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土の粒度試験について

一沖縄の土における分散剤の効果、その 1-

上原 方成* 周藤 宜二本

00 the Method of Grain-Size Analysis of Soils 

-the effect of dispersing agents on the soils of Okinawa， ( 1 )ー

Hosei UEHARA， Yoshiji SUDO 

SynopsI日

In the case of grain-size analysis test of soils smaller than 2，000 mic-

rons-particle size， a sedim巴ntationprocess using a hydrometer is used. In this 

proc巴dure，the dispersing agent is used for securing the necessary and accura-

te data of grain sizes. In ]IS procedure-A 1204 -1969， usually， sodium silicate 

CNa2Si039H20) or sodium hydroxide (NaOH) is used as the agent. However， 

in Okinawa it is thought that， sodium triphosphate (NaoP3010) is more effec-

tive for the certain soils to disperse. This paper clescribes a test results of 

grain-size analysis using some other dispersing agents for Shimajiri Formation 

soils to get a suitable agent and its procedure. It is shown that sodium hexameta-

phospha.te (NaP03)6 is more effective than others used before for Shimajiri 

Formation soils. 

1 .まえがき

土のt~i，(丸試験において、イ内々の続子ーを分離させるた

めに、物理的手段(機械的分散ー粉砕)と化学的手段

ての誠験をこ 冶ろみた。

2.試験および結果

(1) 第 t試験

a)試薬およ び試験方法
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(分散剤利JtJ)が!日いられる。後者・においては、JISA

12041己規定されている ように、ケイ酸ナトリ ウムまた

はカ性ソー ダが別いられているのが麓通である。しか

し、沖縄においては、従来、 トリ ポリリン酸ナト 1)ウ

ムの方が効巣的であるとして、関係者の閑でよく用い

られている。このζ とに|対しては、先に、街城が報告

誌験l乙用いた試薬と、その用い万は、表 11乙示すと

おりであ る。

1 ) 
しており、 筆者らの日常テス トで も、そのように篠認

されてきたが、今岡は、 中南部に広く分布する島尻層

構成j:(泌岩土および砂行土)について、あらため
2) 

て、と記3稲の分散剤以外の分散剤も 含めて、かっ、

土の塑位指数および料皮組成(粘土分、 シルト分、砂

分の割合)、すなわち、土の極類性状をも考慮にいれ
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表~ 1 試薬および試験方法

区分| 諸 J 薬 |試験万法

| ゲイ酸ナトリウム |ケイ酸ナトリウム溶お
A 1 !(15。C比重1.023)を201llt

Na2SiOa・9H20 I用い、かくはん時聞を 1

B 

a ... ò7......a.~'-' 分とする

ケイ酸ナトリウム 向上
但し、かくはん時間を5

Na2Si03・9H20 分 とする
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土の粒度訪験Kついて

