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1．ボンテラン工法の概要
1．1 ボンテラン工法とは
ため池既設堤体掘削土および底泥土を原料として堤体の改修・補強
東北大学環境科学研究科教授高橋弘氏と森環境技術研究所が共同で開発したボンテラン
工法（以下、本工法という。）は漏水、クラック等の変形により改修が必要なため池において、
既設堤体掘削土および底泥土を原材料として良質な粘性土の搬入を不用とした自己完結型工
法となる。
ボンテラン改良土は極めて高い蒸発速度を有しており、なおかつクラックの発生抑制・耐久
性・耐浸食性および耐震性を有する高機能地盤材料としてため池改修のための人工築堤土と
して適用される。
本工法は、土地改良事業設計指針「ため池整備」1、2 適用範囲に示すとおり、堤高が 15m
未満のため池改修に適用する。

開発の趣旨・目的（産学連携）
ため池堤体の改修には強度や遮水性に優れた良質土が必要となるが、ため池周辺での良
質土の入手が困難になっている。一方、このようなため池には底泥土が厚く堆積し、貯水容量
の減少や水質の悪化などため池機能の阻害や低下の原因となっている。底泥土は粘土・シル
ト分を多く含み一般的に含水比が高いため、捨土するにも容易ではなく環境面や経済性の観
点からこれらを積極的に地盤材料に再資源化する技術が望まれている。
そこで、東北大学大学院高橋教授らは、堤体掘削土および底泥土に繊維質系泥土改良材
「ボンファイバー」と固化材を投入・撹拌することにより、効率的な施工が可能となり優れた高耐
震性および高耐久性等の機能を付加したボンテラン工法を開発した。
東日本大震災以前に本工法により施工した堤防盛土およびため池築堤土すべてにおいて
震災被害はなく、国土交通省関東地方整備局が主催する、平成 23 年度建設技術フォーラムで
「東日本大震災で効果のあった技術」として応募総数 165 技術の中から 5 技術の一つに選定さ
れた。
完成

着工前 底泥土堆積状況

図-1 ため池改修工事着工前、完成状況
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1．2 ボンテラン改良状況

①既設堤体掘削土

②底泥土

③ボンファイバー添加

④固化材添加

団粒化

⑥敷均し状況

⑤改良土ダンプトラック排出、荷台こびり付き無し

⑤ボンテラン改良土転圧
⑦転圧状況

⑧完成
図-2 ボンテラン工法改良イメージ図
3

1．3．1 東日本大震災を経験、地震対策用地盤材料としての有効性実証

浜尾地区築堤工事
震度 6 強、水平加速度 K-net493～672〔Gal=cm/s2〕
工事名 ：平成14年度浜尾地区築堤工事
発注者 ：国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所
工期
：平成14年7月～平成15年3月
改質量 ：3,000m3
含水比：約50％
工事概要
本事例は、平成14年(2002年)に福島県須賀川市の浜尾遊水地築堤工事において地内のため池底泥土を原材料とし
て「ボンテラン工法」で堤体盛土に再利用した工事です。
平成23年(2011年)3月に発生した東日本大震災において須賀川市では震度6強、水平加速度K-net493～672※1〔Gal
＝cm/s2〕を観測し、現地発生土（砂質土）を用いた浜尾堤防はせん断破壊や液状化により堤体天端にクラックが
発生し被災しました。さらに浜尾地区からL＝20km離れた藤沼ダムは決壊して大災害となりました。一方、底泥土
を用いたボンテラン堤体はクラック被害は一切確認されず、地震対策用地盤材料として有効性が実証されました。

：ボンテラン改良土を用いた築堤箇所
：現地発生土(砂質土)を用いた被災箇所

敷均し・転圧

改良状況

施工完了

砂質土

ボンテラン改良土

縦断亀裂及び沈下
L＝125m 深さ 1.2m
福島県須賀川浜尾遊水池右岸堤防被災状況※2

被災なし

福島県須賀川浜尾遊水池右岸堤防被災状況

ボンテラン改良土を用いた浜尾遊水池右岸堤防

FL＝R/L

FL：液状化に対する抵抗率
R ：動的せん断強度比(繰返し三軸試験)
L ：地震時せん断応力比

表-1 砂質土とボンテラン改良土の液状化抵抗率

L＝20km

地表面加速度
液状化抵抗率
液状化判定

[cm/s 2 ]

砂質土

ボンテラン改良土

200
0.52
×

200
4.25
○

（ボンテラン）
＝ 8.17倍
（砂質土）
地層条件：GL-4mの場合，Z1=2.0，Z2=2.0[m]

繰返し三軸試験装置

平成 27 年 5 月 1 日土地改良事業設計指針「ため池」改訂に準拠

福島県須賀川市藤沼湖被災状況※3
4

※1 東北地方太平洋沖地震による谷埋め盛土の被害と今後の課題について，原勝重
※2 福島河川国道事務所における東日本大震災の対応と教訓，服部司，
土木技術資料 54-3(2012),p.40
※3 毎日新聞，東日本大震災決壊の須賀川・藤沼ダム，2017 年 4 月 25 日

1．3．2 東日本大震災を経験、地震対策用地盤材料としての有効性実証

芳賀池地区造成工事
震度 6 弱、水平加速度 K-net745～1069〔Gal=cm/s2〕
工事名 ：市街地水空間整備事業 芳賀池地区造成工事
発注者 ：郡山市（農地林務課）
工期
：平成 16 年 9 月～平成 17 年 11 月
改質量 ：20,000m3
含水比：約 100％
工事概要
福島県郡山市の住宅街にあるため池の「芳賀池」は、堆積したヘドロの悪臭に周辺住民から多くの苦情が寄せら
れていました。当初、ヘドロはダンプトラックで運搬し残土処分する計画でしたが、ボンテラン工法により原位
置で再資源化することで運搬時の騒音・振動問題が無くなり、大幅なコスト削減が実現しました。改良土は悪臭
が無くなり親水公園の基盤盛土材として再利用し、現在は周辺住民の憩いの場となっております。平成 23 年の東
日本大震災においては震度 6 弱、水平加速度 K-net745～1069※4〔Gal＝cm/s2〕を観測したが、基盤盛土はせん断
破壊や液状化の被害は一切確認されず、地震対策用地盤材料としての有効性が実証されました。
※4 東北地方太平洋沖地震による谷埋め盛土の被害と今後の課題について，原勝重

撹拌状況

施工前

基盤盛土完成(水に接した状態で 1 年経過、ガリ浸食一切なし)

完成
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2．ボンテラン工法の改良設備
2．1 自走式土質改良機撹拌工法 施工機械配置図
鋼板製簡易水槽に泥土を投入しボンファイバーを粗混ぜした後、自走式土質改良機にボンフ
ァイバー混合土、固化材を投入し撹拌する。
自走式土質改良機：1 台＋撹拌・排出用 BF：2 台
6,000

5,500

2,000

ボンファイバー

改良対象土
ストックヤード

3,000

初期養生ヤード

撹拌・排出バックホウ 0.8m3 級

撹拌・排出バックホウ 0.8m3 級

3,000

自走式土質改良機 20t 級

2,000

3,000

鋼板製簡易水槽

ボンファイバー
13,000

図-3 ボンテラン工法改良設備（その 1）

図-4 自走式土質改良機※5
※5 日立建機㈱HP，自走式土質改良機 SR2000G-6
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20,500

3,000

3,000

固化材(フレコン)

1,500

鋼板製簡易水槽

2．2 撹拌ピット内撹拌工法 施工機械配置図
撹拌ピットに泥土を投入し、撹拌用ミキサーを装着したバックホウで撹拌する施工方法となる。
改良土は仮置き可能な性状に改良後、初期養生ヤードに排出する。

固化材(フレコン)

ボンファイバー

2,000

初期養生ヤード

3,000

撹拌用ミキサー

撹拌ピット

3,000

撹拌用バックホウ 0.8m3 級

1,500

排出用バックホウ 0.8m3 級

2,000

撹拌ピット

5,500

6,000

5,500

図-5 ボンテラン工法の改良設備(その 2)

図-6 ボンテラン工法標準配置図

だれでも簡単に施工が可能
バックホウと撹拌アタッチメントのみで改良可能となり、だれでも簡単に施工ができる。

ドライブミキシング
(撹拌用ミキサー付バケット)

バックホウと撹拌ピット

図-7 撹拌アタッチメント、撹拌ピット
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3．改良目標の設定
3．1 円形すべり面スライス法による安定計算
ボンテラン改良土の強度は通常の土質改良工と同じ扱いにならって内部摩擦角φ’を無視して
c’だけを考慮するものとする。
図-8 に示すように、円弧すべり面上の土塊を同じ幅の鉛直線で分割する。いま、abcd で囲まれ
た奥行き単位長さ（1m）の土塊について考える。
𝑥＝𝑅sin𝑖
O

𝑅

d

𝑅
a

𝑊＝𝛾𝑡 A×1
𝑖
𝑐

𝑊cos𝑖

𝑊sin𝑖
b

s
𝑙

図-8 分割法

すべり面 bc に作用する垂直応力𝜎とすべりを起こそうとするせん断応力𝜏は
𝑊cos𝑖

𝜎＝

𝑙

𝑊sin𝑖

𝜏＝

𝑙

〔kN/m2〕

①

〔kN/m2〕

②

となる。また、すべりに抵抗するせん断強さ𝑠は
𝑊cos𝑖

𝑠＝𝑐＋𝜎tanφ＝𝑐＋

𝑙

tanφ 〔kN/m2〕

③

である。
安全率𝐹𝑠 は、各分割部分のせん断応力の和∑𝜏 𝑙 とせん断強さの和∑𝑠 𝑙 から次式で表せる。
すべりに抵抗するせん断強さの和

∑𝑠 𝑙 ∑(𝑐𝑙+𝑊cos𝑖 tanφ)
＝
＝
∑𝑊sin𝑖
すべりを起こそうとするせん断応力の和 ∑𝜏 𝑙
∑𝑐 𝑙
＝
∑𝑊sin𝑖

𝐹𝑠 ＝
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④

表-2 現場/室内の強度比

固化材の
混合方式

改良対象土
一般的な軟弱土
（粘性土、砂質土等）

粉体

〔現場/室内〕
強さ比α kl

施工機械

粘土
高含水有機質土

スタビライザ
バックホウ
自走式土質改良機
クラムシェル
バックホウ

0.5～0.8
0.3～0.7
0.7～0.9
0.2～0.5

せん断強さ S 〔kN/m2〕

固化材添加量：増
固化材添加量：減

c
0

c ＝1/2・𝑞𝑢

𝑞𝑢
𝑞𝑢 垂直応力𝜎〔kN/m2〕

内部摩擦角φ＝0[°]
𝑞𝑢 ：一軸圧縮強さ

c ：粘着力
図-9 クーロンの式

3．2 土被り圧による目標強度の設定
ボンテラン改良土により築堤した堤体に過大な沈下が生じないようにするために、ボンテラン
改良土の目標強度は最大土被り圧を下回ることが無いように設定する。
𝑞𝑢 ≧𝜎𝑧 （＝𝜌・𝑔・𝑍）
𝑞𝑢 ：一軸圧縮強さ〔kN/m2〕
𝜎𝑧 ：土被り圧
𝜌𝑡 ：湿潤密度〔g/cm3〕
𝜌𝑠𝑎𝑡 ：飽和密度［g/cm3］
𝑔：重力加速度〔9.8m/s2〕
𝑍：土被り高〔m〕

𝑍
𝜎𝑧

図-10 ボンテラン改良土の土被り圧
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改良土の圧密降伏応力と一軸圧縮強さの関係を図-11 に示す。一軸圧縮強さの増加に伴い、
圧密降伏応力の増加が見られ、含水比によってその比率は異なるが、全てのケースで圧密降伏
応力は一軸圧縮強さ以上の値となっている。
実際の盛土等で改良土が受ける荷重は圧密降伏応力よりはるかに小さく、この際の改良土の
圧密沈下は一般的に無視できる程度の値となる。※6（解説次項参照）

