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図 9-92 久万高原地区の粒径加積曲線（変成岩質礫質土） 

 

 

図 9-93 粒径加積曲線の例 

 (土質試験 基本と手引き P.27：地盤工学会) 

 

下川 図 9-67 と図 9-93 を比較すると、図 9-93 中の③曲線のように粒径が広い範囲に

わたって分布しており、締固め特性の良い土に分類できる。SK-1の方が粒度分布

が一様である。2試料とも、粗粒分の占める割合が 60%を超えており、粗粒分の性

質が支配的となる。 

旭川 図  9-68 と図  9-93 を比較すると、図  9-93 中の③曲線のように粒径が広い

 範囲にわたって分布しており、締固め特性の良い土に分類できる。やや AS-2の方

が粒度分布が一様である。2 試料とも、粗粒分の占める割合が 60%を超えて

 おり、粗粒分の性質が支配的となる。 

足寄 図  9-69 と図  9-93 を比較すると、図  9-93 中の③曲線のように粒径が広い

 範囲にわたって分布しており、締固め特性の良い土に分類できる。やや TK-2の方

が粒度分布が一様である。2 試料とも、粗粒分の占める割合が 60%を超えて

 おり、粗粒分の性質が支配的となる。 
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十和田 図  9-70 と図  9-93 を比較すると、図  9-93 中の③曲線のように粒径が広い

 範囲にわたって分布しており、締固め特性の良い土に分類できる。やや TW-2の方

が粒度分布が一様である。2 試料とも、粗粒分の占める割合が 50%を超えて

 おり、やや粗粒分の性質が支配的となる。 

盛岡 図 9-71 と図 9-93 を比較すると、黒ボクのみの試料である MO-1 は、図 9-93

 中の②曲線のように粒径が狭い範囲に集中しており締固め特性の悪い土である。

 一方、黒ボクに礫を混入した MO-2 は③の曲線のように粒径が広い範囲にわたっ

て分布しており、MO-1と比較すると締固め特性の良い土に分類できる。 

酒田 図 9-72と図 9-93を比較すると、YA-1は図 9-93中の②と③の曲線の中間、YA-

2 は図 9-93 中の②形状であり、YA-2 は粒径が狭い範囲に集中する分級された試

料である。両試料とも締固め特性の悪い土に分類でき、特に YA-2の方が締固め特

性の悪い土に区分される。両試料ともシルト、粘土等の細粒分が 60%を越えるた

め、これら細粒分の性質が支配的となる。 

沼田 図 9-73 と図 9-93 を比較すると、図 9-93 中の③の曲線のように粒径が広い

 範囲にわたって分布しているが、10%粒径 D10がないことから、均等係数 Uc、曲

率係数 U’c とも算出できておらず、粒度分布は一様とはいえない。シルト、粘

 土等の細粒分が 60%を越えるため、これら細粒分の性質が支配的となる。 

芦北 図 9-74と図 9-93を比較すると、図 9-93中の②と③の曲線の中間の形状であり、

粒径が狭い範囲に集中する分級された試料であり、粒径 4.75mm 以下のものだけ

で 90%を占めていることから、やや締固め特性の悪い土に分類できる。特に礫分

が少ない KM-2 は 10%粒径 D10がないため均等係数が算出できない試料であり、

締固め特性は TK-1に劣る。シルト、粘土等の細粒分が 60%を越えるため、これら

細粒分の性質が支配的となる。 

豊田 図 9-75 と図 9-93 を比較すると、図 9-93 中の③のように粒径が広い範囲に

 わたって分布しており、締固め特性の良い土に分類できる。両試料とも粒度分布が

一様である。2試料とも、粗粒分の占める割合が 70%以上であり、粗粒分の性質が

支配的となる。 

朝来 図 9-76 と図 9-93 を比較すると、図 9-93 中の②の曲線のように粒径が狭い範囲

に集中する分級された試料であり、締固め特性の悪い土に分類できる。砂分だけで

80%を超えており、砂分の性質が支配的である。 

日野 図 9-77 と図 9-93 を比較すると、図 9-93 中の③のように粒径が広い範囲に

 わたって分布しており、締固め特性の良い土に分類できる。やや TO-2の方が粒度

分布が一様である。2試料とも、粗粒分の占める割合が 80%で程度あり、粗粒分の

性質が支配的となる。 

佐賀 図 9-78 と図 9-93 を比較すると、図 9-93 中の②と③の中間の形状であり、やや

粒径の分布が狭いといえ、締固め特性は②と③の中間タイプである。粗粒分の占め
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る割合は 70%程度であるが、同じまさ土の鳥取県日野町の試料と比較す

