30 年経過した深層混合処理改良体の強度特性
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Long-Term Strength Characteristics of the Cement Treated Soil after 30 Years
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The strength of cement treated soil by the Deep Mixing Method (Dry Jet Mixing Method) has increasedwith progress of the
time. However, it is reported that the strength of cement treated soil surface parts has decreased according to a rate of square
root of the period. Conversely, it is lack of information a long term properties of cement treated soil due to that the Deep
Mixing Method of construction has been developed less than 40 years. The authors carried out the unconfined compression
test, the needle penetration test, and the pH test for cement treated soil by DJM 30 years after construction. Here we report a
long-term strength properties of cement treated soil and the deterioration condition of cement treated soil surface.
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1

緒

言

深層混合処理工法の研究開発は昭和 40 年代に着手され，

実施し，改良体の長期強度特性および改良体表面の劣化
状況について検証した．

昭和 50 年代にはスラリー式，
粉体式ともに実用化された．
2調査概要

いずれのタイプも高規格道路といった比較的に高い盛土
の安定対策などで適用され，その実績は現在に至るまで

2・1 調査位置

着実に増加している．深層混合処理工法は，数ある地盤

Fig.1 は調査箇所を示したものである．調査対象箇所は

改良技術の中でも汎用的な工法として位置付けられてい

北海道勇払郡厚真町に位置する一般国道 235 号厚真橋 A-2

ることもあり，セメント改良土（以降，改良体）の強度

橋台の背面部であり，側方流動抑止を目的として，1984

特性に関しては各研究機関で詳細な調査が実施されてい

年 7 月に DJM 工法で施工された改良体である．

る 1)～5)．しかしながら，急速に普及してその改良効果は既

Fig.2 は一連の調査箇所について示したものである．施

に認知されているが，改良体の長期的な強度および劣化

工当初の調査（以降，1984 年調査）では，改良体中心部

傾向に関しては不明確な点が多い．

と，改良体間の原地盤でボーリングを実施した．その後，

既往の研究では，改良体の強度は長期的に安定性が確

2001 年 2 月の調査（以降，2001 年調査）では，これに加

保されている一方で，改良体表面部は養生条件によって
は劣化が進行する可能性が指摘されている 6)．昨今の土構
造物は，その重要度に応じて性能設計的な概念が導入さ
れる傾向にあるが，より合理的な改良体を構築するため
には，改良体の長期強度の推定や改良体表面部の劣化の
進行速度などの長期耐久性に関するデータを多く蓄積す
ることが望ましいと思われる．

Investigation
site

そこで本研究では，1984 年に粉体式深層混合処理工法
（以降，DJM 工法）で施工された改良体（施工後 30 年経
過）に対して強度試験（一軸圧縮試験，針貫入試験）を

Fig. 1 Investigation site.
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Fig.2

Outline of the investigated site: Previous and current survey sites.

Table 1 Basic data of the DJM method1) .
Construction method
Dry Jet Mixing
Year of construction
1984
265
Design strength（kN/m2）
Improvement ratio（％）
50
Binder
Blast-furnace cement B
Upper 3m
290
Amount used（kg/m3）
Lower 5m
130
Method of discharging binder
At drawing
Penetration speed（m/min）
1.3
Upper 3m
0.5
Withdrawal rate(m/min)
Lower 5m
0.9
24
Number of rotations of At penetration
the mixing brade
At drawing
48

Fig.3

Sampling locations.

えて改良体頭部でもサンプリングを行った．さらに，2015
年調査では改良体頭部のサンプリングと改良体の中心部
でのボーリングを行った．
Table 1 は本施工における DJM の仕様をまとめたもので
ある．28 日材齢の設計基準強度は quck=265kN/m2，改良率
ap=50%の杭式改良，改良材は高炉 B 種セメントが採用さ
れた．
セメント添加量は改良長 8m に対して上部 3m は 1m3
あたり 290kg，下部 5m は同じく 130kg であった．
2・2 試料の採取方法
Fig.3 は調査位置における改良体の採取箇所，Fig.4 は採

Columns(DJM Method)
L=8.0m

Fig.4

Excavated crosssections.

