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北村遊水地における堤防盛土材の改良工法について
―固化破砕土による施工報告と今後の展望―
札幌開発建設部 岩見沢河川事務所 ○田中 大地
仲条 元
岡田 幸七
北村遊水地の囲ぎょう堤等の盛土材は、河道掘削土を用いる計画であるが、掘削土が高含水
比粘土であり、未改良では盛土材には適していない。このため、昨年度までは材料の改良方法
を調査検討し、掘削土にセメント系固化材を攪拌混合した固化破砕土が適用可能であることを
確認してきた。今年度からは、これを用いた盛土工事を実施しているので、施工状況の報告と
ともに、今後の展望を考察する。
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1. はじめに

本稿は、本年度から本格的な施工が始まった固化破砕

石狩川流域に甚大な被害をもたらした昭和56年8月洪
水を受け、平成19年9月に石狩川（下流）河川整備計画

土の現地での施工状況を報告するとともに、固化破砕土
について、今後の展望を考察するものである。

が策定され、洪水時の流量調節施設として遊水地の整備
が位置付けられた。石狩川と旧美唄川に挟まれた低平地
に位置する北村遊水地は、湛水面積950ha、総貯水量
4200万m3の洪水調節容量を有する道内最大の遊水地で、
平成24年度に事業に着手している（図- 1、図- 2）。
北村遊水地では、今後、遊水地を囲う全長17.6kmの築
堤整備に約400万m3を超える膨大な量の土砂を必要とす
るが、河道掘削で得られる土砂の大半が、粘性土や泥炭
といった不良土であるため、掘削土をそのまま盛土材料
として利用することができない。従来の築堤盛土工事で
は砂攪拌や曝気乾燥による土質改良が行われることが多
いが、北村遊水地周辺には良質な砂が少なく改良材の確
保が難しいことや、北村遊水地は地役権方式を採用して
いるため、曝気乾燥や撹拌作業に必要となるヤードスペ
ースを十分に確保することができないことから、従来工
法に替わる新たな土質改良工法が求められている。
近年、施工実績のあるセメント安定処理工法の一つと
して、江別太遊水地でも採用された「回転式破砕混合工

図- 1 石狩川流域図

法」がある1)。この工法は、密閉容器内で高速回転する
複数本のインパクトチェーンの打撃力により、不良土と
セメントを破砕しながら撹拌混合することで、強度と透
水性を満足する均質な盛土材料を製造することが可能と
なる。また、曝気乾燥が不要で、撹拌作業に広いヤード
を必要としないため、限られたヤード内で、均質な材料
を短期間に大量に製造できることから、北村遊水地にお
ける盛土材確保に向けた課題解決の鍵として、平成30年
度から現地試験による適用性の検証を実施してきた2)3)。
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図- 2 北村遊水地全景

2. 固化破砕土とは

一軸圧縮強度の変化の一例を図- 4～図- 5に示す。なお、

(1) 固化破砕土の概要

試料はプラントにてセメント攪拌後試験ヤードにて所定

ここで、セメント改良土の製造過程における強度変化

その後の放置期間は室内にて養生している。

のイメージを図- 3に、その概要を以下に示す。
①

の期間置土養生したものを採取し、室内にて突き固め、

不良土とセメントを攪拌混合した土砂（以下、
固化土と呼ぶ）は、一定の養生期間を経ること

粘性土+ETR3(85kg/m3)

で水和反応が進行し、強度が増加する。
②

十分に強度発現した状態の固化土を、重機等を
用いて破砕することで、その後の固結作用に伴
う強度増加が抑制され、通常の土砂と同様の変
形性を有する盛土材（以下、固化破砕土と呼
ぶ）となる。

粘性土+ETR3(115kg/m3)

図- 3 セメント改良土の強度変化（イメージ）
図- 4 一軸圧縮強度変化（ETR3）
(2) これまでの調査結果
a) 試験概要
セメント改良土が有する長期的な強度発現特性を把握

粘性土+高炉 B 種(110kg/m3)

するため、河道掘削で発生する代表的な土質材料（表1）に2種類の固化材（ETR3、高炉B種）を、それぞれ3
パターン（ETR3：85kg/m3，95kg/m3，115kg/m3、高炉B
種：100kg/m3，110kg/m3，130kg/m3）の配合量で現地撹拌
し、計6種類の固化土を製造。養生日数は0日、3日、7日、
10日、14日、28日、56日、270日の計8パターンとし、製
造した固化土は、上記日数が経過した後、重機等を用い
て破砕・敷均し・転圧を行うことで、計48種類の固化破
砕土の試験盛土を製造し、盛土後、所定の日数が経過し

