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要旨：既設線バラスト軌道において経年したバラストを再利用した改良工法を適用する場合，細粒土混入率

の高いバラスト道床に充てん可能なグラウト材を選定し，軌きょうとバラスト道床を一体化させる必要があ

る。本研究では，これまでに軌道工事に適用事例のない超微粒子セメントに着目し，各種グラウト材との注

入性能を比較した。また，グラウト改良層を有する実物大軌道模型供試体の繰返し載荷試験を行い，超微粒

子セメントを用いたグラウト改良層の早期強度発現に伴う軌道沈下抑制効果を確認した。 
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1. はじめに 

 鉄道における軌道とは，「軌きょう(レールとまくらぎ

を組み合わせたもの)」とこれを支持する「道床」から構

成され，道床部がバラスト(砕石)の場合をバラスト軌道，

コンクリートのような強固な支持部材の場合を省力化軌

道(直結系軌道)と呼ぶ(図－1参照)。バラスト軌道は繰返

し作用する列車荷重により軌道変位が生じやすく，車両

の乗り心地や走行安定性に影響するため，定期的な軌道

整備作業が必要となる。一方，省力化軌道は軌きょうを

鉄筋コンクリートやバラストを固化した道床により支持

するため，バラスト軌道と比較して軌道変位が生じにく

く，日常的な保守を低減することができる。これまでに，

省力化軌道に関する研究 1)が数多く行われており，種々

のてん充道床軌道や舗装軌道が開発・実用化されている。

しかし，てん充道床軌道や舗装軌道は既存のまくらぎと

バラストを交換した上で，バラスト道床内にグラウト材

を注入して軌きょうと道床を一体化する工法が多く，材

料費及び施工費が高価であるため，輸送量が少ない区間

においては適用事例があまり見られない。 

既設線バラスト軌道における低コストな省力化対策

を実現するためには，既存のまくらぎとバラストを再利

用し，グラウト材を含めた材料費及び施工費を抑制する

必要がある。しかし，経年したバラスト道床は列車荷重

の作用によるバラストの破砕や周辺からの土砂等の流入

により細粒土混入率が高い状態にあり，従来のグラウト

材ではバラスト道床内へ十分に充てんできないことが課

題であった。そこで本研究では，一般に地盤注入材とし

て用いられている超微粒子セメント 2),3)に着目し，細粒

土混入率が高いバラストに対するグラウト材の注入性能

を評価することとした。また，同材料を用いたてん充道

床軌道の構築方法を検討し，実物大軌道模型の繰返し載

荷試験により軌道の沈下特性を評価した。  

 

2. 経年バラストの粒度分布 

2.1 営業線におけるバラスト道床の状況 

本工法の適用区間として，在来線のトンネル区間に敷

設されているバラスト軌道を対象とした。図－2 に現地

のバラスト道床の状況を示す。バラスト道床を上面から

掘削して内部の状況を観察すると，主に PC まくらぎよ

り下部においてバラストが細粒化している様子が確認さ

れた。このように，経年したバラスト道床内部，特にま

くらぎ底部においては細粒分が多く含まれるため，グラ

ウト材の浸透を妨げる要因となっている。 
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図－1 バラスト軌道の概要 
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2.2 試験用バラストの作製 

現地トンネル内の 3地点において，PCまくらぎ底部の

バラストを採取し，粒度試験を実施した。図－3 にバラ

ストの粒径加積曲線を示す。各地点におけるバラストの

粒度分布を比較すると，地点 1のバラストは地点 2及び

地点 3のバラストと比較して，細粒分だけでなく，粒径

0.2～30mm の範囲における含有率も高いことが分かる。

すなわち，地点 1のバラストは採取したバラストの中で

最大乾燥密度が最も大きくなると推定され，てん充用の

グラウト材が道床内へ浸透しにくい状態であると考えら

れる。本研究では，この地点 1におけるバラストの粒度

分布に近い「試験用バラスト」を作製し，各種試験を実

施することとした。試験用バラストの作製にあたり，ク

ラッシャラン(C-30)とバラストを同比率で配合すること

で，地点 1のバラストと同等の粒度分布を再現できるこ

とを確認した。なお，試験用バラストについては砕石の

締固め試験を実施し，最大乾燥密度：1.994g/cm3，最適

含水比：6.5%であることを確認した。 

 

