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3.8  盛土及び覆土 

3.8.1  共通事項 

(1) リサイクル材料を利用するにあたっての検討 

盛土及び覆土への利用可能なリサイクル材料としては、建設発生土、浚渫土砂、コン

クリート塊、建設汚泥、石炭灰（フライアッシュ）、鉄鋼スラグ（高炉水砕スラグ、製鋼

スラグ）があり、各々の品質・性状を把握した上で、利用方策を検討することとする。  

 

（解説） 

通常、盛土及び覆土に使用

される材料は天然の土質材料

（砂等）であり、それぞれの

適用用途に応じた品質が各種

基準で示されている。従って、

ここで対象とするリサイクル

材料（建設発生土、浚渫土砂、

建設汚泥、石炭灰（フライアッシ

ュ）、鉄鋼スラグ（高炉水砕ス

ラグ、製鋼スラグ））を使用す

るにあたっては、これらの要

求品質を満足することを確認

する必要があり、これを満た

さない場合には必要に応じて

改質を行うことを原則とする。 

リサイクル材料は一般に品

質のばらつきが大きいので、利

用するにあたっては、このよう

な品質のばらつきの範囲を確

認し、設計上安全側となるような設計上の配慮（定数の決定等）が必要であり、また、

施工にあたっては、品質変動をできるだけ抑える材料管理手法、品質変動を早期に把

握する品質管理手法が望まれる。 

建設発生土・浚渫土砂・建設汚泥は、通常、発生土と称されるものを構成するもので

あり（図 3.8.1）、建設材料としての利用に実績が多くある。 

フライアッシュ・鉄鋼スラグは産業副産物であり、リサイクル法では特に利用促進す

べき物として「指定副産物」に定められている。フライアッシュは、使用する石炭の種

類、産出する発電所等の設備の違いによりその性状が異なり、経時的に固化性状を示す

ものもある。鉄鋼スラグの製鋼スラグには、経時的に水和膨張するものもある。このよ

図 3.8.1 発生土の構成 

[出典：建設発生土利用技術マニュアル（第２版）           

1997 年 10 月 （財）土木研究センター] 
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（注）　泥土のうち浚渫土以外は、産業廃棄物の汚泥に該当する。
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うに、リサイクル材料の中には施工時の性質の状態をそのまま保持せず、経時的に性質

が変化するものもあるので、利用にあたっては、長期的な品質の変化を含め十分調査し

た上で、設計上の要請を満たしていることを確認することが必要である。  

 

(2) リサイクル材料利用の基本方針 

盛土及び覆土にリサイクル材料を用いる場合においては、材料の特性をよく把握し

た上で、関連マニュアル、指針等に準拠して行うこと。また、利用に際しては、周辺

環境に対して十分配慮しなければならない。 

 

（解説） 

建設発生土、浚渫土砂、建設汚泥、石炭灰（フライアッシュ）、鉄鋼スラグ（高炉水

砕スラグ、製鋼スラグ）等を盛土及び覆土に利用するにあたっては、各材料の特性を把

握して各用途での要求品質を満足することを確認して利用することが重要である。また、

利用にあたっては関連法規を遵守し、環境保全に留意しなければならない。これらリサ

イクル材料の利用にあたっては、現在までに様々な検討がなされてきており、その成果

がマニュアル、指針等で示されている。表 3.8.1に各材料ごとの主なマニュアル、指針

等を示す。また、本節で考慮するリサイクル材料の適用範囲を表 3.8.2に示す。 

環境に対する影響としては、リサイクル材料の粒子間を通過した雨水排水による影響

等が考えられる。本節で扱うリサイクル材料の中には、溶出水が高いｐＨを示すものが

ある。また、フライアッシュを用いて地盤を安定処理した場合、処理土の溶出挙動は種々

な因子によって複雑に変化する。さらに、安定処理にセメント等を用いた場合には、六

価クロムの溶出等にも注意が必要である。従って、使用に際しては実際に使用する材料

の溶出特性をよく把握した上で、必要に応じて排水処理を検討する等、周辺環境に対し

て十分に配慮しなければならない。 
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(3) 盛土及び覆土の設計 

リサイクル材料を用いた盛土及び覆土の設計は、跡地利用や施工性を考慮して適切

に行わなければならない。 

 

（解説） 

盛土及び覆土の設計を行うに際しては、跡地利用計画や施工時のトラフィカビリティ

の確保、盛土時の安定等を考慮して、適切に行わなければならない。設計方法は「港湾

の施設の技術上の基準・同解説」や、その他関連基準による。  

 

 

 

 

 

