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建設汚泥リサイクルについては､国土交通省により、平成 18 年 6 月に『建設汚泥の再生利用に

関するガイドライン』をはじめとする通知類が策定され、実施されてきました。加えて、平成 22

年 5 月 19 日には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成 22 年法律第

34 号。以下「改正法」）が公布され、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任を元請業者へ一元化

することが示されました。 これは今なお多くの発生している建設系廃棄物の不適正処理を防止す

るための措置であり、改正された法律は、排出事業者のモラルを問う非常に厳しい内容となって

います。 

また、泥土をリサイクルする場合、廃棄物・リサイクルガバナンスに基づいた取り組みと技術

力ならびにコストの適正な評価を行うことが必須条件となります。これには、膨大な情報量を吟

味して最適な技術を選択するという極めて大きな労力を要する作業が必要です。 

これらの現状を鑑み、一般社団法人 泥土リサイクル協会（以下、本協会）は、法律等の解釈

が不明瞭な点について、環境行政と情報交換や各種アンケートを実施し、それらを整理・体系化

して「法規・法令等Ｑ＆Ａ」や「泥土を適正に処理するための手引書」を作成し、会員企業に向

けて情報発信することにより泥土リサイクルの具現化に向けた教育を図ってまいりました。 

そして平成 23 年度に環境省が主管する「人材認定等事業」において、これらの活動が評価され、

とりわけ現場技術者への環境教育の諸事項が「泥土を適正に処理するための指導者育成」として

事業認定されました。当該事業の目的は、建設業者ならびに発注機関、コンサルタント等、多く

の技術者に対して、法解釈や泥土リサイクル技術について様々な観点から講義することで適正な

処理方法を判断できる指導者を育成することであります。 

すなわち、計画あるいは実施しようとする泥土リサイクルが、適正な処理となっているかを総

合的に判断するために必要な法令並びに環境基準、処理技術、施工・品質管理方法等の知識及び

技能を有する人材の育成を行うことで、不適切な処理や不法投棄等が減少させるとともに、積極

的なリサイクル促進により、CO2 排出量削減にも大きな効果をもたらすことを目指すものであり

ます。 

 

本書は、これらの知識を習得するためには重要なツールであることから、最新の情報に更新い

たしましたのでご利用いただければ幸いに存じます。 

 

                          一般社団法人 泥土リサイクル協会 

                                  理事長 木村 孟 

 

 

本書は、泥土リサイクルの現状やそれらを適正に処理するための方法等について編著したものです。その中で

も建設汚泥は産業廃棄物に指定されていることから、本文中でも産業廃棄物関連の用語が多く使用されています。

本書を読まれる方の多くは、担当業務上で産業廃棄物を扱うことが多く、用語に対する知識を持っておられるこ

とと思いますが、再確認をしていただくために巻頭に用語集を掲載しておりますので、この用語集を一読されて

から、本文をお読みください。 
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（リサイクル法で用いられている用語） 

【建設副産物】 
建設副産物とは、建設工事に伴い副次的に得られる物品をいう。 
 

【指定副産物】 
指定副産物とは、副産物であって、その全部または一部を再生資源として利用すること促進するこ

とが、当該再生資源の有効な利用を図るうえで特に必要なものとして、建設業など特定業種ごとに政

令で定めるものをいう。建設業における指定副産物としては、建設発生土、コンクリート塊、アスフ

ァルト・コンクリート塊および建設発生木材がある。なお、建設発生土以外の指定副産物の「処理」

については、廃棄物処理法の適用を受ける。 
 

【再生資源】 
再生資源とは、建設副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することのできるものま

たはその可能性のあるもの（放射性物質およびこれに汚染されたものを除く）をいう。 
 

【再資源化】 
再資源化とは、建設副産物を建設工事等の資材または材料として利用できるようにする行為をいう。 
 

【再資源化施設】 
再資源化施設とは、建設副産物を再資源化する施設をいう。 
 

【利用促進】 
利用促進とは、建設副産物が再資源化（利用）されるように努めることであって、副産物に関する

情報の提供や利用に関する情報の収集および発生した建設副産物を再資源化の受入条件に適合するよ

う処理することなどをいう。 

 

（廃棄物処理法等で用いられている用語） 

【建設汚泥処理物】 
建設汚泥に中間処理を加えた後の物（ばいじん等他の廃棄物を混入している物は含まない）。建設

汚泥処理物の例：①建設汚泥にセメント等の固化材を混練し、流動性を有する状態で安定化させたも

の②建設汚泥に石灰等の固化材や添加剤を加え脱水したもの③建設汚泥を脱水・乾燥させたもの。 

 

【建設副産物】 
建設発生土、建設汚泥、建設発生木材およびコンクリート塊等建設工事に伴い副次的に得られる物

品をいう。 
 

【再資源化】 
建設副産物を建設工事等の資材または材料として利用できるようにする行為をいう。 
 

【再資源化施設】 
建設副産物を再資源化する施設をいう。 
 

【再生資源】 
建設副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することのできるものまたはその可能性

のあるもの（放射性物質およびこれに汚染されたものを除く）をいう。 
 

【再生利用】 
産業廃棄物を処理して有効に利用することをいう。 
 

【指定副産物】 
副産物であって、その全部または一部を再生資源として利用することを促進することが、当該再生

資源の有効な利用を図るうえで特に必要なものとして、建設業など特定業種ごとに政令で定めるもの

をいう。建設業における指定副産物としては、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンク

リート塊および建設発生木材がある。なお、建設発生土以外の指定副産物の『処理』については、廃

棄物処理法の適用を受ける。 
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【中間処理施設】 
廃棄物の減量化および安定化等のために必要な中間処理を行う施設で、分別、破砕、焼却、脱水、

乾燥等の各施設がある。施設の種類および規模に応じて廃棄物処理法に定められた施設設置の許可が

必要であり、構造基準および維持管理基準に適合しなければならない。 
 

【排出事業者】 
廃棄物を排出する者であり、建設工事等においては、原則として発注者から直接工事を請負う元請

業者をいう。 
 

【排出事業者責任】 
廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処

理しなければならない。（第３条）」と規定し、これにより、排出事業者の処理責任が明確化されてい

る。 また、「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物に再生利用等を行うことによりその減量に

努める」、「事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し地方公共団体の施策に協力

しなければならない」ことが規定されている。 
同法は排出事業者に対して、産業廃棄物を自ら処理しなければならない「処理責任」と、処理を他

人に委託する場合には、政令で定める委託基準に従わなければならないとする「委託基準」の遵守を

義務づけている。なかでも産業廃棄物を年間 1000ｔ以上、もしくは特別管理産業廃棄物排出量 50ｔ
以上を排出する事業者（多量排出事業者）は、産業廃棄物の減量などに関する計画を作成し、都道府

県知事に提出しなければならない。このほかにも排出事業者には、廃棄物が最終処分されるまでの注

意義務や、委託廃棄物の処理の状況に関する確認と、処理が適正に行われるために必要な措置の実施

努力、マニフェスト（産業廃棄物管理票）の交付などの責任がある。 
2006 年の同法施行規則などの一部改正により、排出事業者に対して都道府県知事へのマニフェスト

報告義務が課されることとなり、2008 年４月から適用された。更に、2010 年 5 月の事務連絡である

「建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化について」において、「建設系廃棄物

については、元請業者から請け負って解体工事等の個別の工事の作業を行っている一次下請業者、二

次下請業者等（以下「下請負人」という。）ではなく、当該工事の全体を掌握し総括的に指揮監督・管

理している元請業者が、排出事業者として当該工事から生ずる廃棄物全体について処理責任を負うこ

ととするものである。」と通知されている。 
 

【利用促進】 
利用促進とは、建設副産物が再資源化されるように努めることであって、副産物に関する情報の提

供や利用に関する情報の収集および発生した建設副産物を再資源化施設の受入条件に適合するよう処

理することなどをいう。 
資源有効利用促進法では、建設業者および発注者は、建設副産物を出す場合には利用促進に努めな

ければならない、とされている。 
また、一定規模以上の建設工事の施工に当たっては、再生資源を利用するよう努めなければならな

い、とされている。 

 

（建設汚泥再生利用マニュアルで用いられる用語） 

【安定処理等】 
改良材を用いて土質を改良することをいう。特に、セメント系や石灰系などの固化材により建設汚

泥の性状を科学的に改良することを安定処理という。 
 

【改良材】 
土と混合し土の性質を改良するものを総称していう。改良材には土を科学的に固化する固化材、吸

水あるいは凝集等により土質を改良する焼却灰系や高分子系土質改良剤等がある。 
 

【建設汚泥】 
建設工事に係る掘削工事から生じる泥状の掘削物および泥水のうち産業廃棄物として取り扱われる

ものをいう。 
 

【建設汚泥再生品】 
建設汚泥を再生処理したものをいう。建設汚泥再生品は「建設汚泥処理土」と「製品」とに大別さ

れる。建設汚泥処理土は工作物の埋戻し、土木構造物の裏込めや各種盛土等に用いる土質材料をいう。

また「製品」は製品化技術開発の成果として市場に流通するようになってきたもので、スラリー化安

定処理土、路盤材、ブロック（インターロッキングブロック等）、軽量骨材等がある。 
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【建設汚泥処理土】 
建設汚泥を脱水、乾燥、安定処理等の改良を行い、土質材料として利用できる性状をしたもの。 
 

【コーン指数】 
コーンペネトロメーターを 1cm/s の速度で土中に押し込んだ時の貫入抵抗値をコーン断面積で除し

た値。 
処理土の品質区分を行うためのコーン指数試験の方法は、「建設汚泥処理土利用技術基準」参考表－

1建設汚泥処理土のコーン指数（qc）の試験方法による。 
 

【高規格堤防】 
一般の堤防に対して、超過洪水（計画流量を超える洪水）の作用に対して耐えることができるよう

幅広の堤防天端を持つ堤防。 
堤防上は通常の土地利用に供されることを前提にしている。 
産業廃棄物の再生利用認定制度では、所定の基準を満たした建設汚泥処理土は認定を受けることに

より堤防天端より 1.5m 以深部に限って築堤材料として利用することができる。なお、高規格堤防をス

ーパー堤防ということもある。 
 

【高度安定処理】 
安定処理を行うに際して、加圧成型等の補助手段を併用して高強度の固化物を製造する技術をいう。

固化材の添加量の増量によっても可能である。 
 

【高度脱水処理】 
脱水ケーキのコーン指数が 400kN／㎡以上となる脱水処理技術をいう。 
 

【固化材】 
改良材のうち、セメント、石灰及びこれらを主材とするもので、土を化学的に固化するものをいう。 
 

【自硬性汚泥、非自硬性汚泥】 
建設汚泥は、自硬性汚泥と非自硬性汚泥に分けられる。自硬性汚泥とは、ソイルセメント壁工法や

高圧噴射攪拌工法等に伴って発生する建設汚泥で、セメント等を多量に含むため、放置すれば固結す

るものをいう。非自硬性汚泥は固結しないものであって、泥水状汚泥と泥土状汚泥に分けられる。 
 

【処理】 
本マニュアルでは処理を、①法的なものと②技術的なものと２つの意味で用いる。前者の意味で用

いる場合は『』を付けて『処理』と表現する。 
①法的な意味の『処理』とは、廃棄物処理法における産業廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、

処分等をいう。 
②技術的な意味の処理とは、脱水、乾燥、安定処理、焼成など建設汚泥の再資源化するための行為

をいう。 
 

【処理土・改良土】 
建設汚泥に、脱水、乾燥または安定処理等を行い、その性状を改良したものを総称して「処理土」

といい、このうち安定処理したものを「改良土」という。 
 

【スラリー化安定処理】 
土に泥水（または水）を混ぜてスラリー化したものにセメント等の固化材を添加混合することによ

り、流動性と自硬性を持たせる技術の総称である。スラリー化安定処理を用いる工法には、流動化処

理工法、気泡混合土工法などがある。 
 

【製品化処理技術】 
建設汚泥の処理において、市場性のある製品を製造することを目的とする技術をいう。製品化処理

技術には、焼成処理、スラリー化安定処理、高度安定処理等がある。 
 

【第1種～第4種処理土】 
処理土はその品質により、第 1 種～第 4 種処理土の 4 種類に区分される。その品質はそれぞれ「建

設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき

事項を定める省令」（平成 3 年建設省令第 20 号）における第 1種～第 4 種建設発生土に相当する。 
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【泥水状汚泥】 
連続地中壁工法や泥水式シールド工法等に伴って発生する含水比が高い建設汚泥で、機械式脱水に

より容易に減量化を図ることができる状態のものをいう。 
 

【泥土】 
掘削工事から生じるコーン指数が 200kN／㎡が未満の無機性の泥状物、泥水をいう。 
 

【泥土状汚泥】 
泥土圧シールド工法の排土のように含水比が比較的低い建設汚泥をいう。機械式脱水は難しいが、

天日乾燥による減量化や改良材による安定処理等が可能である。 
 

【都道府県等】 
都道府県ならびに廃棄物処理法の施行に伴う政令に定める市をいう（解説編参考資料 P．166）。ま

た、都道府県知事等とは都道府県知事および廃棄物処理法施行令第 27 条で定める市の長という。 
 

【有価物判断要素】 
有価物かどうかを総合的に判断するための、次の 5つの判断要素をいう。 

5 つの判断要素とは①物の性状 ②排出の状況 ③通常の取引形態 ④取引価値の有無 ⑤占有者

の意思、をいう。 
 

【規制改革通知】 
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から、平成 17 年 3 月 25 日に発出された

