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Ⅰ　緒　　　言

ため池内に堆積した底泥土は，貯水容量の減少や水質の

悪化などのため，ため池機能の阻害や低下の原因になる。こ

のため一部では機能回復のための対策として底泥土の浚渫

除去が行われている。しかしこの浚渫された底泥土は粘土・

シルト分を多く含み，含水比が極端に高い超軟弱土である

ため 1)，捨土処分のためには何らかの改良を施さない限り運

搬も不可能である。また，最近では良質な遮水材料を近隣

から得ることが難しくなってきており，建設コストの縮減

からも，ため池底泥土の有効利用を図る必要がある

一方底泥土の除去処分を必要とするため池の中には，老

朽化し早急に改修を要するものや，さらに大規模地震の発

生が想定される地域では堤体に耐震補強の必要性のあるも

のも少なくない。

そこで本研究は，農林水産省構造改善局官民連携新技術

研究開発事業「ため池改修工事の効率化」として，Fig. 1に

示すように，除去処分を必要とするため池の底泥土を，そ

のため池の堤体を改修・補強するための盛土材として使用

する場合の適用性を室内試験と現場実証試験により検討し

たものである。ここでの研究は上述した押え盛土への適用

の他に，Fig. 2に示すような腹付け盛土や貯水容量増大のた

めの嵩上げ盛土の堤体盛土材として，あるいは堤体遮水部

の刃金土（遮水材）として適用を前提としている。

研究にあたっては農林水産省構造改善局建設部設計課・

防災課及び関東農政局土地改良技術事務所の関係諸氏，実

証試験の実施にあたっては静岡県農林水産部及び中遠農林

事務所の関係諸氏，三祐コンサルタント（株）の関係諸氏に

は多大な協力をいただいたことを記して，ここに謝意を表

する。

Fig. 1 ため池底泥土の堤体盛土材への適用
Application of crushed-compacted soil using pond-mud
soil (1)
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Fig. 2 腹付け盛土・刃金土・嵩上げ盛土への適用
Application of crushed-compacted soil using pond-mud
soil (2)

Ⅱ 固化処理した底泥土の堤体盛土材としての適用
性試験

これまで底泥土に固化材を添加・混合しただけの固化処

理土は，目標強度を固化材添加量の加減により容易に確保

できても，破壊ひずみが通常土に比べて小さく，周辺地盤

との剛性の極端な相違が生じるなど堤体盛土材としての変

形性に問題があり，堤体のような重要な土構造物には使用

されなかった。つまり周辺地盤や既設の堤体と固化処理土

による新設の盛土との間に剛性の相違があると，互いのな

じみが悪く地震時のように堤体やその基礎地盤が大きな変

形を受ける時には，剛性の高い部分に局部的な変形集中に

よるクラックや過大な土圧の発生が懸念されるためであ

る。

本報告では，上述のような固化処理土の変形性に関する

問題の解決のために，底泥土に固化材を添加・混合しただ

けの固化処理土（ここではこれを初期固化土という）を所

定期間放置し，ある程度固化させてから（この放置期間を

初期固化養生時間 tSとする），指定した粒度になるように破

砕し（固化処理した土を破砕すると），通常土と同様に転圧

して盛土することにした（破砕してから転圧した固化処理

土を破砕・転圧土という）。このように初期固化土を破砕・

転圧土として盛土することにより，以下本論文で述べるよ

うに，破砕・転圧土の再発現強度は初期固化土の強度より

低下するが，破壊ひずみを通常土のレベルまで伸ばすこと

ができる。

                                                       

１ 試験に使用した底泥土の供試体の作製
ａ 試験に使用した底泥土と固化材

試験に使用した底泥土は静岡県三笠郡大須賀町西大谷池

から潜水夫によりバケツで掬って採取した。この採取した

底泥土は試験室で大型ポリエチレン容器 (200 ㍑ )に 3日間

放置して浮き出た水を除去した時の水分状態を基準含水比

(wo=121%)として試験に使用した（この含水調整は落水後に

ある期間放置して自然排水や天日乾燥による低含水比化を

イメージしたものである）。次にこの底泥土の粒度・物理特

性を Fig. 3 に示す。これよりこの底泥土は最大粒径が

Dmax=9.5mmであるものの ,ほとんどシルトと粘土からなり，

基準の含水比状態 wO が液性限界 (wL=81.5%) よりかなり高

く，超軟弱状態にあることがわかる。なお，ここでは紙数

の関係から西大谷池の底泥土の試験結果のみを示すが，同

様な試験をこの他に 3 つのため池から採取した底泥土につ

いても実施しており，ここで述べる結果とほぼ同様なもの

を得ている。

使用した固化材は一般軟弱土用セメント系固化材であ

り，底泥土への固化材の添加量の表示はすべて次式による

湿潤添加率

CW=(WC/W)× 100 (%)･･･････････････････････････（1）

により行った。ここで WC は固化材重量，W は土の湿潤重

量である。

   

Fig. 3 使用した底泥土の粒土・物理特性
Grain size distribution curve and physical properties of
pond-mud

ｂ 一軸・三軸圧縮試験用供試体の作製方法

一軸・三軸圧縮試験に使用した供試体は以下のように作

製した。まず所定の固化材添加率 CWに相当する底泥土と固

化材を小型ミキサーで 1 分間攪拌・混合し，まだ固化しな

い固化処理土を準備する。なお，ここでは固化材の添加は

原則として粉体状態としたが，スラリー状態で添加した場

合との比較については後述する。

(1) 初期固化土の供試体

初期固化土の試験に使用した供試体は以下に示す手順で

作製した。①直径 / 高さ (D/H) が 50mm/100mm の二つ割り

モールド内にまだ固化しない固化処理土を詰める（固化処
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理土をモールド内に詰める時には内部に気泡が残らないよ

うにモールドで床を叩くようにした）。②翌日まで固化させ

てからストレートエッジ等供試体の，乾燥防止用に包装用

フィルムでラップする。③供試体はモールドに入れたまま

温度約 20℃，湿度約 60％の恒温室内で所定の初期固化養生

時間 tSまで放置して固化させる。 

(2) 破砕・転圧土の供試体

破砕・転圧土の供試体は以下の手順で作製した。① D/H=

100mm/200mmの二つ割りモールド内にまだ固化しない固化

処理土を詰め，所定期間 (t=tS)養生させた初期固化土を準備

する。②この初期固化土をモールドから取り出してスト

レートエッジ等により粒径10mm程度の粒状に破砕する (こ

こではこの粒径を標準とし中粒径粒状とした )。③破砕した

固化処理土を D/H=50mm/100mmの二つ割りモールド内で 2

層に分けて，突固めによる土の締固め試験 (JGS T711) の突

固め方法の A 法と同じ締固めエネルギー EC=550kJ/m3 にな

るように，各層について 1.525kgランマー (落下高さ 20cm)