図-11 圧密降伏応力と一軸圧縮強さの関係※6

3．1円弧すべりの安定計算による目標強度と3．2土被り圧による目標強度を比較して算出された
高い強度を目標強度とする。※7

※6 建設汚泥再生利用マニュアル，独立行政法人土木研究所，pp.216-219
※7 道路土工，盛土工指針（平成 22 年度版），公益社団法人日本道路協会，解表 4-6-4，安定処理を行う場
合の配合設計の考え方の例，p.138，p.129，p.131，p.138，pp.252-254
※7 土の流動化処理工法〔第二版〕建設発生土・泥土の再生利用技術，久野悟郎，p.89，p.103-104
※7 改訂版，建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針，－セメント系固化材を用いた深層・浅層混
合処理工法－，国土交通省国土技術政策総合研究所，独立行政法人建築研究所，p.264
※7 地盤改良の調査・設計と施工，－戸建住宅から人工島まで－，公益社団法人地盤工学会，p.131
※7 重松宏明，竹田健夫，石灰安定処理土の養生初期における力学特性材料（Journal of the Society of
Materials Science. Japan）Vol.65，No.1，pp.22-27，Jan.2016
※7 セメント系固化材による地盤改良マニュアル第 4 版，社団法人セメント協会，p.94，pp.109-111
※7 砕・転圧盛土工法によるフィルダム堤体改修，設計・施工・積算指針（案），農林水産省官民連携新技術
研究開発事業，社団法人農業農村整備情報総合センター，p.34
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（解説）

𝐵＝4.0

𝑧＝10.0

𝜌・𝑔・𝑧
𝑝′

𝐿＝44.0
図-12 地中鉛直応力𝑝′の参考図※8

矩形等分布荷重を盛土部全荷重と考えた場合
盛土材の湿潤密度𝜌𝑡 ＝2.0〔g/cm3〕として
盛土の単位体積重量𝛾𝑡 ＝𝜌𝑡 ・𝑔＝19.6〔kN/m3〕となる。
𝐵＝4.0〔m〕、𝐿＝44.0、𝑧＝10〔m〕、奥行き ℓ＝1.0〔m〕
盛土材全体積𝑉＝（𝐵＋𝐿）×𝑧×1/2×ℓ
＝（4＋44.0）×10×1/2×1.0＝240〔m3〕
盛土材全重量𝑊＝𝛾𝑡 ・𝑉＝19.6×240＝4704〔kN〕
盛土部底面積𝐴＝𝐿×ℓ＝44〔m2〕
𝑊 4704
盛土部底面積が受ける応力すなわち地中鉛直応力𝑝′＝ ＝
＝106.9〔kN/m2〕
𝐴
44

𝑞𝑢 ＝𝜎𝑧 （＝𝜌・𝑔・𝑧）＝2000〔kg/m3〕×9.8〔m/s2〕×10〔m〕＝196〔kN/m2〕

図-11 圧密降伏応力と一軸圧縮強さの関係より𝑞𝑢 ≧𝜎𝑧 ＝196〔kN/m2〕に対する圧密降伏応力は
いずれの場合〔含水比○、△、□〕も 200〔kN/m2〕以上である。
しかし、実際の盛土等で改良土が受ける荷重𝑝′＝106.9〔kN/m2〕であり、圧密降伏応力よりはる
かに小さく、この際の改良土の圧密降下は一般的に無視できる程度となる。

※8 土地改良事業設計指針「ため池整備」表-3, 3,10 傾斜遮水性ゾーン型標準断面，p.50
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3．3 トラフィカビリティ
表-3に示す建設機械の走行に必要なコーン指数より施工機械（15ｔ級ブルドーザー）のトラフ
ィカビリティ確保のため、設計基準強度（コーン指数）𝑞𝑐 ＝500〔kN/m2〕以上とする。
表-3 建設機械の走行に必要なコーン指数※9

コーン指数 qc(MN/m2)

建設機械の接地圧
（kN/m2）

0.2 以上

15～23

湿地ブルドーザー

0.3〃

22～43

普通ブルドーザー(15t 級程度)

0.5〃

50～60

普通ブルドーザー(21t 級程度)

0.7〃

60～100

0.6〃(超湿地型は 0.4 以上)

41～56(27)

被けん引式スクレーパ（小型）

0.7〃

130～140

自走式スクレーパ（小型）

1.0〃

400～450

ダンプトラック

1.2〃

350～550

建設機械の種類
超湿地ブルドーザー

スクレープドーザ

3．4 透水係数
土地改良事業設計指針「ため池整備」公益社団法人農業農村工学会 ※10 には遮水性ゾーン
の透水係数 k は遮水性確保のため、
・室内試験値：k＝5×10-6〔cm/s〕以下とする。
・現場試験値：k＝1×10-5〔cm/s〕以下とする。

3．5 六価クロム溶出試験※11
施工前の配合設計時の室内配合試験段階で環境庁告示 46 号溶出試験（試験方法 1）を実
施し、六価クロムが土壌環境基準値 0.05〔mg/ℓ〕以下にあることを確認しなければならない。
したがって、六価クロム溶出試験目標基準値は 0.05〔mg/ℓ〕以下とする。
・3．1④式により安全率𝐹𝑠 （＝1.2 以上）を満足する c（粘着力）を逆算により求め、一軸圧縮強さ
qu=2c より、円弧すべりにより改良土の目標強度を一軸圧縮強さ qu により評価する。
求められた一軸圧縮強さ qu についてボンテラン改良土の土被り圧を計算して十分満足するこ
とを確認する。
・施工におけるトラフィカビリティ、コーン指数 qc を満足する配合の範囲を決定する。
・透水係数 k＝5×10-6〔cm/s〕を満足する配合の範囲を決定する。
3．1 から 3．5 の目標値を同時に満足する固化材の最低添加量を決定する。
※9 建設機械の走行に必要なコーン指数，地盤材料試験の方法と解説，社団法人地盤工学会，p.391
※10 土地改良事業設計指針「ため池整備」公益社団法人農業農村工学会発行，p.18
※11 国官技第 16 号国営建第 1 号、平成 13 年 4 月 20 日、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価
クロム溶出試験要領（案）」の一部変更について
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4．ため池改修工事施工事例
市街地水空間整備事業芳賀池地区造成工事

施工前

完成

平成 21 年度飽海中央地区広域営農団地農道整備事業第 1 工区工事

完成

施工前

一日市地区他築堤工事

施工前

完成

平成 26 年度滝ノ沢地区農村災害対策整備事業第 1 工区工事

施工前

完成
13

第 54 号桑唐堤ため池改修工事

施工前

完成

平成 28 年度袖崎地区地域ため池総合整備事業第 3 工区(ゼロ国債)工事

施工前

完成

平成 29 年度東根地区(大木沢)農村地域防災減災事業第 2 工区工事

施工前

完成
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平成 30 年度（明許繰越）四ツ釜地区農村地域防災減災事業（ため池整備）第 2 工区工事

施工前

完成

切畑地区ため池等整備（ため池）工事（04702-K01）

施工前

完成
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5．一軸圧縮試験 配合試験と現場施工の整合について
1．国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)資料※12
セメント系改良土の適正な配合・施工方法について以下の記載がある。
①現場施工条件に合わせた配合試験を行うことが重要である。
②可能な限り仮置き期間を無くすことが望ましい。
2．安定処理土の突固めによる供試体作製方法※13(JGS 0811-2009)では
混合した安定処理土は直ちに供試体作製に供するものとする。と示されている。
3．課題と解決策
図-13、2 に示すとおり、混練り直後に示すボンテラン改良土は直ちに敷均し・締固め施工が不可能な状態となって
いる。可能な限り短期間仮置きすることとし、図-13、3 に示すとおりブルドーザーが走行可能な最低限のトラフィカ
ビリティ（qc≒500〔kN/m2〕程度）を確認後直ちに供試体を作製することとする。
※12 国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)資料，5．セメント系改良土の適正な配合・施工方法について，p.64-66
※13 地盤材料試験の方法と解説－二分冊の 1－，社団法人地盤工学会，p.413

配合試験

現場施工

ソイルミキサーによるボンファイバー・固化材添加・混合

自走式土質改良機 20ｔ級

1．混練り

恒温器による所定期間養生

現場敷地内での養生(混練り直後)

2．養生
(仮置き)

解きほぐし

締固め・供試体作製

この状態では敷均し・
締固め作業が不可

敷均し状況

締固め状況

3．解きほぐし
供試体作製

一軸圧縮試験

改良土品質確認
現場密度試験
現場透水試験

変水位透水試験
4．強度試験
透水試験
配合試験の
養生期間で実施

図-13 仮置き・解きほぐしを実施する場合の試験練りのフロー※14
※14 国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)資料，5．セメント系改良土の適正な配合・施工方法について，p.66〔加筆・修正〕
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6．改良土の突固め試験

図-14 密度、強度と含水比との関係※15

図-15 密度、透水係数と含水比との関係※15

〔参考〕
通常の盛土材料を築堤材料として盛土する場合、築堤に伴う土被り圧の増加により即時沈下
して高密度化により強度が増加する。
すなわち、土を締固めると一般に土の諸性質は向上し、圧縮性、強度特性、透水性などの工
学特性が改善されることになる。
したがって特定の締固め方法ならびに締固めエネルギーによって締固めた時、土粒子間隙を
最小（乾燥密度を最大）にする含水比をその締固め条件における最適含水比（𝑊𝑜𝑝𝑡 ）といい、こ
れに対応する乾燥密度を最大乾燥密度（𝜌𝑑𝑚𝑎𝑥 ）という。
図-14※15 は、砂質粘土に対して突固め試験を行い、各含水比で得られた土に対して一軸圧縮試
験を行った結果である。この図より明らかなように、一軸圧縮強さが最大となる含水比は、乾燥
密度が最大となる含水比より低いことがわかる。
図-15※15 は、同様に突固め試験で得られた各含水比の供試土に対して透水試験を行った結果
である。この図より明らかなように、透水係数が最小となる含水比は、密度が最大となる含水比と
一致せず、最適含水比より若干湿潤側の含水比で透水係数が最小となることがわかる。
※15 土の締固め，公益社団法人地盤工学会，pp.10-11
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7．蒸発速度
ため池堤体改修工事では下流側は民有地の場合が多く、ため池上流側を施工ヤードとして利
用するため既設底樋を開放して放水し、上流側に仮設道路を設置し改修工事を実施することが
一般的である。
老朽化ため池の貯水池内には図-16 に示すように底泥土が厚く堆積しており、粘土・シルト分
を多く含み含水比が極端に高い超軟弱な状態にある。

図-16 着工前 底泥土堆積状況

乾燥密度

〔g/cm3〕

ため池の遮水性ゾーン（土質材料）は、図-17 に示すように決められた遮水性および所用のせ
ん断強さを得るため、最適含水比よりも湿潤側で D 値 95〔%〕の含水比で締固め施工が行われる。
そこで著者らは、高含水底泥土と既設堤体掘削土（混合土）を遮水性ゾーンに再資源化するため、
ボンテラン改良土の繊維質物質の多孔体による毛管ポテンシャルによる団粒化に着目して、含
水比低下割合すなわち蒸発速度を求め、先に報告されている室内試験結果と比べ極めて高い
蒸発速度を確認した。その結果、遮水性ゾーンの含水比を効率的に調整してため池改修の品質
確保と工期短縮が期待される。蒸発速度 E を決定する要因は気温、風速、湿度などの気象条件
となる。※16