「『規制改革・民間開放推進 3ヶ年計画（平成 16 年 3 月 19 日閣議決定）』において平成 16 年度中に

講ずることとされた措置（廃棄物処理法の適用関係）について」をいう。このなかで、脱水後の排水

が水処理施設に環流されるなど、「一定の生産工程を形成する装置」については、都道府県などの判

断により、設置許可申請の対象外とすることが可能であるとしている。また、これに関連して、環境

省は平成 17 年 7月 4日には、建設工事にも適用するとの文書（「規制改革通知に関するＱ＆Ａ集」）

を示している。 

 

【建設汚泥再生利用ガイドライン等】 
国土交通省事務次官等から、平成 18 年 6 月 12 日に発出された、「ガイドライン」「実施要領」「利用

技術基準」および「リサイクル原則化ルール」をいう。 

 

【規定制度運用通知】 

この通知、「判断指針」のなかで「追って通知する」としていた都道府県知事等による指定制度に係

るものである。 
 

【判断指針】 

この通知は、建設汚泥をセメント・石灰等の固化材で安定化したり、脱水・乾燥させたもの（「建設

汚泥処理物」という）を利用するにあたり、「建設汚泥処理物」が「廃棄物」に該当するか、あるいは

「有価物（廃棄物に該当しないものをいう）」に該当するかを判断する際の基礎となる指針を示したも

のである。 

 

 

≪泥土リサイクル協会が使用する用語≫ 

【泥土】 
泥土リサイクル協会（以下、協会という）では建設汚泥や建設発生土あるいは災害堆積土砂のうち

コーン指数が 200kN／㎡が未満の泥土を総称して「泥土」と呼んでいる。 
 

【処理土・改良土】 
「建設汚泥再生利用マニュアル」では、「建設汚泥に、脱水、乾燥または安定処理等を行い、その性

状を改良したものを総称して「処理土」といい、このうち安定処理したものを「改良土」という。」と

している。しかし、協会では建設汚泥を安定処理したものが、軟弱地盤を安定処理した「改良土」と

同じ呼び方をされることで、産業廃棄物を処理していることが希薄となるケースが多く見受けられる

ため、建設汚泥等の産業廃棄物を改良したものを「処理土」とし、同じ泥土であっても建設発生土で

ある浚渫土砂等を改良したものを「改良土」と呼んでいる。 
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【連続処理（れんぞくしょり）】 

バッチ処理等の非連続処理に対し、連続的に処理すること。バッチ処理とは、バックホウやバッチ

式ミキサーにより、建設汚泥に固化材を添加し、10～60 分混合攪拌することで改良するものである。

特にバックホウによる攪拌は、軟弱地盤の地盤改良工事で行われてきたが、現場での攪拌効率に劣る

ため、一様な品質を安定的に確保するには時間と労力を費やす必要がある。これを解決する技術とし

て機械メーカー各社から連続処理が可能となる土質改良機が考案され、現状の主流技術となっている。 
建設汚泥は質的多様性のある高含水の泥土であることからその改良が難しく、プロトタイプはバッ

チ処理による改良機が考案され、実施されてきた。しかし、バッチ式では処理能力に限界があり、固

定費に対して処理量が少ないことから、リサイクル処理費が高くなり、このことがリサイクル低迷要

因のひとつとなっていた。最近では、建設汚泥の改良も土質改良機の技術躍進と同様に、高含水の泥

土であっても、ある条件下であれば連続処理が可能となる改良機が開発されているが、質的多様性に

適応するには至っていない。 
協会会員企業においては、このような技術背景の中、特殊連続ミキサーの採用と管理手法の確立に

より、ある条件下の幅が広がっても、連続処理で安定した品質が確保できように開発された技術があ

る。本技術は発生泥土に対し、その流動程度に応じて固化材と高分子凝集剤を添加し、これを新たに

開発した特殊連続ミキサーに投入して 30 秒間程度攪拌することにより、固化した改良土を粒状に生成

して地盤材料に再利用する技術である。 
 

【高品質（こうひんしつ）】 

建設汚泥処理土は「建設汚泥処理土利用技術基準」（国土交通省）において、土質特性に応じた区分

基準および各々の区分に応じた適用用途標準を示すことにより、建設汚泥の適正な再生利用を図るこ

とが記されている。 
協会が唱える高品質とは、これらの要求に対し、より高い性能を示したものではなく、建設汚泥の

改良が質的多様性、時間的変化、気象条件などに対してフレキシブルに処理することが難しいことか

ら、どのような変化に対しても上記の要求品質を保っていける状態をいう。 
 

【ハンドリング（はんどりんぐ）】 

処理された泥土が改良直後に流動性を呈している改良土では、その運搬が直ちに行えず、所定の期

間を待ってから流用することとなる。また、その場合、塊状で固化しているため破砕作業等が必要と

なる。 
協会会員企業が保有する技術により処理された泥土は、粒状を呈しているため比表面積が大きくな

ることから、その乾燥速度が速く、短時間（2～3 時間）に発生土と同様に普通ダンプに積み込み、運

搬できる状態で取り扱える。この状態のことを「ハンドリングに優れている」という。 
 

【再泥化（さいでいか）】 

機械脱水であるフィルタープレス工法の最終工程から排出されるマッドケーキは脱水処理の方法に

よりかなりの強度を持ったものとなる。しかし、このマッドケーキに再び水分が補給されると元の状

態、つまり、泥土・泥水に戻ってしまう。同様の現象例として、土層の中から掘り起こされる固結シ

ルトや泥岩等も、水が存在しないときは相当の強度を有するが、ひとたび水が浸透していくと極端に

強度低下を起こした、ドロドロの状態を呈することがあるが、このように見かけ上の品質が低下して

いくことは周知のことである。協会ではこの現象を再泥化と呼んでいる。建設汚泥のリサイクルを考

えるうえでは、改良行為そのもので技術を評価していくのではなく、仮置き条件、利用状況、さらに

気象条件（雨）も考慮した施工方法の選定が必要となる。 
 

【リサイクル設計（りさいくるせっけい）】 

ものづくりの基本は設計にある。設計が悪いと以後のすべての工程に影響を与えるように、泥土リ

サイクルにおいても同様である。泥土リサイクルを適正に行うためには、事前に泥土性状や現場条件

等を把握するとともに利用目的を明確にし、これらの条件に応じた要求品質等を確保するための施工

方法等を選定するなど、設計時において泥土リサイクルも工程の一つとして取り入れることが重要で

ある。 
 

【中間処理物リサイクル報告書（ちゅうかんしょりぶつりさいくるほうこくしょ）】 

建設汚泥を中間処理業者に委託処理した再生品については、トレーサビリティが努力義務として課

せられているが、履行状況を掌握する手段がない。そこで本協会では、リサイクル報告書により中間

処理業者から処理実態を報告させる方法を推奨している。 
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第１章 基礎知識編 

１１．．泥泥土土のの位位置置づづけけ  

泥土は、図-1 に示す通り、建設工事から排出されるものとしては、大きく分けて建設汚泥と高含水建設残土に

区分される。建設汚泥は産業廃棄物であり、廃棄物処理法に則り適正に処理しなければならないが、高含水建設

残土は建設発生土であり、要求品質を満足すればその利用に際して制約を受けない。しかし、ため池及び調整池

の浚渫土砂は建設汚泥として取り扱わなければならないため、事前に所轄の環境部局に確認されたい（1-2.泥土

の特性参照）。一方、建設工事以外から排出された泥土としては、土石流や津波等の災害により発生した災害堆積

土砂があるが、これらの泥土は産業廃棄物または一般廃棄物（従来、堆積土砂は産業廃棄物として位置づけられ

ていたが、東日本大震災においては一般廃棄物に指定された）として取り扱わなければならないため、事前に所

轄の環境部局に確認されたい。 

建設汚泥は、建設工事に係る掘削工事から生じる泥状の掘削物および泥水のうち「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」（以下、「廃棄物処理法」という）に規定する産業廃棄物として取り扱われる。また、セメント等の混

入により自硬性汚泥と非自硬性汚泥に分類され、さらに泥水状汚泥と泥土状汚泥に区分される。 

浚渫土砂は、その粒度組成により砂質土、粘性土及びこれらの中間的なものに大別され、その性状によって利

用用途も大きく異なる。良質な砂質土は、海砂として各用途に標準的な材料として使われているが、粘性土や中

間的なものは含水比が高く軟弱なものが多い。 

災害堆積土砂は、災害の種類により大きく異なるが、大きな特徴として夾雑物が多量に混合しており、有効利

用するにはこれらを取り除く必要がある。例えば、津波堆積物の夾雑物を取り除いた後の有効利用においては、

粗粒分の多い津波堆積物はそのまま利用する方法や破砕したがれき（RC-40）等と粒度調整したものを盛土材に

利用する方法、また、細粒分の多い津波堆積物は物理的または化学的処理を行った後、盛土材に利用する方法が

提案されている。 

泥土

【建設汚泥】

・地盤改良工事排泥

・ＳＭＷ工事排泥

・泥土圧シールド工事残土

・ため池

【高含水建設残土】

・港湾、河川浚渫土砂

・湖沼浚渫土砂

・ダム浚渫土砂

・高含水掘削残土※要注意

産業廃棄物 建設発生土

リサイクル先
の有無

リサイクル先
の有無

産業廃棄物と
して中間処分

同一工事内リサイクル 他工事にリサイクル関連工事内リサイクル同一工事内リサイクル 他工事にリサイクル関連工事内リサイクル

同一工事内リサイクル 他工事にリサイクル関連工事内リサイクル※ハッチング部分が建設汚泥

【災害堆積土砂】

・土石流

・津波

・地すべり

・河道閉塞（天然ダム）

 
図-1.泥土のリサイクルフロー 
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1-1.泥土の区分 

建設汚泥の性状は、表-1 に示した発生土の土質区分基準における泥土に概ね該当する。建設汚泥は環境省の建

設廃棄物処理指針（以下、処理指針という）によれば、「水を用いて掘削する工法等において発生する掘削物を標

準仕様ダンプトラックに山積ができず、また、その上を人が歩けない状態のものをいい、この状態を土の強度の

指標で示せば、コーン指数が概ね 200ｋＮ／㎡以下である。」とされている。したがって、建設汚泥の定義で示さ

れるコーン指数 200ｋＮ／㎡の数値はあくまで目安である。一方、発生土の土質区分でいう泥土は、工学的に土

質を区分するものであり、コーン指数 200ｋＮ／㎡で明確に区分されている。発生土の土質区分基準では、泥土

をその粒度分布や有機物含有量等により泥土 a、泥土 b、泥土 c に分類しており、建設汚泥に該当しない泥土を脱

水、乾燥、安定処理等の処理を行うことにより、第 1 種から第 4 種建設発生土あるいは改良土とすることができ

る。一方、建設汚泥を処理したものは、第 1 種～第 4 種建設発生土および改良土にそれぞれ対応して第 1 種～第

4 種処理土となり、第 4 種処理土は 200ｋＮ／㎡以上と定義されている。ただし、標準仕様ダンプトラックに山

積みできるものであっても、運搬中に流動性を呈するものは建設汚泥に該当する。 

このように対象とする泥土が建設発生土ならば「改良土」、建設汚泥ならば「処理土」とその呼び方は区別され

ており、混同しないように注意する必要がある。本書ではそれぞれの呼び方を使い分けているが、双方を指す場

合においては、「改良（処理）土」と呼んでいる。 

 

表-1. 土質区分基準 

第１種改良土※8 人工材料 改良土｛Ｉ｝ －

第2ａ種 礫質土 細粒分まじり礫｛ＧＦ｝ -

第2ｂ種 砂質土 細粒分まじり砂｛ＳＦ｝ -

第2種改良土 人工材料 改良土｛Ｉ｝ -

第3ａ種 砂質土 細粒分まじり砂｛ＳＦ｝

粘性土 シルト｛Ｍ｝、粘土｛Ｃ｝ 40％程度

火山灰質粘性土 火山灰質粘性土｛Ｖ｝ -

第3種改良土 人工材料 改良土｛Ｉ｝ -

第4ａ種 砂質土 細粒分まじり砂｛ＳＦ｝ -

火山灰質粘性土 火山灰質粘性土｛Ｖ｝ -

第4種改良土 人工材料 改良土｛Ｉ｝ -

泥土ａ 砂質土 細粒分まじり砂｛ＳＦ｝ -

火山灰質粘性土 火山灰質粘性土｛Ｖ｝ -

泥土ｃ 高有機質土 高有機質土｛Ｐｔ｝ -

400
以上

第3b種

粘性土
第4種建設発生土

粘性土及びこれに準
ずるもの

（第３種発生土を除く）

200
以上

シルト｛Ｍ｝、粘土｛Ｃ｝
40～80％

程度

800
以上

80％程度
以上

200
未満

粘性土 シルト｛Ｍ｝、粘土｛Ｃ｝

泥土ｂ泥土※1）※9）

備考※6）

含水比
（地山）
Wｎ（％）

掘削方法

-

-礫質土

砂質土
砂｛Ｇ｝

礫質砂｛ＳＧ｝

※排水に考慮するが、降水、侵出
地下水等により含水比が増加する
と予想される場合は、1ランク下の
区分とする。

礫｛Ｇ｝
砂｛ＧＳ｝

第3種建設発生土
（通常の施工性が確

保される粘性土及びこ
れに準ずるもの）

第2種建設発生土
（砂質土、礫質土及び
これらに準ずるもの）

大分類
中分類

土質｛記号｝

区分
(国土交通省令）※1 細区分※2）※3）※4）

コーン
指数※5）

ｋＮ/㎡

土質材料の工学的分類※6）※7）

第1種建設発生土
（砂、礫及びこれらに

準ずるもの）

第1種
-

第4b種

※水中掘削等による場合は、2ラン
ク下の区分とする。

有機質土 有機質土｛Ｏ｝
40～80％

程度

有機質土 有機質土｛Ｏ｝
80％程度

以上

 

