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1.はじめに

寒冷地の土木構造物における凍上対策として置換工法が幅広く用いられている｡しかしながら､環境保全や自然保護の

問題から置換材料としての良質な砂､砂利等を経済的に確保していくことが困難となってきている｡
一方､産業活動の活発化により廃棄物の排出量が増大し､廃棄物処理施設の確保や処分場の埋め立て量に限界があるこ

とから､廃棄物有効利用の技術開発が図られている1)｡ここで､粒状化した廃棄物が凍上対策用の良質な置換材料として

用い得ることが確認されれば､廃棄物の有効利用にも繋がると考えられる｡

本研究は廃棄物を含めた4種類の粒状材料で置換した地盤において冬期2シーズンに渡って凍上観測を行い､自然寒

冷下での非凍上性を確認し､凍上対策用置換材料としての適用性を検証しようとするものである｡

2.美浜の概要

2-1実験材料

本実験で用いた材料は､ガラスカレット､溶融スラグ､改良原地盤土､ M40改良砕石の4種類である｡また､比較検

討のため原地盤(火山灰粘性土)も実験対象としている｡表-1に原地盤土の性質を､表-2に4つの置換材料の性質を示

す｡ガラスカレットは廃棄された空き瓶を粉砕したものである｡溶融スラグはゴミを焼却した際に発生する灰を高温のプ

ラズマで溶かして水冷破砕しスラグ化したもので､ CaOとSi02

を主成分とした硬く､細かいガラス状の粒状体である｡また､本

実験で使用したガラスカレットと溶融スラグは北見市廃棄物処

理場より搬入されたものである｡改良原地盤土は凍上性である原

地盤土に1 m3あたり120kgの高炉B種セメントとビニロン製短

繊維(太さ43JL m､長さ30mm)0.6kgを混合して安定処理したも

のである｡ M40改良砕石は規格品である｢道路用粒度調整砕石M

-40｣に1m3あたり65kgのセメントと短繊維0.9kgを混合して

安定処理したものである2)｡

秦-1原地盤土の性質

密度試鼓 �7几���,ﾉjy7ｄR�6ﾓ2��2.51 

締め固め試鼓 俐Y4ｸｭﾉ�YNB�-��26ー0 
最大乾燥密度(g′crT13) ��紕�

牡鹿試験 俚ｹZ｢�-��47.7 シルト分(鶴) �3偵2�

粘土分(%) ��2���

凍上試験 (JGSO172) �8��9�ﾉ7ｆﾖﾘ�ﾆ�"��1.63 

凍結様式 儖xﾝy�ｨﾗ��98�ﾈｲ�

義-2　置換材料の性質

試料名称 亊ﾉ�YNH韜=b�冕y7郁�=b�剽ｱ度 傚��ﾋ��熟伝導率 
自然含水比 ��ﾙ'X�ｯ｢�ｭﾉ�YNB�砂置換法による 剽ｱ子密度 俐Y�Y{�ﾆ��D60 俯ﾈ���9�B�乾燥密度 俯ﾈ��jy7��

(鶴) 忠-��(g′cm3) 中x�ﾆ7&�2��(g/cm3) 中ﾖﾒ��(mm) 着x�ﾆﾒ茣��

ガラスカレット ����2�0.13 辻�- �"經��19.5 唐�2�0.31 

溶融スラグ ���#r�0.27 辻�- �"繝��9.5 ��纈�0,45 

改良原地盤土 �#偵s��29.70 白紊R�1.48 �"經��9.5 ���2�0.50 

M40改良砕石 ���3B�4.80 �"�#R�2_36 �"纉��37.5 ��R纈�0.75 

2-2　実鵬設

実験フィールドは北見工業大学構内に2003年6月に設置した｡まず､在来地盤を幅約4mX4mX深さ0.7mのサイズ

に振削し､その中に幅1820mmX1670mmX深さ700mmの置換土層を4つ達成し､そこに表-2に示す4つの材料を

詰めて置換地盤とした｡各置換地盤の仕切りは材料相互の熱的影響を防ぐために厚さ100mmの断熱材を用いた｡置換材

料と原地盤土が混合しないように各置換地盤と原地盤の境に透水性の良い不織布を敷いた｡置換地盤の表面には材料の飛

散を防ぐためと凍上量を正確に測定するために幅300mmX300mmX厚さ50mmのコンクリートブロックを敷き詰めた｡

また､積雪による断熱効果を防ぐために降雪毎に除雪を行い､常に表面のコンクリートブロックが現れている状態を保っ

た｡写真-1に実験フィールドの外観を､図-1に設置状況を示す｡

Frost heaving measurement of ground replaced withvarious granular materials.
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写真-1実験フィールドの外載

