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『砂防ソイルセメント設計・施工便覧』の発刊にあたり、

当時新しい工法であった砂防ソイルセメントを砂防事業

に定着させるため、熱意と創意工夫でさまざまな問題を

解決されてきた方々にお集まりいただきお話を伺いまし

た。思い出深い現場や苦労されたこと、また現状での課

題等から、砂防ソイルセメントの将来に向けての糧とし

ていただければと思います。

１
	 新たなチャレンジと事例の積み上げが

	 新技術につながる
嶋●本日は、「砂防ソイルセメントと今後の砂防の取
り組み」と題して語って頂くということで４名の皆さ
んにお集まりいただきました。最初に自己紹介をかね
て砂防ソイルセメントに関して担当された思い出など
を順にお願いします。
石塚●砂防ソイルセメントについては、運搬土砂が少
なくなることで環境への負荷の低減や、コスト縮減に
も繋がるということで、土木研究所でも取り組みを支
援してきました図-1。一例をあげますと、発生土砂の適
用フローを検討し、どのような土砂がどのような強度
で使用できるかといったデータの整理などです。
　こうした取り組みでの苦労としては、基準がないと
現場の担当者は新技術の採用に踏み切れず、結果とし
て事例が増えません。土木研究所で作成した基準の多
くは事例に基づいています。基準作りと事例数を増
やすことはニワトリと卵の関係と言えばよいでしょう
か。発注者の新技術採用を後押しするのも土木研究所
の重要な役割かと思います。直轄事務所に直接出向い
て技術に関する意見交換を行う「一日土研」や、整備
局ごとに勉強会等を実施するなどして、発注担当者の
皆さんに事例紹介をさせていただき、新たな発注へと
繋げていきました。その後、本省砂防部と連携して「砂
防ソイルセメントワーキング」を立ち上げ、全国の整
備局から意見を聞くとともに、施工関係の資料収集な
どを行いました。平成18年には、それらの成果を「砂防
ソイルセメントの材料特性の調査」という形でまとめて
おり、今回発刊された便覧にも反映されています。便覧
は、行政担当者や施工に携わられた建設業者、建設コ
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ンサルタント等々の関係者の皆さんの連携の賜物だと思
います。
本臼●砂防ソイルセメントのスタートは、平成4年の
北陸地方建設局での取り組みからではないでしょう
か。私は河川工事課の砂防係長をしておりました。当
時の田畑茂清河川部長から「技術者として先輩から経
験を引き継ぐのもよいが、新しい発想でしか対応でき
ないこと増えている、新しい発想を提案しなさい」と
指示が出され、砂防堰堤と魚道の基礎部分にトラクタ
ーのようなもので土砂とセメントを混合する方法を事
務所とも相談しながら提案しました。特に、砂防堰堤
の基礎部については掘削時の崩落等による事故が発生
しておりましたので、掘らずに基礎ができないかと考
えました。作業員の方の安全性の確保、省力化を目指
した「現場からの発想」でした。
　もとより、北陸地方は冬場の積雪により砂防工事に

制約を受けるために、現場で確保できる工期も限られ
ております。砂防ソイルセメントを施工する現場では、
含水比をはじめ施工管理が大変で、厳しい工程を組ま
ざるを得ません。初めて砂防ソイルセメントを扱う不
慣れな請負業者の場合は、なおさら厳しいものになり
ます。今回『砂防ソイルセメント設計・施工便覧』が
発刊されたことは、担当される皆さんの共通認識につ
ながると思います。よく読んで現場施工に活用し、問
題点等がフィードバックされ、さらに進化した砂防技
術に発展していくことを望みます。
高野●私は新潟県内のいくつかの現場で砂防ソイルセ
メントを担当しました。なかでも思い出深いのは、平
成14年に担当した湯沢町二居というところでの冬期施
工の現場でした写真-1。
　まず、問題になったのが砂防ソイルセメントに使用
する母材をいかに確保するかということでした。二居