（詳細は国土交通省の「発生土利用基準について）http://000.mlit.go.jp/kisha/kisha04/13/130331_.html を参照） 

※中部地方建設副産物対策連絡協議会 平成 25 年度工事対象版では、建設汚泥は「泥土」に含むこととしている。 
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建設汚泥再生利用マニュアルによれば、「①泥土に該当する浚渫土、②泥水などを使用しない地山掘削から発生

した泥土、③泥水をそのまま再使用（または再利用）したり、流動化処理土の調整泥水として売却するもの」は

建設汚泥ではないと示されている。また、環境省の通知では、粒子が直径 74μｍを超える粒子をおおむね 95％以

上含む掘削物に当っては、容易に水分を除去できるので、ずり分離等を行って泥状の状態ではなく流動性を呈さ

なくなったものであって、かつ、生活環境の保全上支障のないものは土砂として扱うことができると示されてい

る。 

発生土における泥土の位置づけを図-2 に、具体的な工事別工法毎の発生泥土区分の一例を p.10 表-2 に示す。 

 

発生土

第１種～第４種
建設発生土

浚渫土

泥 土

コーン指数：200kN/m2以下

建設発生土

建設汚泥
（産業廃棄物）
「占有者が自ら
利用し，又は
他人に有償で
売却できない
ために不要に
なったもの」

建設汚泥
（産業廃棄物）
「占有者が自ら
利用し，又は
他人に有償で
売却できない
ために不要に
なったもの」

浚渫土，
建設汚泥
に該当し
ない泥土

浚渫土，
建設汚泥
に該当し
ない泥土

泥土に該当
する浚渫土

泥土に該当
する浚渫土

泥土以外の
浚渫土

泥土以外の
浚渫土

発生土

第１種～第４種
建設発生土

浚渫土

泥 土

コーン指数：200kN/m2以下

建設発生土

建設汚泥
（産業廃棄物）
「占有者が自ら
利用し，又は
他人に有償で
売却できない
ために不要に
なったもの」

建設汚泥
（産業廃棄物）
「占有者が自ら
利用し，又は
他人に有償で
売却できない
ために不要に
なったもの」

浚渫土，
建設汚泥
に該当し
ない泥土

浚渫土，
建設汚泥
に該当し
ない泥土

泥土に該当
する浚渫土

泥土に該当
する浚渫土

泥土以外の
浚渫土

泥土以外の
浚渫土

 

図-2.発生土における泥土の位置づけ 

 

 災害堆積土砂の区分例として、東日本大震災により策定された「岩手県復興資材活用マニュアル」おいては土

砂系 3 種として以下の内容で整理している。 

〇同種に集積されたがれき（図-3.判定の基本的な流れ参照） 

＜分別土Ａ種＞ 

本来は災害廃棄物ではないと考える津波堆積物を分別した土砂を対象とする。 

津波堆積物は、水底や海岸に存在していた砂泥が津波により陸上に打ち上げられたものであり、集積等の際に

小粒コンクリート片や粉々になった壁材等が細かく混じったものである。 

少量の細かながれきも混在しているため、これらを適切に分別・除去することで「土砂」として利用が可能と

考える。 

復興資材として最優先に利用するものである。 

〇混合された状態で集積されたがれき（図-4. 判定の基本的な流れ参照） 

＜分別土Ｂ種＞ 

不燃系混合物のがれきを破砕・選別により分別された土砂を対象とする。 

不燃系混合物は、コンクリート片や粉々になった壁材等と木片・プラスチック等が細かく混じり合ったがれき

のうち、コンクリート片、土砂が多いものである。 

＜分別土Ｃ種＞ 

可燃系混合物のがれきを破砕・選別により分別された土砂を対象とする。 
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可燃系混合物は、コンクリート片や粉々になった壁材等と木片・プラスチック等が細かく混じり合ったがれき

のうち、木材等の可燃物が多いものである。 

このため、利用用途の限定や地盤改良及び安定処理等の検討も踏まえて活用用途の範囲を拡げる。利用が困難

な場合は、セメント原料や埋立て処分とする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.分別土 A種 判定の基本的な流れ 

※岩手県 復興資材活用マニュアル抜粋 

図-4.分別土 B種、分別土 C種 判定の基本的な流れ 

※岩手県 復興資材活用マニュアル抜粋 
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表-2.工事・工法別の発生泥土区分 

【杭工事から発生する泥土】

特徴 発生泥土区分 備考

打撃工法 ------ 残土 ただし、コーン指数が200KN/ｍ
2
以下であれば建設汚泥

バイブロハンマ工法 ------ 残土 ただし、コーン指数が200KN/ｍ
2
以下であれば建設汚泥

オーガー掘削 残土
※

ただし、コーン指数が200KN/ｍ
2
以下であれば建設汚泥

ジェット併用 建設汚泥 掘削に水を利用した場合は建設汚泥扱いとなる

プレボーリング杭工法 根固め液、杭周固定液 建設汚泥 根固め液、杭周固定液が混入するため建設汚泥扱いとなる

鋼管ソイルセメント杭工法 ソイルセメント 建設汚泥 原泥は高アルカリ域にあり、含水比も高い

オールケーシング工法※ ケーシングチューブ 残土※ ただし、コーン指数が200KN/ｍ2以下であれば建設汚泥

リバース工法 ベントナイト泥水 建設汚泥 残土は泥水状である

アースドリル工法 ベントナイト・ＣＭＣ安定液 建設汚泥 原泥は高アルカリ域にあり、含水比も高い

------ 深礎工法※ ------ 残土※ ただし、コーン指数が200KN/ｍ2以下であれば建設汚泥

※ただし、政令指定都市においては、建設汚泥として取り扱うよう指導されている地域が多いため、所轄の環境行政に確認されたい

【地盤改良工事から発生する泥土】

特徴 発生泥土区分 備考

排泥方式 機械攪拌併用 ＳＷＩＮＧ 機械攪拌・高圧噴射併用 建設汚泥 原泥は高アルカリ域にあり、含水比も高い

二軸式機械攪拌 ＳＤＭ

二軸式機械攪拌と超高圧噴射攪拌を併用

し、大口径の改良体を造成し、同時にスラ

リー量に見合う排土を行う

建設汚泥 原泥は高アルカリ域にあり、含水比も高い

単管工法 ＭＭ、ＳＭＭ、CCP-P･L･S 高圧で改良材スラリーを地中に噴射 建設汚泥 原泥は高アルカリ域にあり、含水比も高い

機械攪拌併用 ＪＭＭ、ＳＪＭＭ、ＬＤｉｓ
特殊ロッドヘッドで改良体中心部を機械的

に攪拌
建設汚泥 原泥は高アルカリ域にあり、含水比も高い

二重管工法 ＪＳＧ、ＮＪＰ
高圧ジェット攪拌に加えて、圧縮空気を用

いることにより、軟弱土を地上に排出
建設汚泥 原泥は高アルカリ域にあり、含水比も高い

三重管工法 ＣＪＧ、ＲＪＰ、ＪＥＰ
高圧水と圧縮空気で地盤を切削排土さ

せ、その空隙にスラリーを充填・置換
建設汚泥 原泥は高アルカリ域にあり、含水比も高い

【シールド・推進工事から発生する泥土】

区分 工法 発生泥土区分 備考

泥土圧式

（気泡含む）
建設汚泥 高含水の土砂状態にある

泥水式 建設汚泥
泥水状態で流体輸送され、一般的には脱水設備により処理を

行う

推進 泥濃式 建設汚泥
安定液（泥水）と、掘削土砂を混合攪拌した高濃度、高粘性、高

比重の液状態であり、廃泥はそのまま産廃処分される

【浚渫工事および掘削工事から発生する泥土】

発生泥土区分 備考

残土 ただし、コーン指数が200KN/ｍ
2
以下であれば建設汚泥

残土 ただし、コーン指数が200KN/ｍ
2
以下であれば建設汚泥

残土 ただし、コーン指数が200KN/ｍ
2
以下であれば建設汚泥

残土 ただし、コーン指数が200KN/ｍ
2
以下であれば建設汚泥

建設汚泥 有機分が多いため固化しにくい

建設汚泥 有機分が多いため固化しにくい

建設汚泥 有機分が多いため固化しにくい

建設汚泥

対象土が砂質土の場合は、水分調整ができれば固化しなくても

リサイクルできることもあるが、粘性土、シルト分が多い場合は

改良が必要となる

【連続地中壁工事から発生する泥土】

発生泥土区分 備考

建設汚泥 安定液は高アルカリ域にあり、含水比も高い

建設汚泥 原泥は高アルカリ域にあり、含水比も高い

コンクリート式

ソイルセメント式（SMW）

重力による沈降処理あるいは機械的処理によって土砂を分離する方法があるが、劣化して再

生不能となった安定液と、最後のコンクリート打ち込み後に残った安定液は破棄しなければな

らない

比較的細粒分が多く、掘削場所や施工工程により排出される泥状物の性状が異なる。

シールド

特徴

調整池

水路

施工方法による分類 特徴

オープンケーソン掘削

①工事ヤードが広い場合が多く、浚渫土砂も仮置きできる

②長期間の放置により、天日乾燥が可能となり、砂質土においては大幅な含水比が低減がで

きるが、粘性土においては表面近くの含水比は低下するが内部は高含水状態である

③ごみや有機質を含んでいる

①基本的には産業廃棄物として処分しなければならない

②リサイクル処理を実施する場合、廃掃法の管理下にあり、施工時に制約条件が発生する

③有機質を多く含んでいる

①基本的には産業廃棄物として処分しなければならない

②リサイクル処理を実施する場合、廃掃法の管理下にあり、施工時に制約条件が発生する

③粒度分布が変化するため、原泥状態も変化していく

河川

湖

ダム

ため池

中掘り杭工法

杭の工法による分類

港湾

特徴浚渫（掘削）場所

地盤改良工法による分類

打込み杭工法

切羽チャンバー内に充満した掘削土砂の圧力により、土圧および水圧に対抗する。（充満さ

れる土砂を流動性・止水性に富むものにするために泥土材の注入を行う。）

①泥水の液圧により、土圧及び水圧に対抗する。（通常地下水圧＋0.2～0.4kgf／　）

②切羽面に不浸水性の泥膜を作り、泥水圧を有効に作用させる。

③切羽面からある程度の範囲の地盤に浸透して、切羽の地盤に結粘性を与える。

泥濃式推進工法は、推進機の先端に高濃度泥水を圧送し、切羽の安定を図りながらカッター

を回転させて推進し、真空ポンプにより排土を行う工法です。

高圧噴射攪拌工法

地

盤

対

策

工

埋込み杭工法

機械掘削工法

既製杭工法

場所打ち杭工法

杭工法
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1-2.泥土の特性 

泥土の発生源別泥土特性を以下に示す。 

 工事発生土 

● 浚渫汚泥 ＜港湾、河川、湖、ダム等＞ 

・工事ヤードが広い場合が多く、浚渫土砂も仮置きできる 

・長期間の放置により、天日乾燥が可能となり、砂質土においては大幅な含水比が低減ができるが、

粘性土においては表面近くの含水比は低下するが内部は高含水状態である 

・ごみやがれき等が混入しており、土砂は有機物を含んでいる 

 

 建設汚泥 

● 自硬性汚泥 ＜SMW 廃泥、地盤改良廃泥等掘削土砂＞ 

・工事ヤードが狭い場合が多い 

・セメントが大量に混入しているため、処理時間に制約がある（固化が始まる） 

・原泥が 150％以上の泥土である場合が多い 

・原泥そのもののｐＨが強アルカリ域にある 

・対象土に粘性土が多いため、細粒分が多い 

● 非自硬性汚泥 ＜泥水、泥土圧シールド工事掘削土、基礎杭工事残土等自硬性汚泥＞ 

・工事ヤードが狭い場合が多い 

・廃泥にベントナイトや気泡剤等の添加剤が混入している場合が多い 

・泥水シールドでは脱水処理により実施しているが、マッドケーキは産業廃棄物として処分している 

・泥土圧シールドであっても 100％前後の含水比の場合がある 

● 浚渫汚泥 ＜ため池・調整池＞ ※要注意（環境部局毎に見解が異なる） 

・基本的には産業廃棄物として処理しなければならない 

・リサイクル処理を実施する場合、廃掃法の管理下にあり、施工時に制約条件が発生する 

・有機物を多く含んでいる 

● 掘削土砂 ＜オープンケーソン＞ 

・基本的には産業廃棄物として処理しなければならない 

・リサイクル処理を実施する場合、廃掃法の管理下にあり、施工時に制約条件が発生する 

・粒度分布が変化するため、原泥状態も変化していく 

 

 災害堆積土砂 

● 土石流、河道閉塞堆積土砂 

・基本的には産業廃棄物として処理しなければならない 

・土砂のほか大きな転石や流木等が混入している 

● 津波堆積土砂 

・基本的には一般廃棄物として処理しなければならない 

・堆積ヘドロの含水比は、砂質土が多い場合は 50％程度、また、粘性土が多い場合は 100～200％程

度と大きく異なる場合が多く、対象エリアが広範囲であるため粒度分布が一様でない 

・ごみやがれき等が混入しており、土砂は有機物を含んでいる 
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７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 上半期 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 合 計

泥土リサイクル

（ｍ 3）
100,000 90,000 20,000 20,000 10,000 10,000 250,000 10,000 10,000 0 0 0 0 270,000

CO2削減量

（kg-CO2)
2,179,870 1,961,883 435,974 435,974 217,987 217,987 5 , 4 4 9 ,6 7 5 217,987 217,987 0 0 0 0 5 , 8 8 5 ,6 4 9

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 上半期 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 合 計

198,170 178,353 39,634 39,634 19,817 19,817 495,425 19,817 19,817 0 0 0 0 535,059

