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千歳川流域の堤体材料となる遊水地内掘削土は、掘削直後では高含水比で施工性が得られず

曝気を行っている。更に、曝気効果が期待できない、より高含水比な粘性土も発生する見込み

で、通常、盛土材料とするとき、石灰やセメントによる安定処理を行う。しかし、安定処理土

を堤体材料とするとき、固化の進行や乾燥によってクラックが発生することや、浸透した水が

アルカリ性になって溶出することが課題になる場合がある。ここでは改良材に石灰を用い、カ

ルシウムの存在状態を把握することで、これらの課題に対応できないか検討を行ったので報告

する。 
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1．はじめに 

 

図-1 位置図 

（1）千歳川流域の概要 
 千歳川流域は、広大な低平地が広がっているため、洪

水時に石狩川本川の高い水位の影響を受ける。更に、透

水性の高い火山灰や、強度的に軟弱な泥炭や粘性土等が

広く分布する地盤のため、洪水時には堤防の決壊などが

起きる危険性がより高い地域でもある。これらの地形や

地質条件を踏まえて、千歳川河川整備計画では、洪水を

安全に流下させることを目的に、堤防整備と河道掘削に

加え、千歳川遊水地群を６地区に分散して整備を行う１)。 

 昨年度は長沼町嶮淵右岸地区遊水地の整備に着手し、

今年度から恵庭市北島地区遊水地の整備に着手したとこ

ろである（図－１）。 

 
（2）経緯 
 千歳川の河川堤防や遊水地の周囲堤整備に必要な盛土

材料は、運搬距離が短く経済的に有利な、遊水地内の掘

削に伴い発生する土砂を流用することとしている２)３)４)。 
 先行している嶮淵右岸地区及び北島地区遊水地の掘削

土のほとんどは、河川堤防の盛土材料に適した粘性土で

ある。しかし、地下水位が高いため高含水比となってお

り、施工性の指標となるコーン指数（qc）が小さく、掘

削後すぐに河川堤防として盛土材料に流用することは困

難な状況である。 
 含水比を低下させることで施工性を確保するため、掘

削土を一年間仮置土し（厚さ1.0～1.5m程度）曝気を行っ

たところ、表面で乾燥の効果は得られたが、全体的には

思ったほど効果は得られなかった。そのため、石狩川本

川の掘削により発生する砂質土と混合することで施工性

を確保し、河川堤防の盛土材料として使用している。 
 しかしながら、工事が本格化する中で、施工性を確保

するための砂質土の確保が困難になっており、購入せざ

るを得ない状況も考えられることから、より安価で効果

的に施工性を確保する方法の検討が必要となっている。 
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2．盛土材料の安定処理工法について 

