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[写真説明]
当組合所有段階載荷圧密試験機
第1世代(昭和40年導入)、第2世代(昭和45年導入):懸吊レバー載荷式、除却処分
第3世代(昭和51年導入):12連・懸吊レバー手動載荷自動計測システム
第4世代(昭和54年導入):18連・懸吊レバー手動載荷自動計測システム
第5世代(平成11年導入):10連・全自動空圧載荷システム
第6世代(平成26年導入):10連・全自動空圧裁荷システム
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『ひとり園芸部』
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株式会社ジオテック

技術部主任技師松浦綾乃

㌦

1.はじめに

今年の初め頃、土質試験組合さんから本誌への執筆を依頼されました。悩んだ末に、
私の趣味のひとつで、ただただ好きで育てている植物達をご紹介させていただきたいと
思います。とは言っても、本当の素人で全く専門的ではないので、その辺はご了承くだ
さい。

私は、職場で主に土質・岩石・コンクリートの室内試験を担当しており、自他共に認
める体育会系で、「花なんて好きそうに見えない」とよく言われますが、両親が家庭菜
園やガーデニング好きで、子供の頃から目にしていたせいか、学生の時代から植物は何
かしら育てていました。
2.室内のトマト栽培

アパート暮らしで、畑が出来る訳でもなく、

広いベランダがあるわけでもなく、部屋で
多めの観葉植物等を眺めていましたが、あ
る頃からスーパーやテレビでも工場の様に

生産される野菜を目にするようになり、水

耕栽培に興味を持ちました。虫が苦手とい
う事もあって、室内で野菜作り!これはいい!
と思い、インターネットや本を参考に、オ
リジナルの栽培キットをDIYし(金魚のブク

ブクの他100均多用)、色々な野菜を部屋で
栽培しました。そして、最初何気なしに植

一z:st鱒魎岬一.
写真1水耕栽培キット

議礪

R',ffl.K

塔

えたのが、トマトの種でした。種からトマ
トを植えるという事にも更にワクワクしま

した。札幌でトマトを露地植えするには手
遅れな5月頃に種を蒔き、その後10月頃に
は写真2の様に、ちゃんと赤いトマトが成り

写真210月下旬の室内トマト

始めました。
トマトの他に、レタスや春菊、大葉、ニラ、

ミニキュウリ、絹さや、スナップエンド

ウ等、色々挑戦しましたが、中でも面白かったのは「オクラ」です。写真3の様に綺麗
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な花が咲き、上向きに実が付くとは、育てて
初めて知りました。

どの野菜も少量ずつ育てていましたが、成
育に大切な太陽光を浴びるため、室内の窓際
はかなりのジャングル状態でした。あれこれ色々

な野菜に挑戦して満足した事と、水やりを含

む管理にも疲れ、スペースや日照時間の限界等、
写真3オクラの花と実

色々な理由からそろそろ水耕栽培を卒業しよ
うと思っていたところ、会社の花壇が気に掛かりました。
3.会社前花壇を開拓
弊社は2012年9月に月寒から、現在の厚別

へ事務所を移転しました。以前の月寒事務所
時代も、同じビル内の関連会社等の皆様達と
歩道の花壇のお世話をしていましたが、厚別
へ移転し2年程経って、玄関横の花壇スペー
スが妙に気になりました。もともと「さっき」

が植わっており、6月にはピンクの花を咲か
せてくれるのですが、何年か空きビルとなっ
ていた事もあり、好き放題に広がり、中央は

写真4ジオテック玄関横花壇

翻

雪で潰れたのでしょうか?枯れたり折れたり…。

よし、ここを開拓しよう!と思い、社長・部
長に許可とアドバイスを貰いながら、開拓を
始めました。今年で開拓2年目になりますが、
元のさつきを少々残し、少しの花壇と、野菜