ゼロ空気間隙曲線
’の範囲

盛土困難な
高含水比限界

最大乾燥密度
95％

含水比の適用範囲
締固め曲線

含水比
最適含水比
図-17 含水比 w と乾燥密度𝜌𝑑 の関係（締固め曲線）
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〔％〕

7．1 毛細管現象
紙は複雑な多孔性構造を成しており、その液体浸透を厳密に理論的に解析することは不可能
に近い。したがって紙の構造をもっと簡単にモデル化し、毛管が紙の平面に垂直に貫通している
と考えて、実際の浸透理論をあてはめているのが、今日までの紙の浸透に関する考え方である。
※17
この考えに従うと図-18 に示すように毛細管現象による液体の上昇高さは、次の式で表される。
※18

2𝑇

ℎ＝

（1）

𝑟・𝜌𝑤 ・𝑔

Young-Laplace（ヤング－ラプラス）の式

T：水の表面張力〔N・m-1〕 h：水の毛管上昇高〔cm〕
r：毛管半径〔cm〕 𝜌𝑤 ：水の密度〔kg・m-3〕
g：重力加速度〔m・s-2〕
図-18 細いパイプ内の毛管水※18

ここで、水の密度𝜌𝑤 ＝1,000〔kg・m-3〕、重力加速度 g＝9.8〔m・s-2〕、表面張力 0.0727〔N・m-1〕の
各数値を採用し、毛管半径 r の単位を〔cm〕とし、最後に各数値の単位を揃えて代入すれば
0 15

ℎ＝

𝑟

〔cm〕

（2）

が得られる※18
単位質量の水を自由水面から h の高さまで動かすのに必要な仕事を毛管ポテンシャル𝜓𝑚 と呼
び、大気圧 P0 を基準とすると負の値となり、次の式であらわされる。※18、19
𝜓𝑚 ＝𝜌𝑤 ・𝑔・ℎ 〔N・m・m-3〕

（3）

（2）式によれば、古紙破砕物の毛管半径 r が確認されれば毛細管ポテンシャルは明らかとなる。
このことについては村上（1979）※20 は、紙の空隙を水銀圧入法で測定した結果、200〔kPa〕で換算
半径 3.8〔𝜇𝑚〕、500〔kPa〕で 1.5〔𝜇𝑚〕と報告している。また、渡辺ら（1988）※21 は、同様な方法で測
定した結果、上質紙で平均毛管半径は 2.5〔𝜇𝑚〕、アート紙も 2.5〔𝜇𝑚〕、合成紙で 0.3〔𝜇𝑚〕と報告
している。これらの情報を基に毛管半径 r＝3.8〔𝜇𝑚〕を採用し、古紙破砕物の毛管ポテンシャル
𝜓𝑚 を最小に見積ると以下のようになる。
0 15

（2）式より ℎ＝

3 8×10−4

＝ 394.7 〔cm〕

19

（3）式より
𝜓𝑚 ＝－1,000〔kg・m-3〕×9.8〔m・s-2〕×3.94〔m〕
＝－38,612〔N・m-2〕
＝－38.6〔kPa〕

図-19 飽和状態にある底泥土に古紙破砕物添加状況

このことは、図-19 に示すように飽和状態にある底泥土に古紙破砕物を添加・混合すると𝜓𝑚 ＝
－38.6〔kPa〕程度の吸引圧で底泥土中の水分を吸水することになる。毛細管高さ h＝394.7〔cm〕
として、この対数を PF とする。※18、19
𝜓𝑚
PF＝log(
)＝log10h
（4）
𝛾𝑤
𝜓：毛管ポテンシャル〔N・m-2〕

𝛾𝑤 ：水の重量〔N・m-3〕

（4）式より PF＝2.6 となり図-20 に示す PF 概念図より古紙破砕物の毛管ポテンシャルによる吸
水エネルギーは土粒子に吸着する毛管水に匹敵する。※22 このことは、自由水（重力水）と土が水
を保持しようと抵抗する毛管水まで引き剥がして古紙破砕物に吸水させることになる。しかし、図
-21 に示すように古紙破砕物が吸引圧により吸水された水分が気中に蒸発されないかぎり底泥
土の含水比は低下しない。
一方、土中水分の蒸発速度を決定する要因は前述※16 に示したが、毛細管現象による蒸発効
果は図-21 に示すように繊維質物質の自由表面に働くので、その下は必ずしも一定断面の直立
管でなくとも、静水圧（繊維質固化処理土の水分供給能力）とつながり、繊維質物質の導管を考
えれば総計で大量の水が蒸発してその分を埋めるように流動する吸水ポンプ作用が働いている
ものと考えられる。※23

20

図-21 繊維質物質の自由表面と水の蒸発イメージ図
図-20

PF 概念図（土壌中の水と吸着エネルギー※22

※16 斉藤広隆，取出伸夫（2011）：蒸発過程の土中水分移動，1．土性の影響，J.Jpn. Soc. Soil Phys. ，
December 2011，Vol. 119，p.65
※17 斎藤紀（1970）：紙の油吸収測定法の紹介，大蔵省印刷局，紙パルプ技術協会，第 24 巻第 4 号，p.63，0：
644，p.41
※18 宮崎毅，長谷川周一，粕渕辰昭（2005）：土壌物理学，朝倉書店 19-20，24-25
※19 大草重康，宇野尚雄，風間秀彦，嘉門雅史，川地武，瀬在武、鳥井原誠，長尾哲，中山晴幸，三木博史
（1986）：粘土の不思議，土質工学会，p.53
※20 村上浩二（1979）：紙の空隙構造とその評価，紙パルプ技術協会，第 33 巻，第 4 号，p.63,
0-21, 001.8，p.19
※21 渡辺鋼市郎，甘利武司（1988）：印刷インキの転移と紙への浸透，紙パルプ技術協会，第 42 巻，第 8 号，
p.10
※22 岡崎正規，安西徹郎，加藤哲郎（2005）：新版土壌肥料，社団法人全国農業改良普及支援協会，p.5
※23 細川巌，植物の吸水ポンプ作用についてながれ 20（2001）：59-60
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7．2 ボンテラン改良土の団粒化形成過程
7.2.1 土粒子間結合力「サクション」
図-22 に示すように、海辺の砂浜でトンネルを掘る、あるいは砂団子を作るには、適度な湿り気
が必要である。図-23 に示すように、湿らす程度が少ないとバラバラになるし、湿らせすぎるとドロ
ドロになってしまう。適度な湿り気を持たせて締固めることによってできた土塊において、その土
塊を構成するそれぞれの土粒子間の結合力は、主にサクションによって成り立っている。（小高、
2005）※24

土の体積 V

図-22 砂のトンネル（Freedie AC）、砂団子（㈱三洋環境社プランナー、ドレミの砂だんご）
サクション

乾燥

塑
性
限
界

不飽和
土粒子間結合力
団粒化

液
性
限
界

飽和

水

空気

土粒子
含水比

〔％〕

図-23 土粒子間結合力・団粒化とコンシステンシー限界（小高，2005，加筆）

このことは、図-23 に示すように、乾燥状態は図-24 に示す乾いた砂にはまった車の状態に該
当する。また不飽和状態は図-25 に示す渚のドライブウェイの状態に該当し、さらに飽和状態は
図-26 に示すドロにはまった車の状態に該当する。したがって、適度の不飽和状態の土粒子結合
力、すなわちサクションは地盤工学上重要な課題である。

図-25 渚のドライブウェイ
図-26 ドロにはまった車
（道の駅のと千里浜）
※24 小高猛司，土質力学Ⅰ及び演習（B 班：小高担当）（2005.10.25），土の締固め，1-2
図-24 乾いた砂にはまった車
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7.2.2 繊維質固化処理土の団粒化形成過程と含水比低下に関する見解
図-27 および図-28 に示す建設汚泥は大量のセメントが添加された含水比 w＝200〔％〕および
w＝300〔％〕の液状自硬性汚泥である。これに古紙破砕物である繊維質物質 70〔kg/m3〕および
80〔kg/m3〕添加・混合後の繊維質固化処理土の団粒化状況を示す。図-29 に繊維質固化処理土
の団粒化形成状況例を示す。

自硬性汚泥
改良土の団粒化

液状の状態

図-27 2009 年 仙台火力自社用水撤去工事 w=200〔%〕、古紙破砕物 70〔kg/m3〕添加

自硬性汚泥
液状の状態

仮置き・整形状況（団粒化）

図-28 2006 年 東北本線品井沼・鹿島台間二線堤盛土新設工事 w=300〔%〕，古紙破砕物 80〔kg/m3〕添加

図-29 繊維質固化処理土の団粒化形成状況例
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図-30 繊維質固化処理土の蒸発と団粒化イメージ図

繊維質固化処理土の団粒化は、下記に示す事由により形成されるものと考えられる。
1．図-30②に示すように飽和泥土中の水分が毛管ポテンシャル𝜓𝑚 ＝－38.6〔kPa〕程度のエネル
ギーで自由水（重力水）と土が水を保持しようと抵抗する毛管水まで引き剥がして繊維質物質
に吸水される。しかし、この時点での繊維質固化処理土の含水比は変化していない。
2．繊維質物質に吸水された水分が蒸発容易な状況下で図-30③に示すように気温、湿度、風速
などの気象条件により蒸発が始まり、繊維質固化処理土の含水比が蒸発速度に応じて低下
する。その後、繊維質固化処理土が不飽和に変移して、同時に繊維質固化処理土中にサクシ
ョンが発生し、土粒子間結合力により繊維質固化処理土の団粒化が始まる。
3．図-30④に示すように気温、湿度、風速などの気象条件が継続することにより繊維質固化処理
土の団粒化と含水比低下がさらに促進される。
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7．3 ボンテラン改良土の蒸発速度（屋外試験）
土中水分含水比低下割合すなわち蒸発速度 E を決定する要因は、①気温②風速③湿度の 3 条
件である。
図-31 に Y ため池ボンテラン改良土の養生日数と含水比および含水量の関係（屋外試験）
図-32 に K ため池、同上の関係を示す。
図-33 に屋外試験状況を示す。

（気象庁，山形県新庄市，2021/10/6 よりの日ごとの値）
図-31 Y ため池屋外試験，繊維質固化処理土の養生日数と含水比および含水量の関係
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（気象庁，山形県新庄市，2021/10/22 よりの日ごとの値）
図-32 K ため池屋外試験，繊維質固化処理土の養生日数と含水比および含水量の関係

図-33 屋外試験状況
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Y ため池および K ため池それぞれの蒸発速度を図-31、図-32 より求め先に報告された室内試験
と現地施工で得られた蒸発速度を表-4 に示す。
表-4 蒸発速度の比較
蒸発速度E
2
〔kg/h・m 〕
Yため池(屋外試験)

6.21
（WJ→WK）

西林ら(1987)(室内試験)
〃 ( 〃 )
〃 ( 〃 )
三石ら(2006)(室内試験)
近藤(1944)(数値計算)
〃
( 〃 )

4.38
（WJ→WL）
0.326
0.400
0.644
0.208
0.042
0.013

伊藤ら(2008)(現地施工）

0.373

Kため池(屋外試験)

全天候通風型システム
(フィルダムの遮水性材料の
含水比調整，2000)(現地施工)

日照時間 合計降水量
〔h〕
〔mm〕

平均湿度
〔％〕

0.0

1.2

16.1

85.0

8.8
4.4

0.0

1.1
0.8

10.2
10.3
26.0
55.0
75.0
25.0

84.0
92.0
18.0
6.5
3.5
70.0

（混合材の自然含水比23.2〔％〕を最適含水比15.9〔％〕
までの乾燥曝気に14日間を要した。）
（実施例として4日間で含水比5～6〔％〕低下実現）

Yため池(屋外試験)

砂質シルト

Kため池(屋外試験)

