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べるといったものでした。それが粗石コンクリート、
普通のコンクリートと変化していきます。全国の砂防
堰堤の基数は、現在７万基近くに上るようですが、歴
史を重ねる間にコンクリートの強度も上がってきまし
た。最近ですと、土石流対策を中心に鋼製砂防構造物
が造られるようになり、その後、砂防ソイルセメント
というのが出てまいります。
　砂防学会誌を見ますと、戦後にソイルセメントに関
する研究が行われています。京都府立大学の大手桂二
先生が研究されているのですが、実際にどのぐらいソ
イルセメントが使われたかは知りません。戦後のセメ
ント不足の時代に、いかにセメントを減らして砂防堰
堤を造っていくかということであったようです。その
後、現地にある巨石を取り除いて砂防堰堤を造るのは
もったいないということで、コンクリートの中に粗石
を放り込むとか、逆に大きな石を組んで、そこにセメ
ントミルクを流し込むといった試みもなされました。

　砂防ソイルセメントについて特筆すべき
は、雲仙・普賢岳での取り組みでした。平
成７年に着工された水無川１号砂防堰堤
は、越流部はRCC、すなわちコンクリー
ト構造ですが、袖部に導入されたのがCSG
でした。当時は名称もダム事業で使われて
おりましたCSGを用いていました。その後
開発された工法もあり、多少言葉も混乱し
ておりましたので、全部を総括することと
して、現地発生材にセメントを混ぜて堰堤
その他の砂防構造物の材料にしていくもの
をINSEMと呼ぼうということにいたしま
した。私がINSEMに関わったのは、（財）
砂防フロンティア整備推進機構で実施され
ていた六甲砂防の除石土砂の処理の検討以
降です。運び出そうとすると産業廃棄物と
同じぐらいの処分料を払わねばならないと
いうことでした。そのまま掘削して置いた
だけでは、流出してしまって元の黙阿弥で
す。これにセメントを混ぜて現地に置けな
いかということから、セメントをどれぐら
い混ぜたらどれぐらいの強度になるかとい
う基礎的な検討を行っていました。

１
	
砂防堰堤材料の変遷

	
　明治期以降の砂防堰堤の材料を振り返ってみると、
石積みに始まります。石積みと言いましても、実は大
きい砂防堰堤では土で盛ったアースダムの上に石を並

図-1 砂防えん堤の堤体材料の変遷年表

出典：平成20年度砂防学会研究発表会概要集「砂防堰堤の材料の変遷について」
（独）土木研究所武澤ほか
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　一方、北陸地方建設局（当時）では、ツインヘッダ
を用いてセメントミルクを混ぜる工法が開発されま
す。特に砂防堰堤基礎部の掘削の際に事故が多いとい
うので、工事中の安全確保のためという発想のようで
す。基礎部を改良することにより人工の地盤をつく
っていく工法として、ISMが提案されました。その後
ISMは、基礎部を扱う基本施工に加え、混ぜたものを
外部保護材の間に入れて砂防堰堤や床固をつくってい
く応用施工にも展開されています図-1。

２
	
砂防堰堤に求められる材料強度

	
　雲仙・普賢岳で使われ始めたときの議論が私の記憶
に残っています。砂防ソイルセメントをコンクリート
の代替物として扱うという考え方の一方で、土に強度
を与えた地盤改良と捉え、土よりましなら、いいでは
ないかという考え方がぶつかり合いました。私は個人
的には、後者の考えでした。特に水通し部分はRCC
ですし、袖部に使うわけですから、コンクリートの代
替物である必要はないと考えたわけです。泥流が袖部
をオーバーフローすることを仮定して、あらかじめ侵
食される部分を想定しておき、残りの部分で安定する
ような構造、強度でいいのではないかという考えでし
た。結果的には、コンクリートの代替物という考え方
で現場は動きました。
　平成14年になると『砂防ソイルセメント活用ガイド
ライン』ができ上がってきます。これ以前に砂防ソイ
ルセメントでの床固はいくつかつくられております。
全部を砂防ソイルセメントでつくっているわけですか
ら、強度もかなり高かったと思います。振り返ってみ
ますと、砂防構造物は長くコンクリートで造られてき
ました。砂防堰堤の造られる渓流は当然ながら土砂が
流れますから、天端が摩耗します。高強度のものを目
指していました。富士川砂防では、鉄板で天端を覆う
など随分苦労していました。非常に強いものを造って
きましたから、いわゆるダム屋から ｢何で砂防はそん
なに上等なコンクリートを使うのか｣ と言われたこと
を思い出します。本当は表面だけ、天端と下流法ぐら
いが強ければいいのですけれども、構造物全体が小さ
いので途中で使い分けるのも手間がかかるというの

