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In recent year, the capacity of the disposal space of waste is running short. Accordingly, construction of new
disposing site is needed.
The standard of impervious structure about a disposal site was defined by the law 1999. However, with the past

technology about impervious sea wall, it is very difficult to construct this type of structure meeting this law. Then, we

proposed new structure and material about impervious sea wall, which maintains the performance of water
interception over long period. This research paper reports the result of the field experiment about impervioussea wall
structure with clayey water interception material.
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1.　は じめ に

管理型廃棄物処分場を海面に建設す る場合,そ の

遮水工には,長 期的に遮水性能が維持 され る耐久性

に加えて,現 地でも確実に遮水機能が保障される施

工性,さ らには不同沈下や地震等により遮水工に歪

みが生 じても遮水性が損なわれない,遮 水材料の変

形追随性が要求 される.

平成10年 には,総 理府 ・厚生省共同命令によ り
「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処

分場に係 る技術上の基準を定める命令」が改訂 され,

その中で遮水工の基準の強化 ・明確化がなされた.

また,近 年では地域住民の環境意識の向上から,よ

り安全性 ・信頼性の高い遮水技術を要求する声が高

まっている.

著者 らは,こ れ らの社会要請に答えるべ く,数 年

前より浚渫粘土とベン トナイ トの混合物である新 し

い遮水材料(以下,変 形追随遮水材料)の開発を行っ

た1),2).また,管 理型廃棄物埋立護岸の新 しい側面遮

水構造 として,H型 鋼矢板連壁の継ぎ手隔壁内に本

遮水材料を充填 した構造を提案 し,模 型実験でその

有効性を確認 している3),4).本研究では,変 形追随遮

水材料を用いた遮水構造の実用化を目的 として,実

海域で実施工同様の施工法により遮水工を建設 し,

現地での遮水性能に関する実証実験を行った.

2.　変形追随遮水材料 を用いた遮水工法の特徴

変形追随遮水材料は,浚 渫粘土 とベン トナイ トの

混合物である.原 材料 となる海成粘土はもともと高

い遮水性を有 しているが,浚 渫粘土の状態では含水

比が高 く,そ のままの状態では遮水材料 として適用

することが難 しい.そ こで,間 隙調整材 としてベン

トナイ トを添加 して遮水性を高め,強 度が必要 とな

る場合にはゲル化剤 として珪酸ナ トリウムを添加す

ることにより遮水材料 としての遮水性や施工性を確

保 している.こ の遮水材料は,(1)固 化せず地盤沈下



や外力による変形に追随 しひび割れを生じない,(2)

天然の粘土を主材料 としているため経年劣化が少な

く長期的に安定 している,(3)ポ ンプ圧送が可能で一

般的な機械によ り施工が可能である,な ど優れた特

徴を有 している.

この変形追随遮水材料を用いた遮水工法は,管 理

型海面処分場の側面遮水工や底面遮水工へ適用可能

である.側 面遮水工 としては,H型 鋼矢板の隔壁内

にこの遮水材料を充填することで連続遮水壁を形成

する構造や,遮 水シー トや鋼板 と組み合わせること

で鋼管矢板の継 ぎ手遮水工 として適用するな ど多様

な遮水構造が考えられる.こ れ らの遮水構造は水膨

潤性止水剤などの一般的な継手遮水工と組み合わせ

ることで2重,3重 の遮水構造とな り,よ り信頼性

の高い遮水工を構築す ることが可能 と考えられる.

3.　実験概 要

(1)　実験構造物の概要

波浪お よび潮位の影響をうける実海域において,

変形追随遮水材料を用いた新 しい側面遮水構造を有

する遮水工を建設 した.本 実験は,図-1に 示す広島

県呉市の阿賀マ リノポ リス地先で実施 した.な お,

実験構造物は港内の水深C.D.L.-7.0m地点の比較的静

穏な海域 に設置 してお り,波 浪の影響はあまり受 け

ない.し か しながら,潮 位はH.W.L.時にC.D.L+4.0m,

L.W.L.時にはC.D.L.±0.0mと,潮 汐差が4.0m近 くあ り,

潮位による厳 しい外力条件下にさらされている.