砂質混り粘性土

西林ら(1987)(室内試験)
〃 ( 〃 )
〃 ( 〃 )
三石ら(2006)(室内試験)
近藤(1944)(数値計算)
〃
( 〃 )

豊浦標準砂
豊浦標準砂
豊浦標準砂
立川ローム
ローム
砂

全天候通風型システム
(フィルダムの遮水性材料の
含水比調整，2000)(現地施工)

平均気温
〔℃〕

7.1

土の種類

伊藤ら(2008)(現地施工）

平均風速
〔m/s〕

設備
撹拌用バックホウ（ミキシングバケット付）1台
排出用バックホウ1台
鋼板製簡易水槽×2基
同上

緑色岩類強風化岩
昇降屋根付自然乾燥設備50m×15m×0.5m（敷均し厚）
国頭礫層強風化帯の混合材 撹拌用バックホウ7台
2

鉄骨平屋建高さ7～12m、床面積890m （37×24m）
屋根及び壁、透明樹脂板張、巻上式ビニールカーテン
送風機22kW×2台（側面）、扇風機750W×12台（天井）

その結果
①繊維質固化処理土の蒸発速度は先に報告されている室内試験、数値計算および現地施工で
報告された結果と比べ極めて高い速度が確認された。このことにより、ため池改修における遮
水性ゾーンの盛り立て作業が速やかに行われることになり、ため池改修の品質の確保と工期
短縮が可能となった。
②ため池改修工事においては、図-31 および図-32 に示すように、養生 1 日程度で最適含水比
𝑊𝑜𝑝𝑡 をほぼ満足する含水比低下を確認した。したがって狭小な改良土ヤードを設置して、改
良、仮置き、盛り立て作業がスムーズに行われるものと判断される。図-34 に Y ため池（2019）
𝑤0 ＝45〔%〕、図-35 に K ため池（2021）𝑤0 ＝55〔%〕の改良、仮置き、締固め状況を示す。
ため池の遮水性ゾーンは決められた遮水性および所用のせん断強さを得るため最適含水比
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付近で締固め施工が行われる。我が国の土質材料はほとんどの場合、最適含水比より湿潤側
にあるので、遮水性ゾーンに用いる土質材料の含水比低下はダムの安全に関わる重要課題とな
っている。
繊維質固化処理土の含水比低下に関しては、繊維質物質の毛管ポテンシャルが飽和底泥土
の毛管水まで引き剥がして古紙破砕物に吸水させ、気温、湿度、風速により蒸発容易な状況下
で蒸発速度に応じて含水比が低下する。さらに団粒化により比表面積が拡大し乾燥化が同時に
促進されると考えられる．
Y ため池および K ため池の遮水性ゾーンの施工においては、データ同様の含水比低下効果を
確認して盛り立て作業が速やかに実施された。

原泥の状態

改良状況（団粒化）

転圧状況

仮置き・整形状況

図-34 Y ため池整備工事（2019） 𝑤0 =45〔%〕

原泥の状態

改良土の運搬状況（団粒化）

転圧状況

現場透水試験状況

図-35 K 地区ため池等整備工事（2021）𝑤0 =55〔%〕
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8．クラックの発生を抑制
河川土工マニュアル、平成 21 年 4 月、財団法人国土技術研究センターでは、安定処理土の取
り扱いについて以下に示す注意を促している。
土質安定処理 工法によって築堤した場合、土質、添加材、混合率、混合方法によっては、完
成後の堤体に乾燥収縮によるヘアークラックが発生することがある。したがって、室内試験による
基礎的な検討（乾湿繰返し試験）を行い、できれば試験施工による検証を行った上で、工法を決
定するのがよい。※25
そこで、国土交通省関東地方整備局河川部河川工事課では江戸川河動掘削により発生した
大量の粘性土を用いて、石灰やセメント等の改良材を用いて試験盛土を実施した。
その結果、石灰・セメント安定処理土は深部まで多量のクラックが発生し、石灰水投入後の染
み出しが多く見受けられた。（クラックの開口幅最大 2cm 程度）※26

図-36 安定処理土のクラック発生状況※26
※25 河川土工マニュアル，平成 21 年 4 月，国土研究センター，p.70
※26 論文．写真引用：道津友弘氏（関東地方整備局河川部河川工事課）「堤防材料としての土質安定処理土
の適用性検討について」資料提供
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8．1 乾湿繰返しおよび凍結融解耐久性試験
東北大学大学院環境科学研究科高橋弘教授と(株)森環境技術研究所は、安定処理土とボン
テラン改良土の乾湿繰返しおよび凍結融解に対する耐久性試験をフィールドで実施した。その結
果、図-37-2 に示すとおり、養生 3 日後(2016 年 6 月 20 日撮影)には安定処理土に乾湿繰返しの
影響によりクラックが発生した。養生 228 日後(2017 年 1 月 17 日撮影)には、図-37-6 に示すとお
り乾湿繰返しと凍結融解による多数のクラックが確認された。
一方、ボンテラン改良土は乾湿繰返しおよび凍結融解を受けてもほとんど劣化せず、極めて
高い耐久性が確認された。※27
砕・転圧盛土（安定処理土）
番号

含水比
100％

セメント系固化材
55kg/m3

ボンテラン改良土
経過

含水比
100％

セメント系固化材
55kg/m3

2016年6月17日

1

設
置
直
後

2016年6月20日

2

養
生
3
日
経
過

2016年6月27日

3

養
生
1
0
日
目

図-37 模擬堤防での乾湿繰返しによる耐久性試験（フィールド）
（左：砕・転圧盛土（安定処理土）、右：ボンテラン改良土）
※27 東北大学大学院環境科学研究科高橋弘研究室，
㈱森環境技術研究所合同フィールドテスト
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BF
25kg/m3

砕・転圧盛土（安定処理土）
番号

含水比
100％

セメント系固化材
55kg/m3

ボンテラン改良土
経過

含水比
100％

セメント系固化材
55kg/m3

2016年7月17日

養
生
3
0
日
目

4

2016年12月1日

養
生
1
8
0
日
目

5

2017年1月17日

養
生
2
2
8
日
目

6

図-37 模擬堤防での乾湿繰返しによる耐久性試験（フィールド）
（左：砕・転圧盛土（安定処理土）、右：ボンテラン改良土）
※27 東北大学大学院環境科学研究科高橋弘研究室，
㈱森環境技術研究所合同フィールドテスト
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BF
25kg/m3

8．2 乾湿繰返し試験
ボンテラン改良土の耐久性を定量的に評価することを目的として、乾湿繰返し試験を実施した。
比較のため安定処理土も同様の条件で試験を実施した。
試験方法は表-5 に示すとおり、「建設汚泥再生利用マニュアル（独立行政法人 土木研究所）」
に準拠し表-6 に示す健全度ランクにより評価した。※28
表-5 乾湿繰返し試験方法
試験項目
乾湿繰返し
試験

試験方法
供試体
φ5×10

乾湿１サイクル
40℃炉乾燥 2 日
20℃水浸 1 日
の合計 3 日

確認項目
・所定サイクル終了後、一軸圧縮試験（JIS A 1216）
・各サイクルの乾燥後、水浸後に供試体の状況観察、
写真撮影

表-6 供試体健全度ランク
クラック状況
欠落状況
外見上、ほとんど変化なし
微細クラック、局部クラック発生
表面剥離が局部的に発生
明瞭なクラックが一部に発生
供試体の一部が僅かに欠落
明瞭なクラックが全体に発生
供試体がより大きく欠落
供試体の一部または全体が崩落（～20%程度）
供試体が全体的に崩落、崩壊。供試体としての形は存在
供試体全体が崩壊し、片々は塊状
供試体全体が崩壊し、片々は細粒化～泥状化

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ

ここで、細粒化とは粒径 2mm 程度の粒状に細分化された状況を指す。

サ
イ
ク
ル

乾
湿

0

試
験
前

砕・転圧盛土（安定処理土）
W＝45〔％〕
ボンファイバー：0〔kg/m3〕
高炉B種：51〔kg/m3〕

ボンテラン改良土
W＝45〔％〕
ボンファイバー：25〔kg/m3〕
高炉B種：51〔kg/m3〕

乾

Bランク

Aランク

2

湿

供
試
体
が
よ
り
大
き
く
剥
落

外
見
上
、
ほ
と
ん
ど
変
化
な
し

Dランク

Aランク

図-38 乾湿繰返し試験
（左：砕・転圧盛土（安定処理土）、右：ボンテラン改良土）
※28 建設汚泥再生利用マニュアル、独立行政法人 土木研究所 技術基準編参考資料 3．pp.219-220
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サ
イ
ク
ル

砕・転圧盛土（安定処理土）
W＝45〔％〕
ボンファイバー：0〔kg/m3〕
高炉B種：51〔kg/m3〕

乾
湿

ボンテラン改良土
W＝45〔％〕
ボンファイバー：25〔kg/m3〕
高炉B種：51〔kg/m3〕

豪雨により急激にため池堤体内の
水位が上昇し、間隙水圧の上昇す
ることにより堤体のすべり破壊を
室内試験で実証

①

乾
ボンテラン 砕・転圧盛土
改良土
安定処理土

Gランク

Aランク

6

②

湿

片
々
は
塊
状

供
試
体
全
体
が
崩
壊
し
、

Gランク

外
見
上
、
ほ
と
ん
ど
変
化
な
し

③
Aランク

④

乾

終了

Aランク

10

⑤

湿

終了

外
見
上
、
ほ
と
ん
ど
変
化
な
し

⑥
Aランク

図-38 乾湿繰返し試験
（左：砕・転圧盛土（安定処理土）、右：ボンテラン改良土）
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図-39 供試体の崩壊状況
（左：ボンテラン改良土、
右：砕・転圧盛土（安定処理土））

図-40 健全度ランク

図-41 乾湿繰返し試験による 0、2、6、10 サイクルごとの一軸圧縮強さ

ボンテラン改良土および砕・転圧盛土（安定処理土）を用いて乾湿繰返し試験を行った。その
結果、砕・転圧盛土（安定処理土）は 1 サイクルの水浸において表面剥離が局部的に発生し 6 サ
イクルの水浸後供試体全体が崩壊し、片々は塊状。供試体健全度ランクは G と確認され、乾湿
繰返し耐久性について脆弱であることが明らかとなった。一方、ボンテラン改良土は乾湿繰返し
を受けても外見上ほとんど変化がなく、供試体健全度ランクは A と確認され、極めて高い耐久性
を示すことが明らかとなった。
図-41 に示す所定サイクル毎の一軸圧縮強さを概観するとボンテラン改良土は設計基準強度
quck＝234〔kN/m2〕を各サイクルにおいて、すべて満足しており、乾湿繰り返しを受けても極めて
高い耐久性を示すことが確認された。
一方、砕・転圧盛土(安定処理土)は室内目標強度を各サイクルにおいて、すべて下回っており、
乾湿繰返し耐久性について強度の観点からも脆弱であることが確認された。※29
※29 ボンテラン工法論文リスト 22，森雅人，高橋弘，et al，繊維質固化処理土の乾湿繰返し試験による
耐久性に関する実験的研究
34

8．3 クラックが発生せず、漏水防止効果
完成後の堤体に乾燥収縮によるクラックの発生を事前に検証するため、乾湿繰返し試験を実
施した結果、安定処理土の供試体は亀裂が発生し崩壊したのに対しボンテラン改良土はクラック
が生じず、漏水防止と堤体補強に極めて高い効果が確認された。

ボンテラン改良土

砕・転圧盛土（安定処理土）

図-42 乾湿繰返し試験
（左：砕・転圧盛土（安定処理土）、右：ボンテラン改良土）
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8．4 火山灰質粘性土とは
「再生資源の利用の促進に関する法律」を受け「建設発生土利用技術マニュアル」を発刊され、
表-7 に示すとおり土質区分基準を規定している。※30
表-7 土質区分基準※30