粘性土+高炉 B 種(130kg/m3)

た試験用盛土の物性・強度を測定し、添加材の種類・配
合量、養生日数の違いが固化破砕土の長期強度発現に及
ぼす影響を検証した。

土質
粘性土

表- 1 改良対象土の基本的物性値
含水比
土粒子の密度
強熱減量
wn(%)
ρs(g/cm3)
Li(%)
88.6
2.587
9.7
図- 5 一軸圧縮強度変化（高炉 B 種）

b) 試験結果～一軸圧縮強度変化～
所定期間養生（7日、28日、56日、270日程度）したセ
メント改良土の、破砕前後及び破砕後約2年間における
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粘性土+ETR3(115kg/m3)

その結果、粘性土とETR3及び高炉B種の配合について、
配合量と強度の関係を見ると、結果に多少バラツキはあ
るが、添加材の種類に関わらず、配合量が増加すると一
軸強度が全体的に増加する傾向が見られる。
また、破砕後の経過日数と強度の関係については概ね
日数の増加に伴って強度も増加する傾向が見られるが、
破砕前の養生日数と強度の関係については、破砕前の養
生日数が短いほど、破砕後の強度の伸びが大きくなる傾
向がうかがえるが、試験結果にはバラツキがあり、養生

粘性土+高炉 B 種(130kg/m3)

日数に対する強度の多寡が逆転するケースも見られた。
養生日数7日の固化破砕土について、盛土施工後にお
ける強度増加率の変化を図- 6に示す。盛土施工後約2年
経過した時点の一軸圧縮強度は施工直後の2.4～3.3倍程
度で、セメントの種類や配合量による有意な差は見られ
ない。

図- 7 一軸破壊ひずみ変化

d) 試験結果～コーン指数変化～
現地試験ヤードにて所定期間養生（7日、28日、56日、
270日程度）し破砕・盛土したセメント改良土の破砕前

図- 6 強度増加率変化（養生 7 日）

後及び破砕後約2年間におけるコーン指数変化の一例を
c) 試験結果～一軸破壊ひずみ変化～

図- 8に示す。

盛土材料の変形性を検証する指標として、盛土後2年
間における破壊ひずみの低下率を図- 7に示す。図中、

粘性土+ETR3(85kg/m3)

破壊ひずみの低下率が大きくなるとセメントの固結作用
の進行に伴う変形性の低下が大きくなることを表してい
る。
その結果、固化土は施工後1週間程度で強度の増加に
伴って破壊ひずみは、施工直後と比較し7～8割程度低下
する。一方、固化破砕土は、セメントの種類や養生期間
に関わらず、破壊ひずみは比較的穏やかに低下し、施工
後約1か月で、固結前の状態から3～4割程度の低下率で
収束することから、固化土と比較し、変形性が低下しに

粘性土+高炉 B 種(110kg/m3)

くく破壊時に亀裂を生じにくい特性を有していると考え
られる。

図- 8 コーン指数変化
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試験盛土では現地で置土後に採取し室内で養生した一
軸試験試料と比較して、盛土時および盛土後に気温や降

表- 2 今年度の製造実績
細粒分
製造
含水比
含有率
土量
wn
Fc
(万 m3)
(%)
(%)
62,000
25～35
24～43
49,200
36～53
20～55
65,000
20～51
49～91
65,000
28～57
28～57
64,600
24～75
23～97
30,000
43～71
75～100

工事
番号

雨などの影響を強く受けるため、試験結果には非常に大
きなバラツキが見られる。

1
2
3
4
5
6

今回の試験におけるコーン指数のバラツキは改良対象
土自体の土質的なバラツキや盛土転圧時および盛土後の
含水比変化に起因するものと考えられる。
実施工では、気温や降雨の影響によって含水比が変化
することや、石狩川の河道掘削土は土質的正常に非常に