により突き固め，初期固化土と同様に恒温室内で所定期間

養生する（この初期固化土を破砕して転圧してから試験実

施までの養生日数を tCC とおく）。したがって，破砕・転圧

土の初期固化状態から試験までの全養生日数 tは

t=tS+tCC ･･･････････････････････････････････････（2）

となる。なお，圧密試験と三軸透水試験に使用した供試体

は，圧密試験で使用する圧密リング D/H ≒ 60mm/60mm 内

で一軸・三軸圧縮試験の場合と同様の方法で作製した。  

２ 初期固化土と破砕・転圧土の一軸圧縮試験
ａ 破砕・転圧土の強度に及ぼす養生日数の影響

破砕・転圧土の強度に及ぼす初期固化状態での養生日数

tS（破砕時期）や，その後の養生日数 tCCの影響を調べるた

めに，CW=5.0,7.5,10.0,15.0% と変えた初期固化土 (tS=7 日 )

と破砕・転圧土 (tS=3 日，tCC=7 日，t=tS+tCC=10 日 ) の一軸

圧縮試験を載荷速度を約 1%/minで実施した。CW=7.5%で一

定にして養生日数のみを変えた初期固化土 (tS=1,3,7,28 日 )

と破砕・転圧土 (tS=1,3,7 日，tCC=1,3,7,28 日 ) の一軸圧縮試

験から，初期固化土を破砕・転圧した時の再発現強度の初

期固化土からの低下特性を調べた結果を Fig．4 に示す。こ

こでは初期固化土と破砕・転圧土の一軸圧縮強さをそれぞ

れ (qu)IS ，(qu)CCで表示している。この図から破砕・転圧土

の再発現強度は同一養生日数 t (=tS+tCC)の初期固化土の強度

に比較して小さく，そして破砕・転圧による初期固化土か

らの強度低下割合は初期固化状態での養生日数 tS が増加す

るほど著しいことがわかる。これは初期固化状態で長期間

放置して強度発現をすませてしまうほど，破砕・転圧後の

強度の再発現余力がなくなってしまうためと思われる。こ

の破砕・転圧土の強度低下割合を調べるために，Fig. 4から

全養生日数 t=tS+tCC=28日における破砕・転圧土の初期固化

状態からの強度低下比を次式

RCC=(qu)CC/(qu)IS ( t=tS+tCC=28日 ) ･････････････････（3）

で定義して，これを初期固化養生日数 tS に対してプロット

したのが Fig. 5である。この図によると，破砕・転圧による

強度低下は初期固化時の養生日数 tS=3日までが特に著しく，

tS=3日までに約 50%まで低下してしまうことがわかる。

以上このことから，破砕・転圧土の強度は，この初期固

化土を破砕して転圧するまでの初期固化養生日数 t=tSと，こ

の時までに発揮されている初期固化土の強度 (qu)ISの影響を

受けるので，実施工での砕・転土による盛土地盤の目標強

度を設定にはこの 2 つの要因と，その時の初期固化土から

の強度低下特性の影響を考慮して設定しなければならない

ことがわかる。

Fig. 4 初期固化土を破砕・転圧土とした時の強度低下特性
Unconfined strengths of initial stabilized soil and crushed-
compacted soil

Fig. 5 破砕・転圧による初期固化土からの強度低下
Strength characteristics of crushed-compacted soil

ｂ 破砕粒径が破砕・転圧土の強度に及ぼす影響

ここでは破砕・転圧土にするための初期固化土を破砕し

た時の粒径の大きさ，いわゆる破砕粒径が強度に与える影

響を調べる。そこで初期固化土（CW=7.5%，tS=3日）を，大
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粒径の塊状（最大粒径約 30mm程度），粒径 10mm程度の中

粒径の粒状（標準破砕粒径），そして中粒径に破砕したもの

をさらにミキサー内で粉々状にした細粒径の 3 種類で破砕

し，各破砕粒径の破砕・転圧土の供試体を作製し 1 週間後

に試験を実施した（tCC=7日，t=tS+tCC=10日）。

Fig. 6に各破砕粒径の供試体の一軸圧縮試験から得られた

応力～ひずみ曲線を示す。この図から，強度は標準状態の

中粒径粒状の供試体を基準にすると，大粒径塊状に破砕し

た供試体強度は大きくなるが（2 割程度），細粒径粉々状に

まで破砕したものは半分以下まで低下することがわかる。

このような破砕粒径による強度の相違は以下のようなこと

であると思われる。粗粒径に破砕した場合には，初期固化

状態の部分が破砕・転圧しても完全に潰れることなく残り，

この部分が核となり，初期固化部分が完全に破壊されてし

まって強度が再発現してくる部分と合わさって全体として

発揮される強度は大きい。これに対して，細粒に破砕する

と初期固化部分が破砕・転圧により完全に破壊されてしま

う割合が高く，その後に発揮される強度は再発現によるも

のだけで，粗粒で破砕した場合に比べて小さい。

Fig. 6 破砕・転圧土の強度に及ぼす破砕粒径の影響
Effect of crushed diameter on crushed-compacted soil

ｃ 底泥土の含水比の影響

底泥土の固化処理をより効率的に行うにはその初期含水

比は低い方が有利である。しかし底泥土の固化処理前の初

期含水状態は，原位置固化処理法のように池内を落水しド

ライ状態にしてからの放置期間に（さらに溝切り等を施す

かどうかにもよる），あるいは搬出固化処理法のように底泥

土を浚渫してからの余水処理の方法やその処理程度等によ

り大きく変動する。そこでここでは底泥土の初期含水比が

固化処理効果に及ぼす影響を調べるために，初期含水比を

変えた固化処理した底泥土の一軸圧縮試験を実施した。供

試体は，底泥土の初期含水比を基準含水比 wO=121%に対し

て，低含水比側に 97%と 82%，高含水比側に 142%の含水

比になるように調整した底泥土を準備し，各含水比の底泥

土に固化材を CW=7.5%で添加・混合して作製した。

Fig. 7と Fig. 8にそれぞれ初期固化土と破砕・転圧土の一

軸圧縮試験から得られた応力～ひずみ曲線を示すが，初期

含水比が高いほど強度は小さくなることがわかる。これら

の図から，破砕・転圧土だけの一軸圧縮強さ (qu)CC を読み

取り，固化材添加前の初期含水比に対してプロットした関

係を Fig. 9に示す。これより強度は含水比が低い方が大きく

なり，ある含水比以下（ここでは 90% 以下）になると急増

することがわかる。また qu～ w関係は両対数グラフ上でほ

ぼ直線関係にあり指数関数式

(qu)IS=a・(w/wO)b ･･･････････････････････････････（4a）

(qu)CC=A・(w/wO)B･･････････････････････････････（4b）

で近似できる（a，A は w/wO=1.0 時の一軸圧縮強さ，b，B

はそれぞれ近似直線の傾き）。この関係は実施工時の施工管

理において含水比の変動にともなう強度の概略的な推定に

使用できる。図中には試験データから推定したこれらの予

測式をそれぞれ示すが，比較的よい近似を与えている。 

Fig. 7 含水比が初期固化土の強度に及ぼす影響
Effect of initial water content on strength of initial
stabilized soil
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Fig. 8 含水比が破砕・転圧土の強度に及ぼす影響
Effect of initial water content on strength of crushed-
compacted soil

