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１．はじめに 
現状において砂防ソイルセメント工法の採用の適否

は、現地発生土砂の粒度を目安にしている。特に細粒

土砂は強度発現が出にくい材料として位置づけられて

いる。しかし、細粒土砂であっても所定の強度が発現

したり、逆に適切とされている粒度の土砂であっても

強度が発現しないことがある。この理由は土砂中の有

機成分が水和反応を阻害するため固化しないからであ

る。そこで本研究は、砂防ソイルセメントの強度発現

が現地発生土砂の粒度よりも有機質土の影響が大きい

ことを示すとともに、有機質土の改良材としての製鋼

スラグの粒度調整効果と改質効果について考察するも

のである。 

 

２．現地発生土砂の活用の現状 
砂防ソイルセメント工法は、現地発生土砂を全量使

うのが理想であるが、現状では難しい。通常、砂防堰

堤の材料に砂防ソイルセメントを使用する場合、床堀

した土砂量の中で表土や巨石などを排除するため賦存

量が少なくなってしまう。以下に砂防ソイルセメント

の土砂として使用しづらい理由と、その解決方法を示

す。 

（１）転石 

 転石など粒径の大きなものは、ローラーなどで転厚

することができない。このため、現状では転厚にそぐ

わない大粒径のものは排除される。しかし、破砕機を

用いるなど、転厚可能な粒径に粉砕することで、むし

ろ良質な骨材として活用できる。つまり、破砕機を砂

防工事に活用できれば品質向上と賦存量に貢献できる

材料に転換できる。 

（２）細粒土砂 

 細粒土砂はセメントと十分に混練できないと品質に

ばらつきが生じ、作業性にも影響する。これについて

は、練り混ぜ用の建設機械も開発されており、施工箇

所の増加により機械も増えていけば練り混ぜによる品

質のばらつきは解決されるであろう。 

 また、砂防ソイルセメントの圧縮強度は、コンクリ

ートと同様に骨材によるところが大きい。含水比を適

切に管理すれば、確実に水和反応し材料が固化するわ

けであるが、現地発生土砂の粒径が大きいほど圧縮強

度は出やすい。このことは、細粒土砂が多いほど圧縮

強度のピーク値が低いことを意味する。しかし、砂防

堰堤の内部材に使用する場合でも圧縮強度３N/mm２あ

ればよい。 

 図１はシラスを材料した砂防ソイルセメントの発現

強度の例である。シラスは表１に示すように粒度分

布、最適含水比、最大乾燥密度において基本的には砂

防ソイルセメントには不向きな材料とされている。図

１を見るとσ7 で６N/mm２以上の強度が出ており、σ28

になると 1.3～1.6 倍に強度が伸びている。これは材

料が水和反応により固化しているからである。つま

り、細粒土砂であっても適切な含水比とセメント量で

管理すれば、堰堤の構築材料として十分使える強度が

発現するということである。 

 
 表１ 砂防ソイルセメント材料の諸元（シラス） 

試料名 採取箇所 
粒度 最大乾燥密

度 

最適 

含水比

単位セメ

ント量

試験 

含水比0.075mm 2mm 

大隅シラス 垂水本城地内産 23.70 % 63.80 % 11.03 kN/m3 29.60 % 200kg 36.00 %

南薩シラス
南九州市川辺高

田産 
28.90 % 96.40 % 12.32 kN/m3 25.40 % 200kg 28.77 %

北薩シラス
薩摩川内市東郷

町烏丸地内産 
34.00 % 91.30 % 12.37 kN/m3 27.30 % 200kg 26.50 %

 

  
図１ シラスの強度発現の伸び（σ7,σ28） 

 