図-1　 実 験 場 所

実験 構造物の上面 図お よび側 面図 を図-2に 示す 。

図-2の 側 面図に示す よ うに,構 造物の設置位置 での

地盤 は,C.D.L.-22.0m以 深 に砂礫層 が存在 してお り,

そ の上層 には厚 さ約15.0mの シル ト層 が堆積 して い

る.本 実験構 造 物 は,基 礎 部材 と して4隅 に600×

600mmの コラムを砂礫層(支 持 層)ま で打 設 し,そ の

間 に500×500mmのH型 鋼 矢板 をシル ト層 に根入れ 深

さ5.0m(C.D.L.-12.0m)ま で 打設 した もの で,大 き さ

2,200×3,400mmの 矩形 に壁 厚D50cmのH型 鋼 矢板 連

壁 を閉合 した構 造 を有 してい る.な お,H型 鋼矢板

の継 ぎ手隔壁内 には,変 形追 随遮 水材料 を充填す る

こ とで,H型 鋼 矢板継 ぎ手 部 にお ける遮水 を施 して

いる.こ こで,遮 水連壁 の内外 には水位 計 を設置 し

てお り,内 外水位 差 を経時的 に計測 す ることで,本

遮水工の遮水性 能 を評価 してい る.

また,図-2に 示す よ うに,こ の遮水連壁 の本体工

の傍 らには,H型 鋼矢 板の継 ぎ手 隔壁 と同 じ大 き さ

を有す る,500×500の コラム を,シ ル ト層 に根入

れ5.0m(C.D.L.-12.0m)ま で打 設 した もの を設 置 して

いる.本 コラム は,変 形追 随遮 水材 料の圧密過程 の

計測 を 目的 と してい る.コ ラム内に は変形追随遮水

材料 を打設 して お り,深 さ方 向4箇 所 に間 隙水 圧計

お よび土圧計 をそれぞれ設置 してい る.

(2)　変形追随遮水材料の配合試験結 果

H型 鋼矢板 の継 ぎ手 隔壁内 に充填 す る変形追 随遮

水材 料は,浚 渫粘 土にベ ン トナイ トを添加 し,そ れ

をモル タル ミキサー等 で攪拌 ・混練 して製作 され る.

これ は,浚 渫 され た粘 土は水 を多 く含み間隙 が大 き

図-2　 実験構造物
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く,そ のままでは遮水材料 として適 さないので,間

隙調整剤 としてベン トナイ トを添加 して,所 要の透

水係数以下となるように配合する必要があるためで

ある.し か しなが ら,ベ ン トナイ ト添加量があま り

に多くなると,遮 水材料 自体が硬 くな り,か えって

遮水材料 を打設する際にポンプ圧送時の負荷が大き

くなるばか りか,遮 水材料の充填性 も損なわれてし

ま う.そ こで,ベ ン トナイ トの配合は,浚 渫粘土の

種類 ごとにあらかじめ配合試験を実施 して,適 切な

添加量を設定す る必要がある.

本実験で用いた変形追随遮水材料の主材料 となる

浚渫粘土には,実 験場所の近隣の海域で採取 したも

のを用いた.こ の浚渫粘土の物理特性について表-1

に示す.ま た,図-3お よび図-4に,本 変形追随遮水

材料の室内配合試験結果を示す.

図-3は,本 実験で用いた浚渫粘土の圧密試験結果

である.あ る程度粘土が 自立するよ うな比較的含水

比の小 さな領域については標準圧密試験を用いてお

り,標 準圧密では対応が難 しい 自重圧密をするよう

な高含水比領域については,浸 透圧密試験 を採用 し

ている.な お,本 遮水連壁の壁幅Dは50cmで あるた

め,側 面遮水工の基準値 として充填す る遮水材料に

は1.0×10-6cm/s以 下の透水係数kが 要求 され る.す

なわち,図-3か ら本実験で用いる浚渫粘土の透水係

数kを1.0×10-6cm/s以 下とするためには,間 隙比eが

3.6以 下になるように配合をする必要がある.こ れ

は含水比 ωに換算すると140%以 下に相当する.

図-4に 浚渫粘土のフロー値 と含水比 ωの関係を示

す.フ ロー値 の試験方法 は,日 本道路公団規格の

「エアモルタルおよびエア ミル クの試験方法」のシ リ

ンダー法 に準拠 している.図-4よ り,含 水比 ωが

140%の 場合におけるフロー値は90mm程 度 となっ

ている.こ のフロー値は,ポ ンプ圧送および遮水材

料の充填性の観点から十分な施工性 ・流動性を有す

ることを,事 前に行った室内試験等で確認 している.

以上の配合試験結果をもとに,本 実験で使用する

変形追随遮水材料は,含 水比 ωが140%と なるよう

に配合することとした.な お,現 地で実際に変形追

随遮水材料を製作す る時には,浚 渫粘土に海水を加

えて含水 比 ω=180%の ス ラ リー 状 に解 泥 し,

200mmメ ッシュの金網を通 して雑物の除去を行 っ

た後,ベ ン トナイ トを添加 して所 要の含 水比 ω

140%に 調泥 ・混練を行った.

表-1　 浚渫粘土の物性値

(3)　検討項目

本実験では,以 下の3項 目について検討を行った.

a)　変形追随遮水材料を用いたH型 工矢板遮水連壁

の護岸構造に関する施工性の確認.