 ると、シルト分の性質に左右される土質である。 

東白川 図 9-79 と図 9-93 を比較すると、図 9-93 中の③の曲線のように粒径が広い

 範囲にわたって分布しており、締固め特性の良い土に分類できる。Ucの値からは、

GF-2 の方が粒度分布が一様という結果となっている。2 試料とも、粗粒分の占め

る割合が 60%を超えており、粗粒分の性質が支配的となる。 

大野 図 9-80 と図 9-93 を比較すると、図 9-93 中の③の曲線のように粒径が広い

 範囲にわたって分布しており、締固め特性の良い土に分類できる。FK-2の方が粒

度分布が一様である。FK-1は粗粒分の占める割合が 33%であり、細粒分の性質が

支配的となる。一方、FK-2では、粗粒分の占める割合が 79%であり、粗粒分の性

質が支配的となる。 

長浜 図 9-81 と図 9-93 を比較すると、図 9-93 中の③の曲線のように粒径が広い

 範囲にわたって分布しており、締固め特性の良い土に分類できる。NH-2の方が粒

度分布が一様である。NH-1は粗粒分の占める割合が 67%であり、粗粒分の性質が

支配的となる。一方、NH-2では、粗粒分の占める割合が 31%であり、細粒分の性

質が支配的となる。 

津和野 図 9-82 と図 9-93 を比較すると、図 9-93 中の③の曲線のように粒径が広い

 範囲にわたって分布しており、締固め特性の良い土に分類できる。TW-2の方が粒

度分布が一様である。TW-1は粗粒分の占める割合が 53%であり、粗粒分の性質が

やや支配的となる。一方、TW-2では、粗粒分の占める割が 86%であり、粗粒分の

性質が支配的となる。 

能代 図 9-83 と図 9-93 を比較すると、図 9-93 中の③の曲線のように粒径が広い

 範囲にわたって分布しており、締固め特性の良い土に分類できる。やや NS-2の方

が粒度分布が一様である。MS-2の試料は、手で割れるほど の硬さであり、試料

採取時に細かく破砕されたことが両試料の Uc の差となっていると考えられる。2

試料とも、粗粒分の占める割合が 60%を超えており、粗粒分の性質が支配的とな

る。 

新見 図 9-84 と図 9-93 を比較すると、図 9-93 中の③の曲線のように粒径が広い範囲

にわたって分布しており、締固め特性の良い土に分類できる。OK-1と OK-2を比

較すると、OK-2の方が粒度分布が一様である。2試料とも、粗粒分の占める割合

が 60～70%程度あり、粗粒分の性質が支配的となる。 

秩父  図 9-85 と図 9-93 を比較すると、図 9-93 中の③の曲線のように粒径が広い

 範囲にわたって分布しており、締固め特性の良い土に分類できる。CH-1 と CH-2

 を比較すると、CH-2 の方がやや粒度分布が一様である。2 試料とも、粗粒分

 の占める割合が 60～70%程度あり、粗粒分の性質が支配的となる。 

多摩 図 9-86 と図 9-93 を比較すると、図 9-93 中の③の曲線のように粒径が広い
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 範囲にわたって分布しており、締固め特性の良い土に分類できる。両試料とも粒度

分布が一様である。2試料とも、粗粒分の占める割合が 70%を超えており、粗粒分

の性質が支配的となる。 

富山 図 9-87 と図 9-93 を比較すると、図 9-93 中の③の曲線のように粒径が広い範囲

にわたって分布しており、締固め特性の良い土に分類できる。やや TM-2の方が粒

度分布が一様である。2試料とも、粗粒分の占める割合が 60%を超えており、粗粒

分の性質が支配的となる。 

天竜 図 9-88 と図 9-93 を比較すると、図 9-93 中の③の曲線のように粒径が広い範囲

にわたって分布しており、締固め特性の良い土に分類できる。T-1の方が粒度分布

が一様である。T1試料は粗粒分の占める割合が 71%であり、粗粒分の性質が支配

的となるが、黒ボク主体の T2試料では、粗粒分の占める割合が 54%となり、粘性

分の土質の性質が T1と比較すると強く出てくる。 

木城 図 9-89 と図 9-93 を比較すると、図 9-93 中の③のように粒径が広い範囲に

 わたって分布しており、締固め特性の良い土に分類できるが、粒度分布がややばら

ついている。粗粒分の占める割合が 54～63%であり、やや細粒分の性質に左右さ

れる土質である。 

中信 図 9-90 と図 9-93 を比較すると、図 9-93 中の③の曲線のように粒径が広い

 範囲にわたって分布しており、締固め特性の良い土に分類である。ややMA-1の方

が粒度分布が一様である。2試料とも、粗粒分の占める割合が 80%程度あり、粗粒

分の性質が支配的となる。 

伊那 図 9-91 と図 9-93 を比較すると、図 9-93 中の③の曲線のように粒径が広い

 範囲にわたって分布しており、締固め特性の良い土に分類できる。INA-2の方が粒

度分布が一様である。2試料とも、粗粒分の占める割合が 70%程度あり、粗粒分の

性質が支配的となる。 

久万 図 9-92 と図 9-93 を比較すると、図 9-93 中の③の曲線のように粒径が広い

 範囲にわたって分布しており、締固め特性の良い土に分類できる。粒度分布は

 両試料とも一様である。KM-1 及び KM-2 とも変成岩地帯から採取したものであ

り、礫質であるため Ucの値が 1000を超える高い値となっている。 

 

 コンシステンシー 

液性限界、塑性指数を用いて細粒土を分類する方法として塑性図が用いられる。塑性図は

縦軸に塑性指数、横軸に液性限界をとり、粘土とシルトを分ける A 線と圧縮性の大小を判

断する B 線(液性限界 50%)の 2 本の線を引くことにより、塑性、圧縮性、透水性などの工

学的な性質の概略を知ることができる。 

[塑性図の見方] 

・A 線より上に行くほど塑性が高く①乾燥時に固結する②透水性が低い等の粘性土とし
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ての特徴に富む 

・A 線より下に行くほど塑性が低く①乾燥に伴ってボロボロになる②間隙径が大きいの

で透水性が高くなる等の塑性の幅が小さく、粗粒的性質を持つ 

・B線より左に行くほど圧縮性が小さく、右に行くほど圧縮性が大きい 

 

塑性：力を加えて変形させたとき、永久変形を生じる物質の性質のこと 

タフネス：強靱性、粘り強さの意味で塑性限界における乱した土のせん断強さの度合い 

塑性図の A線：過去の実験データに基づいて作られたもので、粘土分が多い土とシルト分が多い

土を分類するために設定された。A線より上が粘土分の多い土で塑性が高く、下がシルト分の多

い土で塑性が低いことを表している。 

 