平均時間
当たり
製造量
(m3/h)
88～124
65～117
81～119
83～122
69～117
75～93

バラツキがあることを勘案すると、目標強度には一定の
安全率が必要であることが示唆された。ただし、固化破

b) 使用セメントと配合量
使用したセメントは高炉B種およびETR3の2種である。

砕土の全体的な強度変化の傾向としては、一部例外はあ

るものの概ね図- 3のイメージに近い変化を示している。 使用セメントの決定は各土質に対する室内配合試験によ
る最適配合量をもとにした経済比較により実施しており、
低含水比の粘土では高炉B種が有利となり、泥炭用特殊

(3) 固化破砕土の含水比と配合量の関係
これまでの室内配合試験結果から改良対象土の含水比

固化材に近い性質を持つETR3は有機物混じり粘土等の

と最適配合量には強い相関があることが確認されており

高含水比粘土で配合量を低減でき経済的に有利な結果と

3)

なった。室内試験における最適配合量は、含水比34～
83%の土質において高炉B種では30～120kg/m3、ETR3で

、含水比が高くなるほど添加材の必要量が増加する。

ここで、今年度の室内配合試験結果のデータを追加し、
ETR3と高炉B種の単価をそれぞれ12,000円/t、9800円/tと

は30～100kg/m3であった（表- 3）。
実際に施工で用いるセメント配合量は現地での試験攪

した場合の含水比と材料費の関係を図- 9に示す。

拌および試験転圧により最終決定している。現場試験で
は室内試験と比較して使用土量が多いことから土質のバ
ラツキの影響を受けることや、降雨等による攪拌・置
土・破砕（敷均し）・転圧中の含水比変化の影響を受け
ること、室内試験ほどの攪拌精度が得られないことから、
室内配合量と比較して配合量が増える傾向がみられる。
全10試験による室内と現場の配合量変化は最大+20kg/m3
であった。
図- 9 含水比と材料費の関係
これより含水比55%程度が添加材の種類を分ける境界
になると推定された。

3. R2年度の施工状況
(1) 製造実績
a) 製造量
本年度の固化破砕土製造は6基のプラントで実施され、

工
事
番
号

土
質
番
号

1

1-1
2-1
2-2
2-3
3-1
3-2
4-1
5-1
5-2
6-1

2

3

各プラントの製造量は下表に示すが、計33.6万m が製造
された。改良対象は13箇所の掘削発生土で、土質は粘土、
砂質粘土、有機物混じり粘土を主体とし、改良前の含水
比の範囲は概ね20～75%であった（表- 2）。
時間当たりの製造量は100m3/hを標準としているが、
礫、ガラ等の異物の多い土質、粘性の強い北村地区の粘
土においては65m3/h程度まで製造量が落ちるものがみら

3
4
5
6

れたが概ね標準値付近で推移している。
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表- 3 今年度の配合実績
室内配合試験
現場転圧試験
高炉
含
ETR3
含
使用
最適
水
水
最適
最適
ｾﾒﾝﾄ
配合
比
比
配合
配合
(%) (kg/m3)
(%)
(kg/m3)
(kg/m3)
40.6
70
70
35.3 高炉
70
34.0
30
30
33.9
30
44.9
60
70
49.9 高炉
90
43.2
80
90
37.7
90
65.5
80
90
55.0
100
高炉
73.7
80
90
68.9
110
40.2
60
60
37.6 高炉
80
54.2
70
90
49.6
90
高炉
52.0
100
110
50.5
100
82.5
90
120
79.6 ETR3
110