102 92 20 20 10 10 255 10 10 0 0 0 0 275

80.0% 72.0% 16.0% 16.0% 8.0% 8.0% 200.0% 8.0% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 216.0%

※1　ブナの木１本が１年間に吸収するCO2の量は11ｋｇ-CO2（独立行政法人森林総合研究所試算）

※2　ブナ天然林のCO2吸収量原単位＝4.6（ｔ-CO2/ha・年）（東京ガスWEBサイトより）として、原生林の面積を算出し、それを東京ドームの大きさに換算

※3　最終処分場の容量　100，000～150，000㎥としてのリサイクルによる処分容量の軽減率

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

4,800 3,400 12,300 80,000 145,000 167,400 248,000 270,000

104,634 74,116 268,124 1,743,896 3,160,812 3,649,102 5,406,078 5,885,649

9,512 6,738 24,375 158,536 287,347 331,737 491,462 535,059

5 3 13 81 148 171 253 275

3.8% 2.7% 9.8% 64.0% 116.0% 133.9% 198.4% 216.0%

当
協
会
の
泥
土
リ
サ
イ
ク
ル
へ
の
取
り
組
み

CO2削減量（kg-CO2)

ブナの木（本）

～ 2012年度　年間施工実績 ～

                                          ～ リサイクルによるCO 2削減効果 ～　　　　※当協会試算による

                                          ～ 現在までのリサイクルによるCO 2削減効果 ～　　　　※当協会試算による

泥土リサイクル（ｍ
3
）

昨今ではCOP15におけるCO2排出量の規制やCOP10において生物多様性の損失速度を減少させるため環境破壊の抑制が議論されており、

企業にとってその対応は必至であります。

当協会の試算では、建設汚泥を1㎥リサイクルすることでブナの木2本分のCO2削減が達成できます。また、新設処分場の造成が困難な現状

においてリサイクルの実施は、確実な効果として既存処分場の延命につながります。

当協会は、環境負荷低減に貢献するために、「正しい法解釈」、「適正な処理技術」、「確かな品質」の一体的実現を図ることを目的
に活動しており、お困りの事案の建設汚泥リサイクルについて全面的にサポートをいたします。

泥土リサイクルの促進はCO2削減や環境破壊の抑止となるものであり、その取り組みが注視されております。

東京ドーム（個）

最終処分場（軽減率）

292

7.4箇所分に相当最終処分場

合 計

930,900

6,241,535

567,412

※1

軽減率 ※３

ブナの木
原生林面積

ＣＯ2削減量

換算

東京ドーム
(個） ※２

廃棄物・リサイクルガバナンス廃棄物・リサイクルガバナンス

�企業の社会的責任（ＣＳＲ）の高まり

�資源の有効利用と循環型社会構築に果たす役
割の重要性

�廃棄物処理・リサイクルに潜む企業経営リスク

産業構造審査議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会
（平成16年9月）

２２．．リリササイイククルルをを取取りり巻巻くく環環境境  

2-1.環境関連に対する企業の意識 

1）企業の社会的責任（CSR） 

近年、多方面から伝わってくる企業の無責任な行動の増

加に伴って、企業の社会的責任の実現を求める動きが強ま

っている。不祥事をキッカケにして企業の姿勢を問うとと

もに、その対応を新しい企業の評価基準としようとしてい

る社会の動きに関心が高まっている。企業が利益を追求す

るだけでなく、組織活動が社会へ与える影響に責任をもち、

あらゆるステークホルダー（利害関係者：消費者、投資家

等、及び社会全体）からの要求に対して適切な意思決定を

することが求められている。 

企業は、「廃棄物・リサイクルガバナンス」構築への取組を通じて、①資源の有効利用による循環型社会構築へ

の寄与、②廃棄物等の不適正処理がなされることの予防を通じた経営リスクの低減、③ブランドイメージの向上

に伴う企業価値の増大、を達成することができ、企業活動における社会的責任（CSR）を果たすことが可能とな

る。 

 

2）環境負荷低減活動 

COP15 における CO2排出量の規制や COP10 において

生物多様性の損失速度を減少させるため環境破壊の抑制

が議論されており、企業にとってその対応は必至である。

この課題に対してもリサイクルの促進はCO2削減や環境破

壊の抑止となるものであり、建設副産物については「建設

リサイクル原則化ルール」などの活用により、品目によっ

ては高い再資源化率を達成しているものの、温室効果ガス

削減や再々利用を目的としたカスケード利用に配慮した

質の高いリサイクルが求められている。（カスケード利

用：リサイクルを行った場合には、通常その度に品質の劣

化が起こる。このため、無理に製品から同じ製品にリサイ

クルせずに、品質劣化に応じて、より品質の悪い原材料で

も許容できる製品に段階的にリサイクルを進めていくこ

とで効率的なリサイクルを行うことをいう） 

建設汚泥については、平成 17 年度の国土交通省調査に

よれば、「運搬距離の短縮が必要である」と報告されてお

り、工事内利用の重要性が示されている。 

 また、協会では、泥土リサイクルが環境負荷低減に対し

て具体的な効果を確認するためのツールとして図-6 に示す、「建設汚泥リサイクルにおける『CO2削減量』見える

化シート」を作成しており、これを活用することでステークホルダーに対して付加価値を高めるとともに信頼性

向上を図っている。 

図-5.廃棄物・リサイクルガバナンス 

図-6.CO2削減量見える化シート 
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2-2.産業廃棄物処理の現状 

1）最終処分場の逼迫 

最終処分量は環境意識の高まり、法体制の整備、各分野

での努力等により減少している。平成 24 年度調査では最

終処分場の残余年数は 13.6 年と算出されており、逼迫が

緩和されていることが示されているが、とりわけ首都圏で

排出される産業廃棄物を処分するとした場合、残余年数に

おいては 4.0 年、と試算され、依然として厳しい状況にあ

る。 

 

2）新設処分場の不足 

最終処分場の新規許可施設数は平成 11 年を境に大幅に

減少し、その後は少数で概ね横ばいの状態にある。新設が

増えていかない主たる要因は、既存の最終処分場を巡るト

ラブルが環境保全に対する住民の不安や行政不信等を募

らせ、最終処分場の新規立地を困難な状況に押しやってい

るからである。そのため今後も最終処分としての受け入れ

先を確保することは難しい状況にあり、リサイクルの必要

性はますます求められてくる。 

 

3）不適正処理件数及び不適正処理量 

図-9 に示す通り、不適正な処理件数は減少しているもの

の不適正処理量についてはいまだ減少に至っていない。特

に白抜きとして示されているのは過去の不適正処理が顕

在化したものであり、最近では愛知県豊田市事案 30.0 万

t、愛媛県松山市事案 36.3 万 t、沖縄県沖縄市事案 38.3 万

t の大規模な不適正処理が確認されるなど、全国的に大規

模な産業廃棄物不適正処理事案の発覚が相次いでいるこ

とから、環境省では不法投棄ホットラインを設立するなど

監視体制を強化している。 

 

4）産業廃棄物処理費 

公共施設における建設汚泥処理費については、上述の最終処分場の逼迫もあり高騰している。例えば、大阪湾

広域臨海環境整備センター（フェニックス）においては平成 24 年 4 月には旧価格の 2 割増しとなっている。 

一方、中間処理業者への委託処理費については、12,000～15,000 円／m3（運搬費除く）程度が相場であるが、

主要都市においては企業間の競争により大幅に下落しており、地方との地域間格差が大きくなっている。また、

中間処理業者は再生処理したものを製品として販売することで全体の処理費価格を下げる努力をしているが、工

事需要が少ない現状から売れずにストックされている状態にあり、そのため売れていないものは製品として認め

られず、廃棄物の放置状態として行政指導を受ける事例が全国的に散見されている。 

図-7.残余年数の推移 

図-9.不適正処理件数及び不適正処理量の推移 

図-8.新規許可施設数の推移 
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2-3.建設業界における取り組み 

1）建設副産物・建設発生土情報交換システム 

建設副産物情報交換システムは、今後、主に建築物の解体工事や新築工事に伴い増大する発生材のリサイクル

が緊急の課題とされる中で、工事発注者、排出事業者及び処理業者間の情報交換により建設副産物にかかわる需

要バランスの確保、適正処理の推進、リサイクルの向上、および資源有効利用促進法、建設リサイクル法、建設

副産物実態調査の各種書類作成作業の省力化を図ることを目的とした民間企業向けのＷｅｂオンラインシステム

である。 

一方、建設発生土情報交換システムは､全国のすべての公共工事等発注担当者が共通的に利用できるオンライン

情報交換システムである。建設発生土情報交換システムは､建設残土が発生する､また埋土等土砂を利用する建設

工事を対象に､設計､積算､発注､施工から完了の事業の各段階において建設発生土の工事間利用に関する情報を、

工事担当者に提供し､リサイクル推進を目的とするもので、インターネット等によるオンラインネットワークシス

テムにより建設発生土の工事間利用についてのリアルタイム情報交換を可能とするものである。 

 

2）建設リサイクル推進計画 2008 

本計画は、国土交通省が 2012 年までの建設リサイクル施策の方向性を示したもので、リサイクルの「質」の

観点の施策強化につなげていくとともに、これまでのリサイクル原則化ルールや建設リサイクル法等による規制

的な手法だけでは効果が限られてくるためこれらの施策に加えて関係者に積極的に働きかけ国民の理解と参画の

もと、市場メカニズムに基づく民間主体の創造的な取り組みを推進力とした新たな 3Ｒ推進手法の構築を目指し

ている。 

 平成 25 年 4 月現在、建設リサイクル推進計画 2008 の目標達成状況及び次期建設リサイクル推進計画策定のた

めの基礎資料とするため、平成 24 年度副産物実態調査（Ｈ24 センサス）が実施されている。 

 

3）「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」の策定（平成 18 年 6 月） 

平成 17 年 6 月に学識経験者、建設業界、産業廃棄物処理業界、地方自治体、環境省及び国土交通省等の関係者

をメンバーとする「建設汚泥再生利用指針検討委員会」（委員長：嘉門雅史京都大学大学院教授）を発足し、建設

汚泥の再生利用、適正処理を推進するための施策について幅広く検討が行われた。この報告書が基となり建設汚

泥の再生利用に向けたガイドラインが策定された。これは現場内と他の工事現場での再利用を基本とし具体的な

再利用実施手順をはじめ、受発注者それぞれの責務や役割などを示した国土交通省初の建設汚泥に対するガイド

ラインである。また、合わせて実施要領も策定し、建設汚泥処理土利用技術基準、リサイクル原則化ルールも改

訂された。 

本ガイドラインは、「建設汚泥が発生する建設工事については、循環型社会形成推進基本法の基本理念に則り、

「発生抑制の徹底」「再生利用の促進」「適正処理の推進」に努めること。また、建設資材として建設汚泥再生品

の利用が可能な建設工事については、「建設汚泥再生品の積極的な利用」に努めること。」を基本方針に策定され

ている。 

 また、本ガイドラインの適用は国土交通省所管の直轄事業であるが、その他の事業においても本ガイドライン

に準拠して建設汚泥を取り扱うことが期待されている。 

ただし、環境基本法に基づく土壌環境基準または土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の含有量基準に適合し

ない建設汚泥は対象外としている。 
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4）建設汚泥リサイクルに関するマニュアルならびに条例 

リサイクルを実施するには基本的にはガイドラインが指標となるが、具体的な計画に当たっては、(独)土木研究

所が編書した「建設汚泥再生利用マニュアル」や地域毎に作成した「建設汚泥利用マニュアル」さらには建設業

界団体が作成した手引きなどが整備されている。「建設汚泥再生利用マニュアル」は、従来指針とされてきた「建

設汚泥リサイクル指針」がガイドラインの策定により、内容を刷新してマニュアルとして編著されたものである。

「建設汚泥利用マニュアル」は、地方ごとに組織されている建設副産物対策連絡協議会が作成したもので、公共

土木工事に伴い副次的に発生する建設汚泥の処理にあたっての基本方針、具体的実施手順等が示されている。ま

た、(社)日本土木工業協会では「建設泥土（建設汚泥）リサイクルの手引き」を排出事業者の観点から作成する

とともに、建設汚泥はほとんどの場合、土砂と同様に無機性、無害であるにもかかわらず、法律上は「汚泥」と

されることから、そのイメージを変えるため「建設汚泥」を「建設泥土」に呼称変更することを提唱している。 

条例では、東京都が建設泥土の発生抑制、自ら利用、工事間利用等をより一層促進することを目的に制定した

「東京都建設泥土リサイクル指針（http://000.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/recy/index.html）」のほか、大

阪府を中心とした五府市（大阪府、大阪市、東大阪市、高槻市、堺市）が連携して制定した「建設汚泥の自ら利

用に関する指導指針（http://000.pref.osaka.jp/attach/3228/00000000/odei.doc）」や名古屋市条例の「建設汚泥

の再生利用基準（http://000.reiki.city.nagoya.jp/reiki_int_nfm/reiki_honbun/i5021071001.html）」、福岡市の

「建設汚泥の「自ら利用」に係る事務処理要領」などがあるが、このような条例はあくまでもその地域に限定し

て定められたものであり、その地域の解釈を他の自治体に当てはめることはできないため、基本的には廃棄物処

理法ならびに環境省の通知等を適正に解釈するとともに所轄の環境部局に事前に相談しておくことが肝要である。 

 

5）経済産業省における地域イノベーションの推進施策について 

地域経済の活性化を図っていくためには、地域の潜在能力を結

集してイノベーションを創出し、新事業・新産業を起こすことが

必要である。そのために、経済産業省では地域の産学官ネットワ

ークの強化によるイノベーション創出環境の整備や、地域の産学

官による研究開発等を強力に支援している。泥土リサイクルの促

進は、産業副産物である石炭灰や製紙焼却灰、廃石膏ボード等か

ら再生された製品の利用拡大に貢献するものであり、大いに期待

されている。 

 