また、もうすぐ枝豆が収穫できそうなので、
みんなで試食会をしようと思います。

瑳"
1

ていますが、今年のトマト達は絶好調です。

欝懸

を育てています。枝豆や人参・トマトを育て

』耀

噛

骨rき

、

写真5

会社前のミニ農園

4.アデニウムの虜
水耕栽培を始める前から、「アデニウム」
という花を育てていました。通称「砂漠のバラ」
です。観葉植物を沢山育てていますが、唯一

の花ものがこのアデニウムです。アデニウム
は多肉植物の一種で、株元がとっくり状に膨
らんで、面白い樹形になります。花もとても

美しく色々な種類があります。タイでは盆栽
としてポピュラーな花だそうですが、野生の
物では、乾燥地帯で写真6の様な巨木に花を咲

写真6野生のアデニウム
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かせるというのですから不思議です。この植

物は、とにかく日に当てる事が重要で、日当
たりが悪いと全く花が咲きません。しかし、

砂漠と付くだけあり、直射日光はへっちゃらで、

逆に水のやり過ぎが最も危険な植物です。鉢
植えになった株をいくつか育てていましたが、

種から植えてみようと挑戦しました。幼苗の
頃の可愛さといったらたまりません。ぷくっ

写真7アデニウム発芽

と艶っとコロンとしていて、何とも言えない感じです(と思うのは私だけ?写真7)。
アデニウムには沢山種類があって、その中でも花を楽しむオベスムを数種類と、花も綺
麗だが大型で樹形を楽しむアラビクムやソコトラナムという原種を現在育てています。
花が咲くまでは3年程といわれていて、そろそろ3年ですが、オベスムは花が咲きました。
他の原種はもう少しかかりそうですが、幹の直径が7〜8crnになりました。今後の成長
が楽しみです。

蟻

隊

写真8

纏且『
アデニウム9ヶ月後

写真9アデニウムの花

5.苔とミニ盆栽

盆栽というと年寄りの趣味のようで、大型のものは高級で敷居が高く、その世界の奥

深さもひと際ですが、ミニ〜豆盆栽と呼ばれるような小型の物であればお手軽で、最近
は若い女性にも人気のようです。10年位前に

ミニ盆栽の可愛さにひかれて、幾つか育てた
ことがありましたが、手が回らずダメにして
しまい、盆栽からは離れていました。しかし、
最近になってまた気になり、再挑戦しています。

写真10の様に我が家のミニ盆栽は鉢も含めて
身長10cm程度の小さなもので、葉も小さい

もので5mm程度のミニサイズです(右の一味
はスケール代わり)。こんな単純なものでも仕

写真10ミニ盆栽

立てるには5〜10年もかかるそうです。左の3鉢は購入したもので、右の4鉢は、挿し木
で増やしたものと、自分で小さく仕立ててみようとチャレンジ中のものです。鉢もおちょ
こに穴をあけて利用しました。曲がりやシャリ・ジンのあるような仕立てのものにも憧

れます。盆栽に苔が貼ってあると、さらに美しいです。毛足の長いグリーンの絨毯がモ
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フモフしている様で、とても可愛いのです。

苔は何千何万種類もあるそうで、よく見ると

戚鞭

身近にも色々な苔が生えています。買うこと
もできますが、自分で道端や公園、ゴルフ場

なんかで苔を眺めて、時々採取してきます。

苔だけを植えたり、苔玉にしたり、盆栽の足
元に貼ったり主役にも脇役にもなります。

私のもう一つの趣味がゴルフなのですが、
写真11集めた苔達

そのうちゴルフのコースを苔で再現したテラ

リウムか苔庭の様なものを造ってみたいなあと思い、苔を集めています。グリーンフォー
クで道端の苔を採取している姿は、かなり変な人かもしれません…。
6.おわりに

親のDNAの影響か植物が好きで、ホームセンターに行けばついつい園芸コーナーに
寄り道し、もう増やさない!と思いつつも緑の誘惑に負けてしまいます。人の家の庭先
や窓辺、道路脇の花壇等も何が植えてあるのか咲いているのか気になります。今も部屋
には30以上の鉢植えがあって、個々に環境や条件の好みも違い失敗することもありま
すが、ゆっくりとした成長を観察しながら格闘しています。ゴルフが好きなのも、スポー
ツ・ゲームとしての面白さと共に、緑の絨毯を歩く爽快感に魅力を感じているのかもし
れません。
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平成28年度第4回理事会議事録

