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緒 言

　近年、わが国の産業経済の発展にともない、大規模な国土開発、国土整

備事業が盛んに行なわれるようになった。もともと国土が狭く、人口が過

密なわが国において、このような大型の建設事業を行なう場合、高度に人

口の密集した沖積平野部にその用地を求めることは不可能であり、いきお

い、山岳、丘陵地帯が対象として選ばれることになる。最近の山陽新幹線、

中国縦貫道路の建設、神戸市を始めとする各地の宅地造成と海岸埋立工事

などはその代表的な例である

　わが国の山岳、丘陵地帯は複雑な地質構成をしてお・り、それに関連して、

土質も複雑である。とくに関西、中国地方においては、花崩岩の風化残積

土であるマサ土が広く分布しており、関東地方の関東ローム、九州のシラ

スなどとともに特殊土の一つとされている。マサ土が、特殊土とされる第

一の理由は、従来、神戸市、呉市の例にみられるような山崩れ、侵食によ

る災害が過去いく度も発生しており、最近の大きな問題の一つとなってい

ることである。

　また、もう一つの理由は、マサ土についての工学的知識が乏しく、その土

にふさわしい取b扱いがなされていないことによるものと考えられる。これ

はまた、建設工事の大型化、機械化によってますます、深刻になるであろ

う。

　マサ土に関しては、従来、地質学、農学の面から研究が行なわれていた。

地質学の分野では岩石の風化の械構の研究の対象として古くから注目され、

特殊性が問題にされていた。また、農学の分野では主に、森林立地条件の

研究、土地保全の間題などの観点から研究が行なわれていた。しかし、こ

れらは、あくまでも各専門分野の要求にこたえることをねらいとしたもの

であって、土木工学の観点からの研究は少なかった。マサ土が土木工学の

研究対象としてとり上げられたのは約10年前からである。そして、最近

の山地開発の活発化にともなって、その重要性が認識されはじめている。

　マサ土を特殊土の一つとみるならば、その根本的な性格は何によって表

現されるであろうか。それは、マサ土が、風化残積土であるということに

　　　　　　　　　　　　　　　一1一



ほかならない。風化残積土はマサ土に限らず各地の山岳、丘陵地帯には花

嵩岩以外の母岩から風化した残積土が存在する。しかし、これらは工学的

にそれほど問題にならない。というのは、分布が少ないこと、あっても比

較的安定な土質であることなどのためである。しかし、マサ土の場合風化層

が厚く、土粒子が風化途上のもので、物理的にも化学的にも不安定な状態

にあることが重要な相異点である。そして・これらは土の自然の姿である。

従来、土質力学においては、土粒子は理想的な固体粒子であって、物理的

にも化学的にも安定なものであるという前提に立って理論が組立てられてい

る。しかし、現実の土は現想的な状態にあるとは限らず、外的条件によっ

て変化しうる材料とみなければならない。この点に関しては破近注目され

つつあり、土の質的変化、時間的変化を追求する方向の研究が進められつ

つある。

　マサ土は・このような埋想的な材料からかけ己なれた代表的な例とみる

ことができる。そして、これが特殊土とされるゆえんでもある。

　このような観点にたつと、マサ土の工学的性質を明らかにする場合、単

に力学的見地のみから追求することは不十分であって、　地質鉱吻学、物

理・化学・力学などの観点から総合的に究明しなければならない。そして、

地質鉱物、物理、化学などの観点からみた土の性質が、力学的性質として

どのように表現され、工学的見地からどのように利用しうるかと云うこと

が重要である。

　本論文では・このような観点に立って・まず、　第1章、第2章、

にお・いて、地質鉱物学的性質を明らかにし、第3章において吻理的性質、

第4章において化学的性質を明らかにし、第5章、6章、7章、S章、に

おいて力学的、工学的性頁を述べ、弟9章、10章においてはマサ土を利

用する場合の特性と合埋的利用法について述べる。

一2一



1　マサ土の地質鉱物学的性質に関する研究

L1　マサ土の定義についての考察

　マサ土（真砂土）という名称は古くから文学的表現に用いられているが、

その意味は細い砂の意味で海岸の浜砂や川砂のようなきれいな砂をさして

いる。土木工学的語源は明らかでないが・おそらく、現場において地域的

な土の名称として用いられていたものが一般用語として広がったものと考

えられる。

　このように・既存の明確な定義はなく、ま払この定義は、その土の把

握のし方によりあるいは研究の進歩とともに明瞭になるものと考えられる。

しかし、本論を進めるに当って、一応現時点で妥当と考えられる学術的な

定義をする必要がある。

　現在、一般的な見方に従えば、　「マサ土とは花圃岩質岩石（花崩岩、花

圃閃緑岩、石英班岩など）の結晶性深成岩、半深成岩またはこれと同質の

変成岩が、風化してその場所に残留している残積土（Residua！SJiユ）

ならびにこれと同質の崖錐（Tayユus）である」と定義することができる。

広い意味では谷沿いに堆積している花崩岩質砂礫もマサ土に含められうる

が、これらは一度水中で飾分けをうけているのでマサ土の特性が失なわれ

ている可能性があり、本論では除外して考える。

　また、粒度の点では、花崩岩に近い粗いものから、粘土化した細粒±ま

で存在するが、土として利用しうる範囲は発破を用いずに堀削しうる程度

のものに相当する。

1．2　花闇岩の地質学的性質

1．2．1　岩石学的特徴

　　マサ土の母岩である花闘岩はくわしくみるとかなりの種類があり，他

の火成岩とは異なった特徴がある。一般に行なわれている火成岩の分類

は表1．1のように、生成された部位（組織）と鉱物成分の相異によるも

のである。

　表1．1の（A）は石英、正長石、および酸性の斜長石、雲母を伴い、とき
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表1．1

i
　　！　JEc区分，（・）　（・）1（・）L＿
　　遠”日「要疏百一耳可τ一元匡可岩
畑　・・一・1石難岩1ひん鰭緑岩
　　1半深成岩　　　　．
嬢　　　花崩班岩閃緑ひん己㎜・ひん岩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－－t

　　i深成岩、花崩岩閃緑岩；班れい岩

鉱　　物　　　　成　　分
大←Sio2→小

〒

には角閃石を伴う。（B）は中性の斜長石、角閃石、雲母または輝石を伴う。

（C）は比較的塩基性の斜長石、輝石、かんらん石を伴う。また、縦方向の

変化は生灰した地殻中の深さを表わし、下のものほど一般に深部で緩慢

な冷却のもとで大きな結晶が生長している。

　この分類では、マサ土の母岩になりうるものは点線で示した範囲のも

のであるが、さらに細くは組成鉱物の種類によって黒雲母花嵩岩、花崩

閃緑岩などに分類されるものがあΦ。他の火成岩と大きく異なる点は石

英に富み、結晶が大きく発達した組織をもつことである。これ以外に変

成岩であるが、花崩岩に性質のよく似た片麻岩もここではマサ土の母岩

として取扱う。以ド・本命ではこのような花崩岩質岩石を便宜上一括し

て花樹岩と呼ぶ。

　つぎに・花嵩岩に含まれる造岩鉱物の特徴について述べる。

（1）石英（SユO、）：無色透明なガラス様の粒をなしている。低温型と高

　温型があるが、わが国のものよ高温型が多く、割れ目があることが多

　い。化学的には安定である。

（2）長石類：主なものは正長石（KA］£i。　o。）と斜長石（NaAISI，　o，

　～CaAISi30s）である。無色でタンザク様の形の結晶として産する。

　正長石はカリウムを含み、斜長石はナトリウム、カルシウムを含む連

　続固溶体で、とくにナトリウムに富むものを曹長石、カルシウムに富

　むものを灰長石と呼んでいる。一般に曹長石に近いものほどEiO2か

　多く・灰長石に近いほど9iO、が少ない。双晶やへき開面が発達し、

　　　　　　　　　　　　　　－4一



　　その言・．・一㌫　しこ嵐化しやつい．、．，7」であるe

（3）雲母類：雲母類には普通無色の自雲ほと福色左い1ノ隅§色の黒雲母

　　とがある。前者はカリウム、アルミニウムを主とする複㌔な珪酸塩で

　　あり、後者はカリワム、アルミニウム、鉄、マグネシウムよりなる複

　　雑な珪酸塩である。一般には黒雲母が多く含まれる。形状は板状であ

　　り、へき開がいちぢるしく発達し、その面から薄くはげる性質がある。

（4）角閃石類：これもアルカリ金属、カルシウム、マグネシウム、アル

　　ミニウム、鉄、水分を含む複雑な珪酸塩で、やはりへき開が発達し、

　　風化変質しやすい。

　　これらのうちで石英、長石は無色に近いので、無色鉱物と呼ぴ、黒雲

　母、角閃石は褐色であるので有色鉱物と呼ぶ。一般にSiO，分が少なく

　なると有色鉱物亘が増加する傾向がある。

　花嵩岩はこれらの鉱物が十分生長し、モザイク状に組紗を作っている

が、鉱物の各々は渤性や形状が異なる。このうち、石英が一番安定であ

　り・他の鉱物は風化によつて分解されやすい。これ以外にも微量含まれ

　るジルコン、燐灰石などがあるが、ここでは省略する。

L2．2　わが国の花嵩岩の分布と特徴

　花崩岩はわが国の各地に分布する。北は北海道から南は九州まで存在

　しており、生成の時代もシルリア紀以前のものから第三紀のものまで種

々の時代のものがある。大部分貫入型のもので、古いものが新しいもの

によって貫入をうけ切られて断片となり、捕獲岩となり、あるいは接触

変成、混成作用をうけて非常に複雑に存在する。

　柴田（1967）1）によると、わが国の花商岩は18の岩石区に区分され

ている。その主なものについて特徴を述べると、

（1）飛騨系岩石区：飛鰯変成岩の升戊中に貫入した花商岩で片麻岩に類似して

　いる、花局岩化作用をうけている。時代は先シルシア紀とされている。

（2）領家系岩石区：諏訪湖付近から九州八代に至る中央構造線の北側に

　広く分布する。堆積岩との洗成作用がはげしく、片状構造をもつもの、

　片麻岩、黒雲母の多い黒雲母花嵩岩などが複雑に混合して分布すc。

　生駒山・笠置山地・瀬戸内海の島々、西国北都、六甲山麓ばこの型に
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　属する。一般tlC　AI，O，・Na20・Fe　O　が多い。

（3）阿武隅岩石区：阿武隅山地と筑波山地に分布している片状花闘岩で

　ある。

（4）山陰一山陽岩石区：白亜紀末に貫入したもので、山陰型は浅所貫入

　型で、山陽型は深所貫入型である。桃色の正長石を含み、六甲、比叡

　山、田ノ上山、鈴鹿、比良などはこの型に属する。

　　　　　　　　　　　「1
　　　　　　　　　　ノヘ

　　　　　　　　　　ノ　　．　　　＼
　　　　　　　　　／
　　　　　　　▲＼」“　　　＼－t！

　　　　　　三一1∴二仁　　／吟
　　　　　　－　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　《　　　　　　／，、』

　　　　　　　　　　　　　　ノジρグ

　　図1．1　日本の花崩岩の分布（地学辞典による）

　また、わが国の花崩岩は正確には花崩閃緑岩であることが多く・SiO2

に対する王～0の比が小さく、CaOlζ富んでいる。わが国の花嵩岩の分布

は図1．1のとうりである。

1．3　マサ土の鉱物学的特性

L3．1　一次鉱物組成

　1）一般的性質

　　　マサ土の母岩に含まれる鉱物を以下一次鉱物と呼ぶ。一次鉱物はマ

　サ土となった場合でも母岩のそれとほとんど同じものと考えられる。

　　しかし、新鮮な花嵩岩中の鉱物と異なる点は結晶粒子が変質し、ある
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いは一部欠除していることである。

母岩中に含まれる一次鉱物は石英、正長石、斜長石、雲－母、角閃石な

　どであるが、マサ土となった場合、斜長石が変質して細粒化し、黒雲

母も緑泥石などの二次鉱物（粘土鉱物）に変質していることが多い。

斜長石は一つの結晶でも内部は均一でなく、そのため、風化に対する

抵抗が小さいが、正長石は斜長石に比べ耐久性が大きく、風化のかな

　り進んだものでも残留している。黒雲母は001面に平行なへき開か

　ら分離して風化されている。石英の結晶は機械的な破砕作用をうけて

いなければ、化学的風化に対して耐久性か大きく、マサ土甲に砂粒と

　して残存しているが、長石の結晶は細粒化してシルト分、粘土分になって

いる。

　　風化を受けていない母岩につ1ハての鉱切田戊に民しては地頁字的な

　研究が多いが、風化分解したマv土についての鉱物組成の研究は少な

い。そして、母岩中の一次鉱物とマサェの一次鉱物は質的にも異なる

ので以下、基本的性質としての一次鉱物組成について述べる

2）測定方法

　　試料は広島、岡山、六甲、生駒、比叡山より採取したもので、これ

　らを気乾したものの中から、四分法で約309ぐらいを取り、全量が

　420μ以下になるよう乳バチでつぶした。つぶす場合、できるだけ

　74μ以下にならないよう大きな粒子からつぶした。つぶした試料を

　74μフルイでふるい、残留分についてさらに四分法をくり返し、約

　39を取って試料とした。ここで、74μ以下分は無視した。

　　この試料を水およびメチルアルコールで数回洗い、110℃乾燥器

　中で24時間乾燥した。つぎに、この試料を磁気分離械にかけ、右色

鉱物を分離した。残りの石英、長石については分液ロートの中に、重

液（テトラブロムエタン）約50㏄入れ、同一試科から、捨い出した

粒径2000μぐらいの石英粒子を投入し、さらに、メチルアルコー一

ルを分液ロートに注ぎ、石英粒子がかろうじて沈む程度に重液の比重

を調節した。

　つぎに、よく乾燥した試料約3yを分液ロートに投入しよく撹拝し
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　／’c。芸入こ：れた、式司はしばらく放置すると長石はL言，，㍍る二は下司1

　に分㌫するので、沈降した石英分はドのコツクをあけてビーカーに重

　液とともに分離した。分擁しアこ試料と分液ロートの中に残った長石を

　含む重液は別のロートにうつし、重液をロ過して試料を分離した。

　このとき、試料には多量の土仏が附着しているので、メチルアルコー

　ルでご。廉した。ロ紙上に残った試料を炉乾燥し、石英、長石の重量を

　測定し、前述の有色鉱物分も加えて、3成分の重量パーセントを算出

　した。

3）測定結果

　　上記の方法で測定した

　x『采：は図1．2に示してあ

　る。2）この図から一次鉱物

組成は地域によって、ま

た同じ地域でも鎌取場所

によってかなり異なるこ

とが明らかである。そし

て、生駒、比叡山、広島、

岡山、六甲の順に後のも

のほど有色鉱物が少なく

なっている。このことは

単に、地理的条件による

ものではなく、その地域

の母岩の性質と関係があ

るものとみられる。すな

　　　　＼s　ω

愚⑥で簿☆

珊デ蕊　禁
　　　　　　　10

70　　　　60　　　50

　“一石英量（％）

40

図1．2　各地のマサ土の一次鉱物組成

わち、生駒のものがイ」色鉱物に富むのは、既述の領家花崩岩の特徴で

あり、広島、六甲のものが有色鉱物か少ないのは、広島型花摘岩の特

徴と云える。

　また、同一地域のマサ土でも虻初組成が異なるのは風化にともなっ

て組成に変化が起ることを意味している。P．　Lumb（1965）3）による

と・図1・3のように同一母岩でも風化度により組成が異なり、長石、
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雲母ルX風化とともに細粒化すると同時に絶対量が減少することが明ら

かにされている。

　しかし、この方法による

場合、長石の比重が、石英

の比重より小さいことを前

提としている。風化の進ん

だ試料ではこの前提が適用

できるが、風化の程度の低

いものでは、長石のうち、

斜長石は比重が石英のそれ

よりも大きいので、この方

法が適用できない場合もあ

る。

そこで、光学顕微鏡によっ

て土粒子を識別分離し、鉱

物組成を調べた結果は表1．

2のとうりである。

　この方法は重液、磁気分

離による方法よりも正確で

あるが、非常な時間と労力

を要するので実用的には重

液、磁気分離による方が適

している。

　801－「一一丁一一T－

　60’　（a｝

頻40

度20

　　0　／
ODO2　　　0．02　　　02

　80

　60

頻40

度20

　0・＿
　　0．002

＼“¶

ぶ㌻

一⊥＿」＿．」

2　　　20

0．02　　　02 2

　　O．002　　　0よ〕2　　　　02　　　　　2　　　　　20

図1．3　風化にともなう一次鉱物

　　　　の変化
　　　　（a）→（b）→（c）の順に後ほど

　　　　風化度大　Q：石英

　　　　M：雲母　F：長石
　　　　（P．Lumbによる）
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表1．2　光学顕微鏡によって分離した鉱物組成

L．旦＿竺＿L互竺⊥長
　六甲山　　　　　　　　　　406

石　有色鉱醐

　〃

比叡山

　〃

生　駒

〃

Ma　1

ノ砿2

Pta　l

IVTa　2

％1

孤2

44D

48．0

419

378

3　9．6

一一…一一一 b一“．’H－一一一’1

：1：：ill｝

　4L5　　 1　　　105

432 奄P　4・9、

　342　　1　　　　　　28．0
、9．，1、α，

1．3．2　二次鉱物組成

　　マサ土中に含まれる粘土分は比絞的少なく、多くても数パーセントで

ある。この粘土分の中には柱々の粘土鉱物が含まれている。このような

粘土鉱物は花崩岩中の一次鉱物が風化作用をうけて二次的に変化したも

ので二次鉱物と称する。

　　マサ土あるいは風化花嵩岩中に含まれる二次鉱物についての研究は多

　く、その主なものはつぎのとおりである。StePhen（1952t4）は花嶺

班岩の風化物を調べ、風化の初期にはクローライトが、最終的にはパー

　ミキユライトが生成されるとしている。GOIdich（1938）5）はミネソ

タの花崩片麻岩の風化物を調べ、粘土鉱物は大部分カオリングループの

　ものであるとしている。また、菅野ら（1g56）6，）（1g57）7，）（1g58）8）

が行なった広島県、熊本県のマサ土の粘土鉱物の研究結果によると、ハ

　ロイサイト、加水ハロイサイト、イライト、クローライト、パーミキユ

ライト、が存在するとしている。山下（1968）9）も香川県のマサ土につ

いて調べ、菅野らと同様の結果を得ている。著者（1957）10）は比叡山

のマサ土の粘土鉱物をX線回析により調べた結果、風化度の低いものは

カオリナイト、イライト、が含まれ、風化の進んだものにはギプサイト

が含まれることを明らかにした。そして、六甲山頂のマサ土についても

調べた結果、カオリナイト、ハロイサイト、ギブサイト、がみとめられ

た。

　　このような結果を総合すると表1．3のようになる。
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物鉱次二の土サマの地各3　表．

　b一
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　これらから、二次鉱物も地域によって多少変化があるが、主な構成鉱

物はカオリングループの粘土鉱物である。そして、バーミキユライトは

広島県、熊本県、香川県のマサ土にみられるが、これは有色鉱物の多い

領家花崩岩の特徴である。また、モンモリロナイトは一部報告されズい

るが、量的に少なく、あっても、破砕帯粘土のようなごく特殊な場所で

ある。

こ才1らの変化を、各一次鉱物の観点からみるとつぎのようになる。

まず、長石は炭酸と水の水和作用で大部分カオリン系鉱物に変化する。

さらに風化の進んだものではカオリナイトのSi　02も分離して、ギブサ

イト（A120⑨・3隅0）に変化する。また有色鉱物中の黒雲母はMg，　Na

の置換溶脱により、イライトが生じ、クローライト、パーミキユライ

トを経てハロイサイトに変化するものと考えられる。
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1．4　結　　論

　マサ土になりうる母岩は結晶性深成岩の花闇岩、花崩班岩、閃緑岩など

および変成岩の片麻岩がこれに含まれる。そして・花崩岩と呼ばれるもの

の中にも地域によっていくつかのタイブに区分される。このタイプは鉱物

組成によって特徴づけられるので、マサ土の一次鉱物組成も地域によって

あるいは花闇岩のタイプによって異なる。とくに顕著な変化をみせるのは

有色鉱物量であって、これによって、マサ土の鉱物組成を特徴づけること

ができる。また　一次鉱物は風化度によっても組成が変化し、長石、有色

鉱物は風化とともに細粒化するとともに二次鉱物へと変化する。

　一次鉱物の二次鉱物への変化は大部分カオリナイトグループの粘土鉱物

への移行として把握され、二次鉱物の大部分はカオリナイトグループの二

次鉱物よりなる。一次鉱物の組成判別法として、重液、磁気分離法が利用

できるが、マサ土の風化度によって利用しうる限界がある。この方法が利

用できない場合は他の方法、たとえば顕徴鏡による識別分離法によらなけ

ればならない。
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2　マサ土の生成と分布に関する研究

2．1　花崩岩の風化の特徴

　マサ土の生成を論ずることはとりもなおさず、花崩岩から土への風化過

程と原因を明らかにすることである。風化とは岩石が地殼の表面において、

直接大気や水や生物の作用をうけて変化する現象を意味する。風化作用は

つぎのように分類されている。

　　（1）物理的風化作用（Physica！weathθring）

　　（2）化学的風化作用（Chemical　wea　the　ring）

　　（3）　生1勿的風イヒ作用（Bioユoglcal　weathering

　物理的風化作用は岩石が機械的に崩壊して単にその形状を変えるもので

ある。岩石は撞々の結晶軸の方同によって太陽熱の汲収垣や熱伝導率、熱

膨張率が鋲る．したかって長日寺1端度変化L・Cさらされ・加熱と冷却を

繰返しうけると膨張と収縮による応力が局部的に集中し、鉱物相互の結合

がゆるんで分離し、崩壊する。物理的風化が進んで粒子が細かくなると表

面積が培大するので、化学的風化が優勢になる。化学的風化に関与する主

な因子は水で、水和、酸化、還元、炭酸塩化、加水分解などの作用を行な

うが、もっとも大きいのは加水分解である。生物の作用は細菌類や値物の

根の生長などで、かなり大きな影響を持つという説もあるが、本論では省

略する。
端岩の風化1。ついては多くの研究力・ある．・・・・…g9・（・936））Clよ

花描岩に対して、加熱冷却のくり返し実験を行ない、乾燥条件では変化が

少ないが、湿潤状態では影響が大きいことを述べている。また、斉藤（19

56）2）、大杉、田中（1927）3）は現地調査と分析により、花崩岩がマサ土

化するのは主として物理的作用によるもので・化学変化は少ないと述べて

いる。中沢（1958）4）は、花崩岩の深層風化の原因が・母岩の構造や組織

の特性すなわち、節理や割理などに影響されることを指摘している。これ

　らは、別の見方をすれば花崩岩の風化層が厚いことを意味する。すなわち、

化学的風化をうけていないが物理的に分解する過程での変化であり・さら

　に分解して細粒化すれば化学的作用も大きくなる。
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　花嵩岩の風化層が他の岩石に比べて厚く分布する理由は、岩石の組織が

他の岩石に比べて異なり、結晶粒径が大きく、おのおのの物性が異なるこ

とである。結晶の物性が異なれば温度変化による応力集中によって破壊さ

れやすい。しかし、化学的にみると必ずしも弱いとは限らkい。閃緑岩や、

班れい岩などが風化してすぐ粘土化するのに比べてはるかに強いといえる。

結晶の中でも石英は細粒化しても比較的安定であるのに対し、長石、雲母

は物理的にも化学的にも不安定で分解して細粒化すると同時に、化学的に

も変化して二次鉱物に変化する。石英が安定であるから・これが骨格とな

一，て弱い結晶を保護するため厚い風化層が形成されるものと考えられる。

2．2　花塙岩の風化と地質、地形の条件

　花樹岩の風化の似因と作用蔓構は｛述のとうりであるが、これらが有力

に作用するkめの条件としてつぎのようなものが考えられる。

　　a）岩　質

　　b♪地　形

　　c）気　候　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　d）時　間
　これらの采件の組み合わせによって風化の進み方が異なるものと考えら

れる。つぎに主なものについて述べる。

2．2．1　岩質、地形の要素

　　花闇岩の風化と地形。岩質との関係を六甲山において調査した結果に

　　　　　　　5）　ついて述べる。

　1）岩質特性
　　　六甲山系は大阪湾に面して急傾斜しているが長い地質時代に何回も

　　衝上運動をくり返し現在の比高をもつに至ったと考えられる。

　　　標高は一般に東から西にかけて低くなり、六甲、摩耶山附近で900

　　～700m、中央部の再度山附近で500～400m、高取山附近で

　　300～100励になり、比高の急変するところは、おそらく、衝上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6）　　断層で切られていると考えられる。地質の概略を上治寅次郎（1937）

　　に従って述べると図2．1のように、主な構成物は花嵩岩質岩石である
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　が古生●第三紀層、および大阪層群などがある。花崩岩についての