6）企業倫理・技術者倫理 

近年、リサイクルと称して実施された泥土処理において、不適切な処理や不適正な管理体制が原因となった不

法処理事案が多数摘発されている。また、前述の通り、中間処理物においてもその利用が低迷していることから、

地域によっては大きな社会問題に発展している。 

これらは、技術面の問題も起因しているが、その多くは営利第一主義とした企業理念が基となって技術者とし

て守るべき規範をないがしろにしたモラル欠如である、いわゆる倫理面の問題が大きく起因している。 

企業に求められる倫理とは、①法令等を遵守すること、②高い倫理観に基づき行動し、社会的責任を果たすこ

とであり、また、技術者に求められる倫理とは「人の道としての倫理」を理解し、それを日常業務に適用する判

断力を養い、かつ実行する決断力を持つことである。 

 

図-10.産学官の取り組み事例 
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［排出事業者の責務と役割］※建設廃棄物処理指針 
 

(1) 建設工事における排出事業者には、原則として元請業者が該当する。 

(2) 排出事業者は、建設廃棄物の発生抑制、再生利用等による減量化に努めなければならない。 

(3) 排出事業者は、自らの責任において建設廃棄物を廃棄物処理法に従い、適正に処理しなければならない。 

(4) 排出事業者は、建設廃棄物の処理を他人に委託する場合、廃棄物処理法に定める委託基準に従い、収集運搬業者

および中間処理業者又は最終処分業者とそれぞれ事前に委託契約を書面にて行い、適正な処理費用の支払い等排

出事業者として適正処理を確保しなければならない。 

 

例えば、中間処理業者に委託する場合においては以下の役割がある。 

・工事場所に近い中間処理業者を選定し、処理方法ならびに処理能力を確認するとともに処理費及び運搬費の妥当性

を検証する。 

・中間処理業者の経営状態を調査し、優良企業を選定する。 

・産業廃棄物処理委託契約書により適正な委託契約を行う。 

・マニフェストにて処理物を適正に管理する。（A～Ｅ票） 

・再生処理後の製品販売状況を確認する。（トレーサビリィティ） 

・必要に応じて処理状況ならびにデッドストック状態を現地確認する。 
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［低入札価格工事における適正処理］ 

 
建設副産物である建設汚泥をリサイクルする場合、原泥自体が廃棄物であることから再生処理した建設汚泥処理土

の将来の安全性が求められる。そこで再生処理を行う者はできる限りリスクをゼロに近づけようと努力するのだが、

リスクを完全に取り除くことは、①技術の限界、②社会的費用の制約、③リスク間のトレードオフにより不可能なこ

とであると、中谷内一也氏が著書『環境リスク心理学』のなかで述べている。 

例えば、コストと品質の相関関係は、排出事業者が自ら処理する場合、あるいは中間処理業者に委託処理する場合

であっても、ある時点からトレードオフの関係が成立する。つまり、どんなに技術革新が進んでも品質を確保したう

えでコストを下げるのには限界がある。そして、限界を超えたものが品質低下を招き、企業はコンプライアンス違反

等の事業リスクを負うことになったり、不法投棄されれば企業存亡の危機にまで発展していく。 

 

また、建設汚泥をリサイクルする場合、原泥そのものが持っているリスクとそれを処理するために使用する固化材

や添加剤等が持っているリスクをできる限り取り除き、土壌環境基準に準じた要求品質を確保しなければならないの

だが、建設汚泥リサイクル技術は地盤改良技術と同じ領域であるように捉えられているためか、その技術が正しく評

価されておらず、その安全性を証明することが難しい。 

 

このようなことから低入札価格工事の場合においては廃棄物・リサイクルガバナンスに基づいた取り組みと技術力

ならびにコストの適正な評価が必要であり、これらが基本となって実施されないと適正処理は難しいと考える。 

 

図-11.環境デフレスパイラル 
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［技術者倫理の観点で考えよう］ 

 
○事実認識の不一致 

「品質管理基準を満足しているので問題はない」 

↓ 

処理したものが法令で定められた許容基準以下であり、公衆の

健康に影響しないことが科学的証明されているならば問題はな

い。しかし、それには科学的事実を技術者が自分自身のものとし

て正しく理解し、技術の細かい点までは理解できない人にもわか

りやすく説明できなくてはならない。結果ではなく過程を重視し

なければならない。 

 

 

 

 

 

○概念認識の不一致 

「処理土を採取して強度確認をしているから安全である」 

          ↓ 

建設汚泥処理土は処理しても産業廃棄物であり、その再生品の

利用に際してはその全量において安全でなければならない。一般

的には管理項目に沿って実施したものは一部のサンプリング結果

にしか過ぎないが、現場において全ての処理土に一様に安全性を

確認することは難しい。しかし、その処理技術の信頼性を確認す

ることはできる。 

例えば、その技術が第三者から判断しても品質の均一性が担保

できる社会的評価を受けたものであることが重要である。（NETIS

や建設技術審査証明等） 

 

○ルールの適用に際して生じる不一致 

「自ら利用しているから問題はない」 

「中間処理業者に委託処理しているからリサイクルしている」 

↓ 

自ら利用は一般的には排出事業者が自ら行えば届出等も不要で実施できるとされているが、地方自治体毎にその解

釈は異なり、事前にそのルールを確認しておく必要がある。（例えば、大阪市、名古屋市、福岡市等では自ら利用であ

っても届出制としている） 

また、排出事業者は中間処理業者に委託をしたものがどこにどのようにリサイクルされているかまでのトレーサビ

リィティを追うことも責務のひとつである。（価格下落により適正処理ができず、利用先がなくなり、不法放置してい

る事例が散見されている） 

 

    
 

 

＜曖昧さの許容＞ 

倫理問題事例は唯一絶対的な解があるわけではない。解の優劣が必ずつくわけでもなく、問題設定の外側にある事

情にも解が影響されるなど境界条件も明確なわけではない。A の方法もあれば B の方法もある。優劣をつけがたいこ

ともある。設計者はその中で最適と思われる判断をし、製品を形作っていく。最終的設計が目標を満たさないときは、

一度選択した方法を変えることもある。倫理問題事例への取り組みもまったく同じである。技術者は最良と考えられ

る対処法を見つけ、実施していかねばならない。もっといい対処法はないか、考えつづけなければならない点も設計

と同じである。まず事実関係をはっきりさせること、なるべく複数の対処法を考え比較すること、事態の変化に柔軟

に対応できるようにしておくことなど、設計との類似点は多い。 

2010 年度の廃棄物処理法の改正では排出事業者責任の強化が中心となっており、企業の CSR が問われる昨今ではコ

ンプライアンスに対して適正に対処していく姿勢が求められており、そのためには正しい知識を持って取り組むこと

が重要であり、本手引き書がその一助となれば幸甚である。 
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2-4.泥土の処理状況 

「建設副産物実態調査」は、建設副産物対策の具体的な政策立案に必要な排出量や再資源化等の動向に関する

実態を把握するため、全国の建設工事（公共土木工事、民間土木工事、建築工事（新築･増改築工事、解体工事、

修繕工事））を対象に、平成 7 年度、平成 12 年度、平成 14 年度、平成 17 年度、平成 20 年度と実施している統

計調査で、国土交通省において、各地方ブロック毎に設置されている地方建設副産物対策連絡協議会等を通じて、

公共工事発注機関、民間公益企業、民間企業の発注工事について、元請業者を対象に調査したものである。平成

24 年度については平成 25 年 4 月現在、調査中である。 

集計されたデータは、図-12 に示す通り建設現場で発生したもののうち現場外に搬出したものに対してであり、

現場内利用については把握されていないため、発生量全数に対しての再資源化実態はわかっていない。 

 

図-12.建設副産物の処理の流れ 

 

1）建設廃棄物の排出量の推移（国土交通省：平成 20 年度建設副産物実態調査） 

国土交通省が実施した平成 20 年度の建設副産物実態調査によると、平成 20 年度建設副産物の全体排出量は約

6,380 万ｔで平成 17 年度に比べて約 1,320 万ｔ減少しており、建設汚泥も 450 万ｔと減少している。また、国土

交通省の発表によると、前回調査（平成 17 年度）に比して建設廃棄物で約 17％減、建設発生土で約 28％減とな

っている。 

品目別建設廃棄物の排出量（国土交通省、平成20年度）

1,9902,610 2,9703,010

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

 3,570

 3,130

3,220
3,5103,530

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

 3,650

 450

750

 850830

建設汚泥

 980

270

290

 340
480

建設混合廃棄物

 950

410

470

460
480

建設発生木材 630

その他 140

130

360

140150

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成７年度 平成12年度 平成14年度 平成17年度 平成20年度

単位：万㌧

 
図-13.品目別建設廃棄物の排出（国土交通省、平成 20 年度）
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2）品目別最終処分量の推移（国土交通省：平成 20 年度建設副産物実態調査） 

建設副産物の最終処分量は全体で 402 万ｔとなっており、品目別の最終処分量を見ると、排出量で 80％を占め

ているアスファルト・コンクリート塊とコンクリート塊を併せた最終処分量は 116 万ｔ（約 29％）となっている。 

一方、建設汚泥（建設汚泥、泥土等）は全体排出量の約 7％に対して最終処分量は 67 万ｔで最終処分量の 6 分

の 1 を占めている。 

品目別最終処分量（国土交通省、平成20年度）

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

建設汚泥

建設混合廃棄物

建設発生木材

その他

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成7年度 平成12年度 平成14年度 平成17年度 平成20年度

単位：万㌧

（Ｈ14）

その他　41

建設発生木材　50

建設混合廃棄物　216

建設汚泥　265

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　87

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　38

（Ｈ17）

その他　55

建設発生木材　44

建設混合廃棄物　212

建設汚泥　192

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　60

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　37

（Ｈ20）

その他　13

建設発生木材　43

建設混合廃棄物　162

建設汚泥　67

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　84

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　32

（Ｈ7）

その他　94

建設発生木材　387

建設混合廃棄物　852

建設汚泥　843

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　1,288

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　684

（Ｈ12）

その他　97

建設発生木材　82

建設混合廃棄物　442

建設汚泥　486

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　133

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　45

 

 

3）建設汚泥の再資源化率推移 

アスファルト・コンクリート塊及びコンクリート塊は前回調査と同様に、ほぼ 100％に近い数値で推移してい

る。建設汚泥の再資源化及び縮減を併せた再資源化率は、図-12 に示す通り、平成 17 年度の 75％から平成 20 年

度は 85％に増加している。その再資源化等率の内訳を見ると、図-13 に示す通り、再資源化施設における縮減が

15％、再資源化施設後再利用が 68％と成っており、建設汚泥の再資源化率、再資源化等率は、平成 7 年度以降上

昇傾向にある。しかしながら、工事間利用については前回調査の 4％から 2％に減少しており、未だに現場での有

効利用は促進されていない現状となっている。 

 

 平成7年

平成12年

平成14年

平成17年

平成20年

再資源化 縮　減 最終処分

70 15 15

30 11 59

6 8 86

図-12．建設廃棄物の品目別再資源化率の推移（国土交通省、平成20年度）

100%0% 20% 40% 60% 80%

48 27 25

45 24 31

 

図-14.品目別最終処分量（国土交通省、平成 20 年度） 

図-15.建設廃棄物の品目別再資源化率の推移（国土交通省、平成 20 年度） 
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4）浚渫土砂の再生利用 

港湾・空港等においては、浚渫土砂の有効利用、舗装撤去材の再生利用、スラグの受け入れなど、リサイクル

型の事業実施を図ってきており、また、それに必要な技術開発が進められ、所要の成果が得られている。 

一方では近年、循環型社会の形成を目指した取り組みが各方面で鋭意検討され、また、各種資材の再資源化の

促進が求められていることから、港湾・空港等においても、関係者間の密接な連携を強化し、より一層のリサイ

クル促進を図ることを目的に、平成 12 年 4 月より「港湾・空港等リサイクル推進協議会」が設置され、リサイク

ル技術指針を策定し、運用されている。 

同じ建設副産物であっても建設発生土として取り扱われてい

る浚渫土砂は、これまでは主に海洋投棄によって処分するか、

あるいは管内・管中混合処理により埋め立て処分されてきた。

しかし、近年、海洋投棄が難しくなったうえ、埋め立て処分す

る場所もほとんどなくなっていることから、陸上への利用が注

目されている。 

浚渫土砂は建設発生土であるが、流動性を呈しているような

状態が多く、その性状によっては建設汚泥の処理技術が適して

いることから浚渫土砂のリサイクル事案にもその技術が要求さ

れている。 

 例えば、名古屋港においては維持浚渫により 130 万 m3／年

もの浚渫土砂がポートアイランドで処理されているが、受け入

れが限界にきており、新たな利用先の検討が進められている。

また、全国の漁港においても同様の維持浚渫が行われているが、

処分地が不足しており、周辺工事への有効利用が求められてい

る。北海道における漁港内浚渫土砂の再資源化実施例を図-17

に示す。 

 

写真-1.グラブ浚渫状況 

図-16.全国での建設汚泥のリサイクルフロー 

図-17.漁港内浚渫土砂再資源化プラント図 
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写真-2.堤防決壊状況 

写真-4.津波による被害状況 

 

