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１．はじめに
大規模地震の影響により、過大な変形や崩壊が発生
した城郭石垣は、一旦解体し、積み直すことで復旧さ
れる。その際、文化財としての価値を保全するために、
構築当時と同じ材料と手法を用いて復元されてきた。
石垣前面に積まれる築石は元の位置に戻し、背面に積
まれる栗石は、伝統的手法である人力による噛み合わ
せと突き固めによって復元される。
図-1

最近では、石垣の前を人が通行する箇

グリグリッドによる石垣補強

所に地震時の崩落防止を目的としたジオ
グリッド補強盛土工法が採用されている。
築石の背面を構成する栗石の粒径（100～
300mm 程度）に対し、従来のジオグリッ
ド（以下，従来型）の目合いは、最大で
も 50mm×50mm 程度と小さい。このため、

図-2

従来型の構造と補強イメージ

栗石間の噛み合わせが阻害され、伝統的
手法を適用できなくなることがあった。
そこで、栗石の粒径に応じて目合いを調
整でき、栗石間の噛み合わせを阻害しな
い新型ジオグリッド「グリグリッド®」を
開発した（図-1）。グリグリッドは、従来

図-3

グリグリッドの構造と補強イメージ

型と同じ帯材とステンレス鋼およびワッ
シャーを用いて格子状に接合したシート材であり、城郭石垣の崩落防止を目的として栗石層内に
水平に敷設する補強材である。
本報告では、グリグリッドの特長を述べた後、引抜き摩擦強さを確認するために実施した実物
大の引抜き実験結果について述べる。さらに、L2 クラスの地震動を作用させた場合の補強効果を
把握するために実施した 1/5 スケールの振動台実験結果について述べる。
２．グリグリッドの特長
図-2 に従来型の概要を示す。従来型は、ポリエチレン製の芯材をポリプロピレンで被覆した
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PET 繊維を格子状に配置し、格子交点部を
熱溶着で固定したもので、その目合いは最
大で 50mm 程度である。従来型の課題とし
て、剛性が小さい材料で構成されており地
震時の栗石層の流動を拘束できずに変形し
てしまうこと、築石の背面を構成する栗石
の粒径（100～300mm 程度）に対して目合い
が小さく栗石間の噛み合わせが阻害される

図-4

引抜き実験装置

ことが挙げられる。
グリグリッド（図-3）は、栗石の流動に対し直交する向きに剛性の高いステンレス鋼棒を配置
することで栗石の流動を拘束し、崩落を防ぐことが可能な工法である。また、格子交点部にワッ
シャーを用いることで目合いを容易に調整でき、栗石の噛み合わせを重要視する伝統的手法の利
点を生かしつつ栗石層を補強することができる。

３．引抜き実験
(1) 実験概要
図-4 に引抜き実験装置の概要を示す。土槽は H 形鋼を組み立てた構造とし、その内寸法は幅
1.0m、奥行き 1.0m、高さ 1.2m とした。栗石は、粒径 50-150mm と 150-200mm を重量比率 2:1 で
配合したものを使用し、目標乾燥密度を 1.6g/cm3 として土槽内に設置した。ジオグリッドの敷設
高さは、底面から 0.6m とした。ジオグリッドは、引抜き治具およびナット付きの PC 鋼棒と一体
化し、センターホールジャッキを用いて引抜き実験を行った。ジオグリッドの引抜き高さを一定
に保つため、反力桁とジオグリッドの間にキャスター付きの水平台車を設けた。 ジオグリッドの
引抜き速度は、「ジオシンセティックスの土中引抜き実験方法（JGS0942-2009）1)」を参考とし、
1mm/min とした。計測項目は、引抜き荷重、引抜き変位、土槽奥行き方向中央におけるジオグリ
ッドの縦材の軸ひずみとした。拘束
圧は実際に想定される荷重条件を

表-1

引抜き実験に用いたジオグリッドの仕様

種

別

写

真

対し 1/4 以上とするのが良いとされ

材

料

ている 2)。栗石の最大粒径を 200mm

引張強さ

としたため、グリグリッドの縦材の

目 合 い

最小間隔は 50mm となる。従来型ジ

交点の
接続方法
交点強度

包括するように 14kN/m2、50kN/m2、

従来型

新型

縦材：EX-60
横材：EX-60
63.1kN/m
縦 40mm
×横 40mm

縦材：EX-200
横材：丸鋼φ12
63.2kN/m
縦 80mm
×横 120mm

熱溶着

座金 M16

0.32kN/箇所

4.86kN/箇所

100kN/m2 の 3 段階とした。
表-1 に使用した従来型ジオグリ
ッドとグリグリッドの仕様を示す。
目合いは、使用する土の最大粒径に

オグリッドは、既存の製品で目合い
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表-2
ケース

種別

Case1-1

従来型
ジオグ
リッド

Case1-2
Case1-3
Case2-1
Case2-2
Case2-3

グリグ
リッド

写真-1

引抜き実験に用いたジオグリッドの仕様

拘束圧
σ(kN/m2)

