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固化破砕土を用いた補強土壁背面盛土への施工例 
―改良した不良土の新たな利用方法の提案― 
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                               松原 泰弘 
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建設リサイクルの観点から、現場で発生した土砂を有効利用することが求められている。ジオ

テキスタイルによる補強土壁背面盛土材として使用予定の発生土は、軟弱であるだけでなくス

レーキング率が高く、そのままの状態では背面盛土材として利用できない材料であった。そこ

で、この材料を固化材によりスレーキングを抑制し、さらに内部摩擦角を有する固化破砕土に

改良して補強土壁背面盛土材として施工することができた。今回は、当現場での補強土壁背面

盛土への施工例を紹介する。 
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1. はじめに 

 
一般国道 230号今金町美利河では、資源の有効利用の

観点から現地で発生した材料を用いて、ジオテキスタイ

ルによる補強土壁工法を施工することとなった。ジオテ

キスタイルによる補強土壁工法は、土中に敷設するジオ

テキスタイルと土との摩擦効果を期待するものであるた

め、背面に用いる盛土材料は、せん断抵抗が大きく、締

固めが容易で圧縮性が小さいことが適当とされている。 

 しかし、現地発生土は施工機械が走行する強度を有し

ておらず、さらにスレーキング率が非常に高く、そのま

まの状態では背面盛土材として利用できない材料であっ

た。そこで、スレーキングを抑制する方法としてセメン

トにより改良し、さらに、固化破砕土とすることにより

補強土壁背面盛土材として施工した。 
  本報告は、スレーキング性材料の改良方法の検討およ

び盛土施工についてとりまとめたものである。 
 
2. 工事概要 

 
 渡島半島横断道路は、一般国道 230号のうち、長万部

町・今金町・せたな町を連絡し、国縫 IC と瀬棚港を連

結する延長約 60 ㎞の地域高規格道路である。このうち

国縫道路は、全長 14．9 ㎞（図-1）あり、本線が整備さ

れることにより、檜山北部地域から出荷される農水産品

の鮮度向上、広域観光ルートの形成、高次医療機関への

アクセスルートの強化、国道 5号線の迂回路確保などの

効果が期待される。 
 工事区間は非常に狭隘であり、土留め擁壁と比較して、

施工が容易、基礎地盤処理が簡易などの理由により１）、

図-2に示す断面でジオテキスタイルによる補強土壁工法

を採用した。 

 

 
図-1  施工箇所 

 
図-2  施工概要図 
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3. 発生土の性質 

 
発生土の基本物性値を表-1に示す。発生土は粘土質砂

質礫に分類され、補強土壁背面盛土材として適用可能な

材料である。通常、補強土壁背面盛土の施工は、ブルド 

ーザで敷き均した後、タイヤローラで転圧する。固化破

砕土の施工でも同様にブルドーザとタイヤローラで施工

する。タイヤローラのコーン数はブルドーザより大きく

約 1000kN/m2である。発生土のコーン指数は 408.6kN/m2

であり、タイヤローラでの施工するが困難である。さら

に、写真-1 に示すようにスレーキング率 100%でこのま

まの状態では背面盛土として施工することができない。 

 そこで、スレーキングを抑制する 2)とともにタイヤロ

ーラによる施工ができる方法のひとつとしてセメントに

よる改良を検討した。しかし、セメントにより改良した

材料は、粘着力を有するものの内部摩擦角を有しない材

料であるため、必ずしも補強土壁背面盛土材として適し

た材料であるとは言い難い。そこで、固化材による改良

の一つである固化破砕土とすることとした。 

 
 

 
 

4. 固化破砕土 

 
固化破砕土とは、図-3に示すように、対象土に固化材

を混合し、適当な時間放置した後、固化が完了する前に

破砕し締固め可能な材料としたものである。固化破砕土

は放置時間により強度特性が異なる。放置時間が短いと

きは、まだ固化が進んでいない状態で破砕するため締固

め時の強度は低くコーン指数は小さいが、締固めからあ

る程度養生すると固化能力が発揮され、一軸圧縮強さは

大きくなる。一方、放置時間が長くなると、ある程度の

強度を発現した状態で破砕するため、破砕した土の塊自

体に強度を持ち、コーン指数は大きくなるが、破砕した

土の塊と塊は固化能力が小さくなり、一軸圧縮強さは小

さくなる３）。この性質により、放置時間が短いと内部

摩擦角は小さく粘着力は大きくなり、一方、放置時間が

長くなると内部摩擦角は大きく、粘着力は小さくなる傾

向にある4）。これを利用して、補強土壁背面盛土材とし

て適した材料への改良が可能と考えた。 

 