写真-3.高含水土砂堆積状況 

5）災害廃棄物の再生利用 

近年、我が国では地震や水害・山崩れ等の甚大な被害を生じ

る災害が多発しているが、それらは、「土」と「水」が原因で被

害となっている。例えば、東日本大震災による津波で沿岸部に

打ち上げられたヘドロの量は、被災地４県で推計最大 1,600 万

ｔに上り、環境省では有害物質を含まない場合は、通常の土砂

として掘削後の埋め戻し利用も可能としているが、ヘドロの処

理は自治体にとって大きな負担となっている。また、平成 23

年 7 月新潟・福島豪雨においては河川堤防が決壊し、広範囲に

わたり市町村が冠水したため、浸水地域は大量の水と土砂によ

り水が引いた後もヘドロが堆積して災害復旧の支障となった

ほか、山崩れ等より発生した震災ダムにおいても同様に、水を

排水した後の堆積土砂が多量の水分を含んでいるため災害復旧

の支障となっている。（写真-2、写真-3） 

東日本大震災においては、分別処理によって得られた資材の

用途が課題になっている。被災地で復興のために必要とされる

資材の量は、切土等の新材だけでは到底補えきれないことから、

がれき由来資材の活用や建設工事に伴う発生土や、スラグ・石

炭灰・廃石膏ボードのような産業副産物を利用することが検討

されている。これらの副産物を利活用することで無用な自然改

変の抑制や、土捨場や最終処分場の容量不足の回避につながる。 

また、がれき由来資材の活用においては、それぞれの自治体

が方針を策定し、再利用するべく取り組んでいるが、その利用

実態は地域ごとに大きく異なっている。 

本協会では、このような状況を鑑み、災害復興においても資

源循環型社会の構築に寄与するために、次の 3 点を提案し、復

興支援活動を支援している。 

 

1.環境省通知による廃棄物に該当しない津波堆積土砂を、地盤材料や植生土壌などとして有効利用した再生製

品の安全性能を吟味・検証する。 

2.再生処理の方法は固化材を用いた安定処理を計画し、使用する固化材等の原料は石炭灰、製紙焼却灰、廃石

膏ボード等の産業副産物を積極的に利用する。 

3.固化材の性能特性と堆積土砂の工学的特性、並びに改良土の要求品質に着目した比較実験を行い、改良・改

質等の製造から利用方法に至るまでの工事仕様を確立し、経済性を含めて技術の有効性を吟味して津波堆積

土砂の有効利用法の具現化を図る。 

 

こうした協会活動が評価され、東日本大震災で発生した膨大ながれきを被災地の復興事業に生かすため、技術

的な課題の解消に取り組むことを目的に発足された産学連携組織「災害がれきと産業副産物のアロケーション最

適化コンソーシアム（がれき処理コンソーシアム）」（東北大学、宮城大学のほか、日本建設業連合会（日建連）
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図-18.がれき処理コンソーシアム 

などの関連団体と、ゼネコン、鉄鋼・セメント関連企業が参加）において、津波堆積土砂有効利用検討部会のオ

ブザーバーとして招聘され、がれき由来土砂ならびに産業副産物等の未利用資源の有効活用を促進している。 

 

 

 

 

現状の復旧作業においては、混合廃棄物として運搬集積し、あとから分別処理を行い再資源化しているが、移

動式の処理装置による技術を導入することで災害発生場所にて要求品質に応じた強度を確保して土砂の代替材と

して再利用することが可能となり、タイムリーな復旧作業が実現できることから、計画的な災害復旧等の緊急的

な泥土処理の活用を期待する。写真-5 に復旧事例を示す。 

 

 写真-5.災害廃棄物を再生利用した復旧事例 
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2-5.建設汚泥の再生利用方法 

建設汚泥の有効利用に際して、建設汚泥再生利用指針検討委員会では建設汚泥リサイクル材の対象ごとに名称

を付して区分を明確にしている。まず、建設汚泥を再生したものを「建設汚泥再生品」と呼び、工作物の埋戻し

や土木構造物の裏込め等における土質材料については「建設汚泥処理土」と称し、個別に市販されているものを

「市販品」として、2 つに大別している。 

建設汚泥処理土についての再生利用上の問題点を同委員会の委員長である京都大学大学院地球環境学堂、嘉門

雅史教授は「建設リサイクル 2006.夏号 Vol.36」の中で以下のように整理している。 

 

（１）建設発生土と有効利用で競合する 

土質特性としては優位性を持つ建設発生土が毎年大量に排出されており、この有効利用がいまだ不十分な

状況にあることから、適用部位によっては競合関係にある。 

（２）有効利用方策が煩雑・不明確なこと 

「自ら利用」の判断や再生利用制度の一つである知事指定制度のうち「個別指定」の運用において自治体

間でのばらつきが見られる。また、再生利用制度において申請から指定・認定までの期間の短縮を求める声

も聞かれ、特に建築工事では建設汚泥は工事の初期段階で発生するものであることから、指定・認定の遅れ

が工程全体に及ぼす影響は極めて大きい。 

（３）再生利用を促進する制度が十分には定まっていないこと 

コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材は指定副産物とされているが、建設汚泥

についてはこれに相当するような再資源化や再生品の利用等、再生利用を促進する制度が十分に定まってい

ない。 

（４）再生利用の意識が消極的な環境部局関係者が多いこと 

発注者、排出事業者、処理業者等を問わず、発生した建設汚泥の再生利用を促進すること、建設汚泥再生

品を積極的に利用すること、そのための適正な費用を負担すること、といった意識が十分に浸透していない。 

 

このような問題を踏まえ、建設汚泥の再生利用を促進するために、建設汚泥処理土の需要先として大きなシェ

アを占めている公共工事において、率先的な利用を図っていくことが必要不可欠であることから、平成 18 年の国

土交通省の通知において、①建設発生土と一体となった工事間利用調整、②リサイクル原則化ルールの導入が示

された。 

建設汚泥を利用するにあたっては①自ら利用、②再生利用制度、③有償譲渡があり、それらを適正に解釈する

ことが重要である。 
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図-19.「自ら利用」における発生場所と利用場所の関係 

1）自ら利用 

建設汚泥の自ら利用とは、改良等により廃棄物を適正に利用できる品質にしたものを排出事業者が自ら使用す

ることをいい、排出側工事の元請業者が排出事業者に該当する。 

現場内での利用を含め、建設汚泥の発生工事とその再生品の利用工事の元請業者（発生工事における排出事業

者である場合に限る）が同一の場合、「自ら利用」が可能である。図-19 に示す 3 つのケースがある。 

 

 

 

 

この自ら利用については、「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について（平成 17 年 7 月 25 日環境省

産業廃棄物課長通知）」（以下、「判断指針」という。）にも示されているとおり、その位置関係は問わないことと

されている。さらに「判断指針」において、「排出事業者が生活環境の保全上支障が生ずるおそれのない形態で、

建設資材として客観的価値が認められる建設汚泥処理物を建設資材として確実に再生利用に供することは、必ず

しも他人に有償譲渡できるものでなくとも、「自ら利用」に該当するものである」とされている。 

自ら利用を行う場合は、利用用途に応じた適正な品質を有していることを客観的に示せるよう、次のような品

質目標の明示と品質管理を実施するなど配慮が必要である。 

①設計図書に品質の具体的な目標値が記載されていること。 

②処理したものの品質を定期的に測定し、記録を保管すること。 

 

また、自ら利用は所轄の自治体への届出を必要としない制度であるが、全国各地で自ら利用と称して違法処理

となるリサイクル事案が散見されており、こうした社会背景から名古屋市や大阪府、福岡市のように条例で届出

を義務づける地域もあるほか、全国のほとんどの自治体ではその実態の掌握と適正処理を指導するために事前協

議としており、自ら利用であっても所轄の環境部局に必ず相談する必要がある。 

条例で定めている地域においては、公共発注機関が主導的に一連の工事においてリサイクルを促進する場合は、

排出工事側と利用工事側の元請が異なっても自ら利用として利用可能としている地域が多く、事業計画策定時に

おいて積極的にリサイクル設計の考え方を取り入れることを切望する。 

 

 自ら利用の不具合事例として、「適切な技術で処理した建設汚泥処理土を自ら利用しているから残土同様に扱っ

ている」とした現場が散見されている。しかし、建設汚泥処理土は適切な技術で要求品質を満足できても有償譲

渡でなければ処理したものであっても産業廃棄物であるため、利用先で余ったものや、利用後に再度不要になっ

たものを残土として利用したり、処分することはできない。つまり、余剰となった建設汚泥処理土は、産業廃棄

物として適正に処分しなければコンプライアンス違反となるのである。 
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2）再生利用制度 

再生利用制度とは、廃棄物の再生利用を促進する目的で設けられた制度であり、①環境大臣による認定（大臣

認定制度）、②都道府県知事等による個別指定（個別指定制度）、③都道府県知事等による一般指定（一般指定制

度）の 3 種類がある。 

このうち、建設汚泥に関して一般指定が行われた事例は東京都以外ではほとんど無い。一般指定は個別案件毎

の申請が不要とされるなど、建設汚泥の再生利用を促進する上では極めて有効な制度であるため、今後は積極的

に行われることを期待したいが、東京都が一般指定できるのは独自に細部に渡って指針を整備しているからであ

り、指針が整備されていない自治体においては難しい。 

 

2）-1 再生利用認定制度（大臣認定制度） 

再生利用認定制度（大臣認定制度）とは、再生利用者（発生工事元請施工者、中間処理業者または利用工

事元請施工者）が環境大臣に申請し、環境大臣が環境省令（施行規則）、告示に定められた基準に従い審査し、

基準に適合している場合に認定するものである。 

認定を受けた者は、許可を受けずに廃棄物の収集運搬、処分（処理行為）を業として行うことができ、ま

た当該廃棄物処理施設を設置することができる。 

これまでスーパー堤防について利用されていたが、近年、その実績はほとんどなく、しかも、震災復興工

事おいて、この制度利用が検討されたが実現に至っていない。 

 

2）-2 個別指定制度 

再生利用の個別指定制度とは、指定を受けようとする者が都道府県知事等に申請し、都道府県知事等が審

査の結果、必要かつ適当と判断した場合に「再生利用業者」として指定するものである。指定を受けた者は、

産業廃棄物処理業の許可が不要となる。ただし、廃棄物処理法の処理基準が適用され、また再資源化施設は

廃棄物中間処理施設の設置許可が必要であるなど、廃棄物処理法の規制の適用が除外されるものではない。 

「個別指定制度」を活用した建設汚泥の再生利用では、「指定」を受けることにより具体的かつ確実な再生

利用のルートを確保することが可能となるため、市場競争力の劣る建設汚泥処理土の再生利用を促進するた

めにはこの方法が極めて有効である。また、この方法を活用した場合には、再資源化した後の「建設汚泥処

理土」について指定を受けた期間内ではストック期間に関する制限を受けないため、ストックヤードとして

の機能を発揮することも期待できる。さらに、行政区域を越えて再生利用することが可能とされており、積

極的な申請・指定が今後行われることが期待される。一般的な指定の範囲と審査の範囲を図-14 に示す。 

また、申請手続きについては、建設汚泥を工事間利用しようとする場合には利用側工事の元請業者が決定

する段階以前に建設汚泥の排出が行われる場合があることから、排出側工事の元請業者が申請に主体的に取

り組むことが望ましい。 

個別指定を受けるためには、産業廃棄物処分業の許可を取得する必要はなく、廃棄物処理法上は下記の条

件にあてはまっていれば個別指定を受けることができる。 

・ 対象産業廃棄物の排出事業者のみからその処理の委託を受けること。 

・ 処理の用に供する施設及び申請者の能力が産業廃棄物処理業の許可の基準に 

  適合すること。 

・ 処理において、生活環境保全上の支障が生じないこと。 

・ 再生利用業が営利を目的としないものであること。 
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・ 欠格要件に該当しないこと。 

建設汚泥の発生から建設汚泥処理物が再生利用に供される場所へ搬入されるまでの一連の範囲を図-20 に、

また、手続きのフローならびに所要日数を図-21 に示す。所要日数については実例に基づいたものであるが、

申請者の提出書類の不具合や行政指導により異なるため、目安としていただきたい。 

 

 

 

2）-3 一般指定制度 

都道府県等内において同一形態の取引が多数存在する場合等について、指定を受けようとする者の申請に

よらず、都道府県知事等が産業廃棄物を特定し、その収集、運搬、処分を行う者を一般的に指定する制度で

ある。 

この制度を活用するために東京都では「東京都建設泥土リサイクル指針」の中に一般指定のルールを定め、

これを元に積極的にリサイクルを促進している。 

図-20.一般的な指定の範囲と審査の範囲 

図-21.個別指定の手続きフローならびに所要日数 

図-21.個別指定の手続きフローならびに所要日数 
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3）有償譲渡 

有償譲渡とは、建設汚泥処理物を他人に有償にて譲渡する行為である。ただし、名目を問わず処理料金に相当

する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する資材の価格や運送費等の諸経費を勘案しても営利活動とし

て合理的な額であること等、その譲渡行為が経済合理性に基づいた適正な対価によるものであることが必要とさ

れる。 

有償譲渡による建設工事での建設汚泥の利用には、以下の 2 つの場合がある。なお、有償譲渡できるものとは、

その利用用途に応じた適正な品質を有するものである。 

 

①一般的な資材として販売されているものを購入し利用する場合 

設計図書に示された要求品質を満足することを確認して購入する。 

②工事間で利用する場合 

販売者は購入者と協議し、適用用途標準に基づき建設汚泥を適切に処理し、要求品質を確保する。 

購入者は、設計図書に基づく要求品質を、販売者に伝達する。 

販売者は品質の検査を行い、処理方法および品質検査実績等を明示した書面を作成し、購入者に報告する。 

③リサイクル資材認定制度 

リサイクル資材評価制度（呼称不定）とは、リサイクル資材についてあらかじめ評価基準を公表し、製造

業者からの申請を受けて、評価基準に適合するものを認定したものを都道府県の公共工事で率先利用する制

度のことである。全国のほとんどの自治体が独自に制定し、取り組んでおり、品目によっては大いに活用さ

れているが、建設汚泥処理土については登録件数も少ないうえに製品の利用実績も少ない。そのため、工事

用の盛土や埋め戻しの土質材料として発生土より優先的に採用していく設計段階での取り込みを行うなど、

制度の運用見直しが必要と考える。愛知県における評価制度の一例を図-22 に示す。 

 

