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だいこんへの散水状況

A R I C

国営綾川二期土地改良事業地区は、宮崎県宮崎市の北西に位

置し、綾町錦原を西端として北東に向かう平坦な高台の畑地を

主体に、宮崎市ほか１市２町にまたがる約2,100haの畑作を中

心とした農業地帯です。

本地区の水利状況は、綾川総合開発事業（昭和26年度～昭和

32年度）で築造された綾北ダムを水源とし、国営綾川土地改良

事業（昭和33年度～昭和45年度）で建設された農業分水工、導

水路、幹線水路等により配水されています。

その後、施設の機能の維持及び安全性の確保を図るため、国

営造成土地改良施設整備事業（昭和50年度～昭和55年度）によ

り一部改修され今日に至っています。また、本地区の営農は、

これらの事業で確保された安定的な用水を活用して、露地野菜、

施設野菜、工芸作物及び飼料作物等の生産が行われ、宮崎県内

の先進的な農業地帯となっています。しかしながら、造成した

用水施設の老朽化により、安定した用水の確保が困難となり、

補修等の維持管理に多大な労力と費用を支出する状況になって

いました。

このため、用水施設の改修を行い、施設機能の回復と維持管

理費の低減を図るとともに、農業生産の維持及び農業経営の安

定に資する目的で、平成13年度に事業着手され平成22年度をも

って完了しました。
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国営綾
あや がわ

川二期土地改良事業

（1） 関係市町

宮崎県宮崎市、西都市、

国富町、綾町

（2） 受益面積

2,092ha

（水田457ha、畑1,635ha）

（3） 総事業費

131億円（事業完了時点）

（4） 主要工事

農業分水工改修１ヵ所

導水路（改修）L=9.3km

幹線水路（新設、改修）

L=46.5km

調整池改修２ヶ所

文　　責　ＡＲＩＣ情報編集委員会事務局

参考文献　“生
い  の  ち

農地の水を未来に”

       綾川二期地区事業誌

位置図



施工位置

太平洋カルストーン表面仕上り状況 丘クレーンによる海中投入状況

バックホウの爪を活かした法面形成 延伸部成型状況

太平洋カルストーン埋立直後の状況（象の鼻先端部） 太平洋カルストーン埋立直後の状況

人工軽量盛土材　太平洋カルストーンの紹介
－インフラ〔捨石防波堤、空港・港湾構造物〕の整備及び改修－ P.23〜28



人工軽量盛土材　太平洋カルストーンの紹介

－インフラ〔捨石防波堤、空港 ･港湾構造物〕の整備及び改修－

鈴木　孝司
太平洋セメント株式会社　資源事業部　震災対策チーム　技術士（建設部門）

１．はじめに

人工軽量骨材「太平洋カルストーン」は平成３年に開
発した軽量盛土工法で、平成７年（1995年）１月17日
に関西地区で発生した阪神・淡路大震災で被害を受けた
神戸ポートアイランドの復旧工事に旧運輸省第三港湾建
設局（現.国土交通省港湾局）が使用した物件がきっか
けとなり、実績が続いている。特に今年３月11日に発生
した東日本大震災では、港湾・護岸構造物の津波による
被害に加え、液状化により重力式ケーソン等が沈下する
現象が散見されており、元々水に浮かばず死荷重を大き
く増加させず護岸・エプロンの嵩上げを可能にする太平
洋カルストーンの需要は急増している。
軽量盛土としての特徴は、水に浮かばない程度の軽量
性を持つため水廻りが想定される土木構造物の充填土、
裏込め土に使用しても安定することである（図－１参
照）。埋め戻し材として使用しやすい粒度・サイズを持ち、
均一に撒き出し、転圧を行うことが容易である（図－２
参照）。
耐久性・強度が有ることから、重交通である高規格幹
線道路の路床・路体に使用された実績も多い。軽量盛土
の市場としては、気泡混合軽量土（FCB）、発砲ビーズ
混合軽量土工法、発砲スチロール土木工法（EPS）など
が既に存在するが、土と同様に扱える礫材（φ材）とし
ての使いやすさが現場における好評価を生んでいる。ま
た、役所・建設コンサルタントにも設計定数が明確であ
り、湿潤重量、内部摩擦角等のスペックも高く、品質が
安定していることから設計指定のしやすい素材として
徐々に認知度が上がってきている。
国土交通省、地方自治体（県・市・町）、NEXCOの実