区分
（国土交通省令）
第1種建設発生土
（砂，礫及びこれらに準ずるもの）
第2種建設発生土
（砂質土，礫質土及びこれらに準
ずるもの）

第3種建設発生土
（通常の施工性が確保される粘
性土及びこれに準ずるもの）

第4種建設発生土
（粘性土及びこれに準ずるもの）
（第3種発生土を除く）

（泥土）

細区分

コーン指数qc
kN/m2

土質材料の工学的分類
大分類

中分類
土質｛記号｝

礫質土

礫｛G｝，砂礫｛GS｝

砂質土

砂｛S｝，礫質砂｛SG｝

第1種改良土

人工材料

改良土｛I｝

第2a種

礫質土

細粒分まじり礫｛GF｝

砂質土

細粒分まじり砂｛SF｝

第2種改良土

人工材料

改良土｛I｝

第3a種

砂質土

細粒分まじり砂｛SF｝

粘性土

シルト｛M｝，粘土｛C｝

火山灰質粘性土

火山灰質粘性土｛V｝

第3種改良土

人工材料

改良土｛I｝

第4a種

砂質土

細粒分まじり砂｛SF｝

粘性土

シルト｛M｝，粘土｛C｝

火山灰質粘性土

火山灰質粘性土｛V｝

有機質土

有機質土｛O｝

第4種改良土

人工材料

改良土｛I｝

泥土a

砂質土

細粒分まじり砂｛SF｝

粘性土

シルト｛M｝，粘土｛C｝

火山灰質粘性土

火山灰質粘性土｛V｝

有機質土

有機質土｛O｝

高有機質土

高有機質土｛Pt｝

第1種

第2b種

第3b種

第4b種

泥土b

―

800以上

400以上

200以上

200未満

泥土c

当該基準には、火山灰質粘性土の記述がある。火山灰質粘性土とは、火山灰あるいは火山砕
セツ

屑物が風化によって粘土化したものであり、火山国であるわが国には広く分布している。火山灰
質粘性土の共通した主な工学的特性としては、次の二点が挙げられる。
（イ）土質工学的性質が、乾燥によって、非可逆的に著しく変化する。
（ロ）練返しによる強度低下が著しく、工学的にきわめて不安定である。
すなわち、スレーキング特性を示す。※31

※30 地盤材料試験の方法と解説，社団法人地盤工学会，pp.388-389
※31 奥田稔 et al，A・10 不良土対策の設計・施工（第 1 報）－特に添加材による土質改良について－，
pp.94-104
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8．4．1．スレーキング試験

土地改良事業設計指針「ため池整備」平成 27 年 5 月、公益社団法人農業農村工学会、P.18
に以下の記載がある。
材料判定の目安
堤体盛土材料は、必要な水密性及び強度を有し、かつ、すべり破壊又は浸透破壊が生じない
ものとする。
必要な水密性および浸透破壊が生じないこととは、「乾燥・水浸によって堤体盛土が崩れ、細
粒化などの形状変化」が発生しないことを示す。
換言すると
①乾燥した粘性土の土塊を急速に水中に浸すと、内部に閉じこめられた空気が吹き出して土
塊が崩れる現象。
②乾いた土塊を土中に浸漬した際に、土塊が完全に崩れたり、土の組織が破壊したりすること
がある。この現象をスレーキングという。※32
スレーキングとはモンモリロナイトを多く含む土は吸水によって膨潤性を示すことが多い。この
膨潤性材料は乾湿繰返しによりスレーキング特性を示し、細粒化しやすいので、要注意の地
盤材料である。※33
このような土を盛土材料としてこれを使用した場合、施工中にほとんどが細粒化してしまうもの
から、時間の経過とともに徐々に細粒化するものまである。特に後者に属するものは、盛土完
成後に長期間に渡る圧縮沈下を引き起こしたり、地震時に被害を受けることがある。
これらの材料を盛土材料として用いる場合には、スレーキング試験を実施して、スレーキング
性の材料であるかどうかを確認することが重要である。※34
そこで、B ため池と I ため池の近傍土取り場採取土（火山灰質粘性土）を用いてスレーキング試
験（乾湿繰返し試験）を実施する。試験方法は表-5 に示すとおり、「建設汚泥再生利用マニュア
ル（独立行政法人 土木研究所）」に準拠し、表-6 に示す健全度ランクにより評価した。

※32 地盤材料試験の方法と解説，社団法人地盤工学会，P.290
※33 同上，P.65
※34 道路土工盛土工指針（平成 22 年度版），公益社団法人日本道路協会，P.65
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8．4．2 スレーキング試験状況（B ため池）
B ため池において堤体（刃金土、ランダム材）盛土を施工する際の材料試験であり、目標一軸
圧縮強さ𝑞𝑢 ＝100〔kN/m2〕以上が条件となる。
2
B ため池近傍土取り場採取土𝑞
̅̅̅＝100〔kN/m
〕以上
𝑢

試験前に実施した qu 試験テストピース①～③
図-43 注水前テストピース状況

図-44 注水開始

図-45 注水開始
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図-46 内部に閉じこめられた空気が吹き出す

数分にして崩壊
（動画あり）

図-47 排水後状況、土塊（テストピース）が完全に崩れ、土の組織が破壊される（H ランク）

結果
①乾燥した粘性土の土塊を急速に水中に浸すと、内部に閉じ込められた空気が吹き出して土
塊が崩れる現象を確認した。
②乾いた土塊を土中に浸漬した際に、土塊が完全に崩れたり、土の組織が破壊したりすること
を確認した。
地盤材料の方法と解説 P.65 に記載のとおり、1 回目の水浸で浸透破壊が生じ、「乾燥・水浸に
よって堤体盛土が崩れ、細粒化などの形状変化」が明らかとなった。
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8．4．3 スレーキング試験状況（I ため池）
I ため池において堤体上下流側に補強押え盛土を施工する際の材料試験であり、押え盛土の
目標一軸圧縮強さ𝑞𝑢 ＝162〔kN/m2〕以上が条件となる。
2
I ため池近傍土取り場採取土𝑞
̅̅̅＝204〔kN/m
〕以上
𝑢

試験前に実施した qu 試験テストピース①～③
図-48 注水前テストピース状況

図-49 注水開始、No.5 テストピース崩壊

図-50 注水開始 No.5、No.6、No.11 テストピース崩壊
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図-51 注水開始 No.5、No.6、No.8、No.11 テストピース崩壊

図-52 内部に閉じこめられた空気が吹き出す

一瞬にして崩壊
（動画あり）

図-53 排水後状況、土塊（テストピース）が完全に崩れ、土の組織が破壊される（H ランク）

結果
①乾燥した粘性土の土塊を急速に水中に浸すと、内部に閉じ込められた空気が吹き出して土
塊が崩れる現象を確認した。
②乾いた土塊を土中に浸漬した際に、土塊が完全に崩れたり、土の組織が破壊したりすること
を確認した。
地盤材料の方法と解説 P.65 に記載のとおり、1 回目の水浸で浸透破壊が生じ、「乾燥・水浸に
よって堤体盛土が崩れ、細粒化などの形状変化」が明らかとなった。
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9．地震対策用地盤材料としての利用
9．1 液状化の判定
液状化抵抗率(FL)が 1.0 以下の場合に液状化するものとみなされます。 東北大学高橋研究
室では、砂質土と砂質土を改良したボンテラン改良土の 液状化抵抗率を検討するため、「繰
返し非排水三軸試験」を実施した。
砂質土の液状化抵抗率は FL＝0.52 であるのに対し、ボンテラン改良土は FL＝4.25 であり砂
質土の 8 倍の液状化抵抗率(FL)を確認した。※35
FL：液状化に対する抵抗率
R ：動的せん断強度比(繰返し三軸試験)
L ：地震時せん断応力比

FL＝R/L

2

地表面加速度

[cm/s ]

液状化抵抗率
液状化判定

砂質土

ボンテラン改良土

200
0.52
×

200
4.25
○

（ボンテラン）
＝ 8.17倍
（砂質土）
地層条件：GL-4mの場合，Z1=2.0，Z2=2.0[m]
平成 27 年 5 月 1 日土地改良事業設計指針「ため池整備」改訂に準拠

図-55 繰返し三軸試験装置

図-54 砂質土とボンテラン改良土の液状化抵抗率
※35 ボンテラン工法論文リスト 47，高橋弘，高橋研太，et al，繊維質固化処理土の動的強度に関する実験的研究

9．2 液状化のメカニズム

𝜎′𝑣

𝜎′𝑣

𝜎′𝑣

沈下量

𝑢＝0
地震前

地震による
繰返しせん断

粒子の再配列

𝑢＝𝜎′𝑣
液状化

𝑢＝0
地震後、沈下

図-56 液状化のメカニズム

𝜎′𝑣 ＝𝜌𝑡 ・𝑔・𝑍

s＝c＋(𝜎′𝑣 －𝑢) 𝑡𝑎𝑛φ

𝜌𝑡 ：土の湿潤密度 〔g/cm3〕
𝑔：動力加速度
〔m/s2〕
𝑍：土被り高さ
〔m〕

s：土のせん断強さ 〔kN/m2〕
𝑐：土の粘着力
〔kN/m2〕
𝜎′𝑣 ：土被り圧
〔kN/m2〕
𝑢：過剰間隙水圧
〔kN/m2〕
φ：土の内部摩擦角 〔°〕
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9．3 液状化現象とは
①土の強さとは土に力を加えたときの抵抗力になる。この抵抗力から強度を求める土質試験の
代表的なものにせん断試験がある。具体的には土の内部摩擦角（φ）と粘着力（ c）を求めるこ
とになる。
せん断試験は 1）一面せん断試験
2）一軸圧縮試験
3）三軸圧縮試験がある。
土のせん断強さ s は図-58 に示すようにクーロンの破壊線として知られており次式で表される。
s ＝c ’＋（σ －u）tanφ’
クーロンの式
ここで c ’：粘着力〔kN/m2〕
土粒子間の粘着抵抗
φ’：内部摩擦角〔度〕
土粒子間の摩擦抵抗
u：過剰間隙水圧〔kN/m2〕となる。

図-57 土のすべり破壊
図-58 クーロンの式

一般的に砂地盤が地震で揺らされると過剰間隙水圧が上昇して、せん断力 s の土粒子間の摩擦
抵抗分（σ －u）→0 となり s ＝c ’となる。
砂はもともと粘着力 c ’≒0 となっており、土のせん断強さ s ≒0 となってしまう。

s ＝c ’＋（σ －u）tanφ’