  
図-22.リサイクル資材評価制度の認定例 
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2-6.建設汚泥に関する行政指導 

1）平成 6 年 8 月 31 日 衛産 82 号（資料-1） 

建設工事から排出される建設廃棄物については、排出事業者は元請けとされていたが、本通知により、特定状

況においては協力業者も排出事業者と見なすことができ、この協力業者が建設汚泥を処理した場合、「自ら利用」

のため自ら処理したものとみなされ、産業廃棄物処分業の許可は必要ないとされた。 

しかし、平成 22 年の廃掃法改正においてこの通知の考え方は取り消された。 

 

2）平成 13 年 6 月 1 日 環廃産 276 号（資料-2） 

本通知は「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」を通知したものであり、「建設廃棄物処理指針」

である。本通知により、建設汚泥の取扱いについて定義された。 

 

3）平成 14 年 1 月 17 日 環廃産 29 号（資料-3） 

自硬性汚泥は流動性を呈している状態であれば建設汚泥の処理品目で処理しなければならないことは周知であ

るが、そのまま放置して固化したものについては、多くの現場でがれき類として処理されている。しかし、正し

くは環廃産 276 号にも記載されているとおり、本通知に追加されたコンクリートくずであり、現状ではこの品目

で処理できる業者は少なく、実質は安定型の最終処分場で処分するしかない。 

 

4）平成 16 年 9 月 排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン 

排出事業者の適正処理に向けた取組にかかる支援としては、産業構造審議会廃棄物処理再資源部会企画小委員

会において、平成 10 年に「産業廃棄物排出事業者適正処理ガイドライン」が策定されていたが、その後の廃棄物

処理法改正や不法投棄等の状況、排出事業者の適正処理に係るノウハウの蓄積を踏まえ、廃棄物問題に企業経営

の観点からいかに取組むべきか、という視点から「廃棄物・リサイクルガバナンス」という新しい概念を盛り込

んだガイドラインが策定された。 

 

5）平成 17 年 7 月 25 日 環廃産発第 050725002 号 

本通知により、建設汚泥処理物について廃棄物に該当するかどうかを判断する際の基礎となる指針が示された。 

また、自ら利用においてそれまでは取引価値が求められていたが、必ずしも有償譲渡できるものでなくとも、

自ら利用に該当するとした。（http://www.env.go.jp/recycle/waste/kensetu_tuuti.pdf#search='環廃産発第 050725002 号'） 

 

6）平成 18 年 6 月 12 日 国官技第 46 号 

建設汚泥の再資源化率が極めて低い水準にとどまっていたことや建設汚泥を含む建設廃棄物の不法投棄問題が

依然として全国各地で看過できない状況を受け、平成 17 年 6 月に学識経験者、建設業界、産業廃棄物処理業界、

地方自治体、環境省及び国土交通省等の関係者をメンバーとする「建設汚泥再生利用指針検討委員会」（委員長：

嘉門雅史京都大学大学院教授）を発足し、建設汚泥の再生利用、適正処理を推進するための施策について幅広く

検討を行ってきた成果として、建設汚泥の再生利用に関するガイドラインが策定された。 

ガイドラインには、「建設汚泥の再生利用に関する実施要領」や「建設汚泥処理土利用技術基準」が盛り込まれ

るとともに「リサイクル原則化ルール」では、「経済性にはかかわらず実施するものとする」と明記された。 

（http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/010612_.html） 
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7）平成 18 年 7 月 4 日 環廃産発第 060704001 号 

国交省の取り組みにより、各種公共事業において建設汚泥の再生利用の動きが進むことが期待されることから、

環境省としても建設汚泥の適正な再生利用を促進するため、指定制度の運用に係る基本的な考え方及び再生利用

が確実であることを担保するために都道府県知事等が確認すべき事項をまとめた。 

（http://www.kenpaikyo.or.jp/downloads/hourei_tsuchi_04.pdf） 

 

8）平成 22 年 5 月 19 日 環境省 改正廃棄物処理法の公布 

我が国においては、安全かつ適正に廃棄物を処理することができるような体制を整備すべく、これまで不適正

処理対策を内容とする規制の強化を行ってきたが、巧妙かつ悪質な不適正処理は依然として後を絶たず、また、

廃棄物処理に対する不信感から廃棄物処理施設の立地が進まないといった悪循環が依然として根強く残っている。

一方で、廃棄物の再生利用が進んできているものの、排出抑制や焼却する際の熱回収は不十分な状況にある。 

こうした状況を踏まえ、廃棄物処理に対する国民の信頼を回復しつつ、長期的な廃棄物の適正処理体制を構築

し、循環型社会づくりを進めるため、排出事業者による適正な処理を確保するための対策の強化、廃棄物処理施

設の維持管理対策の強化、産業廃棄物処理業の優良化の推進、排出抑制の徹底、適正な循環的利用の確保、焼却

時の熱利用の促進等を柱とする総合的な対策を講ずることを趣旨とした、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の

一部を改正する法律等」が施行された。 

また、事務連絡として翌 5 月 20 日には、「建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化につ

いて」が通知された。その通知では、「建設系廃棄物については、元請業者から請け負って解体工事等の個別の工

事の作業を行っている一次下請業者、二次下請業者等（以下「下請負人」という。）ではなく、当該工事の全体を

掌握し総括的に指揮監督・管理している元請業者が、排出事業者として当該工事から生ずる廃棄物全体について

処理責任を負うこととするものである」として元請業者の処理責任を明文化している。 

改正法では、建設工事で生じる廃棄物について処理責任を元請け事業者に一元化するなど排出事業者に対して

新たな義務が生じている。例えば、今までは委託契約書とマニフェストという、目に見える形で義務を果たして

おけば良かったところに、「確認」という抽象的な義務が入ってくる。それは努力義務のため怠っても直接的な刑

事罰には結びつかないが、万が一、不法投棄などに巻き込まれた場合に、委託先の処理業者の処理状況を確認し

た形跡が無ければ、委託者の責任を満足に果たしていなかったとみなされ、廃棄物の撤去費用の負担などが求め

られるなど、排出事業者はこれまで以上の社会的責任を負うことを自覚しなければならない。 

 

2010年 産業廃棄物処理制度見直しの

ポイント

＜排出事業者責任をさらに強化＞

①自ら処理の確保としての帳簿の作成・保存

②委託処理の確保としての実地確認

③建設系廃棄物で排出事業者を明確化

④中間処理後物の保管基準の適正化

⑤産業廃棄物処理業者の優良化

⑥廃棄物処理施設の透明化

⑦多量排出事業者処理計画制度の充実

⑧再生利用認定制度の充実

（中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 廃棄物処理制度専門員会報告書（案）抜粋）

 

図-23.産業廃棄物処理制度見直しのポイント 
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2-7.リサイクルが促進されない要因 

1）技術者の誤った技術評価 

自己利益を確保することを目的に法律を拡大解釈して勝手な判断で処理を行ったり、要求品質を安定的かつ継

続的に確保できる技術でないのにもかかわらず再生処理を行うなど、不適正な処理が散見されている。 

これらが見過ごされてきた要因は、法令等の解釈や改良土の品質管理等を適切に指導するための行政および建

設業界の仕組みがないこと、また、技術力が適正に評価されていなくても処理ができる状況であることが挙げら

れる。 

行政および建設業界の仕組みの改善については、国土交通省ならびに環境省が中心となり、是正しているとこ

ろである。また、泥土を適正処理するための技術については、建設機械メーカーがこぞって開発しているが、高

品質のものを安定して改良できるものが少なく、高い技術力が求められる難しい技術であることから、その評価

を適正に判断するための基準が必要である。 

 

＜バックホウによる混合攪拌による不具合事例＞ 

対象土量が少量の場合は、単純にバックホウで混合攪拌することは可

能であるが、同方法では基本的に要求品質を安定的かつ継続的に確保す

ることは困難である。特に建設汚泥処理土は、処理後も産業廃棄物で

あり、一部でも不良なものがあれば全て産業廃棄物として処分しなけ

ればならない。 

 

 

2）環境行政毎の見解の相違 

都道府県においてリサイクルを実施する場合は、事前に各自治体に協議することが求められているが、廃棄物

処理法や環境省の通知等の解釈が自治体によって異なっている（平成 21 年度 建設汚泥リサイクルに関する自治

体へのアンケート調査報告書：泥土リサイクル協会編著）。しかし、指導内容が異なっていることが不適正な処理

となっているのではなく、排出事業者が事前に自治体に相談しないまま、過去の他の都道府県事例等を適用して

勝手な解釈により実施していることが不適切な事例を産み出している。リサイクルを行う場合には、事前に所轄

の環境行政（建設行政ではない）に相談することが肝要である。 

 

＜自治体ごとの指導内容の相違事例＞ 

例えば、公共工事において排出事業者が自ら利用でき

ないため、工事現場外に排出せざるを得ない場合におい

て、その利用先が同一発注者の場合の再生利用制度とし

て環境省が示している方法は、個別指定制度であるが、

大規模都市の自治体においては、自ら利用や一般指定制

度としている。その内容については、それぞれの自治

体毎に条例やマニュアル等で細かく定義しているので

確認されたい。 

 

 

図-24.再生処理の不具合事例 

図-25.再生利用制度の見解相違 



- 31 - 
 

3）建設発生土ならびに建設汚泥のリサイクル低迷 

建設発生土については不適正処理の問題も含めた有効利用に関する課題について、国土交通省における基本的

な考え方、目標、目標を達成するための具体的な施策等を内容とする、「建設発生土等の有効利用に関する行動計

画」が平成 15 年 10 月 3 日に策定され、関係機関で実施されているが、建設工事が縮減された現在では、利用先

が見つかりにくい状況であり、余剰状態となっている。 

この余剰状態を鑑みて建設汚泥処理土の利用先はないとして、発生土の余剰をリサイクルが促進されない要因

のひとつに挙げているが、本来はリサイクル優先ルールに則り、まずは建設汚泥をリサイクルすることを計画し、

有効利用することが社会的に求められているのである。当然、リサイクルを実施した場合、リサイクルした量の

発生土が更に余剰状態となることは言うまでもないが、発生土は産業廃棄物ではないため環境に及ぼす影響は小

さい。（ただし、建設汚泥処理土は「残土」と見なすことはできない） 

一方、建設汚泥リサイクルにおいては、法律だけでなく地方自治体の条例など、上乗せ規制も問題であるうえ、

主要資材の品質規定の硬直化、コストの負担増に対する懸念など、複合的な問題があると考えられる。建設汚泥

も建設発生土もほぼ同じようなものであり、建設汚泥の発生時期と使用時期、発生場所、処理方法、使用場所な

どが合致しないと、再資源化は難しい。そのためリサイクルを促進するためには、官・民あるいは受注者・発注

者を問わず、プライオリティの設定が必要であり、合わせて法令などの柔軟な対応が必要である。 

建設発生土と建設汚泥は使用用途が同一のため、どちらを優先するかは難しい問題であったがガイドラインの

策定に伴いリサイクル原則化ルールが通知されるなど優先順位は明白であり、今後は設計段階においてリサイク

ル設計を考慮することが重要である。 

 

＜リサイクル設計について＞ 

泥土リサイクルを適正に行うためには、事前に泥土性状や現場条件等を把握するとともに利用目的を明確にし、

これらの条件に応じた要求品質等を確保するための施工方法等を選定しなければならない。要求品質とは、利用

用途に応じた品質基準であり、1) 適用用途標準、2) 品質区分基準、3) 環境への安全性（pＨ等）、4) 強度管理

（強度発現）、5) 再泥化等の要求事項が考えられ、事前に利用者側に確認し、設計段階に明確に示しておく。 

 

4）建設汚泥の特性に照らし合わせた適正処理方法の理解不足 

建設汚泥は自硬性汚泥、非自硬性汚泥に分類される。自硬性汚泥は発生した時点では流動性を呈しており「建

設汚泥」であることは言わずもがなであるが、時間経過とともに固化するものである。この固まった状態に変化

した自硬性汚泥の「産業廃棄物の種類」の判断において以下の 3 つの考え方が存在している。 

①排出された時点が建設汚泥ならば建設汚泥 

②コンクリートと同じ状態となるため がれき類 

③コンクリートくず 

正しい解釈としては、平成 13 年 6 月 1 日公布の『建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)』（環

廃産 276 号）第２条第３項の建設廃棄物の種類「解説（７）の建設汚泥の取扱い」の泥水非循環工法の一例（ア

ースドリル工法等）にセメントミルクの固化（非泥状）したものは「ガラスくず及び陶磁器くず」とフロー図に

も記載されているように、③の「コンクリートくず」が取り扱うべき「産業廃棄物の種類」とされている。（2-6.