（1）安定処理工法の選定 
 曝気のみで施工性が得られない粘性土を盛土材料とす

るとき、通常は、施工性を確保するために安定処理を行

なう２)。安定処理に用いる固化材は、石灰、セメント、

石灰系固化材、セメント系固化材と種類が多く、通常は

土質に応じて複数の固化材を選定し、添加量と単価によ

る経済比較を行う５)。 
 今回は、文献や既往資料による以下の理由から、固化

材に生石灰を選定している。 
 ・セメント、セメント系固化材、石灰系固化材（セメ

ントが含まれるもの）による安定処理土では、六価クロ

ムの溶出が認められる場合があり、河川環境への影響が

懸念される６)。 
 ・石灰による安定処理土は、仮置きした後、運搬、破

砕し再度締固めても再固化する７)８)。 
 ・石灰は主に生石灰と消石灰があり、生石灰は、消化

吸水反応による初期含水比の低下効果が期待できる７)８)。 
 
（2）生石灰を用いる際の配慮事項 
 生石灰による安定処理土を河川堤防の盛土材料とする

場合、土質、混合率、混合方法によっては河川堤防の表

面に乾燥収縮によるクラックが発生し漏水の危険性を助

長すること、また、浸透水によって堤防盛土内からアル

カリ性溶出水が流出し周辺環境へ影響を及ぼすことが懸

念される。 
 クラックの発生に対しては、盛土材料を用いた室内試

験によって基礎的な検討を事前に行う必要がある２)９)。

また、盛土時に石灰を添加するよりは、仮置時に石灰を

添加して、十分な反応時間を確保することで強度増加が

進み、影響を低減できると考えられる。 
 アルカリ性溶出水は、石灰の水和反応により生成され

る水酸化カルシウム（Ca(OH)2）に起因するものである。

しかし、アルカリ性溶出水は、炭酸ガスで容易に中和さ

れ、周囲の土壌中を30cm程度通過することで土に吸着

され、周辺に影響を与えることはほとんど無い９)。従っ

て、河川堤防の盛土材料に用いる場合は、堤防法面に中

性～酸性の土砂を覆土することで、影響を低減できると

考えられる。 
 

3．指標と試験項目 

（1）石灰安定処理の反応過程 
 土と生石灰の反応過程７)（図－２）から、イオン交換

反応で長期の強度増加条件が整えられ、ポゾラン反応で

長期の強度増加効果が発現すると考えられる。 
 イオン交換反応では、土中で生成されたCa(OH)2が土

中水に溶解し、カルシウム（Ca2+）イオンが土粒子表面

に付着している正イオン（例えばH+、Na+）と交換する

ことで、Ca2+が土粒子に吸着し、土粒子が凝集化（団粒

化）する。この過程で、土粒子周辺で余った水酸化物イ

オン[OH-]量が多くなるとアルカリ性となる。 

 ポゾラン反応では、アルカリ性の状態で、土粒子の主

成分であるケイ酸塩（SiO4-）１０）等が溶け出し、比較的

長期にわたって、土粒子近傍のCa2+と共にカルシウム化

合物を生成する。更に、炭酸化反応では、炭酸ガスと結

合して、炭酸カルシウム（CaCO3）となる。 

①消化吸水反応
脱水及び発熱による水分蒸発促進
  CaO+H2O→Ca(OH)2

②イオン交換反応
凝集化（団粒化）

③ポゾラン反応
カルシウム化合物の生成
例）　Ca(OH)2＋ｎSiO2，Al2O3＋(∑x-1)H2O

  　　→CaO・ｎSiO2・xH2O，CaO・nAl2O3・xH2O

④炭酸化反応
  Ca(OH)2＋CO2　→CaCO3+H2O

短期的
反応

長期的
反応

 
図-2 土と生石灰の反応過程模式図 

（2）指標の設定 
 ポゾラン反応などの長期的反応に対し、通常の盛土工

事では工期や費用等の制限があり、幾つかの反応過程の

途中で施工せざるを得ないのが実情である。 
 反応過程の途中で盛土を行うので、盛土後の強度増加

により、沈下や変形に追従できずクラックが発生すると

いう懸念や、反応途中のCa(OH)2の水溶により、アルカ

リ性溶出水が発生するという懸念は、石灰添加量、即ち

Ca2+量と深く関係がある。 
 従って、Ca2+量を指標とし、土の強度の指標であるコ

ーン指数（qc 締固めた土のコーン指数試験 JIS A 1228
による）が400kN/m2９)となるような、適切な添加量を設

定することで、これらの懸念が起きないようにすること

が可能になると考えた。 
 
（3）室内土質試験と溶出カルシウム量 

 試料は、嶮淵右岸地区及び北島地区遊水地の高含水比

粘性土を用いた。安定処理の検討に先駆け、置土につい

て曝気の経過を確認している。曝気の状況は、夏期を含

む期間で、月に２回程度、含水比とqcの試験を行ってい

る。表面から深さ約30cm程度までは、曝気乾燥の効果

が得られているため、それより深い30～60cmで試料採

取している。 
 生石灰添加量は、過去の添加量の実績等を踏まえ、

30kg/m3７）を初期値として試験を開始した。生石灰添加

量と添加Ca2+量との関係は、原子量より、 (1)式で求めら

れる。純度がほぼ100％の生石灰であれば、生石灰添加
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量30kg/m3が、添加Ca2+量21.4 kg/m3となる。  北島地区の粘性土（◇）は、粒度分布は嶮淵右岸地区