ﾘｻｲｸﾙ材料 名 称 刊行者 
建設発生土利用技術マニュアル （財）土木研究センター 
発生土利用促進のための改良工法マニュアル （財）土木研究センター 建設発生土 
セメント系固化材による地盤改良マニュアル （社）セメント協会 
管中混合固化処理工法技術マニュアル （財）沿岸開発技術研究センター 
事前混合処理工法技術マニュアル （財）沿岸開発技術研究センター 

浚渫土砂 
港湾･空港における軽量混合処理土工法技術
マニュアル 

（財）沿岸開発技術研究センター 

建設汚泥 建設汚泥リサイクル指針 （財）先端建設技術センター 

フライアッシュ 
フライアッシュを軟弱地盤の表層処理に利用
するための手引き書（案） 

（財）沿岸開発技術研究センター 

高炉水砕スラグ 港湾工事用水砕スラグ利用手引書 
（財）沿岸開発技術研究センター 

鐵鋼スラグ協会 

製鋼スラグ 港湾工事用製鋼スラグ利用手引書 
（財）沿岸開発技術研究センター 

鐵鋼スラグ協会 

表 3.8.1 各材料ごとの主なマニュアル、指針等 

表 3.8.2 リサイクル材料の適用範囲 

適用用途 分 類 

地盤材 
道路路体材 盛土 
プレロード材 

覆土 覆土材（主としてﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨの改善） 
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（発生側）
土質改良や施工上
の工夫をして掘削仮置 手を加えずに掘削

発生土受入地

ストックヤード 土質改良プラント

仮置 土質改良

仮置 手を加えずに利用 土質改良や施工上
の工夫をして掘削

（利用側）

①② ③ ④⑤ ⑥

3.8.2  建設発生土 

(1) 利用の基本方針 

建設発生土を利用する際には、利用する発生土の土質性状や対象用途の要求品質、地

盤条件、施工条件、経済性等を勘案して、「特段の処理を行わず利用する」、「施工上の

工夫を施したり、土質改良等の処理を行って利用する」等、適切な方法によること。  

なお、利用に際してはコンクリート塊等の異物混入を防止するとともに、セメント系

改良材等による安定処理を行う場合には溶出水のｐＨや六価クロムの溶出に留意しな

ければならない。 

 

（解説） 

ここでは、主として、「建設発生土利用技術マニュアル」に基づき記述する。詳細な

事項については、同マニュアルを参照されたい。 

発生土の主な利用方法を図 3.8.2に示す。発生土の有効利用を図るための対応には、

発生側で実施できることと、利用側で実施できることとがある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．発生土に手を加えず、そのままの状態で直接利用する。  

① 発生現場より直接利用現場に搬入して利用する。 

② 発生現場よりストックヤードヘ搬入仮置きし、必要に応じて利用現場に搬入して利用

する。 

ｂ．発生土を各種の方法で処理し、性状を改良して利用する。  

③ 発生側において、安定処理、改良材混合掘削、水位低下工法等の土質改良や施工上の

工夫を施し、利用現場に搬入して利用する。 

④ 発生土を利用現場に搬入し、利用側において良質土混合、サンドイッチ工法、補強土

工法等の施工上の工夫を施し、土の性状や施工性を改良して利用する。  

図 3.8.2 利用方法の種類 

  [出典：建設発生土利用技術マニュアル（第２版）1997 年 10 月、（財）土木研究センター] 
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⑤ 発生土をストックヤードに搬入し、天日乾燥、良質土混合、安定処理等の改良を行い、

必要に応じて利用現場に搬入して利用する。 

⑥ 発生土を土質改良プラントに搬入し、粒度調整、安定処理等の改良を行い利用現場に

搬入して利用する。 

 