取のための掘削断面を示したものである．調査対象とし
た改良体は O 列と P 列であり，P-1 と O-2 では頭部切出

転させることで改良体を切断した．

しサンプリング，P-2 では改良体中心部でオールコアボー

Fig.7 は露出させた改良体（P-1,O-2）の切断位置を示し

リングを行い，トリプルチューブサンプラーで改良体を

たものであり，頭部除去部と予備サンプリングの間，矩

採取した（Fig.3 参照）
．また，採取するために掘削した深

形サンプリングの下面部の 2 か所で切断した後に外部へ

さは現在の地表面から約 7.1m
（標高 EL-0.3m）
である
（Fig.4

搬出した．搬出した改良体は非常に硬質であったため，

参照）
．

同様にダイヤモンドワイヤーソーによって切断し，図中

Fig.5 は採取した改良体の様子を示したものである．改
良体頭部を露出させたあと，切出しサンプリングを行う

に示すように予備サンプリング，コアサンプリング，矩
形サンプリングに分離した．

改良体については，搬出する作業空間の確保と改良体側

Fig.8 は未改良地盤で実施した pH 試験用試料の採取位

面部の状態を把握するために，周辺の未改良地盤を掘り

置を示したものである．標高 EL=0.65m において，P-1 改

込んだ（P-1, O-2）
．

良体周面から 100cm までの間で 8 試料（0，5，10，15，

Fig.6 は切出しサンプリングの様子を示したものであり，
コンクリート構造物を切断除去することを目的としたダ
イヤモンドワイヤーソーを改良体に巻きつけて，高速回

20，30，50，100cm）
，P-1 と P-2 の改良体間については，
4 試料（0，5，10，15cm）を採取した．

O-3
P-2

O-2

P-1

P-1
Fig.5 The exposed heads of the cement treated column.
(head_left，side_right）

Fig.6

A researcher cutting samples from the cement treated column.
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Fig.8

The sampling depths.

3 調査・試験結果

The locations for collecting specimens for the pH test.

において，施工直後と施工後 15 年の含水比や湿潤密度が
ほぼ等しいこと，Ikegami et al.3)も CDM 工法で施工された

3・1改良体内部の物性
Fig.9 は改良体中心部（P-2）から採取した試料の含水比，

改良体の施工後 3 か月と 20 年の含水比や湿潤密度がほぼ

湿潤密度，一軸圧縮強さであり，1984 年，2001 年調査の

等しいことを報告している．一方，一軸圧縮強さは時間

結果をと比較したものである．1984 年調査については，

の経過に伴って増加していることが確認された．

DJM 工法による施工から 7 日後，14 日後，28 日後に各種
試験が行われているが，図中ではこれらを区別せずに表

3・2改良体内部の経時的な強度特性

記している．図中より，2015 年調査から得られた物理特

Fig.10 は本調査箇所における一軸圧縮強さの経年変化
2)～5)

性（含水比，湿潤密度）は 1984 年，2001 年調査と比較し

を示したものであり，図中には他の調査研究結果

て目立った変化が見られないことがわかる．このように，

示している．2015 年調査の結果については，1984 年，2001

改良体の物理特性が長期間経過しても変化が少ないこと

年調査と同じ標高（EL=-4.5m～-5.5m）から採取した試料

2)

について，吉田ら は浅層混合処理工法で施工した改良体
30
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log(qu) = 1.043･log(QN) - 1.158
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図中において，改良体の強度，母材，安定材，原位置
／室内の配合比率，改良形式などの条件が異なっている
にもかかわらず，いずれの一軸圧縮強さも長期的に増加
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になっており，改良体中心部における強度は施工後 30 年

Fig.12 Relationship between QN and qu.
(needle diameter of 0.84mm)

