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深川留萌自動車道で計画中のトンネルから発生する掘削土は、ヒ素及びセレンが土壌溶出量基準を超過
する事が判明した。対策工は、サイト概念モデルを用いた二次元移流分散解析による検討が有効であるが、
軟弱地盤対策として実施したバーチカルドレーンの影響を考慮する必要性があった。そこで解析上の課題
である、水理地質特性の把握を目的に揚水試験を組合せた、調査解析方針を立案し対策工としての有効性
を報告するものである。
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1. はじめに
道路建設等で発生する掘削土の中には、自然由来の重
金属等を含み、指定基準を超過するケースが近年多く存
在する。これら掘削土の対策は、掘削土の性状、盛土場
の地質や周辺環境等を踏まえた上で、適切に実施されて
いるが、その方法はここ数年で大きく変わりつつある。
近年、北海道内で検討されている対策は、サイト概念
モデルを用いたリスク評価である。当手法は、発生源
（掘削土）、盛土場の水理地質、周辺環境等を反映した
モデルを構築し、評価地点（例えば、敷地境界等）にお
ける重金属等の濃度を求めるものである（図－1）。評
価地点での地下水の水質が、地下水環境基準以下である
ことが対策の基本条件となるため、従来の対策と比較し
て経済的な工法を採用できる点が利点である。
深川留萌自動車道で計画中のトンネル（図－2）から
発生する掘削土の対策は、リスク評価により検討を行っ
た。ただし盛土場が軟弱地盤であり、バーチカルドレー
ン等の対策が実施されるなど、リスク評価を行う上で、
水理特性の不確実性が課題であった。
対策の検討は軟弱地盤対策の影響を受けない条件とし
て、リスク評価地点を盛土底面に設定することで開始し
たが、地下水環境基準以下まで濃度を低下させることが
困難であった。このため、リスク評価地点を用地境界に
変更することとし、軟弱地盤対策がリスク評価に与える
影響について検討を行った。検討の結果、バーチカルド
レーンを含めた水理地質の把握が重要と判断し、バーチ
カルドレーン設置範囲において揚水試験を実施し、その
水理地質の変化について確認した。

図－1 サイト概念モデルの例（建設工事における自然
由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル（暫定
版）より引用1））

図－2 位置図
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表－1 化学分析結果（酸性化前）

2. 掘削土の性状
(1) 化学的性質と発生土量
トンネル区間の地質は、新第三紀増毛層の細粒砂岩お
よびシルト岩より構成される。これら地質はいわゆる軟
岩相当の強度を示し、弱くスレーキング性を有する。ト
ンネル区間には、起点側に細粒砂岩、終点側にシルト岩
が分布し、その割合は概ね6:4程度である。
化学的性質は、以下のように細粒砂岩とシルト岩で異
なるが、いずれも未風化帯で土壌溶出量基準を超過する。
土壌溶出量基準を超過する掘削土量は、約28,000m3（流
用率1.3とした場合）になる。
○細粒砂岩
・含有量は全項目とも土壌含有量基準以下
・溶出量は砒素が土壌溶出量基準を超過
・酸性硫酸塩土壌に該当
○シルト岩
・含有量は全項目とも土壌含有量基準以下
・溶出量は砒素、セレンが土壌溶出量基準を超過
・酸性硫酸塩土壌に該当

含
有
量
溶
出
量

細粒砂岩

シルト岩

土壌溶出量基準

pH(H2O)

6.1～8.0

6.2～9.1

－

pH(H2O2)

2.7～5.7

2.7～7.6

－

砒素(mg/L)

0.001～0.015
平均：0.008

0.005～0.062
平均：0.022

0.01

セレン(mg/L)

<0.001～0.003

0.011～0.016
平均：0.007

0.01

表－2 化学分析結果（酸性化後）
含
有
量

pH(H2O)
pH(H2O2)
砒素(mg/L)

溶
出
量

細粒砂岩

シルト岩

土壌溶出量基準

3.9～4.4

4.1～7.6

－

3.7～4.2

2.8～3.4

<0.001～0.001 <0.001～0.002

－
0.01

セレン(mg/L)

0.01～0.014
平均：0.012

0.011～0.028
平均：0.021

0.01

フッ素(mg/L)