3. グラウト材の注入特性試験 

3.1 試験条件 

 従来のてん充道床軌道や舗装軌道においては，グラウ

ト材として無収縮セメント系や CA モルタル系の材料が

適用されており，新品のバラスト(または単粒度砕石)を

用いた道床内の空隙を充てんすることにより，道床を強

固に一体化している。本試験では，試験用バラストを所

定の密度で締固めた供試体を作製し，供試体に対する各

種グラウト材の注入特性を確認することを目的とした。

グラウト材については，無収縮セメント，CA モルタル

及び超微粒子セメントを検討対象とした。無収縮セメン

トはプレミックスタイプの速硬性無収縮グラウト(水セ

メント比 40%)として，小間隙への充てん性に優れた材料

である。また，CA モルタルはセメントとアスファルト

の複合材料であり，優れた充てん性とともに固化体とし

て適度な弾性を有する材料である 1)。超微粒子セメント

は，平均粒径 4μm の超微粒子注入材であり，主に軟弱

地盤の改良工事や亀裂性岩盤の止水工事等に用いられて

いる。一方，これまでに軌道工事への適用事例はなく，

本研究では新たに軌道注入用の配合を検討することとし

た。表－1に超微粒子セメントの配合例を示す。配合 No.1

は従来の地盤注入用の一般的な配合であり，配合 No.2

は今回新たに検討した軌道注入用の配合である。大規模

な軌道工事は列車が走行しない夜間帯に行われることが

多く，施工が完了した数時間後には列車が通過するため，

グラウト材には早期強度発現性が求められる。また，車

両重量とまくらぎの配列による荷重分散を考慮すると，

まくらぎ底部のバラスト道床には約 0.1N/mm2 の応力が

作用するため，グラウト材についても材齢 1～2時間で同

等以上の圧縮強度を有する配合とした。なお，超微粒子

セメントの配合 No.2の場合，単位容積あたりの材料費を

従来のグラウト材と比較して 40～50%程度低減できる。 

図－4 に注入特性試験用供試体の概要を示す。供試体

は幅 500×奥行き 500×高さ 300mmの型枠に試験用バラ

ストを所定の密度で締固めて作製した。表－2 に試験ケ

    

図－2 現地のバラスト道床の状況                        図－3 バラストの粒径加積曲線 

 

表－1 超微粒子セメントの配合例 
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ースを示す。バラスト締固め密度については，最大乾燥

密度(1.994g/cm3)の 80%及び 95%の 2パターンとした。バ

ラスト締固め密度 80%は固結したバラストを(重機等に

より)攪拌した状態，95%は固結したバラストの状態を想

定している。また，各グラウト材の流動性を表す指標と

して，J14 漏斗及び J10 漏斗における流下時間を示す。

検討対象としたグラウト材の中では，超微粒子セメント

の流下時間が最も短く，良好な流動性を示すことを確認

した。なお試験では，グラウト材注入前の供試体の空隙

量に対するグラウト材注入量(実測値)の割合を算出し，

「グラウト材充てん率」と定義して比較した。  

3.2 試験結果 

表－3 に試験結果を示す。グラウト材注入量について

は，実際に注入したグラウト材の重量を計量し，各グラ

ウト材の単位重量あたりの容積から算出した。バラスト

締固め密度 80%の場合においては，CASE2 の CAモルタ

ルの充てん率が最も高く，細粒土混入率の高いバラスト

に対して良好な充てん性を有していることを確認した。

一方，CASE1 の無収縮セメントの場合は，注入したグラ

ウト材が供試体表面に滞留し，型枠面に沿って流下する

様子が確認され，その他の試験ケースと比較して注入状

況に明確な違いが見られた(図－5参照)。バラスト締固め

密度 95%の場合の CASE4と CASE5 においては，各グラ

ウト材の充てん率が 10%程度低下する結果となった。な

お，CA モルタル及び超微粒子セメントグラウトの円柱

供試体(φ50×100mm)の圧縮強度試験を行った結果，材

齢 28 日における圧縮強度は，それぞれ 6.8N/mm2，

25.2N/mm2であった。 

 

4. 実物大軌道模型供試体の繰返し載荷試験 

4.1 実物大軌道模型供試体の構築 

 図－6 に実物大軌道模型供試体の概要を示す。本供試

体はコンクリート製の試験ピット内に高さ 100mm の路

盤(C-30)を敷設した後，幅 3000×奥行き 1000×高さ

    
図－4 注入特性試験用供試体の概要               ※セメント：アスファルト乳剤：水＝1：1.4：0.45 

表－3 注入特性試験結果 

  