図-1 砂防ソイルセメント工法の活用経緯
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天竜川の現場は急流で寒冷地でもあり、摩耗試験、凍
結融解試験なども行い、防護壁や外部保護材に関して
も検討を行いました。定められた基準のないなか、手
探りで仕様を設定したのを思い出します。土木の世界
では、オーソライズされたものがない、経験が積み上
げられていないものは、スタート時点で苦労が多いも
のです。現場に即した新技術の採用を提案した場合に、
最初は否定的な行政担当者も、新技術の適用事例が相
当数あると理解を示してくれます。もっとも、災害後
の緊急工事では、現場に即したものであれば、論を待
つことなく採用されます。そういった対応のなかから
徐々に事例を積み上げていくことが、とりわけ砂防工
事では重要だと思います。

２
	 被災地での早期復旧に貢献した

	 砂防ソイルセメント工法
嶋●先ほど、片山さんから災害後の緊急対応の話があ
りましたが、本臼さんは北陸地方整備局で中越地震の
対応にあたられましたよね。
本臼●中越地震後の緊急工事では、東竹沢地区と寺野
地区において水路の呑み口と吐け口にセメント改良を
行いました写真-3,4。軟弱な地盤であり仮設資材置き
場でもセメント改良を行いました。シルト混じりの土
砂でも一定の強度が発現でき、本当に助かりました。
現地での工夫として、強度が出ない場合には、セメン
ト量を追加したり、砕石を混ぜたりといった施工管
理で乗り切りました。東竹沢地区においてはINSEM

は湯沢町の中では比較的降雪量の少ない地区ですが、
それでも２ｍ以上の積雪は覚悟しなければなりませ
ん。本来であれば夏場に材料をストックしておいて養
生しておいたものを当日使う方法が一番よいのでしょ
うが、受注後準備にかかるとそうはいきません。私は
現場代理人としてあれこれと検討し、ダンプトラック
やバックホウが屋内で稼働できる大きさの雪寒仮囲い
を構築し、本格的な降雪の前に使用する母材を集積す
ることで発注者に提案し、採用していただきました。
冬場の現場は雪もさることながら雨も多いので、母材
の含水比が相当高くなります。砂防ソイルセメントの
場合、特にINSEM工法の場合には、含水比の調整と
いうものが品質のかなりの部分を左右するといっても
過言ではありません。散水により母材を湿潤側にもっ
ていくことは簡単ですが、逆は容易ではありません。
発注者の理解により何とか砂防ソイルセメントの冬期
施工を無事に行うことができました。
片山●私の思い出深い仕事として、平成16年から17年
にかけて天竜川上流で実施した業務があります。当時
砂防工事が実施されていたエリアから、土質的に異な
る５地区を選定し、土砂の違いによる砂防ソイルセメ
ントの性質の違いを検討する業務を行いました。将来
的な砂防ソイルセメント工法の導入に先駈けて、土質
が異なると作業性や発現強度にどのような差異が出る
かを確認しました写真-2。発注者から、セメント量や
練り混ぜ回数などを具体的に決定していかないと現場
施工ができないとの相談を受け、設計を進めました。

写真-2 圧縮試験により破壊された供試体写真-1 冬期施工による砂防ソイルセメント工法（INSEM）
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工法が、寺野地区においてはISM工法が採用され、ま
た、砂防ソイルセメントを内部材料として活用する工
法が選択された砂防堰堤もありました。大規模災害の
現場では、施工量も大きく、国債導入による複数年施
工箇所もあり、スケールメリットがありました。大き
な現場では、土砂を分類して、適した土砂を適した場
所に振り分けた現場もありました。そんな中、今考え
ても寺野地区はISM工法でしかできなかったと確信し
ます。砂防ソイルセメントのなかでも現地の土砂に応
じて、最適な工法選択がなされていました。
　応急対策に続いた恒久対策においても土砂は大量に
発生しました。周辺では被災した道路の復旧工事も同
時展開され、発生した土砂を地域外に大量に持ち出す
ことは困難でした。そんな背景もあり砂防ソイルセメ

ント工法の導入が選択されました。各地で復旧・復興
事業が進んでいる時期で生コンも不足しており、砂防
ソイルセメントの活用は、地域全体の復旧スピードを
アップさせたのではないでしょうか。

