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１．まえがき 
 建設工事で地盤を掘削した際に発生する建設発生土は硬さや粒度が埋戻しに適さない場合がある．このとき、発生土

は埋立て処分または土質改良プラントで処理される．このため、建設発生土の処分地の不足と遠距離化が処分費などの

コスト増につながり、不法投棄などの問題が生じている．建設発生土は本来ならば、そのまま原位置に埋戻すことが望

ましい．しかし、行政機関によって埋戻し土に対して厳しい基準が設けられている．ここでは、関東地方の浅深度に広

く分布する関東ロームを含む土のコーン指数と CBR値を計測することによって、埋戻し土としての適性を評価するとと
もに、実際の現場における締固めエネルギーの推定値をもとに、現場埋戻し土の状態を評価した． 
２．試料と準備方法 
 首都圏における比較的浅深度での地下埋設管設置のための掘削埋戻しを想

定し、首都圏の現場から採取された関東ロームと山砂を乾燥重量による混合

割合(10:0、8:2、6:4、5:5、4:6、2:8)に変化させた試料を用いた．以下、ロー
ム含有率(R)として、それぞれ 100、80、60、50、40、20(％)と表す．関東ロ
ームは乾燥履歴により組成が大きく変わるため、関東ロームと山砂を湿潤状

態で混合し、含水比を低下させる場合は自然乾燥により低下させた．表１に使用し

た関東ロームと山砂の物性値を示す． 

表．１　試料の物性値

関東ローム 山砂

土粒子密度 (g/cm
3
) 2.83 2.70

細粒分含有率 (%) 79.6 5.5
最適含水比 (%) 66.0 16.5

図．１　貫入量と貫入抵抗の関係
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３．コーン試験による埋戻し管理 
文献1）によると第２種建設発生土はそのまま埋戻し材として利用可能であり、コ

ーン指数 800(kN/m2)以上の土質材料とされている．本研究ではこれを埋戻し管理基
準と見なし、各ローム含有率の試料についてこの基準を上回る条件を実験的に調査

した．関東ロームは高い含水比を有しており、一般的に含水比が増加するにつれて

強度は減少することになる．よって、ここではコーン指数 800(kN/m2)を満たす含水
比を最大含水比とよび、各ローム含有率に対応する値を実験的に求めた結果を表２

に示す．この値よりも含水比が大きければコーン指数は 800(kN/m2)を下回ることと
なる．なお、供試体は 10 ㎝モールド、2.5 ㎏ランマを用い、1 層当り 25 回の 3 層
で突固めて作製した．また、図１に示すように横軸に貫入量、縦軸にコーン抵抗を

プロットし、これらを式(１)の形に直線近似したとき、ローム含有率が同じ試料で

は含水比が増加するにしたがって、変化率 が減少することがわかった． a
batq += ･･･（１） ここに、 ：コーン抵抗（kN/mq 2）、 ：変化率(kN/ma 3)、

：貫入量(m)、 ：切片である．最大含水比状態の試料について、その変化率

をローム含有率に対してプロットしたものが図２である．この折れ線よりも上方の

変化率が大きい領域では埋戻し可能と判定できる．

t b a
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図．２　埋戻し可能領域
４．埋戻し土の CBR特性 
 東京都は第２種建設発生土についての品質基準３）としてCBR値を 3(%)と定めており、こ
こでは最大含水比状態の供試体がこの品質基準を満足するか実験的に調査した．供試体をコ

ーン試験の時と同じ締固めエネルギーで作製するために、15 ㎝モールド、2.5 ㎏ランマを用
い、1 層当り 55 回の 3 層で突固めた．この方法で各試料について供試体を作製し、貫入試
験を行いCBR値を測定した．表２に最大含水比とCBR値を示す．供試体はほぼ全て最大含水
比で締固めているので、コーン指数はほぼ 800(kN/m2)である．ここでCBR値に着目すると、
全てのケースで３(%)を超える値を示しており、コーン指数 800(kN/m2)と対応した結果とな
った．したがって、現場では実施が容易なコーン貫入試験を行うことで埋戻し土の状態を調

査することが可能である． 

ローム
含有率

最大
含水比

CBR値

（％） （％） （％）
20 37 3.8
40 43 3.8
50 46 5.3
60 49 3.5
80 79 3.1
100 96 3.5

表．２　最大含水比と
　　　　CBR試験結果

５．埋戻し現場における機械式ランマの締固めエネルギーの推定 
 これまで、実際の埋戻し現場において使われる機械式ランマの締固めエネルギーについては不明な点が多い．ここで
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は実験的に機械式ランマの締固めエネルギーを推定する．使用したランマの仕様を表３に