0.9～1.0
平均：0.93

<0.1～0.2

0.8

溶出量は細粒砂岩で砒素が最大0.015mg/L（平均
0.008mg/L）、シルト岩で砒素が最大0.062mg/L（平均
0.022mg/L）、セレンが最大0.016mg/L（平均0.007mg/L）
である（図－3、表－1、2）。
(2) 酸性化について
5年経過した過年度コアを用いた化学分析では、細粒
砂岩およびシルト岩ともに酸性化が進行しており、酸性
化後の溶出量は酸性化前と異なることが判明した。
酸性化後では砒素の溶出濃度が低下し土壌溶出量基準
以下となるものの、細粒砂岩ではセレン、フッ素が、シ
ルト岩ではセレンが土壌溶出量基準を超過する。
酸性化の進行速度については、室内試験により検証を
行った。試験は、重金ずり（2mm以下）の水分量を一定
に保ち、一定温度（30度）条件で重金ずりの酸化を促進
させる方法を採用した。試験は345日間で実施したが、
細粒砂岩およびシルト岩ともに、試験初期段階では若干
の低下は見られたものの、その後はpHの低下や硫酸イ
オンの増加等は確認されなかった（図－4）。試験結果
からは、掘削土の酸性化は緩やかに進行するものと解釈
できる。

図－3 トンネル区間の地質と基準超過項目
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図－4 酸性化速度試験結果

3．盛土場の特性
(1) 盛土場の地質・水理地質
盛土場は、留萌川沿いの沖積層が分布する平坦地に位
置している。堆積物は旧河川に由来したもので、粘性土
を主体に一部砂質土が介在する。層厚は約20～25m程度
である。N値は粘性土で2～7程度、砂質土で5前後を示す
（図－5）。地下水位は、GL-1m前後であり、流向方向は
道路盛土に直交する（図－6）。

図－5 地質縦断図（盛土場）

この他の盛土構造として、覆土は厚さ50cm、サンドマ
ットの厚さは軟弱地盤解析結果をどおり50cmとして設定
した。

図－5 盛土場の周辺状況
(2) 軟弱地盤対策
軟弱地盤対策は、押さえ盛土工法、プレロード工法、
深層混合処理工法、バーチカルドレーン工法を採用して
いる。 重金ずりの対策検討時点では、バーチカルドレ
ーン工法およびプレロード工法の一部は施工済みである。
バーチカルドレンは、プラスチックボードドレーンで
0.9m×0.9mの正方形配置で施工されている（写真－1）。

図－7 重金ずり盛土範囲

図－8 重金ずり盛土構造

5．対策工の考え方

バーチカルドレーン

写真－1 バーチカルドレーン施工状況

4. 盛土構造
重金ずりの盛土は、軟弱地盤対策の平面的範囲や沈下
量を考慮する必要があった。
平面的には、深層混合処理工法とバーチカルドレーン
工法が接している範囲は沈下量に大きな差異が生じるた
め、盛土範囲外とした（図－7）。また、盛土横断形状
では、解析沈下量2.6mに対して実施工との差異を考慮し
て盛土底面に層厚3.5mの吸着層を設定し、沈下後におい
ても重金ずりが地下水に接することが無いように設定し
た。さらに、盛土上部では、沈下量が解析より小さくな
る可能性を考慮して、盛土頂部から層厚4mの余裕をもっ
た盛土構造とした（図－8）。
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(1) 解析条件の検討
対策工の検討は、サイト概念モデルによるリスク評価
とし、解析手法は二次元移流分散解析を用いた。軟弱地
盤であることから、解析上、整理が必要となる以下の項
目について検討を行った。
a)沈下について
軟弱地盤解析結果では、沈下収束は約１年間で、沈下
量は約２ｍ前後と見込まれている。沈下前後では盛土形
状が異なるため、各断面について確認のための移流分散
解析を実施した。
この結果、沈下前のモデルによる解析結果の方が、濃
度が高くなるが、その一方で移流分散解析では、盛土か
ら重金属等が地下水に流入するまでには100年程度の時
間を要することが判明した（図－9）。
沈下前のモデルが安全側となるが、沈下中は重金属等
が盛土から溶出する可能性は低い点を重視し、解析モデ
ルは沈下後の形状を用いることとした（図－10）。
b)解析断面位置
盛土計画範囲内の地質は、どの箇所においてもほぼ同
様であるため、解析断面数は代表１断面とした。解析断
面の位置は、モデルを沈下後の形状とすることから、軟
弱地盤解析を実施した位置を選定した（図－11）。