　み述べると

　（1）　黒雲母花崩岩

　　　石英、正長石、黒雲母を含み結晶粒径は1～3・rmで最も広く分布

　　する。

　（2）粗粒黒雲母花飾岩

　　　石英の結晶に富み、正長石と斜長石とが同時結晶を行なっている。

　　ペグマタイトに移化することもある。結晶粒径は3mm以上のことが

　　多い。

　（3）細粒黒雲母花崩岩

　　　細粒の石英及び正長石の結晶を主とし、曹長石、雲母を認め、白

　　雲母をともなう。粒径は1mm以下のことが多く、分布は局部的であ

　　る。

2）地形区分

　　つぎに地形について述べる。地形を合理的に表現する方法は種々あ

　るが、7）最も簡単な方法としてつぎのような方法を利用した。

　　すなわち、調査地域を1／5万の地形図上に500mのマス目を区切

　り・これに内接する半径250mの円を各マス目について記入し、そ

　の円の円周によって切取られる等高線の数を数えて、その数の大小に

　より傾斜の急緩の示標とした。その結果の区分はつぎのとうりである。

　1）緩傾斜（円周により切取られる等高線数1、3本）

　2）中傾斜（　　　　　　〃　　　　　　　4～8本）

　3）急傾斜（　　　　　　〃　　　　　　　9～13本）

　これにより平均傾斜は

　　　　　N×旦塑一・・nθ　N：等高紬　θ：嚇斗角
　　　　　　500m

　このθは平均的なものであり、半径の大小によって値は変化する。こ

　の方法で調査地域を区分したのが図2．2でめる。

3）風化度の規準

　　ここでは主として岩石の組織に着目し、ハンマーの打撃のときの反

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　－1　7一
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発の程度と結晶粒子の変質の程度を踏査によって判別し、つぎの4段

階に分けた。

（1）汲風化：ハンマーは強く反発し、鉱物粒を切って割れ、石材に良

　　　　　　好である。

（2）弱風化：ハンマーで割ると鉱物粒内の激小な割埋で鮎れ、二次鉱

　　　　　　　物は少ないが、石材に使用不可能。

（3）強汎化：ハンマーで容易に割オし、不規則な岩塊となり、二次鉱物

　　　　　　がみとめられる。

（4）烈成化：ハンマーは不要、手によって容易に鉱吻粒までこわしう

　　　　　　　る程度、長石のカオリナイト化がいちぢるしい。

　　これらの垣ま恒体的なものでにないが臼対的な白安をうる．翻昧て

　利用した。その詰果をこの地域について示したのほ川2．3のとう麹て

　ある、

4）風化度との1，・」連性

　　いま岩質。地形をつぎのように砲記する。

　　　　　　　1柑粒黒雲母花崩㌧（）．B．Gl　　　　　　　a

　　　　岩質　／焦云母花崩岩（M．B．G）

　　　　　　　・細粒黒長母花商岩（F．B．G）

　　　　　　　　急傾斜（s・G）　　　　　　　　　　　　　　　　と

　　　傾斜　ノ中頷斜（M・G）　　　　　　　　　　　　　　　Z

　　　　　　　‘緩］頃斜（G・G）

　　また、風化度にはつぎのように1、2、3、4の数値のウエイトを

つけ数字の大きいほど風化が進んでいるものとする。

　　　　　　　1倣風化　1

　　　　　　　　　　　　風化ノ弱風化2
　　　　　　　恒風化3
　　　　　　　［烈風化・

　そこで図2．1の地質図の花嵩岩地区を250mのマス目に区切り、

そのマス目が位置する部分の地瓢石民）、傾斜、風化度を各マス目

　について読みとり・傾斜と・岩質との種々の組合せの易合の風化度の

　　　　　　　　　　　　　　一19一
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　度の値のパラツキに有意の差があろかど÷かを分散分析法を適用して
　調べた。7）

　　まず、岩質を行にとり、傾斜を列にとって各々の組合せの場合の平

　均値（図2．4のMの値）を記入すると表2．1のようになる。

　　　　　　　　M：平均　　　　　N：資料数
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　この平均値をもって各条件の場合の風化度を代表させる。

さらに、分散分析の手法によって計算すると表2．2、表2．・3のようe・’C

なる。

　ここにx：資料の値（風化度）、Ti・：行和、　T・j：列和、　T．．：総

和、m：行数、　n：列数、　FR，Fc：分散比
　　　　　　mn　　　　　　　　　　lll　　　　　　　　　　a

　　　　ぽ～蓋’」・qぷTf・・Q己丁・」2

　　　　・一・｛・／・…　ST⇒庁…　R≒』・，

　　　　SC－‘Q，一…　庁ST－（・R＋・。）

　　　　　　　　　　　　　－2　2一



VR噸／（m－1）・VC－SC／（n－・），　V　E－SE／（m－1）（n”1）

FR＝VR／V　E Fc＝頂／～ピ

　　FRとFcの95％信頼度の理論値と計算によって求めたFc，FR

　の値の大小を比較すると、

　　　地形要素についてFR－2　2・4　6＞6・9・4（理論値）

　　　岩質要素についてF己＝7．8・8＞6．94（理論値）

であるので95％の信頼度で風化度と傾斜、岩質の間に有意の差がみ

　とめられる。そしてとくに地形との関係が密接であることがわかる。

5）考　　察

　　以上の結果は地形、宕質のみの関係を調ぺたのであるが、一般に結

　品れ径の大さいも乙）ほど風化度が大きくなっていること、これは、す

　なわち、粒径の大さいものは小さなものより表面が粗であり、水分の

保有しやすく、また熱膨張による不均一な応力発生が大きいため物理

　的に風化しやすいためと考えられる、

　一方、煩斜と風化度との囚係は傾斜がゆるいほど風化度が大きくな

っている。このことは、現地形が不変のものであり、風化が比較的短

時間に生ずるとすれば、地形がゆうい所は当然、雨水が侵透しやすく

風化が促進され、また風化された産物がそのまま残存しやすいので風

　化かはやく進む結：果と考えられる。

　　しかし，一方、地形が常に変動するものであり、風化にかなり長時

間を要するとすれば、このようた解釈は十分でなく、さらに地史的な

条件の変化を考慮せねばならない。つまり、この地域の場合、頂上の

平たん部は六甲山系の隆起以日’の癖千原時代の∫f物であり比較的新し

い地質時代の第三紀ぐらいに断層をともなった隆起運動により六甲山

系が隆起して南斜面はこのどきの断層崖に当るとすれば、当然新鮮な岩

が露出して風化が進んでいないことになる。

　　このように地形との関連性をつきとめる場合は単に現地形のみでな

　く、地史的要素を考える必要がある。

　柏木（1963）9）は花嵩岩地帯のマサ土の状態を調査し、風化度は風

　　　　　　　　　　　　　一一一23一



　　1ヒの進行速度と侵食のバランスによって決ると述べ、凡一年期の山地は

　　老年期の山地よりも風化度がみかけ上小さくみえると述べている。

　　　a・f・、B・rry　and　Ruxt。・（・959）1°）e．：ホンコンの花闇岩｝（つい

　　て地形の起伏量の小さい山地は風化層が厚くなって風化が進んでいる

　　と述べている。これらからみると、風化度と地形はたしかに関係があ

　　るが、地形が主因というよりも、風化侵食の自然のバランスとして、

　　結果的に、このような形態になるものであろう。

2．2．2　地質構造の要素

　　2．2．1で述べたことは地質構造が均一とした場合であるが、わが国の

場合、とくに間題となるのは断層破砕帯などの構造的要素であろう。

　　これについてはつぎに考察する。いわゆる深層風化と呼ばれる現象は

単に地形・岩質の考え方のみでは説明できない。これは、多分、母岩の

　㍍造的な条件に闘係があると見なければならない。すなわち、断層破砕

帯附近では一般に地下数10椀まで風化していることが多く、これはむ

　しろ別の型のマサ土に相当する。このようなマサ土をとくに構造マサ土

　と呼ぶことにする。これは、細粒化してはいるが、化学的風化の程度の

低いものであり、物理的作用が化学的作用よりも優勢な場合である。一

方・地表から長年月の問に行なわれた風化は、物理的作用と化学的作用

か相ともなって作用し、細粒化が進むと同時に化学的に土粒子が変質さ

れているものである。この例を六甲山地に求めると表2．2のようになる。ll）

表2．2　六甲のマサ土の特徴

「

普通風化
（六甲山頂）

鱒躍

特 徴

準平原などの長時間にわたる正常風イtc，

表層より連続的に変化、

土粒子の粘土化。

深層風化で破砕帯近くに多い。

細粒化されているが粘土分は少ない。

地表より不連続に変化。

一24一



　六甲山頂はいわゆる普通風化で長時間に表面から物理．化学作用が連

続的に作用しいちじるしく粘土化したものであり、山麓の破砕帯にとも

なう部分は物理的作用が化学的作用に先行しているため、土粒子は細粒

化していても変質の程度は少ない。

2・3　マサ土の分布特性

　マサ土は花崩岩質岩石が風化したかなb粗粒なものから細粒土までを含

める風化物であるとすれば花崩岩が存在する所には多かれ少なかれ存在す

るはずである。ただし、マサ土層が厚く存在する場所は花樹岩の存在する

場所と必ずしも一致しない。その理由は、前述のように風化層の存在する

条件は岩質、地形、地質構造、地史的条件、降雨による侵食との関係によ

って左右されるからである。風化が進んでも一方で侵Rがはげしければ風

化層として存在しえないが・地形が平たんで侵食が小さいところでは極端

に風化が進むまで保存される。

　このような理由で地形の老年期である地域、中国、近畿地方にとくに多

く分布するが・中部地方の急峻如岳地制（はマ牡願とんど存在せず

硬い岩石が露出している。

2．4　結　　論

　花商岩の風化は他の岩石に比べて特異なものである。すなわち、他の岩

石に比べて風化層が厚く、風化しても砂質土になって粘土分が少ない。こ

れは花嵩岩の岩石組織の特性によるものである。つまり、結晶が大きく発

達し、温度変化による熱応力の集中によって結晶間の結合が破壊されやす

いためである。そして結晶自身は化学的風化に対して比較的安定であるの

で分解しても細粒化しにくく砂質土として残留するものと考えられる。

一方・このような風化は地形・岩質・地質構造、地史、気候などとも関

係しており・このような諸条件の組合せで、風化層の賦存量が支配される

とみられる。

　マサ土が厚く分布するための条件はつぎのとうりである。

（・）岩質：粗粒で眺よ坤性の岩質のところは風化されやすく、風化層

　　　　　　　　　　　　　　　一25－一



　　　　　が厚い。

（、）地形：平たんな場所で軒原など1℃多い．これは柏木（・963）9）も指

　　　　　摘している。

（3）地質構造：断層破砕帯附近はとくに深部まで風化している。

（4）地史：地質時代のうちで長時間風化をうける機会があり、しかも新し

　　　　　い堆積物でおおわれて保まされている所に多い。

（5）雨量：降雨量が少なく地形が平たんである・

一一 Q6－・一
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3　マサ土の物理的性質に関する研究

3．1　概　　説

　マサ土を基礎地盤としてあるいは建設材料として利用する場合、その物

理的性質はとくに重要な要素である。

　たとえば基礎地盤としてその上に構造物を建設する場合、あるいはノリ

面の切取を行なう場合、また切取盛土の土工量の推定を行なう場合、マサ

土のみださない状態での物理的性質が必要である。また盛土や道路の路盤、

路床として利用する場合はみだした状態での土粒子の物理的性質が必要に

なる。そしてこれらの物理的性質は強度や透水性などの工学的性質と密接

に関係しているので本章では主としてみださない状態の物理的性質とみだ

した状態の土粒子の物埋的特性について述べる。

　　　　　　　　　　　　　　　深　この地点において図3．1のよう

e・測点をP－1・・p－・1まで選竺4

び、各地点において湿潤密度、乾’巴6

3．2　みださない状態の物理的性質

　”一一P般に花崩岩の風化は長時間の間に地表から地下深部に向ってじよじよ

‘C進んでいるといわれているが、その変化が主として物理的性質の上でい

かに変化するかを明らかにするために以下の調査を行なった。1｝

　調査場所は京都比叡山の山中峠附近の花崩岩で、中粒の黒雲母花闘岩か

らなる土砂切取斜面である。この地点は構造的に比較的簡単で風化が均一

に進んでおり・最下部の軟岩（ツルハシで掘削可能）から最下部の軟弱な

マサ土（土粒子が指圧でつぶしうる程度）まで連続的に一様に変化してい

る場所である。　　　　　　　　　　Of－’一“一　　　　　’一一一一…「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　μ乙

燥密度、土粒子の比重、自然含水

比、間ゲキ率、飽和度、及び弾性

波伝播速度（縦波の速度Vp　）を

測定した。その結果は表3．1のと

おりである。

　　　　　　P－7－一，茨軍！

・P㌻顯㌻’
1・竜4二慾：冒レ
12P詩2、憩”

i

14　12　10　 6　　6　　4
　　　水平距離m
図3．1切取斜面断面

ー　ー…
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表3．1　物理的性質
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　またこれを図示したものが図3．2

である。これによると、風化にとも　o旦．＿．＿

なって大きく変化するものは乾燥密　　1L

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
度であり、とくに地表部より3mま　　2
での部分での変化嫌しい、土粒子深・

　　　　　　　　　　　　　　　　　度4
の真比重はほとんど変化せず、最上
　　　　　　　　　　　　　　　　　三5

G／

これによるとVpは深さの減少にと　12・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17
もなって曲線的に滅少し、軟岩の

1500〃〆3ecから、表土近くの200

”〆sθcまで変化する。いま弾性波速

合水比，川ゲキ率

10　　　　20　　　50　　　　　　40

へ　／咋

1．8　1．9　2D　2．1　22232．4　25　2627

土粒子比重，乾燥密渥渡，湿ぱ密度

図3．2　物理的性質
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図3．4　弾性波速度の深さ

　　　　方向の変化

度を対数目盛にとってプロットすると図3．4のようにこの曲線は直線とな

る。

　ところて、風化花崩岩のようなものは土と内じく、固体と間ゲキ部分の

空気、水からなっており、弾性狡伝揺吐変はこれらの集合体の速度として

表現されるはずである。したかって、この三相の平均化されたものに等し

いと考え、さらに尺田：1960）2）の考えを参考にして、間ゲキ率、飽和度、

が変化する場合にも適用てきるよう変形すると

　　　　÷一子・担芸〕＋li∵　　　　……（3・・）

　　　　　　　s

　　Vs：実質部分のP波速度

　　V：風化岩のP波速度

　　n：岩石の割れ目、空ゲキの割合（間ゲキ率）、小数で表わす。

　　V，7：空気の弾性波速L

　　　　　　　　　　　　　　　－3り一一



　　Ve：水の弾性波速度

　　Sr：空ゲキを満たしている水のJ台（飽和宮、小数）

　この式でSrを100％にすると二Vylliθの式になる。この式を使って

各点のV、n、　Sr、の実測値を用いて土粒子実ぼ部分の速B；E　V，を計算す

ると図3．4の黒丸のようになる。

間

ζ・・i－

↑

｛％）

一一

十｝「「…寸
　　　　l　l

0

（U 　　1　＿＿＿＿＿L＿－＿づ－　．

　40

　　　　；

l　　　l
－4－＿『＿一　．．＿L－＿吟

60V7」　1α；〔｝　120（〕

　1
＼」

　i

　l

　I

弾桂波速度（VF・）Cゾ⊆eC）

図3．5　弾性波速度と空ゲキ濠

　この場合Ve＝1500n〆6θc，　Va＝330　y／sec，ρ÷土粒子の比重を用いた。

これによるとVとVsとの差はわずかであり、最大50m〆8θCぐらいであ

る。したがって間ゲキ率が比較的小さく、飽和度の変化が小さいこのよう

な風化土層の場合には全体のみかけの伝播速度Vを測定しても土粒t：自身

の変質の程度を知ることができる。

　また、弾件波速度の深度方向の変化はかなり顕著であり、風化度の判定

の有効な手がかりになるが、これらの変化は主として間ゲキ率の変化による

ものと考えられる。

　図3．5に示したようにVpと”とがかなり良い相関関係にあることが明

らかである。ところがVpは一般に
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Vp一
|・（1＋芸ニラ三の

…… i3．2）

のような式で示されるように単に密度のみならず、ヤング率（E）、ボア

ソン比（σ）によって変って来る。

　この実験では横波速度（Vs）を測定できfzかったのでボアソン比やヤン

グ率を測定することができなかったが、これらも、密度、あるいは、間ゲ

キ率の函数として表現されるものと考えられる。マサ土を発破を用いずに

掘削できる程度であるとすると、その限界はP波速度で1000～1500

m／seq乾燥密度で2．39／¢㎡　以下の部分が対象として考えられる。

3．3　みたした土粒子の物理的性員

　マサ土を乱した状忌で利用する場合は土粒子白身の性質が一重要である。

そして・マサ土が特殊土であるゆえんも、この土粒子特性が他の沖積砂層

の場合と大きく異なることによるものである。以下、主として一次鉱物の

物性を述べ、二次鉱物も一次鉱物の変化したものとみなし、一次鉱物の物

性の変化という形で表現する。

3．3．1　JISの方法による比重とその限界

　　マサ土粒子の主な一次鉱吻は石英、長石、二母である。このうち長石、

　雲母は風化によって変質するから比重の変化となって現われるはずであ

　る。ところが、鉱物組成が大きく変化しない限り、」エSA1202の方法

　による土粒子の比重はほとんど変らない。この理由の一つは、長石や雲

　母は変質すると同時に一部分解離脱されるため、相対的に安定な石英粒

　子が割合の上で増加し、変質した鉱物の影響がうすめられるからである。

　したがって風化にともなう土粒子の変質の程度を表わすには、JISA

　1202の方法による土粒子全体の比重はあまり意味がない。ただし、問

　ゲキ比その他の土質常数を計算するために’は必要である。

　　また・土粒子全体の比重は既述の鉱物の組み合わせによっても当然変化す

　る。すなわち、表3．2のように鉱物のもとの比重は異なるので、たとえ

　ば有色鉱物がもともと多いものは図3．6のようにJISA1202の方法によ

　　　　　　　　　　　　　　　一32一



る比重は大きくなる。

表3．2　風化していない一次鉱物の性質

鉱　物 比　重 モース
ﾌ硬度

石　英 265 7

正長石 2．6 6

斜長石 26－2．7
　一U

黒雲母　i 28　　　1
　一一一
Q5－3

　　　　　　　　　　　　←一一，p閃石　｝30－－a3　　5－6

27

26

　0
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Jlsによる土粒子比重と有色鉱物量

3．3．2　長石粒子の比重

　　長石は風化にともなって変質しやすい鉱物である。そして、そのうち

でも斜長石はとくに弱いのですぐ細粒化するが、正長石は比較的強くマ

　サ土中に多く含まれる。したがって、この長石とくに正長石の比重を測

定することによって風化変質度が判定できると考えてつぎのようにして
測定した。4）

　　　　　　　　　　　　　　　－33一



　すなわち、1章で述べた重液磁気分離法により、74～420μの長

石粒子を重液（テトラブロムエタン）とともに分離した。重液によって

分離した長石試料は、重液とともに図3．7のような100㎡のメスシリ

ンダーに入れ、重液とメチルアルコール

で、再度比重を調節し、撹搾して、粒子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100ndノスシリソダー
が溶液中で均一に分散するようにした。　　　／一’・　　　比艀ヒヨウ

しかL，粒子はぱがそれぞ順なるの　　1　㍑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　li
で、1～2分間放置すると、上下2層に　　　　　i　　　l；

分離するので、放置したとき、二等分に　　　　　　　　　ノ36
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．重
分かれるように嗣節すれば、亘液の比昼　　　　r”　e’液

は長石粒子の平均比重になっていると考　　　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鉛
’えられる。ここで、すばやく、図3．7の　　　　　　　　　O

ような比重浮ヒヨウをメスシリンダーの　　レほ．7　長石比重測定kS具

中にそう入し、重液の比重を測定した。

さらにもう一度重液の
　　　　　　　　　　　　　衣3．3　長石比重
比重を調節して、同様

　　　　　　　　　　　　　　　　　－一一・一一⊥一…一…一一÷一一一…一一；　　　　　　　　　　　　　　　　　　－－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12．α8　　1　25ce　l果を表3，3に示してあ　　‘　　i2

し酬について行　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ユ：亘二⊥≡旦ゴ

lilll三き巴÷ii鮫‡き二］

粒子の比重は2．5・7’－

2．65と変化するが長石

比重（以下Gsfと略称）は23・8から2．5　8　aで変化し、

　　　　　　　　　　　　　　－34一

Gsfの方が全体土



　とうりである．、これから、土粒子

　の描粒化によって内品に孤立した

　空ゲキが倣され、比重が憶加す

　ること’が明らかである。そして、

風化の進んだものほど破砕にとも

　なう比重の増加か大きいことは、

孤立した空ゲキが多いことを意味

する。

3．3．3　長石比重と強度との関係

粒子の比重よりもはるかに広い範囲の変化を示している。そして、この

変化はミクロには長石結晶格子の中の元素の欠除による重量の減少、マ

クロには粒子内部め空ゲキの増加にもとずくものと考えられる。

　そこで、粒子内空ゲキが比重に

関係しているとすれば、粒径を変

化して細粒化することにより比重

が変化するはずである・ @2∵1「二1：ご÷司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　　　　ミ　　　　　　　　　　　ト　　　コいま、比重の異なる長石粒子を種　　　1－t‘一一一t’一一’一一”・一一一一　一　i　l

i　’ @「一一一一・ト三

i／・一．」．．一・一し

　l　　　　　　　　　　　　　　　i
1’．4　　　＿．＿．＿　＿　．．＿　．＿一．．」、＿

　2」〕　　1．0　　　05　　　　　〔〕．2　　　　0．1

　　　　粒　径（屍∋

図3．8　長石粒子の細粒化

　　　　による．比重変イヒ

　長石比重の減少は結晶内部の変化を意味し、粒子の強度に表現される

はずである。そこで、前述Q：）方法により各比重段階の長石粒子をとり出

L，さらにL6πη径の正長石を選び出し、粒子1つづつを径3　nzmの金属

棒で圧縮したときの最初に現われるピークをもって圧縮強さを求めた。

その結果を図3．9に示してある。これによると、比重の培加にともない

強度は増加するが、比重2．45を境としてそれ以下では強度が極端に小

さく、比重の差による強度の変化も小さいが2．45以上では急激にしか

も直線的に変化する。結晶には方向性があるので圧縮方向により強度は

異なり、バラツキが大きいが平均値でみると、Gsf　2．5～2．6にかけてほ

ぼ直線的に変化している。
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　　　　　　’　　　　でカ　　　　　，　　　　　　　ノ　　　　ノ

　　ー＝互二二　．＿」
2S－一’－　　　　2．4　　　25　　　　26
　　　　長石比重（G8f）
図3．9　破砕弦反と長石比重

3．3．4　長石比重と結晶構造の変化

　　一方、同じ試料を粉砕し、0．03　mm以下にした試料についてX線回析

　を行なうと正長石の（220）・（201）、カオリナイトの（001）

　（002）の特徴線は図3．1　Oの

　とうりである。これから回析線

の強度をよみとりこれとGSfと

の関係を示すと図3．10のよう

になる。GSf2．45より大きいと
　　　　　　　　　　　　　　　ビ
ころでは正長石は弦いピークを｜

示すが、…2．45以下では、ξ
　　　　　　　　　　　　　　　さ10
カオリングルーブ鉱物（主とし（

て編誕の低いカオリナイト、巴

一部ハロイサイト）の粘土鉱物

を含んでいることがわかった。

　これをみると正長石のX線強

度は、前述の圧縮強度とよい対

応を示し、そして風化したもの

はカオリナイト化されていると

LN　一一

〇．〈診カイリナイト（002）

・一一～〉∠／。．♂

、＿＿⊥＿一＿二監＿⊥
22　　　　　25　　　　2A　　　　　25　　　　26

　　　　長石比重（Gsf）

図3．10　X線回析強度と長石

　　　　　比重の関係
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図3．10’　長石の比重とX涼1【］1折特性

　　　　（長石の比璽は正1→姦8へと涙に大きくなる）
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いえる。x線強度が大きい所は長石粒子の結晶度が高く、結晶内部の格

子欠損や結晶面の不整が少ないことを意味し、圧縮強度が大きくなると

考えられる。

　また有色鉱物中の雲母の結晶構造の変化については柏本（1963）5）が

明らかにしている。それによると雲母は新鮮なものは10kの回析線で

示されるがこれが変質して14Zのものに変化し、図3．11のように

　oloAの回析線は風化の進行とともに減少すると述べている。このよう

に結晶がゆるんで水和したものは加水雲母あるいは緑泥石などと同定さ

れているがいつれも変質途上のものであって分解しやすくなっている。

すなわちSi（）4結合層の間のKイオンが離脱してこの層間で分解して板

状に破壊する。

強

100

度　　50

／〆 _

2．o∫ひ》へ、＼

　　　　　　　　　灘　　点

図3．11　回折線の強度の変化（高松市周辺）

　　　　　（柏木日出治による）
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3．3．5　長石比重と溶解熱による結合力の推定