図 9-94 塑性図 
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図 9-95 塑性図による粘性土の力学的性質 

(土質試験 基本と手引き P.45：地盤工学会) 

 

下川 SK-1 は圧縮性がやや大きく、その他の性質は中間的である。SK-2 は圧縮性が小

さく、体積変化率、透水性が大きく、乾燥強さ、タフネスが小さい。 

旭川 AS-1 は圧縮性がやや大きく、その他の性質は中間的である。AS-2 は、体積

 変化率、透水性が大きく、乾燥強さ、タフネスが小さい。 

足寄 両試料とも圧縮性がやや大きく、その他の性質は中間的である。 

十和田 両試料とも圧縮性が大きく、その他の性質は中間的である。TW-2の方が圧縮性が

大きい。 

盛岡 圧縮性、体積変化率が大きく、乾燥強さ、強靱性はやや小さめである。盛土の沈

 下や変形等に注意を要する土である。 

酒田 両試料とも圧縮性が大きく、その他の性質は中間的である。 

沼田 圧縮性、体積変化率が大きく、乾燥強さ、強靱性はやや小さめである。盛土の沈

 下や変形等に注意を要する土である。 

芦北 KM-1は圧縮性が大きく、その他の性質は中間的である。KM-2は圧縮性がやや大

きく、その他の性質は中間的である。 

豊田 TY-1は圧縮性がやや小さく、その他の性質は中間的である。TY-2は、液性限界及

び塑性限界ともに測定できなかったため、試験結果は NP（non- p1astic：非塑性）

であった。クラッシャーランも液性塑性試験自体が NPとなる。 

朝来 朝来における試料は、液性限界及び塑性限界ともに測定できなかったため、試験

 結果は NP（non- p1astic：非塑性）であった。クラッシャーランも液性塑性試験

 自体が NPとなる。 

日野 日野における試料は、液性限界及び塑性限界ともに測定できなかったため、試験

 結果は NP（non- p1astic：非塑性）であった。クラッシャーランも液性塑性試験



 210

 自体が NPとなる。 

佐賀 佐賀における試料は、液性限界及び塑性限界ともに測定できなかったため、試験

 結果は NP（non- p1astic：非塑性）であった。クラッシャーランも液性塑性試験

 自体が NPとなる。 

東白川 GF-1 は圧縮性がやや大きく、その他の性質は中間的である。GF-2 は液性限界及

び塑性限界ともに測定できなかったため、試験結果は NP（non- p1astic：非塑性）

であった。 

大野 FK-1 は圧縮性が非常に大きく、FK-2 の試料はやや圧縮性が大きい。両試料とも

体積変化率、透水性が高く、乾燥強さ、タフネスが小さい。 

長浜 両試料とも圧縮性がやや大きく、その他の性質は中間的である。 

津和野 TW-1はやや圧縮性が小さく、その他の性質は中間的である。TW-2は、全ての性

質が中間的である。盛土材に適した土である。 

能代 両試料とも圧縮性が大きく、NS-1 のその他の性質は中間的である。NS-2 は堆積

 変化率、透水性がやや大きく、乾燥強さ、タフネスがやや小さい。 

新見 両試料とも圧縮性がやや大きく、その他の性質は中間的である。 

秩父 CH-1 は全ての性質が中間的である。CH-2 は圧縮性がやや大きく、その他の性質

は中間的である。 

多摩 両試料とも圧縮性が小さく、その他の性質は中間的である。盛土材に適した土であ

る。 

富山 両試料とも圧縮性がやや大きく、その他の性質は中間的である。TM-1のほうが圧

縮性が大きい。 

天竜 T1試料は圧縮性がやや小さく、塑性はやや低く、その他の性質は中間的であり、

盛土に適した土である。黒ボクである T2試料は、圧縮性がやや大きく、塑性はや

や低い。 

木城 M1試料は、全体として中間的な性質である。M2試料は、圧縮性がやや大きく、

塑性はやや小さい。盛土材に適した土である。 

中信 両試料とも圧縮性が小さく、塑性はやや低く、その他の性質は中間的である。盛

 土材に適した土である。 

伊那 両試料とも圧縮性が大きく、その他の性質は中間的である。 

久万 両試料とも圧縮性がやや大きく、その他の性質は中間的である。 

 

 分類 

 礫や砂などの粗粒分の多い材料の工学的性質は、粒度組成に強く依存し、シルトや粘土な

どの細粒分の多い材料の工学的性質は、コンシステンシーに強く依存する。したがって、観

察、粒度試験、コンシステンシーの結果を用いて、土の工学的分類を行う。 

土の工学的分類を行うことによって、土の工学的な性質の推定や材料土としての良否を
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判断するのに役立てることができる。 

 

