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研究成果の概要： 
これまでの安定処理土に関する多くの研究は，いずれも処理土を静的な条件下で養生したも

のであり，深層混合処理地盤の一部を要素的に再現するに留まった研究であったが，本研究課
題では，実際の道路盛土での利用を想定して「固化→破砕→締固め」のプロセスを再現し，マ
イクロおよびマクロの視点により，化学的安定処理土の最適な利用技術の提案を行うことであ
った．本研究では，そのプロセスを室内実験において実施することに成功し，作製された処理
土供試体の力学・土構造・溶出特性を調べた．本研究課題で明らかとなったことを，以下に示
す．力学特性に関して,1)高炉 B種処理土では締固めエネルギーが 0.5の場合，生石灰処理土で
は Ecが 0.25の場合にコーン指数はピークを示し，それ以上ではオーバーコンパクションを引
き起こす; 2) ccu は 2次養生期間が 0日の条件では c=qu/2を用いて cへの換算を行っても過小
評価とならないが，28 日の条件では過小評価になることが示された．土構造特性に関して,1)
化学的安定処理土はその種々の固化材において，固有の間隙構造を有す; 2)安定材添加量の増減
による強度の変化と締固めエネルギーの増減による強度の変化は間隙構造の変化で説明するこ
とができる; 3)オーバーコンパクションがみられる高炉 B 種処理土は特定の間隙が多くなる．
溶出特性に関して，1) 2段階処理施工パターンにおける処理土は，ヒ素の溶出特性に関して，
その配合パターンと配合割合が重要な要素であることが明らかとなった． 
なお上記知見は，各地で行われる浚渫土の有効利用技術において汎用可能な成果といえる． 
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１．研究開始当初の背景 
これまで行われてきた，化学的安定処理土
に関する研究は，いずれも処理土を静的な条

件下で養生したものであり，深層混合処理地
盤の一部を要素的に再現するに留まった研
究であった．すなわち，実際の，道路盛土で
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の利用など化学的安定処理工法は幅広い手
法で用いられており，例えば不良土を改良し
て有効利用を図る場合に問題を生じせしめ
る「固化→破砕→締固め」のプロセスが再現
された研究は十分になされていなかった． 
 
 
２．研究の目的 
土粒子と水和物の関係におけるマイクロ
構造は，鉱物と水和生成物の針状結晶の微視
的構造の変化で評価することが可能であり，
セメンテーション構造の乱れに伴う強度低
下などのマクロ構造は土質力学的強度定数
の粘着力ｃと内部摩擦角φの変化で評価で
きると考えられる．この両者を並行して調べ
ることで，種々の施工プロセスに応じた処理
土の「マイクロ・マクロメカニックス」すな
わち処理土の微視的構造変化と強度変形特
性の相関関係を明白することが目的である． 
 
３．研究の方法 
①佐賀・白石低平地において実施された有明
海沿岸道路の地盤調査のサンプリング試料
を入手し，物理試験を実施し，基礎データの
集積を行なう． 
②実際の浚渫現場にて現地踏査を実施する．
その際，材料の浚渫工程や搬入経路・計画の
確認を行い，安定処理を伴う実施工のタイム
スケジュールに合わせた室内実験を計画す
る． 
③石灰系およびセメント系固化材を用い，室
内配合試験を実施する． 
（作製する安定処理土供試体は，強度試験用
と微視的構造観察用の 2種類を準備する．） 
④マクロ構造評価のための強度試験（合計：
144本） → 19年度中に 60％を遂行 
一軸圧縮試験：3 本×2 種類（安定材）×3
ケース（破砕有・無,締固め）×4ケース（材
令 3,7,28,91days） 
三軸圧縮試験：同上 
⑤マイクロ構造評価のための微視的構造観
察 その１（合計：120 検体）→ 19 年度中
に 30％を遂行 
水銀圧入型ポロシメーター：2種類（安定材）
×3 ケース（破砕有・無・締固め）×4 ケー
ス（材令 3,7,28,91days）（試料の作製は，間
隙構造の膨張・収縮を避けるために凍結乾燥
法（フリーズドライ法）を適用．） 
⑥マイクロ構造評価のための微視的構造観
察 その２（合計：120 検体）→ 19 年度中
に 30％を遂行 
走査型電子顕微鏡（SEM）観察：2種類（安
定材）×3ケース（破砕有・無・締固め）×4
ケース（材令 3,7,28,91days） 
Ｘ線回折試験による水和生成物の同定：      
上記同検体より抽出 
（Ｘ線回折試験用の試料は水和物の同定を

目的とするため，アセトン置換法による乾燥
法を適用．） 
⑦マクロ構造評価のための強度試験 → 20
年度に残り 40％を遂行 
⑧マイクロ構造評価のための微視的構造観
察 その１およびその２ → 20 年度に残り
７0％を遂行 
⑨ ①，④～⑧の結果をもとに，マクロ的観
点からの評価とマイクロ構造の観察結果を
照らし合わせ，試験結果を整理する． 
⑩施工プロセスと試験結果を併せて考察し，
安定処理土が最も経済的かつ有効な強度を
発現できるプロセス（本現場における最適な
施工手法）を選考する．また，材料の基本特
性を明示する試験ケースをピックアップし，
標準試料とされるカオリナイトで追加実験
を 50 本（+30 検体）ほど行い，標準試料に
よる試験結果と併せて本研究成果を検討す
ることで，統一的な見解をまとめる． 
 
 
４．研究成果 
本研究では，そのプロセスを室内実験にお
いて実施することに成功し，それにより作製
された処理土供試体の力学・土構造・溶出特
性を調べた．本研究課題で明らかとなったこ
とは，以下のことである． 
力学特性に関して,1)高炉 B種処理土では

締固めエネルギーが 0.5の場合，生石灰処理
土ではEcが 0.25の場合にコーン指数はピー
クを示し，それ以上ではオーバーコンパクシ
ョンを引き起こす; 2) ccu は 2次養生期間が
0日の条件では c=qu/2を用いて cへの換算を
行っても過小評価とならないが，28日の条件
では過小評価になることが示された．土構造
特性に関して,1)化学的安定処理土はその
種々の固化材において，固有の間隙構造を有
す; 2)安定材添加量の増減による強度の変化
と締固めエネルギーの増減による強度の変
化は間隙構造の変化で説明することができ
る; 3)オーバーコンパクションがみられる高
炉 B種処理土は特定の間隙が多くなる．溶出
特性に関して，1) 2段階処理施工パターンに
おける処理土は，ヒ素の溶出特性に関して，
その配合パターンと配合割合が重要な要素
であることが明らかとなった． 
なお上記知見は，各地で行われる浚渫土の
有効利用技術において汎用可能な成果とい
える． 
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