　結合エネルギーは各鉱物について表3．4のように計算されている。6）

　これは、結晶粒子の晶出の順序にだいたい対応している。初期に晶出す

るものほど結合エネルギーは小さい。結合エネルギーを正確に測定する

方法はむつかしく、また規準を何にとるかによっても異なっている。結

晶の格子エネルギーは・結合粒子を一定の分散状態にさせたときのエネル

ギーレベルの変化をみれば推定できるはずである。

表3．4 各鉱物の結合エネルギー（須藤による）

鉱　物 化　　学　　式 結合工不ルギー一

@（鋤／mol）
石　英 3io2 37320

正長石 KAユ8i　o　　3　　8

34266

灰長石
CaAl　Si　o　　2　　　2　　　　　8

31935

曹長石 NaAl£i　o　　　3　　8

34335

黒雲母 K瞳F・），（OH），　Si，　A10，。 30475
角閃石 C・・（MgF・），（OH）、　Si，　A1022 31£83　　　　　　　1

（Oを24を基準とする）

　そこでいまフツ化水素中における結晶の溶解時の溶解熱を測定する

ことによってその相対的な目安を得ようとした。溶解も一種の化学反応

であるが一定溶媒中に一定重量の溶質を溶かした場合

　　　　　発熱　　　A：溶質（固体）

　　　　　Il　　　　　　B：溶媒（液体）

　　A＋B今・C　　　　G：反応物質

　AはBに完全に溶解すれば一定濃度になり、原子は高いエネルギーレ

ベルになりcは低いエネルギー状態の結舗もつ物質からの分散状態になる。

この反応で発熱が大きければもとの結晶は低いエネルギーレペルにある

と考えられる。

　圧カー定であれば内部エネルギーの変化は

　　　　　△U＝△Q－P°△V　　　　　　……（3．1）

　　　　　　　　　　　　　一一39一



　で表現されるが△Vを無視すれば、

　　　　　△H＝△U＝△Q　　　　　　　　　　　　　　 …… i3．2）

したがって、△Hは熱量の変化のみとなる。そこでこの熱量変化をセメ

ントの水和熱測定用カロリーメーターにより測定した。試料は粉状体

（0．03　mπ以下）と粒状体（1．6励）を0．29用いHF　22．5％200

㏄中に入れ初期温度は25℃とした。

　まえもって装置の熱当量Cを測定しておき、図3．12のような時間一

温度曲線より△θ’を求め次式で△Hを計算した。

　　　　　　　　　C・△θ’
　　　　　△H〔＝一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・・・… @（3．3）

　　　　　　　　　　椀

△H：溶解熱　α己／9

△θ’：補正した温度差℃

　C：装置の熱当量

r””’一一一一‘一“一一k　：

40

嘉゜
N　／20

10

0

→　　 time　（mln）

図3．12　時間と温度変化

　その結果を図3．13に示したが、Gθfの変化による粉状体の溶解熱の

変化は500・A・・600鋤／gnであり、これと、前述の破砕強度とはうまく

対応しない。そこでいま、粒状体のものについて同じ条件で測定すると

図の下の曲線のようになり、Gsfの増加にともなって両者の場合との差

Dをとり、これと前述の破砕強度との関係をみると図3．14のようによ

　　　　　　　　　　　　　　一・4　O一
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　　　　　　　Gsf

　図3．13　長石比重と溶解熱

破砕強度（9K）

10

5．0

　　　100　　　　200　　　　300
　　　　巳4｛（O・i／2）

図3．14　破砕強度とDの関係

い相関を示している。

すなわち、この差Dはとりもなおさず、粒子をすbつぶすときに使われ

るエネルギーを示すものであって結晶実質部の結合エネルギーを示すも

のと考えられる。したがって、前述の破砕強度は岩石試料などの場合と

同様・粒子内の割れ目、空ゲキなどの存在によって大きく左右され、必

ずしも実質部分のみの結合力によることを意味しないものと解釈される。

3．4　マサ土の質的分類

みだしたマサ土を土粒子の特性から分類する場合、二つの要素が考えられ
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る。その一つは鉱物組成の変化である。これは1章で述べたごとく石英、

長石、雲母の一次鉱物量のみで考えてもかなり変化がある。これを定量的

に表現するためには三つの組成比でもよいが、三つのうち、工学的に特異

な性質をもつ有色鉱物（雲母、角閃石）の重量パーセントをとることによ

って一つの要素で表現できる。また他の一つは土粒子の風化変質度を表わ

す要素であり、これは長石の比重をもって表現できる。Magee（1960）7）

は雲母の変質度をインデックスとし、一定の試料重量中の雲母片の放を数える

ことによって風化度を表現しているが測定がめんどうであること、また量

的には長石の方が一般に多いことなどから、長石の比重（Gsf）が適当と

考えられるJ

　そこでこの二つの要素により、各地のマサ土について測定した結果をプ

ロットすると図3．15のようになる。4）
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図3．15　マサ土の質的分類
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これによるといわゆるマサ土地帯と呼ばれる生駒、比叡山、広島、岡山、

六甲とそれぞれ異ったグループに分類される。これらのうち、縦軸方向の

変化はむしろ母岩の特性を示すものであり、生駒のものはいわゆる領家花

嵩岩類に属するものであり、六甲、岡山、広島のものは広島型花樋岩に属するも

のであり、，　　比叡山はこの中間的性質のものである。しかしこの値は

試料の採取場所によっても多少異なる。

　一方横軸方向の変化は、風化度であるから右よりのものほど風化ガ進ん

でいることを示し、生駒、広島のものは、他のものに比して風化が進んで

いるようである。しかしこれも将来、調査点の増加にともなって多少諺正

されると予想される。

3．5　土粒子内空ゲキの観：1とそ○測定

　一次鉱物粒子のうちでも、1ペヒにともたって菩じうしくべ質しているの

は長石と有色鉱物である。そこで、これらの粒子の内部組織をみるため、

薄片にて顕微鏡観察を行なった。その結果を写真3．1a．b、　cお・よび写

真3．2a、bに示した。写真3．1aはほとんど風化していない長石粒子の

場合であるが・粒子の輪郭は明瞭であり、クラックは少なく、あっても努

開方向に規則正しく分布し、クラックと他の部分との境界も明確である。

写真3．1bはかなり風化した長石粒子の場合である。空ゲキはクラツク状

となり、一部は太く、一部は細く、外部の一端から他端に通じているもの

もあれば、中途で切れたりあるいは内部に孤立しているものもみられe。

クラツクの部分は完全に空ゲキであるが、クラックの周辺も細かなノラツ

クが発生している。写真3．1cは極端に風化した長石粒子の場合である。

粒形は円形に近いが、凹凸に富んだ輪郭をしており、内部には不規則な形

をした空ゲキが著ぢるしく発達し、むしろ細粒子の集合体であるかのよう

である。大きな空ゲキは互いに連絡し外部にも通じている。一方、写真3．

2a、　bはかなり風化した黒雲母の場合の一例である。

写真3．2aは勇開面に平行方向のものであり、写真3．2bは垂直方向のも

のである。これから有色鉱物の場合、とくに努開面に沿ったクラック状の

空ゲキが著ぢるしく発達していることが明らかである。このような土粒子
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写真3．1τ三　　（《｝りf　2．56） 写頁3．1　、　　　kf；sべ　　2．53）

写貞3．i 「〕．－f　　2．25　）

丁些∫グL3．2：　　：雲母×150）

写真3．2a　↓雲母×1SOノ
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の内部空ゲキは大部分土粒子外部に開口しており、水の侵入は容易である

と考えられる。しかし、一部の空ゲキは土粒子内部に孤立したもの、ある

いは結晶格子欠損のような微視的なオー　B’一のものであると推定される。

後者は水が侵入しにくいので、」エSA1201の水置換法によって土粒子の比

重を測定する場合、その量が測定値に影響する。

　上述の土粒子内部に存在する空ゲキのうち、水の侵入を許しうる程度の

ものはかなりの部分を占めるものと考えられる。これらの空ゲキはまた大

部分毛細管のオータ’一のものであり、工学的にはむしろ重要である。以下

これを土粒子内空ゲキと呼ぶ。しかし、従来の水置換法による土粒子の比

重測定のみではこの空ゲキを測定することが不可能である。そこで、つぎ

のような方法で、水の侵入しうる空ゲキ量を測定した口）測定法は細骨材

の吸水亘試験に準ずるものである。まず、試料は表3．5のように、鉱物粒

子単独の変化をみるため、風化度の異なる長石、有色鉱物のみの場合、ま

た、天然の鉱物組成を有するマサ土、さらに、これらと比較するため細骨

材用の川砂を用いた。粒度は有色鉱物のみ0．25～0．4励で、他は0．074

～2　mπの同一粒度に調整したものである。これらを、24時間水浸し、さ

らに真空ポンプで約1時間吸引飽和させたのち、ロ紙上で土粒子の表面水

を拭い取り、ガラスロート（径6　mm）にゆるくつめたのち、倒立させてロ

ートを引きあげたとき、ちようど試料の山が崩れるときを表面乾燥飽和状

態とみなし、そのときの含水量を測定し、土粒子内の空ゲキ量を求めた。
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表3．5　試料の各吻性
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　図3．16は含水且量の測定する揚合、試料の重量を変えて行なった例であ

り、試料は風化度のことなる3種の長石粒子の場合である。

これから、”al，vlTa　2、　Pta　3、と風化度の大きいものほど土粒子内空ゲキ

が多くなり・また、試料の乾燥重量と空ゲキ遺の関係が原点を通る直線と

なることから、この測定法がほぼ妥当なものと考えられる。

　この直線の勾配は．土粒子内空ゲキ率を表わしており、空ゲキ率として

　　　　　　　　　　　　　　一46一



表現してもよいが、水の浸入

し得ない空ゲキを表現する真

比重と比較する目的て、土粒

子内空ゲキを土粒子の一部と

みなした土粒子のみかけ比重

（土粒子の単位体積重量）と

して表現する。

　そこで、土塊を図3．170

ようなモデルで考えると、み

かけ比重（（｝a）はつぎのとお

りである。

　　　　～Vs
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長石ik子のViと
誤　との関係

　　　　WG
pa二；　一　　　　　　　　　　　　…　（　3．2　）

　　（ご〃・為．，ω

　　　γω　　G8

　ここで、

　　　　G三t：土粒子、ソみかけ比1

　　　　Ws：±粒子の乾燥主量

　　　　w：土粒子の表乾状態の重量　　　　　w

　　　　Vi：土粒子内空ゲキ量

　　　　Vs：土粒子実質部体積

　　　　G8：土粒子の真比重　　　　　　　　　　図3．17　土の莫式図

　　　　rω：水の一定温度における密度

この方法によって各試料についてGaを測定した結果は表3．5に示されてい

る。表3．5には比較のため、G臼、長石比重、有色鉱物f：があわせ記入して

ある。これから一般に、長石、有色鉱物は真比重（G8）の小さいものほど

Gaの値が小さくなる。しかし、川砂はGsとGaの値がほとんど同じで

　　　　　　　　　　　　　　　一47一



あり、内部空ゲキ量が少ないことを示している。一方、マサ土についてみ

ると、Gsのいかんによらず、風化度が大（G8fが・」・）で、有色鉱物量の

多いものが一般にGaの値は小さくなる傾向がわかる。この関係を3．2で

述べた分類法によって示すと図3．18のようになり、上記の傾向がさらに

明瞭になる。また、これらの値から、Gs－－Gaを縦軸に、　Gθを横軸にとっ

てプロットすると、図3．19のようになる。図中の数字は有色鉱物量（％）で

あり・各点の間に適当な等有色鉱物線が引ける。この図から、Gsの大

きいものは一殿に有色鉱物が多いことを示している。

Gs－Ga　の値が大きいことは風化度が大きいことを示すものである。した

がって・　等有色鉱物線が、横軸と交わる点すなわち横軸上の試料は未風

化の試料を示しており、風化は等有色鉱物線に沿う方向に進行するものと

予想される。また、この図からGs－Ga　を測定すれぱ逆に有色鉱物量の大

小の大まかな判定をすることも可能である。以上のことから、土粒子内空

ゲキ量は土粒子の風化度と鉱物組成によって変化することが明らかである。

有色鉱物の多いものがGaの値が小さいのは、土粒子結晶が努開性に富ん

でおり、砦開面に沿って、内部空ゲキが発達しているためである。また風

化度の大きいものがGaの値が小さいのはやはり長石粒子の内部に空ゲキ

が多いためと考えられる。

有色鉱物量㈲
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図3．18　マサ土の質的分類とみかけ比重
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図3．19　有色鉱物量と（Gs－Ga）、Gsとの関係

3．6　粒度分布の特徴

　マサ土の粒度は、土粒子が不安定であるため分析の方法によりかなり異

なる。したがって試料の取扱い方法を規定しなければ比較しがたい。しか

し、一般的な傾向としては、沖積砂層と異なりふるい分作用をうけていな

いため、粗粒なものから細粒なものまで広い粒度分布（Well　graded）

を示す。そして、風化の程度によって粗い砂レキから砂質ロームまで大巾

に変化する。したがって、マサ土の標準粒度を示すことは困難であるが一

般に土工に利用されているマサ土を文献によ’一・てプロットすると図3．20

　　　100，

8　6

募4
0040　20

㎝澗
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各地のマサ土の粒度
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のようになる。

　この困は地域別に記入してあるが、これは一例であるからこれ以外のも

のもあると考えられる≡たいていのものはこの図の範囲内に入るものと推

定される。

　マサ土の粒度でもう一つの特徴は、しばしば不連続粒度（gaP　grading）

乞示すことである。すなわち粗粒なものと極端に細粒なものがあり、中間

拉度が欠けていることがある。これは極端に風化が進み、長石はシルト化

するが、石英はもとの粒径を保っている場合である。西田（1963）9）は粒

瓦の統計処理を行ない、風化の進んだものは均等係数あるいは偏差（｛1：log　t。

D75／D25）が大きくなる傾向を示し、また正規分布からはずれた分布形に

なることを明らかにした。

3．7　結　　論

　マサ土の乱さない状態の物理的性質は風化の程度によって異なる。すな

わち風化にともな一・て空ゲキは培大し、単位重量は減少する。しかし、土

粒子の比重は大差ない。また、弾性波速度は間ゲキ率の変化の傾向とよく

一致する。このようなことから　マサ土のみださない状態での風化度を物

理的に表現する場合、間ゲキ率あるいは弾性波速度の測定が有効であると

考えられる。

　一方みだした状態のマサ土の場合、土粒子の物理的性質にかなり変化が

ある。なかでも長石粒子は風化の程度によって比重が異なる。これは結晶

の内部構造が風化によって変化しているためである。そして此重の減少は

土粒子の強度、結合力の減少となって表現され、また土粒子内空ゲキの増

大となって表われる。こ○ようなことからみだしたマサ土の風化度を表わ

す規準として長石比重を用いることが有効であること、また、これを鉱物

組成の要素である有色鉱物量を組み合わせることによって各地のマサ土を質

的に分類できることが明らかとなった。
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4　マサ土の化学的性質に関する研究

4．1　概　　要

　マサ土は母岩から土への風化過程にあるため、物理的にも化学的にも不

安定である。風化にともなって母岩に含まれていた元素が離脱して化学組

成の上でも変化する。カリウム・ナトリウム、カルシュウム、珪酸などは

風化にともなって減少し・アルミニウムは残存するので、みかけ上増加す

ることになる。しかし、このような化学成分上の変化のみならず元素の土

塊中の分布や結合の状態も変化するはずである。そして、工学的見地より

みると化学組成の絶対値よりも結合の状態や移動の難易度などの方がむし

ろ重要である。というのはマサ土を構造物の基礎あるいは材料として利用

する場合の安定性が、元素の存在状態に関係するからである。

　すなわち・切取ノリ面の安定の溶脱による低下や安定処理する場合の

効果が異なるなどの現象は、土塊中あるいは土粒子表面の元素の分布や結

合状態に関係しているものである。

　そこで、本章では、マサ土の化学的性質とくに元素の分布と結合状態、

ならびに溶脱に対する安定性について工学的見地から述べる。

4．2　みだされない状態の化学的性質

4．2．1　元素の分布状態

　　マサ土は上記のように自然状態では風化にともなって物理的空ゲキを

増加し、結晶中の不安定な元素が離脱し、不安定な状態になっており、

物理的風化作用にともなって、不安定から安定の終局の状態まで連続的

に変化するものと考えられる。このような不安定な状態から分解してい

　く途中では、元素が分離しやすくなっており、また分離したものは、ま

だ完全に離脱せずに残存していることもあると考えられる。

　そこで、土の組成と元素の関係がどうなっているかをみるためにつぎ

のような実験を行った。1）

　試料はつぎの3種である。

　　　1）新鮮な花崩岩（単位体積重量2．689／㎡）

　　　　　　　　　　　　　　－52一



　　　2）かなり風化している岩石（　　〃　　　2．47　tr　）

　　　3）非常に風化している岩石（　　〃　　　1．74　〃　）

　これらのブロックを分割し、つぎの7つの段階の粒度のものを作った。

その時の表面積は粒径を平均し、球と考えて算出した。

1）ブロック　1ケ

2）　　〃　　　2ケ

3）粒径　25－31㎜
4567

15．9－　 9．1

9．5　－　1　5．9

4．8－　　9．5

〃

〃

〃

2．0・－　　　4．8　　　〃

重量1759
〃

〃

〃

〃

〃

〃

　この試料をHC／5％溶液200㏄中に1時間浸出させたのち、その溶

液についてC㍉｝：a，K，　Fe，　Mg，ぶO，を定量した。ただしCa，Na，

K，⑰e，Mg，につhてはフレームフオトメーターにより、　Si　02につい

てはモリブデン青法によった。
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表4．1　第1回目溶出量（ppm）

　　　■サンフル
　　　　ロ
　　　万

‥

下 ‘一一

l　　　　l
Ca Na K Fe M

35 0．4 058 0

70 0．47 086 1・51

63 053 1．16
　　：
R．0

120 　　　1O．70 62

165 1ユ0 15．0

00050000

0　

865P

1

1

　21．0

　28．0

　　4．6

　52．0

　92．0

220．0

250．0

370．0

520．0

180．0

170．0

280．0

430．0

470．0

580．0
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　22

　33
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　54
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108．5

　385

　585
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　また、各試料の表面積と溶出量との関係は図4．1、4．2、4．3、4．4

4．5、4．6のとおりである。これによると、一般に溶出亘は試料の表面

積に比例して痴・り、また風化の進んだ允3が％1より溶出量が大きくな

っている。このことは、この範囲の風化度では、風化の進んだものほど

元素が離脱しやすいことを示している。またFe，　Ca，　Hgが他に比べ

てとくに多いことは．これらの元素がとくに離脱しやすいことを示すも

のである。

　つぎに、このような元素がはたして土塊組成の中でどのような状態に

存在しているかを明らかにするため、同じ試料を再度5％HCL中に1時

間浸出させた。その活呆は表4．2及び図4．7v　4．8、4．9、4．10、4．

11、4．12のとおりである。

；」．〈4．2　　第2回溶1エ、］旺k　ppm　）

1－ 奄奄奄汚X

∴iliiii

2－1　　　、　　35．0　：　　0．82

　　；㌶1：㌃

3“ P已㍑：99
　　3126．。㌦、。

　　4i48・i・．4・
　　5　26．・1・．24

　　623．01．22
＿＿ヱ．，⊥200　1・12

liiil　ilii；16

i馴ili　i　iiii　i　iilii

l1・13・ti・6．・i2・7・・i6・・1

i二：1°i　，1：1ぱ1：llllP。i

l…i38・・　i・5・・－8・1
　　55　　　1　　25．0　　｝　　75．0　　：　　14．0，

12・！・4．・i・4．・！・3．・：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巨4．8…60．011・O・5．0　　　　　　　　　　　　！33．0：
1！4．。；，。パ、。・．・…・8．・・

　　　　　　　　　
i　15．0　　　．　　59．O　　l　　95．0　　1　　59．O

l、5．41、9．。i7、5．。；，9．。
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図4．7　Naイオンの溶出量と表面積
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図4．11　Kイオンの溶出量と表面積
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　これによると、第二回目七第一回目のごとくSiO2以外は試料の表

面積と溶出元素が比例しないて、むしろCa左どは表面積の増加ととも

に減少する傾向にある。この現象についてはつぎのように考えられる。

すftわち、花簡岩が風化を受けると物理的作用により空ゲキが増大して

ゆき、その割目にそって水が浸入し、造岩鉱物を変質させていくととも

に、鉱物成分が溶脱されやすくなるものと考えられる。したがって、実

験の結果より、風化が進んだものほど一一般に単位面積からの溶出成分は

多くなってくる。とくにFe，　Mg，　Kなどは風化の程度を顕i著に表現し

ている。

　ところで、塊状試科を分割していく場合、鉱物粒子の破砕の難易によ

って、ある鉱物が選択的に割れるとすると、その鉱物に含有される元素

が他の元素よりも多く出すはずである、実鹸の結果によると、風化の程

呉の低いものk．Va　l）では、各ノ素の溶出量と表面積がほV直線的に変

化することから、新鮮なものは、とくに選択破壊はなく、一様に割れて

いるものと考えられるが、風化の進んだvlra　3のものではCa，　N　aパ；io，

においてほ、曲線的に久化し、分割によって粒子が小さくなると、溶出

量が叔少して×る。すなわち、鉱物結晶粒ぐらいになると長石よりも他

の雲母などの破砕が多くなるものと考えられる。

　ところで、このような各元素が粒子組織内部に一様に含まれているの

であろうか　もし一様であれば、同じ操作で再度溶出試験を行なっても

溶出量に変化はあっても衣面積に比例して溶出する傾向を示すはずであ

るuところが、実験によると第二回目の溶出一：は、風1ヒの進んだものは

7？　ttl、積が培加しているにもかyわらず減少する傾向がある。これはとく

にCa，　Na，　e・tzなどに●いて顕著であり、また風化の進んだものほど

著しい。したがつて、このことから粒子組織内部にある各元素は一様に

分布しているのではなく、またその結合状態も変化しているものと考え

られる。すなわち、図4．13のように風化の進んだものは、粒子表面に

溶脱されやすい元索がくっついてお・り、あるいは表面が変質して溶脱さ

れやすくなっている。そして、風化の進んだものは一回目の溶出によっ

て表層部の元素はほとんど溶脱されてしまう。

　　　　　　　　　　　　　　－62一



　一方、風化の進んでいないものは、粒子の変質層がうすく主として粒

子の新鮮な部分からの溶出が起っている。したがって、溶出』．i少ない

が、二回目の溶出においてもほy面積と溶出量が比例している。

　換言すると、風イヒの進

んだものは、二回目の溶

出にお・いては、粒子の中

央部の難溶出層（新鮮な

部分）からの溶出が起り

溶出量か小さくなる。

　また、分割して細粒に

することによ一’）て、溶出

量が滅少することは、分

割しない場合、一回の溶

出では割目の内部のもの

が完全に溶脱されないが

分割されたものは溶脱層

が露出しているため一回

の溶出で溶けやすい部分

はほとんど溶出してしま

風化の進んだ試料

料緑頒粒細訓”カ

風化度の低い試料
剛・

nU・
…．

溶腕層

うすい

細粒分離試粘

　〈／〉

◎　　＼’／＼
　　　　L一ノ

tこWノ○

図4．13　みださないマサ土塊の状態

　うからであると考えられる。

4．2．2　元素の溶脱特性

　すでに述べたように、風化の進んだマサ土

　あるいは風化岩は、土塊組織内部に移動しや

すい元素層が存在するが、自然では主として

雨水によって溶脱が行なわれるので、co、水

　による溶脱実験を行なった。

　試料は前述のMa　3に相当するもので、みだ

さない状態で約100gを成形し、図4．14

のような塩化ビニール製のセルに入れ、すき

まをパラフィンシールして6ケの試料をつく

　　　　　　　　　　　　　　　一63－一

図4．14　溶脱実験



　，り㌧己ちにCO2を含んだ蒸溜水100、200、300、……、600
、．　㏄を浸透ろ過させ、ろ過水について各種の元素を定量したところ図4．15
　　，　　　　，　，　　　コ’　ノ　く　　　コiぺ

　．．．（1～．とぎμてある。

’。Hi|、§9・図el・’らとくにCa・Fe・Mg・K　などが多く溶出されることが明

一1t　．tらかて亨身、、とくに初期の200㏄ぐらいでほとんどが溶出することが

　。ヵカヤ灸。，』～たがって、全体の化学成分ではSio2，A1，0sがFθ，　Na，

　　弊1：奪ζ，ζ比べて多いが、SiO2，Aユ203は一般に溶出しにくいと考え

　・，られる，そして・これらの溶脱元素は土粒子本来のものより・むしろ外

　　来的なも．のが沈積していると考える方が合理的である。
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4．3　みだした土粒子の化学的性質