b)試料土の準備

試料土は、第1試験と同様、最大粒径を 2..とした

泥岩土および砂岩土を用い、両者を、その重量比で、

表 3のよ うに混合したものを準備した。訟験方法

表-3 混合議料土

む哩全!A I B l__c___l QーLE_IL 

砂岩土 | Q_I号0___l__1()j_旦Q _lー~9_1ユ型

[ … 料 蜘 … …溶液処理

E.........F; /f 100gr D~F;グ湖水処理

も、 第1試験と同隊、]lSf乙準じ、過般化水素溶液ま

たは芳溜水で処理した試料を用いた。

坦旦I_Jl9J___2Q_..I-型-1-型_I___o 泥岩土

トリポリリン酸ナ |トリポリリン酸ナトリウ
トリウム |ム 19を用いかくはん時

Na5P301o 閣を 1分とする (0.1%) 
一一 - "す京リリン酸ナ 1一一一一同~一一

トリウム i但し、かくはん時間を 5
Na5P3010 分とする

b)試料土の準備

試料土は、島尻層泥岩土と砂岩土を用い、あらかじ

め、木づちによって粉砕し、フノレイ分けによって、最

大約径を 2闘として準備した。粒度試験方法 は、]lS

K準じ、尼岩土については、その50grを過酸化水素水

6%溶液で処理し、砂岩J土については、その 100grを

恭籾水で処理した。
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C 

D 

(3 )祭殿結果

a)第1試験について

泥岩土、砂岩土l乙関して、それぞれ、 A、B、C、

Dにおける粒度曲線を描いた結巣、 特l乙、Vfl岩土につ

いて、 7411前後の附線が、 A、Bで無理なつなぎを予

儀なくされるのに対して、 C、Dすなわち、トリポリ

リン酸ナトリウムを用いた場合は、 スムースl乙結合で

きた。また、後者の場合、出望手沈澱した試料土の水洗

いに際しでも、不自然な団塊はみられなかった。ちな

みに、 四者の粒度flll線において、 ~~岩土 100% 中の粘

土分の割l合を読みとると、次のようであった。

Aの場合 17% Cの場合 37% 

Bの場合 19% Dの場合 63% 

当然の乙とながら、砂岩t:100%においては、 分散剤

による差異はあまりみられなょった。

b)第2試験について

この試験の結果は、まとめて、|刈ー 1a.b.c.dおよ

(2 )第2試験

a)試薬および誠験方法

本試験K用いた誠薬とその用い方は、表-2に示す

とおりで、誌験方法は、かくはん時聞を15分としたほ

かは、すべて、]lSI乙準じている。なお、溶液濃度I乙

関して、ヘキサメタリン酸ナトリウムの場合、通常、
2) 

0.2%の値が用いられ、 トリ ポリリン酸ナト リウムの

場合は、乙れまで 0.1%の値が用いられてきたので、

今回もそれを踏襲した。'‘

表-2 試薬および試験方法

12< 711 試 薬 | 濃度および溶液量

ー修酸ナ トリ、ウヱヰ 白10.01N
(COONa)2 :[主 t申20.67gr

ロハ ケイ酸ナトリウム I 15?Cにおけ る比重 i 
iD | Na2SiOa.9H2o ! 1.023とした浴液を20Jlti

トリポリリン酸ナ n 1 nl 10.1% 
ト沼会301o I vi 2中19r

ヘキサメタリン酸 l 
10.2% ナトリウム 1 A 1 t中 2gr(NaP03)6 .1. " ~ 
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ヘキサメタリン酸ナトリウムを使用した場合 :(NaP03)6 
Fig.1 Grain.size Distribution Curves 
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(b)トリポリリン酸ナトリウムを使用した場合:NaSP30tp 

Fig.1 Grain.size Distribution Curves 
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(c)修酸ナ トリウ ムを使用した場合 :(COONa)2 

Fig.l Gram-size Dlstnbution Curves 
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(d)ケイ酸ナトリウムを使用した場合:Na2Si03・9H20
Fi!1'.] Graln-size Dlstribution Curves 
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Fig-2 Comparisons of the results (clay-
size-content) with those clispersing 
agents 

ぴ図-2K示してある。 また、粘土分、シルト分、砂

分の数値を比較してみたのが、表-4である。

表-4 各種分散剤の効果 (<2棚)

試薬iiZ?ld)lm4θ別的卜∞

酸ム

ト |砂分 .I 53 I 48 144 I 41げ4130 

童~， I 盟主1- 14i旦|笠|笠l旦I-~

3.結語

以上の試験結果から、 島尻層構成土に関する粒度試

験においては、 縦来知られているように、分散剤とし

ては、JIS規程によるより、 トリポリリ ン酸ナトリウ

ムを用いた方が、効果的であることは事実である。さ

らには、ヘキサメタリン酸ナトリウムを用いて得Tこ粒

皮試験結果(山線表示)の方が、他を用いて得た曲線

より 、比較的スムースp:描けること、および、同一試

料土でありながら、粘土分合有率において、儀も大き

な値が計量される乙とがわかった。したがって、ヘキ

サメタリン酸ナトリウムが、島尻構成土の分散剤とし

て最適であると 言える。なお、 ASTMの Procedures

for testing SoiIs C422-54T .1958)でも、 ヘキサメ

タリ ン酸ナトリウムの使用をす hめている。 今後の課

題として、最も妥当な(たとえば、 試料ことの適当な

量、煮沸及び撹伴時間の設定、および妥当な添加量な

ど)ヘキサメタリン酸利用指針を得る乙と、土の粒度

組成 ・化学組成等土の種類性状とのかLわりを考慮IL

入れた分散剤の開拓をす包めるとととが、 考えら れ

る。乙のことに関連して、図-2における、修酸ナト

リウムを分散剤として用いた場合のような事例があ

り、一考を要する乙とを指摘しておきたい。なお、本

報告に用いた資料は、本学卒業生前政問君らの誠験結
3) 
果leょったことを記し、謝窓を表します。
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