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セン緑岩風化残横上の基本的性質と

二次的性質について
青柳省吾

ON THE FUNDAMENTALAND SECONDARY PROPERTIES OF
RESIDUALDIORITICSOILS
Sh6goAoYANAGI

Comparedwithtr・anSpOrtedsoils，reSidualsoilssucceedstronglytheproperItiesoftheirmotherrocks
Theauthorareintendingtoclarifytheph海icalpr・Opertie占bfvariousresidualsoilshavingdifferentmother
rocks．Inthispaper，thefundamentalandsecondarypr．oper．tiesofresidualdior■iticsoilsaredescribed The
results aresummarized asfollows：

1）Fundamentalproperties
TheseresidualdioriticsoilswereprincipallycomposedofsandsandsiltsThespec泊cgravitiesofthese
SOilswere2．76〜283‖ Thespeci負csurIfacesofthesesoilswere2，2〜3．8m2／g

2）SecondaryproperIties
ThewaterholdingcapacitiesoftheseresidualdioriticsoilsweresmallerthanthoseofanOtherresidual
SOilslike residualgranitic soils，reSidualrhyoritic soils，reSidualandesitic soils‖ The optimum moisture
COntentSOfthesesoilswerelO〜15％．Themaximumdrydensitiesoftheses9ilswer．el。8〜2lrOg／cm31・The
SpeCific surfaceshad a particularly str−Ongin乱IenCe On the water holding capacities and thecompaction

pr．opertiesoftheseresidualdioriticsoils
運横土に比べて，風化残積土は，母岩の性質を強く受け継いでいる．筆者は，母岩の異なった種々の風化残横土
の物理的性質を明らかにしようと試みてい名．本文では，セン線稟風化残横土の基本的性質と二次的性質について
述べる．
1）基本的性質

これらのセン緑岩風化残横土は，主に砂分とシルト分で構成されている．比重は，2．76〜2い83であった．比表面
横は，2．2〜3．8mソgであった，
2）ニ次的性質
これらのセン緑岩風化残横土の保水性は，他の風化残横土たとえば花コウ岩風化残横土，流紋岩風化残横土およ
び安山岩風化残稗土に比べて小さい．最適含水比は，10〜15％であった．最大乾燥密度は，1．．8〜2．．Og／（ガであった．
比表面積が，保水性と締固め特性に大きく影響している．
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l′．ま え が き
岩石類が種々の風化作用によって分解した後，流水元より運搬きれて谷底，海岸などの低地帯に堆積して形成さ
れた沖積土などの運横土に比べて，風化・分解した後，その場に残存している風化残横土は，母岩の性質を強く受
け継いでいる．したがって，母岩が同一・種の風化残債土払ほぼ共通した物理的性質を持つと考えられる．山間地
における農業土木．工謬施行で遭遇する風化残横土靡の物理的性質については，花コウ岩風化残横土を除いては，未
解明の部分が多い．筆者は，従来から風化残横土の物理的焼餅こつこいて検討しそv）る．r花コウ岩風化残横五安山

岩風化残債土および流紋岩風化残横土の基本的性質と土次的性質にづいては，すでに報告し，基本的性質の内でも，
とくに比表面積が二次的性質に深く関連していることを述べたい・2・き）．花コウ岩風化残横土および安山岩風化残横土
については，締固め土中に含まれる水分のpF値がセン断強さに大きく影響することを報告した（4・5）．また，花コウ
岩風化残横土については，セン断強さとpF特性に及ぼす浸透水の影響についても，すでに報告した（6）．
ここでは，中性の深成岩であるセン緑岩の風化残債土の基本的性質とこ次的性質について述べる．

