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粘性土と粗粒土の混合材料の工学的

特性について−
Ⅱ 締固め土の密度と粒度特性の相関性に関する
予備的実験

横瀬広司，溝口昭ニ，青柳省吾，斉藤 実
Ⅰま え が き
近年，高速道路や新幹線のような大規模で高水準の施工管理が要求される工事が計画され，施工されるにともな
い，土の締固めの重要性が一層増加して．いる．また，近くで適当な材料が大塩に得られがたくなり，適正で均質なも
のを人工的に混合して用いた方が経済的な場合も生じ，使用例も増加の傾向を示してこいる（1）〜（5）∴混合による利点
ほ，粘性土の掘削，まき出し，転圧の作業過程で生じる強度低下を伴ったtrafficability，圧密沈下による変形や盛土
の安定性の減少などを軽減し，砂質土の地震，機械振動紅よる放子骨格の崩壊，再排列に伴う変形，流動などの欠点
を補う効果が認められることである．適当な粒皮紐成土ほ，粗粒土に．よる強度と高いセソ断抵抗角の発生，粘性土に
よる強い水膜形成からの大きな粘着力の発生が期待されるい 混合はこのような力学的性質，物理的性質の改良のほ
か，土紅最大密度を与えて安定性，耐久性の向上を与える．、高含水比の粘性土に蘭，thixotropyと呼ばれる現象で知
られる拘束水の作用が認められているが，ここで軋 主に粒度の変化が締固め特性に及ばす影響紅ついて考察した・
また，Aブタβ㌢∂♂7g限界値と粒度の関係について−は既紅報告した（6）．

ⅠⅠ最も密につめられる粒度組成
最大密度を得るための理想的粒度にはコンクリート層崩の合理的配合を決定するために示されたFuLLERの最大密
度曲線で代表される連続粒度塾（7），F6Iet，FuRNASらの提案した不連続粒度型（8）がある．．前者は実験的に・導かれた
もので，現在，コンクリ−ト骨材について大体常識になって‥いる考え方であり，わが国のほか欧米諸国で最も密紅つ
まる粒度の基準として−規定されて．■いるものである．後者ほ，ある大きさの粒子に．よって形成される間グキ部分につめ
られるのに．適す・る粒子群は粗な骨材の骨組みを乱さないで，それをらようど満たすような粒大と分意のものであり，
このような，お互いのつまり方を妨害するような中間の粗径物が欠けたものが，順次，間ゲキ部を満してゆけば最大密
度の集合体が得られると考えるものであるい しかし，土は不規則な形状の粒子の袋合体であり，水分の影響も無視で
きず，粒度のみで最大密度を規定することは困難で，−・概に．その優劣は決定できない．混合土の最良の粒皮紐成を考
える場合に．も密度を増大させる粒径分布が目標紅なる
従来から連続粒度に．ついては多くの研究（9）〜（11）が行なわれているが，不連続粒皮紅ついては少くないようである．
しかし，近年は天然骨材の枯渇から人工骨材，砕石が大きく進出するようになり，経済的な面からも不連続粒度が検
討されつつある（12）．

本文では，土の人工的混合においてほ不連続のものも多いと考えられることから，混合の機構を明らかにする目的
で，粒径差が大きく，それぞれの性負が明らか紅されている−・般的な材料を用いた予備的実験を行った．

ⅠⅠⅠ実験の材料と方法
試料は実験目的から，粘土鉱物学的に．カオリナイトとしての結晶度が比較的高いとされている関白カオリン（小宗
化学薬品Ⅹ・K製）モンモリロナイトを主成分とするベントナイト（島久薬品ⅩK製），標準砂（L山口県豊浦産）のよう
に．，すでに．，性質が明確になっている粘性土と粗粒土を採用した
試料は粒度組成を変化させる目的でカオリン，ベントナイトを，それぞれ，標準砂と仝重恩に対して0．10，20，