Fig. 9 強度 (qu)IS (qu)CCに及ぼす含水比の影響
Effect of initial water content on strength of initial
stabilized and crushed-compacted soils

３ 初期固化土と破砕・転圧土の三軸圧縮試験

盛立てられた堤体内の土の要素はある拘束圧下に置かれ

るが，固化処理した底泥土により造成された堤体の変形解

析や安定性評価に必要な応力～ひずみ特性，強度パラメー

タ (c，φ)を調べるには三軸圧縮試験が適している。そこで

固化処理した底泥土の破砕・転圧による変形性の改良効果

や強度パラメータを調べるために，圧密・非排水三軸圧縮

試験 (CU－試験 )と非圧密・非排水三軸圧縮試験 (UU－試

験 ) を実施した。供試体の上・下端面は，端面摩擦を除去

するためにアクリルプレートにシリコングリースを薄く塗

りゴムシート（tm=0.15mm）を貼り付け，さらにフイルター

の役割をするポーラスストーンを設置し，側面には排水用

の縦方向にスリットを設けたろ紙を巻いた。固化処理土は

一般に透水性が低く完全に飽和させるのが困難であるが，

炭酸ガスを通してから脱気水を流し，さらに背圧

σBP=98kN/m2を加えて完全飽和状態になるように目指した

（B 値は 0.95 以上になるようにした）。CU 試験は拘束圧レ

ベルを σ3=49,98,196kN/m2 まで等方圧密後，非排水状態で

せん断速度 0.3%/minでせん断した。また，UU試験では非

圧密状態で拘束圧レベルを σ3=49,98,196kN/m2 まで増加後

に非排水状態でせん断した。

Fig. 10 と Fig. 11 には，CW=7.5% で作製した初期固化土

（tS=7日）と破砕・転圧土（tS=3日，tCC=7日，t=tS+tCC=10日）

の CU －試験から得られた応力～ひずみ関係をそれぞれ示

す。なお，図中の ρt，w は試験前の値を示している。これ

らの図から以下のことがわかる。初期固化土と破砕・転圧土

の応力～ひずみ曲線の間には大きな相違が見られる。つまり

初期固化土の応力～ひずみ曲線は，せん断初期にはほぼ線形

的に偏差応力が増加し，明確なピーク応力 (σ1－σ3)maxが

小さい軸ひずみεf（破壊ひずみ）で現れ，そしてこのεfを

越えると急激に偏差応力は低下し最終的に残留状態になる。

これに対して，応力～ひずみ曲線は通常土に近い形状で，せ

ん断初期から偏差応力は非線型的に増加してゆき，明確な

ピーク偏差応力 (σ1－σ3)maxが現れず，またこの時の軸ひ

ずみεfも通常土なみの値である。このような変形性の相違

は，Fig. 12, Fig. 13 にそれぞれ示す初期固化土と破砕・転圧

土のせん断後の供試体の破壊モードからもわかる。つまり，

初期固化土では局部的に変形が集中して明確なすべり面が

現れるのに対して，破砕・転圧土では通常土と同様に変形集

中は少なく樽型変形をしている。また，このような初期固化

土と破砕・転圧土における応力～ひずみ曲線の相違と比較す

ると，せん断中の過剰間隙水圧 uの変化の差は少ないことが

わかる。これら初期固化土と破砕・転圧土の応力～ひずみ曲

線から読み取った (σ1-σ3)max時の軸ひずみεfを Fig. 14に

示すが，破砕・転圧土の破壊ひずみはεf=3～ 15%と通常土

と同程度にあることがわかる。以上から初期固化土を破砕し

て転圧することで，再発現強度は初期固化状態よりも低下す

るものの，その変形性が大幅に改良されることがわかる。

このような初期固化土の破砕・転圧による変形性の改良

機構は，初期固化している破砕粒子が転圧により潰れて密

な状態になるが，完全に潰れずにある程度初期固化状態の

ままで残った部分と潰れて強度が再発現する部分とが混在

して地盤を構成するため，初期固化土だけの地盤に比較し

て全体的に剛性が低下するので変形性が改良されるためと

考えられる。次に，Fig. 10と Fig. 11に示した CW=7.5%の初
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期固化土と破砕・転圧土の応力～ひずみ曲線の (σ1－σ3)max

によるMohrの応力円から求めた強度パラメータ (CCU,φCU)

をそれぞれ Fig. 15と Fig. 16に示す。また Fig. 17に CWを変

えた同様の試験から求めた強度パラメータ(ccu,φcu) とCWの

関係を示す。これらの図から，固化処理土の強度成分は粘

着力 ccu が主であり（CWの増加に対して増加する），内部摩

擦角φcu は小さいことがわかる。

Fig.10 初期固化土の応力～ひずみ関係
Relationship between stress and strain curves in triaxial
compression test of initial stabilized soil

Fig.11 破砕・転圧土の応力～ひずみ関係
Relationship between stress and strain in triaxial
compression test of crushed-compacted soil

Fig.12 初期固化土供試体の破壊状況
Failure mode of initial stabilized soil specimen

Fig.13 破砕・転圧土供試体の破壊状況
Failure mode of crushed-compacted soil specimen

４ 初期固化土と破砕・転圧土の圧密沈下試験

固化処理した底泥土で造成した盛土は，盛立てに伴う自

重の増加により沈下するが，ここではこの時の沈下特性を

知るために初期固化土と破砕・転圧土の圧密試験を実施し

た。圧密試験は Fig．18 に示すような D/H=60mm/60mm の

圧密リングを使用する圧密試験機により実施した（供試体

部分は浸水状態）。

圧密・非排水三軸圧縮試験
試料：西大谷池底泥

圧密・非排水三軸圧縮試験
試料：西大谷池底泥
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Fig.14 初期固化土，破砕・転圧土の破壊ひずみ
Failure axial strain of initial stabilized and crushed-
compacted soils

Fig.15 初期固化土の強度パラメータ
Strength parameter of initial stabilized soil

Fig.16 破砕・転圧土の強度パラメータ
Strength parameter of crushed-compacted soil

CWを変えて作製した初期固化土（tS=7日）と破砕・転圧

土 (tS=3日，tCC=7日 )の圧密試験から得られた初期固化土と

破砕・転圧土の沈下ひずみεV～圧密応力σVの関係を Fig．

19と Fig．20にそれぞれ示す。ここでの沈下ひずみは各σV

の載荷レベルにおいて 24時間載荷したときの供試体の沈下

量（ΔHi）を初期高さ HOで除して求めた沈下ひずみを合計

して算定した。

εV＝Σ(ΔHi/HO)× 100  (%) ････････････････････（5）

また，これらの図には同じ CW，養生日数における固化処

理土の一軸圧縮試験から得られた一軸圧縮強さ qu と圧密降

伏応力 σVY をそれぞれ示す。この σVY は沈下が急増する

時の σV に相当するが，一義的に決めにくいので便宜的に

沈下曲線の初期沈下曲線部と最終沈下曲線部を直線近似し

たときの交点として求めたものである。これらの図から，初

期固化土がある σV を越えると εV が急増する傾向が著し

いのに対して，破砕・転圧土は初期固化土よりもεVはσV

の増加とともに緩やかに生じ，この傾向は CWが少なくなる

ほど顕著である。これは，初期固化土はσVYを超えると固

化構造が破壊されて急激な沈下が発生するのに対して，破

砕・転圧土は三軸圧縮試験結果で示したように破壊ひずみ

が大きく，通常土レベルまで変形性が改良されているので，

σVがσVYに至っても緩やかにεVが進行していくためと

思われる。 

Fig.17 強度パラメータと固化材添加率の関係
Relationship between strength parameter and amount of
stabilizer
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Fig.18 使用した圧密試験装置（D/H＝ 60mm／ 60mm）
Consolidation test apparatus