ll．供 試 土
セン緑営風化残横土として，次の5種を用いた．

a）ミマヤ土
採取地は香川県高松市御蔵町山ノ前である．
b）庵治土

採取地は香川県木田郡庵治町北村であるノ．
C）八乗土

採取地は香川県木田郡牟礼町源氏ケ峰である．
d）ノブ土

採取地は香川県坂出市王越町乃生である．
e）ガラン山土

採取地は香川県綾歌郡国分寺町下福家伽藍山である．

‖．基本的性質について
り 粒径分布
粒径分布は．丁ISA1204により測定したけ）．ただし，外力によって風化残横土の土粒子は破砕されやすく，粒径も
変わりやすい．それゆえ，無理な破砕を避けるために，肉眼で土塊を判別しながら，木槌で軽くノ打つか，または手
で軽く，もみほぐすことによって初期状態を調整し，その後5mmフルイによって粗レキを除いた．
供試土の粒径加横曲線を図−1に示した．これらのセン緑岩風化残横土は60〜80％の砂粒径部分を含んでおり，
レキ粒径部仇粘土粒径部分の非常に少ないことが分かる．同じ深成岩である花コウ台風化残横土は，通常10〜40
％のレキ粒径部分を含むが，これらのセン緑岩風化残横土のレキ粒径部分は，多くても10％程度である・このこと
は，花コウ岩に比べて，セン緑岩のケイ酸畳が少なく，有色鉱物畳が多いことによると考えられる・
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図−1供試土の粒径加横曲線
2）比

王

比重はJISA1202により測定した（7）．これらゐヤン線岩風化残横土の比重については，ミマヤ土で2．．83，庵治土
で276，八乗土で2．82，ノブ土で276，ダラン山土セ2‖78を示した．他の風化残横土すなわち花コウ岩風化残横土，
流紋岩風化残横土および安山岩風化残横土に比べて，セン緑岩風化残積土の比重は大きいと言える．このことは，
セン緑岩が深成岩であり，、しかも他にくらべて有色鉱物を多く含んでいることによると考えられる．
3）比表面積
比表面積は，窒素ガス吸着法（BET法）によって測定した．測定には，柴田化学KKの迅速比表面積測定装置SA
−1000を用いた．試料の調整方法としては，74J（以下の細粒径部分については，供試土を風乾した後，フルイ分けに
よって採取し，それ以上の粗粒径部分については，水中でフルイ分けて採取した後，炉乾燥して比表面積測定試験
に供した．

表−1 供試土の比表面積（mソg）

粒径（m） 供試土 −、 0074以下 0小074〜0∴42■■ 0，．42〜2．0 2．0〈｝4．．76 全粒 径
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比表面横の測定結果を表−1に示した．これらのセン緑岩風化残横土の比表面積は，全粒径範囲にわたって小さ
い．全粒径平均で見るとセン緑岩風化残横土の比表面横は2．2〜3．8が／gの範囲にあり，噴出岩である流紋畠，安山
岩の風化残横土の比表面積が，それぞれ4‖3〜■13．71げ／g，12い1〜94．7mソgを示したのに比べて小さ・い．また，同じ
深成岩である花コウ岩風化残横土に比べても，小さ日である．
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lV．ニ次的性質
り コンシステンシー特性

コツシステンシー試験として，嘩性限界（LL）試験，ソ性限界（PL）試験を行った．実験方法は，それぞれ・TISA
1205，．丁ISA1206によった（7）．

これらのセン緑岩風化残横土について埠，両試験ともに測定不能であり，NP（Non−P事astic）と判定された．この
ことは，これらのセン緑岩風化残横土の42d〟以下甲粒径部分の比表面積が，5・0Ⅰぜ／g以ヰ胡巨常に小さい纏を示す
ことと関連しているように考えられる．
2）水分保持特性

pF一合水比曲線が，水分保持特性を基本的に示すものと考えられる．ここでは，風乾した供試土を調整し，5mmフ
ルイで粗レキを除いた後，飽和させて遠心法により，pF、と含水比の関係を求めた．
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図−2 pFと含水比の関係（風乾後，飽和状態）

pFと含水比の関係（風乾後，飽和状態）を図−2に示した．これらのセン緑岩風化残横土では，pF412，pFl・8
における含水比が，それぞれ10％以下，26％以下を示しており，粗粒な花コウ岩風化残横土（マサ土）に類似した
保水性を持つと言える．また，全体としては，他の風化残横土たとえば花コウ岩風化残積土，流紋岩風化残横土お
よび安山岩風化残横土に比べて保水性が小さいと言える．
ユ）練固め特性

