
図 1 災害関連の工事箇所 
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１．はじめに 

 2012 年 7 月に発生した｢九州北部豪雨災害｣の災害関連の事業として、現地土砂が有効に活用できる砂防ソイルセ

メント INSEM 工法（以下、INSEM 工法と称す）を利用している。本案件は、INSEM 工法の従来方式とは異なる、

複数現場の土砂を集積し活用する集中プラント方式を用いた。また、従来の INSEM 工法は母材が良好な土砂であ

る場合に適用される事例が多いが、本案件では、大量の現地発生土砂を処理する必要があり、良好な土砂と言いが

たい阿蘇黒ボク土･粘性土が使用されている。使用土砂に関しては、近年の配合に関する技術向上や INSEM 工法に

適した新しいセメント系固化材･製鋼スラグ等による改良方法１）が開発され、有機質土や細粒分を多く含む土砂が

利用可能となり、複数の現場土砂等を 1 箇所に集積し、一括して INSEM 材を製造する施工手段が実現された。 

 本発表では、阿蘇地域における集中プラント方式の適用性について、従来方式を踏まえて整理し報告する。 

 

２．砂防ソイルセメント採用時の発生土砂処理 

 2.1 従来の施工現場から見る土砂処理 

  これまでに砂防ソイルセメントを使用された現場は、①大量の現地発生土砂を有している雲仙復興事務所２）や

紀伊山地砂防事務所などと、②土砂の搬出入が困難となる現場が考えられる六甲砂防事務所３）などがある。どち

らも周辺環境への影響やコスト縮減のための残土等を有効活用できる方法として用いられた。砂防ソイルセメン

トの開発背景２）から考えても｢現場完結型｣の土砂処理方法が多く見られる。 

 2.2 阿蘇災害の工事箇所から見る土砂処理 

  阿蘇地域における災害関連の工事箇所を図 1 に

示す。本案件は災害関連の工事箇所が集中し、各現

場からの土砂搬出入も可能である。各現場は大規模

ではないが、数が多く同時進行が求められ、さらに

砂防堰堤掘削土砂や山腹崩壊堆積土砂、河川堆積土

の掘削土砂等を処理する必要がある状態で、土砂の

有効活用は必須であった。各現場で INSEM 工法を

考えた場合、各種ヤードの確保が難しくまた、現場

によっては施工に必要な土砂量が足りない場合が

ある。そこで土砂を 1 箇所に集積し INSEM 材を製造して各現場へと搬出する集中プラント方式をとることにし

た。これまでにもバッチャ―プラントや自走式攪拌機を用いた施工２）や、他現場からの土砂利用は見られるが、

性状が異なる複数現場から土砂を集積して一括管理する方法は初めての試みである。 

 

３．集中プラント方式を用いた場合のメリット 

3.1 集中プラント方式と従来方式の違い 

  集中プラント方式を採用した場合と従来方式を採用した場合の違いを計画段階と施工段階に分けて表 1 に示す。 
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表 3 本堤の INSEM 工法適用箇所及び使用量

表 1 集中プラント方式と従来方式の違い 

表 2 本堤以外の INSEM 工法適用箇所及び使用量

従来方式 集中プラント方式
・INSEM母材使用量、発生土砂量の確認。 ・INSEM母材使用量のみの確認。

・各現場で材料試験、配合試験が必要。 ・一括管理のため、各現場の各種試験が省ける。
・各現場で製造、ストックヤードの検討。 ・各現場の製造ヤード、ストックヤードの検討が不要。
・各現場で単位体積重量、目標強度の把握。 ・総括的な値を用いて設計が可能。
・使用量により試験費がコスト面に影響する。
・各現場で土砂の管理、INSEM材製造が必要。 ・土砂管理、製造を一括で行い、各現場の管理が不要。
・各現場で土砂のバラツキを確認し、必要に
　応じて配合試験を再検討する必要がある。

・現場の使用量変更も一括管理のため現場調整不要。
・製造量がまとまるため、機械化が促進。

・製造量変更の場合、現場土砂量の修正が必要。 ・総括で管理し、要求品質の材料を必要量だけ提供。
・各現場で試験施工が必要。 ・土砂の二次製品的供給で、他工種への活用も可能。