績を含め現在物件数で150件以上の実績を持ち、国土交
通省の豊富な施工実績も評価され、「CBK-040001-V」の
評定を得ている。学識経験者からも多くの助言を得てお
り、特に耐久性に関して佐藤勝久教授（開発当時長岡工
業高等専門）には軟弱地盤上の道路盛土材としての試験・
評価をいただき、土質材料としての一定の評価を得てい
る。

２．�太平洋カルストーンの性能

（１）設計定数

　太平洋カルストーンにはサイズでは2005砕石となる
中礫の“太平洋カルストーンL”と、締め固め性能を上
げるため軽量細砂を混練した“太平洋カルストーン混合
物”の２つの品揃えに分けられる。通常は軽量なφ材で
ある特性を活かすために、“太平洋カルストーンL”が
市場で多く使用されている。
　設計定数を以下の（表－１）に示す。“太平洋カルス
トーンL”は標準締め固めを行うことにより、飽和土の
状態における設計定数で“かさ比重γt＝11kN/m3、内部
摩擦角φCD（C＝０）＝42°”が採用でき、会計検査対象の案
件にもこの設計定数で対応できる。ちなみに、この設計
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（図－１）太平洋カルストーン水廻り下の状況

（図－２）太平洋カルストーン表面仕上り状況



定数は骨材が湿潤状態の飽和土の状態における比重であ
り、水廻りの有る土中においてこれ以上、飽和土重量が
増進しない。ガラス再生骨材、水砕スラグ盛土工法など
では、盛土の含水比の条件を飽和土でなく絶乾で密度を
評価する場合が多く有るが、湿潤状態で比較した場合は
これらの工法と比較し軽量性においても遜色無い。
　設計定数の設定は、上市当初は発注者である旧運輸省
からの指導も得、ユーザーサイドの立場に立った安全側
の定数となるようにしている。例えば、内部摩擦角は旧
運輸省からの指導により５°引きの指導を得、内部摩擦
角φCD＝42°としている（実質の試験結果は47°とカタロ
グ値よりも高く実性能は発揮する）。内部摩擦角を求め
た三軸試験結果を表現した太平洋カルストーンLの応力
破壊円を（図－３）に示す。

（２）物理的特性

１）液状化強度比

　太平洋カルストーンLは前述の（表－１）に示すよう
に透水係数が非常に高く41cm/secにも至る。この定数か
ら推察すれば地震時の液状化の元になる過剰間隙水圧は
異常に上がることは無く、グラベルドレーン並みの排水
性を有する。但し、スーパー中枢港湾の護岸裏込めにも
使用される例が多いことから、念のため振動三軸試験も
行った。（図－４）に「繰り返し載荷回数と繰り返し応
力減衰比の関係」を示す。
　繰り返し載荷回数20回に相当する繰り返し応力比は、
両振幅ひずみ５％で0.504の値を得ており、標準砂に比
べてかなり大きな値となっている。システムコンプライ
アンスの補正方法として、時松･中村の方法を適用して
試算したところ、液状化強度比は0.425となった。液状
化強度比は、土の種類や密度によって異なるが、参考と
して（図－５）に液状化の強さの目安から判断すると液
状化強度比は極めて高い部類となり、液状化しにくい素
材といえる。
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（表－１）設計定数表