下川 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）の砂質土に該当し、詳細 な分類は

SK-1は「火山灰質砂質礫(GVS)」、SK-2は「火山灰質礫質砂(SVG)」となる。 

旭川 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）の砂質土に該当し、詳細

 な分類は両試料とも、「火山灰質礫質砂(SVG)」となる。 

足寄 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）の砂質土に該当し、詳細 な分類は

TK-1は「火山灰質砂質礫(GVS)」、SK-2は「火山灰質土まじり砂質礫(GS-V)」と

なる。 

十和田 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）において TW-1は砂質土、TW-2は

火山灰質粘性土に該当し、詳細な分類は TW-1は「礫まじり火山灰質砂(SVH1-G)」、

TW-2は「砂礫質火山灰質粘性土Ⅱ (VH2SG)」となる。 

盛岡 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）の有機質土に該当し、詳細

 な分類は MA-1 は「砂質有機質土(OS)」、黒ボクと礫の混合土は「有機質礫質砂

 (SOG)」となる。 

酒田 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）の火山灰質粘性土に該当し、詳細

 な分類は YA-1、YA-2とも「砂質火山灰質粘性土Ⅱ(VH2S)」となる。 

沼田 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）の火山灰質粘性土に該当し、詳細

 な分類はロームのみのものは「礫まじり砂質火山灰質粘性土(VH2S-G)」、ローム

 と鹿沼土の混合土は「砂礫質火山灰質粘性土(VH2SG)」となる。 

芦北 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）の火山灰質粘性土に該当し、詳細

 な分類は KM-1は「砂質火山灰質粘性土 I-G (VH1S-G)」、KM-2は「火山灰質粘

性土Ⅱ-S (VH2-S)」となる。 

豊田 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）の砂質土に該当し、詳細

 な分類は TY-1、TY-2とも「細粒分質礫質砂(SFG)」となる。 

朝来 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）の砂質土に該当し、詳細

 な分類は H1 は「分級された礫まじり砂(S-GP)」、H2 は「分級された砂(SP)」と

 なる。 

日野 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）の砂質土に該当し、詳細

 な分類は TO-1は「粘性土分質礫質砂(SCsG)」、TO-2は「粘性土分質砂質礫(GCsS)」

 となる。 

佐賀 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）の粘性分を含む砂質土に該当し、

 詳細な分類は SG-1 は「礫まじり粘性土質砂(SCs-G)」、SG-2 は「粘性土質砂

 (SCs)」となる。 

東白川 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）の粘性分を含む砂質土に該当し、

 詳細な分類は GF-1及び GF-2とも「粘性土質礫質砂(SCsG)」となる。 
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大野 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）において FK-1 は火山灰質粘性土、

 FK-2は粘性分を含む礫質土に該当し、詳細な分類は FK-1は「礫まじり砂質火山

 灰質土(Ⅱ型)(Vh2S-G)」、FK-2は「粘性土質砂質礫(GCsS)となる。 

長浜 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）において NH-1は粘性分を含む礫質

土、NH-2は粘性土に該当し、詳細な分類は NH-1は「粘性土質砂質礫(GCsS)」、

NH-2は「砂礫質シルト(高液性限界) (MHSG)となる。 

津和野 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）において TW1は砂質土、TW-2は

粘性分を含む礫質土に該当し、詳細な分類は TW-1 は「粘性土質礫質砂(SCsG)」、

TW-2は「粘性土まじり砂質礫 (GS-Cs)となる。 

能代 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）において NS-1 は礫質土、NS-2

 は砂質土に該当し、詳細な分類は NS-1 は「火山灰まじり砂質礫(GS-V)」、NS-1

 は「火山灰質礫質砂(SVG)」となる。 

新見 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）の粘性分を含む礫質土に該当し、

 詳細な分類は OK-1及び OK-2とも「砂まじり粘性土質礫(GCs-S)」となる。 

多摩 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）の礫質土に該当し、詳細 な分類は

CH-1 は「粘性土まじり砂質礫(GS-Cs)」、TW-2 は「粘性土質砂質礫(GCsS)」となる。 

多摩 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）の礫質土に該当し、詳細

 な分類は A1及び A2とも「細粒分質砂質礫(GFS)」となる。 

富山 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）において TM-1は礫質土、TM-2は

砂質土に該当し、詳細な分類は TM-1は「細粒分質砂質礫(GFS)」、TM-2「細粒分質礫質

砂(SFG)」はとなる。 

天竜 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）の礫質土に該当し、詳細

 な分類は T1及び T2とも「細粒分質砂質礫(GFS)」となる。 

木城 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）の礫質土に該当し、詳細

 な分類は M1 は「細粒分質砂質礫(GFS)」、M2 は「砂まじり細粒分質礫(GF-S)」とな

 る。 

中信 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）の粘性分を含む砂質土に該当し、

 詳細な分類はMA-1及びMA-2とも「粘性土質礫質砂(SCsG)」となる。 

伊那 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）の粘性分を含む礫質土に該当し、

 詳細な分類は INA-1及び INA-2とも「粘性土質砂質礫(GCsS)」となる。 

久万 日本統一土質分類法による土の分類（大分類）の粘性分を含む礫質土に該当し、

 詳細な分類は両試料とも「粘性土質砂質礫(GCsS)」となる。 
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図 9-96 日本統一土質分類法による土の分類（大分類） 

 

（参考） 

表 9-23 土工材料としての問題点と着眼点 

分類名 主な問題点など 調査・試験、設計・施工における着眼点 

｛GS｝ 

砂礫 

｛GF｝ 

細粒分混じり礫 

・一般にトラフィカビ

リティは良いが高位

段丘礫層などの<腐

り礫>を含む材料で

は、粘性土のような

問題を生じる。 

・｛GF｝などの細粒分の

多い材料は、盛土の

り面の土羽材に適す

るものが多い。 

 