変形追随遮水材料を用いた護岸構造を有する遮水

工の実施工への適用性を確認するため,実 際の施工

時と同様な施工方法で実験構造物を建設 し,そ の施

工性について確認 した.な お,実 施工時の便宜性を

考え一般的な建設機械の使用を心がけた.ま た,遮

水材料の充填は遮水性能に大きな影響を及ぼす施工

的な要素 となるため,充 填状況が目視できるアクリ

ル容器への打設 を行い,そ の確認 を行った.

b)　H型鋼矢板遮水連壁の遮水性能に関する検討.

本実験構造物の遮水性を確認するため,閉 合され

た遮水連壁の内側に,い ったん水中ポンプで水を張

り,図-2(上 面図)に 示す遮水連壁の内外に設置 した

水位計で,そ の後の内水位の低下傾向をモニタリン

グする水張 り試験を実施 した.な お,水 位 のモニタ

リングは,サ ンプ リング間隔を10分 として約2週 間

計測 した.基 準によると側面(鉛 直)遮 水工には,壁

厚D50cm以 上で,透 水係数kが1.0×10-6cm/s以 下の遮

水性能が要求される.そ こで,実 験構造物の遮水連

壁の遮水性は,現 地での水張 り試験による計測デー

タと,壁 厚D50cmで 透水係数kが1.0×10-5～10-7cm/s

の遮水壁 を想定 して行った水張 り試験の数値解析結

果 とを比較して評価することとした.

図-3　 浚渫粘土の透水特性

図-4　 浚渫粘土の流動性
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c)　変形追随性遮水材料の圧密過程に関する検討.

本実験構造物の傍 らに設置 した土圧観測用コラム

内に変形追随遮水材料 を充填 し,打 設後の間隙水

圧 ・土圧分布の経時変化についてモニタ リングを行

い,本 遮水材料の圧密過程を調べた.た だし,変 形

追随遮水材料の圧密過程に関する計測は,現 在モニ

タリング中であるため,結 果については次回の報告

に譲るものとする.

4.　 実験構造物の施工性 の確認

本実験構造物の鋼材は,台 船で打設場所まで運搬

し,ク レーン付き台船およびバイブロハンマで打設

することとした.実 験構造物の施工は,ま ず遮水連

壁の設置位置の周囲四隅に導杭を打設 し,導 杭の高

さC.D.L.+5.0m位置に導梁を設置 した.そ して,導 梁

にあてが うように して コラムお よびH型 鋼矢板で構

成 され る遮水連壁 を順次打設 し,本 体工の閉合を

行った.遮 水連壁本体工の打設状況を写真-1に示す.

H型 鋼矢板連壁の継ぎ手隔壁内への変形追随遮水

材料の打設は,ポ ンプ車で トレミー管を用いた打設

方法を採用 した.な お,実 験構造物への打設前にお

いて,ア ク リル容器内に変形追随遮水材料の試験打

設を実施 し,本 打設方法における遮水材の充填性に
ついて 目視による確認 を行っている.遮 水連壁本体

工への変形追随遮水材の打設状況を写真-2に,遮 水

材料の打設完了後における遮水連壁本体工の天端の

写真-1　本体工の打設状況

写真-2　変形追随遮水材料の打設状況

状況を写真-3に 示す.

さらに,変 形追随遮水材料の遮水連壁本体工への

打設時における,周 辺海域への濁 りの影響 を調べる

ため,施 工の影響を うけない十分離れた地点St.0と

実験構造物の近傍St.1で採水を行いSS値 を計測 した.

採水は,各 測定地点において上層 ・中層 ・下層の3

深度を対象に行った.こ れらは順に,水 面から1m,

3m,5mの 深さに対応する.SS値 の測定結果を表-2

に示す.構 造 物近傍St.1の 水質は,本 遮水材料の打

設前 と打設時において,SS値 で有意な差はみ られ

ない.ま た,施 工場所から離れた採水地点St.0に お

ける水質 と比較 しても,本 遮水材料の打設に伴 う周

辺海域への濁 りの影響はほとんどなかった.

最後に,実 験構造物の鋼材および変形追随遮水材

料の打設に用いた建設機械を表-3に まとめる.ま た,

完成後の実験構造物を写真-4に 示す.

表-2　 SS測 定結果(mg/L)

表-3　使用 した施工機械

写真-3　H型鋼矢板遮水連壁の天端

写真-4　実験構造物
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5.　実験構造物の遮水性能の評価

本体工の遮水性能 を評価するために,内 水位 を

いったん高くし,そ の後の内水位の経時変化を観測

する水張 り試験を行った.以 下では,遮 水性能の評

価結果 とそれに関する事前検討について示す.

