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１．はじめに 

 砂防ソイルセメントは，現地発生土砂の有効活用，経

済性および施工性等の利点から，堰堤をはじめとする

砂防施設に積極的な活用が図られている（写真-1）． 
しかしながら，砂防ソイルセメントは，実構造物への本

格的な活用が成されてから 20 年ほどと歴史が浅く，更

なる普及の促進には，構造物としての長期的な耐久性

を把握することが非常に重要である．そのようなことから，

著者らは，実現場と同様の施工方法にて構築した実大

規模模型堰堤試験体（以下“試験体”と称す）を構築し，

砂防ソイルセメントの継続的なコア採取から強度変化等

の特性を把握する調査を実施してきた．以下に，調査

開始から最大 14 年が経過した砂防ソイルセメントに関

する追跡調査結果を報告する． 
２．調査概要 

2.1 試験体の構築 
 試験体は栃木県下都賀郡野木町内に 100m3 の規模

で構築した．試験体の主構造となる砂防ソイルセメント

（以下，“内部材”と称す．）の諸元を表-1 に示す．内部

材の仕様は，試験体構築当時の指標である「砂防ソイ

ルセメント活用ガイドライン 1) 」（現「砂防ソイルセメント施

工便覧」）に従い，砂防堰堤の内部材としての性能を満

足する目標強度レベルⅢ（3.0～6.0N/mm2）とした．なお，

内部材は主材料および強度が異なる 2 種類（内部材 a ，
内部材 b ）を設定し，内部材 a は主材料に道路用砕石

を用いて目標強度を 6.0N/mm2 近傍とした．また，内部

材 b は主材料を粘性土として，目標強度を 3.0N/mm2

近傍とした． 
 内部材の製造は，試験体に隣接して混合桝を設け，

バックホウ混合により土砂とセメント（高炉セメント B 種）・

水を攪拌・混合した．また，試験体の構築は，砂防ソイ

ルセメント堰堤工法 2) の施工マニュアルに基づき，内

部材一層の仕上げ厚さを 25cm に設定し，3ton 振動ロ

ーラにより締固めを行った．構築した試験体を写真-2に

示す．なお，本試験体は砂防ソイルセメント堰堤の土石

流に対する衝撃抵抗性を確認することを目的に構築し

た構造物でも有り，追跡調査は衝撃実験後に実施した

ものであることを付記する． 
2.2 調査内容 
 試験体構築後，経年ごとに試験体天端からコアを採

取し，一軸圧縮強度の測定結果から内部材の耐久性を

検討した．内部材のコアは，φ12.5cm のコアドリルを用

いて深さ 1.0m まで内部材の種類ごとに各 1 本を採取し

た．一軸圧縮強度については，採取したコアを深さ方向

に 4 分割し，コンクリートの圧縮強度試験（JIS A 1108 ）
に準じて実施した．写真-3 に内部材 b の抜き取りコアを

示す． 

 
写真-1 ソイルセメント工法による砂防堰堤の構築例 

 
表-1 試験体および砂防ソイルセメントの諸元 

諸元

延長L=10m×幅W=5m×高さH=2m
 内部材a

 内部材b

 攪拌・混合 ： バックホウ混合

 一層の締固め（仕上げ）厚さ ： 25cm
 締固め（3t 振動ローラ，10回走行／箇所）

内部材施工

 内部材打設日 ： 平成15年06月11日
 一軸圧縮強度 ： σ28 Ave = 3.71 N/mm2

項目

試験体規模

 主材料 ： 道路用砕石 （ クラッシャラン C-40 ）
 単位セメント添加量 ： 100 kg/m3

 内部材打設日 ： 平成14年03月12日
 一軸圧縮強度 ： σ28 Ave = 7.53 N/mm2

 主材料 ： 現地土砂25%（粘性土）＋道路用砕石75%(C-40)
 単位セメント添加量 ： 250 kg/m3

 

 
写真-2 試験体概況 

 

写真-3 内部材 b 抜き取りコア（打設後 13 年経過） 
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３．調査結果 

 内部材 a は打設後 14 年，内部材 b は打設後 13 年経

過における追跡調査結果である．  
3.1 内部材の強度と単位体積重量 
 図-1 に内部材 a（□）および内部材 b（△）の単位体積

重量と一軸圧縮強度の関係を示す．図-1 より，同一内

部材において，単位体積重量の増加とともに一軸圧縮

強度も増加する傾向にある関係を確認した．なお，内部

材は同一試験体からコアを採取しており，経年で一軸

圧縮強度の増加とともに単位体積重量についても増加

の傾向が見られた．これは，継続的な降雨からの水分

供給によって，水和反応やポゾラン反応が進み，経年

での強度および密度増加に繋がったものと考えられる． 
3.2 内部材の長期強度 
 図-2 に内部材の材齢と一軸圧縮強度の関係を示す．

一軸圧縮強度の経年変化は，各材齢における平均値

で示すとともに，図中には各材齢での一軸圧縮強度の

バラツキもプロットした．図-2 より，内部材 a・b ともに，構

築後 10 年ほどは強度が増進し，10 年以降は安定的に

一軸圧縮強度が維持されていることが読み取れる． 
表-2 は，材齢 4 週と各最長年における一軸圧縮強度を

比較したもので，内部材 a・b ともに 10 年以上経過したと

ころで 2 倍以上強度が増加していることを確認した． 
3.3 内部材の凍結融解抵抗性 
 内部材の凍結融解抵抗性の検証に際しては，内部材

中の水分が凍結する 0℃以下の気温が対象となる．気

象庁 web ページの気象統計情報から，試験体構築場

所に最も近い観測所の気温データを引用すると，構築

場所は 70～80 日／年ほど 0℃以下を記録する．図-3

は，各材齢における平均値と表層 50cm の一軸圧縮強

度を比較した結果である．図-3 より，各材齢ともに凍結

融解の影響を受けると考えられる表層 50cm3) の一軸圧

縮強度のほとんどが平均値を上回っており，内部材が

凍結融解抵抗性を有することを確認した． 
４．まとめ 

 一軸圧縮強度の結果から，内部材の長期的な強度増

進，および凍結融解に対する抵抗性等の耐久性に関

する知見を得た．これまでに，実大規模相当によるソイ

ルセメント構造物の継続的な追跡調査を実施した事例

はほとんど無いことから，狭義な範囲であるものの貴重

なデータを得ることができた．本結果が今後の砂防ソイ

ルセメントの更なる発展に寄与できれば幸いである． 
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図-1 内部材 単位体積重量と一軸圧縮強度の関係 

 

 
図-2 内部材 材齢と一軸圧縮強度の関係 

 
表-2 内部材の強度変化 

内部材名称 ①4週強度 ②最長年経過強度 ②/①
σ28 σmax年

（N/mm2
） （N/mm2

）

 内部材a 7.53 16.96 2.25
 内部材b 3.71 7.73 2.08

一軸圧縮強度

 
 

 
図-3 内部材 材齢と一軸圧縮強度（表層 50cm）の関係 
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