30，40，50，60，70，80，90，100％の各割合で混合調整したもの21試料を用意した
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算1表 土 質 試 験 結 果

混合比は層屈配合

寛1図 試料土の粒径加積曲線
これらの試料の物理的性質ならびに練固め特性値を第1表，粒径加硫曲線を第1図に，卸以下の粘土粒子の電子顕微
鏡写真を第2図，第3図紅示した

実験方法はJIS，A，1210p1969に．従い，モ岬）t／ド（内径10C2n）を用い，乾燥法で繰返し法紅よった（第1pl・1−a方
法）いこれ紅よって求められた締固め曲線から最大乾虔密度γdmaち 最適含水比Woptを読み取り，この条件で力学
試験用の試料を作製したい この場合は非繰返し法に相当する試料の取扱も、方であるが，再現性は良好で，実験の進行
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中に粒子の変状はなかったものと考えられる小
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籍2図 カカ・リンの電子顕微鏡写真
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第3図 ベントナイトの電子顕微鏡写真

弗4図 混合割合による最小間ゲキ比の変化

ⅠⅤ 実験の結果と考察
粒体のつまり方の程度は，（1）構成物自体の性質＝（2）構成粗子の形状，寸法い13）異なった粗径群の混合割合
（粒度分布）．（4）つめこみ容器の形状，（5）つめこみの方法，程度1．（6）ぬれの程度い などが挙げられているが，よ
り支配的な因子は（3），（6）であると考えられ，本実験のように一足規格のもとでの測定紅おいては，強くこの傾向が示
されると推定される1粒度分布から混合物の密度を求める方法紅ついては多くの研究（13）（14）があるが，ここでは，筆者
が提案した乾燥粒体の場合での最良の混合割合と混合物間ゲキ比の推定式（13）を用いて，実測値と比較した．
各試料の代表粗径は，粒径加砧曲線が微細粒径部分の多いベントナイトで完全に画けていない関係で通過率80％径
を採用した．合理的な決定でほないが，標準砂と粘性土の粒径差を比較するためのものであるから，その目的ほ達し
たと思われるt
推定式の鎖線と実測値のプロットを舞4図紅示した含水状態での実測値であるが，混合割合は大体計算・値紅近似
するようである，．最密状態での間ゲキ比（最小間グキ比，e汀1in）の値は若干ばらつきがみられるが，乾燥粗体での推
定式でも十分利用できるものと考えられる‖ 締固め結果から求めた含水比〜密度から練固め曲線のうち，ベントナイ
ト，カオリンの混合比が30％の場合を第5図に示したγdmaxWopt値紅両者の差が見られるが，曲線の形状紅も差
が現われて：いるようである．しかし縦軸にとった乾燥密度は土粒子比蚤の差匿影響される値であるから，比藍の異な
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る試料を同一・図面上で比較するため間ゲキ比（e）を用いて整理し，舘6図に示した。

rdmはニ196kg／cm，
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別図混合土の締固め曲線（聖箆妾宅傑L）

籍6図 間ゲキ比と含水比の関係で示した締固め曲緑
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第7区l最適含水比と最小間デキ比の関係

租粒土と粘性土の混合によって，最適含水比Woptと最小間ゲキ比￠minの位置が移動しており，その傾向軋
最良配合に・到る区間ではWopt，emin値が共に．減少しその点を過ぎると逆に増大し，曲線の形状も，最良配合近辺で
急峻でそれから遠ざかる紅つれて−平ら紅なるようである… 自然粒度の土紅おいて■も，大体の傾向として，砂質に．富
み，細粒分の含有が少く，粒度配合の良い土が良く締固まりWoptも低く曲線が急に立つこと，粘度やジルト質土で

ほ逆の性質を示すことが認められている付
く15）

最小間ゲキ比と最適含水比にほ自然粗度の試料で比例関係が認められてこいるので同様の比較を混合土について：示し

たのが箆7図である．ここで，赤井（10），河上（16），福岡（17）の億ほTa沌ot式にもとずいた連続温度型の混合土の実験
結果で，図中の式は森（15）が380試料の自然士がら求めたγd．max−Woptの実験式がら筆者らが換算したものである．
不連続型，連続型ともに自然土の場合と同じく，最適含水比の大きな土はど最小間ゲキ比が大きくなることが認めら