4．3．1　粗粒子の化学的性質

　　マサ土の土粒子は、風化に伴って元素を離脱し、重合が切れ表面はカ

チーオン不飽和となっているとされている。2）そこで、マサ土中とくに多

量に含まれる長石類について、風化の進行によって結晶内部と表面の化

学的性質がいかに変化するかを明らかにした。

　試料は主として正長石であり、重液によって比重が2．3～2．6までに

わたる各種のものを準備し、まず、粒度を1．6ππ位のものと、これを粉

砕して0．03　nem以下としたものの2つである。これらの各々の試料をCO，

　　　　　　　　　　　　　　　　9．　Or－一一一一一一一＿＿＿∵＿を除去した脱イオン水中（

50㏄）に1．59投入し、

約1時間提拝したときの躍

　　　　　　　　　　　　　　PHの値を堀場式電極PHメー

ターにより測定した。

その結果を図4．16に示し
てある。3）1

　また、その懸濁液をガラ

スフィルタ　一一　vaよりろ過し

た浸出液について炎光分析

法によりKイオンを定量し

た結果は図4．17のとおり

である。

　これから、風化の程度（　　5D

　　　　　　　　　　　　　　4｛）Gsf）によってPHは粉状
　　　　　　　　　　　　　　3．0体の場合は大きく変るが、PPtn

　　　　　　　　　　　　　　2D粒状体のものは、それほど

　　　　　　　　　　　　　　1．0変化しない。これは表面積

の大小にも関係するが、増　　　22

加の傾向が大きく異なるこ

とは長石粒子の表面と内部
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では、化学的にかなり異なっていることを示すものである。

　また、PHの増加とKイオン量はよい対応を示しており正長石（KAl

Si．　Oe）のKイオンがつぎのような水和反応を起こしていると考えられ

る。

　3・KA・・Si，・、＋24。＝＝K・・，　Si，・，よ・H），。＋・Si・、＋2K＋＋2・H一

　このような過程で長石粒子表面のKイオンはHイオンと交換されるも

のと考えられる。そして、風化によってすでにKイオンが失なわれてい

るよう’なGsfの小さい場合は当然PHが低くなり、表面は不飽和になっ

ている。粒状体の場合でGsfが大きいのにもかXわらずPHがそれほど

顕著な増加を示さないのは・表層のみは変質してKイオンが失なわれて

いるが、内部はKイオン飽和に近い状態にあるものと考えられる。一方、

Gsfの小さいものは内部まで不飽和の状態になっていると考えられる。

したがって、マサ土の変質の程度をみる場合には、長石の粉砕物のPH

の測定を行うことにより、ある程度の目安をうることができるが、溶液

eZl　CO，が溶解してかなりPHが変化するので測定条件が重要である。

　一方、黒雲母粒子については、菅野ら（1960）4）の研究によると風化

が進んだものはH202処理によりいちじるしく膨張し、黒色は暗褐色に、

褐色は黄褐色から黄色の変色し、鉄分を分離することを示した。そして

風化の進行にともないつぎの特性があることを示している。

　（1）灼熱減量の測定からHiOが増加し馬O／Aコ．20。が増加して、加水

　　作用が進んでいる。

　（2）Kの減少が著るしく、NaやMgも減少する。

　（3）遊離したFe，03が増加している。

　（4）All　O3はほとんど差がない。

　（5）　C・E・C・（me／1009）は1　9～・2　8　まで変化する。

　また、HCZによって処理すると極端に風化したものは鉄が溶脱されや

すいが、溶脱の絶対量は風化したものの方が少ないことが明らかにされ

ている。このようなことから、黒雲母の表面化学的な性質も長石のそれ

に類似しており、風化の進んだものはPHが小さくなる傾向を示す。
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4．　3．2　細粒土粒子の化学的性質

　　ここで細粒土粒子とは主に二次的に生成した粘土鉱物を意味する。マ

サ土中の粘土鉱物はすでに述

べたようにカオリナイト、ハ

ロイサイトなどのカオリン系

鉱物、イライト、クローライ

ト、バーミキコ．ライト、ギプ

サイトなどである。そのうち

でも一般にカオリン系鉱物が

多く含まれる。

　菅野ら（1956）5）が行なっ

た熊本県のマサ土で1．6μ以

下のものの化学分析結果は表

4．3のとおりである。またカ

チオン置換容量もあわせて記

入してある。

　Grim（1962）6）によると

各種の粘土鉱物のカチオン置

表4．3　細粒マサ土の
　　　　化学的性質（菅野ほか

　　　　による）

項　　目 値

灼熱損失 12．09～1332

Sio　　　2 41．68～46ユ8　　　　　　　　一

　　Al203－一一

3180～34．92

Fe20g 337～9．62

CaO 0．76～　1．05

MgO 0．47～　0．96

正～o 1．85～223

Sio、／Aユ、　O 2ユ2～224†C．E．C
im・／1009）　23㊨～32β7

換容量はそれぞれカオリナイト3～15（me／1009）、ハロイサイト5～

　10（me／1009）・モンモリロナイト80～150（me／1009）、イライト

　1　O・－40（me／1009）、パーミキュライト100～150（me／1009）となって

いる。これからみると、マサ土の場合、カチオン置換容量は決して多い

方ではない。その理由は、カオリン系粘土鉱物を多量に含んでいるため

　と考えられる。また・PHは一般に酸性で4．0～6．0ぐらいの範囲には

いるので・かなり陽イオン不飽和の状態と考えられる。

4．3．3　土粒子の化学的安定性

　　マサ土は種々の鉱物からなり、その風化度も種々の段階のものがある。

　マサ土を化学的材料で安定処理したり、材料として利用する場合・土粒

子の化学的安定性が問題になる。そこで、ここでは土粒子のフッ化水素

酸による腐蝕されやすさを明らかにし、土粒子の化学的安定性について
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述べる。7）

　試科は長石比重（G8f）、有色鉱物含有量（0・M・）がそれぞれ異なる代

表的な5種類を選んで用いた。これらの試料は20藺フルイ通過部分を

0．074　mntフルイ上で水洗いし、細粒部を取りのぞいた。さらにこれを

110°Cの温度で12時間乾燥を行ない、2．0㎜～0．074励の間で各

試料が同一粒度配合になるように調整したのち均質になるよう十分混合

一定にし、フッ化水

素酸の種々の濃度に

おける土粒子の腐蝕

量を測定する方法と、

濃度を一定にして種

々の腐蝕時間におけ

る腐蝕量の変化を測

定する・方法の二通り

の方法について行な

った。すなわちこの

　　　　　　　　　　　60し、その中から59

を測り取って試料と
　　　　　　　　　腐
した。実験は土粒子　　40

　　　　　　　　　蝕
の腐蝕特性を判定す

るための適当な濃度率
　　　　　　　　　　20
と腐蝕時間の目安を｛％｝

うる目的で、時間を

　　　　　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　0

入れ、5％、10％、

27．5％の濃度のフ

ッ化水素酸溶液50

㏄を添加し60分腐

30

　　　　　　　　　　腐

　　　　　　　　　　蝕20

　　　　　　　　　　率

ように作成した試料　（％）

　　　　　　　　　　　10
をボリエチレン製の

300㏄ビーカーに
　　　　　　　　　　　0

5

図4、18

10　　　　15　　　　20　　　　25　　　　50

　　HP濃度　　（％）

濃度と腐蝕率

0 10　　　　　20　　　　　30　　　　　　40　　　　50　　　　　60

　　腐蝕時間（min）

図4．19
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蝕した場合、また、5％農1二つフッ化水素浜溶液（王…F）を添加後、1分S5分、

10分、60分洞腐蝕した場合について実験を行左った。これらはいず

れも最初1分間は連続撹拝を行ない、その後は5分おきに1分間撹拝を

行なった。なk・、所定の時間が経過すると約250㏄の水で溶液を希液

し定量ろ廷（万5A）でポリエチレン製ロートを用いてろ過した。ろ紙

に残留した試料はろ紙と共に100℃の温度で24時間〕乾燥したのち、

0．01gまで重量を測定した、

　これらの方法でv；IJ定した試科に対する腐蝕率は次式により求めた。

　　　　（もとの試∂重量）一（残留W料重遺）
腐蝕率＝一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一く100

　　　　　　　　（もとの武科重量）

その結果、濃度の変化による腐劔率．よ、呂4．18に示すように有色鉱㊨

含有量が多く長石比重が小さいも○が一股に腐蝕さJ’やすいことがわか

る。

　またHF溶液濃度が5％程度で各試料の腐蝕率の差が大きく5％より

濃陛が大きくても小さくてもその差が小さく試料の性質を明確に比較で

きない。よって、濃度は5％枯、、Kが適当と思われる。また5％濃度にお

ける腐蝕時間と腐蝕率との関係を表わしたのが図4．19である。ここで

も、有色鉱物含有量力多く長石比重の小さい試月が腐蝕率は大きくなり

腐蝕時間が10分のものが各試料の腐蝕率の差が一番顕著に表われてい

る。10分間以上腐蝕させると相互の差はしだいに小さくなっている。

また10分間以下でも腐蝕率の差は出ているが、10分以内の短時問で

測定することは操作上の誤差が大きく出るものと思われる。よって図4．

18・図4．19よりHFの濃度は5％で腐蝕時間10分間の場合が腐蝕

率の試験法として適当と思われる。

　つぎに、前記5試料に加えて他の11種類についてHF濃度5％、腐

蝕時間10分間の場合の腐蝕率を測定した結果から、長石比重（Gsf）

と腐蝕率との関係を図4．20に、有色鉱物含有量と腐蝕率との関係を図

4・21にそれぞれ示した。これからバラツキは大きいが有色鉱物含有量

が多いと、腐蝕率は大きくなり、その勾配は直線的な傾向を示している。
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また、長石比重と腐

蝕率も同様に直線的　　　　　50

関係を示している。　　　腐

　　　　　　　　　　　　蝕　20よって、腐蝕率は有
　　　　　　　　　　　　率　　　　　　　　　（ρ
色鉱物含有量と長石
　　　　　　　　　　　　（％｝10　　　　　　　0。
比重の両方に関係し

ているとみられるの
　　　　　　　　　　　　　　　0
で・図4・20・図4・　　　　24　　GsZ5　　　26

21の結果を既述の　　　　図4．20　長石比重と腐蝕率

分類方法によりプ・、・「　°　　」

ことから腐蝕率は土率三／
粒子の風化度と鉱パ1・1子c・　c，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

組成によってたとえ　　　1

粒度が同一であって　　　1

も異ltっ棚となる・°｛一r廿有三融r－Sti“J

　土粒子の種類で特　　　　図4．21　有色鉱物量と腐蝕率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一’一　丁　一一に有色鉱物を多く含

んでいるものが腐蝕
　　　　　　　　　　有
され易いのは、土粒　色

子の結晶構造による　鉱
　　　　　　　　　　物
もので・有色鉱物は　含

板状形をしており、　有
　　　　　　　　　　量
粒度が同一でも表面
　　　　　　　　　　｛％｝
積が大きいこと、穿

開面が発達し多くの

間ゲキを有するので　　　　2鴫石比重（。。f）

フッ化水素酸溶液と　　　　図4．22　土粒子特性と腐蝕率

　　　　　　　　　　　　　　一70－一
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の反応面積が大きいためと考えられる。また、風化度が大きくなるにつ

れで腐蝕され易くなるのは、風化した粒子は内部空ゲキが多くなってお

り、むしろ微粒子の集合物のようなものであるので薬品との反応面積が

大きく、したがって腐蝕率が高くなるものと思われる。また、濃度ある

いは腐蝕時間が大きくなると試料相互の差が小さくなることは、土粒子

内部まで腐蝕されているためと考えられる。

4．4　結　　論

　マサ土のみださない状態の化学的性質として重要なことは土塊組紗の内

部で元素が均一に分布しているのではなく、割目や空ゲキあるいは結晶粒

子の表面の元素は、かなり動きやすい状態で存在することである。そして

その傾向は風化の進んだものほど顕著である。とくに水によって多量に溶

出するのはCa，　Fe，　Mg　などの元素であってこれは風化の程度をよく表

現する、，そして風化度の差によってこれらの元素の溶出の傾向が異なるこ

とは風化の程度の大きいものの場合、結晶粒子が選択的に破壊されること

を示すと考えられる。また、Na　，　K　などの元素は空ゲキ部あるいは結晶

粒子のごく表面のみに存在し、溶出はしやすいが絶対量が少ないと考えら

れる。

　一方みだした土粒子の化学的性質として重要なことは風化の進むに従っ

て、土粒子表面が陽イオンの離脱された不飽和な状態となり、極端に風化

の進んだものでは・土粒子内部まで不飽和になっている。そしてこれがpH

の値に表現される。また土粒子の化学的腐蝕に対する安定性は、風化の進

んだものほど、また有色鉱物の多いものほど減少することが明らかとなっ

た。
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5　マサ土のコンシステンシーと工学的性質

　　に関する研究

5．1　概　　説

　マサ土は粒度分布や、鉱物組成の変化が大きく、工学的性質も多種多様

である。ある場合には砂質土のように、また、ある場合には砂質土であっ

ても粘質土のような挙動を示すことが明らかにされている。1）

　土の工学的性質を簡単に表現する方法として、アッターバーグ限界に基

づくコンシステンシー試験がある。これは主に粘性土を対象としたもので

あり、粘性土の工学的性質との関係および試験法についてはすでに研究さ

れている。わが国でも」エSA1205に規格化され、土の分類に広く用いられ

ている。しかし、この方法は古性土に限られること、また、試料は420

μ以下の粒度とされている。粗粒な粒子を多量に含む試料では、420μ

以下が全試料中に占る割合が少なく、たとえ試験したとしても、その値が

全試料を代表することは疑問である。そこで本章では、比較的粗粒な土の

コンシステンシーを測定する方法として従来から使用されているコンクリ

ートのスランプ試験の適用と、これによるコンシステンシーと工学的性質に

ついて述べる。

5．2　従来の方法による結果とその問題点

　各地のマサ土についてJIS　AI205の方法によるコンシステンシー試験か

ら求めたLLおよびPLの値を塑性図上にプロツトすると図5．1のようになる。

これによると大部分のものがNPとなり、また試験可能なものもほとんど

がMLの領域に分類され、マサ土の質的差異をうまく表現できない。そし

て、とくに粗粒なものについては420μ以下分の全体に対する割合が少

ないので、たとえ試験が可能であったとしても得られる結果が全体を代表

しているとは限らない。

　かなり細粒なものでも1，L，PL，が小さいことは含まれる粘土鉱物に

非塑性のカオリン鉱物が多いためと考えられる。
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図5．1　各地のマサ土のJISによるコンシステンシー

5．3　新しいコンシステンシー試験法

　本実験に用いた器具はコンクリートのスランプ試験に用いるスランブコ

ーンである。方法は．試料をコーンにつめた後・コーンを垂直上方に引上

げたときの試料の項部の低下をもとの高さから差引いた値’で表わすもの

である。試料の含水比をじよじよに増加してこの操作をくり返して行ない、

一定スランプ（変形量）のときの含水比を流動限界（Wfユ）　とする。図5．

2は各地より採取したマサ土の粒度であり、また図5．2bはこれらおのお

のについて行なったスランプ試験の結果である。

これから明らかなように、各材料によって含水比とスランプの関係曲線（

流動曲線）の位置と勾配が異なっている。流動曲線が横軸と交わる点は土が

まさに流動を始める点で、従来の液性限界（Liquid　Limit）に近いも

のと考えられるが、一致するとは限らない。この流動の始まる点を一つの

規準として考えることもできるが、バラツキが大きいので、スランプ3　c7n

の所を取って　流動限界（Wf1）　と定義する。3）

　このようにして測定したWfユの値は表6．1に示されている。この表には

母岩の種類、平均粒径もあわせ記入してある。ここで興味深いのは、粒度

とWf1が必ずしも一定の関係を示さないことである。もちろん、　Wf1に及

ぼす粒度の影響は大きいものと考えられるが、この場合、粒度のみでなく、
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土粒子自身の特性も関係しているとみなければならない。しかし土粒子特

性の条件を一定にして粒度のみを変化させた場合の実験は不可能であるの

で、粒度の近いものを選んで比較してもこの傾向は明らかである。
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表5．1　各試料のWf1

iサンプル

芒号
Wfl（％） 母　　岩

1

12佃
1　21．4

　22ユ

1225
124・7

　26．4

　265

　279

　28．8

　32．0

　35．8

平均粒訂

一＿＿．．，

　〃

　〃

花樹セン緑岩

　〃

セン緑岩
　　　　　　　
花簡セン緑岩1

〃　i
セン瀦　　1

　〃　　　　　　　　　　1

　〃

055mm

1．20　〃

0．65　”

0．65　”

0．46〃

0．64　”

0．64　〃

0．29　〃

0．63　”

021　〃

＿＿＿⊥」竺コ

5．4　コンシステンシーと土粒子特性との関係

　士粒子特性のみに着目するため各地より採取した風化マサ土を粒度が図

5．3のような2．00－0．074㎜の同一に調整したものについて、前述と同

様の実験を行なった。ただし、この場合に使用したコーンは前述のコンク

リート用のものを1／2に縮尺したものである。試料はあらかじめ有色鉱物

通過百分率働

100

80

ω40

nU∩U2

’一一一一 u一一一『「－T一嚠鼈鼈鼈黶m「一一一

O．1

　図5．3

　　　05　　　　1．0　　　2」〕
　　　　　粒径（mnt）

粒度分布

　　一76一



量と長石比重を測定したもので、表5．2のようにできるだけ質的変化の多

いものを選んで使用し71i，，その結果、得られた流動曲線の一部は図5．4実線

のとk・りである。

fi　5．2　各試料の土粒子特性とWf1

採取
場所

六甲山

一比叡山

生駒山

笠置山脈

（領家帯）

瀞長砒重（・sf）有色鋤醐1土粒子の

1

一「：：二：一
　　　　　　　のときの
　　　　　　　比

2．580 ⊥⊥⊥ー工　10・1　　1

　1α5　　｝
一’一一一一一｝ uw
　　5．22

　10．2
｝12．7…「一

26．

31．5

蓼

江斗

2．541

2．512

2．460

2．576

30．5

28．3

iii；一

2．645　　　1　　　　23．0
　＿＿＿．＿L＿＿一＿
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11
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13

14

15

16
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　　i：ll計三㌻一一L
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一一一一．一一一一一一
¥一一一一一一

　　2．583　　　　　　　　8．28

　　2．528　　　　　　　 23．65　　　　i
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含水比働

40

Weで整理した流動曲線の1例

　これよりわかるように、同一粒度でも流動曲線の位置と勾配が試料によ

つて異なる。これはとりもなおさず土粒子自身の特性の差が影響している

とみられる。

　いま、この事実の原因を明らかにするため土粒子自身の特性について考

えると、風化した土粒子は3章で述べたように土粒子内部に水の侵入しう

る空ゲキが存在する。この空ゲキに充満された水分量を土粒子内水分、ま

た、土粒子の外部あるいは土粒子間に保持されている水分を土粒子間水分

（有効水分）と定義することにする。

そこで図5．5のようなモデル

で考えると、

　　　W8　　　　　　　Ws
　Ga＝－t＿一　，　Gs＝　　　　　　，　…　（5．1）

　　　Vγw　　　　　Vsγw

土粒子内空ゲキの体積は

　　　　W　　　　　W8
　Vi＝　　　　　 一　　　　　　　　…（5．2）

　　　Gs・rw　　　Ga・rw

　　　　　　　　　　Vi・γw
土粒子内含水比はWi＝　　　　　　　　　　　　　　であるから土粒子間水分（有効水分）は
　　　　　　　　　　Ws
　We＝W－Wi　　　　　　　　　…（5．3）

したがって

　　　　　　　　　　　　　　　一78一



W。－W－（11）…。
　　　　Gs　　Ga，

　となる。ここで

　　wθ：土粒子間含水比

＼　W：　含水比

　　Wi：土粒子内含水比

　　Ga：土粒子のみかけ比重

　　Gs：土粒子の真比重

　そこで、先に述べた流動曲線（

　図5．4）をWeで表現すると図

　5．4の点線の所に集まる。した

　がって・コンシステンシーは主

　として土粒間水分に支配される

　ことがわかる。しかし、

…（5．4）

T
に］’

v　i

lVs
山

土粒子問水分

土粒子内水分

周　体　粒　子

マ己

十
vJr，

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@一

ー

図5．5　土塊のモデル

　　　　　　　　　　曲線が完全に一致しないことは、この考えでは説

明し得ない別の要素があるものと考えられる。

　また、この方法で求めたコンシステンシーWflの値を3章で述べた質的

分類に従ってプロットすると図5．6のようになり、Wf1の値はG日fが小さ

く、有色鉱物量の多いものほど大きくなる亡とが明らかである。そして各

測定値の問に等一Wfユ曲線を描くことができる。
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図5．6　土粒子特性とWfユとの関係

5．5　コンシステンシーと工学的性質

5．5．1　突固め特性との関係

　突固めの特性とWf1との関係を明らかにするため、5．2で述べた各試

料をJISA1210の方法により突固め試験を行なった。その結果の一例は

図5．・のと鋤である三）これから、最大轍搬は、．、9．．一、．82編

の範囲で変化し・試料によって大きく異なる。そこで、既述のWfユと最

大乾燥密度との関係を示すと図5．8のようになりWfユの大きいものほど

最大乾燥密度は小さくなる傾向が明らかである。

　そして最大乾燥密度の値の大きいものは一般に母岩が有色鉱物の少な

い花嵩岩質であるが最大乾燥密度の小さいものは有色鉱物の多い閃緑岩

質のものである。この傾向は5．4で述べた傾向と一致する。
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（§）題頴酬

1・9一一一一一「＿丁一一一一一一一
　　　　　　　　　　＼＼ゼ・空舳線｝

　　　　　　含　水比　｛％｝

　　図5．7　突固め曲線の一例

　　　　　　（番号は表6．1を参照）

　　1．9

　　　　　　　20　　　　　　　　30　　　　　　　　40

　　　　　　　　　　　　　Wf1（％｝

　　　　　　図5．8　Wfユと最大乾燥密度の関係

5．5．　2　透水性との関係

　5・5・1で述ぺた各材料をJエSA1210用のモールド中に締固め種々の間ゲ

　　　　　　　　　　　　　　ー8　1－一

8765

　　　　　　　　　　　　ア　　　　
　　　　　　　i　　　l

　　　　・ノ＼°i　i

　　　　　　・＼『r1－
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キ比に調整したのち、完全飽和状態にして透水試験を行なった。透水試

験方法は定水位型である。その結果から、いま、間ゲキ比が0．7のとき

の透水係数を取って，Wf　1の値との関係を示すと図5．9のようにWf　1

の小さいものほど透水係数が大きくなる傾向を示す。また図5．10は透

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水係数一間ゲキ比曲線の

1、，，－F－　Ez］灘：あ竺示
　　　　　　　　lc　　駄1♂、

（。・さ）

、　　　　二　　一　｝1トー「

→0　寸0

　叙　　駅

．。一一

刀@lr－！－＿

20 　50

Wf　1禰

40

図5．9　透水係数とWfl

K／・
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5

2　L－一
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　　20　　　　　　　　50　　　　　　　　　40

　　　　　　　Wf　1（鰯

　　図5．10　1YeとWε1との関係
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5．6　コンシステンシーと工学的性質との関係についての考察

5．6．1　コンシステンシーに関係する要素

　　まず、この方法による場合のコンシステンシーの意義にっいて考える

　と、ここで定義したコンシステンシーとは含水量の増加にともなって土

塊が自重によって変形する度合を意味している。そこで、いまWf1に関

係する要素を考えると、つぎのように表わすことができる。

　　Wfユ＝f（土粒子の比重、粒度、粒形、土粒子の種類と表面特性）

　ここで、土粒子の比重が大きけれぱ当然変形量が大きくなることが予想

されるが、一戒にこの土の場合、土粒子の比重は大差なく、決定的な要

素とはなり得ないと考える。つぎに粒度は当然影響するはずである。紬

粒土ほどWfユが大きくなることは一般に推定できるところである。しか

　し、前述の結果より、粒度を一定にした場合にも、コンシステンシー特

性がかなり異なることは、粒度以外の要素が大きく効いていることを示

す。これは、すなわち、土粒子特性の差によるものであり、一般に、有

色鉱物が多く、風化の進んだものほどWf1の値が大きくなる。この現象

に関与する要素の一つは、まつ、土粒子の形状である。すなわち、図5．

　11cのように、有色鉱物は一般に板状形をしており、同一粒度でも水

分を吸着する面積が大きいこと、’また、粒子の形状からみて、土粒子相

互間の移動に対する抵抗が大きいため、一定スランプにおける含水比（

Wf1）が大きくなる。一方、風化の進んだものがWflが大きくなる理由

の一つは、図5．11aのよう

に土粒子内部に水の侵入しう

る空ゲキが多く、かなりの水

分を保持してSb，＞Y　．この土粒

　　　　　　　　　　Y・
子内水分が土の変形流動に関

与しないと考えると、流動に

関与するのは土粒子間水分に

よることなる。いま、スラン

プ高さが土粒子間水分のみに

よるとすると、土粒子内空ゲ

風化度大　　わずか風化　　有色鉦物量大

　a
Wfl大
rd小
K　小

　　図5．11

－83一

　b
Wfl小
γd大
K　大

　c

Wfi大
γd小
K　小

土粒子の模式図



　キの多い風化の進んだ土粒子は一定の変形量のときの水分は土粒子外水

　分と土粒内水分の和となって・土粒子内空ゲキの少ない風化度の低いも

　のより、Wfユが大きくなる結果となる。

　また　もう一つの理由は・土粒子の表面自身の特性すなわち、表面吸着

　水の量と物理的性質の相違である。これについては今後検討の余地があ

　る。

5．6．2　工．学的性質との関連性

　上記の土粒子特性を統合的に表現するコンシステンシーは前述のよう

に、工学的性質にも関係する。工学的性貰を土粒子特性の観点より考察

すると、Wf1の大きいものは、既述のように、土粒子内空ゲキが多いか、

板状形の有色鉱物が多いものである。このような粒子は、締固めの場合、

一般に最大乾燥密度が小さくなることはすでに報告した、5）透水性につ

いて考えると・透水係数が水の通過しうる空ゲキ径の大きさにし」係する

とすれば、聞ゲキ比が同一であっても、図5．11aからわかるように、

風化した土の内部空ゲキは・毛管オーダーのもので、透水にあまり関与

しないので、風化したものほど実際の透水断面が小さくなり、透水係数

が小さくなるものと考えられる。また、有色鉱物の多いものは土粒子の

形と構造からみて、水の通路の屈曲が多く、流路長が長くなり、透水係

数が小さくなるものと考えられる・こ・Dよう鯉醐夘・は粒子の表．

面の水に対する性質が考えられるが・この要素はさらに究明の余地があ

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　上記の諸要素の相互関係をまとめて示すと図5．12のとお・りである。