最大荷重
Fmax(kN/m)

引抜き摩擦
強さτ(kN/m2)

剥離箇所また
は破断本数

破壊モード

14

31.8

15.9

多数

交点剥離が主，破断，折れ曲がり

50

39.7

19.9

多数

交点剥離が主，破断，折れ曲がり

100

50.1

25.1

多数

破断が主，交点剥離

14

49.7

49.7

6本

引抜き口付近で破断

50

47.2

47.2

4本

引抜き口付近で破断

100

54.5

54.5

3本

引抜き口付近で破断

破断状況（Case1-1）

写真-2

破断状況（Case2-1）

が最大となる EX-60（目合い 40mm）を選定した。
グリグリッドの縦材間隔は、EX-60 よりも引張強
度が高い EX-200 の引張試験結果をもとに、単位
幅あたりの引張強度が従来型ジオグリッドと同
等となるように 80mm とした。横材間隔は、目
合いの最小間隔 50mm と栗石の最大粒径 200mm
の中間程度の 120mm とした。

図-5

破断状況（Case2-1）

グリグリッドの交点強度を把握するため、縦
材 1 本の EX-200 に 1 組の高強度ワッシャーおよび横材の丸鋼φ12mm を用いて引張実験を実施し
た。その結果、グリグリッドの交点強度は、従来型ジオグリッドの交点強度 0.32kN/箇所に対し、
15 倍程度となる 4.86kN/箇所を有することを確認している。
(2) 実験結果
a) 実験後におけるジオグリッドの状況
表-2 に引抜き実験ケースおよび結果一覧を示す。写真-1 に従来型の Case1-1 におけるジオグリ
ッドの破断状況を示す。拘束圧 50kN/m2 以下では、敷設範囲全体にわたって交点の剥離箇所が多
数確認され、破断や折れ曲がりなども一部確認された。
写真-2 に Case2-1 におけるグリグリッドの破断状況を示す。いずれの拘束圧においても引抜き
口付近で破断していることが確認された。また、横材の丸鋼および縦材の PET 繊維の塑性変形も
引抜き口付近で確認され、土槽内の交点では破断や塑性変形は認められなかった。
b) 引抜き荷重－引抜き変位関係
図-5 に引抜き荷重－引抜き変位関係を示す。引抜き変位は、ジャッキ付近で計測した変位から
引抜き口付近で計測した変位（ジオグリッドの気中平均移動量）を差引いた値である。いずれの
拘束圧もグリグリッドの最大引抜き荷重は、従来型ジオグリッドのそれを上回る結果を得た。
グリグリッドの荷重変位曲線は、拘束圧の大小に関係なく概ね類似した挙動を示した。これは、
縦材および横材の目合いが大きくなり、栗石とジオグリッドが噛み合っていること、縦材と横材
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の交点部分が破断せず大きな抑止力を発揮して
いることが原因と推察される。一方、従来型ジ
オグリッドは栗石間の噛み合わせが阻害され、
剥離または破断を繰返しながら徐々に引き抜け
る結果であった。
c) ひずみ分布
図-6 に拘束圧 50kN/m2 における引抜き荷重
10kN ごとの縦材の軸ひずみ分布を示す。従来型
ジオグリッドは引抜き口から土槽背面にわたる
1,000mm の範囲全体で引抜きに抵抗しているの
に対し、グリグリッドは引抜き口から 500mm 程
度の範囲で引抜きに抵抗し、500mm 以降はひず
みが概ね 500μ以下である。これより、500mm 以

図-6

縦材の軸ひずみ分布

降にはほとんど力が作用していないと推察でき
る。以上の結果より、グリグリッドは、従来型
ジオグリッドと比較して 1/2 の敷設長で大きな
引抜き抵抗を期待できる可能性が示唆された。
d) 引抜き摩擦強さτ―拘束圧σ関係
図-7 に引抜き摩擦強さτ－拘束圧σ関係を示す。
引抜き摩擦強さτは、「ジオシンセティックスの