経過しても増加傾向にあることが確認された．
このような強度増加メカニズムについて，施工後 10 年
と 22 年経過した改良体に対する X 線回折結果から，セメ
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ント水和生成物の一つであるゲーレナイト水和物が長期
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ことで，改良体内の空隙が経時的に減少し，強度が増加
したと考えられる．
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改良体断面に対する針貫入試験の様子を示したものであ
る．針貫入試験は 2001 年調査でも実施しているが，この

60

時点では基準化されていなかった（地盤工学会基準
市販の木綿針（φ=0.84mm）を使用し，貫入速度 3mm/min

40

で改良体に針を 5mm 貫入させたときの抵抗荷重を針貫入
抵抗荷重 QN とした．
Fig.12 は 2001 年調査で得られた QN と一軸圧縮強さ qu
の関係であり，本研究で対象とした改良体においても，
らが川崎粘土を母材とした配合試験から得た

以下の式(1)によって，QN から qu を推定できることがわか
る．
log（qu）= 1.043log（QN）－1.158
ここで、qu：一軸圧縮強さ（kPa）
QN：5mm 貫入時の針貫入抵抗荷重（N）
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3・3 改良体の劣化状況について
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Fig.13 Distribution of strength along the cross-section
of the column.

3・3・1 改良体の強度分布 2015 年調査における針貫
入試験は改良体 P-1，O-2 の矩形サンプリング試料の断面
に対して実施した．いずれの試料についても，改良体周
面から中心方向に 10cm までの範囲は約 1cm 間隔，10cm
から 20cm までは約 2cm 間隔，20cm から改良体中心部ま

では約 5cm 間隔とし，それぞれ 3～4 箇所で針貫入試験を

800

行い，その平均を代表値とした．

700

10cm from the side surface
5cm from the side surface
2cm from the side surface

600

1cm from the side surface

Penetration load (N)

Fig.13 は 2001 年調査 a)と 2015 年調査 b)で実施した針貫
入試験結果と同一深度でコアボーリングによる一軸圧縮
試験結果を併記したものである．縦軸は設計基準強度と
比較するために，
式(1)によって QN を qu に換算しており，
横軸は改良体中心を 0 とした試験箇所を表している．図
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中より，改良体断面の qu は 2001 年，2015 年調査ともに

0

周辺から 30mm 程度の範囲（以降，改良体表面部）を除
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き，改良体中心部から改良体周面に向かって増加傾向に
あることがわかる．これについては，DJM 工法で改良体
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Fig.15 Relationship between penetration depth and penetration load.

を施工する際，セメントは貫入されたロッド先端から水
平方向に吐出されるため，セメントが改良体周面付近に
1)

比較的多く残ったためだと考えられている ．
一方，qu は全般的に 2015 年調査の方が大きく，強度増

入した時点での貫入抵抗は，式(1)によって qu に換算する
と qu=3.65MPa に相当し，この大きさは設計基準強度
（quck=0.26MPa）を遥かに上回っている．このことは，林
6)

が述べている改良体の養生時間の平方根に比例する

加していることが伺える．しかし，いずれの調査でも先

ら

述した改良体表面部では強度低下が生じており，その程

とされる劣化領域（√30(年)≒55mm）と大きく異なって

度も 2015 年調査の方が大きいように思われる．

いる．
一方，中村（健）ら

3・3・2 改良体内部の劣化 既往の研究において，改良

10)