0

≒0

0

こうなると、地盤を構成する自身の土の重さや、その上の構造物の重さを支えきれなくなって地
盤は沈下する。これが液状化現象である。
液状化現象を防ぐにはどうしたら良いかといえば簡単である。土の土粒子間の摩擦抵抗を当て
にすることなく図-58 の破線に示すように土粒子間の粘着抵抗を最初から強くする。
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9．4 固化処理土（安定処理土）の問題点
これまで軟弱土に固化材を添加・混合しただけの固化処理土は、破壊ひずみが通常土に比
べて小さく、周辺地盤との剛性の極端な相違が生じるなど堤体盛土材としての変形性に問題
があり、堤体のような重要な土構造物には使用されなかった。つまり周辺地盤や既設の堤体と
固化処理土による新設の盛土との間に剛性の相違があると、互いのなじみが悪く地震時のよ
うに堤体やその基礎地盤が大きな変形を受ける時には、剛性の高い部分に局部的な変形集
中によるクラックや過大な土圧の発生が懸念されるためである。※36
このことについては、土地改良事業設計指針「ため池整備」平成 27 年 5 月（2015）参考資料、
pp.225-234 には、3．池内堆積土泥土の固化処理に説明がなされている。
固化処理は①仮設工事用、②本設構造物の支持、③液状化防止、④環境保全のための表
層改良（土砂の飛散防止、悪臭防止等）に限定しており、ため池堤体の改修については単なる
固化処理は認めていない。
その間、農林水産省から平成 9 年 4 月（1997）に官民連携新技術研究開発事業実施要領が
発表され、「ため池に堆積した泥土を盛土材料として再利用する技術」が採択され、平成 9 年か
ら 11 年の実施期間を経て「砕・転圧盛土工法によるフィルダム堤体改修工法」が開発された。
これを受けて上述の「ため池整備」平成 18 年（2006）に参考資料 9、コスト縮減に向けた取組み
及び新技術として取り上げられている。
言うまでもなく、周辺地盤との剛性の極端な相違を解消するための研究が主題となってい
る。
したがって、ため池堤体は最重要構造物として、常に破堤の危険性を考慮すべきであり、既
設堤体の剛性を通常土（路体）と同じにし、密着性（なじみ）を改善する工法を選定することが
重要である。
※36 谷茂・福島伸二，et al，固化処理したため池底泥土をため池改修に用いる研究，農工報 40，pp.95-112，2001
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9．5 変形に耐える高靭性と、大きな残留強度を発揮
安定処理土は固く脆い性質であるのに対し、ボンテラン改良土は破壊に至るまでに大きな変
形に耐える特長を有する。また、ボンテラン改良土は通常の築堤土と同様に明瞭なピーク応力が
現れず、高靭性と大きな残留強度を発揮する。
一軸圧縮試験結果として、図-59 にボンテラン改良土と固化処理土の応力－ひずみ曲線、三
軸圧縮試験結果として、図-60 にボンテラン改良土と固化処理土の応力－ひずみ曲線の関係を
示す。

図-59 一軸圧縮試験における応力-ひずみ曲線

図-61 弾性物体の力-変位関係図※37

図-60 三軸圧縮試験における応力-ひずみ曲線

※37 7 章構造物の応答，(4)復元力特性，p.5
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9．6 既設堤体と変形の相違をなくし密着性（なじみ）を改善
堤体の中に剛性の高い改良体を作ると、地震時の振動特性が異なるため、堤体の亀裂や破
損の原因となる。ボンテラン改良土の変形特性は、大きな破壊ひずみと小さな変形係数を持つた
め、既設堤体との剛性の違いが無く密着性(なじみ)を改善した。※38

図-62 ボンテラン改良土と既設堤体の施工状況

通常土 E50(MN/m2)≒0.056qu(kN/m2)
出典：(社)地盤工学会「地盤調査の方法と解説」p.267，pp.323-324

図-63 ボンテラン改良土と安定処理土の一軸圧縮強さと変形係数の関係
※38 ボンテラン工法論文リスト 8．森雅人，高橋弘，et al，故紙破砕物と高分子系改良剤を用いた新しい高
含水比泥土リサイクル工法の提案と繊維質固化処理土の強度特性
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10．セメント固化を用いた軟弱地盤改良における地盤環境影響の実験的検討
嘉門ら（2005）※39
結言
セメント安定処理土が長期的に環境中に存在する場合、乾湿繰返しによる中性化によって、水
和生成物の分解による改良土の劣化が進行することが予想される。そこで乾湿繰返し試験前
(Initial)および 3、6、9、12、15 サイクル終了時点の成型供試体内部の pH 分布を計測した。
その結果、乾湿繰返しサイクルの増加に伴って pH は徐々に低下する傾向が確認され 12 サイ
クル終了時点で供試体表面の pH は pH＝9 まで低下した。
Initial 乾湿繰返しを受けない場合
pH＝12 の場合の水酸化物イオン濃度〔OH-〕＝10-2〔mol/L〕

〔OH-〕＝999×10-5〔mol/L〕の高アルカリ溶出水が
環境に放出される

pH＝9 の場合の水酸化物イオン濃度〔OH-〕＝10-5〔mol/L〕

図-64 乾湿繰返しにおける供試体の表面部および内部の pH の変化

解説
乾湿繰返し試験サイクル数と供試体表面部の pH の関係を定量化した初めての研究成果と考
えられる。セメント安定処理土の乾湿繰返し耐久性については、嘉門ら（1991） ※ 40 、小川ら
（1996）※41 および森ら（2005）※42 が劣化、亀裂の発生、強度低下について言及している。当該論
文はセメント安定処理土の表面部の劣化・亀裂により pH が低下し中性化を確認している。
近年、セメント安定処理土の劣化により高アルカリ溶出水が農業用用水路へ直接放出された
場合近隣民家の営農への影響が懸念される。
CaO＋H2O

Ca(OH)2

・・・・・・・・・・・ セメント硬化過程の化学式

水酸化カルシウム（Ca(OH)2）は水中で電離してカルシウムイオン(Ca2+)と水酸化物イオン(OH-)となる。
Ca(OH)2

Ca2+＋2OH- ・・・・・・・・・・・ 水中に多量の（OH-）が流出し pH が上昇

※39 嘉門雅史，乾徹，東海林寛（2005）：セメント固化を用いた軟弱地盤改良における地盤環境影響の実験
的検討，京都大学防災研究所年報，第 48 号 B
※40 嘉門雅史，勝見武，今西秀公（1991）：セメント系安定処理土の乾湿繰返し耐久性，第 45 回セメント技
術大会講演集
※41 小川伸吉，杉山雅彦，横山勝彦，山本博之（1996）：建設汚泥改良土の利用に関する基礎的研究（そ
の 9）－乾湿繰り返しによる性状変化－，第 31 回地盤工学研究発表会（北見）
※42 森雅人，高橋弘，熊倉宏治（2005）：繊維質固化処理土の乾湿繰り返し試験による耐久性に関する実
験的研究，資源と素材 Vol.121
※公調平成 29 年（ゲ）第 5 号栗東市における林道工事に伴う水質汚濁による財産被害原因裁定申請事件
（養鯉場セメントによるコイ大量死事件）
※高アルカリ湧水の発生原因検討及び対策工の提案
※樹木医による土壌のアルカリ化問題早わかりガイド
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11．セメント安定処理土の乾湿繰返し耐久性・高アルカリ溶出水問題
および地震対策
一般社団法人セメント協会ではセメント安定処理土の収縮に伴うひび割れの懸念を発表してい
る。 また、セメント安定処理土を盛土材に適用する場合の耐久性や強度特性および中性化
に関する研究成果についてはセメント協会（セメント技術大会）、地盤工学会、土木学会、資
源・素材学会など多くの学会で多くの研究者らが議論を積み上げている。
8．1 乾湿繰返しおよび凍結融解耐久試験および 8．2 乾湿繰返し試験においてセメント安定処
理土の水浸による崩壊、フィールドでの多数のクラック発生を確認した。嘉門ら（2005）はセメン
ト安定処理土の表面部の pH 低下を報告しているが、供試体（φ50mm×h100mm）のクラック・
崩壊には言及していない。
前述図-36 国土交通省自らがセメント安定処理土のフィールド試験を実施して多数のクラック
発生を報告している。
一方、ため池改修新技術の導入について地盤工学会は以下に示す提言を発表している。
2018 年 7 月－地盤工学からの提言－※43
これまでのため池改修に関する研究成果は模型実験や数値解析が主であり、実際のため池
に適用できている技術は必ずしも多くはなく、いくつかの実施事例でもその経年的な状態の把
握が十分ではない。このような、新技術の導入については、単純な実績主義と直工費だけで工
法選定する従前の方針を改め、長期に亘る高い安全性が多様な方法で明らかになっている経
済的な技術を社会に導入する取り組みが重要である。
「長期に亘る安全性向上」とはセメント系安定処理土に関しては乾湿繰返し耐久性と高アルカ
リ溶出水問題および地震対策用地盤材料として安全性が問われているものと考えられる。

※43 平成 30 年 7 月豪雨を踏まえた豪雨地盤災害に対する地盤工学の課題－地盤工学からの提言－，
公益社団法人地盤工学会，2019 年 5 月，pp.113-114
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12．改良土の耐浸食性

図-65 ボンテラン改良土の水際利用(浸食なし)

図-66 浸食速度の計測に用いた水中噴流試験装置

ため池用水は自然の湖沼と比べ、かんがい期に放水され、その後、翌年の耕作に向けた貯水
のため、水位が再び上昇するなど、営農活動に合わせた人為的な操作により年間周期で水位が
大きく変動するという特徴を持つ。
そこで、本研究では Hanson らが考察した水中噴流試験装置を用いて、経過時間に対する浸食
量を測定し、限界せん断応力(𝜏𝑐 )と浸食係数(𝐾𝑑 )を算定して、土の浸食に対する脆弱性について
検討した。

図-67 安定処理土とボンテラン改良土の浸食速度の比較

ボンテラン改良土は未改良土に対して約 10,000 倍の耐浸食性を有し、安定処理土に対して
24 倍といった極めて高い耐浸食性を有していることが確認された。※44
※44 ボンテラン工法論文リスト 83，高橋弘，熊谷翔太，et al，
津波堆積物を用いて作成した放射能汚染土覆土材の耐浸食性に関する研究
49

13．漏水対策
地震時の漏水対策として有効
ボンテラン改良土を遮水性ゾーンに使用する場合は、室内試験を実施して遮水性基準値を満
足していることを確認して使用するが、遮水性は底泥土の細粒分含有量に依存する。
ボンテラン改良土は 7．3 に示したように極めて高い蒸発速度 E を有しており、含水比の高い底
泥土を原材料として用いても、短時間で最適含水比湿潤側 D 値 95〔％〕の含水比で締固め施工
が行われる。

透水係数k〔cm/s〕
10-9

透水性
対応する
土の種類

10-8

10-7

10-6

10-5

実質上不透水 非常に低い

粘土

10-4

10-3

低い

10-2

中くらい

微細砂，シルト，
砂-シルト-粘土混合土
0.005

0.075

粒径〔mm〕
図-68 土の種類と透水性の関係

図-69 ボンテラン改良土締固め状況
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10-1

100

101

102

高い

砂

礫
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14．ボンファイバーの長期安定性
14．1 ボンファイバーの分解について
土に入ってきた有機物の分解には、多くの種類の微生物が関与している。森林の落枝や倒木
にはリグニンやセルロースが多量に含まれているため、森林土壌における有機物分解では糸状
菌の役割が大きい。※45 ボンファイバーの主材料は新聞古紙であり、その主成分は「セルロース」
である。このセルロースは、土中に生息する生
物が分泌する酵素「セルラーゼ」により加水分
解を受け、グルコースにまで分解される。
セルラーゼを出す微生物は糸状菌（カビ）が
代表的で、図-70 に示すとおりその好適範囲は
pH4～6 となっている。※46

図-70 微生物の好適範囲

14．2 生分解性試験
ボンテラン改良土が実際の現場で再利用される環境を模擬するため、試験管に現場から採取
した泥とボンファイバー（紙片）、培地を投入し、試料の pH を中性（セメント未添加を再現）とアル
カリ性（セメント添加を再現）に調整し、所定期間保管した後のボンファイバーの分解性を確認し
た。その結果、pH7.0 に調整した試料はボンファイバーが大きく分解したが、pH9.5 以上に調整し
た試料は分解していないことを確認した。※47

pH7.0 調整試料
ボンファイバーの分解あり

pH9.5 調整試料
ボンファイバーの分解なし

pH12.0 調整試料
ボンファイバーの分解なし

図-71 pH とボンファイバーの分解について

※45 土の微生物学 服部勉，宮下清貴、養賢堂、pp.57～59
※46 土の微生物学 服部勉，宮下清貴、養賢堂、pp.12～13
※47 森勇人，高橋弘，加来伸夫，西村宏之，繊維質固化処理土工法に用いるセルロース繊維の
生分解性に関する実験的研究，Journal of MMJ Vol.132，No.12，2016，PP132-189
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14．3 人工降雨試験
図-72 に人工降雨機および試料状況を示す。セメント添加量を変化させたボンテラン改良土に
人工降雨機により 50 年相当の降雨を与えた後、改良土の pH を測定した。図-73 に降雨年数と
改良土 pH の関係を示すが、締固めを実施した試料ではセメント添加量に拘わらず改良土内部
の pH は 11 程度となり、高アルカリ環境を保持することが確認された。※48

