解 説

衝撃加速度を用いた盛土および固化改良盛土の品質管理技術
寒地地盤チーム

１．はじめに
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国土交通省北海道開発局では、河川土工、海岸土
工、砂防土工、道路土工などの盛土の品質管理を行う
場合、衝撃加速度による方法が現場密度管理の測定と
同様に道路河川工事仕様書1）に記載されている。ここ
では、この方法について具体的な適用方法を解説す
る。
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衝撃加速度と盛土の強度の関係

２．衝撃加速度および衝撃加速度測定装置
衝撃加速度とは、図－1に示すように物体を盛土面
に自由落下させたとき、盛土面に衝突してから静止す
るまでに物体に働く加速度である。強度不足の盛土で
は、物体が盛土面に接地してから静止するまでの時間
が長いため衝撃加速度は小さくなり、良好な盛土で
は、物体が盛土面に接地してから静止するまでの時間
が短いため衝撃加速度は大きくなる（図－2）。これ
を利用して、盛土の密度や強度を衝撃加速度により推
定して盛土の品質管理を行う。
衝撃加速度測定装置は、圧電型加速度計を内蔵した
鋼製の重錘（以降、「ランマー」と称する）を一定の

写真－1

衝撃加速度測定装置

高さから自由落下させ、このランマーが盛土面に衝突
したときの衝撃加速度を測定する装置である。
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衝撃加速度の測定は、写真－1に示す衝撃加速度測
定装置による。この装置は、図－3に示すようにハン
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ドルを上に引き上げ、ランマーを一定の高さにセット
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衝撃加速度測定装置の概略

し、自由落下させる装置で、簡易、迅速、安価に盛土
衝撃加速度の原理
2021年10月 

の品質管理を行うことができる。
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盛土の品質管理をまとめて表－1に示す。表よりすべ

３．盛土の品質管理

ての工種において、現場密度の測定は必須なことがわ
かる。密度を測定する試験方法には、砂置換法2）、RI

北海道開発局道路河川工事仕様書に掲載されている

表－1
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北海道開発局道路河川工事仕様書に掲載されている盛土の品質管理
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法3）、TS・GNSS法4）があり、この他に、北海道開発

撃加速度との比較により、合否を判定するものであ

局独自の試験として球体落下試験および衝撃加速度試

る。ここでの盛土の規格値とは、通常の盛土材では締

5）

験 がある。また、路盤や路床の強度の測定方法とし
6）

7）

固め度あるいはD値、固化材により改良した材料では

て、平板載荷試験 および現場CBR試験 がある（写

一軸圧縮強さである。衝撃加速度による盛土の品質管

真－2）。

理フローを図－5に示す。なお、品質管理は、締固め

衝撃加速度を用いた盛土の品質管理は、衝撃加速度

曲線において明確な最大乾燥密度が得られる材料、得

と密度の相関が高いことを利用し、現場の衝撃加速度

られない材料、および固化材により改良した材料の各

を測定して盛土の密度を推定し品質管理を行う。

盛土について適用方法が3つに大別される。

また、北海道開発局では、均等な粒径の砂や、北海
道に広く分布する火山灰8）など、図－4に示すように、

４．１

突固めによる土の締固め試験において明確な最大乾燥
密度を得ることができない材料を盛土材とする場合

締固め曲線において明確な最大乾燥密度が得
られる材料

４．１．１

締固め度の規格値の決定

は、球体落下試験により盛土のD値を測定し品質管理

締固め曲線において明確な最大乾燥密度が得られる

を行う。D値とは、半球状のランマーを盛土面に自由

材料により施工した盛土の品質管理は、北海道開発局

落下させたときに盛土面にくぼみが生じるが、このく

では、原則として締固め度により行っている。各工種

ぼみの半球の弧の長さであり、良好な盛土では小さ

の締固め度の規格値を表－2に示す。各工種に応じて

く、強度不足な盛土では大きい。衝撃加速度は、D値

締固め度の規格値を決定する。

との相関が高いので代替として用いることができる。

４．１．２

さらに、セメントや生石灰などの固化材により固化

衝撃加速度の基準値の決定

（１）材料試験
突固めによる土の締固め試験方法 10）により材料土

した改良土は、時間経過により固化して強度発現する
ため、密度管理を適用できない。このような材料によ

の最大乾燥密度を求める。

る盛土については、一軸圧縮強さにより管理すること

（２）衝撃加速度の基準値を決定するための試験

が多い。しかし、盛土の一軸圧縮強さを簡易に測定す

①

ることが困難であることから、衝撃加速度により一軸

乾燥密度と衝撃加速度との関係を求めるため、施
工含水比である自然含水比で、15cmモールド、

圧縮強さを推定することで品質管理を行うことができ
る。
 ┒ᅵࡢつ᱁್ࡢỴᐃ

４．衝撃加速度による盛土の品質管理

Ў

衝撃加速度による盛土の品質管理は、北海道開発局
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における盛土の規格値を衝撃加速度の基準値に置き換

Ў

えて、衝撃加速度の基準値と現場で施工した盛土の衝
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図－5

衝撃加速度による盛土の品質管理フロー

表－2

各工種の締固め度の規格値
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衝撃加速度の測定用の供試体
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締固め曲線において明確な最大乾燥密度が得られ
る場合の衝撃加速度の基準値の求め方
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土表面の衝撃加速度の測定
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室内衝撃加速度試験状況

