
北海道における複合地盤杭基礎の設計施工法に関するガイドライン

１

社会的効果

これまでの技術 複合地盤杭基礎
２社会的効果

複合地盤杭基礎は、
私たちの安全な暮らしを支えています。

杭諸元や下部工駆体を縮小化でき
建設コストを縮減しました！

土木研究所寒地土木研究所では、泥炭性軟弱地盤を対象とした合理的な橋梁基礎形式として、杭と地

盤改良工法を組み合わせる「複合地盤杭基礎」を研究開発しました。遠心力載荷装置による模型実験や、

実杭における載荷試験、各種解析などによる研究成果を反映し、技術検討委員会の協議および関係機関

への意見照会を経て、平成22年4月に設計施工法に関するガイドラインを策定しました。

主に泥炭性軟弱地盤に施工する橋梁基礎杭の頭部周辺に地盤改良による複合地盤を形成し、杭の水平抵抗や

支持力の増加により、杭諸元・下部工躯体を縮小化することができます。 （建設コスト縮減10～45％）

社会的効果

「複合地盤杭基礎」の設計施工実績が評価され,平成21年度技術開

発賞(地盤工学会)平成21年度全建賞(全日本建設技術協会)を受賞し

ました。

現行の軟弱地盤における杭基礎の設計法は、水平抵抗を確保するた

め基礎が大規模化する傾向にあり、特に泥炭性軟弱地盤が広く分布す

る北海道においては、合理的な設計施工法の策定が望まれていました。

【デメリット]

●多数の杭本数で駆体が大型化

●建設コストが高い

複合地盤杭基礎は杭本数の低減や
駆体の小型化を可能とする技術です。

従来の泥炭性軟弱地盤における杭基礎の設計法では

杭の水平抵抗を確保するため多くの杭本数や大きな躯

体が必要となります。

複合地盤杭基礎の設計施工法を現場活用することによ

り、杭本数の低減、躯体の小型化が可能となります。

【メリット]

●地盤改良と杭基礎の組合せで

杭本数・駆体を低減

●建設コストを縮減

3

これまでに複合地盤杭基礎が採用された

現場（約20現場）のコスト縮減額試算した

ところ、杭に地盤改良を併用しない従来工

法に比べて10～45%（平均で約30%）のコス

ト縮減効果が発揮されています。

泥炭性軟弱地盤が広く分布する北海道では、
対策工法の策定が望まれています。

地盤改良領域
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北海道における
複合地盤杭基礎の設計施工法
に関するガイドライン