図5．12

魔㌶副

風　化　度
（（｝日f）

い粒度分布

各要素の相亙関係
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　コンシステンシーに関与する土粒子特性としては鉱物組成、風化度、

粒度などがあげられる。これらはまた土の一次的性質（基本的性質）で

ある。したがって、この方法によるコンシステンシーは土の一次的性質

を表現することにおいては従来の方法と同様である。これらの要素をさ

らに別の見方で表現すると、表面積、粒形、土粒子内空ゲキ、土粒子の

表面特性、などになる，土粒子の表面特性は物理化学的性質によるが、

粗粒土の場合それほど大きな要素になるとは考えられない。しかし、さ

らに研究の余地はある。

5・7工学的分頚につv・ての試案

　従来、マサ土．）分類は他の土と同様、粒度のみ、あるいはこれと」エSの

方法によるコンシステンシーを組み合せたいわゆる改訂PR法、統＿分類

泣どによっている・糠による三角微では大部分砂あるいは砂質。一

ムに一括され、PR法によってもA－1～A－－4くらいに相当する。また

疏一分類跳よると大部5）一　G　eか・Wになる．これらによ，てもある醐

研働呵能であるが・さらに細かい分類を行なう場合には、こ制ζ加え

て特殊な分類が必要である。

　・でこで、従来

の統一分類法を

利用し、これに

既述の流動限界

を組み合わした新し

い分類法を表5．

3に提案する5）

これは一つの試

案であるから、

将来修正される

べきものである。

　表6．3

匿二互1
マサ土の工学的分類試案

　　　　　　巨z万テラジ＝1

　　　　　　　　、鷲懸F，記号

レキ @…琢4♀＜・％・一一｛㌫
（鋤割一惨・一・2％一一｛≦；l

　　　　　　　L琢4争＞12％一一｛≦9：

砂　1琢4辛〈・％一三芸・

（：瓢牛16・￥一・－12％ヨ≦灘、。

　　　　　　　l　　　　　　　　　i＞40
　　　　　　　1酔〉・一囎・
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5．8　結　　論

　マサ土のコンシステンシー測定法としてコンクリートのスランプ試験法

の適用を試みたところ、従来のJISA1205の方法によるものより有効であ

ることが明らかとなった。この新しい方法によるコンシステンシー試験法

は従来の方法と同様に土の一次的性質、あるいは土の個性を表現する点で

は変りがない。すなわち、3章で述べたマサ土の鉱物組成や風化度ならび

に粒度などの土粒子特性を適確に表現しうる点で優れている。またこの試

験法で求められる流動限界（Wfl）仏マサ土の突固め特性、透水性などど

恒接に関係しているので、工学的性質の判定として有効である。

　マサ土を工学的に分類する場合、流動限界と粒度分布を組み合わせる方

法が可能であり、一つの分類の試案を試みた。これによるとマサ土の特性

に応じて細分頽が可能となる。
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6　マサ土の土粒子特性と透水性に関する研究

6．1　概　　説

　マサ土は石英、長石、有色鉱物などの一次鉱物と、これらからもたらさ

れた枇鋤・枇の船せからなっている．また、土粒子は種・の程度

に風化額しているため暗通土と異なった一1：学的擁を示す．・）・）すで

儲者は第3草に紳てマ牡の工学白搬質に及ぼすであろう土粒子雛

の繊を翻い風倣俵わす長石比重と鋤繊の変化を表わす龍
弘初量の二つの要素で質的に分類する方法を提案した。

マ牡゜透水tl“’1・　｛（ついては・・くつカの研究がある．竹下、網干（1953）・）

エ　・　n　　’

は融めた不泌出D最齢水比附近の透雑につV・て∪昌べ、飽和度と透

蝿との鹸醐らか1（してL・・る・一方・久細（・968）4）（、、籠鋤‘。

脇た杣め土の猷髄・周べ鴎搬と琳願との関係棚らか1。し、

土の髄の鮫性を指摘している・こAら醐究は㌧かレ土粒子自9。

特性にはあまり言及していない。

そこで・樟では土粒子賜の糖瀦目し⇒ず、土粒子の鋤繊、

蹴度の媒樋雌1・い純影響するか棚らかにし，・ぎにその結果
について考察を加えたc5）

6．2　透水性に及ぼす要素についての考察

土の撚性に関係す硬素としては水の継端ゲキ上ヒ、雌、土の構

造雌和旗どが考えら紋いる・そして砂や粘土についてこれらの渋

素と透雄との関係糊らかにさ；t・ている・マ牡の場合もこのよう趨

素に支配されるものと叛られるが・とくにマ牡の船、描子縫の

隷が鯉であると考えられる・土粒子構造といっても．±粒子の配列の

a’“　kらずh　一±粒子自嚇もっている馳であって，　fcとえ雌私土粒子

内空ゲキ・土粒子の表面化学鮒酸どである．第・章で述べたよStc、

このような土粒子搬はコンシステンシーの変化として表現され誘雄

とも密接な関係をもっているc，

飽椴澗ゲキ比・繊につv・てはすでに研究があるので、…）本章でla、
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上記の土粒子自身の特性と透水性について述べる。

6．3　土粒子特性と透水係数との関係

6．3．1　実験方法

　実験に用いた試料は表6．1に示したような風化度の異なる長石粒子3

種、風化度の異なる有色鉱物粒子5種、および自然の鉱物組成をもつマ

サ土で、鉱物組成と風化度がそれぞれ異なる5種のものである。なお、

これらと比較するため川砂を用いた。長石および、有色鉱物は重液によ

　る比重選別ならびに磁気分離法を用い、純粋のものに精選したものてあ

る。これらの真比重、長石比重、粒度は表6．1に記入したとうりである。

一… ¥一
@長11

1

⇒註三三L比劃　　　　　〉　　　　　｛　　　　　　2．596　　　　　　2．581　　　3⊥⊇＿

表6．1　試料の条件
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実験に用いた装置は図6．1に示すような定水位透水試験装置である。

試料は土粒子を破砕しないよう透水セルの中につめたのち、24時間
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図6．1　透水実験装置

水浸し、さらに、1時間真空をかけて完全飽和の状態にしたものである。

試料の問ゲキ比は土粒子を破砕させない限度の最小から、沸化しない限

度の最大までの範囲で行なった。結果の整理はダルシーの公式により透

水係数を求め・15℃のと3の値に補正した。なお透水係数の計算に使

用した透水量は透水を始めてから、1時間の値である。測定条件は表6．

2のとうりである。

表6．2　測定条件

＿蔓」辿一‡一竺≡二塑竺巴≡］

是互⊥ヱ牲L二魎圭．L三・1㎝1ご｝二竺1

－≡・2．o㎝i　〃一．」

6．3．2　実験結果

　　長石3種と川砂について行なった結果は図6．　2のとうりである。

　これによると、間ゲキ比の減少にともなって透水係数は減少するが、試

料によって間ゲキ比が同一でも透水係数が大きく異なる。そして、真比

重の大きいものほど・すなわち・風化度の低いものほど同一間ゲキ比で

の透水係数が大きく、川砂のそれに近づいている。また、これらの曲線

　　　　　　　　　　　　　　　一90一
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図6．2　長石粒子の透水係数
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はほy平行に配列しているが・くわしくみると、間ゲキ比が小さくなる

につれて曲線が互いに近づこうとする傾向を示す。さらに間ゲキ比を減

少することができればある同ゲキ比で3者が一致する可能性がある。

　また、有色鉱物の場合は図6．3に示したとうりである。
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　　長石粒子の場合と粒度は異なるが、やはり、同様の傾向がみられ、比

重の小さいものほど同一間ゲキ比における透水係数が小さくなる。比重

の変化による透水係数の差は長石のそれよりもはるかに大きいが、比重

の差による曲線の勾配の変化は長石の場合より小さくほとんど平行配列

に近い。また、粒度が長石と異なるので、比較しにくいが、一般に同一

間ゲキ比でも長石より有色鉱物の方が透水係数は小さくなる。

　つぎに自然の鉱物組成をもつマサ土の場合について行なった結果は図

　6．4のとうりである。
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　　　　　　　　／◎

　　　　　　　　ー一一『

｝　：
、i

｝運劃璽
1（…〉一一一◎　5

⑨一一Φ　4

（D－一一（Di

584　・、　1

2　可σ5σ十

2528溺

0．9　　　　　　1．0

　間ゲキ比
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1．1　　　　　　1．2　　　　　　　1．3

図6．4　マサ土の透水係数

　　この図から一般に有色鉱物の多いものほど、また、風化度の大きいも

のほどiij－一’間ゲキ比でも透水係数が小さくなることがわかる。

　　そして、この結果はまた、前述の長石、有色鉱物の場合の傾向と一致

する。したがってマサ土の透水性は土粒子の特性に大きく依存すること

が明らかとなった。

6．3．3　実験結果の考察

　　まず・このような・土粒子からなる土塊中を水が移動する場合、第3

章で述べたように・水の侵入しうる部分は土粒子外空ゲキと土粒子内部

　　　　　　　　　　　　　　　一92一



の空ゲキてある。いま、土粒子外部の空ゲ

キを水が流動する場合の透水係数をkI，土

粒子内部の空ゲキを通過する場合の透水係

数をk2として分けて考える。そうすると、

定水位実験の場合・水は透水係数k，　・k2の

媒体中を一定の圧力の下で流動することに

なる。土の組織を単純化して考え図6．5の

ような透水係数ktとk2を有する通路からな

ると仮定すれば、土塊の透水係数kは　　　　図6．　5

　　i・＝n　　　　i＝n
k＝ピ，E　Fsi＋k3ΣFgi
　　　　　　　lr－1　　1＝1

ここで、Fsi：土粒子外部の空ケキ

　　　　Fgi：土粒子内部の空ゲキ

これを間ゲキ率nで表わすと

　　　k＝（1－n）kl＋n与

kl　k2

…　　（　6．1　）

…　　（　6．2　）

土粒子系モデル

ところで、k2は土粒子内空ゲキ量に関係するので

　　　k，＝f（Gs－Ga）　　　　　…（6．3）

また、ktは間ゲキ率nによって変化するが、この場合、　nは土粒子外空

ゲキ量を意味しているので聞ゲキ比は式（6．4）で示される％　で表わ

す。川砂のようにGs÷Gaの場合はe　：FJθとなる。

　　　　　Ga（1＋e）
　　　eo・＝　　　　　　－1
　　　　　　Gs

また、KOzeny－Carman　によると

　　　　　　n3　　　　1
　　　k＝　一一　・一一
　　　　　（1－n）2Sも馬・kT

…　　（　6．4　）

…　（　6．5　）

ここで、k。：形状係数

　　　　kT：トートシティ係数

　　　　Ss：固体部分の単位体積当りの湿潤空ゲキ表面積、

　　　　　　　　　　　　　－93一



ここで、長石、川砂の場合、粒度一定、粒形も大差ないとすrし言．

　　　k＝＝C．n＝・プ（θe　）　　　　　　…　（6．6）

となる。C：常数

したかって、この考え方を適用すると長石、川砂の疹今、

　　　　　　　　　Jo
　　　k＝　k2（1－一一一つ＋f（ee）

　　　　　　　　eo十1

　　　　　　　　　　　　0e　　　　－f（G。－Ga　1）・（1－．一一一・）ザ（θe）…（6．7）

　　　　　　　　　　　　θe十1

　そこで、各試科について図6．2、6．3、6．4をeeで二理してみると

図6．6、　6．7、　δ．8のよう1（二なる。これ1’Cよると、；）　eで’写』した1）ρ

は長石、有色返初、マサ土のいつれも、3者のうちでは「1じθθでほX“

近い透水る数を示す。

しかし、決して完全に一致エず、Ua（／ノ小さいものはやltりiflJ・一一・のee

でも小さい透水係数を示している。式（6．　7）の考え方に従えば、

Ga÷（｝sである内江空グキのない川砂のn線よりも風化した長石が左

i
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側に来なければならないが、実際は右側に来る。このことは、k2がklに

比べて小さいことを示しており・むしろ・この間ゲキ比の範囲ではk2＝

0であり、水は土粒子内部の空ゲキ中を移動し得ないものと考えられる。

k2　＝＝0としてeeのみで整理した透水係数が・鉱物の種類の差によって

かなり異なることは、土粒子特性のうちの形状の差によるものである。

有色鉱物の場合、板状結晶であるから、表面積が大であるとともに、複

雑な構造を形成して、いわゆるtOrtOu8ityが大となり、透水係数は

小さくなるものと考えられる。また、同種の鉱物粒子でも風化度が異な

るとθθで整理してもしやっかんの透水係数の差がみられるのは土粒子

表面の物埋化学的性質の左によるものと考えられる。この要素について

は今後研究の余地がある。

6．4　結　　論

　マサ土の透水性は土粒子の特性に大きく支配される。一般に風化の進ん

だものほど、有色鉱物量の多いものほど同一間ゲキ比でも透水係数の値が

小さくなる。この原因を土粒子特性の観点から考えると、まず、土粒子内

空ゲキの影響が挙げられる。土粒子内空ゲキは毛細管オーダーのもので、

この部分では水は流動しにくいため、土粒子内空ゲキを全空ゲキから除い

た、有効間ゲキ比θ）によって透水性が支配される。しかし、鉱物種の差

による透水性の差は、この考え方のみでは説明し得ない。それは土粒子の

形状や表面物理化学的性質の要素が効いてくるためである。形状の差は、

いわゆるtOrtOusityの差として現われ、有色鉱物が長石や川砂より透

水性が小さくなる原因となる。表面物理化学的性質については今後の研究

の課題である。
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7　マサ土の土粒子特性とセン断特性に関する研究

7．1　概　　説

　マサ土の工学的利用に当ってセン断特性は重要である6マサ土のセン断

特性についてはいくつかの研究がある。Lumb（1962）i　）altホンコンのマサ

土について三軸圧縮試験を行ない、風化度を粒度によって表わし、粗粒な

ものと細粒なものとについてセン断特性を調べた結果、不飽和試料ではわ

ずかながら粘着力をもつが飽和するとまったくみられないことを明らかに

している。また内田、松本、鬼塚（1967）2）は九州のマサ土について、粘

着力、内部マサツ角は飽和度の増大にともなって減少すること、間ゲキの

小さいものは正のダイラタンシーが大であることを示している。

　久保田、佐藤（1966）3）は突固めたマサ土のセン断弦度に及ぼす水浸の

影響を排水条件下で調べ、水浸1たものは非水浸のものより内部マサツ角

が小さいこと、粘着力は最適含水比において最大値を示すことを明らかに

している。

　一方・三笠ら（1968）4s）（1968）5）は風化度の異なる2種のマサ土につ

いて、三軸圧縮試験、一面セン断試験、ねじりセン断試験を行ない、ヒズ

ミの増大とともに体積収縮が生じることを指摘し、これは土粒子の破砕に

よる，ものと考えた。また試料の含水状態によって強度が異なり、飽和した

ものは乾燥状態のものより強度が小さいことを、そして、その原因が土粒

子の界面の水による潤活作用によるものとしている。また試料の初期条件、

すなわち、調整法によっても弦度が異なるとし、土粒子のときほぐしの程

度が低いものほど強度が大きくなることを示している。これらはいずれも

マサ土の特性の一面を表わしており、そして、この特性の原因は本質的に

土粒子特性によるものであると考えられるが、土粒子特性についてはとく

に述べていないので、本章ではこれらの現象を土粒子特性の立場から論ず

る。

7．2　セン断特性に関係する土粒子の基本的性質

　セン断に関係する土粒子特性としては既述の鉱物組成、風化度、粒度な
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どであるが鉱物組成とくに有色鉱物については第9章で述べるので、本章

では風化度によるセン断特性の変化について述ぺる。

　まず、土粒子の強度特性であるが、第3章で述べたように長石粒子は風

化程度によって圧縮強度が異なる。そして、その強度は水の影響を大きく

受けることが明らかである。図7．1は風化の進んだ長石粒子（直径1．砺め

を圧縮したときの、水浸と炉乾燥の場合の強度の変化を示したものである。

頻

存又

ー
　　0

　　5（個）

0一

｝

一

図7．1

　　　　05
土粒子強度P（KS）

風化長石の水浸強度

　このようe（　，風化の進んだ長石粒子は水浸飽和によってかなり強度が低

下する。この理由としては、風化した長石粒子内部には微細な毛管オーダ

ーの空ゲキがあり、その部分か水浸によって飽和され結合力を失なうもの

と考えられる。

　一方、風化の異なる長石粒子と石英粒子の大きな結晶をとり出し、表面

を研磨して、その表面の凹凸の程度（表面粗さ）が1／1000nm程度とし

た試料を作り乾燥状態と湿潤飽和状態において結晶表面のマサツ係数の測

定を一面セン断試験機によって行った。
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　測定方法は、2つの同

種の結晶を図7．2のよう　　　　　　　　　垂

剛定し臓面をセン断　　　　農
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　力
面として、一定の垂直荷

変位はセン断方向の試料セ2’1！NiffLun

長の1　9blntinとした。その

結果は図7．3のとうりで

ある。これによると乾燥

状態のものはマサッ角は

小さく、試料の差はほと　　　　図7．2　マサツ係数測定法

んどないが、湿潤飽和状

態のものは乾燥状態のものよリマサツ角が大きくなることが明らかである。

101－一・一一一一

5

0

0　　　　　　　　5

　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　－一一一1乾碕t　　l水浸　　　　　1
（）　　（）NO1　　　（D　　　（D　　NO．　1　　　　　Nol　　i、　石（　風イ七　　）

△△NO2　△△NO．2　　N。2長石（未風化）
×x　Nos　t．＋♪．o．3　N。3石英

　　　　　　　　　　　　　／　　　　　　　／イ’
　　　　　　　　フ＝告毒塩≡ご＝

　　　　　／二乙ニニで／Pt＝°・2

　　＿＿⊥＿＿＿＿＿＿＿＿＿一
　　　　10　　　　　　　　15

垂直応力（σ笈）

＿⊥＿．＿＿

　20

図7．3　マサツ係数の測定結果
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　・。…Dee・・（1962）6）が行なった鋤粒子間のマサツ係数の測定結

果によると、表面の粗度が大であればマサツ係数は大であること、乾燥状

態よりも湿潤状態の方がマサツ係数が大であること、混潤状態では長石の

方が石英よりもマサツ係数は大であることを明らかにしている。また，有

色鉱物のような層状結晶のヘキ開面間のマサツ係数は湿潤よりも乾燥状態

の方が大であることなどを明らかにしている。

　これらの結果と比較すると、ほぼ同様の傾向であるが水浸の場合長石で

も風化度によって、マサツ係数は変化することが明らかである。風化度や

鉱物の種類によってマサソ係数が異なることは粒子の表面と水分子の結合

の状態が異なることによるものである。すなわち有色鉱物のようにヘキ開

面を有する鉱物の揚合、ヘキ面ヒの分子は面に水平方向には結合が強く面

に垂直方向には弱い。一方マッシプな長石、石英は方回による分子結合力

の大きさはあまり変化しない。したがって水分子は結合の弱い面では潤活

油の作用？一するが、結合の強い面では構造水（Oriθnt　water）のよう

な作用を’し、他の物質を強く結びつける。

　風化度の大きい長石は風化度の小さい長石よりも結合力が弱いとすれば

水浸時のマサツ係数が小さくなるものと考えられる。水浸の場合の石英と

長石の差は表面粗さの差によるものと考えられる。

7・3　土粒子特性とセン断強度の変化

　7．2で述べた土粒子特性がセン断特性といかなる関係にあるかを明らか

にするためつぎのような実験を行っプ・．7）試料は表・．1のような風イt、tS、：つ

異なる5種類の長石粒子である。

　表7．1 試料の物理的性質

2．557

2．531

2．481

2．403

2．212

1．933

　　　　度l
l°・4　2…r》°・2　5

　　：1

　　；

　　　　　」
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とくに長石粒子を選んだのed’，マサ土の特性が長石のε〃性に大きく依存す

ると考えたからである。

　これらの試科を炉乾燥状態において、直径3　cmの小型の一面セン断試験

用試料箱につめ・垂直荷重を変化して一面セン断試験を行なった。一面セ

ン断試験機は下部駆動型のものであるが、垂直荷重の大きな所での挙動を

調べるため小型の試料箱を用いた。ヒズミ速度は1％／励である。

12．5

乾燥NO．1

e＝1．298

1

1°

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13．8781
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25．1301

2．s　1一

o‘

一一一一 ¥一一

5　　　　　　　　　10

水平ヒズミ（ε％）
］5

図7．4　セン断応力とヒスミ
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　　　　　△

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すゆ　　　　

4il乾緬二「……一講力驚迫
　I　e＝1．298　　　；　　　　　　　　　　ri　　　　　　　2776

　1　　　　　　1　　　／z△　　　15．876

⇒ドsこゴ遁）｛
一、＿一＿ユiベモ，≡J

i　l　ヘト＼．1
　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一＼－tr

　　　　　　l　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　一」－6　　　　　＿＿＿．＿＿＿＿一＿．＿＿＿一＿一，＿t－＿　一

図7．5　垂・直変位とヒズミ

　その結果の一例（eニ1．298）を図7．4、7．5に示した。これによると

垂直荷重か増大するとセン断強度は増大するとともにピークの現われるヒ

ズミが大きくな’り、体積の波少がいちじるしくなる。また、これらの結呆

を整理したのが図7．6である。この場合、試料は％1、11Ta　4、廠5のみで

あるが垂直荷重の小さい場合同一間ゲキ比でもセン断強度は風化の進んだ、

ものほど大きくなるが、垂直荷重の増大とともに増加の割合は減少し、風

化度の低いものに近づく傾向を示す。そして曲線の勾配が垂直荷重の増大

とともに減少し、その傾向は風化度の大きいものほど顕著である。

　いま各試料について、垂直荷重の変化にともなう内部マサツ角の変化を

半対数紙にとったのが図7．7である。この場合tan〆は粘着力を無視し、

τ一σ曲線上の各点から原点に引いた直線の勾配である。

　この曲恕の勾配すなわち内部マサツ角のJk化が何に原因しているかX一み

るため破麟の体積変化紬線の麟勾配（△vI一ξ『）と・・n・との関

係を示すと図7．8のようになる。すなわち内部マサツ角は体種変化と閲係

　　　　　　　　　　　　　　　一103・
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図7．6　垂直応刀とセン断強度

2・己一一一一一下㌣一一一一一・「…一一「

1＼　　乾燥・－i・298　i
2°

l　＼一　　・N・
，・・　1　：　K。，

　i

八＼＼

　　　　　垂直応力（1。9σ暫）

　図7．7　垂直応力と内部マサツ角の変化
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。‖；▲

舗85
0NO　5

　　　　o．5
tanfと（△V△ε）ヂ苛∫（％・

していることが明らかである。

　ところで一般にセン断強度はつぎのように表現されている。

　　　　・一・．＋・（鋤　　　…（7．・1）

ここでピはセン断強度、τ。は土粒子間マサツ抵抗、σは垂直応力、

　　　dεはヒズミの微少変化、d△はdεに対する体積変化である。

τ。が変らないとするとσが小さい範囲で風化度の大きいものがτが大で、

σの増大とともに風化度の低いものに近づく現象を説明するためには、σ

の増大にともなう（dAdε）fの減少を考えなければならない・（齢）f嘘

少する原因としては荷重の増大による土粒子の破壊を考えねばならない。

第3章で述べたように風化の進んだ長石粒子は比重の減少とともに強度が

減少しているので、垂直荷重の増大にともなって土粒子が破砕し外力とし

てのセン断エネルギー納部エネルギーに7順されるために（d△dε）fが小

さくなるものと考えられる。

　つぎに間ゲキ比eを種々変えた場合について各試料のセン断試験を行な

った。その一例は図7．9のとうりである。ここで既述のようにセン断強度

は垂直応力の大きさによって変化するので、いま、土粒子の破砕の比較的

少ないと考えられるσざ0．92S　Kg／Ci，1のときのrの値をとりr／σ＝tan〆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
とeとの関係を示すと図7．10のようになる。

　この図で、いま、eを第6章で述べた方法により有効間ゲキ比eθに換
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　　　　　　　／邑…

ケ
o　　　　　　　　　　　－一寸一一一’一一『…｝　－6

　　　垂直応力（σ・M）

　図7．9　セン断試．t結果

　　　「ニー一一一一一一L－一一「一．’T’．m…一「一一　”　…霜巨一T－一一「一一一’”
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　　　i　l　　　　　　　　　・…1
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図7．10　θとtanfiの関係