図-7

引抜き摩擦強さτ－拘束圧σ関係

土中引抜き実験方法（JGS0942-2009）1)」を参考
とし、次式より算出した。

ここで、Fmax：最大引抜き抵抗力(kN)、B：ジオ
グリッド幅(=1.0m)とし、引抜き抵抗長 L は縦材
の軸ひずみ分布の結果より従来型ジオグリッド
で 1.0m、グリグリッドで 0.5m とした。
グリグリッドの引抜き摩擦強さτは、いずれの

写真-3

振動台実験模型の全景

拘束圧σにおいても従来型ジオグリッドのそれ
の 2 倍以上であった。なお、実験後もジオグリッドはほとんど引抜けておらず引抜き口付近で破
断して実験が終了している。この結果より、いずれのジオグリッドも引抜き摩擦強さは、実験値
から得られた近似曲線以上であると推察される。

４．模型振動台実験
4.1

実験概要

写真-3 に振動台実験模型の全景を示す。実験には、内寸法で幅 1.0m、高さ 1.2m、奥行き 2.4m
の鋼製土槽を用いた。実験模型の変状を観察できるよう側面はアクリル製とした。実験では、高
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さ 6m 程度の石垣を模擬し、相似則は 1/5 とした。
石垣の積み方式は布積とし、石垣の勾配は 1：
0.3 とした。石垣の基礎は、堅固な地盤に拘束さ
れた状態を想定し、上から 9 段目の築石（以降、
築石 1 段目と上から順に呼ぶ）は鋼製土槽の受
け治具にはめ込む構造とした。築石は 10cm 角で
背面はテーパー形状とし、密度は 2.7g/cm3 とな
るように重量コンクリートを打設して作製した。
栗石は、実物の粒度と相似則を考慮し、粒径 5

写真-4

グリグリッドの振動台実験模型

～60mm（5～25mm：44%、20～40mm：48%、40～60mm：8%）の玉砂利を用いた。栗石は、相
対密度 50%の 1.764g/cm3（ρdmin=1.668g/cm3、ρdmax=1.872g/cm3）となるように管理しながら作製
した。
写真-4 にグリグリッドの振動台実験模型を、表-3 に振動台実験ケースを、図-8 に振動台実験
模式図を示す。Case1 は、無補強の石垣を模擬したケースである。Case2～Case5 は、グリグリッ
ドで補強した石垣を模擬し、目合いの寸法や追加の補強方法を実験パラメータとして比較したケ
ースである。追加の補強方法は、対象とする石垣が加工可能か否か、補強のコンセプトに応じて
設定した。Case3 は、築石の落下も防止する耐震性重視型のケースである。Case4 は、耐震性と景

Case1

Case2

Case3

Case4

Case5-1～5-3
図-8

振動台実験模式図
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観のバランス（以降、バランス型という）を考慮したケースである。Case5 シリーズは、築石の
前面からは補強していることが見えない景観重視型のケースである。
グリグリッドありのケースは、栗石内に等間隔に 4 段敷設した。Case2 以降のグリグリッドの
実験模型は、縦材を幅 3.5mm、厚さ 75μm、引張強度 52N のビニールタイとし、横材をφ5mm、
密度 2.7g/cm3、ヤング率 70GPa のアルミ棒とした。交点の接続は、内径φ3.1mm のシールワッシ
ャーとした。栗石の最大粒径 60mm より、その 1/4 である 15mm 以上を目合いの目安とし、縦材
の目合いは 60mm と 15mm の中間として 35mm とし、縦 35mm×横 35mm と縦 35mm×横 70mm
の 2 種類とした。Case3 は、高強度ネット＋アンカー＋受圧板の組合せ構造とした。高強度ネッ
トは、素線径φ0.8mm、網目寸法 20.4mm×34mm の鉄線ネットを使用した。アンカーは、φ4mm
のステンレスフックボルトとし、グリグリッド側のアルミ棒にフックを引掛け、築石前面を覆っ
た高強度ネットをワッシャーとナットで 20 箇所固定した。Case4 は、アンカー＋受圧板により築
石を拘束する構造とした。
Case5-1～Case5-3 は、フックボルトにより築石背面とグリグリッドを直接連結し、築石を拘束
する構造とした。Case5-1～Case5-3 はフックボルトのピッチを変化させた。
加振の入力波は 5Hz の sin 波を用い、1 回あたりの入力波数は 20 波とした。加振方法は段階載
荷とし、加速度振幅は、50gal、100gal、200gal、200gal 以降は 50gal ずつ増加させた。実験終了基
準は石垣が崩落するまたは振動台の最大加振能力（1,000gal）に到達した段階とした。計測項目は、
築石に作用する加速度、築石前面の水平変位、栗石天端の鉛直変位、およびグリグリッドのひず
みである。
4.2
a)