Fig.19 初期固化土の沈下ひずみ～圧密応力関係
Relationship between vertical displacement and
consolidation pressure of initial stabilized soil

Fig.20 破砕・転圧土の沈下ひずみ～圧密応力関係
Relationship between vertical displacement and
consolidation pressure of crushed-compacted soil

Fig.21 破砕・転圧土の透水係数の後続厚依存性
Dependency of permeability coefficient of crushed-
compacted soil on consolidation pressure

５　三軸試験装置を用いた透水試験

固化処理した底泥土のため池堤体の遮水材への適用性を

検討するため，固化処理底泥土の透水係数を，堤体内の土

要素が受ける土被り圧の増加を供試体に再現できる三軸試

験装置を用いた透水試験（以下三軸透水試験という）によ

り調べた。この試験は，供試体に通常の三軸試験と同様に

土被り圧に相当する等方圧密応力 σC のもとで圧密を終了

させてから透水試験を実施するもので，透水係数の拘束圧

依存性を調べることができる 2)。供試体上・下端面には，供

試体断面内を水が一様に流れるように，フィルターとして

ポーラスストーン (透水係数 kPS=5.55～ 6.10× 10-2cm/s)を

設置した。この透水試験は，三軸試験の場合と同様に，炭

酸ガス・脱気水を流した後に背圧σBP=98kN/m2を作用させ

て，等方圧密応力σCを段階的に増加させ，各σCレベルで

過剰間隙水圧の消散を確認後に実施した。

CW=5.0,7.5,10.0,15.0%と変えて作製した破砕・転圧土 (tS=3

日，tCC=7日 )について三軸透水試験により求めた透水係数

の拘束圧依存性を Fig. 21 に示す。この図から，破砕・転圧

土の透水性は σC が増加するほど低下すること，この低下

の程度は両対数グラフ上でほぼ直線になることがわかる。

この透水性の低下は圧密に伴う間隙の減少によるためと考

えられる。また CWの高い破砕・転圧土ほど低いσC領域で

の kTCは小さいが，σCの増加による kの低下が少ない傾向

がわずかながら認められる。これは CW の高い供試体では

σCの増加による固結強度が大きくもともとkTCが小さいが，
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圧密沈下が少ないのでkTCの低下が少なくなるためと考えら

れる。しかし，全体的に見れば，添加率の差による透水性

の相違は少なく，破砕・転圧土の kTC の拘束圧依存性は，通

常土の遮水材における関係 3)と同じように指数関数式

kTC=α・(σC)β ････････････････････････････････（6）

で近似できるようである。ここで α，β はそれぞれ log kTC

～ logσC関係でのσC=98kN/m2における kTC，近似直線の傾

きである。いずれにせよ，破砕・転圧土の kTC は，フィルダ

ム遮水材に要求される遮水性の目安である kTC=1.0× 10-5cm/s

以下の

kTC=1.0× 10-6～ 1.0× 10-7cm/s

のレベルにあり，十分な遮水性を有していることがわかる。

したがってこの破砕・転圧土は，通常土と同レベルの変形

性にあるので，大変形やクラックに対して抵抗の大きい遮

水性材料といえよう。

Ⅲ　現場実証試験

１　現場実証試験の概要
実証試験場所は，これまで固化処理した底泥土の堤体盛

土材への適用性に関する一連の室内試験に使用した試料の

採取池の一つである，静岡県小笠郡大須賀町にある西大谷

池とした。

試験ヤードは，Fig. 22 に池全体図を示すように，固化材

をスラリー化して固化処理場所まで圧送するためのプラン

トヤード（池上流の川流入部付近の地盤良好な位置を選

択），底泥土を固化処理する改良ヤード，そして固化処理し

た底泥土を盛立てる盛土ヤードの 3 つから構成される。そ

して実証試験はFig. 23のフローチャートにしたがって行い，

プラントヤードで製造したスラリー状態のセメント系固化

材を改良ヤードまで圧送して，トレンチャーにより地中噴

射しながら攪拌混合して底泥土を初期固化し，さらに一定

の養生期間後に所定の最大粒径で破砕して製造した盛土材

を，盛土ヤードにおいて通常土と同様に撒出し・敷均して

から転圧して，試験盛土を造成した。なお試験中には，一

連の盛土造成過程の各工程における施工性の検討や歩掛り

の測定を行い，また施工された固化処理土，破砕・転圧土

の特性調査をそれぞれ実施した 4)。

ａ プラントヤードと改良ヤード

プラントヤードは池の上流端付近に設けた約21m×9mの

広さの敷地を選択し，固化材スラリーを製造するためのセ

メントサイロ (30t)，スラリー製造プラント (能力 20m3/ｈ：

水供給タンク，1.5m3ミキサー，3m3アジテータで構成 )，流

量計 (最大200㍑ /min)，グラウトポンプ (最大吐出圧4.9MPa，

最大吐出量 220 l/min)，発電機 (150kVA)，水タンク (10m3)，

アルカリ中和装置 (6m3/h)等を設置した。

Fig.22 現場実証試験ヤード全体図（西大谷池）
Site of field test (Nishi-oya dam)

Fig.23   現場実証試験フローチャート
Flow chart of field test
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改良ヤードは，貯水位を試験のために満水位から約 4mだ

