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１.はじめに 

平成28年8月に台風10号に伴う豪雨により発生した

土石流は岩手県内各地に甚大な被害をもたらした．こ

の被害を受け，岩手県沿岸広域振興局岩泉土木センタ

ー管内では，災害関連緊急砂防事業（以下，災関事業）

として11箇所，砂防激甚災害対策特別緊急事業(以下，

激特事業)として14箇所が指定を受けた． 

災関事業ではほとんどの砂防設備がコンクリート構

造での計画であり，河川や道路など他分野の復旧事業

にもコンクリートが使用される予定である． 

後続として事業を進める激特事業は，コンクリート

の供給過多が懸念される状況下にあるため，コンクリ

ート以外の材料として，現地発生土砂を利用した砂防

ソイルセメントの適用性を検証し活用を試みることと

なった．検証については既設の大沢砂防堰堤に堆積し

た土砂を対象として，先行して簡易配合試験を実施し，

その結果を参考に配合試験を実施した． 

簡易配合試験は，砂防ソイルセメントで実用化され

ている配合方法を用い，適量と推定されるセメントを

現地の土砂に添加して，強度発現および単位体積重量

の目安を把握するものである． 

本発表では，これらの試験結果および現地堆積土砂

の活用方法について報告するものである． 

２. 砂防ソイルセメントの適用判断手法 

設計段階の適用試験では，適合判定の確実性と本調

査に向けた確実性を高めるとともに，施工段階で実施

する配合試験に供する添加材や添加量の検討に際して

目安となる判断材料を提供することが求められる． 

適合判定手法として粒度や含水比といった土質試験

結果による判定方法もあるが，実施工との乖離が大き

いことから，簡易で判断までのスピードがはやく，か

つ調査労力が少ない適合判定方法として簡易配合試験

を実施するものとした． 

また，施工時に実施する配合試験には，準備を含め1

ヶ月から2ヶ月程度の時間を要する．激特事業において

再度災害防止の観点からは，いち早く施工に着手する

ことが望ましく，異例ではあるが設計段階から配合試

験を実施するものとした． 

砂防ソイルセメントは転圧タイプと流動タイプに分

かれる．タイプの選定は施工条件によるところであり，

施工箇所近傍にプラントヤードを造成する場所の確保

が必要な流動タイプではなく，施工実績の多い転圧タ

イプを前提として試験を実施することとした． 

３.試験土砂の概要 

砂防ソイルセメントに現地発生土砂を活用する場合，

ほぼ同等な物性の土砂が必要量以上に確保できること

が望ましい．大沢砂防堰堤には今回の土石流により流

出した土砂が大量に堆積している状況にあり，上記の

理由から本土砂を試験土砂に用いることとした． 

大沢砂防堰堤は昭和49年に築造された堰堤高13.5m

の不透過型砂防堰堤であり，砂防台帳からは堆積量は

約15,000m3であることが確認されている. 

大沢砂防堰堤の近傍には６箇所の激特事業の対象地

があり，本土砂が砂防ソイルセメントとして適用でき

れば，この６箇所に供給できるものと考えた． 

土石流発生前の状況を写真で確認したところ，満砂

はしておらず，堆積土砂量の約1/3が今回の土石流で流

出した土砂と想定される(写真-1)． 

試験土砂は簡易配合試験用としてスコップで表土を

30cm剥いだ上，礫径40mm以下の土砂を土のう３袋程度

採取した．また，本施工では土石流発生前の堆積土砂

も活用するため，物性の違いも検証する目的の一つと

して配合試験用では，堆砂敷下流側で表面から深度2m

の土砂，堆砂敷上流側で表面から深度1mの土砂をバッ

クホウにて各々大型土のう1袋程度採取した(図-1)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-1．試験土砂採取位置 

写真-1．大沢砂防堰堤堆砂敷と堆積土砂

P-153

- 677 -



４ 試験概要および結果 

４．１ 試験概要 

簡易配合試験は，土質試験として湿潤密度，粒度，

含水比を計測した．また圧縮強度試験では，φ50mm×

H100mmの小径供試体と配合試験との比較のため同一材

料でφ125mm×H250mmの標準供試体を作製し，圧縮強度

と単位体積重量を計測した． 

一方，配合試験では上記に示した土質試験のほか，

突固めによる土の締固め試験，有機不純物試験など性

状把握試験，練混ぜ水として用いる現地河川水の物性

試験を実施した．なお，性状把握試験は堆砂敷下流側，

上流側各々の土砂で実施し，圧縮強度試験は，これら

を混合した土砂を用いてφ125mm×H250mmの標準供試

体を作製し，圧縮強度と単位体積重量を計測した． 

４．２ 簡易配合試験の結果 

ここでは，土質試験結果及び圧縮強度試験結果を下

表に示す．なお，圧縮強度試験に用いたセメントは高

炉 B 種で添加量は 150kg/m3とした． 

 

含水比

炉乾燥

(%) 

細粒分含有率

(0.075mm未満) 