2.5kgランマーを用いて供試体を作製する。異な
る乾燥密度とするため、図－6に示すように、1
層あたりの突き固め回数を10回、25回、40回、55
回とし3層に分けて突き固める。
②

各供試体について、写真－3に示すように、モー
ルドの上面に衝撃加速度測定装置を設置し、4箇

写真－4

現場の衝撃加速度測定状況

所において衝撃加速度を測定する。その平均値を
この供試体の衝撃加速度とする。
③

④

衝撃加速度測定後、各供試体の含水比と湿潤密度

点測定する（写真－4）。10点のデータの最大値とそ

を測定し、乾燥密度を求める。このとき、4つの

の次の値、最小値とその次の値の4点を除いた6点を平

供試体の含水比が大きく離れていた場合は再試験

均し盛土の衝撃加速度とする。

する。

４．１．４

4つの供試体の衝撃加速度と乾燥密度の関係か

⑤

盛土の合否の判定

施工した盛土の衝撃加速度が基準値以上であれば、

ら、図－7を作製する。

盛土を合格と判定する。基準値を満足できなかった場

図－7より各工種の盛土における締固め度の規格

合は再転圧し、再測定を繰り返す。

値に対応する衝撃加速度の基準値を決める。衝撃
加速度と乾燥密度の関係は、材料ごとに異なって
11）

いる

４．１．３

ことから、基準値は材料ごとに求める。
盛土の衝撃加速度の測定

４．２

締固め曲線において明確な最大乾燥密度が得
られない材料

４．２．１

D値の規格値の決定

対象盛土の表面において図－8に示すように、乾燥

締固め曲線において明確な最大乾燥密度が得られな

による影響を避けるため、盛土表面から約0.05m程度

い材料による盛土はD値の規格値により品質管理を行

を削って平らにし、1m×1mの範囲で衝撃加速度を10

う。D値と衝撃加速度には同じ材料であれば、相関性が
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認められるが、材料ごとにその関係が異なっている12）。

４．３

D値の規格値は現場試験施工による転圧回数とD値と

４．３．１

13）

の関係より定めた経緯

固化材により改良した材料
一軸圧縮強さの規格値の決定

北海道における不良土対策マニュアル 14）では、固

があることから衝撃加速度の

基準値も同じ方法で決定する。

化材により改良した材料の目標強度を一軸圧縮強さで

４．２．２

示している。このマニュアルを参考として、施工する

①

衝撃加速度の基準値の決定

衝撃加速度の基準値は、現場試験施工により決定

盛土に求められる一軸圧縮強さを決定し、固化材によ

する。試験施工は図－9、写真－5に示すように、

り改良した材料による盛土は一軸圧縮強さの規格値に

実際に使用する施工機械を用いて回数を変えて転

より品質管理を行う。

圧し、各転圧回数で４．１．３と同様に衝撃加速

４．３．２

度を測定する。

（１）配合試験

衝撃加速度の基準値の決定

② 図－10に示すように、転圧回数を増やしていくと

一軸圧縮強さの規格値を得るために必要な固化材量

衝撃加速度が大きくなり一定値となる。これを衝

を求めるため、固化材量を4種類程度変えて一軸圧縮

撃加速度の基準値とする。

強さを求める。

４．２．３

盛土の衝撃加速度の測定

（２）衝撃加速度の基準値を決定するための試験

４．１．３と同様に盛土の衝撃加速度を測定する。
４．２．４

（１）配合試験で設定した同じ4ケースの固化材量
ごとに以下の一連の作業を行う。

盛土の合否の判定

①

４．１．４と同様に盛土の品質を管理する。

15cmモールド、2.5kgランマーを用いて、図－11
に示すように、突き固め回数を1層あたり55回と

㌿ᅽᅇ

㌿ᅽᅇ

図－9

㌿ᅽᅇ

して、3層で突き固め15）、衝撃加速度試験用の供

㌿ᅽᅇ

試体を作製し、供試体の湿潤密度を求める。

試験盛土の施工例

②

①の湿潤密度となるように、安定処理土の静的締
固めによる供試体作製 16）により一軸圧縮試験用
供試体（直径5cm、高さ10cm程度）を3本作製
し、所定の期間養生する。養生期間は、実際の工
事に合致させるが一般的には7日とする。

③

養生後、①の供試体について写真－3に示すよう
に、供試体の上面で4箇所衝撃加速度を測定し、
その平均値をこの配合の衝撃加速度とする。

④

養生後、写真－6に示すように②の供試体につい
て一軸圧縮試験17）を行い、3本の平均を一軸圧縮
強さとする。

写真－5

⑤

現場試験施工状況

各配合における衝撃加速度と一軸圧縮強さの関係
から図－12を作製する。

⑥

一軸圧縮強さの規格値に対応する衝撃加速度の基
準値を求める。衝撃加速度と一軸圧縮強さの関係
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は、土ごとに異なっている18）ことから、基準値は
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明確な最大乾燥密度を得ることのできない材料に
よる盛土の衝撃加速度の基準値
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固化材により改良した材料による室内衝撃加速度
試験用供試体作製
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開も期待できる技術である。
（文責：佐藤

厚子、樋口

侯太郎）
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