利用の検討にあたっては、一般的には、発生側の諸条件の整理、発生土の土質区分、利

用先の情報収集、直接利用や改良による利用用途の検討、利用時の品質保証・施工管理方

法の検討、の手順で行う。 

ａ．発生側の諸条件の整理 

発生側の諸条件を次の項目ごとに検討整理する。 

① 発生土の土質別の数量および発生時期 

② 発生後の一時仮置の可能性 

③ 施工方法、施工順序が発生土に及ぼす質的・量的・時期的影響 

④ 土質改良プラント、ストックヤードなどを経由することの可能性と問題点  

⑤ 発生土利用に伴う経済的効果の検討 

ｂ．発生土の土質区分 

発生土の利用にあたっての土質区分は土質区分基準として表 2.1.1 に示している。また、

適用用途の検討は、同表に示す１５種類の土質別に行う。  

ｃ．発生土の利用先の情報収集 

ここでは、発生土利用に関する情報交換システムに関する事項は扱っていないが、留意

すべき主な利用先情報として次の項目がある。 

① 利用工事の場所 

② 要求される土質別の数量および必要時期  

③ 搬入方法および搬入時の制約 

ｄ．直接利用用途の検討 

土質区分基準に基づいて区分した発生土について、手を加えずに盛土・覆土に直接利用

が可能かどうかを検討する。また、実施にあたっての留意点や利用拡大のための対応策等

の具体的な検討を行う。 

ｅ．土質改良による利用用途の検討 

直接利用が困難な発生土については、土質改良を前提に、改良土の用途、改良土の品質、

改良工法等を検討する。 

ｆ．利用が困難な場合の検討 

検討の結果、利用が困難な場合は、関係法規、「残土」に関する条例等で定められた基

準・手順に従って処理する。 

ｇ．発生土の品質保証・施工管理方法の検討 

発生土の品質、発生時期、発生量等について、利用に支障が生じないように施工管理と
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品質管理を実施することが必要である。  

 

(2) 土質区分基準および土質区分判定のための調査 

土質区分基準は、発生土のより効率的な利用を図るために発生側・利用側が共通の

指標で発生土を判定し、利用可能な用途を選定する目的で定められたものであり、発

生時点での土の区分のほか、土質改良により土の性状を改良した場合の区分にも使用

することができる。また、発生土の土質区分は定められた試験を行って判定するもの

とする。 

 

（解説） 

表 2.1.1 に土質区分基準を示す。発生土の区分とその利用用途は、リサイクル法に係

わる国土交通省令等に示されているが、「建設発生土利用技術マニュアル」では、より

きめ細かな利用を図ったり、掘削前に概略の土質区分を行えるように、土質工学的な指

標による土質区分基準を設定している。  

低品質な土（要求品質に達しない土）についても、土質改良や施工上の工夫をするこ

とにより、有効利用が可能であるが、適合する工法は、土の性状により異なる。このた

め、発生土の区分が細分化されている。  

土質区分判定のための指標は、表 2.1.2 に示す調査・試験方法で求めるのを標準とす

る。ただし、利用の用途が限定されている場合には、これらの試験のほかに、各機関の

基準等に規定されている材料規定に適合するか否かを判定するための調査を実施する

のが望ましい。 

 

(3) 盛土への利用 

建設発生土を盛土の材料として利用する場合には、跡地利用計画や施工性等から求

められる品質を勘案して利用する材料の土質を決定し、必要に応じて改良等を行う。 

 

（解説） 

「建設発生土利用技術マニュアル」では、土質区分別に道路（路床）盛土、道路路体

用盛土、公園・緑地造成、水面埋立等の一般的な適用目安として、適用用途標準が定め

られている。建設発生土を盛土材料として使用する場合の一般的な留意事項を適用用途

ごとに以下に示す。 

 

1) 道路（路床）盛土への利用 

路床の主な役割は、その上部の舗装と一体になって交通荷重を支持することであり、

そのために路床に使用する材料は十分な強度と支持力を持ち、変形量が少なく、また、

水が浸透しても膨潤や強度低下を起こしにくいことが必要である。従って、発生土状



 3-124

態で適用用途標準に示される材料規定および施工管理基準等の規定を満たさないもの

を利用する場合には、これを満たすように土質改良を行うか、施工上の工夫を行うこ

とが必要である。土質改良としては、良質土の混合による粒度分布の改善や、天日乾

燥等による含水比低下、またセメントや石灰による安定処理等がある。施工上の工夫

としては、ふるい選別や、地山の含水比低下を図る水位低下掘削等がある。  

 

2) 道路路体用盛土への利用 

道路路体とは、道路盛土における路床以外の部分をいい、路体は、路床及び舗装部

を支える構造的安定性を満足すればよい。従って、高含水比粘性土等についても特に

低品質な土を除いては、適切な施工法あるいは土質改良を行うことによって利用する

ことができる。盛土に用いる土は、①敷均し・締固めの施工が容易で、かつ締固めた

後の強さが大きい②圧縮性が少ない③雨水などの浸食に対して強い④吸水による膨潤

性が低いことなどが求められる。路体に用いる土質は、第１種から第３種発生土まで

は巨礫等を取り除けば、ほとんどの場合そのまま利用が可能である。その他の土質に

ついては、盛立てや締固めに対するトラフィカビリティが確保できない場合、土質改

良や施工上の工夫が必要となる。 

 