開催日時

平成28年7月25日(月)午後1時30分

2.開催場所

組合会議室

3.理事の総数

6名

4.議事の概要

議案(1)事業報告
折笠専務理事が、6月の事業実績を資料に基づき説明
した。

受注・売り上げは計画をやや下回っていることと、原価・
管理費が昨年より若干下回っていることを説明した。
(有)共同土質試験の営業実績についても審議し、計画売
上を下回っていることを報告した。

議案(2)その他
ア.次回理事会は、平成28年9月14日(水)に開催する事
を決定した。
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泥炭の長期圧密試験
一SecondaryCompressionに寄せて一
拓北地下開発㈱技術顧問
北海道土質試験協同組合
北海道土質試験協同組合

1.はじめに

基礎の沈下計算には、一般に飽和粘土を
対象とした、いわゆるTerzaghiの圧密理
論が適用される。しかし、北海道に分布す

佐田頼光
折笠章
宇山哲司

長期間圧密の研究であった。成果には主と
して7日間のデータが掲載されており、引き
続き今後3年から5年程度の観測を続ける
という。図一1〜3に貴重なデータの一部を

る泥炭地盤では鉱物質材料から成る粘土地

提示した。同図から二次圧密係数(Cα)を

盤と較べ性状が頻る異なり、特別な配慮が

(1)式で試算し、圧密荷重(P)との関係を示
したものが図一4であり、これらは既往の調

必要である。

特に泥炭は不飽和であり、載荷と同時に
ガスの圧縮に伴なう即時沈下が発生する。

査結果に一致するとしている。

また圧密試験に見られる一次圧密が早期に

終了し、二次圧縮(Secondary
T

Compression)が長時間に亘って続く。さ

らに圧密解析の根本的問題である圧密中の
常数変化が顕著であるとされる。

nm)

最近、英文の評論に於て、二次圧密の終
極は三次圧縮(TertiaryCornpression)あ
るいは四次圧縮(Quaternary

野n〔垂)

図一1沈下量と時間の関係(P=α2kgf/cm2)

Compression)に至るとの見解が示される

のを知り、これまで有耶無耶だった
SecondaryCompressionの性状を追求し
たいとの思いに至ったのである。

2.北海道におけるこれまでの研究のあら
Nl帰)

まし

泥炭に対する長時間圧密の実測例は極め
て少ない。通常の24時間載荷の圧密試験
結果でも一次圧密が早期に終了するため、
二次圧縮の現象が把握できるから、一応必
要とするデータは得られるわけで、試験の
目的は大体達せられるのである。こうした
現状にあって、1983年11月に発表された
寒地土木研究所の「泥炭の長期圧密試験に
ついて注1)」は、載荷時間270日に及ぶ将に

図一2沈下量と時間の関係(P=0、4kgf/cm2)

t

imm〕

tSne韓}

図一3沈下量と時間の関係(P=0.8kgf/cm2)
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れられていない。
Cα=

△S/Ho

logt2-logt1

・・…(1)

佐田、山内注2)はL.ZeevaertのZ-unitと称

するRheologyモデル理論を適用して、泥炭

△s:(t2時の沈下量)一(tl時の沈下量)

の沈下解析手法を提案した。この結果は即

Ho:初期供試体の厚さ

時沈下の時間経過も取り入れた新しい研究
成果と思われる。詳細は資料に譲るとして
結論は以下のとおりである。

1)即時沈下(δi)の計算手法
β

δi==mea・p・h(1-Uz)ee・ee(2)
mea:即時圧縮係数(cm2/kg)
P:載荷重(kg/cm2)
h:試料厚(cm)

Uz:Terzaghiの一次元圧密度

/グ〆

またmeaは、試料の飽和度(Sr)と間隙比

(eo)載荷重度(p)から(3)式で計算される。

meα÷三L・垂・・…(3)
1十eoP2

Terzaghiは著書注3)おいて「圧密速度におけ
るガス含有の影響」として図一5を提示して
次圧密係数

いるので参考までに記した。
oど7フinel

憂
建華

7°°%伽ガ梁%

Ca

(%)