図-72 人工降雨機および試料状況

図-73 降雨年数と改良土 pH の関係
※48 ボンテラン工法論文リスト 52，金濱弘和，廃石膏ボードを利用した新しい土質改良工法に関する研究，
東北大学大学院環境科学研究科環境科学専攻，高橋（弘）研究室，修士論文
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14．4 酸性雨模擬試験
酸性雨によるボンテラン改良土の pH 変化を確認するため、図-74 に示すとおり、約 160 年分
の降雨量に相当する酸性雨を模擬した溶液にセメント添加量を変化させたボンテラン改良土を 7
日間浸漬させた後、改良土内部の pH を測定した。図-75 に浸漬日数と改良土 pH の関係を示す
が、締固めを実施した試料ではセメント添加量に拘わらず改良土内部の pH は 11 程度となり、高
アルカリ環境を保持することが確認された。※49

図-74 酸性雨浸漬試験状況

図-75 浸漬日数と改良土 pH の関係

※49 ボンテラン工法論文リスト 52，金濱弘和，廃石膏ボードを利用した新しい土質改良工法に関する研究，
東北大学大学院環境科学研究科環境科学専攻，高橋（弘）研究室，修士論文
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14．5 ボンファイバーの長期安定性のまとめ
ボンファイバーの主成分である「セルロース」は、土中の糸状菌等が分泌する酵素「セルラー
ゼ」によって分解されるが、この糸状菌の好適範囲は約 pH4～6 といわれている。そこで、実際に
現場から採取した微生物とボンファイバーを培地で再現した生分解性試験の結果から、pH9.5 以
上に調整した試料ではボンファイバーが分解しないことを確認した。
そこで、東北大学大学院環境科学研究科の高橋弘（教授）研究室では、ボンテラン改良土中
の pH の変化を確認するために、下記に示す室内試験を実施した。
・ボンテラン改良土の人工降雨試験を実施した結果、50 年相当の降雨を与えてもボンテラン改良
土内部のアルカリ環境を長期間保持することを確認した。
・ボンテラン改良土の酸性雨浸漬試験を実施した結果、160 年分に相当する酸性雨の影響を与
えてもボンテラン改良土内部のアルカリ環境を長期間保持することを確認した。
上記確認試験の結果、ボンテラン改良土中のボンファイバーは pH7.0 付近では微生物の影響
により分解してしまうが、pH9.5 以上の高アルカリ環境では分解しないことを確認した。
また、長期的な安定性を検証するため、人工降雨試験と酸性雨模擬試験を実施した結果、約
50 年相当の降雨および約 160 年相当の酸性雨に暴露されても、改良土内部は高アルカリ環境を
保つことが確認された。
したがって、施工時にセメントや石灰等のアルカリ系固化材を均一に混合し、十分に転圧・養
生されたボンテラン改良土内部は、相当の期間アルカリ環境を保持するためボンファイバー（繊
維質系泥土改良材）は分解しないことが明らかとなった。
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15．ボンテラン改良土の長期安定性
【工事概要】
本工事は揚水機場の基礎杭（CJG 工法）の施工（平成 14 年 1 月～2 月）に伴って発生す
る高含水比建設汚泥（自硬性汚泥、含水比 w＝300〔％〕）をボンテラン工法により改良し、
一旦仮置き場にて仮置（平成 14 年 2 月～平成 14 年 12 月）した後に着水槽保護のための
盛土材として再利用（平成 14 年 12 月～現在）した国交省直轄工事である。
【改良工～盛土施工までの時系列】

高含水比状態

この写真はイメージです

ボンファイバーの投入・撹拌

撹拌アタッチメントを装着した BH
による撹拌

図-76 ＣＪＧ工法による高含水比建設汚泥の発生、ボンテラン改良(平成 14 年 1～2 月)状況

図-77 ボンテラン改良土の仮置き（平成 14 年 2 月～12 月）

図-78 ボンテラン改良土の積込み・敷均し転圧状況（平成 14 年 12 月）
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【平成 17 年 8 月 18 日（改良後 3 年 6 ヶ月経過）】
先端建設技術・技術審査証明事業審査のため技術審査証明委員の立会いで施工後 3 年 6 ヶ
月経過した施工現場において、ボンテラン改良土内部のボンファイバーの劣化状況について検
証作業を実施した。※50
先端建設技術・技術審査証明委員会名簿
委員長 山冨 二郎
東京大学大学院工学系研究科地球システム工学専攻教授
斎藤 邦夫
中央大学理工学部土木工学科
教授
大木 章一
国土交通省 大臣官房技術調査課
課長補佐
大下 武志
独立行政法人土木研究所 技術推進本部 主席研究員
佐藤 元樹
国土交通省 関東地方整備局河川部河川管理課 課長
西田 穂積
(財)先端建設技術センター
常任参与兼企画部長
事務局 吉田 正
(財)先端建設技術センター普及振興部
部長
宮岸 忠雄
(財)先端建設技術センター普及振興部
次長
宮路 勝善
(財)先端建設技術センター普及振興部
参事
◎立会い記録写真

図-79 改良土の観察、コーン指数確認（改良後 3 年 6 ヶ月）

技術審査証明委員の立会いのもと、ボンテラン改良土の施工現場での確認により 3 年 6 ヶ月経
過において、ボンファイバーの劣化、強度の低下などの経年変化は起きておらず、高耐久性改良
土として利用可能であることが検証された。
※50 先端建設技術・技術審査証明報告書「ボンテラン工法（高含水比建設汚泥等リサイクル工法）」、
一般財団法人 先端建設技術センター pp.73-84
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【平成 24 年 8 月 31 日（改良後 10 年 6 ヶ月経過）】
ボンファイバー確認（分解無し）

ボンファイバーの分解無し（異臭・変色無し）

改良土表面 pH=7.9

改良土内部 pH=12.1

図-80 改良土の観察、コーン指数確認および pH 測定（改良後 10 年 6 ヶ月）

一般社団法人先端建設技術センターの立会いの下、施工後 10 年 6 ヶ月経過した改良土にお
いて、目視によるボンファイバーの劣化状況を確認したところ、セルロースの分解時に生じる異
臭や嫌気性分解時の黒色変色も無く、ボンファイバーの経年変化は認められなかった。一方、改
良土の pH を測定した結果、表面部（0～1cm）は pH：7.9 であり中性化しているが、深さ 5cm の改
良土内部は pH：12.1 を計測しており、ボンテラン改良土内部と高アルカリ環境を保つことが確認
された。
ボンファイバー確認（分解無し）

【平成 26 年 2 月（改良後 12 年経過）】
施工後 12 年経過したボンテラン改良土において
目視によるボンファイバーの劣化状況を確認した
ところ、セルロースの分解時に生じる異臭や嫌気
性分解時の黒色変色も無く、ボンファイバーの経
年変化は認められなかった。
したがって、十分に養生・転圧されたボンテラン
改良土内部のボンファイバー（繊維質系泥土改良
材）は長期間分解されないことが実証された。

図-81 改良土の観察（改良後 12 年）
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16．ガスの発生を抑制
16．1 硫化水素発生のメカニズム
ボンテラン工法の対象とする泥土には、有機物含有量が多く硫酸塩を含む泥土も存在する。
特に津波堆積物を復興資材として利用する為には、生活環境上の支障【ガスの発生等】を生じる
恐れがないことが求められる。硫化水素の発生は図-82 に示す硫化水素発生のメカニズムによ
ることがわかっている。

図-82 硫化水素発生のメカニズム

津波堆積物に含まれる有機物が分解する場合、次の条件が全て満たされた時に高濃度硫化
水素が発生する。
①
②
③
④
⑤

硫酸塩（S イオン）の存在
硫酸塩還元菌（SRB 菌）が存在する
硫酸塩還元菌が増殖するに足る有機物の存在
硫酸塩還元菌が増殖するに適当な環境が保持されている
発生した硫化水素ガスを捕捉する物質が存在しない

条件①②③はボンテラン工法の対象とする泥土に含まれている可能性があるため避ける事が出
来ない。そこで条件④に着目し、この条件④を満足させないための手法について検討する。検討
方法として（独）国立環境研究所・地盤工学会等の文献を調査し、硫化水素発生要因を避ける抑
制方法の参考とした。
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16．2 アルカリ効果確認試験
ボンテラン改良土をアルカリ性環境に保つことで SRB 菌が増殖できない環境下に置き、硫化
水素発生状況を確認する。※51
（１）試験方法
予め泥土に SRB 菌と栄養塩を添加して、硫化水素が発生することを確認した試料を用い、消
石灰を用いて pH 調整を行い、アルカリ性環境下における硫化水素の発生について検討を行った。
ここでは、初期の pH を「9」「10」「11」の 3 種類として試料を作成した。
作製した試料は、硫酸塩還元菌が活動しやすいとされる「35℃」に維持した電気炉内に静置し
硫化水素濃度を検知管により測定した。
（２）試験結果
アルカリ効果確認試験結果を図-83 に示すが、SRB 菌の生育環境を pH9、10、11 に調整し実
験を行った結果、pH11 に調整した試料では硫化水素が検出されず、高い抑制効果を確認した。
ボンテラン工法では、強度発現のために固化材の添加が必須条件であり、固化材を添加する
ことで pH を 11 以上の高アルカリ性状態となる。さらに、12 ボンテラン改良土の長期安定性でも
記載したとおり高アルカリ性環境が長期間保持されることが確認されている。
したがって、ボンテラン改良土は高アルカリ性環境を保持することで、SRB 菌の増殖を抑制し、
硫化水素発生防止対策として有効であることが確認された。

硫化水素濃度[ppm]

1,000,000
100,000

硫
化
水
素
の
発
生
無
し

10,000
1,000
100
10
1

pH9

pH10

pH11

図-83 アルカリ性環境と硫化水素濃度の関係

※51 廃石膏ボードを利用した新しい土質改良工法に関する研究 金濱弘和 東北大学大学院
環境科学研究科 環境科学専攻 高橋弘研究室、2009 年 3 月
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17．簡便で経済的に優れた技術
17．1 底泥土処理と購入土のコスト削減
ため池底泥土が有効な原材料となるため、底泥土の処理・運搬費用が不要になるとともに、良
質土（粘性土）を新たに購入する必要もなくなり、環境負荷低減と大きなコスト削減効果が得ら
れる。

泥土運搬費用

粘性土購入費用

泥土処理費用
図-84 泥土処理と購入土のコスト削減

17．2 誰でも簡単に施工が可能
バックホウと撹拌アタッチメントまたは自走式土質改良機で改良可能。

ツインヘッダ

ドライブミキシング

自走式土質改良機

改良状況

図-85 改良に用いる撹拌アタッチメント、自走式土質改良機
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17．3 ランダム材不要・施工簡素化、土工量を大幅に削減可能
ボンテラン改良土は強度・遮水性および浸食に優れており堤体法面を急勾配とした堤体改修
が可能であり、土工量を大幅に削減することができる。