・INSEM工法で行う各現場の検討項目が軽減でき、

　施工が合理化され緊急対応が可能となる。

計
画
段
階

施
工
段
階

適用部位 渓流名 使用量(m3) 目標強度 備考

宮川3 665.8 レベルⅠ

土井川 1190.0 レベルⅡ

阿蘇品川1 1484.0 レベルⅠ

塩井川1 917.0 レベルⅠ

野中川3 413.0 レベルⅠ

西小園川3 782.0 レベルⅠ

新所川3 365.9 レベルⅠ

北坂梨川1 37.0 レベルⅠ 本堤:INSEM工法

鬼塚川 157.1 レベルⅠ 本堤:INSEM工法

坂梨地区 2390.8 レベルⅡ 本堤:INSEM工法

8402.6

間詰工 東手野川2 317.0 レベルⅠ

317.0

北坂梨川3 1765.0 レベルⅠ 背割導流堤

新所川3 848.0 レベルⅢ

2613.0

11332.6

目標品質：
レベルⅠ：0.5N/mm2以上(地盤改良)

レベルⅡ,Ⅲ：3.0N/mm2以上(地盤改良,導流堤,本堤)

小　　計

小　　計

合　　計

小　　計

地
盤
改
良

導流堤

適用部位 渓流名 使用量(m3) 目標強度 備考

北坂梨川1 8414.0 レベルⅢ 地盤改良有り

北坂梨川2 6799.0 レベルⅢ

北坂梨川3 6125.0 レベルⅢ 背割導流堤有り

鬼塚川 10674.0 レベルⅢ 地盤改良有り

坂梨地区 10919.0 レベルⅢ 地盤改良有り

42931.0合　　計

本
 
堤

  従来方式では、土砂

のバラツキにより、

INSEM 材を製造する

示方配合が土砂により

変わるため、各試験や

管理および調整等が各

現場で必要となる。集

中プラント方式では、土砂の管理から INSEM 材の製造までを 1 箇所で行うため、各現場で管理する項目が省略

される。また、小規模な現場で問題になる製造ヤードやストックヤードの確保を必要としないため、現地条件の

制約を最小限に押さえることができる。 

 3.2 用途の広がりによる処理可能土砂量の増加 

  一般的に地盤改良のみで INSEM 工法を適用する場合、

使用量が少ないことが多く現場単体で対応すると試験費

等がコストに大きく影響する。しかし、集中プラント方式

の場合、土砂を一括管理するため各現場による試験等が省

略でき、使用量の少ない現場でも INSEM 工法が活かせる。

本案件の堰堤箇所は火山灰堆積層で地盤が軟弱であった

ため、集中プラント方式のメリットを活かして、本堤以外

の地盤改良等にも使用し処理可能土砂量の増加を促進し

た(表 2)。本堤の使用量は表 3に示す。 

地盤改良等、使用量が少ない場合においても地域単位

（複数現場）の対応で、地盤改良や工事用道路または道路

改良工事など様々な範囲で土砂の有効活用が出来るもの

と考えられる。 

 

４．おわりに 

  事業箇所が集中しており各現場から搬出入も可能であることが、今回採用された集中プラント方式を最大限活

用できる状況であった。他事業を含めた土砂の有効活用を行うことが出来、地域全体でリサイクルシステムが確

立された。一括管理する事で、多様な品質や一定の品質確保ができ、計画･設計での合理化や各現場管理及び施工

の省力化が可能となり、緊急性の高い災害復旧で工期短縮(コンクリート 9ヶ月を 7 ヶ月に)に大きく貢献出来た

と考えられる。現地状況によるが、周辺の近隣現場等を含めた地域全体で土砂管理することが大切であることを

証明された１つの事例である。豪雨災害や特定エリアに集中的に発生する災害に対しての新しい計画手法として

有効な手段であり、現在の現場完結型から複数現場（他事業含む）が連携したリサイクルシステムとし、土砂を

資源として管理するための 1 つとして参考にしていただければ幸いである。 

  今後の可能性として、バラツキのある土砂を混合して利用する新たな技術が、砂防ソイルセメントの更なる発

展に繋げられるのではないかと考える。 
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