で、全体が非常に上等なコンクリートになっていまし
た。砂防屋がダム関係に盛んに人事交流した時期もあ
って、砂防屋は、砂防屋というよりもコンクリート屋
になった時期があるような気がします。
　そういう歴史のなかで砂防ソイルセメントが出てき
て、砂防構造物に必要な材料の強度は本来どういうも
のか、求められる性能はどんなものかという問題を突
きつけられた状態になりました。それから現在に至る
のですが、結局表面が侵食されては困るわけですけれ
ども、それ以外だったら重さがあれば良いではないか
というのが基本であります。

３
	
砂防ソイルセメント発展の時代

	
　平成14年のガイドラインはまだ「皆さんもっとソイ
ルセメントを使いましょう」と呼びかけるようなもの
でした。ガイドライン発刊以降、全国の使用実績が増
加します。直轄と都道府県と分けてみますと、直轄主
体に施工例が増えて行き、追って都道府県施工も増え
てきます。ひとつの変革点は外部保護材等の開発で
す。対摩耗性と施工上の問題に対する解決策の１つと
して、いくつかの外部保護材が出てきました。一時使
用実績の伸びない時期がありましたが、近年再び砂防
ソイルセメントの使用件数が増加してまいりました。
特に顕著なのは、近年の都道府県での使用件数が増え
てきていることです。平成21年には、公共工事積算基
準に砂防ソイルセメントに関する歩掛が追加されまし
た。直轄だけが引っ張ってきた時代から、都道府県で
も盛んに使われはじめ、安定した時代を迎えたと思い
ます。
　最近ある外部保護材の工法研究会の方から聞いた話
では、平成15年あたりから講習会をいろいろなところ
で開催し、外部保護材を広めるというよりは、砂防ソ
イルセメントの使い方というのを随分丁寧にお話をさ
れてきたそうです。本来安くて良いものは自ずと使わ
れるのだと思っておりましたが、黙っていてこういう
具合に使われてきたわけではありませんでした。また、
ガイドラインの発刊直後の平成14年からは ｢砂防ソイ
ルセメントを用いた工法推進ワーキング｣ が本省砂防
部を中心に開催され、土木研究所の皆さんにも全国を
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た。チェックは必要ですけれど、そんなに心配すること
はないというのが実態だと私は認識しております。
　さらに強度に関しては、外部保護材を前提とした砂
防堰堤の場合、内部に用いるものはもともとそれほど
強度を要求しなくてもいいのですが、やはりある程度
以上の強度を要求しています。直轄の現場では、例え
ば富士川をイメージしていただくと、河原にたくさん
の砂礫があるわけで、ああいうものにセメントを混ぜ
れば強度はいくらでも出ます。ところが、これを県の
土石流対策なんかに使い始めますと、田畑を掘り返し
た土を使うような話になって強度が出ません。セメン
トの投入量を相当に増やしても強度が出ないという話
が出てまいります。ゼロ・エミッションで、そこの場
所にある土砂をそこの場所で使うのですけれども、材
料が足りない場合もあります。こういった場合には、
粒度調整をすればいいのではないかというアイデアが
出てまいります。このあたりは土木研究所が作業され
ておりますが、その土砂の粒度分布を見て、ここまで
粒度分布を調整すれば強度が出るというところに向か
って、粒度を調整するという方法で問題を克服した事
例が多くあります。また、採石を使うという方法もあ
ります。例えば、ある外部保護材メーカーは、全部採
石を用いるようなところから製品開発をスタートされ
ましたが、もっと採石をうまく使うというのもあるか
と考えています。以前ですとセメントを入れても強度
が出ないから、砂防ソイルセメントとしては不向きと
判断した材料でも、粒度調整すれば使える現場が増え
てきました。現在では、ほとんど全ての土砂が使用可
能になっております。
　それから、施工効率ですが、これも発注者側だけが
考えていたのではなかなか進まなかったと思うのです