ボンテラン工法による改修

現地採取土を用いた従来工法

図-86 ボンテラン工法と従来工法の比較

18．ボンテラン工法評価

ボンテラン工法
ARIC NNTD No,

0245

NETIS 登録 No,

TH-020042-V（現在は掲載終了）

NETIS 事後評価

実施済み

建設技術審査証明

財団法人先端建設技術センター第 2203 号

日本素材物性学会
「山崎賞」受賞
「国土技術開発賞」
受賞
資源・素材学会
「論文賞」受賞
評 「国土交通大臣賞」
受賞
第 5 回モノづくり
価
連携大賞において
「特別賞」受賞
第 38 回環境賞に
おいて「優良賞」受賞
日経地球環境技術賞
において「優秀賞」
受賞
第 6 回ものづくり日本
大賞において
「経済産業大臣賞」
受賞
「土木技術十二選」
に選定

平成 16 年度（2004 年）「高含水泥土の再資源化を目指した軽量繊維質固化処理
土の生成に関する研究」
平成 19 年度（2007 年）財団法人国土技術研究センター、財団法人沿岸技術研究
センターが主催する第 9 回国土技術開発賞受賞
平成 20 年度（2008 年）「ペーパースラッジを用いた繊維質固化処理土の強度特性
および乾湿繰り返し試験における耐久性に関する実験的研究」
平成 20 年度（2008 年）内閣府・総務省・文部科学省・経済産業省・が主催する第 6
回産学官連携功労者表彰
平成 22 年度（2010 年）㈱日刊工業新聞社が主催
平成 23 年度（2011 年）公益財団法人日立環境財団・㈱日刊工業新聞社が共催
平成 26 年度（2014 年）㈱日本経済新聞社が主催

平成 27 年度（2015 年）経済産業省他が主催

令和 4 年（2022 年）公益社団法人土木学会が主催・土木学会誌 1 月号に掲載
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19．ボンテラン工法実績

(ため池改修工事、河川堤防工事抜粋)

発注者

施工年度

施工場所

件名

宮城県角田市
宮城県角田市
山形県庄内総合支庁

2021 年度
2021 年度
2021 年度

宮城県
宮城県
山形県

山形県置賜総合支庁

2021 年度

山形県

和歌山県海草振興局
秋田県
雄勝地域県民局
青森県
東青地域県民局
山形県置賜総合支庁

2021 年度
2021 年度

和歌山県
秋田県

2020 年度

青森県

令和 2 年度ため池等整備事業大堤ため池第 1 号工事

2019 年度

山形県

山形県大蔵村
山形県庄内総合支庁

2019 年度
2019 年度

山形県
山形県

兵庫県南あわじ市

2019 年度

兵庫県

山形県村山総合支庁
山形県村山総合支庁

2018 年度
2018 年度

山形県
山形県

山形県村山総合支庁

2017 年度

山形県

宮城県
仙台土木事務所
山形県村山総合支庁

2017 年度

宮城県

2016 年度

山形県

山形県村山総合支庁

2016 年度

山形県

宮城県名取市
広島県
西部建設事務所
青森県
東青地域県民局
宮城県
気仙沼土木事務所
山形県村山総合支庁

2016 年度
2016 年度

山形県
広島県

平成 30 年度（明許繰越）四ツ釜地区農村地域防災減災事業
（ため池整備）第 2 工区工事
平成 30 年災 17-101 水ヶ沢ため池災害復旧工事
平成 29 年度五斗畑地区農村地域防災減災事業第 4 工区工事
（ため池）
平成 30 年度新工法導入推進事業南あわじ市ため池整備工事
（新工法）南あ農整ボ第 1 号
平成 30 年度大江中部地区ため池整備事業第 1 工区工事
平成 29 年度東根地区（大木沢）農村地域防災減災事業
第 2 工区工事 （ため池）
平成 28 年度袖崎地区地域ため池総合整備事業第 3 工区
（ゼロ国債）工事
平成 27 年度県債 311 地震災 1049-0015 高城川河川災害
復旧工事（その 2） （河川堤防）
平成 28 年度滝ノ沢地区農村災害対策整備事業
第 2 工区工事 （ため池）
平成 27 年度滝ノ沢地区農村災害対策整備事業
第 1 工区工事 （ため池）
第 54 号桑唐堤ため池改修工事
県営ため池等整備事業菅田大池地区堤体工事

2015 年度

青森県

Ｈ27 年度下小国たかのこ地区農村地域防災減災事業（ため池）

2015 年度

宮城県

面瀬川河川他災害復旧工事（その１） （河川堤防）

2015 年度

山形県

宮城県
仙台土木事務所
宮城県
仙台土木事務所
宮城県
仙台土木事務所
宮城県
仙台土木事務所
山形県置賜総合支庁

2015 年度

宮城県

2015 年度

宮城県

2014 年度

宮城県

2014 年度

宮城県

2014 年度

山形県

平成 26 年度滝ノ沢地区農村災害対策整備事業
第 1 工区工事 （ため池）
平成 25 年度県債社河川復興 2-1-004 号高城川護岸工事
（その 4） （河川堤防）
平成 25 年度河川復興 4-A05 号砂押川河道掘削工事
（河川堤防）
平成 25 年度県債社河川復興 2-1-003 号高城川護岸工事
（その 3） （河川堤防）
平成 25 年度県債社河川復興 2-1-002 号高城川護岸工事
（その 2） （河川堤防）
平成 25 年度水頭地区地域ため池総合整備事業第 3 工区工事

宮城県
仙台土木事務所

2014 年度

宮城県

高城川河川災害復旧工事 （河川堤防）

元年災第 2-123 号庄司ため池災害復旧工事
元年災第 2-121 号坂下ため池災害復旧工事
令和 2 年度金谷地区農村地域防災減災事業第 2 工区工事
（繰越）
令和 2 年度（明許繰越）飯坂地区農村地域防災減災事業
（ため池整備）第 2 工区工事
令和 2 年度小規模土地改良事業 内池（上野）改修工事
切畑地区ため池整備（ため池）工事 04702-K01
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宮城県
仙台土木事務所
国土交通省
中国地方整備局
宮城県
仙台土木事務所
新潟県燕市
山形県庄内総合支庁

2014 年度

宮城県

平成 24 年度河川復興 4-A05 号砂押川河道掘削工事
（河川堤防）
平成 25 年度江の川三次管内伐採外工事
（河川堤防）
平成 24 年度砂押川河道掘削工事 （河川堤防）

2014 年度

広島県

2012 年度

宮城県

2010 年度
2009 年度

新潟県
山形県

茨城県阿見町

2009 年度

茨城県

国土交通省
近畿地方整備局
山形県
西村山郡大江町
福島県郡山市

2008 年度

兵庫県

2006 年度

山形県

2005 年度

福島県

国土交通省
関東地方整備局
福島県郡山市

2004 年度

埼玉県

2004 年度

福島県

福島県郡山市

2004 年度

福島県

石川県七尾
土木事務所
国土交通省
東北地方整備局

2004 年度

石川県

市街地水空間整備事業芳賀池地区造成工事（その 2）
（ため池）
市街地水空間整備事業芳賀池地区造成工事（その 1）
（ため池）
二級河川御祓川広域基幹河川改修工事 （河川堤防）

2002 年度

福島県

浜尾地区築堤工事 （ため池）

村づくり交付金事業国上ため池整備事業
平成 21 年度飽海中央地区広域営農団地農道整備事業
第 1 工区工事 （ため池）
20 国補下 1-1 荒川本郷地区調整池築造工事
（ため池）
一日市地区他築堤工事 （河川堤防）
大江地区地域用水機能増進事業（補完ハード事業）
薬師ヶ池漏水防止工事 （ため池）
平成 17 年度市街地水空間整備事業芳賀池地区造成工事
（ため池）
平成 16 年度綾瀬川掘削工事 （河川堤防）
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20．ボンテラン工法論文リスト
1．森雅人，金森禎文，他 4 名：“繊維質物質と高分子凝集剤による高含水比泥土のリサイクルシステム”，
日本非開削技術協会 第 11 回非開削技術研究発表会論文集，pp.121-125，2000．11．
2．金成英夫，森雅人，他 2 名：“高含水状態の建設汚泥のリサイクルシステム”，第 28 回土木学会関東支
部技術研究発表会講演概要集，pp.886-887，2001．3．
3．森雅人，石川修一，他 5 名：“故紙破砕物と高分子系改良剤による高含水比泥土のリサイクルシステ
ム”，日本混相流学会 年会講演会 2001 講演論文集，pp.135-138，2001．7．
4．金成英夫，森雅人，他 2 名：“高含水比泥土のセルロース系廃棄物による固形化と再利用”，社団法人
日本下水道協会，第 38 回下水道研究発表会講演集，pp.254-256，2001．7．
5．森雅人，石川修一，他 5 名：“繊維質固化処理土の強度特性”：第 5 回オーガナイズド混相流フォーラム，
pp.29–32，2001．9．
6．森雅人，金森禎文，他 6 名：“繊維質固化処理土の強度特性”，日本非開削技術協会 第 12 回非開削
技術研究発表会論文集，pp.101–106，2001．11．
7．高橋 弘，森 雅人，：“建設発生土・建設汚泥の再資源化処理－処理機械の構造と作用・効果につい
て－”骨材資源，Vol.34，No.136，pp.189-198，2003．
8．森 雅人，高橋 弘，逢坂 昭治，堀井 清之，片岡 勲，石井 知征，小谷 謙二，：“故紙破砕物と高
分子系改良剤を用いた新しい高含水比泥土リサイクル工法の提案と織推質固化処理土の強度特性”
資源・素材学会誌「資源と素材」，Vol.119，No.4-5，pp.155-160，2003．
9．石井 知征，高橋 弘：“ゼロエミッションとコスト縮減 建設汚泥を再資源化するボンテラン工法”，月刊
下水道，Vol.26，No.8，pp.19-23，2003．
10．山崎淳，金成英夫，森雅人：“故紙破砕物と高分子系改良剤による高含水比泥水のリサイクルシステ
ム”，国士舘大学理工学研究所報告，No.15，pp.50-57 2003．3．
11．高橋弘，森雅人，他 3 名：“軽量繊維質固化処理土の強度特性に関する研究”，資源・素材学会 春
季大会講演集，pp.232-233，2003．3．
12．J.Yamazaki，H.kanari，M.Mori，Y.Kanamori：“Research on the Recycling of Excess Muddy Water for
Slurry Pipe-Jacking Method”，Proc. of ISTT No-Dig 2003 in Las Vegas，(CD-ROM) 2003．3．
13．高橋 弘，森 雅人，熊倉 宏治，大谷 雅之，石井 知征：“高含水比泥土の再資源化を目指した軽
量繊維質固化処理土の生成に関する研究”日本素材物性学会誌，Vol.16，No.1，pp.21-26，2003．6．
14．H.Takahashi，M.Mori，K.Horii，A.Ousaka，K.Kotani and T.Naganuma：“A New Utlization System of
Light-Weighted Landfill Material Produced from High Water Content Mud” Proc，of 4th ASME-JSME
Joint Fluids Engineering Conference(CD-ROM)，2003．7．
15．高橋弘，森雅人，他 3 名：“軽量繊維質固化処理土の生成と強度特性に関する研究”，日本混相流学
会 年会講演会 2003 講演論文集，pp.111-112，2003．7．
16．高橋弘，森雅人，他 6 名：“繊維質固化処理土の強度特性に関する研究”，資源・素材学会東北支部
平成 15 年度秋季大会講演要旨集，2003．11
17．H.Takahashi，R.Mamhashi，Y.Suto，M.Mori，K.Kumakura，M.Ohtani and T.Ishii：“A Consideration on
the Durability of Fiber-Cement-Stabilized Mud produced from Construction Sludge “ Proc ． of
International Workshop on X-Ray CT for Geomaterials，pp.175-180，2003．11．
18．高橋 弘，：“繊維質固化処理土の地震対策用地盤材料としての可能性”月刊下水道，Vol.27，No.5，
pp.69-72，2004．
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19．高橋 弘，森 雅人：“故紙を混ぜて建設汚泥をリサイクル－繊維質固化処理土の強度特性と施工事
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