・場内工事用道路としての良質な材料であり、

その活用(土量配分)がコスト低減のポイント

になる。 

・良質材の分布・量の予測が調査段階の着眼点

となる。 

・地山で固結している材料や地下水位よりも上

にある材料は、自然含水比が低く、締固めが

支障となることもない。 

・路床材や裏込め材に最適な材料がほとんどで

ある。 

・地下水位以下にある細粒分混じり礫｛GF｝は、

泥浄化を生じるものも時にはある。なお、地

下水位は季節変動するので注意のこと。 

｛SG｝ 

礫質砂 

｛SF｝ 

細粒分まじり砂 

・集中豪雨などによる

のり面崩壊、侵食を

生じやすい材料が多

い。 

・地山で固結・半固結し

ていない材料の中に

は自然含水比が最適

・盛土のり面は必要に応じて被覆材や土羽材で

被覆するのがよい。 

・降雨や融雪水による土砂流出防止が、施工面

の重要課題となる。 

・植生によるのり面保護工の早期施工 

・殆どの材料は自然含水比が最適含水比付近

か、それより低い含水比であり、施工性がよ
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含水比より著しく高

い材料もある。 

・とりわけ地山で未固

結の細粒分まじり砂

は、その危険性が高

く、ダンプトラック

のトラフィカビリテ

ィーが問題となるこ

とも多い。 

 

 

く、この良質材の活用がコスト低減のポイン

トになる。 

・まさ土は施工機械により容易に細粒化し、性

状が変わる。そのため、粒度は突き固めによ

る土の締固め試験後のものに注目し、材質を

判断する。 

｛O｝ 

有機質土 

｛V｝ 

火山灰質粘性土 

・地山で固結・半固結し

ていく材料は、自然

含水比が低く、施工

性は良い。しっかり

締め固めれば、圧縮

沈下は少ない。 

・自然含水比が液性限

界に近いか、高い材

料は、施工重機のト

ラフィカビリティ及

び高盛土の安定が問

題となり、現場内工

事用道路の配置が検

討課題となる。 

 

・自然含水比Wn・液性限界WLに注目し、と

りわけ Wn≧WL であれば、締固めた土のコ

ーン指数試験を行う。 

・気象変化(降雨、低温など)に応じた施工機種・

施工方法の選択。施工基面の放置によるトラ

フィカビリティの改善。良質土の活用がポイ

ント。 

・必要に応じて高盛土では、間隙水圧の低下を

図り盛土の崩壊を防ぎ、施工性の確保のため

に、水平排水層などを設ける。 

・とりわけWn≧WLの{Ｖ}は、高盛土の安定・

沈下、トラフィカビリティ、現場内工事用道

路、混合土、などが課題となる。 

・{V}は液性指数 IL＜0.5：良質ローム、IL＜0.5

～0.8：普通ローム、IL＞0.8：軟弱ローム。と

りわけ軟弱ロームに要注意。 

(土質試験 基本と手引き P.55：地盤工学会より一部抜粋) 

 

 締固め 

 土の締固め特性は土の種類により大きく異なる。土の粒径加積曲線と締固め曲線との関

係を図 9-97に示す。締固め曲線は一般に次の特性を有する。 

a．粒度の良い砂質系の土ほど締固め曲線は鋭く立った形状を示し、左上方に位置する。こ

のため最適含水比は低く、最大乾燥密度は高い。 

b.細粒土分が多い土ほど締固め曲線はなだらかな形状を示し、右下方に位置する。このため

最適含水比は高く、最大乾燥密度は低くなる。 
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下川 図 9-98 及び図 9-99 に示すとおり、2 つの試料とも最適含水比が 18.8～26.7%