と余り変わらない（図－３上）が、掘削直後qc =50kN/m2

程度とより小さく（図－３中）、含水比はより大きかっ

た。同じ様に置土し曝気を行ったが、約１年の曝気過程

でほとんどqcが上がらなかった（図－３下）。 

 添加Ca2+量(kg/m3) = 40／56×生石灰添加量(kg/m3) －(1) 
 今回の試験では、嶮淵右岸地区粘性土は生石灰添加量

10、30kg/m3、北島地区粘性土は生石灰添加量10、30、
50kg/m3とした。その材令は1、7、28日とした。 
 試験内容（表－１）は、室内土質試験、溶出カルシウ

ム量（溶出Ca2+量）とした。 
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 また、生石灰30kg/m3を添加した安定処理土による盛

土事例が有り、盛土後約１年を経過した試料が得られた

ので、同様に上記の試験を行った。 

表-1 試験内容一覧表 

規格番号 規格名（試験方法）

JIS A 1202 土粒子の密度試験方法
JIS A 1203 土粒子の含水比試験方法
JIS A 1204 土の粒度試験方法
JIS A 1205 土の液性限界・塑性限界試験方法
JIS A 1210 突固めによる土の締固め試験方法
JIS A 1228 締固めた土のコーン指数試験方法

透水試験 JIS A 1218 土の透水試験方法
化学試験 JGS 0211 土懸濁液pH試験方法

ｸﾗｯｸの観察 -
（乾燥方法は土粒子の含水比試験
方法に準じる）

化学分析
カルシウム
（溶出）

JGS 0241-2009
JIS K0102　50.2

フレーム原子吸光法

試験分類

物理試験

室内土質
試験
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（4）クラックの観察とアルカリ性溶出水の試験 
 クラックの観察は、室内で現場の気象条件を再現する

ことが困難なことから、室内土質試験の範囲内で簡易に

実施可能な方法とした。試験手順は、内径85mm深さ

39mmのシャーレに、試料を締め固めをしない様に隙間

無く入れ、表面は亀裂やへこみ等が確認できない滑らか

な平面とした。その後、110℃、24時間で完全乾燥させ

る間に、30分後、1時間後、2時間後、24時間後の表面を

写真撮影し、クラックが有れば長さと深さを測定した。

嶮淵右岸地区粘性土、北島地区粘性土、生石灰添加量

50kg/m3の北島地区粘性土、生石灰添加量30kg/m3で施工

約１年後の安定処理土の４試料を用いた。 
qc=400kN/m

2

 アルカリ性溶出水の試験は、室内透水試験を実施し、

これにより流出した水のpHを測定した。生石灰添加量

50kg/m3の北島地区粘性土、生石灰添加量30kg/m3で施工

約１年後の安定処理土の２試料を用いた。 
乾燥密度・コーン指数－含水比 
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 また、施工約１年後の石灰安定処理土について、試料

採取時に現地の盛土表面においてクラックの発生状況を

確認し、盛土材料や周辺水路のpHを測定した。 
北島地区粘性土 
嶮淵右岸地区粘性土

4．試験結果と考察 

（1）曝気の状況 
 嶮淵右岸地区では、粒度分布が異なる掘削土が発生し

ており（図－３上）、今回試験した試料を△で示す。こ

の粘性土は、掘削直後qc =100kN/m2程度（図－３中）の

ため、置土し曝気を行なっていた。その結果、約１年の

曝気過程において多少qcが上がったが、天候にも左右さ

れ、目標に達しない時期も多かった（図－３下）。 
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図-3 粘性土の土質と曝気の状況 
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  掘削後１年程度の曝気では、施工性の確保が困難な粘