3
	 砂防ソイルセメントの
	 適用拡大に向けて
嶋●砂防ソイルセメントについては、平成の時代に入
って開発され、各地で試験的に実施され、徐々に施工
実績を増やしてきました。特に、平成13年には『砂防
ソイルセメント活用ガイドライン』が発刊され、直轄
砂防の現場のみならず都道府県施工の現場でも用いら
れるようになりました。近年では、外部保護材等の開
発も並行して進められ、事例数が着実に増えつつあり
ます。今後の砂防ソイルセメントの適用拡大が期待さ
れるところです図-2。
　次に、皆さんの各々の立場から砂防ソイルセメント
の取り組みに関して、今後の目指すべき方向について
語っていただきます。
片山●砂防ソイルセメントに関してはコスト縮減に貢
献できる優れた工法であることは知られているところ
ですが、より広く施工業者に施工や管理のノウハウを
広めていく必要があると感じております。洗練された
工法とするためには、より簡易な管理方法を求めてい
くことが重要で、我々建設コンサルタントの役割とし
ては、施工業者の要望や出来上がりの品質を考えなが
ら、より簡易な管理方法を提案し、とりまとめていく

図-2 砂防ソイルセメント工法の施工年度別の事例数の変遷

写真-3 東竹沢地区（INSEM） 写真-4 寺野地区（ISM）

東竹沢地区縦断図

V=1：100
H=1：500

寺野地区地区縦断図

V=1：100
H=1：500
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取得年月日 名称 外部保護材

平成17年2月22日 INSEM－ダブルウォール（DW）工法 上流；セグメント鋼矢板／下流；エキスパンドパネル

平成17年2月22日 INSEM－SBウォール工法 上流；軽量鋼矢板／下流；コンクリートブロック

平成20年10月11日 BSBブロック砂防えん堤工法 上流；コンクリートブロック／下流；コンクリートブロック

平成23年6月29日 ＪSウォール堰堤工法 上流；波形鋼板パネル／下流；コンクリートパネル
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械を用いることが重要ですが、砂防ソイルセメントの
適用に必要な施工機械の種類も量も限られており、現
地対応でのネックになっているのも事実です。砂防ソ
イルセメントの母材となる土砂に関しても、他の公共
事業等も含めた情報共有により、どの時期にどの現場
から発生するのか、地域内連携を広域的かつ長期的視
点であらかじめ行っておくことも大切だと思います。
　また、近年は砂防堰堤の内部材としての砂防ソイル
セメントの現場が増えてきました。内部材としては締
固めをしっかりやることがポイントですが、外部材の
部分にも、たとえば安定性が確保されているかといっ
た課題があります表-1。砂防ソイルセメントを用いた
技術とは言いながらも、周辺にある他の技術との連携
をしっかりさせることも考えなくてはいけませんね。
　もう一つ、砂防ソイルセメントの現場に限った話で
はないのですが、現場では重機と作業員が近接して作
業にあたります。作業標準のようなものを確立して、
安全かつ効率的な現場環境を構築していくための努力
も重ねていくべきだと考えます。
石塚●トータルとしての工期を短縮するためには、試
験施工での強度確認を材齢28日まで待つことなく７日
で行うことができないかと考えます。これまでに各地
で取り組まれた試験施工のデータから一定の割り切り
が可能ではないでしょうか。
　また、今後は維持管理にも軸足を置いていく必要が
あると考えます。将来にわたって施設の効果が発揮さ
れていくためには、PDCA各サイクルに則った維持管
理を考える必要があり、これはコンクリート構造物も
同様です。施工後年月を経た現場で、比較的大きな規
模の出水後に、砂防ソイルセメントがどのようになっ
ているか等データを蓄積していくべきでしょう。
　さらに、各種データの共有体制の確立も重要です。
現場で得られた情報を蓄積するとともに、それらを簡