3) 公園・緑地造成への利用 

公園や緑地帯等の緑地造成には、造成の基本形状となる「構造基盤」と、植栽を行

うための表層部を形成する「植栽対象基盤」があり、このうち構造基盤の造成に発生

土を利用することができる。構造基盤の造成に使用する発生土の品質は、一般堤防や

宅地造成に用いる発生土の要求品質に準じることを原則とするが、造成地盤上に構造

物を構築しない場合や若干の沈下・変状が許される場合はこの限りではなく、設計者

の判断によってさらに緩和された材料規定とすることができる。従って、第１種から

第３種までの発生土についてはそのままの利用が可能であり、第４種から泥土までの

発生土について土質改良方法や施工上の工夫を選定し、発生土を有効に利用する。 

なお、構造基盤の土性が植物の生育に直接影響することは少ないが、造成形状と土

質によって土中水の滞留が予想される場合には、暗渠排水工等の配慮が必要である。 

 

4) 水面埋立への利用 

水面から土砂を投入して埋立を行い、土地を造成する行為を水面埋立という。水中

に土砂を投入する場合、その含水比は泥土を上回る場合もあり、水中での締固めも不

可能である。従って、盛土が水面上に出た後で締固めを行うことになり、水中部分に

ついては圧密促進工法を採用するか、セメント系や石灰系等の改良材による安定処理

を行う等の対策が必要となる場合もある。造成終了後の利用目的が明確な場合、その

用途に応じて沈下の許容量を明確にすることで埋立てに用いる材料が決定される。基
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本的には埋立地まで運搬できるものはすべて使用可能と考えられる。  

 

ａ．緑地・ゴルフ場・グランド等 

地盤沈下を起こしても問題が生じない場所については全ての土質が使用可能であ

る。ただし、クラブハウス等の構造物が構築される場所については沈下の少ない材料

で、杭打ち等に支障のないように巨礫を除去し、埋め立てる必要がある。また、排水

溝やガス、水道等の配管については地盤沈下を考慮した配置、設計が必要となる。砂

質土を用いる場合は、液状化の検討が必要となる。 

ｂ．工場・倉庫・宅地等 

直接基礎を用いる建築物等が構築される場所については不等沈下を起こさない事

が必要となる。ただし、細粒分を多く含む土質では水中投下時に含水比が高くなり、

泥状化することが考えられるので、埋立終了後の地盤改良が必要となる場合が多い。

また、杭基礎が必要となる場合には杭打ち等に支障のないように巨礫等を除去し、埋

め立てる必要がある。砂質土を用いる場合は、液状化の検討が必要となる。  

ｃ．商業ビル・集合住宅等 

高有機質土を除いてほとんどの土質が使用可能である。ただし、建物本体等の基礎

はほとんどの場合杭を必要とするので、杭打ちの障害となるような礫やガラの混入は

避ける。埋立土が軟弱になる場合が多いので、埋立地投入後にセメント系や石灰系の

改良材を用いた原位置混合方式による地盤改良が必要となる場合が多い。砂質土を用

いる場合は、液状化の検討が必要となる。 

ｄ．土質改良 

利用目的に応じて地耐力が必要となる場所には土質改良が必要となる。この場合、

水中に投入する前にプラントで改良し、強度が発生した後に水中に投入する方法と、

埋立終了後に表層改良や深層混合処理により改良を行う方法がある。 

 

(4) 改良工法 

土質改良により発生土を利用する場合には、利用する発生土の土質性状と適用する

工法の特徴、利点等を勘案し、適切な工法を選定しなければならない。  

建設発生土を脱水処理あるいは安定処理して利用する際には添加する凝集剤やセ

メント及びセメント系固化材等による溶出水のｐH や六価クロムの溶出に留意する

こと。 

 

（解説） 

土の性状は多種多様である。特に建設発生土は建設工事に伴って副次的に得られるも

のであり、その性状は購入土や採取土以上にばらつきが大きい。さらに、施工性が良く

締固め後の強度確保が容易ないわゆる「良質な」土砂は発生側において場内利用されや
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すいことも考慮すると、建設発生土には比較的「低品質な」ものが多いと考えられる。