実験結果
実験後の状況

表-3 に振動台実験結果一覧を、写真-5 に振動台実験後の状況を示す。表中に示す加速度は、振
動台に設置した加速度計の値である。
無補強の Case1 では、401gal で栗石ごと変形する大崩壊が生じた。グリグリッド敷設のみの
Case2 は、450gal 程度で大崩壊した。この結果より、グリグリッドの敷設のみでは築石のはらみ
出しを防止できず、L2 クラスの地震動より小さい加振力で崩落することがわかった。
耐震性重視型で、高強度ネット＋アンカーの Case3 は、築石と栗石が前面に転倒するものの、
950gal 以上でも崩壊に至らなかった。高強度ネットによる面的な抜出し防止と、グリグリッドと
表-3
ケース

種

別

Case1

無補強

Case4
Case5-1
Case5-2
Case5-3

目合い

敷設以外の追加補強方法

－

－

縦 35mm×

Case2
Case3

振動台実験ケースおよび実験結果一覧

グリッド

文化財

アンカー＋ネット＋受圧板

グリ
縦 35mm×
横 70mm

象

指定なし

－

横 35mm

対

(加工不可)

壁面材＋アンカー＋受圧板
築石と連結した

100mm

フックボルトの

200mm

ピッチ

300mm
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購入材
(加工可能)

補強
コンセプト

崩壊規模

崩壊 or 最終加速
度(gal)

－

大崩壊

401

バランス型

大崩壊

458

耐震性重視型

崩壊せず

959

バランス型

落石 1 個

909

落石 1 個

898

落石 3 個

918

落石 1 個

824

景観重視型

連結されたアンカーの引抜きに対する抑止力
が効果的に発揮されたことが要因だと推察さ
れる。このため、L2 クラスの地震動が複数回
作用しても崩落しなかった。
Case4 は、築石がばたつき前面に転倒するも
のの、909gal で築石が 1 個落下したのみであっ

Case1：大崩壊

た。これにより、高強度ネットなしでもグリグ
リッドとアンカーを連結することで、L2 クラ
スの地震動が複数回作用しても崩落しないこ
とを確認された。
景観重視型で、Case5-1、Case5-2 は 900gal 程
Case2：大崩壊

度で築石が数個落下したのみであった。
Case5-3 は上記のケースと比較して築石とグリ
グ リッ ド を連 結 する 個 数が 少 ない も のの 、
800gal で築石が 1 個落下したのみであった。こ
の結果より、フックボルトのピッチが 300mm
と大きくも築石との連結による抑止力が効果

Case3：崩壊せず

的に発揮されるため、L2 クラスの地震動が複
数回作用しても崩落しないことを確認できた。
b)

築石の応答加速度
図- 9(a)、(b)に築石の応答加速度－入力加

速度の関係を示す。入力加速度とは土槽外の振
動台底版に設置した加速度計の実測値である。

Case4：落石 1 個

グラフは、図-9(a)に無補強の石垣、グリグリ
ッドの敷設のみ、築石背面の壁面構造による補
強の結果を、図-9(b)にアンカーまたはフック
ボルトを有する補強の結果を示す。また、上図
に築石 1 段目の結果を、中図に築石 5 段目の結

Case5-1：落石 1 個

果を、下図に築石 8 段目の結果を示す。

写真-5

実験後の状況

図-9(a)の中図および最下図をみると、入力
加速度の増大に伴い築石の応答加速度も概ね比例して増大していることがわかる。一方、図-9(a)
の最上図をみると、入力加速度を上回る築石の応答加速度が生じており、最大 1.5 倍であった。
以上の結果より、石垣の上部ほど築石の応答加速度が大きくなることを確認した。
図-9(b)の最下図をみると、入力加速度の増大に伴い築石の応答加速度も概ね比例して増大して
おり、いずれも 800gal 程度で頭打ちとなっている。図-9(b)の中図および最上図をみると、入力
加速度の増大に伴い Case3、Case4 における築石の応答加速度は概ね比例して増大し、800gal 程度
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(a)アンカー、フックボルトなし