３．製鋼スラグの有機質土への影響 
細粒土砂は前述のとおり、水和反応が起これば十分

使える材料である。一方、粒度分が適しているとされ

ている材料であっても強度がでない場合がある。 

図２は広島県西部地方において粒度分布の異なった

２種類の土砂である。細粒土砂の含有量で分類する

と、試料-１は砂防ソイルセメントの材料に適した土

砂、試料-２は不適な土砂である。しかし、結果は逆

であった。試料-１は含水比が高く、セメント量を

250kg/m3 投入しても圧縮強度は３N/mm２以下であった

（図３）。これに対して試料-２は、セメント量を

125kg/m3 投入すればピーク値で８N/mm２以上発現して

いる（図４）。これは、材料が水和反応により固化し

ているからである。この強度発現の差は粒度ではな

く、有機成分の有無によるところが大きい。 

このように、現状では粒径により適用の可否を判断

しているが、砂防ソイルセメント工法の事例も増え続

ける中、適否の目安である粒径に対しても拒否する決

定的な理由とはならない。しかし砂防ソイルセメント

の水和反応を阻害する有機成分を含有する土砂は依

然、使用できない材料である。この有機質土を砂防ソ

イルセメントに使用できるよう改良する目的で、平成

25 年度製鋼スラグを添加することで水和反応を阻害す
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る有機成分を中和することが確認できた。 

図２ 粒度分布（試料-１、試料-２） 

 

 
図３ 含水比－圧縮強度（試料-１） 

 

 
図４ 含水比－圧縮強度（試料-２） 

 

（１）粒度調整効果 

 鉄鋼スラグには、高炉スラグ（水砕スラグ、除冷ス

ラグ）と製鋼スラグ（転炉系スラグ、電気炉系スラ

グ）に分類される。高炉スラグは鉄鉱石とコークス、

石灰石を溶かして銑鉄を作る際の副産物であり、製鋼

スラグは銑鉄から鋼をつくる行程で作られる。また、

スラグは 1500 度の高温で生成されるため、有機物や

環境ホルモン、ダイオキシンなどの有害物質が含まれ

ず土砂環境基準にもクリアしている。このうち微粉末

である高炉スラグは高炉セメントの材料として使われ

ており、長期的に強度が発現することから耐久性が高

い。生成する過程により成分が若干異なるが製鋼スラ

グの方が粒径は大きく、鉄分も比較的多く含有するこ

とから耐摩耗性に優れている。そこで、砂防ソイルセ

メントの改良材としては、この耐久性に加えて、粒度

調整効果にも期待できるよう製鋼スラグを用いること

とした。水砕スラグまで含めるとスラグ材は、微粉末

から岩石大まで生成可能であり、クラッシャランと同

等の粒度調整効果が期待できる。   

 粒度調整効果は礫分に置換えた分、土砂分が減るた

めセメント量も減少することと、礫分が噛み合うこと

で強度増加が得られる。図５の”Ａ→Ｂ”は、クラッ

シャランの置き換えによる応力伝搬のイメージであ

る。図のように有機質土をクラッシャランに置き換え

て所定の強度を得ようとする場合、強度を担保するク

ラッシャラン同士が接触する程度の置換率が必要とな

る。 

 
Ｂ   ←   Ａ   →   Ｃ 

図５ 粒度調整効果及び改質効果（イメージ） 

 

（２）有機成分の改質効果 

 有機質土が砂防ソイルセメントに適さないのは、有

機質土中のマイナスイオンがセメント中のカルシウム

イオンを収奪し、水和反応を阻害するためである。と

ころで、スラグは鉄鉱石から鉄分を取り除いたものと

生成途中に加えた石灰石からなり、カルシウム

41.7％、ケイ素 33.8％、アルミニウム 13/4％、その

他 11/1％で構成される。 

 図５の”Ａ→Ｃ”は製鋼スラグの改質効果のイメー

ジである。有機質土に製鋼スラグを混合すると、製鋼

スラグ中のカルシウム成分が溶出しマイナスイオンを

飽和させることができるため、土砂そのものを改質す

る事で強度増加が得られる。このため、製鋼スラグ同

士が接触せずとも有機質土自体が固化するため強度発

現するため、クラッシャランに比べて置換率を低く抑

えることができる。さらにスラグに多く含まれるシリ

カやアルミナ成分はポゾラン反応を助長し、耐酸性や

凍結融解性能の向上にも期待でき、耐久性にも有利に

働く。 

 

４．おわりに 
有機質土に製鋼スラグを混合すると、①水和反応に

より有機質土自体を固化させる、②製鋼スラグの粒度

調整により圧縮強度を向上させる、といった粒度調整

効果と改質効果の両方を期待できる。この結果、現地

発生土砂に対して使えない土砂という区分はほぼ払拭

され、使用できるか否かから、どのように使用するの

かへと大きく変わるであろうことを示唆している。こ

のことは、砂防工事で発生した残土の全量を砂防ソイ

ルセメントの材料として活用するための道筋を示すこ

とができたと考える。 
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