従って、各種の土質改良や施工上の工夫により「低品質な」発生土の利用を図る（例え

ば第４種建設発生土を改良し、第３種改良土として利用する）ことが不可欠である。  

そのままで利用可能な「良質な」建設発生土は、必ずしも土質改良や施工上の工夫を

する必要はないが、近年開発されている新工法には、土に軽量化、流動性、靭性強化な

どの機能を付加するものもあり、土質改良することによってより高機能な土質材料とし

ての利用が可能となる場合がある。従って、このような付加機能を目的として「良質な」

発生土を改良して利用することも考えられる。改良工法の概要については、図 2.2.1 を

参照されたい。 

なお、改良による環境上の留意点として、以下のものを考慮する必要がある。  

① 脱水処理 

無機系凝集剤では、硫酸アルミニウム（硫酸バンド）やポリ塩化アルミニウム（ＰＡ

Ｃ）が広く使用されている。各成分にはひ素等の物質も微量に存在するため、使用量等

の取り扱いには注意が必要となる。また、硫酸アルミニウムやＰＡＣは酸性物質である

ため処理水のｐＨは低下する。処理時排水のｐＨを監視し、必要に応じて石灰等により

中和処理を行う場合がある。 

機械脱水では有機系高分子凝集剤を用いることが多く、これら凝集剤はイオン性から

カチオン系・アニオン系・ノニオン系の３種類に分類され、このうち土砂処理には主と

してアニオン系とノニオン系が使用される。これら有機系凝集剤によりポリアクリルア

ミドが合成されるが、この合成の際に原料となるモノマー（アクリルアミドモノマー）

は強い毒性を有する恐れがあるため、製品の品質としてモノマーの含有量が規制される

ともに、その使用量が規制されている。これら凝集剤を使用する際には、剤種および添

加量に十分な配慮が必要となる。また、余水廃水にはモノマーの監視等を行うと同時に

適切な処理を行うことが必要である。 

② 安定処理 

安定処理に用いる添加材はセメント及びセメント系固化材を用いる場合が多い。固化

材の種類とその配合量は、事前の配合試験によって決定するが、これらセメント及びセ

メント系固化材によって改良された土は、六価クロムの溶出が懸念される（1.4(3)①参

照）。 

また、セメント系および石灰系の改良材によって改良された土は、溶出水のｐＨが高

くなることから、これらを港湾・空港等工事で利用する場合には、余水の中和等の対策

を施し、水質汚濁防止法に定められる排水基準のｐＨの許容限度（5.8～8.6（海域 5.0

～9.0））を遵守する必要がある（条例によってこれより厳しい基準を採用する自治体も

ある）。 
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3.8.3  浚渫土砂 

(1) 利用の基本方針 

浚渫土砂を盛土・覆土に利用する場合においては、使用する浚渫土砂の品質を把握

した上で、建設発生土とほぼ共通の手順で利用検討を行うことができる。  

 

（解説） 

浚渫土砂は図 3.8.1で示すように発生土の一分類に位置づけられており、土質区分上

では第１～４種建設発生土～泥土に相当するが、港湾工事で発生する浚渫土砂の大半は

泥土に相当するものと考えられる。 

浚渫土砂を盛土・覆土に利用する方法としては、その性状と利用用途に応じて、「利

用側で性状を改良して利用する」、「プラントやストックヤードを経由して利用する」な

どの利用方法がある。泥土に相当する浚渫土砂の利用に際しては、土質改良を前提とし

て、改良土の用途、改良土の品質、改良工法等の検討を原則とする。  

 

(2) 利用用途 

浚渫土砂を盛土の材料として利用する場合には、跡地利用計画や施工性等から求め

られる品質を勘案して土質を決定し、必要に応じて改良等を行う。  

 

（解説） 

建設発生土利用技術マニュアルには、道路路体用盛土、公園・緑地造成、水面埋立に

用いる際の土質改良・施工上の工夫が示されている。浚渫土砂を道路路体用盛土、公園・

緑地造成、水面埋立等に利用するためには、使用する浚渫土砂の品質を勘案して土質改

良・施工上の工夫を検討する必要がある。また、浚渫土砂に含まれている塩分による環

境への影響が懸念される場合には、脱塩等の処置も必要となる。  

 

(3) 改良工法 

土質改良により浚渫土砂を利用する場合には、利用する浚渫土砂の土質性状と適用

する工法の特徴、利点等を勘案し、適切な工法を選定しなければならない。  

浚渫土砂を脱水処理あるいは安定処理して利用する際には添加する凝集剤やセメ

ント及びセメント系固化材等による溶出水のｐH や六価クロムの溶出に留意するこ

と。 

 

（解説） 

浚渫土砂の改良技術は、図 2.2.1 浚渫土砂（軟泥土）の改良技術の分類に示される

ように安定処理技術、脱水処理技術、分級処理技術に大別される。盛土・覆土に利用す

る場合には、安定処理技術、脱水処理技術（圧密促進技術を含む）が土質改良技術とし
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て選定される。 

なお、脱水（乾燥）処理あるいは安定処理を行う場合には「3.8.2  建設発生土 (4)改

良工法」と同様な留意点を考慮する必要がある。 

 

3.8.4  建設汚泥 

(1) 利用の基本方針 

建設汚泥は、土質区分上の泥土と位置づけられており、盛土・覆土に利用する場合

においては、建設発生土とほぼ共通の手順で利用検討を行うことができる。  

 