 
5. 改良の手順 

 
固化破砕土を補強土壁背面盛土材として施工するため

の検討のフローを図-4に示す。 

 
(1) 施工条件の検討 

 補強土壁背面盛土の大きさ、施工ヤード、工期を考慮

して放置時間を設定する。当現場では、スレーキングを

抑制する目的で、高炉 B 種セメント、セメント系固化

材とした。施工ヤードと工期の関係から放置時間は 3日
とした。目標強度は、盛土が施工できる強度と、補強土

壁が安定する強度である。 

 盛土が施工できる強度として、タイヤローラが走行で

不良土と固

化材の混合

破砕

締め固め

三軸圧縮
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3日放置 7日養生

 

図-3 固化破砕土 

 
 

表-1  発生土の基本物性値 

 

土粒子の密度 ρs(g/cm3) 2.663
自然含水比wn(%) 38.1

最大粒径(mm) 75
2000µm(%)～ 42.8

75～2000µm(%) 32.4粒度特性 

～75µm(%) 24.8
液性限界wL(%) 73.7コンシステ 

ンシー限界 塑性限界wP(%) 27.1

地盤材料の分類名 
粘土質砂質礫

GCsS 
最大乾燥密度ρdmax(g/cm3) 1.349

最適含水比wopt(%) 32.4
コーン指数qc(kN/m2) 408.6
スレーキング率(%) 100

 

施工条件の検討

室内配合試験

転圧試験

本施工  

図-4 を補強土壁背面盛土材の施工フロー 

  
a.スレーキング試験前  b.スレーキング試験後 

 

写真-1  発生土のスレーキング 
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きる qc=1000kN/m2 を目標値とした。また、補強土壁の

