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１.はじめに

2007年3月の土石流対策指針改訂以降，土石流・流木

対策施設の基本は透過型砂防堰堤と位置付けられた． 

透過型砂防堰堤は常時は土砂を流すため，堆砂空間が

維持されるが，土砂・流木を捕捉した場合，除石・除

木が必要となり，これらの処分については，受入先の

確保，コスト，また環境への影響等の課題が顕在化す

る．一方，砂防ソイルセメントは現地発生土砂を活用

することができ，堆積土砂は有効な材料となり得る．

しかし，土砂の堆積状況によっては物性のばらつきに

より品質管理や施工管理が困難になる可能性がある． 

本発表では堆積状況に着目し，砂防堰堤に堆積した

土砂の砂防ソイルセメントへの有効利用を目的とし，

堆積土砂の鉛直方向や水平方向など分布状況による物

性や強度のばらつきを検証し，今後の堆積土砂の活用

における留意点として報告するものである． 

２. 試験土砂の採取位置

対象とする砂防堰堤は日光市芹沢に位置する田茂沢

第1砂防堰堤である．本堰堤は2013年に堤高12.5m，堤

長43.0mの鋼製透過型砂防堰堤として建設され，2年後

の2015年9月の関東・東北豪雨に伴う土石流で発生した

土砂・流木を捕捉しており，今回の除石・除木に合わ

せ，試験土砂を採取(2018年11月実施)するものとした． 

試験土砂の採取位置は平面的には図１のとおり，堰

堤位置より上流側に10,20,40m離れた左岸，中央，右岸

の各位置で，鉛直方向では図2，図3のとおり，堆砂面

から表，中，深層の位置とした． 

採取方法はバックホウを主体として，一部を人力と

した．なお，都合により予定していた測点No.4+10の表

層2か所(中央，左岸)，測点No.5の中層1か所(中央)は

採取できず，同測点表層の中央,左岸は土砂を混合した． 

３. 田茂沢第1砂防堰堤の堆砂状況

吉田ら(2019)1)は，今回の除石・除木に合わせ，土砂 

流木の堆積分布状況等について

検証している．図３をもとに，

以下のように考察する． 

流木は概ね堰堤から上流10m付近まで多く混入して

おり，特に堰堤より上流5mが非常に多く分布する． 

下層と上層に分布し,下流側に流木が多く混入した

範囲があり,下層は礫分が多くその上は砂層となる．こ

れは，崩壊に伴う流木の流出と土砂の流出が上流域で

発生し，土砂に混じった流木が先に透過部に到達し閉

塞させ土砂礫が堆積し,後続流で土砂が流れて礫上に

堆積した結果と考える．その後,同じパターンで土砂に

混じった流木が先行し透過部上部を閉塞させ土砂礫が

堆積し、後続流もしくは透過部が閉塞することにより

湛水し，そこに砂分が堆積するような流木・土砂移動

の現象が説明できる．
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図 1．田茂沢第 1 砂防堰堤と試験土砂採取位置 