（解説） 

建設汚泥は「浚渫以外の建設工事等に係わる掘削工事に伴って排出されるもののうち、

標準ダンプトラックに山積みができず、またその上を人が歩けない状態のもの（コーン

指数がおおむね 200kN/m2以下または一軸圧縮強さがおおむね 50kN/m2以下）」と定義

され、図 3.8.1で示すように発生土の一分類に位置づけられており、土質区分上では泥

土に相当する。 

建設汚泥を盛土・覆土に利用する場合においては、その性状と利用用途に応じて、「発

生側や利用側で性状を改良して利用する」、「プラントやストックヤードを経由して利

用する」などの利用方法がある。有効利用にあたっては、改良処理を前提として、処理

土の用途、処理土の品質、改良処理工法等の検討を原則とする。  

 

(2) 建設汚泥処理土の品質区分及び品質判定のための試験方法  

建設汚泥処理土の品質区分は、発生側及び利用側の処理土の品質に関する認識を統

一する目的で定められたものである。また、処理土の品質区分の判定のための試験方

法が定められている。 

 

（解説） 

「建設汚泥リサイクル指針」では、発生側及び利用側の処理土の品質に関する認識を

統一する目的で処理土の品質区分を定めている。処理土の土質材料としての品質区分と

品質基準値を表 3.8.3に示す。なお、この処理土の品質区分は、処理土を利用する時点

での区分を示している。 

第２種から第４種処理土の品質区分は、原則として、コーン指数を指標として判定し、

現場で利用される時点の試験値を用いる。第１種処理土は、固結強度が高く礫、砂状を

呈するものとするが、その品質は利用用途に応じた要求品質に従う。  

 処理土のコーン指数試験の方法を表 3.8.4に示す。第１種処理土に関しては、地盤

材料の工学的分類方法（JGS M 111）により土質分類を行い、礫、砂に相当するかを判

定する。 
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試料
処理土を一旦ときほぐし9.5mmふるいを通過させた

もの。※１）

モールド 内径100mm　　高さ127.3mm
ランマー 質量　　2.5㎏

突固め
３層に分けて突固める。各層毎に30cmの高さから２

５回突固める。※１）

コーンベネトロ
メータ

底面の断面積3.24cm2、先端角度30°のもの。

貫入速度 約１cm/s

方法
モードをつけたまま鉛直に貫入させ、コーンの先端
が供試体の上端面から5cm、7,5cm、１0cm貫入さ
せた時の貫入抵抗力（kN）を求める。

貫入抵抗力
貫入量5cm、7.5cm、10cmに対する貫入抵抗力を平
均する。

コーン試験 貫入抵抗力をコーン底面積3.24×10 -4m2で除す。

供
試
体
の
作
成

測
　
　
定

計
算

　品質判定においては利用時での判定を原則とするが、改良土で事
前に品質の予測を行う場合は技術編「Ⅲ-4　4)　(1)配合設計」
（P.49参照）に示した室内配合試験方法を標準とする。

※ 1) ： 地盤工学会の試験方法と異なるので注意

コーン指数（注）

（kN/m２）
固結強度が高く 礫
砂状を呈するもの

800以上

400以上

200以上

（注）：

－

備　　考

第１種処理土

第２種処理土

第３種処理土

第４種処理土

所定の方法でモールドに締固めた試料に対し、ポータブルコーンベネ
トロメータで測定したコーン指数

基準値

区分

表 3.8.3 処理土の土質材料としての品質区分と品質基準値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.8.4 処理土のコーン指数試験の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 利用用途 

建設汚泥を盛土の材料として利用する場合には、跡地利用計画や施工性等から求め

られる品質を勘案して利用する材料の土質を決定し、必要に応じて改良等を行う。  

 

（解説） 

「建設発生土利用技術マニュアル」では、土質区分別に道路（路床）盛土、道路路体用

盛土、公園・緑地造成、水面埋立等の一般的な適用目安として、適用用途標準が定めら

れている。これら表中の「泥土」に該当する土質改良・施工上の工夫を検討することに

より建設汚泥を道路路体用盛土、公園・緑地造成、水面埋立等に利用することが可能と

なる。また、安定処理を施された処理土については軟弱地盤上の覆土材としての利用も

可能である。 

[出典：建設汚泥リサイクル指針、（財）先端建設技術センター] 

[出典：建設汚泥リサイクル指針（財）先端建設技術センター] 
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処理技術 概要 処理後の品質
焼成処理 建設汚泥を利用目的の応じて成形したものを、1,000℃程度の温度で焼成