ことではないかと考えます。
　砂防工事現場の土砂は、その性質が一様ではありま
せん。さまざまな土砂を使用して強度をいかに発現し
ていくか、現場の管理が複雑になります。そのような
場合に、特に不慣れな方でも少しでも管理の手間暇を
軽減できるよう、管理基準をしっかり定めていくこと
が大切だと思います。
　バラツキのある土砂でも、水の管理を徹底すること
で一定強度は得られる傾向にあるようですし、それで
も足りない場合はセメント量を多くすることで強度の
確保が可能になります。ただし、細粒分が多いケース
ではセメントの増量のみでは対応できない場合もあり
ました。
　また、砂防工事の現場では、今後、発生土を減らす
努力など環境への配慮がより重要となってきます。技
術開発の面でも、六価クロムに代表される有害物質を
抑える配合技術やセメント開発などが重要と考えます。
高野●皆さんおっしゃるとおり砂防ソイルセメント工
法は現場での発生土の抑制、工事費の節減、環境負荷
の低減等、今後の砂防工事において有効な工法の一つ
であると思います。ただし、現時点では施工事例がそ
れほど豊富なわけでなく、出水後の損傷の有無等施工
後の状況も追跡調査を行うことも重要だと考えます。
そのような調査から問題点の抽出を行い、その結果を
設計にフィードバックすることが必要です。現場を担
当する施工業者としては、現地状況見合いで設計変更
の比較工法の一つとして積極的に提案していきたいと
思っています。
　工期の確保という観点からは、準備工含めた適切な
工期設定という部分にも発注者に配慮をお願いしたい
ところです。砂防ソイルセメントは現場ごとに試験施
工が必要で、時間が不足がちになります。加えて、試
験施工を含めた各種の調査では実際に使用する建設機

表-1 外部保護材を活用した砂防堰堤（技術審査証明）
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便に引き出せるような仕組みが求められます。過去の
施工事例が容易に参照できることで、砂防ソイルセメ
ントがより適切に採用される環境が整えられることに
なります。また、従来の施工管理基準や指針等の枠に
とらわれずに、砂防ソイルセメントを考えるといった
ことも、今後必要であるように感じます。
本臼●確かに、砂防事業では発生する土砂は可能なか
ぎり現地で使うことが効率的ですが、一方で、現場で
は土砂のストックヤードがありません。仮設のスペー
スが必要になります。短い工期なのに仮設や段取りに
時間がかかり、結果として、プラントから生コンを運
んだほうが「確実で効率的」という声につながります。
最近では、無人化施工や砂防ソイルセメントといった
新技術が砂防現場で必要とされる場面が多くなってい
るので、こういった従来の流れに単純に戻らないよう
にするためには、仮設をコンパクトにするなどして、
施工業者と発注者の双方が砂防ソイルセメントを使う
メリットを見い出せることが必要です。事例の追跡研
究や分析を行いながら、情報発信していただきたいと
思います。
　また、先ほどから工期の話題が出ておりますが、実
際の工事現場では天候によって工程が遅れることだっ
てあります。また、現実には発注者の発注作業にも時
間が必要です。現場での技術的な面だけでは解決に至
らない部分も含めて、発注者の側も現場条件をトータ
ルに理解することが求められています。

４
	
今後の砂防の取り組み

	
嶋●ここまでは、砂防ソイルセメントを話題の中心に
置いてきましたが、ここからは砂防関係事業の今後の
展開ということで、少し話題を広げていきたいと思い
ます。
片山●昨年の台風12号による災害には驚きました。現
場では相当な土砂があちこちで流出しており、豪雨災
害の凄まじさを体感しました。平成10年ごろから特に
強い集中豪雨が時々発生していますが、今後このよう
な集中豪雨に対応する技術を確立させる必要があると
考えます。
　近年では災害対応では、ソフト対策を推進していこ