2-3　測定内容

2003年11月1日から2004年4月30日までと

2004年11月1日から2005年4月30日までの冬期

2シーズンに渡って､外気温､凍上圭､凍結深度､

土中温度､土中熱流及び土中含水比の測定を行った｡

凍上量は地下2mに埋設されたコンクリートアン

カー(幅60cmX長さ320cmX高さ50cm)に連結して

いる反カフレームを不動点とし､そこからコンクリ

ートブロックまでの距離を定規を用いて1日1回午

前10時に測定した｡また､この測定と並行して反力

.ll.- 庖���$ﾂ�&ﾆﾄ�･B�劔劔門��兩王90Zi; ri-rl ll 

l~ l �� �� �� �� �� �� �� 白������X示ﾂ�

ツト �� �� �8�� �� 

0 i ○) ���� �� �� �� �� 

■ �� 白� �� �� ○ Cq ■● 一一 

敬 ��也 �� �� 佝�� �� ��
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深度計
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▲水分計

△熟漬計

◆変位針

霊位:mm

図-1実故フィールド設置状況
フレームに取り付けた変位計を用いて2時間間隔で

自動計測した｡

凍結深度は各置換地盤に設置したメチレンブルー凍結深度計を用いて1日1回午前10時に測定した｡

外気温は､実験フィールド隣に設置した百葉箱の中に置かれた銅一コンスタンタン熱電対を用いて5分間隔で自動計

測した｡また､各置換地盤の表面から10cm間隔で100cmまで鍋-コンスタンタン熱電対を埋設して､ 5分間隔で土中

温度を自動計測した｡

各置換地盤の表面から30cm及び60cm下の2ヶ所に熱流センサーを埋設して5分間隔で土中熱流を自動計測した｡ま

た､熱流､温度勾配及び熱伝導率の間には次式が成り立つ｡土中温度から温度勾配を算出し･次式を用いて熱伝導率を求

めた｡

A-芝･-(1, 3::諾芸/m'K'

α :温度勾配(K/m)

各置換地盤の表面から90cm下の原地盤中に土壌水分計を埋設して5分間隔で土中含水比を自動計測した0

2-4　測定結果

表-3に測定結果をまとめている｡凍結が置換厚さ(70cm)を超えて原地盤中にまで達した改良原地盤土とM40改良砕

石の場合は､各地盤での凍結挙動を置換部と原地盤部で分けて示している｡図-2に外気温､図-3に土中温度､図一4

に凍結深さと凍上量､図-7に含水比について各々2シーズンの経時変化のグラフを示している0

3.考察

3-1外気温及び土中温度

図-2より両年度の凍結指数は､ ･03年度は680･65℃ ･ day､ '04年度は823･93℃ ･ dayとなっており､両実験年度の

寒さの違いは比較的大きいことが分る｡図-3に原地盤､溶融スラグ及びM40改良砕石について･深さ毎の土中温度の

経時変化を示している｡外気温は短期的に大きく変動するoこの変動に対して地表面温度は顕著にその影響を受けているo

また､置換材料による地表面温度の違いは非常に小さいことも分る｡しかしながら､ 30cm､ 60cmと深くなるにつれ温

度の変動幅は小さくなっている｡外気温の変化に対して土中温度がどのように変化するかは土の熱物性によっても異なり､
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図-2　実験期間の外気温
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図-3　土中温度の経時変化

例えばM40改良砕石に関して言えば､深さ60cmにおける温度変化が他の置換材料の場合より目立っているが､これは

改良砕石の熱伝導率の大きさに起因している(秦-2)｡

3-2　凍結深度

図-4より各材料とも11月下旬に凍結が入り始めたが､短期的な外気温の上昇により12月初旬に一時的な融解が見ら

れた｡このように凍結深さが20cm程度までの時は外気温の上昇により融解が起こる場合もある｡凍結が深く入ると外気

温の短期的な変動の影響は緩和され､融解が見られることなく凍結が進んでいくのが普通である｡ M40改良砕石は他の

材料と比較して凍結速度が速く凍結深さも大きいが､これは熱伝導率の大きさに起因していると考えられる｡図-5に熱

伝導率と初期凍結速度の関係を示す｡ここで､初期凍結速度は図-4及び図-5の凍結深度曲線において12月上旬から

下旬にかけて現れる初期直線部の傾きである｡また､熱伝導率は勲流と温度勾配の実測から(1)式によって求めた｡図
-5より地盤の凍結速度は0.5-1.7 mm瓜r程度となり､熱伝導率がその大きさを支配する因子の-つになっていること

が分る｡ M40改良砕石は他の材料よりも熱伝導率が高いため､凍結速度が大きくなったと考えられる｡また､図-6に
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図-4　凍結深さ及び凍上量の経時変化