固結する処理技術。
礫・砂状を呈する。

スラリー化安定処理 一軸圧縮強さで100～500kN/m 2程度。

（固化材の添加量によってはさらに高強
度も可能）

高度安定処理 安定処理にプレスやオートクレイブ養生等の技術を併用し強度の高い固
化物を製造する処理技術。セメント等の固化物の添加量の増加によって
可能である。固化物を解砕することにより礫・砂状となる。

礫・砂状を呈する。

溶融処理 焼成処理よりも高温で固形物溶融状態にした後、冷却し、固形物にする
技術。冷却する方法によりスラグは、水砕スラグ（急冷スラグ）、空冷スラ
グ（除冷スラグ）に分けられる。建設汚泥の溶融処理技術はまだ研究開発
中であり、溶融温度が1,450℃前後との報告がある。

礫・砂状を呈する。

高度脱水処理 脱水処理土がそのまま土質材料として利用できる脱水処理土技術をい
う。適用可能な脱水機として、打ち込み圧が1.5MPa以上のフィルタープレ
ス等が開発されている。

コーン指数で400kN/m 2以上

脱水処理 一軸圧縮強さで100～500kN/m 2程度ま
で。

（土質によっては200kN/m
2
以上）

安定処理 軟弱な土にセメントや石灰等の固化材を添加混合し、施工性を改善すると
同時に、強度の発現・増加を図る科学的処理技術。固化材の添加量に
よって強度の制御が可能である。

コーン指数で200kN/m 2以上から礫・砂
状を呈するものまで。

乾燥処理 土から水を蒸発させることにより含水比を低下させ、強度を高めた技術。
天日乾燥などの自然式乾燥や、熱風などによる機械式乾燥がある。

乾燥の程度によっては固結状態まで可
能であるが、通常はコーン指数
200kN/m2程度まで。

注）　廃棄物処理法上では乾燥も脱水に位置づけられている。

土砂に泥水（または水）とセメント等の固化材を混練して流動性を有する
処理土（流動化処理土等）を製造する処理技術。まだ、固まらないコンク
リートのようにポンプやアジテータ車等から流し込んで施工する。泥水とし
て建設汚泥の利用が可能である。スラリー化安定処理には、流動化処理
土、気泡混合土等がある。

含水比の高い土から水を絞り出す技術。機械力を利用した機械式脱水処
理と、重力などを利用した自然式脱水処理に大別される。通常、減量化や
安定処理などの前処理に用いられるが、土質や利用用途によっては、脱
水処理土が直接利用できる場合もある。袋詰脱水処理工法は自然式脱
水処理工法に分類される。

(4) 改良処理工法 

土質改良処理により建設汚泥を利用する場合には、利用する汚泥の土質性状と適用

する工法の特徴、利点等を勘案し、適切な工法を選定しなければならない。  

 

（解説） 

建設汚泥の主な改良処理技術の概要を表 3.8.5 に示す。個々の改良処理技術の詳細に

ついては「建設汚泥リサイクル指針」（（財）先端建設技術センター）等を参照すると

よい。このうち、盛土・覆土に利用する場合には、高度脱水処理、脱 水処理、安定処理、

乾燥処理等が改良処理技術として選定される。 

 

表 3.8.5 建設汚泥の主な改良処理技術の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 処理土の品質 

 処理土の品質は、利用用途で要求される品質を満たすように表 3.8.3、表 3.8.4を参考

に設定し、これを満足する改良処理技術を選定することにより確保される。  

② 改良処理による環境上の留意点 

改良による環境上の配慮としては、脱水（乾燥）技術、安定処理技術を用いる場合には、

「3.8.2 建設発生土 (4)改良工法」と同様な留意点を考慮する必要がある。 

[出典：建設汚泥リサイクル指針（財）先端建設技術センター] 
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3.8.5  石炭灰（フライアッシュ） 

(1) 利用の基本方針 

フライアッシュを盛土・覆土に利用する場合においては、使用するフライアッシュ

の品質を把握した上で軟弱地盤の表層処理に用いる。 

 

（解説） 

フライアッシュは粒度の観点から見た場合、新生灰ではシルト相当の粉体材料である。

電力事業や一般産業で採用されている燃焼方式には、微粉炭方式と流動床灰方式があり、

後者の方式から発生するフライアッシュはカルシウム分に富み、水硬作用が強い等の特

徴がある。一方、前者の方式によるフライアッシュは後者に比べカルシウム分が少なく

水硬作用はあまり期待できない。このように、燃焼方式の違いにより発生するフライア

ッシュの特徴に違いがある。また同一燃焼方式でも、使用する炭種によっても発生する

フライアッシュの特徴に違いがあることが知られている。 

発生後埋立処分場に埋立ててあり、ある年数を経過したフライアッシュを既成灰と呼

んでいる。一方、発生直後のものは新生灰と呼ばれている。新生灰と既生灰ではその工

学的性質に違いが生じると考えられる。  

このように、フライアッシュの工学的特性は多様であるが、水硬性のないフライアッ

シュを用いる場合でも、適量のセメントを添加することで必要な強度は確保可能である。

従って、フライアッシュは、安定処理を行うことにより一般的な地盤材料として利用す

ることが可能であるが、ここでは、主として軟弱地盤の表層処理に用いる場合について

記述している。 

 