図一5Terzaghiによるガスの影響図
2)Z-unit注4)

LZeevaertによれば図一6に示すように、
非線形粘性要素(Nonlinearviscous
0.20.40.8

圧密荷重P(】k:gf/c皿2)

図一4二次圧密係数と圧密荷重の関係

element)と線形粘性要素(1inearviscous

element)を並列にしたRheologyモデルを
提示している。

なお、図一1〜3の沈下曲線では、載荷初
期に相当の沈下が生じているように見られ

るが、当研究が長期圧密の挙動に着目した
ものである為に初期沈下については全く触

Z-unitでは、いずれの時間においても次
の条件が満たされるものとする。

源駿N}・・…(4)
7

SRCReportNo.360

(2016年9月)

P

それぞれのelementに於て、ヒズミ速度
は次のように示されるものとする。

lP二〇〇邪'll/ぱ

靴1爵}一⑤

'藁一一…難ヨ個̲薫墨-1一̲難.̲罫}蟹塁i}一薫聾嚢一蕪讐藝i蟹㎜一塾羅蕪謬鐸あ≠命̲チ雌一叢鍵一羅蕪̲即㎜時(び1).一晦E密璽伽璽襲及び二謹次臨吻の一i彗灘̲子塁≡髭一¶轟̲6羅羅̲嚢鑑盤一蕊藍葺び濤ゐ藻一:甦二亜叢次一量圧罵翼碗領域3∴』妬・カワ超,・かρ・

さて、P=Pz十PNであるから(5)式を変換
すると

結局εvpは(7)式で示される。

なお、Rheology定数である(7)式のa,φaは
表・1の検討結果を適用して(9)式で示され
ることになる。

'気泡6ρ戸灘。喚 'o喚Φゼ.弼o喀●嘗o曙。 ドの告o顧n麗・■燭A」oレ亀●噛
一留N吟口暦"■7噸,

●L

・vP-{a・L・9(・+9{tli:一.1.t)}P・・…(7)

mt・h・P・108t(t/tn/

図一7(a)

}

(6)式を積分し、代数的置換を行ない、

一 一コー一 轟・,悪} 一議董響離命識一=̲ 湿o-…需一講瀧/08α/'"燦び。,}一蕪蔀…悪轟藁.̲ 一
dc

P-{財≒+隷}一(6)

M,p・h・P・tT(TF)fZ(TF,,(7)1

弾塑性体(ε・p)
(elasto-PlasticNciscosity)

縫輪

図一7気体を包含する線形粘弾性体と非線形粘塑性体のレオロジー

表・1Rheology理論とTerzagh旺密理論の関係(σニp)
理論基本式ヒズミ(ε)の時間変化に対する解

Rheolo目y{Kelvinunit}亨σ=責ε・1-」̲Cdεdtε・区・σ【1一α・{暗・}】

一ε;ΣKn・σ[1一Σ譲iexp(看t)]一一くDK・・ΣK・

Terza巳hitheorydu-=Cvd七d㌔dz2一ε・・・p・σ・1審 ・脳・・畦・{…1〕・・辞・

α÷鑑β一轟

表一去 9〔1+罰
…。・(8)

/

孤

響一(φ・+壽P、

∂SvP

茨『=Φ・'PN
L.v,

N.ム,.

戸

ー

図一6Z-unit

・・…(9)

1

48

Kelvip-TerzagUiRelationshipq)・(2'ノC一㎞Kn-et;嗣(2rトn2π3TΣK・ m・p2CVc轟H・'m・p2k=γw・H3
(2励÷1〕二π

δ…囲1+βbg圏}
藩一+榊倒
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一次圧密挙動については、一次圧密終了

0.8

時間(tP)が、h=1.25cmの資料でtP=30min、

07

h=2.50cmの資料ではtp==150minが得ら
06

れた。従ってtp(2.50)/tp(1.25)=5となり、
05

これより

04

課一襟一5-x-2・3

α

03

02

となる。これまでLeeandBrawnerの提案
oユ

する)(=1.5より大きくTerzaghiの圧密理論
にやや近い値が得られた。

0801
β

図一8(8)式の条件を満たすαとβを求める図(榎本義一による)