（図－４）繰り返し載荷回数と繰り返し応力減衰比の関係（図－３）モールの応力破壊円

太平洋カルストーンL
太平洋カルストーン混合物

砂30：礫70

締固め状態 軽締固め 標準締固め 重締固め 標準締固め

転圧方法 クローラ
振動プレート・
タイヤローラ・
マカダムローラ等

マカダムローラ等
振動プレート・
タイヤローラ・
マカダムローラ等

単位体積重量γt（kN/m3）
10

（1.0 tf/m3）
11

（1.1 tf/m3）
12

（1.2 tf/m3）
13

（1.3 tf/m3）

内部摩擦角φCD（C＝０） 42° 42° 42° 42°

CBR（％） 17 18 28 18

透水係数k（cm/sec） 4.1×10

繰返し載荷回数　Nc（回）

繰
返
し
応
力
減
衰
比
（
σ
d/
2σ

2 c
）



２）破砕・スレーキング特性

　粒径37.5～ 19.0mmの材料を20kgf/cm2の荷重で圧縮す
る道路公団仕様（JHS 109）の岩の破砕率試験結果から
は、太平洋カルストーンLは破砕率6.6％の値が得られて
おり、通常の中硬岩並みの破砕抵抗を有している。太平
洋カルストーンの第三者計量証明事業者による破砕率と
スレーキング率試験結果とを併せて、（図－６）に加筆
した。
　埋め戻し材の耐久性の指標となるスレーキング率と破
砕率を併せて評価した際の指標は『設計要領第一集 土
工編』（旧日本道路公団）の“2-5-3圧縮沈下特性の2-5-

3-1スレーキング材料の圧縮沈下対策”では、「スレーキ
ング性材料の上部路床への使用に当たっては、過去の施
工実績からスレーキング率50％以下の材料とする。ま
た、構造物裏込め材としては、（図－６）の（A）及び（B）
領域の材料は使用しないことが望ましい」と記載が有る。
これから判断すると破砕率、スレーキングの両面から判
断し耐久性に関する問題は少ないと考えられる。

３）即時沈下、定荷重試験

　太平洋カルストーンLをJHS 116「安定処理土の圧縮
試験方法」に準拠し、試験体を作成し即時沈下量及び定
荷重試験による収斂した後のひずみ量を測定した。即時
沈下量を示す結果を（図－７）「応力ひずみ曲線」に、
定荷重試験結果を（図－８）「圧縮率と載荷時間の関係」
に示す。
　供試体は、即時沈下量を測定用の試験体は標準締固め
を試験体として再現するため、エネルギー量Ec＝549kJ/m3

となるよう2.5kgランマーにより計３層で各層55回の締
固めを行い作成した。また、定荷重試験測定用の試験体
は、相対密度Dc＝90％ で非水浸状態で締固めを行い作
成した。結果として、（図－７）に示す即時沈下量は、
太平洋カルストーンLを標準締固めを行った場合は、標
準的な圧縮応力30tf/m2を負荷させた場合で1.3％と微小
な結果となった（〔参考〕地山に対する容積比は「礫ま
じり土」で０～ 15％程度の容積変化率を示す（軟弱地
盤ハンドブック〔建設産業調査会〕より抜粋））。
　さらに、定荷重試験結果は1,280kN/m2の高負荷を掛け
た場合でも24時間以上負荷継続してもひずみ量は増大
しない。
　以上の結果から、太平洋カルストーンL自体を盛土材
として使用した場合、載荷時に少量であるが一定のひず
み量を示した後ひずみ量の増進は小さく、盛土部全体の
変形量としては太平洋カルストーンLの下部の盛土の圧
密沈下及び下部の盛土材への食い込みによるロス率を考
慮しておけばよいことになる。結果として、太平洋カル
ストーン使用時の設計数量として、港湾・護岸構造物の
海中投下を伴う物件で15％、通常の盛土材で10％のロ
スを見込むことが、現場における必要数量と近似する。
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（図－５）液状化の強さの目安