 とやや低く、最大乾燥密度は 1.45～1.64g/cm3 と中程度である。図 9-97 の④に

 近い締固め曲線(図 9-97 の b)となる。SK-1 の自然含水比(35%)と最適含水比

 (27%)の差は 8%程度であり、施工時の水分調整が比較的容易である。SK-の自然含

水比(23%)と最適含水比(19%)の差は 4%程度であり、施工時の水分調整が容易であ

る。 

旭川 図 9-100及び図 9-101に示すとおり、2つの試料とも最適含水比が 22.0～24.6%

 とやや低く、最大乾燥密度は 1.45～1.48g/cm3 と中程度である。図 9-97 の④に

 近い締固め曲線(図 9-97 の b)となる。AS-1 の自然含水比(36%)と最適含水比

 (22%)の差は 14%程度であり、施工時の水分調整が比較的容易である。ただし、最

大乾燥密度のピークが明瞭ではなく、火山灰質土の影響も出ていることから、過転

圧には注意を要する土質である。AS-2 は砂分が多いこともあり、自然含水比

 (26%)と最適含水比(25%)の差は僅かであり、施工時の水分調整が簡易で適切な締

 固めが容易な土である。 

足寄 図 9-102 及び図 9-103 に示すとおり、2 つの試料とも最適含水比が 23～26%

 とやや低く、最大乾燥密度は 1.48～1.57g/cm3と中程度である。TK-1は図 9-97の

④と⑤の中間に 近い締固め曲線であり、TK-2は図 9-97 の④に近い締固め曲線

(図 9-97 の b)となる。TK-1 の自然含水比(39%)と最適含水比(26%)の差は 13%程

度であり、施工時の水分調整が比較的容易である。TK-2 の自然含水比(28%)と最

適含水比(23%)の差は 5%程度であり、施工時の水分調整が容易である。 

十和田 図 9-104 及び図 9-105 に示すとおり、TW-1 の最適含水比は 28%とやや低く、

TW-2の最適含水比は 43%とやや高い。最大乾燥密度は 1.03～1.28g/cm3とやや低

くなっている。TW-1は図 9-97の④と⑤の中間に近い締固め曲線であり、TW-2は

図 9-97 の⑤に近い締固め曲線(図 9-97 の b)となる。細粒分がやや多い TW-2 は

粘性土の締固め曲線の形状となっている。TW-1 の自然含水比(49%)と最適含水比

(28%)の差は 21%程度、TW-2 の自然含水比(76%)と最適含水比(43%)の差は 33%

程度であり、施工時の水分調整にやや注意を要する。特に細粒分を多く含むものほ

ど、水分管理に注意を要する土質である。 

酒田 図 9-108及び図 9-109に示すとおり、YA-1の最適含水比は 24%とやや低く、YA-

2の最適含水比は 32%とやや高い。最大乾燥密度は 1.19～1.35g/cm3とやや低くな

っている。両試料とも図 9-97の④と⑤の中間に近い締固め曲線である。 (図 9-97

の b)となる。YA-1 の自然含水比(47%)と最適含水比(24%)の差は 23%程度、YA-2

の自然含水比(55%)と最適含水比(32%)の差は 23%程度であり、施工時の水分調整

にやや注意を要する。 

沼田 図 9-110及び図 9-111に示すとおり、2つの試料とも最適含水比が 52～54%と高
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く、最大乾燥密度は 0.99～1.02g/cm3と低くなる。図 9-97の⑤に近い締固め曲線

(図 9-97 の b)となる。自然含水比(89～95%)が最適含水比より高いため、施

 工時の水分調整が困難で盛土の適切な締固めが難しい土である。 

芦北 図 9-112 及び図 9-113 に示すとおり、2 つの試料とも最適含水比が 32～38%

 とやや高く、最大乾燥密度は 1.22～1.31g/cm3と低くなる。図 9-97の⑤に近い締

固め曲線(図 9-97の b)となる。KM-2のグラフの形状は砂質のものに近い。KM-1

の自然含水比(34%)と最適含水比(32%)の差は 2%程度であり、施工時の水分調整が

容易である。KM-2の自然含水比(55%)と最適含水比(38%)の差は 17%程度であり、

施工時の水分調整にやや注意を要する。この違いは粗粒分の差に由来する。 

豊田 図 9-114及び図 9-115に示すとおり、TY-1の最適含水比は 17%とやや高く、TY-

2の最適含水比は 15%とやや低い。最大乾燥密度は 1.74～1.75g/cm3と中間的な値

である。図 9-97の②と③の中間に近い締固め曲線(図 9-97の b)となり、TY-2の

方が最大乾燥密度のピークがやや鈍角であり、粘性土の締固め曲線に少し類似す

る形状となっている。最適含水比が自然含水比(2～6%)と近いため、施工時の水分

調整が簡易で適切な締固めが容易な土である。 

朝来 図 9-116及び図 9-117に示すとおり、2つの試料とも最適含水比が 15%とやや低

く、最大乾燥密度は 1.77g/cm3と高くなる。図 9-97の③に近い締固め曲線(図 9-97

の b)となる。最適含水比が自然含水比(13%)と近いため、施工時の水分調整が簡易

で適切な締固めが容易な土である。 

日野 図 9-118及び図 9-119に示すとおり、2つの試料とも最適含水比が 13～15%とや

や低く、最大乾燥密度は 1.81～1.89g/cm3と高くなる。図 9-97の④に近い締固め

曲線(図 9-97の b)となる。最適含水比が自然含水比(14%)と近いため、施工時の水

分調整が簡易で適切な締固めが容易な土である。 

佐賀 図 9-120及び図 9-121に示すとおり、2つの試料とも最適含水比が 17～18%と砂

分を含む土としては、やや高い。このため最大乾燥密度は 1.62～1.66g/cm3と低く

なる。図 9-97の④に近い締固め曲線(図 9-97の b)となる。最適含水比が自然含水

比(19～22%)と近いため、施工時の水分調整が簡易で適切な締固めが容易な土であ

る。 

東白川 図 9-122及び図 9-123に示すとおり、2つの試料とも最適含水比が 19～20%とや

や低く、最大乾燥密度は 1.57～1.58g/cm3と中程度である。図 9-97の④に近い締

固め曲線(図 9-97 の b)となる。最適含水比が自然含水比(28～35%)とやや近いた

め、施工時の水分調整が比較的簡易で適切な締固めが容易な土である。 

大野 図 9-124及び図 9-125に示すとおり、FK-1は最適含水比が 57%と高く、FK-2は

20%とやや低い値となっている。最大乾燥密度は FK-1は 1.0g/cm3と低く、FK-2

は 1.5 g/cm3と中程度である。図 9-97の締固め曲線(図 9-97の b)において FK-1

 は⑤、FK-2 は④に近い曲線である。したがって、FK-1 のように火山灰質のもの
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を多く含む土の場合では、最適含水比(57%)が自然含水比(80%)と差があるため、