は真水，海水，未処理の環境で

養生された改良粘土地盤において，養生期間が半年以上

体の劣化は時間の平方根に比例している可能性が指摘さ

経過すると強度低下が生じると報告しており，施工から

れている 6) が，施工から 30 年もの月日が経過した改良体

30 年後の強度低下を外挿すると数 cm になると予想して

の劣化状況を把握した事例研究はない．そこで，改良体

いる．この理由として，養生期間が長くなるほど供試体

周面から内部へ向かって劣化が進行している範囲（低強

周辺のカルシウム量は徐々に減少し，その範囲も供試体

度域）をより詳細に把握するため，改良体周面や，そこ

の表面から中心部へと進展する傾向にあると報告してい

から内側に 1～10cm の位置で針貫入試験を実施した．

る．しかしながら，本結果は改良体周辺から 1cm 程度と

Fig.14 は針貫入試験を実施した位置について示したも

中村（健）らの予測よりも劣化の進行が遅い．これにつ

のであり，これは中村（弘）ら 9)が材齢 22 年の改良体を

いては，中村（健）らのセメント添加量は 1m3 あたり 50kg

調査した方法に準拠している．針貫入位置は改良体周面

であるのに対して，本調査箇所では 290kg と多く，含有

（0cm）と，そこから 1cm，2cm，5cm，10cm の位置とし

しているカルシウムの絶対量が多いために，カルシウム

10mm 貫入させ，改良体周面以外の針貫入位置はダイヤモ

の溶出による影響が限定的であったと考えている．

ンドカッターで切断した．貫入させた針や貫入速度は先
3・4 改良体周辺地盤の pH 分布

Penetration side
(Cut by every measurement)

Fig.16 は P-1 と O-2 改良体ならびに改良体周辺の原地盤
から採取した試料で計測した pH を示したものである．改
良体内部の pH 試験は改良体周面から 13，27，41，55，
69，83，97cm の位置で採取した試料で実施し，P-1，O-2
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Fig.15 は針貫入試験の貫入深さと貫入抵抗の関係を比
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Fig.16 pH distribution of the column and ground beside the column.

ともに pH=11.5 前後であった．
一方，改良体近傍の原地盤における pH は pH=8.5，8 と
改良体に近いほど pH が高い傾向にあった．しかしながら，
原地盤の pH は改良体から離れるに従って pH=6～8 程度
と中性域であることがわかる．
大森ら 11)は施工から 10 年と 22 年経過した改良体と改
良体周辺の原地盤における pH について報告しており，改
良体の pH は当初，pH=11.5 程度であったが，材齢 10 年
では 10.5，材齢 22 年では 10.7 程度と，時間の経過ととも
に若干ではあるが低下し，特に改良体周辺から 2cm 程度
の領域で pH が低下したと報告している．一方，改良体か
ら 5～15cm 離れた原地盤の pH については，材齢 10 年ま
で pH=8 前後で施工直後と変わらないと述べている．
本施工箇所での過去の調査では pH 試験を実施してお
らず，大森らの調査結果と直接的な比較はできないが，
2015 年調査で改良体中心部と周辺部では pH=11.5 程度と
差がないことや，周辺地盤でも改良体直近以外は pH=8 程
度であることを踏まえると，大森ら

11)

の調査結果と同様

に，改良体周辺へのカルシウム分の溶出は限定的である
と推察される．
4結言
本調査では，改良体の長期強度特性および改良体表面
部の劣化状況を把握するために，DJM 工法で施工され
30 年経過した改良体を対象に強度試験，針貫入試験など
を実施した．本調査によって得られた知見を以下に示す．
・改良体の物理特性には，経時的な変化はほとんど見ら
れなかったが，改良体中心部の強度は施工後 30 年経
過しても増加傾向にあった．
・針貫入試験の結果，改良体周辺から 30mm 程度の範
囲を除いて，強度は改良体中心部から改良体周辺に向
かって増加傾向にあることがわかった．また，改良体
周辺では強度低下が生じているが，周辺から 5mm 貫
入した位置の推定強度は設計基準強度を大きく上回
っていた．
・本現場の劣化領域は，経過時間の平方根に比例すると
される劣化領域（√30(年)≒55mm）より遙かに小さ
かった．この理由として，改良体に内在するセメント
添加量が多いために，カルシウムの絶対量も大きく，
カルシウムの溶出による影響が限定的であったと考
えられる．
・改良体および改良体周辺地盤の pH はそれぞれ 11.5
と 8 程度であり，改良体周辺へのカルシウム分の溶出
は限定的であると推察される．
以上のことを考慮すると，本事例における改良体では，
構造上および機能上のいずれに関しても，将来的に大き
な問題が生じるとは考えにくい．今後，強度試験箇所と
同じ位置でカルシウム分析や細孔径分布試験などを行
い，改良体の劣化要因をより詳細に特定したいと考えて
いる．
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