標準締固め試験を，〃SA1210によって行った．実験方法は，乾燥法，非繰返し法（1．トb）とした．
締囲め乾燥密度と含水比の関係を図−3に示した．これらのセン緑岩風化残横土は，粗粒な花コウ岩風化残積土
（マサ土）に類似した締固め特性を持つと言える．また，これらのセン緑岩風化残横土の最適含水比は，10〜15％
の範囲にあり，全体としては，他の風化残横土に比べて小さいと言える．最大乾燥密度は，1‖8〜2．．叩／頭の範囲に
あり，全体としては，他の風化残稗土に比べて大きいと言える．これらのことは，セン緑岩風化残横土が，粗粒な
花コウ岩風化残横土（マサ土）と同様に，きわめて小さな比表面積を持つことによると考えられる．
締囲め乾燥密度とpF（風乾後，飽和状態）の関係を図−4に示した．これらのセン緑岩風化残横土では，締囲や
乾燥密度が最大値を示すpF値は，花コウ岩風化残横土とほぼ類似した小さ目の備を示している．また，花コウ岩風
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化残横土，安山岩風化残横土に比べて，締囲め
20

乾燥密度が最大値を示すpF値の範囲は狭いと 乾
言える．これらのことは，他の風化残横土に比
べて，これらのセン緑岩風化残観土の比表面稗（㌶㌫）

慶

が小さく，また，供試土によって大きく適わな
いことによると考えられる．
前報（3）で述べたように，供試土の土催の違い
によって，締固め土の構造が異なり，それゆえ，
締固め乾燥密度が最大値を示すpF値にも適い
を生じると言える（8・9・10）

セン緑岩風化残横土の一例として，ミマヤ土
について，pFと含水比の関係（締固め直後，不
飽和状態）を図一5に示した．これに見るよう
に，セン緑岩風化残債土を締固めた場合には，
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乾燥側から最適含水比，湿滴側へと締固め含水
比が増加しても，主にpF3．0以下の自由水（毛
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図−3 締固め乾燥密度と含水比の関係

管水，重力水）が増加し，pF3．0以上の範囲で
は大きな違いは見られない．したがって，
粗粒な花コウ岩風化残横土（マサ土）と
同様に，締固め含水比の増減があっても，
締固め試験の過程を通じて締固め土の構
造は変わらず，−・貫して粒状構造を成す
と考えられる．

V．総

括

セン緑岩風化残横土は，砂粒径部分を
多盈に含み，レキ粒径部分，粘土粒径部
分に乏しい．また，深成岩であり，且つ
他に比べて有色鉱物を多く含むために，
比重は大き目である．比表面積は，他の
風化残横土に比べて，小さ目である．セ
ン緑岩風化残横土の420／ 以下の粒径部分の比表面積が，5．Omソg以下の非常に小さい値を示すことが多いために，
液性限界（LL），ソ性限界（PL）はともにNP（NonrPlastic）であることが多い．保水性は，粗粒な花コウ岩風化
残横土（マサ土）に類似しており，他の風化残横土に比べて，小さいと言える．また，他の風化残積土に比べて，
最適含水比は小さく，最大乾燥密度は大きいと言える．これらのことはセン緑岩風化残横土の比表面横が，他の風
化残横土に比べて，小さい場合の多いことと深く関連していると考えられる．これらのセン緑岩風化残礫土につい
ては，主に比表面積が保水性と締固め特性に大きく影響していると言える．
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図−5 pFと含水比の関係（ミマヤ土，締固め直後，不飽和状態）
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