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１．概要  

平成 20 年 7 月、洞爺湖サミットが開催される。その主要なテーマは「地球環境」で

ある。東京都下水道局においても、経営計画 2007 に基づき、省エネルギーシステムへ

の転換や、リサイクルシステムの拡大に取組んでいる。今回の共同研究（共同研究者：

東京都下水道サービス（株）、東亜グラウト工業（株）、（株）冨士機）は、汚泥焼却灰

を原料として製造された土木用資材である粒度調整灰を、建設汚泥の改良材の一部と

して石こう系改良材に配合し、新たな改良材の開発を行ったものである。研究にあた

っては、コーン指数、ｐＨ、土壌環境基準をキーワードに実施し、現場への導入に値

する技術であることが確認できた。  

 

２．はじめに  

（１）背景  

 東京 23 区の下水処理に伴い、年間 100 万トンの脱水汚泥が発生している。この脱水

汚泥は、全量焼却し減量化しているが、それでもなお、年間 4 万 5 千トンの焼却灰が

発生している。当局では、この焼却灰を資源として、セメント原料や軽量骨材原料に

活用しており、平成 18 年度末での資源化率は 64％と向上を図ってきているが、 36％

は埋め立て処分を行っている。一方、東京都は新たな処分場の確保が困難なことから、

現在、使用している埋め立て処分場の延命化が求められている。このような状況の中、

より一層、汚泥焼却灰の資源化を図ることが重要であることから、汚泥焼却灰を原料

とした粒度調整灰を土木用資材へ利用拡大することとした。  

（２）粒度調整灰とは  

粒度調整灰の主な利用用途は、ベントナイトの代替や鉄筋コンクリート管などコン

クリート二次製品のコンクリート材料の細骨材として使用されている。脱水汚泥の焼

却灰を粉砕処理により粒子を調整したもので、焼却灰の物理特性が改善され、土木用

資材として活用可能となった。二酸化ケイ素、酸化アルミニウム等を主成分としてお

り、微細な粒子で保水性を有している。  

 

３．研究目標  

現在、当局で施工している 23 区内のシールド工事から発生する建設泥土は、セメン

ト系改良材により、第４種改良土（ 200ｋ N/㎡）として、ごみ処分場の覆土材として利

用されている。建設泥土の資源化が求められる一方、今後、覆土材の受入量の減少が

見込まれることから、新たな受入先の確保が課題となっている。受入先の多くは、「第

３種処理土（ 400ｋ N/㎡）かつ中性域（ｐＨ 5.8～ 8.6）」である改良土を受入基準とし

ている。中性域を満足するために、“石こう系改良材の一部を粒度調整灰に代替させた



改良材”（以下、

粒度調整灰入り

改良材とする。）

を開発すること

とした。  

研究目標は、

受入基準を満足する改良土の品質を確保することから、表１のように設定した。  

 