二次圧縮係数Cα(CoefficientofSecondary
Compression)については、h=1.25cmに
対してCα・=O.31、h=2.50cmに対してC

これらの経緯を得て、圧密沈下曲線(δc)

は(10)式で示すことができる。

α=0.33となっており、Mesriの提案する
Cα/Ccで表示するとCα/Cc÷0.059が得

δ,=δi+δ,1+δ,2・・・…(10)

られる。既往の資料注5)ではCα/Cc=0.075
±0.01が示されている。

δi=mea・h△P{1-Uz}
δc1=mepeh△P'Uz

6c・-mt・h・△P・1・9(生621十β)・Tv

なお、10gt表示の二次圧縮の時間経過は、
図一9に見られるように一次圧密の終了後何
・・(11)

U,-F(隻・tH2)
T。一睾・t

ら大きな変化は示さずダラダラとやや直線
的に変化するようである。今これをt=
10000rnin〜90000minの間で普通目盛グ
ラフで表示したものが図一10である。
沈下経過は、凹凸とした変化を辿りなが

ら徐々に進行するようで、排水に伴う一次
北海道の泥炭に対する長期圧密挙動の研

圧密のスムースな沈下性状とは異なる経過

究については、筆者の知る限り以上の二者

を示している。これは、泥炭の内部構造の

のみのようである。

変化に対応したものであることを推測させ

なお、Z-unitの詳細については文献注4)を
参照されることをお勧めしたい。

るが、三次圧縮(TertiaryCompression)
を想起させるような動きは認められない。

図一11は、初期沈下(t〈1min)の沈下経過
3.長期圧密試験結果

今回、土質試験協同組合(SRC)で実施し

を普通目盛に拡大したものである。

Sivaram注6)によるdoを計算するとh=

た長期圧密試験結果を述べる。図一9、10及

1.25crnと2.50cmでは若干異なっている。

び11に結果の一部を示す。まず、圧密層

これについては今後の検討課題にしたいと

厚(h)の違いによる圧密挙動を見るためにh

考えている。

=1.25cmと2.50crnの2種について約70日

に及ぶ観測を行なった結果、次のことが明
らかになった。
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試験機Nα35供試体直径Dc皿τ30初期状態含水比。%650.67

最低一最高室温℃20-24断面積Ac㎡41.85体積比￡ロ13,744
土質名称高有機質土高さH。c凪2.50間隙比eo12,744

土粒子の密度ρ・9/c遣1,763質量m。91QO.74湿潤密度P・{4c㎡α963

液性限界w』%一炉乾燥質量皿。g13.42飽和度Sm%図
塑性限界Wp%一実質高さH。c皿α1819排水などの試験条件上下端面排水

07.3×2.50c皿●7.3×1.25cm
O.OO

縦

1.00

〉グ

2.00

ホ賜碁ン

、}ン7
3.00

h==1.25c韮1

1,.。。

Cα==O.31

5.00

1口
h=2.50cnl
6.oe

7.00

Cc・=5.56

8.00
詫炭の構造漢式図

tp=30mill

tp==150min

Cα;0.33

l

9.00
0.1

1

O.01

10

100

1000

10000

経過時間t(min)

100000

(69dsys)

図一9土質試験協同組合の長期圧密試験結果

図一12及び13は、除荷後における沈下経

7ロ

過がどのように変化するかを示すものであ

垂1:i:窪1眉

のリバウンド量が極めて少ない点が挙げら

::1:

7・9DNゴ1

る。試験結果が示す特性としては、除荷時

璽::鰍

れる。除荷時の沈下量(δt1)の3〜5%程度

i:li

の戻り量を示すに過ぎない。これは泥炭の
IOOGoL」〔〕OOO3⑪OOD400〔}〔)50000600007QveO800009〔}〔}〔}O

経過鐸寺間t(mln、

図一10図一9の③区間の拡大図(普通目盛)