（平成22年4月
土木研究所寒地土木研究所）

ガイドラインは
寒地HPで公開しています！

各地での運用で約30％の
コスト縮減を実現！

泥炭性軟弱地盤対策工マニュアル ～泥炭性地盤の調査／設計および対策工の研究開発～

１社会的効果

北海道の泥炭性軟弱地盤に建設工事を
行うのにはさまざまな技術開発を必要としています。

２社会的効果

泥炭性軟弱地盤対策工マニュアルは、
私たちの安全な暮らしを支えています。

適切な対策工の選択肢が拡大します！

約１割のコストが縮減され
施工期間も短縮します！

泥炭性軟弱地盤対策工マニュアルの改訂によ

り、北海道の泥炭性軟弱地盤で盛土を建設する

場合の選択可能な工法が20⇒25工法に拡大し、

建設現場の状況に合わせた適切な対策工の選択

が可能となりました。

特に、従来工法の適用が困難な地盤や施工時の

振動・騒音など周辺への影響が厳しく制限され

る場合に用いられる固結工法は３⇒５工法、短

期間で沈下収束や地盤強化を図る圧密促進工法

は１⇒３工法に拡大し、現場の作業効率が向上

しています。
泥炭性軟弱地盤対策工マニュアルは
泥炭地盤での諸問題を解決する技術です。

寒地土木研究所では、泥炭性軟弱地盤に関する問題解決のため、昭和56年発刊「泥炭性軟弱地盤対策工指針（案）」か

ら平成14年「泥炭性軟弱地盤対策工マニュアル」まで、継続的な調査研究結果の普及を図ってきました。

平成23年3月の第3回改訂版「泥炭性軟弱地盤対策工マニュアル」では、これまでの泥炭性軟弱地盤対策工に加えて、

「金網併用プラスチックドレーン工法」や「真空圧密工法」、「中層混合処理工法」の改良効果、また「ふとん籠」による盛土

の耐震補強の技術提案を含め、新しい対策工の適用方法等を解説しています。

さらに、改訂版では、ライフサイクルコスト最小化など、社会情勢の変化への対応を図っています。

国立研究開発法人
土木研究所・寒地土木研究所

北海道には、約2,000km2もの範囲に泥炭地盤が広く分

布しています。泥炭は、通常の軟弱地盤とは異なる特殊な

性質を有することから、寒冷地特有の問題として建設工事

の著しい障害となってきました。

そのため、泥炭地盤上に道路盛土や河川堤防盛土などを

建設する場合に必要な調査・設計・施工および維持に関す

る技術開発が重要となっています。

泥炭性軟弱地盤対策工マニュアルは道路の建設を対象としたものですが、調査・設計・施工の基本的

な事項は、河川堤防など、その他の土構造物、または土構造物以外でも、適用することが可能となり、

本マニュアルの適用範囲が広がっています。

適切な対策工を選択した場合、例えば道央圏

連絡道路美原道路では、従来工法に比べ選択し

た新技術工法により、約１割のコスト縮減が実

現されたほか、施工期間は２０日以上の短縮が

実現されています。

〒062-8602
札幌市豊平区平岸1条3丁目1番34号

http://www.ceri.go.jp/

【泥炭地盤における盛土崩壊】

技術・工法名 【改訂版で提案されている新たな対策工】 概要

金網併用プラスチックドレーン工法
改良原理が異なる盛土補強工法とプラスチックドレーン工法を併用することで、泥炭地盤におけ
る高盛土が経済的に施工可能な工法

真空圧密工法
地盤に真空圧を作用させ、短期間で沈下の収束や地盤を安定に保ったまま強度増加を図ること
ができるなどの利点を持つ工法

中層混合処理工法
原位置土に改良材を供給し、改良材を化学的に反応させて土質性状を安定させる工法のうち、
改良深度3～10m程度を対象とした工法

【金網併用プラスチックドレーン工法】 【中層混合処理工法（トレンチャー方式）】【真空圧密工法（キャップ付き）】

【泥炭性軟弱地盤対策工の選択肢の変化】
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【道央圏連絡道路・美原道路
コスト縮減・施工期間短縮効果】

※従来技術：真空圧密工法（気密シート）新技術：真空圧密ドレーン工法
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3社会的効果 道路以外の現場へも
適用範囲が広がっています！

杭の水平抵抗領域を改良範囲とする
• 杭の特性長 1/β以上
• 受動土圧領域θ = 45o+ Φ/2

～研究成果の社会的効果～ マニュアル編



樹林化抑制を考慮した河岸形状設定のガイドライン ～自然と共生する社会の実現に向けた取り組み～

１社会的効果

河畔林は河川管理を行う上で
適切な対策手法を必要とします。

２社会的効果

樹林化抑制を考慮した河岸形状設定のガイドラインは、
私たちの安全な暮らしを支えています。

洪水被害を緩和します！

維持管理コストを抑制します！

管理伐採しない場合、樹木抗力により水位上昇が著しくなりますが、計画的に間伐を重ねることで、河

畔林の抵抗密度が緩やかになり、洪水被害が緩和されています。

河岸形状による計画的な冠水等の誘導により、樹林

化が抑制され、河道内樹林の維持管理費用を低減する

ことができます。

また、河道内に残された樹林に対しては、樹皮剥皮、

抜根、根元伐採等による抑制管理手法により、ヤナギ

類の成長を抑制し伐採間隔を広げることにより、トー

タルの維持管理費用を抑制することができます。

3社会的効果 植物・魚類の多様性に貢献します！

現況河床を保全し、瀬や淵を維持することで魚類等の生息環境への影響を低減します。

また、管理伐採等による樹林化抑制で植生・魚類の多様性が発現されています。

北海道の河川の河岸には、主にヤナギ類で構成

される河畔林が多く分布しています。

これらの河畔林は、河川景観や河川の生態系の構

成に重要な役割を担っていますが、洪水時には水

位の上昇や流木の発生原因となることが懸念され

ています。

適切な河川管理を行うためには、多様性のある水

際の保全と形成に努めながら、流下能力の向上を

図るための河道掘削や樹木管理を行っていく必要

があります。

樹林化抑制を考慮した河岸形状設定のガイドラインは
河岸の樹木管理手法を提供する技術です。

河道内の樹林化の抑制に効果的な河岸形状の設定方法や維

持管理の省力化を念頭においた樹木管理手法についての研究

を行い、北海道開発局と共同で 『樹林化抑制を考慮した河

岸形状設定のガイドライン』 を作成しました。

本ガイドラインでは、河道内の樹林化抑制対策として、冠

水や撹乱、草本によるヤナギ類等の抑制手法を提案、また実

際の河川の状況に合わせた対策を適用するための手順や適用

範囲等を提案しています。さらに、持続的な樹林化抑制に向

けた伐採等の維持管理手法ならびに各手法による効果を解説

しているほか、計画的な管理を行うための「林分構造予測

図」と活用方法について解説しています。

資料：札幌開発建設部 札幌河川事務所 提供

【河畔林による流下阻害】

【河畔林の流木化】 樹木抗力による

水位上昇

《管理伐採なし》 《管理伐採あり》

水位上昇量が

緩和

【管理伐採による水位上昇の緩和】

【管理コストの比較(イメージ）】
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【植物の多様化】【魚類の多様化】