(2) 使用実績

【製造に関する利点】
掘削土の曝気が不要で工期短縮できる。

製造された固化破砕土は、囲ぎょう堤盛土2工区（延
3

降雨による含水比への影響を受けにくい。

長1,080m、層厚2.0～4.8m、土量14万m ）、周囲堤1工区
3

（延長945m、層厚1.0m程度、土量7万m ）、付替道路盛

砂運搬のダンプが削減でき交通災害のリスクが

土2工区（延長324m、層厚1.8～2.9m、土量3万m3）で使

低減される。

用された。
盛土は8月～11月の期間で実施され、締固め度による

【盛土に関する利点】

品質管理（Dc≧90%）やトラフィカビリティの基準（qc

降雨による含水比変化が少なく、降雨による休

≧400kN/m2）を下回る不良土は確認されなかった。

工が少なく工期短縮できる。
トラフィカビリティが確保しやすい。

4. 盛土材としての適用性
回転式破砕混合工法を用いたセメント改良土の製造に

セメント改良の特徴として河道掘削土をそのまま使う

ついては、北村地区の粘土、有機物混じり粘土、砂質粘

ため砂攪拌土よりも細粒分含有率が多くなるケースが多

土に対し、1プラントあたり年間6万m3以上の製造が可能

く透水性が低い。そのため、改良後の置土の雨による含

であり、十分な適用性を有していることが確認された。

水比変化が小さく、秋以降の低温多雨期の施工性が改善

また、固化破砕土の盛土材としての使用についても27万
m3（雁里沼工事用道路含む）の施工が約4か月間で実施

したと考えられる。

され、十分な施工性が確認された。

5. 今後の課題

製造6工事、盛土5工事の現場代理人にアンケート調査

(1) 製造にあたっての課題・改良点

を実施したところ、固化破砕土盛土を品質が良いと感じ

製造に関する問題点として掘削工事の待機時間に関す

たのは11人全員、従来の砂攪拌土よりも施工性がよいと

る問題が多く挙げられた。改善策として、今年度の6工

感じたのは11人中10人であった。秋以降の低温多雨期に

事のうち後発の1工事でプラント改良土量に対し掘削土

施工性がよいと感じたのは11人中10人であった。環境対

量を2倍とする発注を行ったところ、待機時間に掘削工

策については製造6工事の代理人全員が粉塵等の対策が

事が進捗するうえ、増水時に河道掘削が施工できない際

従来よりも大変と答えたのに対し、盛土5工事では1社の

にも掘削済みの土を利用しプラント施工でき稼働率が向

みであった。

上するというメリットが確認された。
異物混入等による故障や、土質による時間当たり製造

アンケートでは以下の意見が寄せられた。

量に関する課題については、北村地区にあったプラント
設備の改良に期待する部分もあるが、土質による傾向が

【製造における問題点】
異物混入や故障によるロス。

明確になれば、今後土質による歩掛の検討も想定してい

河道掘削と改良土量が同数の発注のためプラン

る。

トの進捗に合わせた河道掘削が必要で河道掘削
(2) 使用にあたっての課題・改良点

の待機時間が多くなり非効率であった。
土質により時間当たり製造量に差がある。

使用については含水比管理、トラフィカビリティの確

セメント配合量が増えると粉塵が増える。

保ともに良好であり、特に低温多雨期に従来の改良より
も有利となる結果が得られている。課題については製造
量に関するものが多く、盛土工事の日使用量はプラント

【盛土における問題点】
盛土の日施工量に対しプラントの日製造量が少

約2基分の日製造量に相当することから、複数プラント

なく土取り場が複数必要となり仮設・試験等で

の材料を使用することによる仮設・試験等の手間が増え

非効率であった。

る点が挙げられている。地役権方式の北村遊水地では置

置土が固すぎる場合があり破砕作業に労を要し

土ヤードが限られているため改善は容易ではないが、効

た。

率的な土配計画を検討していきたい。

乾燥時に粉塵が舞いやすい。セメント臭が気に
なる。

環境影響に関しては、乾燥時の粉塵とセメント臭を問
題点に挙げられているが、散水等での改善について次年
度以降確認していきたい。
また、植生に対するセメントの影響については、今年
度工事で植生をしなかったため顕在化していない。植生
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に対する影響については昨年度から試験施工による確認
を実施中であり、適切な施工方法を検討する予定である。
(3) コスト縮減の可能性
セメント改良の採用により曝気が不要になったことで
の工期短縮・置土ヤード縮減、砂改良との比較でのコス
ト縮減を果たしているが、更なるコスト縮減の可能性と
して、プラント位置の固定化による商用電源の活用を検
討している。
(4) 北村遊水地での適用性
北村地区の本格的な固化破砕土の施工により、大規模
製造及び土工が可能であることが確認された。地役権方
式により置土ヤードが限られる北村地区では曝気乾燥が
不要となることのメリットが大きい。また、営農に配慮
した施工という観点で、砂を外部から運搬する交通量を
大幅に低減することができるのも大きなメリットとなる。
セメントを用いた固化破砕土の品質については、トラ
フィカビリティや含水比管理の面で従来の砂撹拌よりも
効果が高い傾向がみられる。盛土高が最大9mを超える
北村遊水地では盛土の強度確保が課題であり、低温多雨
期の含水比が上昇しにくく、強度低下を生じにくい固化
破砕土は、盛土安定性の面でもメリットがある。課題と
しては、長期的な品質変化や植生への影響に関する検証
は今後も継続して検討を行っていく予定である。
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