図 2．各横断面での試験土砂採取位置 

図 3．堆積縦断面の調査結果 
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４ 試験概要および結果 

４．１ 試験概要 

試験は，物理試験として含水比，粒度，乾燥密度の

測定と有機不純物試験を実施した．また一軸圧縮強度

試験では，φ50mm×H100mmの小径供試体を作製し，圧

縮強度と単位体積重量を計測した．なお今回の試験は，

砂防ソイルセメント転圧タイプ（以下，転圧タイプ）

を想定し，一軸圧縮強度試験に用いるセメントは，一

般的な高炉セメントB種（以下，高炉），単位セメント

量150kg/m3を基本とした．また，一部の土砂で有機質

土用セメント系固化材（単位セメント量250kg/m3）（以

下，GS225）でも試験し，これに加えて砂防ソイルセメ

ント流動タイプ（高炉およびGS225）(以下，流動タイ

プ)での試験を実施した． 

４．２ 試験結果 

今回，試験供試体数が多いため，測点方向，深度方

向，横断方向で物理試験結果および圧縮強度試験結果

につき平均値を用い下表に整理した．また，GS225 を

使用したケース，流動タイプにつき合わせて整理した． 

なお，全試験土砂の粒度試験結果を粒径加積曲線，

また自然含水比と圧縮強度の関係を相関図で整理した． 

５．考察 

①測点方向：上流側に向かうに従い，含水比が小さく

なり乾燥密度が増え，圧縮強度が発現しやすい．この

傾向は流木堆積に伴う有機不純物に依存すると考える． 

②深度方向：深くなるに従い含水比が大きくなり，圧

縮強度は発現しづらい．この傾向は①同様に流木堆積

に伴う有機不純物に依存すると考える． 

③横断方向：右岸側から左岸側にかけて圧縮強度が発

現しやすい傾向にある．堆積後は左岸側に澪筋が形成

され，流水による有機分流出の影響もあると考える． 

④粒径：全体的に粒度分布が悪く砂分が多い．中礫範

囲のばらつきがNo.4+10 で顕著であり，No.6 で少なく

なる傾向は土石流の流下形態に依存するものと考える． 

⑤自然含水比：自然含水比と圧縮強度では相関性が得

られ，含水比が多ければ強度は低下する傾向にある． 

今回，土砂の堆積過程を踏まえ，同一の堆積空間内

で物性がばらついて存在していることが確認できた．

見た目は同じであっても流木堆積に伴う有機不純物や

含水比が強度発現に大きく影響する．堆積土砂を砂防

ソイルセメントして扱う場合，その堆積状況に合わせ，

採取位置を設定し，適切な材料選定やセメントの増量

を行うなど対策講じることで活用することが可能とな

り，除石土砂の処理問題解決の一助になると考える． 

終りに，試験土砂採取場所をご提供いただいた国土

交通省日光砂防事務所に深甚の感謝を表します． 

【参考文献】1)吉田ら，鋼製透過型砂防堰堤の捕捉実態に関する一
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試験項目 単位 NO.4+10(表層) NO.5(表層) No.6(表層) 

圧縮強度 

流動高炉 

N/mm2 

6.12 5.40 5.37 

流動GS225 12.0 11.1 11.5 

転圧GS225 8.77 7.23 7.59 

単位体積 

重量 

流動高炉 

g/cm3 
2.088 2.068 2.167 

流動GS225 2.091 2.081 2.099 

転圧GS225 2.052 2.084 2.108 

試験項目 単位 NO.4+10 NO.5 No.6 

含水比(ﾌﾗｲﾊﾟﾝ法) % 16.7 13.2 10.6 

礫分(2mm以上75mm未満) % 46.1 42.2 47.4 

砂分(0.075mm以上2mm未満) % 53.9 57.8 52.6 

細粒分(0.075mm未満) % 3.3 2.4 2.6 

湿潤密度 g/cm3 2.010 1.999 2.089 

乾燥密度 g/cm3 1.724 1.767 1.889 

有機不純物 - 暗赤褐色 暗赤褐色 暗赤褐色 

圧縮強度 N/mm2 2.0 2.8 4.0 

単位体積重量 g/cm3 2.010 2.040 2.105 

試験項目 単位 表層 中層 深層 

含水比(ﾌﾗｲﾊﾟﾝ法) % 10.8 15.6 16.8 

礫分(2mm以上75mm未満) % 40.4 48.5 48.8 

砂分(0.075mm以上2mm未満) % 59.7 51.5 51.3 

細粒分(0.075mm未満) % 3.1 2.8 1.9 

湿潤密度 g/cm3 1.997 2.038 2.097 

乾燥密度 g/cm3 1.802 1.767 1.797 

有機不純物 - 暗赤褐色 暗赤褐色 暗赤褐色 

圧縮強度 N/mm2 3.5 2.8 1.9 

単位体積重量 g/cm3 2.060 2.040 2.050 

試験項目 単位 右岸 中央 左岸 

含水比(ﾌﾗｲﾊﾟﾝ法) % 12.8 16.0 13.1 

礫分(2mm以上75mm未満) % 45.4 47.3 51.4 

砂分(0.075mm以上2mm未満) % 54.6 52.7 48.6 

細粒分(0.075mm未満) % 2.8 2.7 2.4 

湿潤密度 g/cm3 1.969 2.090 2.077 

乾燥密度 g/cm3 1.747 1.807 1.838 

有機不純物 - 暗赤褐色 暗赤褐色 暗赤褐色 

圧縮強度 N/mm2 2.4 2.8 3.0 

単位体積重量 g/cm3 2.015 2.074 2.054 

表 1．土質試験結果および圧縮試験結果（測点方向） 

表４．流動タイプおよび GS を使用した圧縮強度試験結果 

図５．自然含水比と圧縮強度の関係 

表２．土質試験結果および圧縮試験結果（深度方向） 

表３．土質試験結果および圧縮試験結果（横断方向） 

図４．全試験土砂の粒径加積曲線 
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