セレンの場合

図－9 沈下前後の吸着層底面における濃度比較
（セレン濃度の例）

図－12 二次元移流分散解析結果（ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ無し）

セレンの場合

図－10 沈下後の解析モデル

図－13 二次元移流分散解析結果（ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ有り）

図－11 解析断面位置

c)バーチカルドレーンの影響
バーチカルドレーンは0.9mピッチで配置されており、
解析モデルに反映させた場合、複雑なモデルになること
で実現象と乖離することが懸念された。
この確認として実施した解析結果が図－12および図－
13である。バーチカルドレーンを反映したモデルでは、
重金属等が広範に拡散しやすい結果となっており、設置
の有無が解析に影響を与えることが判明した。また、重
金属等の拡散は、透水係数の高いバーチカルドレーンに
沿って広がる結果となっている。このため、用地境界で
の評価では、バーチカルドレーンを含めた地盤の透水性
等の把握が重要となると判断した。

(2)リスク 評価地点
リスク評価地点は、一般に盛土底面（吸着層底面含
む）もしくは用地境界に設定するが、この内、用地境界
をリスク評価地点としたケースが、より合理的な対策と
なる。
当現場においても、用地境界をリスク評価地点とする
解析が妥当であるが、軟弱地盤対策等の影響を受けない
吸着層底面をリスク評価地点とした場合においても、追
加対策を必要としないことを確認できれば、当案が最も
有効な対策となるめ、本ケースについて最初に検討を行
った。
この条件における解析では、吸着層底面では地下水環
境基準を超過すること、また、基準以下にするためには、
多量の人工吸着材の配合が必要であることが判明した
（表－3）。
表－3 吸着層底面を評価地点とした解析結果
薬剤配合量

セレン

Takuto Honda, Kazuhiro Tuchida, Noriaki Ito

薬剤配合層厚
300kg/m3
1.2m
（吸着層m3当たり）

濃度
（mg/L）
9.96e-3
(525年)

この結果を踏まえ、リスク評価地点は用地境界に設定す
る必要があると判断した。

6．バーチカルドレーンを考慮した検討方針
(1)バーチカルドレーンの影響把握
バーチカルドレーン設置による解析への影響は、地盤
の透水性の変化と、これに伴う重金属等の移流分散の変
化を挙げることができる。解析精度向上のためには、バ
ーチカルドレーン設置後の透水係数を把握することが重
要となる。
透水性の把握方法は、バーチカルドレーンが既に施工
済みであることから、現地で実測する方策が最も有効で
あった。採用した調査手法は揚水試験であり、解析断面
周辺にボーリング孔を配置し、試験を行った（図－14）。

ついて検証を行うとともに、必要に応じて現地調査を追
加する等の対応が重要となる。
現在、揚水試験結果を反映した解析を実施中であり、
結果が整理された後で別途報告を行う予定である。
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図－14 バーチカルドレーン区間の調査手法
(2) 解析要素の見直しによる効果
揚水試験で得られた透水係数は、事前調査で得られた
バーチカルドレーン非設置区間の値と比較すると、1～2
オーダー程度高い結果が得られており、バーチカルドレ
ーンによる透水性の変化が現れる結果となった。
表－4 地盤の透水性（事前調査と揚水試験値の比較）
透水係数（m/s）
事前調査
揚水試験
試験値

8×10-6～6×10-8

3×10-5

7．結論
近年リスク評価を用いた検討例が増えており、リスク
評価箇所の地盤についても様々な条件下で検討されつつ
ある。本事例では、軟弱地盤対策箇所におけるリスク評
価として、留意すべき事項、精度向上のための方策およ
びその効果について報告した。
リスク評価では地盤の水理地質条件の差異が、解析結
果に大きく影響するため、軟弱地盤対策等により地盤条
件が変わることが想定される場合は、各対策の影響等に
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