安定性は、補強土壁の計算結果により、固化破砕土を締

め固めて 7 日養生した後の内部摩擦角 28 度、粘着力

10kN/m2とした。  
また、改良に用いる固化材を生石灰としなかったので、

六価クロム溶出量が 0.05ml/l 以下であること 5）、酸、ア

ルカリによる補強材への影響を抑制するため、pH が許

容値内（４＜pH＜12）であること 6）を確認する。 

 
(2) 室内配合試験 

a) 試験方法 

(1)で設定した条件を満足するために固化材の室内配

合試験を実施した。室内配合試験では本施工で使用する

固化材の種類、転圧試験時の固化材混合量を決める。ま

た、盛土の施工管理値を決定する。盛土の強度は内部摩

擦角と粘着力で示されるが、盛土から直接この強度を測

定することが困難であることら、当施工では、現場のコ

ーン指数から、内部摩擦角と粘着力を推定することとし

た。 

  なお、固化破砕土は、固化材を発生土に混合してから

手で軽く全体をまとめたのち、含水比が変化しないよう

にビニール袋などに入れて、3 日間養生した後破砕して

作製する。破砕した材料を 15cm モールドに１層当たり

55 回、3 層突き固めたときのコーン指数を測定した。こ

のときと同じ密度で、地盤工学会の安定処理土の締固め

をしない供試体の作製方法７）に準拠して三軸圧縮試験

用供試体を作製し、7 日養生後に三軸圧縮試験を行っ

た。なお、三軸圧縮試験は、固化破砕土を砂質土とし

て、圧密排水(CD)条件によった。 

b) 試験施工の配合量の決定 

 固化材添加率とコーン指数、内部摩擦角、粘着力を

図-5 に示す。固化材添加率を大きくすると、コーン指

数、内部摩擦角は大きくなり、粘着力はいったん大きく

なった後、小さくなる。この図より、高炉 B 種セメン

ト、セメント系固化材のいずれも、補強土壁背面盛土材

として必要な強度であるコーン指数 qc=1000kN/m2 とな

る固化材添加率は 1%以下、内部摩擦角 28度となる固化

材添加率は 2%である。粘着力については、試験の範囲

では目標値を確保できた。したがって、いずれの強度も

満足する固化材添加率は 2%である。 

 また、高炉B種セメントにより固化した材料について

スレーキング試験を行った。スレーキング試験は、乾燥

と水浸の繰り返しを 1サイクルとして 5サイクル後に材

料が細粒化する程度を測定する試験である。写真-2に示

すように、2 サイクル目まではどの添加でも細粒化は見

られないが、3 サイクル目以降は 1.5%以下では細粒化

し、2.0%以上で細粒化が見られないので、スレーキング

の抑制には 2.0%以上の添加が必要である。 

 高炉B種セメントはセメント系固化材よりも安価であ

ることから、当工事では、高炉B種セメントにより改良
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図-5 固化破砕土の強度 
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写真-2 改良した発生土のスレーキング状態 
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することとした。なお、固化材添加率 2%の固化破砕

土の六価クロム含有量を測定したところ不検出であっ

た。pHも基準値の範囲内であることを確認してい

る。 
 

c) 現場管理値の決定 

補強土壁工法では内部摩擦角、粘着力により盛土

の安定性を決定しているので、施工現場ではこの強度

であることを確認しなければならない。しかし、直接

盛土から試験用供試体を採取し、これらの強度を測定

することは、試料採取のための経費が大きくなるこ

と、および試験実施に多く時間を要することから、実

用的にはかなり困難である。そこで当工事では、盛土

施工後のコーン指数 qc を現場管理とし、盛土の強度

を推定することとした。内部摩擦角とコーン指数の関

係を図-6 に示す。内部摩擦角 28 度に対応するコーン

指数は 1945kN/m2である。これより、転圧直後のコー

ン指数が 1945kN/m2であれば内部摩擦角が 28 度以上

あると判断して、qc が 1945kN/m2以上であることを管

理基準と定め、施工することとした。 

 

 

(3) 転圧試験 

 試験施工では、地山に対して高炉 B 種セメントを

1.5%(26.6kg/m3)、2.0%(35.4kg/m3)混合した。バックホウに

より固化材を攪拌したのち、バックホウのバケットによ

り軽く押さえて、仮置き場で 3 日間養生した。3 日後バ

ックホウにより切り崩しながら破砕し、施工箇所に運搬

し、敷き均したのち、コンパインドローラー（3.5t）に

より 4、6、8 回転圧し転圧直後のコーン指数を測定し

た。（写真-3） 

 転圧回数とコーン指数の関係を図-7 に示す。1.5%の添

加では目標コーン指数 1945kN/m2を確保できず、2.0%の

添加では転圧回数 6回で目標コーン指数を確保できた。

この結果より、本施工は固化材添加率 2.0%、6回転圧と

した。 
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図-6 内部摩擦角とコーン数の関係           

 

   

 

写真-3 転圧試験 
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 図-7 転圧回数とコーン数の関係 
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(4) 本施工 

 (2)で決めた施工管理値（コーン指数）を満足してい

ることを確認しながら施工した。（写真-4） 

 現場の転圧直後のコーン指数を図-8に示す。施工した

16 箇所のコーン指数は、すべて管理基準値である

1945kN/m2 以上あり、目標値を超えている。このことか

ら、補強土壁背面盛土の強度は内部摩擦角 28 度以上、

粘着力も 10kN/m2以上であるものと判断した。 

 

6. おわりに 

 

 今回の検討により、現地発生土が軟弱で不良な材料で

あるばかりでなく、スレーキングを発生する材料であっ

ても、セメントを混合することにより、スレーキングが

抑制でき、さらに固化破砕土とすることにより補強土壁

背面盛土材として施工できることが分かった。施工後、

半年が経過した現在、変状は発生せず、固化破砕土によ

る施工が有効であったことが確認できた。(写真-5) 
 今後、この方法が補強土壁背面盛土材として発生土を

有効利用するひとつの方法として、現場での施工の一助

となれば幸いである。 
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写真-5 完成写真 

                     

写真-4 ｺｰﾝ指数測定状況 
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図-8 現場のコーン指数 