（図－６）ぜい弱岩材料の圧縮沈下性評価 （図－７）応力ひずみ曲線

（注）�ここでの液状化強度比は等方応力では有効拘束圧、異方応力では平均�
有効主応力を分母とし、正弦波の繰返しせん断力を分子とした値である。

太平洋カル
ストーンL



３．�〔施工事例〕港湾歴史構造物の改修工事へ
の適用

（１）物件概要

①物件名称　象の鼻防波堤復元工事

②発注者　　横浜市港湾局 港湾整備部 港湾整備事務所

③工事内容
　平成21年横浜港の開港150周年記念に向けて、「ミナ
ト横浜」の発祥の地である「象の鼻地区」が再整備され、
６月２日に「象の鼻パーク」としてオープンした。
　その中でも歴史モニュメントとなっている捨石防波堤
「象の鼻」を太平洋カルストーンも用い拡幅・改修して
いる。
　堤体として新たに太平洋カルストーンを盛土・裏込め
充填材に用い、圧密沈下・変形を防止している。盛土・
裏込め充填材には軽量性を有すること以外に、海中投下
できる水中有効重量が必要であり、投下時に海水の懸濁
度を上げないことも求められる条件となる。最終的な仕

上げは、斜面は人頭大の「亀腹積石」により被覆され、
コンクリート壁面は間知石の貼付により施工当初の状態
に仕上げられる。

（２）施工状況

①全景
　物件「象の鼻」全景を（図－９）に示す。既存の捨石
防波堤を鉄筋コンクリートにより拡幅、補強した裏込め
材を人工軽量盛土材で充填する。太平洋カルストーンは
499型ガット船より関西太平洋鉱産（株）（大阪市）よ
り横浜市本牧港まで積送される。その後、本牧港でガッ
ト船より港内積送用バージ（250m3/船）に詰め替え、固
定式丘クレーンを用いゼネコンの施工計画に則り所定場
所に投入される。

②施工位置
　太平洋カルストーンの使用位置を（図－10）、（図－
11）に示す。計画高水位（＝H.W.L）以下の部分に投入
する箇所が多く、盛土・裏込め充填材には軽量性ととも
に浸水時に浮力が発生しない安定性が必要になる。さら
に、海水への溶出物に有害物が混じることは許されない
が、太平洋カルストーンは第三者計量証明事業者による
環境庁告示14号「海洋汚染及び海上災害の防止に関する
法律」に基づく溶出量試験で無害であることは事前に確
認をしている。
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（図－８）圧縮率と載荷時間の関係（Dc＝90％　非水浸）

（図－９）「象の鼻」全景



③施工手順
　施工手順を（図－12 ～ 17）に示す。施工状況自体は
通常の盛土・裏込め充填材を投入する工事と変わりは無
い。撒き出し、転圧時にも特別な重機は必要としない（図
－９～ 13参照）。当物件では太平洋カルストーンは捨石
防波堤の躯体本体の形成に用い、表層部はRC-40（再生
路盤材）により成型を行い密実な仕上げとなる（図－
17参照）。

ａ．港内積送
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（図－ 10）施工位置

（図－ 12）港内積送用バージ（はしけ）による横持ち

（図－ 11）横断図



ｂ．海中（所定場所）投入

ｃ．斜面形成

ｄ．延伸部の築堤

ｅ．埋立後状況

ｆ．〔参考〕表層部の仕上げ方法

４．�おわりに

　軽量盛土材の市場は気泡混合軽量土工法（FCB、
SGM）、発砲ビーズ混合軽量土工法、発砲スチロール土
木工法（EPS）などが有り、市場全体では各素材の特性
（C材またはφ材、比重差）を活かし公共工事を中心に
使用されている。太平洋カルストーンは盛土・充填材に
施工後、再掘削を行い再度、軽量盛土材として使用する
ことができ、耐久性も高いことからNEXCO、大型空港（新
北九州空港、羽田空港）にも採用されている。土木資材
として繰り返し使用が可能なことと、ジオテキスタイル、
補強土壁工法とも砕石と同様に太平洋カルストーンを盛
土・充填材として使用可能なことから今後、さらに使用
範囲を拡大するように知名度を上げていきたい。

28︱ARIC情報№104ー2011

（図－ 13）丘クレーンによる海中投入状況
（図－ 16）�太平洋カルストーン埋立直後の状況（象の鼻

先端部）

（図－ 17）太平洋カルストーン埋立直後の状況

（図－ 14）バックホウの爪を活かした法面形成

（図－ 15）延伸部成型状況
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