 

 

(a)CASE1_無収縮セメント          (b)CASE3_超微粒子セメント 

図－5 グラウト材の注入状況の比較 
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表－2 注入特性試験ケース 
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400mm(道床厚：200mm)のバラスト軌道(PC まくらぎ 1

本分)を構築した。バラスト道床には前章で検討した試験

用バラストを使用し，所定の密度で締固めた。なお，バ

ラスト道床におけるグラウト改良層の厚さは，まくらぎ

底部より 200mm とした。さらに，営業線での施工を想

定し，注入したグラウト材の散逸を防止するために，ま

くらぎ端部から 300mm の位置に遮水シートを設けた。

なお，本供試体では，バラスト道床と路盤間にも遮水シ

ートを設けているが，グラウト材が路盤材に浸透しない

ことを確認した場合は不要である。図－7 にグラウト材

の注入状況を示す。同図に示すように，グラウト材はま

くらぎ近傍に複数個設けた注入孔から自然流下により注

入し，まくらぎ下部に集中的に充てんする施工方法とし

た。その後，注入したグラウト材がまくらぎ底部の高さ

まで充てんされたことを確認し，バラストを埋め戻した。 

4.2 試験条件 

 表－4 に試験ケースを示す。グラウト材の注入特性試

験より，CA モルタルと超微粒子セメントが試験用バラ

ストに対する良好な充てん性を示すことを確認した。よ

って，本試験では上記 2材料を用いた実物大軌道模型供

試体の繰返し載荷試験により，軌道の沈下特性を評価す

ることとした。図－8 に載荷試験の状況を示す。載荷荷

重については，軌きょうによる車両重量の分散を考慮し，

PCまくらぎ 1本に対して 80kN の荷重を作用させた。載

荷周波数は 10Hz とした。載荷回数は，CASE1～CASE3

のグラウト改良層を設ける場合については，施工後の材

齢 2時間において 1500回，材齢 3日において 30万回と

した。材齢 2 時間における載荷回数については，2 章で

現地のバラストを採取した区間における 1年間の列車通

過トン数から，1日に軌道上を車軸が通過する回数(1500

回)を算出した。CASE4 の未対策の場合については，載

荷回数を 30万回とした。また，測定項目として，任意の

載荷回数におけるまくらぎ(変位計 No.1～No.3)及びレー

ル(変位計 No.4～No.7)の鉛直変位を測定した(図－9 参

照)。 

4.3 試験結果 

(1) まくらぎ最大変位の推移 

 繰返し載荷試験の結果として，図－10(1)に材齢 2時間

におけるまくらぎ端部の最大変位(変位計 No.1及び No.3

の平均値)の推移を示す。なお，同図には CASE4 の未対

表－4 載荷試験ケース 

 

  

図－8 載荷試験の状況                             図－9 測定位置 

 
図－6 実物大軌道模型供試体の概要           図－7 グラウト材の注入状況 
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策の場合における 1500 回載荷までの結果も併せて示し