け低下させ，プラントヤードから堤体に向かって約 100mの

水辺に近い位置（プラントヤードと改良ヤード間は仮設道

路で連絡）としたが，池最深部からはやや上流側に離れた

場所になる。改良ヤード内は，Fig. 24に示すように，3つの

区画（① ,② ,③）に分け，1区画は 1日当りの固化処理土

量分で，試験盛土 1層分に相当する長さ×幅×深さ =17m×

4.5m× 1mの 2面からなる（1日の固化処理土量は午前・午

後で V=2× 17× 4.5× 1=153m3）。

この池の底泥土の堆積状況は，河川流入部に相当する池

の上流側には砂や砂利等の粗粒分が含まれる粗粒混り底泥

土が堆積しており，そしてダム堤体に近いほど細粒分が増

え，池最深部では高含水比で細粒のヘドロ状底泥土が厚く

堆積し，堆積土量も多い。このため改良ヤードでの底泥土

は，堆積土量の多い最深部にあるヘドロ状のものよりも，砂

や砂利等の粗粒分を含む含水比も比較的低いものである

(wn=40 ～ 60％)。このため，多くのため池で改良対象とな

る，細粒分からなる高含水比のヘドロ状底泥土の試験がで

きない。そこで，改良ヤード内の区画①～③に堆積してい

るものを粗粒混り底泥土とし，バキュームポンプで池最深

部の複数位置から採取したものをヘドロ状底泥土とし区画

④ (2.5m× 2.5m× 1m≒ 6m3)を別途設け (wn=90～ 120%)，

2種類の底泥土の試験を実施した。

これら 2種類の底泥土の粒度曲線の範囲をFig. 25に示す。

またこれまでの一連の室内試験 5) で使用してきた底泥土の

粒度曲線を○印に示す。この図から，改良ヤード位置にも

ともとあった底泥土はかなり粗粒分が含まれているが，バ

キューム採取した区画④の底泥土は，これまでの室内試験

で使用したものに近いことがわかる。

Fig.24 改良ヤードの区分け（粗末混じり底泥土の①～③区
画とヘドロ状底泥土の④区画）
Classification of stabilizing site in the field test
(①～③ :Silt with gravel ,④：Clay)

Fig.25 改良ヤード内底泥土（区画①～③）とバキューム採
取した底泥土（区画④）の粒度曲線
Grain size distribution curves of mud in stabilizing site

ｂ 目標強度の設定

(1) 目標強度の設定方法

固化処理した底泥土の破砕・転圧盛土工法では，固化処

理した底泥土，つまり初期固化土をある一定期間 tS(=tSC)だ

け養生させてから破砕→転圧して破砕・転圧土とするが，破

砕・転圧土の再発現強度はこの時の養生期間 tSCの影響を受

け，この期間が短いと破砕・転圧後の強度発現が大きく，ま

た長いほど破砕・転圧土の再固化強度が小さくなる 4) , 5)。こ

のため，短期間の tSC では初期固化土の破砕時強度が小さく

盛土施工が難しくなり，また長期間では初期固化土強度が

大きく施工性は良いが破砕・転圧土の再固化強度が小さい

など，施工性，破砕時強度や破砕・転圧後の強度発現から

みた最適な養生日数が存在する。これまでの室内試験結果
4), 5)によるとこの初期固化養生日数は tSC=3日程度が施工性

や破砕・転圧後の再固化強度から適切なこと，また破砕・転

圧土の再固化による強度 (qu)CCの初期固化時の強度 (qu)ISか

らの低下率を R=(qu)CC/(qu)ISとおくと tSC=3日では

R=(qu)CC/(qu)IS≒ 0.5 ･････････････････････････････（7）

であることがわかっている。

ここでは，既設盛土と，これに腹付けあるいは押えとし

て破砕・転圧土により新設する盛土を含めた盛土全体が，所

定の安全率を確保して安定であるために必要な破砕・転圧

土の強度は一軸圧縮強さにより設定する。まず，堤体盛土

全体の安定計算により算定される破砕・転圧土による新設

堤体部に必要な強度

τf=cRec +σ・tanφRec ･･･････････････････････････（8）

を求める。一般にため池の堤体はせいぜい高さ 10m 以下で

あるので，想定すべり面上の垂直応力レベルは低く，また

破砕・転圧土の内部摩擦角φは小さいため，この内部摩擦

角による強度成分項は無視して (φ=0)，

τf=cRec ･･･････････････････････････････････････（9）

としてもよい。したがって，新設盛土を構成する破砕・転

圧土に必要な一軸圧縮強さ (qu)CC
*は

(qu)CC
*=2× cRec ･･･････････････････････････････（10）

となり，さらにこれを初期固化土の強度 (qu)IS
* に変換する

と，前述の R≒ 0.5（tSC=3日の場合）の関係より，
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(qu)IS
*=(1/R)・(qu)CC

*≒ 4× cRec  ･････････････････（11）

となる。これが破砕・転圧土による新設の堤体盛土に要求

される強度を達成するための初期固化土状態での目標強度

である。

(2) 実証試験での目標強度の設定

本実証試験での目標強度は，通常の堤体補強のための押

え盛土あるいは腹付け盛土で必要な強度が，粘着力で

cRec=49kN/m2 程度であることより設定した。この cRec を，

φ=0として，初期固化土における目標強度 (qu)IS
* に換算す

ると，

 (qu)IS
*=(qu)CC

*/R=196kN/m2

となる。そして，現場で固化材添加量を決めるための室内

配合強度は，現場と室内試験との混合条件の相違を補正す

るための現場 / 室内強度比αFL より求めた。αFL は，実証

試験に先立って実施した予備試験から得られた初期固化土

（■印）と破砕・転圧土 ( □印 ) の同一配合条件での現場と

室内における一軸圧縮強さの関係を示す Fig．26から求めた

（図中には実証試験におけるの結果もそれぞれ● 印と○印

により示してある）。図から，αFL=0.69が得られたので，配

合試験強度は

(qu)IS
*/αFL =294kN/m2

となる。この目標強度を確保するための固化材添加量を決

めるための初期固化養生日数 tS は，ここでは破砕までの養

生日数 tSC と区別して tS
* とおくと，これはこれまでの室内

試験 4),5) によると，強度増加の傾向が鈍くなる tS
*=10 日

（(qu)IS10）が目安とされる。しかし，ここでは試験盛土がこ

の池で計画されている改修後の堤体の一部になる可能性が

あるので，目標強度を安全側に設定するために tS
*=3 日

（(qu)IS3）とした。なお，tS*=3日としたことは，これまでの

試験結果からすると，tS
*=10日（(qu)IS10）とした場合の約 3

割程度の強度割増しに相当する（(qu)IS10/(qu)IS3≒ 1.3）。

Fig.26 現場・室内強度比αFL

Corrective coefficient αFL between field and laboratory

ｃ 底泥土の固化処理

固化材は，これまでの一連の室内試験と同様に，セメン

ト系固化材 (一般軟弱土用 )を使用した。目標強度を確保す

るための固化材添加量 ΔWC
* は，改良ヤード各区画の底泥

土の含水比が大きく変化していたため，各区画毎に底泥土

の含水比 wn をパラメータにして，事前の配合試験による

(qu)IS・ΔWC～ wn関係から，Table 1に示すように，決めた

(平均でΔWC
*=150Kgf/m3)。なお，底泥土の含水比を測定す

る時の注意は，一般に底泥土は，粒径が微妙に異なったも

のが層状に堆積し一様ではなく，深さ方向に粒度や含水比

が異なっている。このためその改良箇所の含水比を求める

には，地表面から試料を採取するのではなく，トレンチャー

等で深さ方向に混合した底泥土を採取するか，あるいは一

定の深さ毎の底泥土を採取してそれらを混合したものを試

料として，含水比を求めその場所の代表的な値とすること

が重要である。

底泥土の固化処理は，スラリープラントで製造した水・固

化材比 w/c=1.0のスラリー状態の固化材を，トレンチャー先

端部の吐出口まで一定流量ΔQ=100㍑/minでポンプ圧送し，

底泥土中に噴射させて，原位置で攪拌・混合して行った。底

泥土の堆積層厚が 1m程度で，トレンチャーを使用するには

浅すぎる点もあったが，固化材の攪拌・混合性能に優れ一

様性の高い固化処理が可能なことを考慮してこの方法を採

用した。

Table 1 使用した固化材とその配合条件
Cement stabilizer and mixture arrangement in this field test 