性土があることを確認した。 （4）土と石灰の反応に対するpHの影響 

 反応Ca2+量により生石灰添加量を求めたとき、その生

石灰添加量によるpHを確認する必要がある。反応Ca2+量

とqcの関係は、添加Ca2+量が存在している条件であり、

添加Ca2+量が存在しないと強度増加条件が整えられない

ことも考えられるためである。 

 

（2）コーン指数とCa2+量の関係 
 溶出Ca2+量は、容易に石灰安定処理土から溶出する

Ca2+量である。添加Ca2+量と溶出Ca2+量の差は、何らかの

反応に使われたCa2+量であり、「反応Ca2+量」とする。

この反応Ca2+量を用いることで、材令に依存しない反応

Ca2+ 量とqcの関係が得られると考えられる。 

 反応Ca2+量（kg/m3）＝添加Ca2+量－溶出Ca2+量 －(2) 
 反応Ca2+量を、石灰安定処理の反応過程と照らし合わ

せると、イオン交換反応、ポゾラン反応、炭酸化反応に

より、容易に石灰安定処理土から溶出しなくなったCa2+

量となる。従って、この量が最低限必要となるので、適

切な量と考えることができる。 

 なお、試料に最初から存在するCa2+量も確認したが、

添加Ca2+量に比べ、非常に少なかったので考慮しないこ

とにした。 
 嶮淵右岸地区と施工約１年後の安定処理土は、反応

Ca2+ 量が小さい量で400kN/m2となり、ある反応Ca2+ 量を

越えた時点でqcが急に大きくなると考えられる。従って、

qc=0～400kN/m2の範囲で試験値が少なくなったため、相

関関係を確認できなかった。 

 土のpHは、試料をpH=7の蒸留水に懸濁させて、測定

を行なうため、水とpHの関係にも影響される。ここで

は、水にCa(OH)2が水溶するとき、他のイオンや粒子等

の影響が全く無い場合の、Ca2+量とpHの関係式（図－

５）を示す。Ca(OH)2の溶解度は、0.165g/100mlH2O(10℃)
であり、その飽和溶液pH は、12.4(20℃)である８)。 

 北島地区について着目すると、qc=0～400kN/m2の範囲

で反応Ca2+ 量とqcには良い相関（図－４）がある。 
 qc（kN/m2）＝K×反応Ca2+量（kg/m3）＋初期qc －(3) 
 

 ケイ酸塩が溶け出して安定するpHの範囲は、概ね11
～12以上となっている１１) １２)。Ca2+量とpHの関係式より、

水1m3をpH=11～12程度にするCa2+量は0.02～0.2kg程度とな

る。水のみのpHを大きくするCa2+量は、試料を安定処理

するためのCa2+量に比べると非常に少ないことから、試

料とCa2+量の関係が重要となる。 

（3）生石灰添加量の設定方法 
 この関係式により、反応Ca2+量を求めることにした。

(3) 式の左辺qc（kN/m2）を目標値400kN/m2とし、粘性土

の初期qcを与えれば、適切なCa2+量が求まる。ここで、

K =13.6（kN/m2／kg/m3）を用いることができる。 
 適正なCa2+量は求まれば、(1)式により生石灰添加量を

求めることができる。  長期的な反応が起きていない添加直後の材令１日で、

生石灰1、2、5kg/m3と少量添加した試料のpH試験を追加

し、Ca2+量とpH の関係（図－６）を得た。 
 含水比等が異なる土質毎に適切なCa2+量を求めるとき

は、設定した添加量毎にコーン試験と溶出カルシウム量

を試験で求め、Kを得ることが必要である。  この結果より、試料のpHが11～12となるCa2+量は、水

y = 13.616x + 21.282

R2 = 0.9204
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図-5  Ca2+量と pH の関係式 
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 に比べると多く必要である。嶮淵右岸地区と北島地区の