うという動きが顕著でしたが、台風15号による災害で
は名古屋市で広域的な避難勧告が発令され、情報伝達
や住民側の避難先確保といった点でソフト対策の問題
点が指摘されました。特に大規模な災害に対しては、
ソフト対策とハード対策をうまく組み合わせて減災
し、逃げる時間を稼ぐ手法の開発が求められると考え
ます。
石塚●近年、土木研究所が中心になって、深層崩壊や
河道閉塞への対処方策を模索してきました。大規模で
多様な災害に対処するためには、ソフト面での取り組
みと合わせて、ハード面でも目的や外力、現場条件な
ど、対策施設に求められる多様な要求性能に合わせて、
幅広く工法の選択肢を準備しておくことが重要だと考
えます。片山さんがおっしゃったハード対策を組み合
わせた減災ですが、多様な選択肢から最適なものが選
択できるよう、幅広いツールを日ごろから持っておく
ことが重要ではないでしょうか。近年は土砂災害が多
様化し、被害も甚大なものとなってきています。国土
マネジメントの観点から、ハード対策とソフト対策を
うまく絡めた技術開発等を進めていくことが大切だと
思います。
本臼●日本では地震や土砂災害は避けては通れませ
ん。地域の首長と話しをすると、「どこへ逃げたらい
いんだ」と質問されます。雨の降り方や地形により地
盤の高い方向へ逃げることが必ずしも安全とも言え
ず、答えに窮するわけです。砂防では「セイフティコ
ミュニティモデル事業」が実施されてきました。砂防
事業で発生した土砂や工事用道路を面的に活用し、避
難場所の造成を行う等地域防災力をあげる取り組みで
す。まさにハード対策とソフト対策の組み合わせです。
また、砂防事業が必要な地域は高齢化が進展し、一部
には観光地化が進んでいるところもあります。正確に
判断できなくても命だけは助かるという手だてが必要
だと考えます。さらに、ハード対策にあっても、平常
の自然と喧嘩せず、地域が受け入れやすい外観、機能
があれば形にとらわれない施設も開発したいですね。
一方で、安全の思い込みも危険であり、情報提供や防
災教育も続ける事が重要と思います。
高野●平成23年は東日本大震災をはじめ、新潟・福島
豪雨、その後の台風の本土直撃等自然災害の頻発した
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な時代だからこそ、「現場回帰」の砂防ソイルセメン
ト技術は、次なる世代に着実に伝達し、育てていかな
くてはいけない大切な技術だと思います。
嶋●昨今の異常気象は、既往最大を毎年更新するよう
な状況です。これからは、過去のデータに加えて、そ
の時々の状況に柔軟に対応することが必要かと思いま
す。当然、臨機応変な対応も各人の経験の積み重ねに
裏打ちされた信頼感があってのものです。砂防ソイル
セメントは、現地発生材を利用するという性格から、
決まったことを淡々とこなすことが難しく、その現地
の状況に柔軟に対応していく必要があります。その意
味で、砂防ソイルセメントを大いに利用することで、
その臨機応変な対応を身につける格好の材料になるの
ではないでしょうか。
　本日は、砂防に携われる皆さんから、たくさんの貴
重なご意見をいただきました。砂防ソイルセメント工
法は現場からの発想による、現場対応を大切にする工
法です。昨年10月に（財）砂防・地すべり技術センタ
ーは、多くの関係者の皆さんのご理解とご協力をいた
だき『砂防ソイルセメント設計・施工便覧』を発刊さ
せていただきました。多くの砂防工事現場で活用いた
だくとともに、施工技術のさらなる研鑽により、一層
進化した技術につながるよう心より願っております。
本日は誠にありがとうございました。

年でした。また、豪雨による家屋の浸水や土石流の発
生等が各地で見られその被害も大きいものでした。そ
うした中で、土木施設の重要性、ことさら最前線で土
砂災害を防止している砂防施設の重要性が広く再認識
されたのではないでしょうか。受発注者を問わずこう
した機会に砂防工事の重要性をアピールし、地域住民
のみなさんはじめ各方面の理解が増進されれば、建設
業のイメージアップにもつながると思います。災害
後一番に現場に駆けつけるのは、施設管理されておら
れる行政担当者や応急対策にあたる我々建設業者です
が、あまりにも軽視されているのではないかと日頃か
ら感じています。
　この時代に、現場特性に応じて砂防ソイルセメント
工法を採用するのは、意義深いと考えます。分業化が
進んだ中で、個々のスペシャリストは育っているもの
のトータルでものを見ている者は確実に少なくなって
いるのではないでしょうか。現場からスタートした建
設技術ですが、昨今では現場を見ずして対応できる部
分が増えてきました。砂防ソイルセメントは母材の確
保にはじまり、材料の撹拌・調整、現地での打設、そ
の後の管理に至るまで、個々の現場に応じた対応が求
められます。まさに『現場回帰』とも言える技術です。
日本各地で団塊世代の勇退等により技術伝承が確実に
なされないことを問題視する声があります。このよう
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