(%) 

砂分含有率 

(0.075mm以上2mm以下) 

(%) 

湿潤密度

(g/cm3)

4.6 2.2 12.5 2.067 

 

 

 

 

 

 

 

４．３ 配合試験の結果 

性状把握試験結果について主な項目を下表に示す． 

この結果から下流，上流もほぼ同一の材料と考察し，

配合試験は下流，上流の土砂を1：1の配合で混合した

土砂を用いるものとした．配合試験に先立ち締固め試

験を実施し，自然含水比2.4%，最大乾燥密度2.126g/cm3，

最適含水比7.8%，湿潤密度2.177g/cm3の結果を得た． 

 

試験項目 単位 
下流 

堆積土砂 

上流 

堆積土砂
平均値

有機不純物 - 暗赤褐色 暗赤褐色 - 

含水比 (%) 1.9 2.2 2.1 

石分(75mm以上) (%) 13.4 17.7 15.6 

礫分(2mm以上75mm未満) (%) 70.2 61.0 65.6 

砂分(0.075mm以上2mm未満) (%) 13.2 13.0 13.1 

細粒分(0.075mm未満) (%) 3.2 8.3 5.8 

配合試験は，これまでの試験結果を参考にセメント

添加量は50kg/m3，100kg/m3，150kg/m3，試験含水比は

6.0%,8.0%,10.0%を組み合わせ，次図の結果を得た． 

 

 

 

 

 

 

 

 

配合としては，単位セメント量100kg/m3，目標含水

比を8.0%として，単位セメント量100kg/m3の標準供試

体が22.63kN/m3（最小値ω6.0％）となることから，そ

の90％の20.3kN/m3を設計時の単位体積重量とした． 

５．考察 

①試験土砂：土石流発生前後の土砂で物性の違いが懸

念されたが，表-３に示すとおり，ほぼ同一の土質材料

であった． 

②土質性状：堆砂敷上流で採取した簡易配合試験用と

配合試験用の試験土砂は，採取した深度により物性に

違いが確認された．浅い深度で採取した簡易配合試験

用の土砂は細粒分が流出していたものと考える． 

③簡易配合試験結果：試験材料の最大粒径は，小径供

試体では9.5mm，標準供試体では40mmが最大粒径となり

材料が異なる．今回の試験結果では粒度組成の違いに

加えて，特に標準供試体では相対的に礫間充填物が少

なく，この違いが強度に反映されたものと考える． 

④簡易配合試験と配合試験：簡易配合試験では設定含

水比を 8.3%としており，配合試験におけるセメント量

150kg，試験含水比 8.0%と比較した場合，強度は簡易

配合試験 5.28N/mm2，配合試験 11.63N/mm2 となった．

2mm以下の粒度の割合と単位体積重量は，簡易配合試験

14.7%，2.09g/cm3，配合試験 18.9%，2.31g/cm3と簡易

配合試験の方が粗く，湿潤密度からも密実性の違いが

確認され，この違いが強度に影響を与えたと考える． 

６．おわりに 

今回，簡易配合試験でも標準供試体を作製したが，

通常は小径供試体を用い，その結果から砂防ソイルセ

メントの適用性を判断することとなる．小径供試体に

よる試験は実際に使用する土砂との粒径の差が大きく，

標準供試体の強度との差異が生じるため，あくまでも

適用性を確認するための目安との位置づけが必要であ

る．また堆積土砂は採取深度によりその物性が異なる

ことが確認できた．堆積の履歴や堰堤形式，また水流

の影響の受けやすさ等により物性に違いが生じること

が想定されるため，堆積土砂を検証する際は，採取位

置や採取深度に留意する必要があると考える．

表-1．簡易配合試験 土質試験結果 

表-２．簡易配合試験 圧縮強度試験結果※()内は平均値との差異を示す 

表-３．性状把握試験結果 

図-２．単位セメント量-圧縮強度試験関係図

材齢 材齢

単重 強度 単重 強度 単重 強度 単重 強度

(g/cm3) (N/mm2) (g/cm3) (N/mm2) (g/cm3) (N/mm2) (g/cm3) (N/mm2)

2.08 5.65 2.13 10.1 2.07 3.83 2.08 5.05

(±0.00) (-0.02) (+0.03) (+1.78) (-0.02) (+0.23) (-0.01) (-0.23)

2.08 6.37 2.09 7.54 2.10 3.67 2.09 5.30

(±0.00) (+0.70) (-0.01) (-0.78) (+0.01) (+0.07) (±0.00) (+0.02)

2.08 5.00 2.07 7.33 2.10 3.30 2.11 5.50

(±0.00) (-0.67) (-0.03) (-0.99) (+0.01) (-0.30) (+0.02) (+0.22)

平均 2.08 5.67 2.10 8.32 平均 2.09 3.60 2.09 5.28

3 3

No No

1 1

2 2

小径供試体（φ50×100） 標準供試体φ125×250

7日 28日 7日 28日
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