(1)　H形 鋼矢板の透水性能試験

今回の実験では,変 形追随遮水材料による遮水性

能を評価するために,実 施工において塗布する水膨

潤性止水剤 による継手止水は行わなかった.た だし,

継手部か らの遮水材の漏れ止めとして砂 と繊維材 を

詰めてお り,こ れによる透水性能の低下を把握 して

お く必要があった.

そこで,H形 鋼矢板の隔壁に変形追随遮水材料を

充填す る前に,潮 位変動に伴 う構造物内外水位の計

測を行った.そ の結果,図-5に 示すように内外水位

はほぼ一致 してお り,H形 鋼矢板継手部の透水性は

高いことがわかる.微 小な内外水位差をもとに透水

性 を評価す ると,厚 み50cmで 透水係数10-2cm/sオ ー

ダーの均一な壁体 と同程度とな り,今 回充填する遮

水材料に対する遮水性能の評価に大きな影響を及ぼ

さないことを確認 した.な お,透 水性の評価は後述

するダルシー則を用いた計算値 との比較で行った.

(2)　水張 り試験による内外水位の計測結果

図-6に 内外水位 の実 測値 を示す.初 期 水位 を

C.D.L.+3.5mと した内水位 は,観 測期間中において大

きな低下は見 られず,平 均的にはほぼ初期水位を保

持 してお り,構 造物の遮水性が高いことが確認でき

た.た だ し,潮 位に連動 した水位変動が見 られるの

で,こ れについて考察す る.

図-5　 遮水材充填前の構造物内外水位の関係

図-6　 内外水位の実測結果

内水位が外水位(潮 位)に 比べ常に高く,流 量は

定常的に内から外に向かうものと考えられるが外水

位 と連動 した水位変化 となっている.ま た,こ の内

水位変化が外水位 と同位相で変動 していることか ら,

この水位変化の主な要因は内外水位差による矢板の

はらみによって生 じたものと考えられる.矢 板の変

形による内水位の低下をモデル化するにあた り,矢

板の変形量は微小であ り,こ れを測定 して内水位低

下量を評価することは難 しいので,図-7に 示すよう

に実測値をもとに内外水位差 とひ と潮 ごとに定める

基準水位か らの水位変化量との関係 を求めた.

(3)　内水位の数値計算

水張り試験による内水位の実測結果とダルシー則

による内水位変化の計算値を比較することで,本 実

験の遮水壁の透水係数を評価することにした.

外水位をh0,内 水位をh1,壁 体の延長をS,内

水位面積をAと すると,透 水係数kで 壁厚Dの 均
一な遮水壁で囲まれた内水位の単位時間△tにおけ

る変化量は,ダ ルシー則を用いて次式で表すことが

できる.

(1)

実測 した潮位変動 を外水位 として与 え,壁 厚Dを

50cm,透 水係数kを10-5,10-6,10-7cm/sと 変 えた場

合 の内水位経時変化 の計算結果 を図-8に 示す.ま た,

この計算結果 を内水位 の実測 値 と直接比較す るため

に図-7に 示 した矢板変形 の影 響 を考慮 した もの も合

わせ て示 している.

図-7　 内水位変化量

図-8　 内水位の計算結果
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(4)　遮水壁の遮水性能の評価

遮水壁の遮水性能を評価するため,内 水位変化の

実測値と計算値の比較を図-9に 示す.実 測値は透水

係数が10-7cm/sの 計算値 とほぼ対応 してお り,遮 水

壁は十分な遮水性能を有していることが確認 された.

また,潮 位変動による継続的な矢板の変形に対 して

も遮水性能が維持 されてお り,遮 水材の変形追随性

についても同時に確認することができた.

図-9　 実測結果と計算結果の比較

6.　本 工法 を用いた遮水護岸 の提案

本工法は,実 海域実験により信頼性の高い遮水工

法であることが確認されたが,既 存の護岸構造 と組

み合わせることで遮水護岸を形成することができる

ので,多 様な護岸形式へ適用可能であると考える.

図-10～ 図-2に 重力式護岸,二 重鋼管矢板式護岸お

よび独立 した遮水工への適用例を示す.

7.　 おわ りに

木実海域実験によ り,変 形追随遮水材料を用いた

遮水護岸の遮水性能が実証された.ま た,施 工の確

実性 も確認することができた.こ のような信頼性の

高い遮水工を用いることで,安 全性の高い処分場の

建設が期待できるものと思われる.

本実験の実施期間は1年 程度あ り,今 後も調査を

継続 していく予定である.ま た,今 回示 した側面遮

水工だけでなく,底 面遮水工に対 しても同様な検証

をしていきたい.
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図-10　 重力式護岸への適用例

図-11　 二重鋼管矢板式護岸への適用例

図-12　 独立 した遮水工への適用例
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