ｄ 初期固化土の強度特性

各区画において初期固化した底泥土の強度特性を確認す

るために，固化処理直後に内径 75mm×肉厚 0.5mm×長さ

150mm のシンウォールチューブを貫入させ，翌日掘り出し

てコア供試体を採取した。Fig. 27 に，採取した初期固化土

のコア供試体の一軸圧縮強さ (qu)ISと養生日数 tSの関係を示

す。この図から，初期固化土の強度は，ヘドロ状底泥土で

はほぼ目標強度を満足しているが，砂・砂利等を含み含水

比が比較的低い粗粒混り底泥土では強度増加が著しく目標

強度を大きく上回っていることがわかる。このことは，粗

粒混り底泥土では養生日数による強度増加が，これまでの

室内試験で使用してきた細粒分の多い底泥土に比較して著

しく，目標強度を得るための固化材添加量 ΔWC
* を設定す

るときの初期固化養生日数 tS
*はこの粗粒分が多いことによ
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る強度増加特性の相違を考慮する必要性を示している。つ

まり，粗粒混りの底泥土では目標強度を確保するための初

期養生日数 tS
*は細粒分の多いヘドロ状底泥土よりも日数を

多くして，時間経過による増加余力が少なくなる tS
*=17 ～

24日とすべきである。

Fig.27 初期固化土の一軸圧縮強さ（qu）ISの養生日数 tsの関係
Relationship between unconfined strength (qu)IS and
curing time of initial stabilized soil specimen

次に，初期固化土のコア供試体 ( 区画④のヘドロ状底泥

土 )の等方圧密・非排水三軸圧縮試験による応力～ひずみ関

係と，最大偏差応力 (σ1－σ3)maxあるいは軸ひずみε1=15%

時の偏差応力 (σ1－σ3)15によるMohrの応力円を直線近似

して求めた強度パラメータ（(ccu)IS , (φcu)IS）を Fig. 28と Fig.

29にそれぞれ示す。そしてこのような試験から得られた(ccu)IS

と (φcu)IS をまとめて Fig. 30 に示す。これより粘着力は，

(ccu)IS=(147～ 195kN/m2)であり，目標強度 (qu)IS
*=197kN/m2を

満足していることがわかる（(qu)IS=2× (cud)IS）。

Fig.28 初期固化土（区画④）の応力～ひずみ関係
Stress and strain curves in triaxial compression test of
initial stabilized soil

ｅ 盛土ヤード

また盛土ヤードは堤体下流側の駐車場を選択し，試験盛

土は，駐車場のアスファルト層 (約 5cm層厚 )を剥ぎ取りそ

の下の路盤も約25cmまで掘削し十分な支持力が期待できる

基盤上に，Fig. 31 に示すような標準的な盛土形状になるよ

うに盛り立てた。この試験盛土は，初期固化養生日数を tSC=3

日とした初期固化土を，後述するバケット式破砕機により

所定の最大粒径になるように破砕して盛土材を製造し，こ

れを，盛土ヤードまで運搬し，目標層厚 35cm程度になるよ

うにバックホウで撒出し，ブルドーザで敷均してから，振

動ローラーあるいはタイヤローラーで転圧して，3層分 (約

350m3) だけを盛り立てたものである。ここでバックホウで

撒出しを行ったのは，ブルドーザのブレードによる押土撒

出しでは，均一な撒出しができないこと，前・後進や反転

時にキャタピラーにより破砕・転圧土をこね返してしまい

軟弱化させてしまいやすく，その後の転圧時のトラフィカ

ビリティーが確保できなくなることを避けるためである。

Fig.29  初期固化土（区画④）の強度パラメータ
Strength parameter of initial stabilized soil

Fig.30各固化処理区画における初期固化土の強度パラメータ
Strength parameter of initial stabilized soil in initial
stabilizing site
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Fig.31  試験盛土の形状と試験区間
Test embankment

２ 初期固化土の破砕
ａ 破砕・転圧土の用途と破砕粒径の関係

これまでの室内試験結果から，破砕・転圧土の強度や遮

水性に及ぼす破砕粒径の影響については以下のことがわ

かっている 5)。破砕粒径が大きいほど発揮される強度は大き

く，また破砕粒径が小さいほど転圧時に潰れずに粒子隙間

が小さくなるため遮水性が良い。本実証試験では，この破

砕粒径の影響を実施工レベルで確認するわけであるが，実

施工における破砕・転圧土の用途と破砕時の最大粒径 Dmax

の関係を Table 2に示すように設定した。堤体の安定性のみ

を確保すればよい場合では，実施工での破砕粒径の最大値

を Dmax=200mm 程度とした。この値にしたのは，一般に盛

土材の撒出し層厚は 30 ～ 40cm 程度とするので，一様な盛

土地盤を造成するために限界の大きさであるからである。

一方，破砕・転圧土を遮水材として使用する時のように遮

水性が必要な場合には破砕粒径は小さい方が有利であるの

で，Dmax=50mm を遮水材の場合の最大粒径とした。ここで

遮水材の最大粒径をこの値に設定したのは，破砕粒径が小

さくなるほど，破砕効率が加速度的に低下すること，転圧

時に軟弱化してトラフィカビリティーが確保しにくくなる

ことを避けるためである。また破砕土を安定性と遮水生の

両方を満足させる場合にはこれら両者の中間をとって最大

粒径を Dmax=100mmとした。

Table 2 破砕・転圧土の用途と破砕粒径Ｄmaxの関係
Relationship between purpose of embankment material
and maximum crushed diameter

ｂ 初期固化土の破砕と破砕土の粒度分布

本実証試験では，初期固化土 (tSC=3日間養生 )を規定の最

大粒径になるように破砕するために，Fig．32に示すような，

バケット式破砕機を使用した（盛土材の製造）。この破砕機

は，0.7m3のバックホウをベースマシンとして，約 0.7m3の

スケルトンバケットに押力約 20tf(196kN)の押土プレートを

設置し，初期固化土を掘削→破砕→積込みを連続的に行っ

て盛土材を製造するもので（破砕能力約 30m3/時間），特に

効率的で経済的な破砕が可能なこと，工事規模に関係なく

適用できる汎用性の高いものを目指して開発したものであ

る。Fig． 33に初期固化土を破砕中の破砕機を示す。

破砕粒径の調節はスケルトンバケットのメッシュ間隔を

メッシュプレートあるいはバーを溶接で追加取付けするこ

とで現場で変更可能とし，Table 2に示したように，大粒径：

200mm × 200mm（所要強度を有する盛土材），中粒径：

100mm × 100mm（盛土材・遮水材），小粒径：50mm ×

100mm（遮水材）の 3種類とした。

この破砕機により初期固化土を 3 種類の粒径で破砕した

各盛土材を，フルイ分けができる程度まで約一ヶ月間室内

に空乾状態で放置し固化させてからフルイ分け試験を行っ

た。試験から得られた粒径分布曲線を Fig．34に示すが，破

砕バケットによる破砕された盛土材は，バケットのメッ

シュ間隔により最大粒径の異なるほぼ平行な粒度曲線と

なっていることがわかる。

Fig.32  バケット式破砕機（アタッチメント式）
Bucket-type crushing machine
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Fig.33 バケット式破砕機による固化土の破砕状況
Crushed soil by using crushing machine