４．実験方法と結果  

（１）粒度調整灰の配合率  

石こう系改良材に対する粒度調整灰の最適な配合量を算出するため、予備試験とし

て室内試験を行った。建設泥土の粒度調整灰入り改良材による改良土の目標強度を『改

良 12 時間後の強度は第３種処理土（コーン指数 400ｋ N/㎡以上）』とした。  

目標強度の設定理由は、建設泥土を現場内で改良し、第３種処理土として再利用先

で、埋戻し等を重機により施工が可能となるのを 12 時間後と想定した。  

 室内試験で使用した泥土は、砂分 30％（含水比 62.7％）、砂分 50％（含水比 47.7％）、

砂分 70％（含水比 28.0％）の３種類を使用した。建設泥土１ｍ 3 当りの粒度調整灰入

り改良材の添加量は、 30kg/ｍ 3、 60kg/ｍ 3、 90kg/ｍ 3、の３タイプとし、この３タイ

プに各々粒度調整灰の配合率を 0％、 10％、 20％、 30％、 40％の５タイプ配合した。

すなわち、建設泥土３種類に対し、各々、改良材 15 種類（＝ 3×5）によって、配合試

験（改良）を行い、コー

ン指数を計測した。例え

ば、砂分 30％の建設泥土

について、計測値をグラ

フに表したものが図１で

あり、目標強度 400ｋ N/

㎡を満足する粒度調整灰

入り改良材の添加量はグ

ラフより、粒度調整灰の

配合率が 0％、10％、20％、

30％、 40％のとき、各々

55kg,70kg,75kg,90kg,90

kg 以上となった。  

 次に、目標強度 400ｋ

N/㎡を満足するための各

粒度調整灰入り改良材の

１ｍ 3 当りの材料費を算

出した。  

その結果、改良材に対する粒度調整灰の配合率が 20％のとき、経済的であることが

試算により求められた。  

（２）改良機械による屋外実験  

目標強度  

図  １   粒度調整灰配合割合別の添加量に対する発現強

度  

試験項目 目標値 試験方法

改良強度 第３種処理土（400ｋN/㎡） 締固めた土のコーン指数試験

ｐＨ 中性域（5.8～8.6） 土懸濁液のｐＨ試験

溶出試験 土壌環境基準 環境庁告示第46号試験

時間経過による
泥土の性状

再泥土化が見られないこと 目視、コーン指数試験

表　１　　研究目標値



 室内配合試験の結果に基づいた粒度調整灰入り改良材が、現場施工においても有効

であるかを確認するため、実機により改良を行い、改良土の品質確認を行った。  

目標強度は、室内試験と同様に、改良材は粒度調整灰入り改良材とし、目標強度は

改良 12 時間後、第３種処理土（コーン指数 400ｋ N/㎡以上）とした。  

使用した建設泥土は、泥土Ａ（細粒分 70％、含水比 59％）、泥土Ｂ（細粒分 29％、

含水比 46％）の２種類とし、実現場で発生した建設泥土を用いた。  

粒度調整灰入り改良材の

添加量は、泥土Ａは 90kg/

ｍ 3 （ う ち 粒 度 調 整 灰 は

20％）、泥土Ｂは 55kg/ｍ 3

（うち粒度調整灰は 20％）

となった。  

建設泥土改良機械に投入

した泥土は、２～３分で粒状化に呈した改良土となり、改良直後にダンプトラックで

搬出できる状態であった。改良 12 時間後の改良土の性状及び、重金属類の溶出試験は

表 2、表 3 のとおりとなった。  

改良強度は目標値である 400ｋ N/㎡を満足し、ｐＨは中性域（ｐ H5.8～ 8.6）の範囲

であった。また、溶出試験の結果は、検体によりばらつきはあるものの全て基準値以

下となった。  

（３）曝露試験  

 改良した建設泥土が自然状態で曝露したとき、改良土の状態が変化しないかを確認

することを目的に実施した。降雨による再泥土を目視により観察及び、コーン指数試

験を実施した。曝露期間（ H19.12～ H20.3）において再泥土化は見られなかった。また、

改良強度は、表 4 のように、目標強

度を確保したまま、時間経過に伴っ

て、強度増加が確認できた。これは、

粒度調整灰に含まれる二酸化ケイ素

によるポゾラン活性によるものと考

えられる。  

泥土種類

改良材添加量

養生時間 3時間 12時間 3時間 12時間

コーン指数〔ｋN/㎡〕 235 422 200 404

ｐＨ 7.27 7.28 7.67 7.47

溶出試験 全て基準値以下 全て基準値以下

表　２　　改良後の性状

泥土Ａ 泥土Ｂ

90㎏/ｍ
3

55㎏/ｍ
3

溶出試験項目 基準値 計量限界値

（mg/L）

№1 №2 №3 №1 №2 №3

アルキル水銀化合物 検出されないこと 0.0005 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

総水銀 0.0005 0.0005 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム 0.01 0.001 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

鉛 0.01 0.001 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

六価クロム 0.05 0.01 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

ひ素 0.01 0.001 0.007 0.004 0.003 0.004 0.006 0.007

セレン 0.01 0.001 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

シアン 検出されないこと 0.0005 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

フッ素 0.8 0.1 不検出 0.4 0.2 0.4 0.2 0.3

ホウ素 1 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2

第３種処理土

泥土Ａ 泥土Ｂ

表　３　　重金属類の溶出試験結果

養生時間 12時間 ２週間 ６週間 10週間

泥土Ａ 422 448 480 523

泥土Ｂ 404 480 513 560

表　４　　養生時間別発現強度

コーン指数〔ｋN/㎡〕



 

５．考察  

 脱水汚泥の焼却灰を原料とした粒度調整灰が建設泥土改良材として有効であること

が確認できた。このことは、埋め立て処分していた焼却灰が土木用資材として、再資

源化できることから、環境負荷低減につながるものである。  

 また、埋め立て処分していた建設泥土についても、第３種処理土として土地造成な

どに活用できる（「東京都建設泥土リサイクル指針」による）ことから、処分場の延命

化に寄与することができる。  

 

６．結論  

（１）目標とする改良強度 400ｋ N/㎡を満足するためには、建設泥土の性状により

粒度調整入り改良材の添加量は変化（増減）させる必要はあるが、改良材に

占める粒度調整灰の配合率は 20％まで可能である。  

（２）そのときの改良土のｐＨは中性域であり、土壌環境基準を満足するものであ

る。  

（３）時間経過に伴う改良土の再泥土化は生じないものである。  

今回、新たに開発した粒度調整灰を用いた石こう系改良材の実用化については、改

良土の受入先との受入条件の協議が整った段階で導入を図りたいと考えている。  