図-9

図-10

(b)アンカー、フックボルトあり

築石の応答加速度－入力加速度

各ステップ後の築石の残留水平変位分布

で頭打ちとなっているのに対し、Case5 シリーズにおけるそれは 400gal 程度で頭打ちとなってい
る。以上の結果より、Case5 シリーズで石垣の上部になると、築石の応答加速度は入力加速度よ
りも小さくなり、L2 地震動クラスの大きな加振に耐えていることがわかる。
c)

築石の残留水平変位分布
図-10 に各ステップ後の築石の残留水平変位分布を示す。グラフは、入力加速度における目標

値のうち、200gal、300gal、400gal、600gal、800gal を示して比較した。入力加速度の増大に伴い、
石垣の上部は水平変位が増大するものの、築石 8 段目における築石の増分は極めて小さい。また、
築石の残留水平変位が最大となるのは、築石 3 段目のケースがほとんどであり、中段よりやや上
方の築石がはらみ出しやすい傾向であった。Case5 シリーズにおける各ステップ後の築石の残留
水平変位は、入力加速度が 400gal 以下では他よりも小さくなることがわかった。
d)

栗石天端の残留鉛直変位分布
図- 11 に各ステップ後の栗石天端の残留鉛直変位分布を示す。計測位置は、築石 1 段目の前面

からの距離を表している。グラフは、入力加速度における目標値のうち、400gal、800gal を示し
て比較した。
400gal 加振後の残留鉛直変位は、大崩壊した無補強のケースでは最大で 60mm 程度生じており、
築石に近いほど沈下していることがわかる。800gal 加振後をみると、アンカーまたはフックボル
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図-11

各ステップ後の栗石天端の残留鉛直変位分布

Case3
図-12

Case5-1
グリグリッド縦材の軸ひずみ分布

トを有する補強構造では築石より遠いほど沈下しており、最大 120mm 程度生じている。以上の
結果より、アンカーまたはフックボルトを有する補強構造は、グリグリッドと栗石が噛み合って
一体となっており、中段の築石がはらみ出すように変位し、栗石天端は沈下するものの、石垣の
大崩壊は生じておらず、高い耐震性を有することがわかった。
e)

グリグリッド縦材の軸ひずみ分布
図-12 にグリグリッド縦材の軸ひずみ分布を示す。計測位置は、4 段目のグリグリッドを配置し

た築石前面からの距離である。一例として、Case3 と Case5-1 の計測結果を示す。入力加速度にお
ける目標値のうち、200gal、400gal、600gal、800gal、900gal を比較して示し、Case3 については
1,000gal についても示す。
Case3 はグリグリッドの 2 段目～4 段目が概ね均等に加振力に抵抗しているのに対し、Case5-1
は下段のジオグリッドほど大きく抵抗していることがわかる。また、いずれのケースもグリグリ
ッド 1 段目は、生じた軸ひずみが比較的小さいため、栗石と一体となって滑動していると推察さ
れる。ただし、築石の落下防止として機能しているため、地表面付近にグリグリッドを敷設する
ことも重要であると考えられる。

５．グリグリッドを用いた補強形式
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表-4
項目

略

耐震性重視型

バランス型

景観重視型

図

・石垣前面がネットで覆われる
景

グリグリッドを用いた補強形式の比較表

・石垣前を覆うものはない

〇

観

文化財的

・石垣前面が部分的に受圧板で覆われる

△
・築石，栗石に損傷を与えない

価値の保全

◎

・築石背面を削孔する必要あり
・栗石，築石に損傷を与えない

〇

〇

△

振動台実験結果を踏まえ、補強形式を 3 タイプに分類した。表-4 に補強形式の比較表を示す。
耐震性重視型は、石垣前面がネットで覆われるものの、耐震性は最も高く 950gal まで崩壊しなか
った。バランス型は、石垣前面が部分的に受圧板で覆われるが、栗石や築石に損傷は与えない構
造であり、850gal まで崩壊しなかった。景観重視型は、石垣前面を覆うものはなく、750gal まで
崩壊しなかった。

６．おわりに
栗石の粒径に応じて目合いを調整でき、石垣の崩落を防止する補強材「グリグリッド」を開発
した。本報で得られた知見を以下に示す。
・実物大引抜き実験より、グリグリッドの引抜き摩擦強さτは、いずれの拘束圧σにおいても従来
型ジオグリッドのそれの 2 倍以上であった。
・振動台実験の結果、グリグリッドの敷設とアンカーを複合した補強により、無補強の石垣と比
較して耐震性が 2 倍以上に向上することがわかった。
・振動台実験の結果、耐震性重視型、バランス型、景観重視型のいずれの補強形式においても、
L2 クラスの地震動以上の耐震性能を有することを確認した。
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