算してプロットし直すと図のハツチで示した範囲になり・ほとんど同じθe

の所で同じセン断強度が得られる。したがって拘束圧の小さな範囲におい

てea　v土粒子は風化していてもあまり破砕せずvまた土粒子内部に空ゲキ
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が発達していても一つの土粒子として挙動するものと考えられる。これは

三笠ら（1968）5）の指摘している試、↓のときほぐしの程度によってセン断

弦度が変化することと関係している。風化の進んだマサ土は試験前の試料

の解ほぐしの程度が少ないと土粒子内空ゲキ量が多いが、解ほぐしを十分

行なうと土粒子が細粒化して土粒子内空ゲキが減少し同じ聞ゲキ比での強

度は小さくなる。これは別の見方をすれば土粒子内空ゲキはセン断に関与

しない拘束された間ゲキであり、土粒子外空ゲキは有効な空ゲキである。

土粒子を細粒化すると、土粒子内空ゲキが有効間ゲキ比に変化することに

なる。土のセン断強度が有効空ゲキに支記されるとするなら、f“1－一一間ゲキ

比でも有効空ゲキの多い状態の方が強1．一土小さくなる。その様子の概念を

図7．11に示した。

　つぎにこれらの長石粒

子を水侵飽和させたとき

のセン断特性について述

べる。’実験法は乾燥の・易

合と同じであるが、セン

断箱を水中に反し24時

間おいた後1時間真空を

かけて飽和したものであ

る。また、土粒子はO．4・2

A・　O．2　5　mMであるのでセン

断中の間ゲキ水圧は発生

鴇艇・、プ㌦

窪轡㍗8呂も⊃

しぐ分痴’イ

有効　㍉ゲキ×

し
ぐ　ヒ

繋搬

レ〃
」L

誤．㌻「

　　一

一
　fン

鶯る嘉ε
～→

0つコ、

図7．11　土粒子のセン断中の変化（模式図）

しないと考えた。その結果を図7．12に示した。

　この図によると風化の進んだ面4、Yfa　5試料が水浸によって大きく強度

低下を生ずるが風化度の低い廠1、％2などは水浸してもほとんど変化し

ない。その様子をe＝1．298の場合に示したのが図7．13である。

　以上のことから既述のように長石粒子は水浸によって強度が減少する。

既述のように土粒子界面のマサツは水浸によって低下しないので、セン断

強度の低下は土粒子強度にとくに関係するとみなければならない。すなわ

ち・水浸によって土粒子強度が減少し、破砕されて体積が減少することに
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　図7．13　水浸による強度変化
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よるものと考えられる。ただし有色鉱物を多量に含む揚合は界面マサツの

減少も一つの要素となりうる。

7．4　結　　論

　以上述べた実験的研究は主に長石粒子からなる試料のセン断特性に関す

るものであるが、マサ土のセン断特性を考える場合、長石の特性が重要な

役割をはたすものと考えられるので、以下その結果について結論を述べる。

1）風化した長石粒子の圧縮弦度は水浸によって大きく低下する。しかし、

　土粒界面のマサツ係数はむしろ水浸によって増大する。

2）風化した長石よりなる試料のセン断強度は拘束圧の増大とともに増加

　率が減少する。これは拘束圧の増大による土粒子の破砕によるものであ

　る。

3）拘束圧の小さい場合、セン断強度は従来の間ゲキ比θよりもみかけ比

　重から計算した有効間ゲキ比eθと密接な関係がある。その理由は拘束

　圧の小さい場合・土粒子自身風化していても破砕が少なく、また土粒子

　内部に空ゲキはあっても、一つの完全な土粒子として挙動するためと考

　えられる。

4）風化長石よりなる試料は水浸飽和させた場合、セン断強度が大きく低

　下する。この原因は土粒子問マサツの減少よりも土粒子の水浸による強

　度低下に関係がある。

以上のことから、マサ土のセン断特性を考える場合、土粒子特性、とくに

長石粒子の物超が重要であることが結論された。
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8　マサ土の斜面安定に及ぼす風化の影響

　　に関する研究

8．1　概　　説

　マサ土が特殊土とされる理由の一つは、ノリ面が他の土質に比べで不安定

であるということが挙げられる。そこで、いま斜面の安定についての諸要

素を挙げて考察する。まず、斜面の種類の上で区分すると、1）天然斜面、

2）切取斜面、3）盛土斜面、と三つに区分される。

また斜面の崩壊の原因の観点よりみると

a）素因：地山の風化度、土質、地質の構造

b）誘因：地表水、地下水の作用、水の浸透によるイオンの交換、切取、

　　　　　盛土による力学的均衡の欠除

などである。マサ±地山の風化度と斜面の安定性については村上ら（1966）
1）

　　が行なった広範な現地実態調査によってその大要は示されている。ま

た地表水、地下水の影譜については田中ら（1970）2）が多くの研究を行な

い安定性を検討している。一方、浸透水によるイオン交換の影響について

はマサ土ではないが、松尾（1962）3）の研究がある。このようにマサ土の

斜面の安定については多くの研究かあるがマサ土の場合とくに重要なのは

斜面の経時変化である。

　マサ土斜面は外気に接し温度変化や雨水にさらされるとじよじよに表層

が劣化し崩壊していく。この現象は広元の風化作用にほかならない。岩石

から土への風化作用については　2章で述べたが、このような変化はかな

り長い時間を必要とする。しかし、工学的に問題とkるのは、道路のノリ

面のように切取ってから数年間に生ずるような変化である。そして、この

変化は単に化学的な変化のみならず物理的、鉱物学的な変化をも意味して

いる。そこで、以下、とくに切取斜面が切坂られてから数年ぐらいの比較

的短時間に生ずるような変化について現地調査により研究した結果につい

て述べる♂）調査地点は比叡山東麓の道路わきの切取斜面である。調査の

ねらいは切取斜面の上下方向の変化を長時間の風化過程とみなし、斜面よ

り垂直深さ方向の変化を切取後に生じた変化とみなして、切取前の風化と

　　　　　　　　　　　　　　　一111一



切取後の風化の関係、さらに、切取後の変化が鉱物学的、物理、化学的に

どのように表われるか、また強度との関係はどうかなどについて明らかに

することである。

8．2　研究方法

8．2．1　調査地点の概要

　　本調査を行なった切取斜面は古生層に貫入した黒雲母花崩岩地帯で約

　3年前に切取られた斜面である。この切取斜面では下部の風化のあまり

　進んでいない部分から上部の風化して粘土化の著しい部分まで比較的均

　質に・しかも連続的に変化している。下部の比較的風化の著しくない花

　闘岩でもツルハシで十分掘削可能である程度である。最上部の崖錘との

　境はマサ土がもとの花口岩の組織を残していることから明瞭に区別でき

　る。また最下部は風化して空ゲキができているけれども鉱物の変色は少

　なく雲母は黒色を呈するが斜面の中途から上部は黒雲母が褐色を呈し、

土全体が褐色に着色していること・また長石が粘土化して指圧でつぶし

　うることなどから、肉眼的にもいくつかの段階に分けることができる。

8．2．2　試料の採取法

　　前記の斜面において図8．1に

示すように・斜面上部より下部　　　　　　　　　　　　　　　，え岸錘

　　　　　　　　　　　　　　　　　Omへ約1m間隔に％．1、Ma　2、…

…、M・．6と測定点を設定し、斜

面の表層部のみならず、斜面か

の垂直深さ万向にも5、10、

15、20・cmの各深さにおいて

試料を採取した。試科は可能な

ものは乱さない状態で採取し、

ハフフィンシールして密度測定、

溶脱試験に使用し、他は乱した

状態で採取し、粒度分析、x線

分析、化学分析に使用した。

2D

4D

60

No．6

図8．1　切取り斜面の断面●よび

　　　　試料採取位置

一112一



8．3　物理的性質の変化

　前記の各試料についてなる

べく粒子を破砕させないよう

にして粒度分析を行たった結

100

果の＿例を図8．，に示してあ蓮8°

る．これは斜醸層部の変化9・・

であるが緬から髄深さ婿・・

向にもやはり同じような傾向w・・20

が得られ、斜面深部から斜面
　　　　　　　　　　　　　　　O，
表層に向って細粒化している

ことがわかった。なお、斜面

から垂直方向の変イヒはvlra　2地

点で最大で面1、％3以下で

は変化の度合が小さい。

　つぎに乱さない試料につい

て乾燥密度、含水比、土粒子
　　　　　　　　　　　　　三
の比重を測定した結果（表層

のみ）は図8．3のとお・りであ認
　　　　　　　　　　　　　　　20
る・これによると酬殻はξ

’7
／

／

．
一’

o．2
一・一

’

’

！

Jo．3 ’

／ ン／

^

OJo

6

，γ

ノ／

！ノ

／
フ

’’

0．1　0．2　　　　　　　1．0　　　　　　　　　　　　　1　O．0
　　　　　粒　径　　　　　　　　（mn）

民8．2　斜面表層部の粒度分析結果

H然含水比〔勃
5．0　　　　　　　10．0　　　　　　15．0

斜面上部から下部に向って一巴　・．・

様に増加しているが・含水比ts
　　　　　　　　　　　　　菜6D
は％1で急激に増加し、M・．2

A・Yfa　6地点へと減少している。

一方、土粒子の比重はほとん　　図8．3

ど変化しなく、M・．1のものが

一ピ粒子比虫，乾燥密度（9／佑〉

斜面表層上の物理的性質

やX小さくなる。このことから切取前の物理的風化の度合は密度にもっと

もよく表現されていることが明らかである。

8。4　鉱物組成の変化

採取した各試料が鉱物組成とくに粘土鉱物の種類の上でいかなる変化を
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．L登

一二：［｛一一一叫・噸ノ

　　　　　　　　　．：て「

．1

図8．4　X線分析結果

．．．．一一一．一一一一．一一ure

60’　　　50’　　　40’　　　30’　　　20’　　　10’

図8．5　X線分析結果

図8．6　X線分析結果
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示すかを明らかにするため、

各試料を水中に懸濁させ細

粒部を浮上分離し、約3μ

程度にし、円心分離器によ

つて沈降させたのち、110

℃恒温乾燥器に入れ、約3

時間乾燥したものびついて

x線分析を行なった。）（線

装置は島津製DZ24型で
あり、対陰極線はじUλ　＝：

1．540A　てある。

　この方法で分析した結果

の一例（vS．　1、％2、面4

）は図8．4、8．5、8．6の

とおりである。

　この結果から各鉱物を同

定した。

　また、X線のみで粘土鉱

物の量をきめることは現在

の段階では困難であるが記

録紙に表われたピークの高

さで、その相対的量を表現

すると斜面のヒ下方向なら

びに斜面から垂直深さ方向

の各地点における粘土鉱物

の種類とその増減は図8．7

のようになる。これによる

と一次鉱物（元岩鉱物）は

石英、長石のみであるが、

二次鉱物（粘土鉱物）はカ

斜

P：li

ll

［s

↑

W、

ド部

　　　　　一一一一　W斜面より垂直深さ（Ctm）

　　　　　　　05101520
1一 禔uラ「ヅ

　｝τ一一一一

（：◎下

｝　’t”ブ．　　　　　　　　－I
　　　　　　i・th“iasiitmii　t　－b　一一v　l：，1’

1－」ム7

一…言ア「・
　　」「アT

　　長
i｝＋一恍

リサイ

ブサイ

ギブサイ

石　　　英

長　　　石

図8．7　各地点における粘土鉱物の

　　　　種類
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オリン系鉱物（カオリナイト・ハロイサイト）、イライト、セリサイト、

ギブサイトである。図8．7から斜面上部ほど粘土鉱物の種類が多い。さらに

くわしくみるとイライトはvOla　1からvlTa　5まで、カオリンはYfa　1からMa　6ま

で、セリサイトとギブサイトはAro．　1からfa　3までにみられる。そして、下

部のもの（nd　6）では、カオリン鉱物と一次鉱物のみとなる。したがって

切取前の風化層を特徴的な粘土鉱物で区分するとつぎのようになる。

　　1．ギブサイト層9A’ol　1～％3）

　　2．　イライト」爵（yJTa　3～ノZo．5）

　　3．　カオリン層（盃5～項6）

　また斜面上部で一次鉱物が多いのは粒子が細粒化されて、3μ以下にな

った石英、長石が多いものと考えられる。図8、7の基礎となっているX線

記録紙のピークの高さは、その粘土鉱物の垣のみでなく、結晶度によって

も変化するといわれ・また・使つた試料が全体の中のごく一部のものであ

るから、記録紙のピークの高さは絶対量を表現するものではない。すなわ

ち、斜面上部のカオリン鉱物が下部のものに比べて大差ないのは、一定X

線試料中に占める細粒の石英・長石が多くなるためであり、必ずしも斜面

上部でカオリン系鉱物が増加していないことを示すものではない。

　一方・切取り後の変化を斜面表層から垂直深さ方向の変化としてみると

一般に・表層部（深さO　cm）のものは・それより深いものより石英の増加

がみられ、とくに面1地点は石英が増加し、長石が減少している。またカ

オリン鉱物は％1、A5　2、　Ma　3地点では深部から表層に向って増加するが

／1a　4以下履一定かや＼減少することもある。ギブサイトは一般に斜面深部

から天層に向って増加し・イライトも顕著ではないが深部から表層に向っ

て増加の傾向を示す。このことから切取前の風化変質の状態は粘土鉱物の

種類の上で明瞭な差がみとめられるが、切取後の変化（斜面に垂直深さ方

向の変化）は前者に比べてそれほど顕著ではなく、カオリン鉱物、ギブサ

イトの量がわずかに増加する程度であり、その増加の様子は切取前に風化

の進んでいる所において著しい。そして石英・長石が増加することは、切

取り後の変化が、土粒子の細粒化にかなり大きく影響されることを示すも

のである。
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8．5　化学組成の変化

　前記の鉱物組成の変化か化学成分の上にどのように反映されるかをみる

ため、各試料（現地から採取したまま）について、主成分の分析を行なっ

た。その結果は図8．8のとおりである。

　分析法としては、SiO、は炭酸ソーダ溶融法により、他はフレームスペ

クトロフオトメータによった。

　その結果、一般に、斜面の上下方向にみると下部から上部にわたって、

Na　，　Ca，　Feは減少するが、　Sio，はほとんど変化しない。また、斜面

表層から垂直方向にみると斜面深部から表層に向かって、Na，　Ca，　Fe

は減少し、SiO、はむしろや〉増加ぎみとなる。

　このことから、切取り前の風化変質は磯械作用による細粒化とそれに伴

うGO！，｝もO　の化学作用○結果、長石、雲母が分解し変質してFθ，　Ca，

Naなどを分離したもDと考えられる。　txた、切取り後の斜山垂直方回の

変化もやはり、これらの元素が、雨水の作用によって失われた結果であろ

う。

　ただ、切取り前の状態は、変質はしていても、極端な浸透水の影響をう

けていないので・分離した元素がまだ一部粒子の表面、聞ゲキ中に存在し

ており斜面が、切取られ、欧しい流水、雨水にさbされると比較的急激に

溶脱されるので、切取り後の変化が切取り前の長時間の変化に比べかなり

顕著なものになるものと推定される。

　なお、SiO、が斜面、表層でやx増加するのは、他の元素が減少するの

で見かけ上増加していると考える。

　粘土鉱物の変化と化学成分の変化を比較すると正長石（40。A㌔03。6Si

O2）、斜長石（Na20。A1，0s・6SiO2～己aO・ALIOs・2Si　O，）からカオリン

鉱物（Al20s・2SiO2。2H，o）となり、カオリン鉱物の生成によりCa，　K，

Naなどが分離されること、すなわちカオリン鉱物やギブサイト（A1（OH）3）

の生成していることはCa，　K，　Naの減少を意味するものであり、化学分

析の結果もこれをうらづけている。
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8．6　セン断強度の変化

　前記の質的変化は当然、強さの変化として反映されるはずである。この

ような不安定な状態にある⊥粒fはわずかの衝撃によっても簡単に破壊さ

れてしまうので成形した乱さない試料による強さ試験は不可能に近い。し

かしマサ土の場合、乱すとvまとんど粘着力はないが、乱さない状態ではあ

る程度の粘着力（付着力）を有しているものと考えられる。したがって乱

した試料よりも乱さないで現地の状態で行なう試験の方が他の資料との対

応を調べる上で守ましいと考え、つぎのような方法で現地セン断試験乞行

なった。

　すなわち、斜面に平行に面横80c㎡の鉄板をあて、その周辺にあけた孔

に鋼製のクギを斜面深部方向1’C　2　cm打込み、クギによって斜面の土を拘束

し、易l！に作’たアンカーにより反力を得て、この板に垂直荷重をかけ、そ

の荷屯を適」～に変化させていったときの引張り強さ（セン断強さ）を測定

し・一面セン断試験と回様の要領で・みかけの粘着力c，内部摩擦角（セ

ン断抵抗角）fτ決定した。その結果は図8．9のとおりである。

　tジ結果によると、〆は斜面上部からド部に向かって一禄に増加してい

る．これは、図8．1、8、2からもわかるように、土粒子が細粒化すること、

万度が減少することから生ずる結果であろう。

　一万、枯着刀Cは斜面下部より上部に向かってじよじよに減少し、Ma　2

で最小になり、さらにヒ部の施1でまた増加している。この原因について

ば％2以下の部分は原岩の生成当初から持っていた結晶粒子間の付着力す

文わち、結晶原子の相互の吸引力によるものであり、これが風化の進行と

ともに、結晶格子中の原子が離脱し、結合力が切れて弱くなっていく部分

と考えられる。この過程で、元素の一部は粒子の表面や間ゲキに残存して

k・り残存強さの原因の一つになっている。

　また、／fC・．1てふたたび、強さが増加することについては、％2以上の部

分は粒子か細粒化し、いわゆる普通土と同じように含水量の変化によって

粘着力が久化する部分と考えているが、その原因については今後さらに検

討を要する。

　さらに、斜面表層から垂直深さ方向にみると、C、夕とも表層で小さく

　　　　　　　　　　　　　　　一119一



　　　　　　　　　　　　　　　　　→G（暫）　　　　∫（°）
なっている。そして、最も　　O　O．5　1．0　0　　　5〔p

風化の進んだ斜面上部は変
　　　　　　　　　　　　　o．o

化鷲㌫㌶適、。

砒べてや・大きい・こ O。
は・　ra・付近が最も変化喧己

やすいことを意味するもの1　．’6D

であろう。表層に向かって、

Cが減少することは切取り

後の変質による、粒子の粘　　　　図8．9　セン断試験結果

土化よりも、聞ゲキの増加

や、粒子周辺の残存イオンの溶脱による影響の方が大きくきいてくるため

と考’えられる。

　したがって・このように比較的短時間における強さ変化の場合の＊“もな

原因には、もともと不安定な状態にある土粒子が雨水、浸透水などにさら

され、空ゲキや、粒子のまわりにかろうじて残存させているイオンを急激

に溶脱すること・また・温度変化による機械的作用による空ゲキの増大、

ひいては土粒子の変質が考えられる。

8．7　溶脱試験による強度変化

　上記のような現象を実験的に明らかにするため、かろうじて成形可能な

程度に風化した試料（％5の深部）を取り，約1009に成形し、透水セ

ル（径6・cm・長さ5　cm）に入れ、セルの空ゲキをパラフィンで充テンして、

炭酸ガスを吹込んだ蒸溜水を浸透させた。そして、各試料に0、100、

200・……600㏄．をそれぞれ浸透させ終ったものについて、一面セン

断試験を行なって強さの変化を調べた。そのときの垂直荷重は0．4kg／6㎡

であった。その結：果は図8．10に示すとおりである。

　また・浸透した炭酸水の中に溶出した元素を調べると図8．11のように

なり、とくにCaが多く、次にFθ，　Mg，　Naの順に小さくなる。また、最

初の200㏄ぐらいで、大部分溶出してしまい、それ以上の浸透水中には
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ほとんど溶出しなくなる。
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図8．10　浸出量とセン断強さ

　　［

　　　　　　　　　　　　メ・－－－－4
三　　　　　　　　　　　　　M
餉　　　　　　㌃二。、

蟹

。｝こ餐護ミヰ．＿

　　　1〔D　　　　2C〔〕　　　300　　　40Ci　　50〕　　　600

　　　　　　浸出液梧（cc）

　　　囚8．11　浸出量と溶出元素

　強さの変化もこれとkゴ1じ傾同を示し、最初の200～300CCぐらいま

でに強さの低下か若しい。

　このことから、この程度に風化を受けた花固岩（マサ土）は、炭酸水の

作用により粒子表面や、問ゲキ、接着点などに残存している元素を急激に

溶脱して強さを失うものであり、雨水、浸透水などが切取り斜面の強さ低

下にかなり大きな影響を及ぼしていることがわかる。

8．8　結　　論

　前述の結果を要約すると、

（1）花嵩岩の風化残留土は、風化の進行に伴って蜜度が滅少し細粒化する

　結果、自然含水比が増加してくるが、土粒子の比重は大した変化はない。

　したがって、風化度O判定の規準として密度の測定が有効である。

（2）マサ土地帯で切取りを行品合に、切取り後の変化は、切取り前の風化

　変質の度合に影響される。

　　切取り前の風化による粘土鉱物の変化は、粘土鉱物の種頚の増加とし

　て表現されるが、切取り後の変化は粘土鉱レつ極類の変化よりも量的変

　化、一次鉱物の細粒化として表現される。切収りらの風化層を特徴的な

　粘土鉱物で区分すると、上部から下部ヘギブサイト層、イライト層、カ
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　オリン層となる。切取り後の変化の著しいのは、一般に切取り前に風化

　が進んでいる所であるが、切取り前にあまり変質が進みすぎたものはか

　えって切取り後の変化が小さい。

（3）切取り以前による化学成分の変化は、一般にF。，Ca，　Naなどが減少

　する。切取り後の変化も同様の傾向であるが、切取り後の方がむしろ顕

　著である。これは、土粒子の結晶のまわりに遊離した元素が一部残在し

　ており、これが切取り後に雨水にさらされ急激に溶脱されるためであろ

　う。

（4）マサ土斜面における強さは、風化の度合とよく対応する。そして、切

　取り後の変化は切取り前の状態を反映している。しかし、切取り前に著

　しく風化したものは、切取り後においてそれほど顕著な変化を示さない。

　これは、すでに風化が終局の状態に達しているものと考え得る。

（5）切取り後、急激に強さの低下を起こす原因の一つとして粒子のまわり

　の残存遊離元素の溶脱があることが実験的に明らかとなった。
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9　マサ土の突固め特性に関する研究

9．1　概　　説

　マサ土を盛土や道路の路盤に利用する場合、突固め特性が重要な要素とな

る。一般にプロクターの原理によって、一定エネルギーの突固めの下で得

られる最大乾燥密度と最適含水比は、上の粒度や種類によって変化すると

されている。そして砂質土では粘性土に比べて高い密度が得られるとされ

ている。しかしマサ土の場合、必ずしもこのような一般論が適用されると

は限らない。というのは、土粒子自身が他の土質に比べて特異なものであ

るからである。

　マサ土の突固めの特性についての研究は決して少ないとは云えない。た

とえば、H。。。y。。d　Graee（、948）’）はホン・ンのマサ土の突1蜘・r雛

を明らかにし過転圧現象のあることを明らかにした。また谷本（1958）2）

も六甲山地のマサ土について同様の現象を認めている。一万、久保田ら（

1967）3）は有色鉱物の多いマサ土の突固め実験を行ない、土粒子の破砕

が重要であることを指摘している。

　このような研究は、しかし、ある特定地域のマサ土の仕質を述べたにす

ぎず、特性の原因についてマサ土の土粒子特性の観点からは追求していな

い。そこで本章では主として、土粒子特性の観点から突固め特性を明らか

にし、これと強度特性との関係をff－　一一的に論ずる。

9．2　鉱物組成と突固め特性

　マサ土の鉱物組成は既述のように有色鉱物量によって代表的に表現され

るので、主として有色鉱物の影惇をみるため、粒度が0．074～2．OO　IZM

同一のマサ土に、同一の粒度の有色鉱物を添加混合したものについて突固

め試験を行なった。まず、有色鉱物の極端に多いマサ土（有色鉱物：石英

長石＝75：25）と、石英長石のとくに多いマサ土（有色鉱物：石英長

石＝5．5：94．5）を選び、粒度がO、　074～2．OO　mmになるように調整

したものをO、25、50、75、100％の割合で混合した。これを一

面セン断試験機のセルに入れ、突固めエネルギー（2．5k7×10・cm×20
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回）で突iSdめると突固め