れた
粘性土の含有盈と締固め曲線から得られる最大乾燥密度の関係ほ第8図となり，自然土においても，バラツキほあ
るが，粘性土が特定の割合に近ければよく締固まる傾向が示されたと考えられる．粘性土分含有盈の境界として，砂
分とジルト分の区分0．074胡とレルト分と粘土分の区分0い005仰が考え．られるが，レルト分の性格が未解明なこと，
粒度分析の精度の問題もあり，実際の設計，現象の解析などから経験的紅考えられている砂分とレルト分の区分点を
採用したい つまり，自然土の粘性土合有塩は砂分とレルト分の合計を採用した．いずれにしても，レルト分の追求が

土の工学的性質を明確に．するために．重要な問題であると考えられる
締固め試験で求められた最大密度の状態を再現した試料を作製し，一・軸圧縮試験と−・面セン断試験を行った．−・軸
試験は．けSA1216紅従い￠＝3．5e研の試料を毎分1％のひずみ．制御方式で，一・面セン断は在来型と呼ばれる下箱移動
式のものを用いて圧密急速セソ断（Qcテスト）を同じくひずみ制御方式で行った．在来型とく紅下箱移動式の試験機

ほ多くの問題点が指適されているが‖ 本報告の目的が混合割合を変えた混合土の力学的性質を相対的紅考えることで
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あるし，実験が容易なことおよび改良型試験が本学に備えられて‥いないことがら在来型を用いた．
最適含水比で締固めた最密状態での一朝圧縮強度（qu）と粘性土合有塩の関係を籍9図に示した．点線で示したの
は，一面セン断試験で求められたセソ断抵抗角（￠）と粘着力（c）から次式紅より曾〝を推定した催である
qu＝2Ctan（450＋￠／2）
混合土におって粘性土の割合が増大するに・つれて十蘭強度も増すこと，粘性土の割合が増加すると一朝強度は主に
粘着力に左右される傾向が見られるようで，その境界，飽和の程度といった水分との関連も注目しなければならない
と思われる
間ゲキ比の変化と粘性土含有塁（Cs），Cの関係を第10図に，Csとtan4｝，Cの関係を第11図K．示した．図中の河上の
データ−ほ関東口一−ムと川砂を混合した試料によるもので文献（17）より引用した

粘着力は最良配合附近まで粘性土塁の増加，間グキの減少に伴って急上昇するが，その後は，闇ゲキの増大も相ま
って粘性土の割合が増しても変化が少くないようである、ベントナ・イトとカオリンで粘性土合有意が増大して−も粘着

力値が近似している結果が得られたが，これは，締固まり程度の相違も影響していると思われる
セン断抵抗角は粘性土塁がある割合以上紅なると，はとんどその数値に．差がなくなってくるようであるり また，粘
性土が少くない個所で変った傾向が見られたい これは河上のデータ−と非常に異なるので更に検討しなければならな
いが，最良配合時はよく締っている筈であるからセソ断抵抗角が大となることは考えられると思われる．
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第9図 粘性土含有に．よる一朝圧縮強度の変化

Ⅴ あ と が き
エ事の大規模化 施工管理の高水準化 天然材料の不足化などから経済的な人エによる混合材料の必要性が増大し
ていると考えられるが，本文で吼 混合土の工学的特性について知るための予備的な実験とレて，すでに性状が明確
紅なっている市販の粘性土（カオリン，ベントナイト）を租粒土（豊浦標準砂）を用いて，その混合比を変イヒさせた
試料を調整して，練固め特性および締固め試料の力学的性質について若干考察した・
粒径加硫曲線から，カオリン・ベントナ・イ†と標準砂の混合物は中間粒径の欠けた不連続型粒優になると思われた
ので，著者らの提案した推定式により，カオリン＋標準砂でemin＝0・304，混合比Dl：D＄＝35・9％：朗・1％ベント
ナイト＋標準診でemin＝0．351，D2：D8＝24・1％：75・9％を得て実測値と良い相関が認められた（Dlはカオリン
D2はベントナ・イト，D＄は棲準砂の重患比）．

