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1 はじめに 
平成 28 年熊本震災関連工事である下記 2 工事では、

双方で約 1.6 万 m3全 3 基の本堤工を、SB ウォール工

法 INSEM 集中プラント方式を採用して施工した。 

① 車帰川２ 28 年災害関連緊急砂防（堰堤工）工事 

② 的石川１外 28 年災害関連緊急砂防（堰堤工）工

事 他合併 

 設計においては、本堤工の構築材料として各堰堤の

掘削土砂を活用する砂防ソイルセメント工法が計画さ

れていたが同時期に近隣での復旧工事で発生する比較

的 INSEM 適応性評価の高い土砂（以下「菊池土砂」と

称す）があったこと、施工前に実施したトレンチによる

確認では的石川 1 他工事で発生土砂が砂防ソイルセメ

ント材料としての適応性が菊池土砂と比較して低いと

判断されたことから、使用する土砂を急遽変更する必

要があった。 

従来の砂防ソイルセメント工法では、活用する対象

土砂が変更となった場合、詳細な配合試験を実施して

示方配合の見直しおよび単位体積重量の再設定を実施

するが、膨大な時間・費用が必要となる。 

本発表では、SB ウォール工法集中プラントにおいて、

ほとんど時間・費用をかけずに示方配合の補正を実施

した事例を報告する。 

2 示方配合の設定 
従来、砂防ソイルセメントとして活用する現地発生

土砂の INSEM材料としての適応性を確認するために、

詳細な配合試験を実施していたが、集中プラントでは、

様々な土砂を使用するため、これらの各対象土砂に対

して配合試験を実施していては、多大な費用と時間が

必要となり、予期せぬコストの増加や配合試験にかか

る時間によって工事がストップするなど、その問題が

指摘されていた。 

一方、平成 24 年九州北部豪雨災害において、熊本県

阿蘇地域で実施された INSEM 集中プラント方式は、

詳細な配合試験をしなくても対象土砂の INSEM 材料

としての適応性を評価することで、これらの問題を解

消している。このため本施工では、詳細な配合試験は実

施せず、安価でかつ簡易に詳細な適応性の判断が可能

となる“事前確認試験（物理特性を用いて適応性を確認

すると共に示方配合妥当性確認試験）”を用いて適否の

判断および実施工で使用する示方配合を補正・設定し

た。 

この適応性の評価については、採用工法であるＳＢ

ウォール工法研究会が公表している適応性判断指標お

よび示方配合妥当性確認試験を用いて実施した。各結

果を以下に示す。 

2.1 車帰川 2土砂の示方配合設定 
 実施工開始前に車帰川 2 土砂を用いて事前確認試験

を実施し、示方配合を補正した。 

表 1 材料特性一覧表(車帰川 2土砂) 

 
表 2 適応性指標分類結果比較表 

 

 適正判断指標を踏まえ、現地発生土砂の活用度を引

き上げて事前確認試験を実施して示方配合を以下の通

りに補正した。 

➢ 当初配合：現地発生土砂 30％・改良材 70％ 

単位セメント量 C=190kg/m3 

➢ 変更配合：現地発生土砂 40％・改良材 60％ 

単位セメント量 C=215kg/m3 

2.2 菊池土砂の示方配合設定 
菊池土砂は、INSEM 適応性指標において表 4 に示

す通り、ほぼ車帰２と異なる特性を有する土砂である

礫分 29.4 17.9

砂分 22.9 35.4

シルト・粘土分 47.7 46.7

2． A 1202 2.736 2.593

表乾比重(g/cm3) - 2.380

絶乾比重(g/cm3) - 2.230

吸水率（％） - 6.5

表乾比重(g/cm3) 2.54 2.010

絶乾比重(g/cm3) 2.40 1.840

吸水率（％） 5.68 9.340

最大乾燥密度(g/cm3) 1.035 1.178

最適含水比(％) 46.6 34.0

6． A 1203 81.7 52.5

7． A 1105 暗赤褐色 －

5． A 1210

試験項目

1． 土の粒度試験（％）

試験方法
JIS規格

4．

細骨材の有機不純物試験

土の自然含水比試験（％）（参考）

突固めによる土の締固め試験（E法）

A 1110

細骨材の密度及び吸水率試験

詳細設計時
混合土砂

粗骨材の密度及び吸水率試験

A 1109

A 1204

車帰川２
土砂

土粒子の密度試験(g/cm3)