曲線は図9．1（a）のとうり

である。4）

　また突固めたものの一

面セン断試験の結果山図

9．1（t，Xc）のとうりである。

これによると、一般に有

色鉱勿がふえると乾燥密

度は弐下しピークはなめ

らかになって含水比の大

さい方に少しつれる。そ

して、粒子が，1粒化した

ようになる。が、突固め

後の粒度分析によると、

‡y子の変化はあっても鉱

渤舟成による変化ぱ小さ

いことから、これは土粒

子鉱物固有の納性による

ものと考えられる。また

セン断試験の結果による

と、粘着力Cは有色鉱物

の増加とともに最大値は

減少し、ピークは含水比

の高い方に偏り、含水比

がかなり増加しても減少

乾燥密度（ち

f
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図9．1　有色鉱物と突固め土の特性

が少ない。一方内部摩擦角ダはcぼど顕著な差を示さない。したがって、

このマサ土の強度変化は粘着力が主に影響しているものと考えられる。と

くに、有色鉱物に対しては枯着力に影響する水の作用磯構が普通土と異な

るものと考えられる。有色鉱物の多いものが突固め密度が上りにくい原

因としては土粒子特有の形態・結晶構造によるもので、形態が板状であb、
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かつ、粒子が人きくても粘性土のような挙動を示すこと、また、風化した

有色鉱物は結晶内の努開がゆるんで多くの水分を吸収して膨張するので

固めエネルギーが有効に作用しないためと考えられる。

　有色鉱物の多いものが砂質土でも粘性土的性質を示す原因をさらに究明

するため、つぎのような実験を試みた。すなわち、有色鉱物の特徴である

努開面は、風化の進んだ細粒子でその影響が顕著であると考えられるので、

0．074　mm以下の有色鉱物からなる試料を、　　KC1　（2．5％）の水

溶液と混合し、約1週間放置して自然蒸発乾燥させた。これによってKイ

オンは勢開間ゲキに侵入固定されたと考え、KC1処理しないものと有色鉱

物の少ない石英・長石土を比較するため、貫入試験、透水試鹸を行なった。

その結果は図9．2（aXbXc）のとうりそある。4）これによると、無処理のもの

は乾燥密度が低く、含水比が増加しても強良の減少江少ないがK処理を行

なったものは乾燥密度が大で強度は上るが含水比の大きい所で無処理土よ

り強度は小さい。また、透水係数はKCI処理のものは無処理のものに比べ

含水比のはるかに高い所で破小になる。また、同一粒ぼの石英，長石質土

とKCI処理土は非常に類似していることから、　KCI処理によ・って石英。長

石土の性質に近づくような変化が起っているとみられる。このことについ

て考察すると、つぎのようである。

　すなわち、有色鉱物は結晶が板状で風化によって勢開間ゲキが発達し、

陽イオンが離脱しスθ電荷をおびていて水分H＋を吸着している。この水

は吸着水で潤滑水とはならず、粒子内に存在するので含水比の高い所でも

強度がそれほど低下しない。この勇開溺ゲキをKイオンで固定してやると

図9．3のように、吸着水の入り込むゆとりが少なくなり土粒子力収縮して密

度、透水性が増加するものと考えられる。また、このことは、密度を一定

にした場合の透水係数の点でみると、無処理土よりKC1処理土の方がはる

かに大きいことtならびに、水中の沈降容積がKC1処理土の方が小さいこ

となどからもうかがえる。これらは有色鉱物粒子固有の特徴である。
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有色鉱物粒子の模式図

未風化
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図9．3　土粒子の構造概念

9．3　風化度と突固め特性

9．3．1　土粒子の風化度と突固め密度

　　土粒子の風化度と突固め特性の関係は重要である。いま土粒子の風化

　度を長石比重（GGf）で表現し、　G8fの種々異なる試料で、有色鉱物

　量が10％近くの試料を選び、粒度を0．074～2．0㎜同一としたとき

　の各試料の突固め曲線は図9．4のとうりである。ただし、突固めは小型

　のモールドを用い、突固め仕事量はJIgA1210と同じである。これから

　風化度の大きいものは同一粒度でもrdmaが小さくなる。そして、最適

　含水比は風化度が大きくなるとやや大きくなる傾向があるがその変化は

　少ない。

　　図9．5はヒ記以外の多くの試料について同様の実験を行なったもので

　あるが、この場合有色鉱物量も変化があるので、風化度と有色鉱物量の

　二要素で表現した。これによると、有色鉱物量が多く、風化度の大きい

　ものほど最大乾燥密度が小さくなる傾向が明瞭である。
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　　　　　　図9．5　土粒子特性と突固め密度の関係

9、3．2　風化土粒子の突固めによる粒度変化

　1）粒度変化

　　突固めに伴う粒度の変化をみるため、風化度の大きい比叡山のマサ

　　　　　　　　　　　　　　　ー－128一



；：：1

ODOI　　　　　　　　O．Ol　　　　　　　　　O．1

　　　　　　　　　　　粒　　　　径
　　図9．6　突固め土の粒度変化

（朋）

1．0

土をCBR試験用モールドおよびランマーを用いて5層で1層当り突

固め回数を増加させて突固めを行なった。そのときの粒度変化は図9．

6のとお・りである。

　図によれば、突固め回数が培加すれば粒度加積曲線は、細粒側に移

動するが、突固め回数に比例的に変化するのでなく、ある限界以上に

なるとそれほど変化しなくなる。

　そして、破砕は0．48～4．8π沈の部分が多いことがわかる。

　つぎに粒度変化の様子をさらに詳しく倹討するため、Petijhon　5）

によって提案されたつぎのようなパラメーターに」、って表現してみる。

中央径　Md＝D
　　　　　　　50

偏　差

歪　度

尖鋭度

・・一一
P・。・，。（・，，／・、5）

・R一
噤E・9・・昔奇一

Kt＝D・／ユ・g，。（D，。／D、。）

　これによって、突固め回数と含水比が変化した場合のパラメーター

の変化を図9．7、9．8、9．9、9．10に示す。

　これらの突固め以前の試料にもパラツキがあるので、図には平均し

たものを直線で記入してある。

　これによると、Mdについては、当然、突固め回数の増加とともに

小さくなるが、含水比との関係をみると、最適含水比より少し小さい
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図9．10　含水比とKじ

ところで破砕が最も多くなる。久保田らの結果によると、有色鉱物の

多い場合は最適含水比より少し多い含水比のところで破砕が多いと述

べている。

　つぎに粒度分布の良否を表わすDvについてみると、突固め回数の

増加とともにDvが大きくなる。つまり、粒土分布が良くなることが

わかる。しかし、含水比との関係は明瞭な関係がないようである。

　また、粒度のかたよりを表わすSRについてみると、これも突固め

エネルギーの増加とともに（一）側に大きくtkってくる。そして最適

含水比よりかなり小さいところで一つの山があるようである。このこ

とは、突固めにより、細粒分が増え、頻度分布の山が、粗粒側にかた

よった分布になっていることを示す。

　最後に、頻度分布の尖り度、つまり、中央径のところに集中してい

るかどうかの目安になるKtについてみると、突き固めエネルギーに

よって顕著な差はなく、ただ、含水比の増加とともにやS減少するこ

とがうかがえる。

　このように人エ的に拘束された状態で突固める場合、土粒子は大き

なものから細粒側（シルM粘土分）へ極端に変化し、中央部のものは
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　あまり変化しないことが特徴である。これは、構成粒子が、何種かの

　鉱物粒よりなっていて・全てが一様にこわれることではなく、ある種

　の鉱物粒子が・不連続的に大きなものから中間的なものを経ずにすぐ

　に細粒化することに原因しているのであろう。

2）土粒子の選択性破砕

　　マサ土は既述のように突固めによってかなり土粒子が破砕される。

　このような破砕現象はマサ土の大きな特徴の一つであるが、鉱物粒子

　単位でみると・必ずしも一様に破砕しているのでなく、土粒子の鉱物種

　によって破砕の機構や程度が異なるものと考えられる。

　　そこで、ここでは、主として、つぎのような考え方に従って実験を

　行なった。マサ土を構成する一次鉱物粒子は既述のように、石英、長

　石、雲母の三種である。そして、各々、個有の化学成分をもっている。

　マサ土が、突固めによって破砕され、表面積が増加すれば、その表面

　から水中に溶出する化学成分も多くなるはずである。したがって、溶

　出成分の量の多少から、破砕されやすい鉱物種や破砕過程がわかるも

　のと考えた。

　まず・1）で述べた突固めに使用した試料のうちから、フルイにより

2．0～0．85　mmのものをふるい分けた。その鉱物組成は石英、長石、雲

母の比が3・6：1・7：1のものである。これを丁工SA1210の突固め試験

用モールドに2009入れ・重量4・3kg・落差45cmのランマーで突固

め回数を50～800回に変化させて突固めた。この場合、破砕の過程

にとくに注目するため、通常の突固め条件よりかこくな条件で行なった。

　突固め後、各試料を109とり・HC1　3．5％の水溶液50㏄中に入

れ、0．5、1．0，1．5、2．0時間撹拝した別々の試料をろ過し、そのろ

液について、主要溶出成分、Na，　K，　Ca，　Fθ，　Mg，　Sio、を定量した。

定量法は、SiO2以外はフレームスベクトロフオトメーターにより、

Sio，はモリブデン青法による比色分析によった。

　以上の方法により、突固めたときの土粒子の破砕状況は図9．11のと

うりである。
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20

　また、突固め回数が増加する場合の各元素の溶出量の変化は図9．12、

9．13、9．14、9．15、9．16、9．17のとうりである。この場合、

溶出量は50㏄中にて溶けた各元素の濃度をppm単位で表したものであ

る。

　一般に、突固め回数が増加するにともなって各元素の溶出量が増加し

て来るが、時間と溶出量の曲線は初期ほど勾配が大きく、溶出時聞の長

い所では勾配がゆるくなる。また、溶出㎡の絶対量はFe，　Sio、，Mg

などがとくに多く、Na，　Ca，Kなどは少ない。

　これから、Fe，　Mgを含んだ鉱物の破砕が多いことは推定されるが、

さらにくわしく検討すると、各鉱物の化学組成はつぎのように表わされ

ている。

英石石長D幻

3）黒雲母

SiO2

a）斜長石　rCa・Na〕AI　S　i2．．80e

b）正長石　KAI　SiO
　　　　　　　　　　s
｝1，・K（M、…廿），（・・…杵）・・2・12

　　　　　　－－136一



いまの場合、これらの3鉱物に含まれている個有の元素に着目し、その

変化をみれば各鉱物の破砕特性がわかるはずである。そこで、つぎのよ

うな仮定を行Ziう。

1）各鉱物は元素を均一に含むこと。

2）各鉱物の各元素は表面積に比例して溶出すること、すなわち、表面

　積が変化しても、単位表面積から溶出する元素の時間当りの割合は一

　定であること。

3）各鉱物の単位表面積から溶出する各元素の比は一定であること。

　この仮定が成立するとすれば、各試料の一定時間に溶ける量はその総

表面積に比例すると考えてよい。

　しかし、図9．12～9．170ように、一定時問に溶ける量は時間がた

つにつれて変化していく。つまり、溶液の溶解能力が減少していくから

ある時刻に右ける各試料の溶解1妻1は一定濃度にもとつくものではない。

したがって、溶解量を破砕の目安としても、溶解壷は時間とともに変る

ので、正確には時間が0のときのkO期溶解速度（lnitial　Rate）を

知らねばならない。

　固体物質の溶媒への溶解について、HiXson，　CrOwelユ　らの研究に

よると、次式で示される。

　　　　dm
　　　｝≡＝k’S（C・一゜）　　　　　……（9．・1）

ここで・c・：飽和濃度、　k：速度定数

　　　　　c：t時間後までに反応した濃度

または、

　dm－Vр奄戟@＝　k°s（ms一叫＋m）
・・・… @（　9．2　）

　ここで、V：溶媒の体橋In　8：飽和濃度における粉体固形分

　　　　　％：扮体固形物の初期の量、m：t時間後の粉体固形分

いま、溶液中に溶けた扮体量をmd、また、　md／’ms＝＝Wとすれば

　　　　ロ　
　　　V≡＝－k°S（1－W）　　　　　……（9．・3）
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　dW　　　　　　ks
∫τデー∫マーdt

ここで、V、　k、　Sを一定とすると、

　　　　　。。一．md　一三，

1・－W＝

　　　　m8
＝θ　V

・・・… @　（　9．4　）

・・・… @（　9．5　）

　　　curve）と速度曲

線（Rate　eurve）を画く、

累積曲線とはある時間まで
　　　　　　　　　　　　　　　60
に溶出した量をppm　で表　溶

わしたもの（曲線C）・速解48

度曲線とは、1時間に溶け　量

た量を時間に対してppm　（ppm）56

で示したもの（R曲線）で

ある。

　この速度曲線を0時間に

外挿することによって初期

溶解速度が求められる。こ

の速度曲線を延長すれば、

初期溶解速度が得られるは

ずであるが、これのみでは

となり、飽和濃度と溶解濃度との差が、つまり溶液の溶解能が時間とと

もに指数数的に減少することになる。

　しかし、実際には溶解が進むに従って表面績sの絶対値が減少して来

るはずである。そして、だんだん、粒子が溶解して小さくなればこの式

は適合しなくなる。したがって、溶出速度はt＝0のときの溶解量を求
めるため、つぎのような方法によった。5）

　まず、図9．18のように

測定値から二っの曲線すな

わち、累積曲線（Acaum－　　　　IR　　　　　　　　　KC＋R曲線

ユate

＼8曲線

／＼

　　ノ

＼／

　図9．18

－－P38一

＼

30（05）　　　60（1．0）　　　　90（1．5）

　　　t　分　（時）

初期溶解速度を求める図



正確に求めがたい。そこで、つぎのような算術的外挿法を用いる。図の

R曲線　C曲線に実験的にもっともよく合致するのはつぎの式とされて

いる。

　　　　　At十at2
　　　C＝　1十Kt ・・・… @（　9．6　）

　　dC　A十at
R＝一＝
　　dt　1十Kt

ここで、 R：1時間当りの溶解量（ppm）、

t：時間、　A：初期溶解速度・

・・・… @（　9．7　）

　C　：累積溶解量（ppm）

a、K：常数
　これは、　　　　　　　　　　KC＋Rが直線となるとした式である。

このKC＋Rは初期溶解速度において0時間の縦軸と交わる。

　このようにして、cとRを組合わせることにより初期溶解速度をKe

＋Rなる曲線によって正確に外挿することができる。Aは0点における

累積曲線の切線か1時聞軸と交わる点である。

　（9．6）式と（9．7）式より、

　　　KC＋R＝A＋at　　　　　　　　　　……（9．8）
　この式において、Aをaは未知数てあるが、1／2、1。11／2時間に

対する測定値から各時間に対するO、Rが求まり、次式からK、　Aおよ

びaが求められる。

　　　KC、＋Rl＝A＋0・5a　　　　　　　　……（9．9）

　　　KC，＋R、＝A＋a　　　　　　　　　……（9．10）

　　　KC，＋Rs＝A＋1・5a　　　　　　　……（9．11）
そこで、つぎに、各鉱物粒子の破砕を調べる手がかりとなる元素を決め

る必要がある。各鉱物個有の元素（Index　elemθnt）は石英、　Si　02、

長石はC・・N・・K・A・・Si・、である・黒雲母は・・，　Mg，　K，　S・・2

である。これらのうち、石英はSiO2のみであるからSiO，を用いる。

長石は斜長石の場合、CaまたはNa、正長石はK、雲母はFe，　Mg，　K

である。

長石のうち、正長石はKで雲母と共通するのでここでは取扱わず、斜長

石のNaを用いる。そして・雲母はFθを用いる。また・石英もSio、

　　　　　　　　　　　　　　－139－　　　　　　　　　　　　　　　　K



のみであるが、SiO2は他の鉱物にも含まれるので、つぎのような操作

を行なった。

　試料の中から肉眼で石英、長石、雲母の鉱物粒を選び出し、これらを

細く砕いて比表面積と空気透過法により測定した。つぎにこの3種の試

料について前記と同様に溶出試験を行なった結果は図9．19，9．20の

とうりである。
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図9．19　各鉱物の溶出

一14　O一



　　　100　溶

　出

　量

（pprn）

　　　50
（雲母）

／↓
　　　　1　　　｝
0

　0　　　　　　05　　　　　　1．0　　　　　1．5　　　　　2D

　　　　溶出時IIU（hr）

図9．20　各鉱物の溶出量

　また、前記と同様に単一種の鉱物の場合の指示元素（エndexθ1θm一

θnt）の初期溶解速度を求めたのが表9．1である。

表9．1
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　つぎに、突固めた試料についても同様にして指示元素の初期溶解速度

を計算し、これと単一種鉱物の初期溶解速度から各鉱物の破砕指数をつ

ぎのようにして計算した。すなわち、斜長石はNaの、黒雲母はFoの

初期溶解速度を破砕指数とし、石英は表9．1の場合の長石のNaとSio、の

初期溶解速度の比、雲母よりのFeとsio、の初期溶解速度の比より、

　　　　　　　　　　　　　　－141一



cユ02の全量から差引くべきSi　02量を計算して、石英の破砕指数を出

した。その結果を図9．21に示す。
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図9．21　土粒子の破砕度
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　これによると、突固め回数の増加にともない、粒子破砕は石英が小さ

く、かつ一様であるが、雲母、長石はかなり破砕されることが明らかで

ある。破砕の大きい方からの順序は雲母、長石、石英の順である。

これらの結果は各鉱物の化学的変化として表現された破砕の程度を表わ

すものである。したがって、物理的にみた場合の破砕と異なる可能性が

ある。

　そこで、つぎに、各鉱物粒子の破砕状況をフルイ分析によって調べた。

結果と比較してみる。

　図9．22は石英、長石、雲母の各鉱物粒子が突固め後どのように破砕

されるかを破砕率で示したものである。この場合初期粒度はO．　8～2．O

naのものであり、破砕率は全試料重量に対する0．8㎜フルイ通過量の割

　　　　　　　　　　　　　　一142一
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　合で表わした。これによると破砕率は長石、云母、石英の順に小さくな

　ることが明らかである。このように、長石、雲母の破砕順序が異なるこ

　とは、破砕面の化学成分の溶出特性が異なるたのであると考えられる。

すなわち、雲母はヘキ開面で破壊され、粒径のわりに表面債が大きく、

かつ、ヘキ開面からのFeの溶出が多いためと考えられる。

9．3．3　土粒子の風化度と突固めた土の強度との関係

　　風イヒ度の異なる試料について突］めエネルギーを種々変化させた場合

の突固め試料を作り、それについて貫入試験を行なって貫入強度を調べ

たρ試轍図・．23のようe（風膿の異なる確を選んだ．（。。。，

2・488～2・584）。貫入強度の測定は径3ππの鋼棒を用い、貫入量2．O

anまで示される最大強度（kg）で表わした。その結果を、　na　4（最も風

化した試料）について示すと図9．24のようになる。突固め回数の増加

とともに取大乾燥密度は上り・最適含水比は減少する。図9．25は突固

めた試料の貫入強度の変化である。これによると、突固め回数の大きい

ものは強度は大きいが、含水比の大きいところではむしろ突固め回数の

少ないものの方が大きくkっている。そこで、これを含水比をパラメー

　　　　　　　　　　　　　　－143一



ターにし、乾燥密度と貫　100

は乾燥密度の増大にもか（20
　　　　　　　　　　　％
かわらず強度が低下する。）

そこで、これと同様の操　　　0’1

作をnd　1、2、3につい　　　図9．23
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　　突固め仕囎、雰

図9．27　風化ばと突固め限度

ても行ない、突固め仕事の増大にともなって貫入強度が低下する場合、

図9．26のピークの位置の含水比、突固め仕事量を各試験結果から読み

とり、風化度（Gsf）と突固め仕事量との関係で示すと図9．27のと

foりである。これから突固めによって過転圧の生ずる範囲が明らかとな

る。過転圧は風化度が大で、含水比の大きい場合ほど小さな突固め仕事

量で注ずる傾向がある。図中の・印は明らかに強度のピークが現われる

もの、O印は突固め仕事量を増大してもピークが現われず、ほS一定値

になるものである。

9．4　結　　論

　マサ土の突固め特性を考えるとき、2つの要素が重要である。その一つ

は鉱物組成であるが、これはマサ土の場合とくに有色鉱物量が重要な役割

をはたす。すなわち、有色鉱物は、その結晶構造からみて、c軸方向に垂

直な努開面が発達しており、風化すると結合がゆるんで水分を吸収し、膨
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＼

張する。また形が板状であるから土の構造、配列が重要な性質となる。こ

のような特性から、突固めによって得られる密度は小さくなる。また強度

の点では含水比が最適含水比を越えても強度の低下が少ないことは土粒子

と水の関係が複雑であることに原因していると考えられる。

　一方、もう一つの要素は風化度である。風化度の大きい土粒子は突固め

によって土粒子が選択的に破砕され、結果的には細粒土のように過転圧現

象を生ずる。土粒子が細粒化すれぱ土粒子間間ゲキをつめるので、突固め

時に間ゲキ水圧が消散しにくく、これが過転圧の原因となるものと考えら

れる。

　したがって、突固めあるいは転圧においては土粒子特性を把握すること

が重要であり、単に粒度のみの検討では不十分である。
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10　マサ土のセメント安定処理に関する研究

10．1　概　　説

　マサ土をボルトランド・セメントで安定処理しようとする試みは他の土

質と同様かなり古くから行なわれており、実用化もされている。とくに道

路の路盤、基層などの安定処理を目的としてマサ土を使ったソイルセメン

トが広く実用され、これに関する研究、現場施工例も多い。1）2）3）4）

しかし、その報告の内容は大部分、ある特定地域のマサ土がソルルセメン

トとして利用できるかどうか、あるいはセメントの種類によって効果がど

うちがうかと云うことに限られている。そしてその多くはマサ土がソイル

セメントとして工学的になんら問題なく利用てきると述べている。ところ

で、一口にマサ土といっても、既述のように、地攻によって、あるいは同

一地域でも採取場所によってかなり質的な変化がみられる。したがって、

これをセメントで安定処理する場合の効果も質的差異によって異なること

が予想される。土がソィルセメントに適するか否かの判定としては改訂

PR法を始め種々の分類法によるものがある。5）　しかし、マサ土の場合こ

のような方法のみでは十分でなく、さらに詳しい独自の判定法が必要とな

る。本章では第3、4章で述べたマサ土の土粒子特性がセメントで安定処

理する場合にいかに影響するか、また、実際に利用する場合の適否などに

ついて述べる。

10．2　土粒子特性と安定処理土の強度特性

10．2．・1実験方法

　本実験に用いた試料はマサ土地帯と呼ばれる広島、岡山、六甲、生駒、

比叡山の各地より採取したものである。これらの鉱物組成（有色鉱物量

　）、風化度（Gsf）についてはあらかじめ第3章で述べた方法によって

測定した。各試料のもとの粒度はそれぞれ異なるが、主として質的変化

の影響に注目するため、粒度分布を入工的に調整し、0．074　・v　2．0　O　nzm

の同一粒度に揃えた。

　実験方法は・まず・上記のように調整した試料のうちから代表的なも
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のをいくつか選び、これらに、普通ボルトランドセメントを重量で2，4，

6、8％とおのおの添加した一連の試料について、小型のモールド（高さ

7．5・C7rl、直径3．75　cm）とランマー（落差30　cm、重量5009）を用

いて、1層当り30回つつ3層で突固め試験を行なった。そのときの突

固め仕事量はCBR試験の場合に近いが、実際の締固め効果は」エSA12

10に近いものである。

　これによって、各試料の各セメント添加量の場合の最適含水比、最大

乾燥密度を求めた。

ρ〈分変化する。しかし、

一般にセメント添加による

最適含水比の変化は小さく

1～2％以内のことが多い。

そこで、っぎに各試料につ

いて各セメント量を添加し

　　　　　　　　　　　　　　6
その結果、つぎの傾向が明

らlb・となった。　セメント添　 50

加量が増えると乾燥密度が圧

上り湶齢水比は小さい縮4°
　　　　　　　　　　　　強
方に移動するか、この傾向度30

はマサ土の種類によってもG
　　　　　　　　　　　　）20

0＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿a
2　　　　　　4　　　　　　6　　　　　　8

　　　セメント添加量（％）

図10．1　セメント量と強度の関係

た場合の最適含水比において供試体を作り・パラフインシールして20℃

の水槽中にて7日間養生を行なったのち、一軸圧縮強度を測定した。

10．2．2実験結果とその考察

　1）風化度と強度の関係

　　　各地より採取した試料についてセメント添加量を2、4、6、8％

　　と変化させた場合の強度変化は図10．1のとうりである。これは代表

　　的な試料についての結果であるが・これ以外の多くの試料の場合もだ

　　いたい、図10．1の最大と最小の範囲にはいる。

　　　これによると・セメント量が増加するにつれて圧縮強度は比例的に

　　増加するが・試料によっては強度増加の傾向が大きく異なる。そして、
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一般に風化の進んだものほど（Gsfの小さいものほど）また有色鉱物

量の多いものほど圧縮強度は小さくなる。いま、有色鉱物量が約10％

附近のものを選び、長石比重（G8f）とソイルセメント供試体の圧縮

強度との関係をセメント量をパラメーターとして示すと図10．2のよ

うになる。

　これによると、圧縮弦度
　　　　　　　　　　　　　　　50
は少しぱらつきはあるが、

G6fの増加とともに急激に
　　　　　　　　　　　　　圧40
増大する。これは、とりも　縮

　　　　　　　　　　　　　　