Fig.34 メッシュ間隔を変えて破砕した盛土材の粒度曲線
Grain size distribution curves of crushed-compacted soil

３　試験盛土各層の試験条件

試験盛土は，前述の Fig. 31 に示したように，3 つの盛土

層から構成され，各盛土層はその試験目的に合わせて盛立

て条件を以下のように設定した。1～ 2層目は転圧機種と転

圧回数の影響を調べるために Fig. 35 の下段に示すような試

験条件で，また第 3 層目は破砕粒径の影響を調べるために

Fig. 35 の上段に示す試験条件とした。Table 3 には以上の試

験盛土各層の試験条件をまとめて示す。なお，ここで転圧

機械は小型の 10t クラス未満 (7t 振動ローラーと 8t タイヤ

ローラー )を使用したが，これは以下の理由による。破砕・

転圧土の強度発現は締固め密度ではなく，固化材による硬

化によるものであり，破砕粒子間の隙間がなくなる程度ま

で転圧すれば，締固め密度は重要ではないため必ずしも大

型転圧機械である必要がないこと，また一般にため池は規

模の小さいものが多く，このような箇所での施工性を考え

ると小型機械の方が有利であるためである。

ａ 第１～２層目盛土

第 1層目と 2層目は，転圧機械による相違，転圧回数（N

＝ 4，6，8 回）による影響など，破砕・転圧土に適した転

圧条件を調べるためのものである。しかし，第 1 層目は仕

上がり層厚 40cm の試験盛土の基層（レベリング層）とし

た。第 1 ～ 2 層目は，Fig. 35 の下段に示すように，堤体に

平行な長手方向に左・右 2 レーンに分けて，改良ヤードの

区画①の初期固化土は第 1 層目に，区画②の初期固化盛土

は第 2 層目に Dmax=200mm で破砕してから撒出し・敷均し

を行い，それぞれ振動ローラー，タイヤローラーによる転

圧を行った。この時の転圧回数 N はそれぞれ N=4,6,8 回と

した。第 2 層目の盛立て面では，破砕・転圧土地盤の強度

特性を調べるために，室内試験用のコア試料をライナーサ

ンプラー法で採取した。

Table 3 試験盛土各層の試験条件
Test condition in each embanked layers

Fig.35  試験盛土各層の試験条件
Test condition in each embanked layers

ｂ 第３層目盛土

第 3 層目は，初期固化土を破砕するときの破砕粒径が破

砕・転圧土の強度あるいは透水性に及ぼす影響を調べるた

めのもので，Fig. 35 の上段に示すように長手方向に 3 つの

レーンに分け，各レーン毎に破砕バケットの破砕メッシュ

(破砕時の最大粒径：Dmax=200,100,50mm)を変えて，区画③
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の初期固化土を破砕して盛土した。ただしヘドロ状底泥土

は Dmax=200mm で破砕して，破砕粒径 Dmax=200mm のレー

ンの一部に盛土した。各破砕粒径で盛土したレーンは基本

的には振動ローラーで転圧回数Ｎ=6回で転圧することにし

た。なお，3 種類の破砕粒径の盛土レーンのうち最大粒径

Dmax=200mm の破砕土では，振動ローラーでもトラフィカビ

リティーが確保でき，転圧可能であった。これに対して，破

砕粒径の小さいDmax=100mmとDmax=50mmの盛土レーンで

は，トラフィカビリティーが確保できない恐れがあったの

で，トラフィカビリティーを確保しやすい敷均し用ブル

ドーザによる転圧に変更した。そして，ブルドーザでは機

械重量の割にキャタピラー幅があり，転圧エネルギーが小

さく，塊状粒子が完全に潰れず粒子間に隙間が残る可能性

が考えられたので，撒出し厚を 20cmの薄層転圧とした。

なお，第 3 層目の盛土面からも，破砕粒径を変えた各盛

土レーン毎に，各種土質試験に使用するコア試料をライ

ナーサンプラー法で採取した。

４　破砕・転圧土の強度・透水特性
ａ 破砕・転圧土の強度に及ぼす転圧条件の影響

最大粒径 Dmax=200mmの破砕土を 2種類の転圧機械で，そ

れぞれ転圧回数 N=4, 6, 8 で転圧した破砕・転圧土地盤から

採取したコア供試体の一軸圧縮強さ (qu)CC と転圧回数 N の

関係を Fig. 36に示す。また Fig. 37には同様に採取したコア

供試体の圧密・非排水三軸圧縮試験から得られた強度パラ

メータ（(cuc)CC，(φuc)CC）と転圧回数 N の関係を示す。こ

れらの図から，破砕・転圧土は転圧機械による相違はほと

んどないこと，また転圧回数は N ＝ 6 回程度がよいことが

わかる。施工状況から判断すると，N=6 回以上では過転圧

になり盛立て面に泥濘化が生じるなど，トラフィカビリ

ティーが確保できなくなった。

Fig.36 破砕・転圧土の（qu）cc～Ｎ関係
Relationship between (qu)cc and N of crushed-compacted soil

なお，ここで注意が必要なのことは，通常土と破砕・転

圧土の強度発現機構の相違である。つまり，通常土による

盛土では，高い締固め度で転圧してより密な状態の方が大

きな強度が発揮される。しかし破砕・転圧土による盛土は

破砕土の塊状粒子が潰れて粒子間の隙間がなくなる程度ま

での転圧で十分である。過転圧により，処理土が泥濘化し

トラフィカビリティーが確保できず施工不能に陥ってしま

う。破砕・転圧土は高密度化による強度発現ではなく，セ

メント系固化材による硬化現象が主になるためである。 

Fig.37 破砕・転圧土の強度パラメータ～Ｎ関係
Relationship between crushed-compacted soil (qu)cc and
strength parameter N