表-3　測定結果

(LLJ○)TT幣
8　AV　4　2　0

(LLl9)TT糖8　0　4　2　0

2003年度 凍結指数:680.65℃.day �4ｸ8�5榎ﾘ8ﾈ62�溶融スラグ 弌ﾉ|xﾋB�地盤士 晩C�淤|xﾝ9���侏I&餉R�

置換部 侏I&餉YYB�置換部 侏I&餉YYB�

凍結深度(¢m) 鉄b絣�58.2 都����2.6 都����13.5 田偵2�

凍上量(¢m) �����0.4 �"���0.7 �����2ー9 途�2�

凍上率(%) ������0.69 �2����26.92 ����B�21.48 ���經2�

初期凍結速度(rnm/hr) ��纉r�1.09 ��纉b�- ��緜��- ��繝��

熟伝導率(W/m.K) ��紊B�0.25 ��經R�- ��縱r�- ��紊B�

2004年度 凍結指数:823.93℃.day �4ｸ8�5榎ﾘ8ﾈ62�溶融スラグ 弌ﾉ|xﾋB�地盤士 晩C�淤|xﾝ9���侏I&餉R�

置秩部 侏I&餉YYB�置換部 侏I&餉YYB�

凍結深度(cm) 田2纈�69.4 都����7.2 都����23.8 都b絣�

凍上量(0m) �����0_3 �"���1ー8 ���"�3.5 澱絣�

凍上率(鶴) ������0ー43 �"繝b�25.00 ���#��14.71 唐經��

初期凍結速度(mm/hr) ��經R�0.60 ��經��- ��纉r�- ��經��

熟伝導率(W/∩.K) 辻�- ��經��- ��縱R�- ��紊��

図-4から得られる初期凍結速度と凍結深度の関係を示す｡初期凍結速度が大きい程､凍結深度も大きくなる傾向が認め

られる｡ここで特にM40改良砕石の場合は熱伝導率が大きく､さらに含水比が低く潜熱発生量も少ない｡このため､凍

結速度が大きくなり結果的に最大凍結深さも大きくなったと考えられる｡
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図-6　初期凍結速度と凍結深度の関係
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図-7　各置換地盤の深さ90cmにおける土中含水比

3-3　土中含水比

図-7に各地盤の深さ90cm(原地盤となる)における含水比の経時変化を示している｡どの地盤においても深さ90cm

での含水比は､ 11月くらいから低下し始めて凍結が最大となる3月に最低値を示す｡その後融解が進み､ 4月上旬にか

けて急速に上昇して未凍結期の含水比になることが分る｡ガラスカレットと溶融スラグは凍結深さが置換内で収まってお

り､その下の原地盤の含水比の低下が少ない｡改良原地盤土とM40改良砕石は凍結面が原地盤部まで侵入し､そこでの

凍上発生による水分移動が生じて含水比が低下したと思われる｡

3-4　凍上量

図-4に示すように､凍結指数ぽ04年度の方が大きく､寒さが厳しかったことが分かる｡これに対応して､凍結深さ

ぽ04年度の方が大きく現れているが､凍上量､凍上率は必ずしも凍結指数や凍結深度に比例したものとはなっていない｡

図一4中で凍上率とは凍上量を凍結深度で除した値である｡ガラスカレットと溶融スラグの凍上率はほぼ0%で､また

凍結深さも置換範囲内で収まっている｡すなわち､この両材料は非凍上性であることに加え､凍結深さが小さいと言うこ

とは置換材料としてより有利であると言える｡

改良原地盤土の置換部での凍上率は3%前後と原地盤の凍上率の3分の1程度になっており､改良の効果はあったと言

える｡ M40改良砕石の置換部での凍上率はほぼ0%であり､非凍上性が確認された｡しかしながら､凍結深さが他の置

換材料に比べ大きくなることが分る｡

次に､改良原地盤土とM40改良砕石においては､置換部より下の原地盤部の凍上率が原地盤での同じ深さにおける凍

上率よりも大きくなっている｡すなわち､凍結面が非凍上性の置換層を通過して凍上性の原地盤層にまで侵入した場合に

は､境界付近で比較的大きな凍上が発生することが分かる｡両置換材料は凍上発生が少なく水分の吸い上げが少ないため､

境界面直下の原地盤の含水比が高くなり､そこで比較的大きな凍上が発生したと考えられる｡
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4.まとめ

粒状廃棄物であるガラスカレットと溶融スラグ､さらにセメント安定処理した改良原地盤土とM40改良砕石の4種類

の粒状材料について､厚さ70cmの置換地盤を造成して､自然寒冷下での凍結･凍上挙動を調べた｡主な結果をまとめる

と以下のようになる｡

1)ガラスカレット､溶融スラグ及びM40改良砕石の3つは､屋外地盤でも凍上発生が無く､非凍上性であることが

確認された｡

2)改良原地盤土は､改良前の原地盤に比べ凍上率は3分の1程度となり､セメント安定処理の効果は明らかに認め

られた｡

3)ガラスカレットと溶融スラグは､原地盤と比較しても凍結深さが小さく､凍上対策用材料としてより有利になる｡

4)置換地盤下の90cmの位置における原地盤の含水比は､地表面からの凍結･凍上発生に応じて漸変し､凍結深が最

大となる3月に最小値を示す｡

5)凍結面が非凍上性の置換層を通過して原地盤に侵入したとき､境界面付近での原地盤で比較的大きな凍上が発生す

る場合がある｡
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