減少し、それが粒子の強度

の減少となつて表現される。

　したがって、Gsfの減少

によるソイルセメント強度

の減少はまず第一に土粒子

強度に関係しているとみな
　　　　　　　　　　　　　　15∫〕，
ければならない。

　そこで、いま、ソイルセ
　　　　　　　　　　　　　圧
メントの強度（St）が、　縮1　O’O

　　　　　　　　　　　　　強他の条件が同一として・セ
　　　　　　　　　　　　　度
メント自身の強度（Sc）　（
　　　　　　　　　　　　　K2
と土粒子の強度（Sg　）の　）

和によって表現されると仮

定してみる。

●一●セメント

⑭一〇一一〇

8％

6∂

4〃

2〃

図10．2

2．5

Gsf
2．6

長石比重とソイルセ

メントの圧縮強度

Llヰコ増当一斗凶

　Pt　一一’＋r－．　　　　　　　十

　L⊥　　　　雌L＿L⊥
25　　　　　　　2．4　　　　　　　　　25　　　　　　2．6

　　　図10．3
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長石比重と圧縮強度



　　St　＝＝　Sc　十　Sg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・…　（　1　0．1　）

　ここで、Sgは土粒子全部が長石でないので図10．3そのものでは

ないが、Gsfの関数とみなすことができる。

　　Sg＝プ（Gsf）　　　　　　　　……（102）
　一方、Scは養生条件が同一なら、セメント添加量に比例すると考

えられる。

　　Sc＝k・m・S’c　　　　　　　　……（10．3）

　ここで、n：セメント添加量（％）、Sc：単位セメント量によって

発揮される強度、k：常数

したがって、

　　SC＝k・n・Sb　＋f（G・f）　　　　　一・・（10．4）

によって表現されることになる。これを図式的に示すと、図10．4の

ように、Gsfとソイルセメントの強度はセメント添加量の増加ととも

に（AXBXc）線のような傾向を示すはずである。

　したがって、G日fをパラメーターにすると、図10．5のように、セ

iント量とソイルセメント供試体の強度の関係は互いに平行な直線と

なり、図の縦軸との交点が、土粒子強度を表わすことになる。

a b 　　c　　　　　d

　　　（｝s£

図10．4　模式図

　　　董
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セメント量｛％1

図10．5　模式図



　　ところが、図10．1をみると、Gsfの大きい、セメント添加量の多

い部分を除いては直線の勾配はG6fの増大とともに大きくなる傾向を

示す。この理由についてはつぎのように考えられる。

　図10．6の模式図の

　ように、セメント量の

少ないうちは、土粒子

は完全に拘束されてい

ないので、破壊時には

土粒子強度がフノレに発

揮できない；別aノ、セメ

ント量が多くなるに従

つて・土粒子の拘束性　　　　図10．6　破壊の様式説明図

が強まり、土粒子強度

はフルに動員されて来る。したが一・て、図10．6（b）のように拘束性が

最大になった後はセメントと土粒子の強度か完全に発揮され、図10．

5のような変化を示すと考えられるが、それ以下の添加量では、添加

したセメント量の増加によって土粒」・・が拘束され、土粒子の搬の発

現に寄与する分とセメント自身の強度が相乗的に作用してソイルセメ

ントの強度が発揮されるものと考えられる。そして、図IO．・5のよう

な傾向は図10．1ではGsfの大きく、セメント添加量の多いところで

わずかに認められるが、ここであつかった範囲では、だいだい、後者

の場合で、セメント量の増大によって土粒子強度の動員度が増加して

いく領域に相当するものである。

　そこでいま、図10．2、10．3より同一のG8fのときの長石粒子の

強度（平均値）とソイルセメントの強度の値を各Gsfの場合について

読みとり・この関係を示すと図10．7のようになる。

　すなわち、長石粒子の圧縮強度とソイルセメントの圧縮強度はある

範囲まで直線関係にある。そして・その勾配はセメント添加量に比例

して変化する。

　したがって、この場合、つぎのように表現することができる。
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ノい

　　　　20　　　　　　　　　4u　　　　　　　　　60

　　　ソイルセメント圧オ絹・嬢度（鷲）

ソイルセメントと長石粒子の圧縮強度の関係

　　　n
St　＝一。k。Sg
　　　8

…　⑨・・（10．5）

　ここで、St：ソイルセメントの7日強斐（Ke，／c涜）、

　　　　　n：セメント添加量（％）

　　　　　k：比例常数、この場合6．6であるが、有色鉱物量によっ

　　　　　　　て変化する。

　このように、マサ土のソイルセメントの強度は有色鉱物量が一定で

あれば、主として土粒子強度に関係していると考えられるが、これに

加えて二次的な要素として土粒子の表面化学的性質もみのがすことは

できない。すなわち、長石粒子は風化とともに表面が陽イオン不飽和

の状態になっているので、水中ではG8fの小さいものほどPHが酸性

側の値を示す。セメントの添加の効果は一般に酸性条件で小さく、ア

ルカリ性の下では大きいとされていることから、この場合もたとえ土

粒子強度が同一であっても、このような表面化学的性質の差によって

強度がいく分影響されるとみなければならない。しかし、この場合、
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一般に表面化学的要素が大きく効くほど細粒土でないこと、水分も一

　般に少ないことから，この影響はあっても副次的なものと考える。

2）有色鉱物と強度の関係

　　図1α1からもうかがえるように有色鉱物量がふえると一般に強度

が低下する。その原因としては第9章で述べたように、有色鉱物は突

　固め密度が小さいことによるものと考えられる。そして、これは、鉱

　物の特性すなわち、粒形が板状構造こと、吸水膨張が大きいことなど

　に起因するものである。また一方s鉱物自身のセメントとの反応磯構

　が他の鉱物と異なっていることにも関係がある。GrOft（1967）7）は

各種の粘土鉱物のセメント安定処理効果の研究から、モンモリロナイ

　ト、イライMなどの三層構造をもつ粘土鉱物はカオリナイトなどの

　二層構造の粘土鉱物よりもセメント添加の効果が小さいことを明らか

　にしている。マサ土の場合も有色，．i．．　imは風化す⇔と、モンモリロナイ

　ト、などに物性の類似したバーミキユライトが生成されていることか

　ら、有色鉱物の多いものは鉱物自身の性質からみてもセメント安定処

　理に不向きであることが明らかである。

10．3　セメント安定処理土の繰返し荷重下の挙動

10．3．1　基礎的考察

　　マサ土をボルトランドセメントで安定処理する場合、強度に関係する

要素は鉱物組成と風化度である。しかし、これらの質的差異による処理

土の特性は単に一軸圧縮労展のみで判定するのは十分でなく、交通荷重

のような繰返し荷重下での挙勤もあわせ検討する必要がある。土あるい

は金属、コンクリートについての繰返し荷重下の挙動に関する研究はか

　なりある。そして、土の繰返し荷重下の特性は金属の場合のように考え、

繰返し荷重とヒズミの関係に速度過程の理論が適用しうることが明らか

　にされている。しかし、ソイルセメントのような・弾塑性的性質を示す

　ものでしかも、マサ土の場合、種々の鉱物組成からなり、それらの物性

　もおのおの異なる場合は繰返し荷重下の特性も土や金属の場合と異なる

　ものと考えられる。そこで、主として、土粒子特性の観点よりソイルセ
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　メントの繰返し荷重下の特性を述べる。8）

10．3．2　実験方法

　この研究に用いた試料は

六甲、生駒、比叡山から採

取した7種のもので、それ

ぞれの有色鉱物量と長石比

重（Gsf）は表10．1に示

したとうりである。

これらピあらかじめ人工的に

1こ粒度が0．074－v　2．　OOmm

nnの一定に揃えたものであ

る。これらについて小型の

モールドとランマー（10．2．

試料
ﾔ号

長

1

2

3

4

5

6

7

’一一一一r－，＿

表1α1　試料の特性

長石比重（G白f）

2．584　　　　　　　　14．5

2．583　　　　　　　　8．2

2．562　　　　　　11．0

2．540　　　　　　 10．5

2．539　　　　　　 11．4

2．311　　　　　　　　　　6．1

2．482　　　　　　　5．3　　　＿」

1参照）を用いてセメント添加量をO、2、4、6、8％と増加させた

場合の最適含水比を求めその含水比において締固めた供試体を水中（20

℃）にて7日同養生し、一軸強度を測定した。

その結果から・セメント添櫨と搬の関係を求めると図1。．、のよう

　60
圧

縮

強

度40

（暫）

20

0

蓮鷲

図10．9 セメント添加量と強度
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になり、Gsfの小さいものほど強度は小さいが、初期強度を一定にした

いため・図10・8の曲線を直線とみなして延長し、強度が20k〆㎡の

ところのセメント添加量を読みとりその添加量において各試料の供試体を

作製した。そして、これらの供試体に繰返し荷重を作用させた。

　繰返し載荷試験は図10．9　のような一面セン断試験横を改良したも

ので、モーターと減速機を用いて載荷周期を1．6秒一定にし、作用荷重

はレパーを介して分銅によってかけるようになっている。また、載荷荷

重は一軸的に作用するので、繰返荷重による供試体のヒズミはフレーム

に固定したダイアルゲージで読みとった。この装置を用いて、荷重を静

的強度（約20k2／㎡）からじよじよに小さな荷重段階のものへと変化さ

せ、各荷重段階における破壊までの繰返し回数Nと、それにともなう変

形量を測定した。

匡

供試体　／

口π　　

@泣
分銅

襟パ

←霧

図10．9　　繰返し載荷試験機原理図
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10．3．3　実験結果

　　この方法で行なった結果の例を図10．10に示す。これは風化の進ん

　だhra　6試料の場合であるが、荷重が小さくなるにしたが一・て、破壊まで

の繰返し回数Nが大きくなるが、破壊に至るまでのヒズミ量は荷重の大

小にかかわらずほX’・一一定値になることが注目される。また、荷重をさら

　に小さくすると、破壊までの繰返し回故Nの増加の割合がじよじよに大

　きくなる傾向がある。また、ヒズミは弾性ヒズミと塑性ヒズミの和であ

　り、破壊の直前まては弾性ヒズミはあまり変化しないが、塑性ヒズミは

飯壊までの過程でじよじよに増加する傾向を示し、破壊時で極端に大き

　くなる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

，0．2

ψ

ヒ0．4

ズO．6

ミ〔）．8

逐1。

1．2

繰返し回数

ミ畏u

16．2

　0η6

一∠ 堰^k
　歯。6
Gsf2511

②

Σ1唱

図10．10　繰返し回数とヒズミ特性
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　したがって、破壊までの変形の増加は主として塑性ヒズミによるもの

と考えられる。

　そこで、いま、繰返し回数Nと破壊強度の静的圧縮強度に対する割合

（％）との関係を全試料について示すと凶10．11のようになる。これから

明らかなように試料によってNの増加にとも左う破壊強度の低下の傾向

が異なる。これは、金属材料などで用いられているs－N曲線に相当す

るものである。これをみると一般に風化度の大きい試料は繰返し回数の

増大にともなう強度低下がいちぢるしく、疲労が大きいことが明らかで

ある。
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図10．11

　　102　　　　　　103

繰返し回数（N）

繰返し荷重による疲労特性

104

　そして、金属材料のように荷重を減少していくと強度が⊥iに無関係に

なる限界（耐久限度）が存在しそうである。

　しかし、測定値のパラツキが大きいので、厳密に求めることはむつか

しい。この関係はまた、図10．10からも明らかなように繰返し回数N

とヒズミとの関係にも適用しうるものである。
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　いま、図10．11のNが1000回のときの強度を曲線から推定し、

これをかりに限界荷重と仮定すると、これと各試料の長石比重（Gsf）と

の関係は図10．12のようになり、Gsfの小さいものほど限界荷重の値

が・」・さくなる。

　ここで、強度とGsfの関係を直線とみなせば

　　　S　’＝＝35　Gsf十　40　　　　　　　　（10．5　）

　ただし、s’は強度の静荷重に対する繰返荷重強度の比（％）である。

　　90

静

差

霞8°

楚

梨・・

曇

重　60

逐

50

‥

’

0
●

O
●

◎

0

　　　　　　　　　　　　｜
図10．12　限界荷重と長石比重

10．3．4　実験結果の考察

　以上の実験から風化度の大ぎいマサ土を用いたソィルセメントは静的

強度が同じであっても繰返し荷重による疲労の度合が大きいことが明ら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
かとなった。この原因についてつぎのように考察する。

　　マサ土は種々の結晶粒子がらなb，それをセメントで安定処理した場
合）　1．lll；度はセ・ントと土粒子の搬によって妄揮される．土粒子のうち

で・石英は風化に対する耐久性が大であるから、強度は風化度によらず

一定とみなしうる。一方、長石は風化とともに結晶自身の強度が低下す

　　　　　　　　　　　　　　　一160一



る。また、有色鉱物も風化されて変質しているが、量的に少ない。いま、

このような土粒子の集合体からなるマサ土をセメントで安定処理した場

合・供試体に作用する外力は供試体内部に伝達されるが、土粒子の物性

の差に応じて均一に分布せず・強度の弱い部分つまり長石の部分や結晶

粒子間ゲキ周辺に集中する。また、長石粒子内部には多くの微小なクラ

ツクが存在しているので、これに外力が作用するとクラツクの先端部に

応力が集中し・クラツクを発展させて破壊に至るものと考えられる。そ

して、繰返し荷重による強度の低下はこのクラツクの生長に依存するも

のと・考える。

　写真10．1、10．2はそれぞれ風化度の異なる1．6励の長石粒子をセ

メントで固結した供試体に静的圧縮強度の50％の荷重を繰返しかけた

ときのクラックの生長の泳子を顕微鏡で観察したものである。これによ

ると・風化度の大きい揚合は少ない繰返し回数で士粒子を切るクラック

が発達するのに対し・風化度の小さい試料の場合は繰返し回数が多くな

ってからクラックが明瞭になり、そのクラックは長石粒子の部分を避け

て生長する。このことから、繰返し荷重による強度の低下とヒズミの増

大は風化度の大きい場合・長石内部のクラックの生長によるものてある。

風化の大きい長石結晶は内部の結合原子の欠陥が多いので、原子間の結

合力が小さくクラックの成長か容易であるが風化度の低いものはこの逆

である。
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（a）初期状態

写真10．2 クラックの生長（G日f＝255）

繰返し回数800回

（b）繰返し回数100回

（c）繰返し回数300回

写真10．1　（Gsf＝2．3）

　　　　　クラックの生長
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10．4　ソイルセメントとしての適性

　上述の実験結果にもとついてマサ土のソイルセメントとしての適性を述
べる。6）まず、一軸圧縮強度で判定する場合、既述の質的分類に従って7

日圧縮強度をプロットすると、図10．14のようになる。

　　有色鉱物量8

1

O
132

50

セメント8％処理土の等

一　　　　　一 ■　4　〃

香 セメント8％で上方路盤に ’用・

@☆D
≡

呼 〃　4％　　　〃
’

2

　’^ ＼

（15’） 　’@’

（20” ／°
@　　／　　　　’

プ，。　　2．O　　　　も

’〃　＼

0
O　　　　＼、　’・

＼

（15灯／　　3

（25’）　　　”

（5 ．

o褒．
●　、　二’

24　　　　　　　　　　　2

図10．13 土粒子特性とソイルセメントの強度

△：内田らの資料による2）
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すなわち・有色鉱物量と長石比重（Gef）の二つの要素をそれぞれ縦横両軸

にとって、いま、セメント添加量8％の場合の圧縮強度をプロットし、各

点間にもっとも適当と考えられる等強度線を挿入してみた。

　　これによると有色鉱物量の多いもので、Gsfの小さいものほど同じセメ

’ント添加量でも圧縮強度が小さくなることがさらに明らかとなる。

この場合セメント量を8％としたが、必要に応じて前述のセメント量一強

度曲線から何パーセントの場合てもこのような図を描くことができる。国

中の点線は4％の場合について記入したものである。8％の場合にほy平

行していることから強度がセメント量にほy比例的に変化することがわか

る。なお、図甲には内田らが行なった九州のマサ土の7日強度をプロット

してあるか、傾向は一致する。

また・図’10・14は供試体作製時の単位体桓重量を示したものであり、こ

れは図10．13の傾向と一致する。

　つぎに・道路の上層路盤として要求されているソイルセメントの7日強

＆はつぎのとうりである。

　　　　1）7500　台／日以．ヒ　　　3　okse／cri

　　　　2）2000～7500　台／日　　　　　　2Skg／c㎡

　　　　3）2000　　台未満　　　　　　　　20k〆c㎡

となっている。交通量が1）の場では30kz／㎡が必要であるが、いま、

セメント添加量8％（かりにこれが経済的な添加量であるとする）でこの

値が得られる範囲は図10．13のハツチで示した領域になる。このことか

ら要求される強度が決まれば一定のセメント量で安定処理できるマサ土の

種類の範囲が推定できる。ただし、ここに示されている強度の値は実験値

のうち小さい方に規準を合わせているので安全側の値である。しかし、こ

の場合・静的な一軸強度にもとついているので、交通荷重のような繰返し

荷重下では十分とはいえない。

繰返し荷重による疲労の影響を考えるならば、10．3で述べたように主とし

て風化度に着目し・図10・12よりわかるように、G6fによって疲労の程

度が異なるので・すくなくとも、図10．13の値に耐久性に関する安全性

をみこむ必要がある。これは、GSfに応じ、式（10．5）に示されるS’の

　　　　　　　　　　　　　　　一一164一
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図10．14　マサ土の鉱物組成と単位体積重量

値を図10．13の強度にかけた値を耐久強度としなければならない。これ

らのことはある条件の下での結果であるから、一般に広く適用する場合検

討の余地はあろうが、マサ土のセメント安定処理の適否の目安が得られる。

10．5　結　　論

以上述べたことをまとめるとつぎのとうりである。

1）マサ土をソイルセメントとして利用する場合、土粒子の質的差異が強

度に大きく影響する。一般に有色鉱物が多く、風化の進んだものは強度

　が小さくなる。

2）締固めのときの密度もこの強度特性の傾向とよく一致する。
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3）ソイルtメントの強度は有色鉱物量が一定であればある範囲内で長石

　粒子の強度に比例し、また、Gsfが一定であれば、ある範囲内でセメン

　ト添加量に比例する。

4）ソィルセメントの強度に関与する要素は独立でなく、互いに関連し合

　っている。すなわち・あつかった範囲内ではセメント添加量の増加によ

　って土粒子の拘束性が強まり、土粒子強度が動員される分と、セメント

　自身の強度の分が互いに重なり合って強度が発現する。

5）マサ土の新しい質的分類法によって、セメントで安定処理する場合の

　効果の判定の目安をうることができる。

　　ただし、この場合、効果の判定に一軸圧縮強度を用いているか、繰返

　し荷重の下では風化度の大きいものほど疲労の程度が大きいことが明ら

　かti・　Oで、疲労の要素をあわせ考えねばならない。

　これらのことから、マサ土をソィノレセメントとして利用する場合、単に

粒度や、従来の方法によるコンシステンシーに加えて、土粒子特性に立脚

した質的特性に注目すべきことが明らかとなった。
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結 語

　マサ土を花崩岩質岩石の風化残積土であると定義するなら、マサ土の性

質は母岩の性質に関係があるとみなければならない、鉱物組成の点からみ

ると、花嵩岩の鉱物組成に差異かあるように、マサ土の鉱物組成にも母岩

の種類によってかkり差異がある。一次鉱物についてみると、有色鉱物の

変化が大きいので、これを鉱物組成の差異を表わす尺度とすることができ

る。一方、マサ土の粘土分は一般に少ないが、含まれる粘土鉱物は大部分

カオリナイトグルー一プの粘土鉱物であることが明らかとなった。

　一方、このようなマサ土が分布するための条件としては地質、地形、地

史、気候などの要素が挙げられる。マサ土の分布する地域と花崩岩の分布

地域とが必ずしも一致しないりは、このような条件の組合わせいかんによ

るものである。近畿、甲国地方は諸条件からみてマサ土が多く分布しなけ

ればならない地域である。

　つぎにマサ土の物理的ii質についてみると、地山のみださない状態での

物理的性質として間ゲキ率と弾性波速度が重要な妾素となる。これらの要

素によってマサ土のみださない状態の風化度と定量的に表現することがで

きる。一方、みだした状態における物理的性質としては土粒子の比重と、

その強度が重要である。土粒子の比重の・なかでもとくに長石粒子の比重は

マサ土の風化度を表現する尺度となりうる。そして、風化度によって比重

が異なることは、土粒子の結晶構造の変化を意味するもので、これが土粒

子の強度の変化となって表現される。したがって、マサ土を工学的観点よ

り質的に分類する場合、風化度を表わす長石比重と鉱物組成の変化を表わ

す有色鉱物量の二つの要素で表わすことができることを明らかにした。こ

の質的変化はさらにくわしくみると、土粒子内部空ゲキの多少としても表

現しうる。そこで、土粒子の真比重とともに、土粒子内部の空ゲキを土粒

子の一部とみなしたみかけ比重の二つを別々に考えることによってマサ土

粒子の基本的物性を表現することを試みた。

　つぎにマサ土の化学的性質に関して述べると、まず、みださない土塊の

状態の化学的性質として重要なことは、土塊中の化学成分は一様に分布し
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　ているのでなく、不安定な状態で土粒子表面や、空ゲキ部に残存しており、

　水の浸透によって容易に移動しうることである。これがマサ土の耐水性と

関係しているとみられる。一方、みだした状態の化学的性質として重要な

　ことは、土粒子の変質にともなう化学成分の離脱の程度である。風化の進

んだ土粒子は陽イオン不飽和となり、水懸濁液のPHが酸性を示すことが

注目される。そして、風化度の大きいものは化学的に腐食されやすく不安

定である。これらの土粒子特性を総合的に表現する方法として、新しく、

コンクリートのスランプ試験を適用したコンシステンシー試験法を提案し

た。これによると、上記の土粒子の特性を端的に表現しうること、粗粒な

マサ土にも適用しうること、また、この方法で求められる限界含水比（Wfユ）

とマサ土の突固め特性、透水性とも密接な関係にあることから、マサ土の

工学的性質の判定法として有効であることが明らかとなった。そこて、こ

の限界含水比と、粒度を組合わせて、マサ土の新しい分類法を提案した。

　つぎに、マサ土の透水性についての研究結果によると、マサ土の透水性

はやはり±粒子の風化度や鉱物組成と密接な園係にあることが明らかとな

った。そして、その基本的な性質として、物理的にみると、土粒子の内部

空ゲキが重要な要素であることが明らかになった。すなわち、マサ土中の

水の流動は主として土粒欄空ゲキ（醐間ゲキ比）に支配され、土粒子

内空ゲキは透水に関与しないということである．このことは、ちようど、

有効応力の概念と同じであって、根本的に重要な要素である。

　この考え方はまた、マサ土のセン断特性にも関係している。すなわち、

マサ土のセン断搬は拘束圧の小さい範囲疏いては封こ上記の有効｛間

ゲキ比に依存することである。しかし拘束圧の増大にともなって土粒子が

破砕され・土粒子内空ゲキが有効空ゲキe・c変イけるのでセン断雛は風化

度にあ2b関係しなくなる・これe・k，　’・1た別の見方をすれば、風化した土

粒子はたとえ土粒子内部に空ゲキが発達していても、拘束圧の小さい範囲

では風化していない土粒子と同様の挙動をすることにほかならない。また、

水浸によるセン断搬の低下は土粒子の根シこよる強度低下が主因とみら

れる。

　つぎに・マサ土の斜面の安定を考える場、重要なことは、斜面の構築後

　　　　　　　　　　　　　　　一一　169一



の貞的変化である。これは、継続的に作用する風化作用の要素であって、

化学的には土中の不安定元素の水による溶脱・物理的には土粒子の細粒化

として表われる。その結果、土の強度の低下を生じ・崩壊に導く。したが

って、マサ土斜面の安定を考える場合、風化による斜面の経時変化の要素

が重要であることが明らかにされた。

　最後にマサ土を盛土材料や道路の路盤として利用する場合の特性にっいて

述べる。まず、突固め特性に関係するのはやはり土粒子の風化度や鉱物組

成であるが、とくに、風化度の大きいマサ土の場合、砂質土であっても過

転圧現象が現われること、そして、その原因が・土粒子の破砕によること

が明らかにされた。このような事実よリマサ土の突固め限度を含水比、風

化度、突固め仕事量の三要素で表現しうることを試みた。一方・マサ土を

一zメントで安定処埋する場合の効果も、やはり土粒子特性に依存するが・

とくに処理土の圧縮強度が長石粒子の圧縮強度と密接に関係していること

か注目すべき点である。そこで、マサ土をソイルセメントとして利用しう

る範囲を土粒子特性の観点から明らかにした。その結果、大部分のマサ土

は利用可能であるが、注意すべきことは、風化の進んだマサ土の場合、繰

返し荷重によって極端に疲労する事実が明らかになったことである。した

がって、風化度によって、疲労による強度の低下の要素を設計にとり入れ

る必要があることが明らかとなった。

　以上述べたことは、マサ土の基礎的性質とその工学的利用の方向を示し

たものであり、今後さらに施工法についても究明せねばならない問題が残

されている。しかし、このようなマサ土の工学的性質はマサ土の個性であ

って、マサ土の場合、他の土質に比べて個性が強く表われることが特殊土

とされるゆえんでもある。したがって、マサ土の利用を考える場合、その

個性に合うよう利用することが何よりも重要なことである。
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