含水比と密度の関係を示す締固め曲線を同一周面上で比較するために，含水比と間グキ比の関係で示したが，混合
比によって最小間ゲキ比eminと最適含水比Woptの位置が移動している．その傾向軋 最良配合に到る区間では
Wopt，eminが共紅減少，その点を超えると逆K．増大するようである．曲線の形状は最良配合附近で急峻，遠ぎかる
紅従って平らになる．これらは連続型粒度である自然士の場合と同様の傾向である．
最小聞ゲキ比と最適含水比間の自然土で成立する正比例関係は，連続型，不連続型ともに混合土の場合にも成立す
る．

自然土の場合に．む．最適配合に．近いものが乾燥密度が高い傾向が見られた‖（締固めたとき）ここでジルト分の取扱
が宿題として残されている．
−・軸圧縮強度風潮性土の増加紅伴って：大となり，主に・粘着力に・関係するものと思われる．

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
籍23巻 籍1弓（1971）

125

20

0

20

40

60

80

100

力

0

6

0

4

0

2

C

0

︵短／血︶

策10図 最小間ゲキ比と粘着力・粘性土合有意の関係
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寛11図 粘性土含有屈常よるセン断抵抗値の変化
一・面セン断試験で求められる粘着力は，最良配合附近まで粘性土畳の増加と間ゲキの減少紅よって増大，その点を

超えると間ゲキが増大する関係で，粘性土が増える割合に増加せず横ばいとなる
セン断抵抗角は粘性土が大豊になると低い−・定値を示した．また，最小間ゲキ比附近で関東ロ・−・ムによるデーター

と傾向を異紅した
以上の市販の材料に．よる実験特性を参考にして1自然に存在する種々の粘土鉱物が混在した粘性土，粒形，粒度巾
を異に．する粗粒土の混合実験に．進み，そこに．発生するエ学的特性を検討していきたいと考えている．
本文作製に．あたってど指導とご配慮を賜った本学名誉教授前川忠夫先生に深く謝意を表します．
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On the engineering properties of clay・−Sand mixtures

IIPreliminary experiments bn the relationships between
density and g rading■property of compacted soils
HirojiYoKOSE，ShoiiMIZOBOCHI，Shogo AoYANAGI，and MinoruSAITO

S11mIれary

The authers have continued a series ofthe experimentalstudiesin order to make clear the aggrigate
CharacteIistics of civilengineering materials such as soil，Sand and gravel．
In the previous report，We didafew experiments of consistencyon artificially mixed samples，With
theaid of these results an analysisis made to determine the relatiorlShips between the Atterberglimit
and grain size mixed soils
In the present report，We tried a few experiments for the effect of compaction on artificially mixed
Clay−Sand soilsamples．
Materials usedin this experiment are Kaolin，Bentonite and Standard−Sand on the market．
The main points of these relations are as follows：
（1）Inthe case of two component mixture，the grain size distribution at the time of most dense
packing，aS Calculated byour proposed method，gives the weight ratiosof36％：64％and24％：76％
for the mixture of Kaolin−Standard sand and Bentonite−Standard sand respectively．Those experimental
Values agIee We11with the theoreticaユresults
（2）In the mixture soils，mOisture cntent and minimum void ratio values decreases forthe content of
the coarse grained soils，however，at the point of most dense packing，the tendency to be工eVerSe
（3）The cohesions of mixture soilar eClosely connected with content of cohesive soil
The authors arelooking forward for extending these studiesin a moIe praCticaldirection
（19L71年6月15日 受 理）