平成14,15年度の
間伐を挟んで、魚類
の多様性は増加

平成11,12年
度の間伐を挟
んで、植生の多
様性は増加

管理伐採により
トータル的な維持
管理は抑制可能

【冠水による抑制対策イメージ】

【撹乱による抑制対策イメージ】

【草本による抑制対策イメージ】

生態学的混播・混植法 ～自然に近い森の再生技術の開発・普及～

１社会的効果

良好な自然環境を保持して行くため
自然に近い森林の再生方法が求められています。

２社会的効果

生態学的混播・混植法は、
私たちの豊かな暮らしを支えています。

安価な再生方法により
様々な活動団体が参加可能です！

児童・生徒を対象とした教育にも活用さ
れています！

生態学的混播・混植法は、費用が安いことから、様々な植樹活動に活用可能であり、市民団体の活

動や教育活動の一環に活用可能です。このことより、活動が継続することにも寄与しています。

・施工費用だけを単純に計算すると、これまで2.5億円以上のコスト縮減を実現したことになります。

（参考値：植樹の平均的な費用として算定 50ha×5000千円/ha＝250百万円）

生態学的混播・混植法は、幼木もしくはタネを多数植えて自然に近い樹林を大規模に再生することを

3社会的効果 地球環境保全にも貢献します！

生態学的混播・混植法は、生物多様性に配慮した森林を造成する方

法であり、自然に近い森を再生することが可能です。

健全な森の存在は、年間を通した流出量の平準化に寄与し、地域の

生態系の保全につながります。

河畔や道路沿いに樹林帯を造成することにより、従来の山地部に加え

て、新たに二酸化炭素固定可能な空間を作りだすほか、樹林が地表を

覆うことにより、水や風などによる土壌の浸食防止につながります。

北海道は総面積の71%が森林で、国内の森林面積の22%、

天然林の28%が分布しており、今後も国内において生物多様

性に係る良好な自然環境を保有して行く重要な役割を担って

います。

森林の再生のためには、動植物が自然に近い状況で生息

すること、大きな面積を造成することなどが望まれます。

そのためには、自然に近い森林の再生方法、かつ、コスト

が低い方法の開発が重要です。

生態学的混播・混植法は
自然に近い樹林を大規模に再生する技術です。
本技術は成長した樹木を移植するのではなく、幼木もしくはタネを多数植えて自然に近い樹林を大規模に再

生することを目的とした植樹技術であり、従来の単調で人工的な植樹と比べ1haあたり少なくとも500万円安く

施工可能です。

国立研究開発法人
土木研究所・寒地土木研究所

〒062-8602
札幌市豊平区平岸1条3丁目1番34号

http://www.ceri.go.jp/

サンルダム植樹会
※平成23年度「郷土の森づくり12年の歩み」
「北海道開発局技術研究発表会資料」

自然林からタネを採集

［タネの採取］

まずはじめは、近くの森(自然林)で

いろんな木からたくさんのタネを採
る。

タネまきつけ

［タネをばらまく］

果肉のついた種子は果肉を除去
する。軽石(火山レキ)、腐葉土、赤
玉土3:1:1で混合した土を発泡スチ
ロールの箱に入れてタネを播く。

発芽

基盤整備

[杭打ちとマルチング]
目印となる杭を打って、直径約３mの
円をつくり、その中に５㎝厚で砕いた
マルチング材（砕石やチップ）を敷く。

養生

ポット移植後、最低２ヶ
月間は灌水を行い養
生する。
ポット内で根を張らせる。

混播・混植

マルチングした円の中に実生群ポット
苗とタネを10種選んで混播・混植する。

芽生えが３～５㎝に成長し
たら、幼苗を３～５本1束に
してポットに移し替える。

【生態学的混播・混植法】
参考: 生態学的混播・混植法の理論・実践・評価」岡村 俊邦 著

ポットに移植

ビニールポット（直径９㎝程度）

土は軽石（火山レキ）、腐葉土、
赤玉土を３：１：１で混合。

H11年の開始以来、
51回・
延べ3300人が参加

【永山新川（旭川）の実績】
資料：寒地土木研究所資料

【洞爺湖温泉小学校で「緑はどうなった？」授業】
資料：寒地土木研究所資料

生態学的混播・混植法

生態系の保全効果 水循環の健全化

二酸化炭素の
安定的固定

表面侵食の防止

目的とした植樹技術であることから、自

然再生の過程を観察でき、自然教育に適

しています。

このため、児童生徒を対象とした活動

に活用されています。

～研究成果の社会的効果～ マニュアル編