回って ｢もっと使いませんか｣ というキャラバンをや
っていただきました。そういう皆さんの努力のおかげ
で定着してきたと認識しております。
　平成14年のガイドラインの以前、以後で適用部位の
分類を直轄で見てみると、以前は基礎部分、地山部分
を中心に使われてきましたが、ガイドライン以降は、
堤体内部、水叩きでも使われるようになります。砂防
堰堤に関して言えば、本体とその周辺で使われるよう
な方向に変わってきているのがわかります。
　１件当たりの打設量では、初期の頃は雲仙での大量
打設がありましたが、ガイドライン以降、1,000〜5,000
㎥という辺りが増加します。ちょうど今回の便覧の中
でも、施工量が大きくなると、普通のコンクリートよ
りも砂防ソイルセメントのほうが安くなるという図が
ありますが、その辺りがボーダーとなっております。
　これまでに砂防ソイルセメントが発展してきた利点
を整理いたしますと、①物を持ち出さない＝ゼロ・エ
ミッション、②コストが安い、③工期も短縮されると
いったところが挙げられます図-2。
　そういう利点があってよく使われるようになってき
たわけですが、初期には問題点も出てまいりました。
最初に心配されたのは、凍結融解による劣化の問題で
す。もともと強度がそれほど高くないので、凍結融解
でぼろぼろしていくのではないかとの心配です。実際
凍結融解で表面は少し傷むものの、さらに内部には進
行しないのですが、やはりそれでは使う側からすると
心配になります。そこに出てくるのが種々の外部保護
材です。これでもって一気にこの種の問題は解決し、
施工性も上がりました。
　また、砂防ソイルセメント施工過程における六価クロ
ム溶出の問題も一時ありましたが、問題は特定されまし

図-2 ガイドライン前後の変化
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が、最近では機械化が進んでおります。ISMはもとも
とツインヘッダで混ぜるのですけれども、INSEMに
関しても各種機械が提案され、使われるようになって
きました。
　このように、現場での問題点をはっきりさせれば、
それに対する提案があり、試みがあり、解決されてい
きます。良いスパイラルで、砂防ソイルセメントを用
いた工法は発展してまいりました。

４
	
海外での砂防ソイルセメント

	
　ガイドラインを作った時には、この工法は、セメン
トが貴重な発展途上国に向いた工法ではないかと思い
ました。英語版のガイドラインを日本からの専門家が
提供するという対応も行われ、徐々に海外にも定着し
ています。
　インドネシアのスラウェシ島ではバラカワエンの大
崩壊というのがありまして、その下流のビリビリダム
という水道水源に使っているダムへの土砂流入が問題
となりました。そこでの砂防堰堤、また最近活発に噴
火しておりますメラピ火山の砂防堰堤にも砂防ソイル
セメントが使われています。フィリピンのピナツボ火
山でも使われているようです。フィリピンでは、日本
と同様に、内部にソイルセメントを使って、表面をコ
ンクリートでライニングする方法が導入されています。
さらにネパール南西部ギルバリ川の床固では、本体に
は石詰めの布団かごが用いられ、基礎部と前庭部にソ
イルセメントを用いられております。ネパールでは堰
堤のほか山岳道路が降雨等で壊れた箇所の復旧にも使
われています写真-1。
　それぞれの場所で、そこの土砂に対してどういうセ

メントをどのくらい混ぜるとどのぐらいの強度になる
かということをチェックしながら作業がされておりま
す。施工事例のデータを広く集めて、どういう場所で
はどういうやり方をするとこういう結果だというよう
なものをデータベース化すべきと考えます。国内のみ
ならず海外につきましても、こういう事例をうまく集
めて、もっと使いやすいように誘導していくべきだと
考えております。

５
	
今後の展望

	
　先ほど機械化の話をしましたが、いわゆる土質改良
工法に用いられた機械が砂防ソイルセメントの分野で
も使われています。ある例では、INSEM材を作るプ
ラントを４トントラックで運んで使っていました。
こういう施工効率を上げようというニーズが発生する
と、こういうのはどうですかという提案があって、さ
らに効率が上がる方向に向いていくと思います。
　最近、砂防ソイルセメントを適用させようとしたの
だけれども、現地の掘削土砂とかでは材料が足りない
という話を聞きます。そういうときには無理して使う
こともなかろうと思いますけれども、一番適している
のは土砂がたくさんある場合です。火山が噴火して土
砂が多量に発生するにもかかわらず、他からコンクリー
トを持ってきて堰堤をつくるというのはもったいない話
です。しかも火山噴出物というのは、強度も出やすく砂
防ソイルセメントに向いた材料です。こういうもので堰
堤あるいは導流堤をつくり、そこで除石した土砂でまた
砂防施設をつくっていくという、いい循環がほぼ定着し
つつあるのではないかと思います。霧島新燃岳でもそう
いう方向らしいのですが、工事が発注されてから試験を