ている。バラスト締固め密度を 80%(固結したバラストを

攪拌した状態を想定)としたCASE1とCASE2を比較する

と，1500 回載荷時の最大変位は CASE1 の方がやや大き

くなる結果となった。これは，注入したグラウト材の早

期強度の違いによるものと考えられる。3 章より，グラ

ウト材の充てん率としては CA モルタルの方が良好であ

るという結果であったが，グラウト改良層を有する軌道

構造としての初期沈下を抑制するためには，超微粒子セ

メントによる改良が有効であると考えられる。次に，

CASE2 と CASE3 を比較すると，超微粒子セメントを用

いた場合のバラスト締固め密度の違いによる初期沈下量

については，有意な差は認められなかった。また，CASE3

と CASE4 においても，初期沈下量には差が生じない結

果となった。これは，本試験の載荷条件として，材齢 2

時間において 1日分の列車通過を考慮した，やや極端な

場合を想定したためと考えられる。よって，実際の営業

線における列車の運行状況等を考慮すると，グラウト改

良層を有する軌道の初期沈下量はさらに抑制されると考

えられる。なお，CASE1～CASE3 における 1500 回載荷

後の残留変位は CASE1：0.91mm，CASE2：0.73mm，

CASE3：0.66mmであった。  

 図－10(2)に材齢 3日の 30万回載荷におけるまくらぎ

端部の最大変位の推移を示す。なお，CASE1～CASE3に

ついては，材齢 2時間における 1500回載荷後の残留変位

を初期値としている。CASE1 と CASE2 において載荷開

始～1 万回載荷までのまくらぎ端部の沈下量を比較する

と，CASE1：0.85mm，CASE2：0.44mm となり，超微粒

子セメントによる沈下抑制効果が優れていることを確認

した。また，1 万回載荷以降の最大変位の推移に着目す

ると，グラウト改良層を有する CASE1～CASE3 につい

ては，未対策の場合の CASE4 と比較して変位の進展が

緩やかになっていることが確認できる。1万回～30万回

載荷までのまくらぎ端部の沈下量は CASE1：0.33mm，

CASE2：0.26mm，CASE3：0.56mm，CASE4：2.0mm で

あった。CASE2 と CASE3 において，バラストの締固め

密度の違いにより沈下量に差が見られるが，これはバラ

スト道床内へのグラウト充てん量に起因するものと考え

られ，より多くの空隙にグラウト材が充てんされた

CASE2 の方が材齢とともに硬化体としての強度が増進

し，沈下抑制効果に繋がったと推定される。また，CASE3

の 1万回載荷以降における沈下量は CASE4(未対策)の沈

下量の約 25%まで低減されていることが分かる。さらに，

30万回載荷時の最大変位を比較すると，CASE3：1.64mm，

CASE4：3.75mm となり，最終的なまくらぎの沈下量を

未対策の場合の 40%程度に低減できることを確認した。  

(2) グラウト材の充てん状況 

 実物大軌道模型供試体の繰返し載荷試験後に，各供試

体のまくらぎ中央部及びレール直下部のバラスト道床を

掘削し，グラウト材の充てん状況を確認した。図－11に

各ケースにおけるグラウト材の充てん状況を示す。図中

にはバラスト道床の断面図と併せて，まくらぎ位置及び

グラウト材の充てん境界部を示す。同図より，供試体の

バラスト締固め密度の違いにも依るが，まくらぎ底部か

らの充てん深さは，まくらぎ中央部において約 100～

200mm，レール直下部において約 50～150mm であるこ

とが確認できる。全体的にレール直下部よりもまくらぎ

中央部における充てん状況が良好であるが，これは本検

討において，レール直下部のまくらぎ近傍には注入孔を

設けていなかったためと考えられる。また，バラスト道

床内において細粒分が密集している箇所においては，一

部でグラウト材が均等に充てんされていない状況が確認

された。しかし，(1)の結果を踏まえ，本研究で示したて

ん充道床軌道の構築方法により，まくらぎ下部のバラス

 

  

(1)材齢 2時間_1500回                                (2)材齢 3日_30万回 

図－10 まくらぎ端部の最大変位－載荷回数 
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ト道床に 50～150mm 程度のグラウト改良層を形成でき

れば，既設線バラスト軌道の省力化対策として十分に適

用可能であると考えられる。 

 

5. まとめ 

本研究において得られた知見を以下に示す。 

(1) 細粒土混入率の高いバラスト供試体に対するグラウ

ト材の注入特性試験の結果，CAモルタル及び超微粒

子セメントが良好な充てん性を示すことを確認した。

なお，超微粒子セメントは他のグラウト材と比較し

てコスト面でも優れている。  

(2) 実物大軌道模型供試体の繰返し載荷試験の結果，超

微粒子セメントを用いた改良工法により，グラウト

改良層の早期強度発現に伴う軌道沈下抑制効果を確

認した。 

(3) まくらぎ下部のバラスト道床において，超微粒子セ

メントによるグラウト改良層を 50～150mm程度形成

することにより，既設線バラスト軌道の省力化対策

として有効であることを確認した。 

最後に，本研究において多大なるご助力をいただいた

日鉄住金セメント株式会社の関係各所の皆様に感謝の意

を表す。 
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図－11 まくらぎ下部におけるグラウト材の充てん状況 

(a)CASE1_まくらぎ中央部 (b)CASE1_レール直下部

(c)CASE2_まくらぎ中央部 (d)CASE2_レール直下部

(e)CASE3_まくらぎ中央部 (f)CASE3_レール直下部
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