圧密モデルにKelvinModelを適用すること
への当否を問うものである。

また、除荷後再沈下に至る時間(△t)はt1
の大きさに対応しているようである。
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図一13除荷圧密曲線模式図
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表・2t1と△tの関係
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れらの結果は、泥炭はじっくり時間をかけ
経過時問t(min}

て圧密した方が、再沈下に至る時間を稼ぐ

図一11初期沈下の拡大図(普通目盛)

ことができるという一般的な性質を示して
いるに過ぎない。
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図一12除荷による沈下曲線の挙動
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表・3FittingMethodによる泥炭の沈下計算表
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4.むすび

泥炭の長期圧密データについて2、3の
検討を行なった。当初目途とした三次圧縮

(TertiaryCompression)の現象を認める
ことは出来なかった。三次圧縮については、

近年開発事業が進展するMelaysiaの研究

(榎本義一による)

一参考資料一
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きた「泥炭の圧密解析」の総記の意味を込め

て表・3とこれに関連する図一14を提示して
おきたい。
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札幌市水道局職員土質試験見学会を開催
技術部山内

昇

去る7月21日に札幌市水道局職員総勢15人が来組され土質試験見学会が行われました。

土質試験見学会は、研修室にて折笠専務理事による当組合の概要説明後、5名ずつ3班
に分かれて実施しました。1〜3班は物理試験・力学試験・原位置試験へと班ごと順次回
りながら担当者から各土質試験概要・目的・方法・試験結果の利用などの説明を受けまし
た。

各班では、札幌市水道局の発注業務に役立てたいと土質試験で疑問に思っている点など
活発な質疑応答が行われていました。また、各試験は以下の職員が中心に行いました。
物理試験:場谷悦江主任

力学試験:平伸明課長・宇山哲司係長
原位置試験:前田徹二課長・越前勉主任

当組合では、室内土質試験・原位置試験に関する見学会、講習会を適時受け付けており
ます。遠慮なくご相談ください。
TL-『「琢羅

『鞠懸
■

1『

写真一1原位置試験状況

写真一2物理試験状況

.ノt

写真一3力学試験状況
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写真一4液状化試験状況
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組合.員代表者変更について
下記組合員に代表者の変更がありましたのでお知らせいたします。
記

アースコンサルタント株式会社
(新)金山愼一

(旧)渡部弘平成28年8月

組合建物の外壁・屋根等をリフォーム中
長年の風雪に耐えてきました当組合の本館建物も経年劣化が目立ってきたため、7月よ

り外壁の補修・塗装、屋根の葺き替え、屋上防水工事、避i難設備等の更新を行っておりま
す。ご不便をおかけしておりますが、10月までには全ての工事が完了する予定となって
おります。
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/厚

別通札幌新道
至環状通
ガソリンスタンド⑳

至東区北13条通至厚別

靭クス肋[』北海道土質試験協同組△口至新さっぽろ

白石駅水源地通

●柏丘中学
平和通

白石郵便局●
国道12号
地下鉄南郷7丁目駅●

南郷通

①高速道路を利用した場合
旭川方面から

札幌IC出口より

約10分

小樽方面から

大谷地IC出口より

約10分

室蘭方面から

札幌南IC出口より

約15分・北郷IC出口より約8分

②国道を利用した場合
旭川方面から国道12号から水源地通りを右折

小樽方面から札幌新道(国道274号)から厚別通りを右折し水源地通りを左折
室蘭方面から国道36号から水源地通りを右折

③公共交通機関を利用した場合
JRを利用した場合JR白石駅下車、徒歩約15分

地下鉄を利用した場合市営地下鉄東西線、南郷7丁目駅下車、徒歩25分
又は、北海道中央バス(白25番)に乗り継ぎ、北郷2条8丁目下車

「

●発行所

〒003-0831札幌市白石区北郷1条8丁目3番1号
TELO11-873-9895(代表)
FAXO11-873-9890(総務部)
FAXO11-874-1910(技術部)
ホームページアドレスhttp://www.src.or.jp/

地質調査業者登録
土壌汚染指定調査機関登録
ISO/lEC17025:2005認定登録
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