施工時の水分調整が注意を要する。一方、礫質を多く含む FK-2 では、最適含水

 比(20%)が自然含水比(32%)とやや近いため、施工時の水分調整が比較的簡易で適

 切な締固めが容易な土である。 

長浜 図 9-126及び図 9-127に示すとおり、2つの試料とも最適含水比が 19～27%であ

り、NH-2は礫質土としては、やや高い。最大乾燥密度は 1.42～1.58g/cm3と低く

なる。NH-1 は図 9-97 の③と④の中間に近い締固め曲線、NH-2 は⑤に近い締固

め曲線(図 9-97 の b)となる。NH-1 の自然含水比(19%)と最適含水比(22%)の差は

3%程度であり、施工時の水分調整が容易である。NH-2の自然含水比(42%)と最適

含水比(27%)の差は 15%程度であり、施工時の水分調整にやや注意を要する。この

違いは粗粒分の差に由来する。 

津和野 図 9-128及び図 9-129に示すとおり、2つの試料とも最適含水比が 14～18%と低

く、最大乾燥密度は 1.67～1.84g/cm3となる。TW-1 は図 9-97 の③に近い締固め

曲線、TW-2は②と③の中間に近い締固め曲線(図 9-97の b)となる。TW-1の自然

含水比(26%)と最適含水比(18%)の差は 8%程度であり、施工時の水分調整が容易で

ある。TW-2の自然含水比(17%)と最適含水比(14%)の差は 3%程度であり、施工時

の水分調整が容易である。 

能代 図 9-130及び図 9-131に示すとおり、2つの試料とも最適含水比が 31～46%と高

く、最大乾燥密度は 1.0～1.2g/cm3と低くなる。図 9-97の⑤に近い締固め曲線(図 

9-97 の b)となる。最適含水比と自然含水比(46～88%)の差があるため、施工時の

水分調整に注意を要する土である。 

新見 図 9-132及び図 9-133に示すとおり、2つの試料とも最適含水比が 20～26%と礫

分を含む土としては、やや高い。このため最大乾燥密度は 1.53～1.58g/cm3と低く

なる。図 9-97の③に近い締固め曲線(図 9-97の b)となる。最適含水比が自然含水

比(27～37%)と差があるため、施工時の水分調整が注意を要する土である。 

秩父 図 9-134 及び図 9-135 に示すとおり、2 つの試料とも最適含水比が 8～10%と低

く、最大乾燥密度は 1.93～2.11g/cm3と高くなる。CH-1 は図 9-97 の①に近い締

固め曲線、CH-2は②に近い締固め曲線(図 9-97の b)となる。CH-1の自然含水比

(9%)と最適含水比(8%)の差は1%程度であり、施工時の水分調整が容易である。CH-

2の自然含水比(17%)と最適含水比(10%)の差は 7%程度であり、施工時の水分調整

が容易である。 

多摩 図 9-136及び図 9-137に示すとおり、2つの試料とも最適含水比が 15～18%と低

く、最大乾燥密度は 1.71～1.81g/cm3と高くなる。図 9-97の③に近い締固め曲線

(図 9-97の b)となる。最適含水比が自然含水比(18～19%)と近いため、施工時の水

分調整が簡易で適切な締固めが容易な土である。 

富山 図 9-138及び図 9-139に示すとおり、TM-1の最適含水比は 27%とやや高く、TM-
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2 の最適含水比は 13%と低いものとなっている。TM-1 の最大乾燥密度は 1.34 

g/cm3と礫質土としては低く、TM-2の最大乾燥密度は 1.65 g/cm3と礫質土として

はやや低いものとなっている。TM-1は図 9-97の④と⑤の中間に近い締固め曲線

であり、TM-2は図 9-97 の③と④の中間に近い締固め曲線(図 9-97の b)となる。

締固め曲線の形状からは、TM-1 はやや粘性土の性質を示すものとなっている。

TM-1 の自然含水比(39%)と最適含水比(27%)の差は 12%程度であり、施工時の水

分調整が容易である。TM-2 の自然含水比(38%)と最適含水比(13%)の差は 25%程

度であり、施工時の水分調整にやや注意を要する。 

天竜 図 9-140 に示すとおり、T1 試料は最適含水比が 14%と低く、最大乾燥密度は

 1.77g/cm3 と高くなる。図 9-97 の③に近い締固め曲線(図 9-97 の b)となる。

 最適含水比が自然含水比(17%)と近いため、施工時の水分調整が簡易で適切な締固

めが容易な土である。一方、図 9-141に示すとおり黒ボク主体の T2試料は最適含

水比が 26%とやや高く、最大乾燥密度は 1.41g/cm3とやや低くなる。図 10-74 の

⑤に近い締固め曲線(図 9-97の b)となる。自然含水比(41%)が自然含水 比より高

いため、施工時の水分調整が困難で盛土の適切な締固めが難しい土である。 

木城 図 9-142及び図 9-143に示すとおり、2つの試料とも最適含水比が 18～22%と低

く、最大乾燥密度は 1.53～1.66g/cm3と高くなる。図 9-97の④に近い締固め曲線

(図  9-97 の b)となる。最適含水比が自然含水比 (15～20%)と近いため、施

 工時の水分調整が簡易で適切な締固めが容易な土である。木城地区における礫

 質土は、他地区の礫質土と比較すると、シルト及び粘性土の混入率がやや高いこ

 とから、水分管理にやや留意する必要がある土質である。 

中信 図 9-144及び図 9-145に示すとおり、2つの試料とも最適含水比が 8～9%と低く、

最大乾燥密度は 1.97～1.98g/cm3 と高くなる。図 9-97 の②に近い締固め曲線(図 

9-97 の b)となる。最適含水比が自然含水比 (12～14%)と近いため、施工

 時の水分調整が簡易で適切な締固めが容易な土である。 

伊那 図 9-146 及び図 9-147 に示すとおり、2 つの試料とも最適含水比が 9～12%と

 低く、最大乾燥密度は 1.96～2.12g/cm3 と高くなる。図 9-97 の②に近い締固め

 曲線(図 9-97 の b)となる。最適含水比が自然含水比(12～14%)と近いため、施

 工時の水分調整が簡易で適切な締固めが容易な土である。 

久万 図 9-148及び図 9-149に示すとおり、2つの試料とも最適含水比が 13～14%と低

く、最大乾燥密度は 1.78～1.85g/cm3 と高くなる。図 9-97 の締固め曲線(図

 10-74の b)において KM-1は②、KM-2は④に近い曲線である。最適含水比が自然

含水比(22～23%)と近いため、施工時の水分調整が簡易で適切な締固めが容易な土

である。 
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    a.各土試料の粒径加積曲線          b.各土試料の締固め曲線 