ｂ 破砕・転圧土の強度に及ぼす破砕粒径の影響

破砕粒径を変えて破砕した破砕・転圧土による第 3 層目

盛土地盤から採取したコア供試体の一軸圧縮強さ (qu)CC と

養生日数 t(=tS+tCC)の関係を Fig. 38に示す。この図から以下

のことがわかる。初期固化土の同様の関係を示した前掲の

Fig. 36 とを比較すると，破砕・転圧土の再固化による強度

(qu)CC の初期固化時の強度 (qu)IS からの低下がほぼ半分に

なっており，室内試験と同様に現場でも (7)式が成り立って

いる。破砕・転圧土の強度は，ヘドロ状底泥土でほぼ目標

強度を満足しているが，粗粒混り底泥土は強度増加が著し

く目標強度を大きく上回っている。このことは初期固化土

の項で述べたように，粗粒混り底泥土では養生日数による

強度増加特性を考慮した目標強度を確保するために必要な

初期固化養生日数 tS
*を多くした方が良いことを示している

といえよう。また破砕・転圧土の強度は破砕粒径による影

響があり，大粒径の方が明らかに大きくなり，堤体下流側
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での押え盛土や腹付け盛土のように安定性だけを確保する

場合には破砕粒径は大きい方が合理的であることがわか

る。さらに，破砕・転圧土の強度の養生日数に伴う増加程

度はほぼ 1ヶ月程度で鈍化することもわかる。

Fig.38 破砕粒径の異なる破砕・転圧土の一軸圧縮強さ
（qu）CCの養生日数 t (=ts＋ tcc)
Relationship between unconfined strength (qu)CC and
curing time of crushed-compacted soil specimen t(=ts+tcc)

Fig.39 破砕・転圧土（区画④）の応力～ひずみ関係
Stress and strain curves in triaxial compression test of
crushed-compacted soil

次に，採取したコア供試体の中のヘドロ状底泥土を原土

とする破砕・転圧土 (Dmax=200mm)の圧密・非排水三軸圧縮

試験による応力～ひずみ関係と，軸ひずみ ε1=15％時の偏

差応力 (σ1－σ3)15による強度パラメータ（(ccu)CC , (φcu)CC）

をそれぞれ Fig. 39と Fig. 40にそれぞれ示す。ここで比較し

てほしいのは，Fig. 39 の破砕・転圧土の応力～ひずみ関係

と，前述した Fig. 28 の初期固化土の応力～ひずみ関係であ

り，破砕・転圧土の応力～ひずみ関係の方が破壊ひずみε1f

が小さく，通常土に近い特性を示していることがわかる。破

砕粒径の異なる 3 種類の盛土レーンから採取したコア供試

体について実施した三軸圧縮試験から得られた強度パラ

メータ（(ccu)CC，(φcu)CC）を，破砕粒径 Dmaxに対してプロッ

トしたのが Fig．41である。この図から，(ccu)CC と (φcu)CC

はともに破砕粒径が大きい方が大きくなることがわかる。

Fig.40  破砕・転圧土（区画④）の強度パラメータ
Strength parameter of crushed-compacted soil

Fig.41 破砕・転圧土（区画④）の強度パラメータに及ぼす
破砕粒径の影響
Effect of maximum crushed diameter on strength
parameter of crushed-compacted soil
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ｃ 破砕・転圧土の透水性に及ぼす破砕粒径の影響

次に，破砕・転圧土による盛土地盤の透水性に及ぼす破

砕粒径 Dmaxの影響を，各盛土レーンから採取したコア供試

体の三軸セルを用いた透水試験により調べた結果を Fig. 42

に示す。この図から，破砕・転圧土の透水係数は破砕粒径

が小さいほど小さくなり，遮水性が良くなり，破砕粒径が

破砕・転圧土の透水性に影響を及ぼすことがわかる。また

透水係数は，底泥土により異なり，原土が粗粒分の多い粗

粒混り底泥土の方が大きく，破砕粒径を適切に選択しない

と所要の遮水性を確保できないことがわかる。しかしヘド

ロ状底泥土のように細粒分の多い底泥土では，たとえ大粒

径で破砕しても十分な遮水性が得られることがわかる。

次に，試験盛土造成後の一定期間経過時毎に，破砕粒径

の異なる各盛土レーンにおいて現場透水試験 (立坑法：JGS

1316)を実施した。試験結果を Fig. 42に示すが，図中には堤

体盛土材のうちの遮水材料に必要な透水係数の目安値 6) と

して，現場試験による透水係数：kF=5 × 10-5cm/s と室内試

験による透水係数：kL=5× 10-6cm/sをそれぞれ示してある。

この図から以下のことが分かる。明らかに破砕粒径により

透水係数が異なり，破砕粒径が小さいほど透水係数が小さ

く遮水性に優れている。遮水材料としての目安値を満足さ

せるには少なくDmax=100mm以下で破砕する必要があるが，

細粒分を含むヘドロ状の底泥土では大粒径の Dmax=200mm

破砕でも遮水性が得られる。

Fig.42 破砕・転圧土（区画④）の透水係数に及ぼす破砕粒
径の影響
Effect of maximum crushed diameter on permeability
coefficient of crushed-compacted soil

Ⅳ　結　　　言

本研究は，ため池に堆積した底泥土をセメント系固化材

により固化処理した改良土を，そのため池の堤体の改修・補

強のための堤体盛土材として用いる場合の適用性を室内土

質試験および現場実証試験により確認したものである。

固化処理した底泥土を堤体盛土材とする破砕・転圧盛土

工法における，初期固化土の破砕粒径が破砕・転圧土の強

度や透水性に及ぼす影響を実施工レベルで確認できた。ま

た造成された盛土地盤は採取したコア供試体の試験から比

較的均一な状態にあることが確認できたが，このことは破

砕・転圧土も，通常土の盛土材と同様に，各種の大きさで

破砕された粒 子が大きな粒子間を細かい粒子が埋めるよう

にうまく混合されて転圧されると一様な地盤ができること

を示していると思われる。

以上，初期固化処理した底泥土を，所定の強度や遮水性

を満足するように，初期固化養生期間 tSC や破砕粒径 Dmax

を管理しながら，一旦破砕してから通常土と同様に盛土を

造成できる施工法として，その実用性が確認できた。そし

て，この工法は，部分的に固化材スラリープラントや改良

機械は既存の確立された技術を使用しており，経済的にも

優れ，すぐに事業現場に適用できる段階にあるものである。
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Applicability of Cement-stabilized Pond-mud Soil
for Irrigation Earth Dam Repair

by Shigeru TANI, Shinji FUKUSHIMA , Akira KITAJIMA,
 Kazuo ISHIGURO, Yasuhiro IKEDA and Katsuyuki SAKAMAKI

Summary

 Mud soil sedimented in a irrigation pond generally is high water content and very soft clayey soil. Recently, it is necessary to develop

the method for utilization of such a soil, as there is little space to abandon it as industrial waste. In this paper, to confirm the applicability

of the mud soil as the embankment material to repair the irrigation pond dam, a series of unconfined compression and triaxial compression

tests and so on was performed to investigate the strength characteristics and stress-strain relation of cement-stabilized pond mud soil. Test

results shows the follows.

The stabilized-mud soil is applicable to the embankment material if the mud soil was embanked by crushing and compacting after ini-

tially stabilized with cement-stabilizer. However, it is important to controlled the initial stabilizing time, the crushed size and strength of

initial stabilized-mud soil under construction, because the strength behavior of the crushed and compacted cement-stabilized mud soil is

greatly affected by these three factors.




