，実スケールを想定した盛土モデルに本解析を

適用したところ，以下のことがわかった。  
1) 地盤変形など遠心実験シミュレーションと同様の

傾向を示した。 
2) 盛土天端幅を変化させた場合，天端幅が大きいほ

ど天端沈下量は小さくなり，既往の知見などで示

される傾向と同様の結果が得られた。また，補強

により天端沈下量が低減され，一定の補強効果が

確認された。 
3) 盛土の法肩水平変位については，無補強ケースで

は天端幅が大きいほど水平変位も増大したのに対

し，補強ケースでは天端幅と改良体配置に一定の

条件があるものの，補強により水平変位を抑制が

確認された。 
4) 最適な改良体の配置については，盛土天端幅の違

いや想定される盛土の変形モードを考慮し検討す

る必要がある。その際，アンカーロッド長の低減

など，施工性やコスト面を考慮する必要がある。 
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