図 9-97 土の種類と締固め曲線 

(土質試験 基本と手引き P.76：地盤工学会) 
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図 9-98 乾燥密度－含水比曲線曲線(粘性土 下川町 SK-1) 

 

 
図 9-99 乾燥密度－含水比曲線曲線(粘性土 下川町 SK-2) 
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図 9-100 乾燥密度－含水比曲線曲線(粘性土 旭川市 AS-1) 

 

 
図 9-101 乾燥密度－含水比曲線曲線(粘性土 旭川市 AS-2)  
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図 9-102 乾燥密度－含水比曲線曲線(粘性土 足寄 TK-1)  

 

 
図 9-103 乾燥密度－含水比曲線曲線(粘性土 足寄 TK-2)  
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図 9-104 乾燥密度－含水比曲線曲線(粘性土 十和田 TW-1)  

 
図 9-105 乾燥密度－含水比曲線曲線(粘性土 十和田 TW-2)  
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図 9-106 乾燥密度－含水比曲線曲線(粘性土 盛岡市 MO-1) 

 

 
図 9-107 乾燥密度－含水比曲線曲線(粘性土 盛岡市 MO-2) 
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図 9-108 乾燥密度－含水比曲線曲線(粘性土 酒田市 YA-1) 

 

 
図 9-109 乾燥密度－含水比曲線曲線(粘性土 酒田市 YA-2) 
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図 9-110 乾燥密度－含水比曲線曲線(粘性土 沼田市 NO.1 ローム) 

 

 
図 9-111 乾燥密度－含水比曲線曲線(粘性土 沼田市 NO.2 ローム+鹿沼土) 
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図 9-112 乾燥密度－含水比曲線曲線(粘性土 芦北町 KM-1) 

 

 

図 9-113 乾燥密度－含水比曲線曲線(粘性土 芦北町 KM-2) 
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図 9-114 乾燥密度－含水比曲線曲線(まさ土 豊田市 TY-1) 

 

 
図 9-115 乾燥密度－含水比曲線曲線(まさ土 豊田市 TY-2) 
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図 9-116 乾燥密度－含水比曲線曲線(まさ土 朝来市 H1) 

 

 
図 9-117 乾燥密度－含水比曲線曲線(まさ土 朝来市 H2) 
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図 9-118 乾燥密度－含水比曲線曲線(まさ土 日野町 TO-1) 

 

 
図 9-119 乾燥密度－含水比曲線曲線(まさ土 日野町 TO-2) 
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図 9-120 乾燥密度－含水比曲線曲線(まさ土 佐賀市 SG-1) 

 

 
図 9-121 乾燥密度－含水比曲線曲線(まさ土 佐賀市 SG-2) 
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図 9-122 乾燥密度－含水比曲線曲線(火成岩質礫質土 東白川村 GF-1) 

 

 
図 9-123 乾燥密度－含水比曲線曲線(火成岩質礫質土 東白川村 GF-2) 
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図 9-124 乾燥密度－含水比曲線曲線(火成岩質礫質土 大野市 FK-1) 

 

 
図 9-125 乾燥密度－含水比曲線曲線(火成岩質礫質土 大野市 FK-2) 
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図 9-126 乾燥密度－含水比曲線曲線(火成岩質礫質土 長浜市 NH-1) 

 

 
図 9-127 乾燥密度－含水比曲線曲線(火成岩質礫質土 長浜市 NH-2) 
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図 9-128 乾燥密度－含水比曲線曲線(火成岩質礫質土 津和野町 TW-1) 

 

 
図 9-129 乾燥密度－含水比曲線曲線(火成岩質礫質土 津和野町 TW-2) 
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図 9-130 乾燥密度－含水比曲線曲線(火山灰質礫質土 能代市 NS-1) 

 

 
図 9-131 乾燥密度－含水比曲線曲線(火山灰質礫質土 能代市 NS-2) 
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図 9-132 乾燥密度－含水比曲線曲線(火山灰質礫質土 新見市 OK-1) 

 

 
図 9-133 乾燥密度－含水比曲線曲線(火山灰質礫質土 新見市 OK-2) 
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図 9-134 乾燥密度－含水比曲線曲線(堆積岩質礫質土 秩父市 CH-1) 

 

 
図 9-135 乾燥密度－含水比曲線曲線(堆積岩質礫質土 秩父市 CH-2) 
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図 9-136 乾燥密度－含水比曲線曲線(堆積岩質礫質土 多摩地区 A-1) 

 

 
図 9-137 乾燥密度－含水比曲線曲線(堆積岩質礫質土 多摩地区 A-2) 
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図 9-138 乾燥密度－含水比曲線曲線(堆積岩質礫質土 富山市 TM-1) 

 

 
図 9-139 乾燥密度－含水比曲線曲線(堆積岩質礫質土 富山市 TM-2) 
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図 9-140 乾燥密度－含水比曲線曲線(堆積岩質礫質土 天竜区 T-1) 

 

 
図 9-141 乾燥密度－含水比曲線曲線(堆積岩質礫質土 天竜区 T-2) 
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図 9-142 乾燥密度－含水比曲線曲線(堆積岩質礫質土 木城町 M-1) 

 

 
図 9-143 乾燥密度－含水比曲線曲線(堆積岩質礫質土 木城町 M-2) 
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図 9-144 乾燥密度－含水比曲線曲線(変成岩質礫質土 中信地区 MA-1) 

 

 
図 9-145 乾燥密度－含水比曲線曲線(変成岩質礫質土 中信地区 MA-2) 