粘性土とも、pH=11より大きくなる添加Ca2+量は、7kg/m3

程度以上となっている。この値は、qc=400kN/m2となる

反応Ca2+量より小さいため、添加Ca2+量が存在しなくて

も強度増加条件が整えられていると考えられる。 

（6）石灰安定処理土による盛土の状況 
 室内土質試験より、生石灰添加量30kg/m3で施工約１

年後の安定処理土の土質が把握できた。石灰安定処理に

よって粒度分布は変化しており、多少粗粒側となってい

る傾向にある（図－８上）。石灰安定処理によってqcは、

含水比が小さくなるにつれ、よりqcが大きくなる傾向が

ある（図－８中）。表面は、試料採取時の植生が無い状

 含水比等が異なる土質毎に適切なCa2+量を求めたとき

は、設定した添加量毎とその前後でpH試験を行い、pH
が11～12以上であることを確認する必要がある。 
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（5）クラックとアルカリ性溶出水の状況 

 粘性土の２試料は、クラックが発生し、特に北島地区

は大きく底面まで到達した。一方、石灰安定処理土の２

試料は、全体的に僅かに収縮したものの、クラックが観

察されなかった（図－７）。このことは、文献や既往資

料の一般論とは異なる結果になっており、場合によって

は石灰の添加によってクラック発生の可能性をより小さ

くできると考えられる。 
 室内透水試験により、石灰安定処理土から強制的に溶

出させた水は、pH=12程度であった。しかし、透水係数

は10-5～10-6m/s程度であり、アルカリ性溶出水の量は僅

かであったので、周辺環境に影響を与える可能性はほと

んどないと考えられる。 
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 更に、安定処理土の懸念であるクラックの発生やアル

カリ性溶出水に対する試験を行った結果、石灰について

は、堤防自体や周辺環境への影響は、非常に小さいと考

えられる。 

態で確認した結果、河川堤防として懸念されるようなク

ラックは観察されなかった。 
 施工後約１年の石灰安定処理土の溶出Ca2+量は、試験

結果より1kg/m3程度であった。また、材令1～28日試料

の溶出Ca2+量は、添加Ca2+量の10～30％程度なので比較

すると小さな値であった。これは、反応が十分に進むこ

とで石灰添加量のほとんどが何らかの反応に使われ、ア

ルカリ性溶出水となる量が少ない状態となっていると考

えられる。 

 千歳川流域では、石灰安定処理費用を多少追加するこ

とにより、膨大な砂質土の入手を不要とし、土砂運搬等

の施工費用を軽減させるなど総合的なコスト縮減を進め

ながら、品質が確保された堤防整備を行なっていく。 
 

 盛土表面のpHは、盛土内部のpHより小さく（図－８

下）、降水や空気に触れ易かったためと考えられる。現

在は、盛土表面に泥炭を貼付け、種子散布した結果、早

期に植生が回復した（図－９）。周辺水路の水はpH=7
程度であった。これらより、アルカリ性溶出水による周

辺環境への影響は無かったと考えられる。 
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5．まとめ 

  本報告は、室内土質試験とカルシウム分析を行った結

果、曝気によって比較的長期の反応時間を確保できる条

件での、最適な石灰添加量の設定方法を示した。 
 例えば、北島地区の粘性土初期qc= 25kN/m2の場合、

qc=400kN/m2となるCa2+量は、(400-25)/13.6=27.6kg/m3とな

る（13.6はqc／Ca2+量の係数）。適切な生石灰添加量は、

27.6×56/40=38.6kg/m3と設定できる。また、Ca2+量で土懸

濁液pH=11～12以上であれば、長期的な反応による施工

性の確保が期待できる。 
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