示す．具体的には、屋外試験場で機械式ランマを用い、実規模の埋戻し実験を行い、室内

での締固め試験と屋外試験から得られる埋戻し土の乾燥密度と比較することによって、締

固めエネルギーの推定を行った．この実験で用いる試料は取り扱いやすさおよびデータの

ばらつきの少なさを考慮して山砂とした．実際の現場を模擬した掘削溝はW60cm×
D90cm×L150cmである．屋外試験では３層(1 層の層厚 30 ㎝)で締固め、各層での転圧回
数を変化させ３ケース行った．乾燥密度は砂置換法によって上層と中間層について各ケー

ス３ヶ所ずつ測定を行った．表４に転圧条件と砂置換法で得られた乾燥密度の平均値を示

す．このときの試料の平均含水比はω＝11.3%であった．また、室内試験は屋外試験と同
じ試料を用い、屋外試験と同じ含水比に調整し 1層当りの締固め回数を変化させた時の乾
燥密度を求めた．屋外試験より得られた乾燥密度は 1.46＜ρd＜1.50 の範
囲に分布しているため、室内試験結果についてもその範囲に着目した．

室内試験から得られたこの範囲における締固めエネルギーと乾燥密度の

関係を図３に示す．この関係を用い、屋外試験における乾燥密度を締固

めエネルギーに換算したものを縦軸に横軸に機械式ランマの全転圧時間

をとったものを図４に示す．ここで、図４に示す近似曲線の式に掘削溝

の体積Ｖを乗じ、層数３で除すことにより、式(２)が得られる． 

表．３　ランマ仕様

打撃力 (ton) 3.9～8.3

打撃数 （vpm) 550～650

幅 410

長 690

高 940

幅 300

長 330

打撃
ストローク

(㎜) 40～60

質量 （㎏） 80

寸法（㎜）

フート
（㎜）

Case1 1 70 1.468
Case2 2 145 1.482
Case3 3 219 1.489

転圧回数
（回）

全転圧時間
(sec)

平均乾燥密

度（g/cm
3
）

表．４　転圧条件と試験結果
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図．３　室内試験結果
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EC(t)=(0.07158×t+36.78)×NL/V・・・（２） 
ここに、EC(t):締固めエネルギー(kN/m2)、t:全転圧時間(sec)、NL:層数、V:埋戻し体
積(m3)である．式(２)を用いて、埋戻し現場の機械式ランマの締固め条件に対応し
て締固めエネルギーの推定が可能となる． 
６．現場実験による埋戻し判定の検証 
 関東ロームを含む４種の試料を用い、屋外試験場で埋戻し実験を行った．使用し

た４種の材料は神奈川県戸塚区、港北区、鎌倉市で採取したものおよび室内試験に

用いた関東ロームである．掘削溝は、W40cm×D60cm×L100cmであり、埋戻し条
件は全て１層転圧で、転圧時間は戸塚、港北試料は 30(sec)、鎌倉、関東ローム試料
は 60(sec)であった．表５に示す変化率aは実際の埋戻し土のコーン試験から得られ
た値である．また、機械式ランマによる締固めエネルギーは式(２)で推定すること

ができる．一方、図２の変化率aは 2.5㎏ランマ、3層 25回の締固めエネルギーで得
られたものである．この変化率aを締固めエネルギーの違いによって補正するために、
締固めエネルギー比を定義した．締固めエネルギー比は、10 ㎝モールド、2.5 ㎏ラ
ンマを用い 1 層当り 25 回の 3 層で突固めた時のエネルギーを式(２)から求めた現
場締固めエネルギーで除したものである．締固めエネルギー比を変化率aに乗じた補
正変化率a´を図２にプロットしたものを図５に示す．図５の埋戻し可能領域内にプ
ロットされた戸塚、港北試料のコーン指数は表５に示すように 800(kN/m2)を上回っ
ており、鎌倉、関東ローム試料のコーン指数は 800(kN/m2)以下であった。 

y = 0.2651x + 136.21
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図．４　全転圧時間と
　締固めエネルギーの関係

７．まとめ 
1） コーン指数 800(kN/m2)を上回る埋戻し土のCBR値は３(％)以上である． 
2） 締固めエネルギーを適切に補正することによって、現場でのコーン試験結果のみに基づいて埋戻し判定を簡便に行
うことができる． 

参考文献：1）土木研究所；建設発生土利用技術マニュアル第３版、2）直江
他；No.421、第 40回地盤工学研究発表会、3）東京都；東京都占用工事要綱 

戸塚 港北 鎌倉 関東ローム

ローム含有率 （％） 23.9 69.7 21.3 100

含水比 （％） 23.6 60.9 21.7 104.0

締固めエネルギー(kN/m3) 162.2 162.2 171.2 171.2

3.391 3.391 3.213 3.213
12138 6471 1350 1142
41158 21941 4337 3669

コーン指数 (kN/m2) 1574 1577 453 442
補正変化率 a'

試料

締固めエネルギー比
変化率　a

cq

表．５　各試料におけるコーン指数の変化率

図．５　ローム含有率と変化率の関係
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