3．

試験の種類 詳細設計時試験結果 車帰２の指標分類 評価 

最適含水比 指標分類Ｄ⇒ 指標分類Ｄ 変化無し 

細骨材吸水率 指標分類Ａ⇒ 指標分類－ 評価無し 

最大乾燥密度 指標分類Ｄ⇒ 指標分類Ｄ以下 低下 

細粒分通過率 指標分類Ｄ⇒ 指標分類Ｄ 変化無し 
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と判断されたが顕著な差異ではないことから“事前確

認試験（物理特性を用いて適応性を確認すると共に示

方配合妥当性確認試験）”を用いて示方配合の補正によ

り対応した。 

 
写真- 1 菊池土砂状況 

 
写真- 2 比較土砂（車帰川 2土砂）状況 

目視による確認でも明らかに異なる物理特性を有す

る土砂であることが確認できる。また、各特性について

以下に示す。 

表 3 材料特性一覧表(車帰川 2・菊池土砂) 

 

物理特性から判断すると比較対象である車帰川２土

砂に近似するが異なる物理特性であったが、良い評価

であるため、車帰川２土砂で設定した示方配合を用い

て要求品質を満足する事が可能であるか適応性指標分

類にて評価した。 

表 4 適応性指標分類結果比較表 

 

➢ 当初配合：現地発生土砂 40％・改良材 60％ 

単位セメント量 C=215kg/m3 

➢ 変更配合：現地発生土砂 40％・改良材 60％ 

単位セメント量 C=170kg/m3 

結果、単位セメント量が 45kg/m3 低減することとな

った。また、示方配合の見直しによって工事がストップ

することなどなく、施工工期内での竣工が可能となっ

た（砂防ソイルセメントの施工は平成 30 年 11 月上旬

で完了）。 

3 まとめ 
本施工では、集中プラント方式の長所である全く異

なる土砂を対象に砂防ソイルセメントと製造した。 

従来は、配合試験結果をみるまでは、活用する対象土

砂の適応性が判断できず、場合によっては品質を確保

する配合決定に多大な時間が生じ、工事が大幅に遅延

することもあったが、SB ウォール工法集中プラントの

管理方法は、当初から異なる土砂を想定しており適時

適正判断指標などで、土砂の適応性を随時評価しなが

ら適時事前確認試験を実施する。このため施工時に

様々な問題が生じても、効率的に対処することが可能

であった。また、施工業者として、施工時に INSEM 材

の品質に対する安心感が高いことも SB ウォール工法

集中プラント方式のメリットの一つとして挙げられる。 

今回の施工実績を報告する事により、全国で実施さ

れる砂防ソイルセメントを活用する施工がより発展す

る事を期待する。 
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礫分 8.5 29.4

砂分 34.7 22.9

シルト・粘土分 56.8 47.7

2． A 1202 2.644 2.736

表乾比重(g/cm3) － －

絶乾比重(g/cm3) － －

吸水率（％） － －

表乾比重(g/cm3) － 2.54

絶乾比重(g/cm3) － 2.40

吸水率（％） － 5.68

最大乾燥密度(g/cm3) 1.640 1.035

最適含水比(％) 21.6 46.6

6． A 1203 32.2 81.7

7． A 1105 暗赤褐色 暗赤褐色

5． A 1210

試験項目

1． 土の粒度試験（％）

試験方法
JIS規格

4．

細骨材の有機不純物試験

土の自然含水比試験（％）（参考）

突固めによる土の締固め試験（E法）

A 1110

細骨材の密度及び吸水率試験

粗骨材の密度及び吸水率試験

A 1109

A 1204

比較土砂
(車帰川２)

対象土砂
(菊池土砂)

土粒子の密度試験(g/cm3)

3．

試験の種類 車帰２試験結果 菊池土砂の指標分類 評価 

最適含水比 指標分類Ｄ⇒ 指標分類Ｃ 向上 

細骨材吸水率 指標分類－⇒ 指標分類－ 変化無し 

最大乾燥密度 指標分類Ｄ以下⇒ 指標分類Ｃ 向上 

細粒分通過率 指標分類Ｄ⇒ 指標分類Ｄ以下 低下 
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