写真-1 ネパール国ギルバリ川の床固
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行うのでなく、発注する前に、どのくらいのセメントを
混ぜてソイルセメントとして使っていくかの目安をつけ
るシステムが望まれるところです。
　さらに、天然ダムへの対応につきましても、非常に
大量の土砂があるわけですから、それを安定化するの
に砂防ソイルセメントは適当だろうと思います。中越
地震、それから岩手・宮城地震では多く使われたと聞
いております。紀伊半島の災害復旧も、これから本格
的に始まるようです。砂防ソイルセメントの活用を考
えたいところです。例えば鋼製枠構造の砂防施設が計
画される場合においても、石を他から運び込んで造る
のではなく、土砂は地元にあるわけですから、例えば
吸い出し防止材を用いながら、ソイルセメントにして
枠の中に放り込めばいいのではないかと個人的には思
っております。どうしても丸くないといけないのであ
れば、砂防ソイルセメントで石の形のものを作る方法
もあるかもしれません。
　以前、私は災害復旧の現場でソイルセメントがあま
り活用されていないと聞いていましたが、山口県防府
市の災害現場を見て感激いたしました。堰堤部分は通
常のコンクリートで造っているのですが、袖部分はソ
イルセメントが使われており、随分砂防ソイルセメン
トの適用が定着してきたと認識いたしました。

６
	
今後の課題

	
　これまでは、どちらかというと砂防ソイルセメント
では不透過型の砂防堰堤をつくってきましたが、土石
流対策を中心に砂防堰堤は透過型主体に収束していこ
うとしております。これからは、砂防ソイルセメント
の部分と透過型の堰堤の部分を組み合わせていくこと
が必要だという提案をしたのですが、最近は越流部分
が鋼製で、周辺が砂防ソイルセメントという構造のも
のも施工されているそうです。
　次に最大骨材の関係です。締め固めないといけない
というので最大骨材径をこの便覧でも縛っておりま
す。私個人的にはそんなに締め固めなくてもいいでは
ないかと思っておりますが、発注者をはじめ皆さんは、
きちんとしたものをつくりたいので締め固めたいとお
っしゃいます。そんな時に、クラッシャーランを使う

というのも１つの方法であります。大きな石は大きな
石で使い道があればいいのですけれども、それがなけ
れば粉砕して、INSEMの材料として使えばいいでは
ないかと考えます。
　さらに、外部保護材も様々なものが出てまいりまし
た。開発されておられる方からすればあまり他に出て
きてほしくないと思っておられるかもしれませんが、
もっと安くて早くて便利というものができればいいと
考えます。コスト縮減、施工環境改善、まだまだ考え
る余地はあるかもしれません。
　また、砂防だけでなく治山とか道路とか、他分野で
の適用も可能性は高いと思います。雲仙・普賢岳の最
初のころは、かなりの規模でないとこの種のものは割
が合わないという感じだったのでが、最近聞いていま
すと、治山工事でも随分使われているようです。山の
上に資材を運び上げるのは大変なわけですから、比較
的少量のセメントを持って行き、そこでソイルセメン
トができれば、規模は小さくてもいい方法なのかもし
れません。砂防ソイルセメントの技術は、適合できる
ところには別に無理に誘導しなくても適用されていく
なと思っているところです。
　最後に、ガイドラインから10年近く経ち、施工事例
も整理されてきて、今回『砂防ソイルセメント設計・
施工便覧』ができました。大変喜ばしいことだと思い
ます。しかし、実際使い出してみると、ここの記述は
ちょっと書き過ぎじゃないかとか、不足じゃないかと
かということが必ず出てまいります。砂防・地すべり
技術センターのホームページ（http://www.stc.or.jp）
に、そういったコーナーを設けるとのことですので、
どんどん質問をいただいて、それに対して、筑波の研
究機関にも一緒に入ってもらって答えを出していく、
そうすると今回の便覧とそのＱ＆Ａとがセットになっ
てより良くなっていくことを期待しております。
　以上、砂防ソイルセメントの歴史を振り返って、今
後に期待するということでお話をさせていただきまし
た。ありがとうございました。

＊�本稿は、平成23年12月13日に砂防会館にて開催された「砂防ソイ
ルセメント設計・施工便覧　講習会」における、特別講演「砂防ソイ
ルセメントの発展と今後の課題」の内容を基本としてとりまとめた
ものです。
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