(2) 表層処理マウンドの設計 

フライアッシュを利用した表層処理マウンドは、マウンド内の発生応力・マウンド

の弾性変位量・地盤反力が許容値以内となるように手引書等を参考に設計する。  

 

（解説） 

フライアッシュの軟弱地盤の表層処理への適用については、「フライアッシュを軟弱

地盤の表層処理に利用するための手引書（案）」（（財）沿岸開発技術研究センター）が

発刊されており、設計・施工にあたってはこれを参考にすることができる。以下に、同

手引書から抜粋した概略を示すが、詳細な事項については同手引書を参照されたい。図 

3.8.3に表層処理マウンドの設計手順を示す。 
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軟弱地盤の土質定数の決定

許容値との比較

外力の決定

表層処理マウンドの強度と厚さの仮定

表層処理マウンドの設計定数の決定

発生応力、地盤反力および弾性変位量の算定

表層処理マウンドの仕様の決定

Yes

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表層処理マウンドの一軸圧縮強度と厚さは、上載荷重や他の工種の施工性を考慮して

仮定する。表層処理マウンドは、想定される上載荷重に耐えられる必要がある。なお、

表層処理終了後、マウンド下の地盤にバーチカルドレーンなどの地盤改良を実施するこ

とがあり、このような場合には、地盤改良の施工に支障をきたさない程度のマウンド強

度と厚さが求められる。 

 

ａ．表層処理マウンドの一軸圧縮強度 

仮定された表層処理マウンドの一軸圧縮強度（ qu）による設計の結果、すべての許容

値が満足されたならば、後述する配合試験により所定の qu が得られる配合を求める。 

ｂ．表層処理マウンドの変形係数 

マウンドの変形係数（Ｅ）は一軸圧縮試験の応力～ひずみ曲線から推定することが望

ましい。一軸圧縮試験の応力～ひずみ曲線が得られていない場合には次式により変形係

数を推定してもよい。 

qu ≧490kPa    の場合  Ｅ＝189×qu 

1≦qu＜490kPa  の場合  Ｅ＝136×qu 

qu＜98kPa    の場合  Ｅ＝125×qu 

ｃ．表層処理マウンドのポアソン比 

マウンドのポアソン比（μ）は三軸圧縮試験から求めることが望ましい。セメント安

定処理土では、μ＝0.2～0.3 が用いられる。 

ｄ．軟弱地盤の地盤反力係数 

軟弱地盤の地盤反力係数（k）は現地での載荷試験により推定することが望ましい。

[出典：フライアッシュを軟弱地盤の表層処理に利用するための手引き書(案)  

（財）沿岸開発技術研究センター] 

図 3.8.3 表層処理マウンドの設計手順 
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載荷試験の実施が困難な場合は次式により推定してもよい。  

ｋ＝866×Ｓ０．８８ 

ここに、ｋ：地盤反力係数（Ｎ/ｍ３）  Ｓ：軟弱地盤のせん断強度（Ｐａ） 

 

(3) 配合 

フライアッシュスラリーの配合は、一軸圧縮試験から得られる 7 日強度（qu(7)）と

スラリーの流動性に基づいて決定する。  

 

（解説） 

スラリーの強度はセメント添加量を増加させれば増大するが、使用するフライアッシ

ュの種類により、セメント添加率や材齢による強度の伸びは異なる。また、流動性もフ

ライアッシュの粉体中の間隙比(粉体の形状)や含水比等に左右されることがある。よっ

て、フライアッシュスラリーを利用する際には、使用するフライアッシュの特性を把握

し、事前に試験を行うことによってそのフライアッシュにあったセメント添加量、含水

比等配合条件を決める必要がある。図 3.8.4に配合決定までの手順を示す。  

 

図 3.8.4 配合決定までの手順 
[出典：フライアッシュを軟弱地盤の表層処理に利用するための手引書(案) （財）沿岸開発技術研究センター] 

所定の強度が発揮
されるか？

変形係数は想定と
同じかそれ以上

７日強度の測定

配合の仮定

表層処理マウンドの仕様決定

流動性の確認

施工可能か？

配合の決定

Yes

Yes

No

No

No

点線は、スラリー状で
施工する場合に必要
となる手順を示す。