行政指導について notice2 及び notice3 参照） 

また、工事現場においては原価を押さえるための創意工夫と考えて、硬化したものが相当の強度を有している

という理由から、普通土に混入して埋戻し等の材料として使用している現場が散見されている。固まったものを



- 32 - 
 

適度な大きさに破砕して品質を管理できれば問題はないと解釈されているようであるが、そもそも固まった建設

汚泥そのものの品質は採取位置により大きく異なるものであり、破砕するだけで均一な品質が確保できるもので

はなく、ましてや当該物は自然物たる土砂とは異なるものであり、廃棄物と土砂の混合物として取り扱われたい。

（環廃産発第 050725002 号「第一建設汚泥処理物の廃棄物該当性判断に係る基本的考え方」にも記載されている） 

 

＜自硬性汚泥の誤った処理事例＞ 

例えば、杭工事から発生する泥土は、セメントが多少混ざっていることから天日乾燥によりそのまま利用した

り、強度が不足する場合にはセメント等を添加し、バックホウ等により混合攪拌して利用している場合が多い。

しかし、発生泥土は建設汚泥であり、産業廃棄物であることから天日乾燥する場合は、廃棄物処理法第 15 条の産

業廃棄物処理施設となり、所轄の都道府県知事の許可が必要となる。 

 

 

そもそも自硬性汚泥は、平成 13 年 6 月 1 日公布『建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)』（環

廃産 276 号）の中で「コンクリートくず」として定義付けされている。しかも、固まった建設汚泥の品質は、採

取位置により大きく異なるものであり、破砕するだけで均一な品質が確保できるものではなく、ましてや当該物

は自然物たる土砂とは異なるものであり、普通土と混合した場合、廃棄物と土砂の混合物として取り扱わなけれ

ばならない。 

このようなことから自硬性汚泥を放置して固まったものを適当な大きさに破砕し、普通土に混ぜて埋戻し土と

してリサイクルすることは違法処理と判断されることがある。 

 

 

 

 

 

写真-6.天日乾燥による処理 

写真-7.自硬性汚泥 
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5）建設業の施工体系に沿った自己処理の考え方の見解 

建設業は、発注者から工事を請けた企業（元請け）が多くの協力会社（下請け）とともに工事を履行していく、

発注者→元請け→下請という請負関係にある。 

「自ら利用」は、排出事業者が廃棄物または廃棄物の処理物を排出事業者自身が利用する形態である。「自ら利

用」では、自身が排出した廃棄物を処理するのに基本的に産業廃棄物業の許認可は不必要とされているが、これ

には排出事業者自身が廃棄物を「自己処理」して再生利用するという前提がある。 

そこで建設汚泥を利用する場合、何もしない状態で再生利用することは不可能であるため、機械など使用して

処理する場合、元請職員が直接機械を運転し建設汚泥を処理することは少なく、下請け業者が行っている。しか

し、その場合には｢自己処理｣の解釈が適用されない自治体もあり、注意が必要である。 

また、元請の多くは工事全体を監理しているが、建設汚泥の排出を特定できないようなケースは少ない。しか

し、大規模工事では複数の専門会社が同時に地盤改良を行うこともあり、その場合の自己処理の解釈についても

所轄の環境行政に相談されたい。 

 

6）建設汚泥と軟弱土の処理（改良）技術の技術評価不足 

軟弱土を地盤材料等として再利用するためは、第１～3 種建設発生土相当の品質要求性能を満足する改良土に

改良することとされている。この改良土を生成する「現行技術」として、スタビライザーや自走式土質改良機を

用いてセメント系固化材を添加混合する方法が選定される場合が多いが、この工法は発生土の含水状態が塑性限

界～液性限界にあり、多少なりとも土の骨格構造を有する地盤の改良に適用される技術であり、浚渫工事により

液性限界を越えた場合や掘削に伴い骨格が乱され流動を伴う材料（泥土）を改良（泥土処理技術）するには適さ

ない。従来の機械では攪拌機の構造上、固化材と泥土を均質に混合することは困難であり、改良した場合、生成

された改良土は不均質な大塊状になり、地盤材料として流用するには解砕等の作業が別途必要となることが多い。

また、塊状改良土は、不均質で有るが故、解砕された粒子の品質はバラツキが多く、強度不足や浸水による再泥

化を招来する。 

また、建設汚泥が軟弱土と最も違うのは含水比の範囲が広いことがあげられる。一般的に含水比が高くなれば

なるほどその処理技術は難しくなるうえ、このファクターに加え、土質区分や土質特性（有機質等）が関わるほ

か、要求品質も多様であるため、泥土処理技術は難しいのである。 

このように泥土処理技術を選定するには、「現行技術」の地盤改良技術との比較ではなく、泥土処理としての類

似技術と比較しなければならない。しかしながら、泥土処理技術は再生材料の強度不足や再泥化、さらには土壌

汚染等、克服すべき幾多の課題が提起され、未だ開発途上にある技術レベルであり、「現行技術」として定義され

るような標準的な技術が少ないのが現状である。 

 

＜泥土処理技術について＞ 

泥土を処理する一般的な技術として、①安定処理、②脱水処理、③乾燥処理の 3 つの方法が挙げられる。何れ

の方法もオンサイトでの対応が可能であるが、②、③は比較的広範な施工ヤードを必要とし処理時間も①に比べ

長時間となることから、①の安定処理により改良が採用されることが多い。また、安定処理工法は、軟弱な土に

セメントや石灰等の固化材を添加混合して、土の工学的性質や施工性を改善する化学的な処理技術であるので、

固化材の添加量によって強度の制御が可能であり、要求品質に応じた改良を行うことができ、地盤改良工等でも

多用されている。しかし、上述したように、一般的な軟弱地盤改良工法では砂質土系の泥土に限られ、粘性土系

のように含水比が高い場合には高分子凝集剤の団粒効果を利用することが必要になる。しかしながら、高分子凝
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集剤の添加量は改良土の 1％に満たない添加で効果が期待できる反面、軟弱地盤改良工法では少量の高分子凝集

剤を固化材及び処理土と均一に混合攪拌することは難しく、一般的な軟弱地盤改良とは異なった処理工程と設備

が必要になってくる。 

一方、安定処理で使用する固化材は、セメント、石灰等のほかに、これらを母材としたセメント系固化材およ

び石灰系固化材がある。さらに、両者の機能を合わせたセメント・石灰複合系固化材もある。また、最近では石

膏を母材とした固化材や建設副産物である石炭灰や焼却灰を再生利用したリサイクル型の固化材もある。これら

の固化材の固化特性はその種類や建設汚泥の土質特性により大きく異なるため、要求品質に適合するにはその固

化特性に留意しなければならない 

 

7）建設発生土と建設汚泥の誤った位置づけ 

建設発生土と建設汚泥は、見た目は同じ性状であっても、その位置づけにより取扱い方は大きく異なる。 

例えば、シールドや推進工事により排出される掘削土砂は「建設汚泥」であるが、「残土」として取り扱われ

る事例が未だに全国的に発生している。また、杭基礎から排出される泥土に対しても、工法別に建設発生土と建

設汚泥に分かれて判断されるため、不適正な事例となったケースも発生しており、その取扱いに際しては留意し

ておく必要がある。（1-1.泥土の区分 参照） 

また、ため池の浚渫土砂は、「浚渫」という行為が同じであることから、港湾、河川等の浚渫土砂と同じ建設発

生土であると考えやすいが、行為は同じであっても建設汚泥である。しかし、自治体の環境行政によっては建設

発生土としている地域もあり、その位置づけの判断は難しい。 

 

＜ため池浚渫土砂について＞ 

環境省の指導によれば、ため池は何らかの事業目的で利用されるために人為的に作られたものであるなら、そ

こに堆積した汚泥は産業廃棄物としている。ただし、この場合浚渫等の行為があって初めて産業廃棄物となるの

であり、何もしないままの堆積している汚泥は産業廃棄物ではない。故に、そのまま何もしないままでため池を

埋める場合は、その排出時点の判断が難しいため事前に所轄の環境部局に相談されたい。（環境省 大臣官房廃棄

物・リサイクル対策部の当協会の質疑に対する法解釈指導 2005.11.25） 

 

8）委託処理におけるリサイクル実態の把握（マテリアルフローの情報公開） 

ｐ.20 の図-15 が示す通り、建設汚泥の再資源化率は調査年度毎に高くなっているが、そもそも当該データは建

設汚泥を排出した排出事業者が中間処理会社に「委託処理した率」であり、再生された建設汚泥が新たな資材と

なって使用された率ではない。有価資材となった建設汚泥は、建設残土の市場と重なり、あまり売れないためそ

の多くが「在庫」になってしまい、所有者の中間処理会社が自治体などから撤去を求められるといったトラブル

に発展するケースもある。（図-26 中間処理不具合事例） 

建設汚泥を埋め戻し材などとして再生してもあまり売れない一

つの理由は、現場は建設発生土を優先して使っていることにある。

現場で出た建設発生土は基本的に無料・無処理で、盛り土材や埋

め戻し材として使用できるし、現場内で発生したものだけでなく、

違う現場で出たものを融通してもらう自由度もある。建設汚泥処

理土よりはるかに使いやすいからである。 

 

図-26.中間処理不具合事例 



- 35 - 
 

協会では、2010 年の法改正により、建設汚泥を排出した建設会社は、トレーサビリティを努力義務として課せ

られても履行状況を掌握する手段がないため、義務が徹底されていない現状に鑑み、図-27 に示すような帳票を

作成して、中間処理業者から処理実態を報告させることを推奨している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-27.中間処理物リサイクル報告書 



- 36 - 
 

第２章 技術編 

１．処理方法 

1-1.原泥の性状把握および分類 

泥土はその発生源により性状が異なり、性状の違いにより前処理や処理方法が異なることから、本書ではその

性状分類を以下の通りとした。 

「発生土利用基準」の土質区分基準（p.7 表-1 参照）では、泥土をその性状により泥土 a、泥土 b、泥土 c に

分類しているが、本書では建設汚泥を含水状態および自硬性の有無により非自硬性汚泥（泥水状汚泥、泥土状汚

泥）および自硬性汚泥に、浚渫土砂を泥水状と泥土状に分類している。 

 

 

 

 

1-2.処理方法の選定 

泥土の処理にあたっては、泥土の性状および用途に応じた要求品質を明確にするとともに生活環境に対する影

響等も検討し、目的にあった適切な処理方法を選定する。 

また、建設汚泥処理物については「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」に記載されている通

り、物の性状を判断するに当たっては、品質を安定的かつ継続的に満足するために必要な処理技術が採用され、

かつ処理工程の管理がなされていること等を確認する必要がある。これらの管理項目がひとつでも欠けていれば

それは不適正処理とみなされ、排出事業者責任不履行として罰則が科せられることもあるので留意すること。 

安定処理などで固化材を使用した処理土で、十分な検討を行ったにも関わらず最終的にリサイクルできずに処

理土が残ってしまった場合は、「コンクリートくず」の品目で産業廃棄物として処分しなければならない。処理し

たことにより産業廃棄物としてのラベルが剥がれるのではないので留意すること。ただし、有償譲渡により売買

されたものは有価物となり、産業廃棄物ではなくなる。 

なお、建設汚泥のうち自硬性汚泥については委託処理を行う時点での物の性状により品目が異なるため産業廃

棄物処理業者の選定に当たっては許可品目の確認が必要である。 

図-28.発生源別泥土処理の例 
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1) 泥土の分類からの処理方法の選定 

 泥土の分類と要求品質に応じた標準的な建設汚泥処理フローを図-29 に、浚渫土砂改良フローを図-30 に示す。 

また、建設汚泥は表-3 に示すように、セメント等の混入により自硬性汚泥、非自硬性汚泥に分類され、さらに

性状により泥水状汚泥、泥土状汚泥に区分される。 
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図-29.建設汚泥処理フロー 

図-30.浚渫土砂改良フロー 
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表-3.建設汚泥の分類 

泥水状汚泥 泥土状汚泥

性
状

　含水比が高く、機械式
脱水により減量化が可能
である

　含水比が比較的低く、
機械脱水が困難である

　セメントなどが混入し
ており、放置すれば固結
する

発
生
工
法

主
な

・泥水式シールド工法
・アースドリル工法
・ポンプ浚渫土砂

・泥土式シールド工法
・オープンケーソン
・グラブ浚渫土砂

・高圧噴射攪拌工法
・ソイルセメント壁工法
（SMW工法）
・鋼管ソイルセメント杭

非自硬性汚泥
自硬性汚泥

分
類

 

 

1)-1 泥水状汚泥 

①最初に異物等を除去し、必要に応じて土砂分離により減量化を行う。ここで 75μを超える砂分は土砂とし

て扱うことができる。 

②泥水状汚泥は含水比が高いため、一般に脱水処理を行う。脱水処理方法はその後の処理方法と建設汚泥処

理土の要求品質に応じて選定する。高度脱水処理により直接利用することも可能である。また、脱水処理

後に安定処理を行う場合に含水比をあまり低下させると、改良材の混合効率が悪くなる場合が多い。 

③脱水をしないままで処分する場合は、建設汚泥の品目で委託処理する。 

④脱水した建設汚泥処理土が要求品質を満足しない場合で、第 2 種から第 4 種処理土が必要な場合は安定処

理を行う。安定処理の方法は、要求品質を安定的かつ継続的に満足するために必要な処理技術の中から、

現場の状況に応じて選定する。 

⑤スラリー化安定処理での利用の場合には、脱水処理を行わず利用が可能であるが、粒度調整等の処理を行

い、適切な状態で使用すること。 

 

1)-2 泥土状汚泥 

①最初に異物等を除去する。 

②再利用しない場合は、建設汚泥の品目で委託処理する。 

③泥土状汚泥は一般に機械式脱水が困難であるので、乾燥による処理を検討する。天日乾燥処理は広い敷地

や日数あるいは熱量等が必要となり、現場の条件によって工程や経済性が左右される。また、天日乾燥処

理の場合は、その処理量が 100ｍ3／日を超えるものは産業廃棄物処理施設（廃棄物処理法第 15 条）とな

るため事前に所轄の環境部局と協議しておくこと。 

図-31.建設汚泥のリサイクル 図-32.浚渫土砂の再資源化 
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④乾燥処理を行わない場合や乾燥した建設汚泥処理土が要求品質を満足しない場合は、安定処理等を検討す

る。安定処理の方法は、要求品質を安定的かつ継続的に満足するために必要な処理技術の中から、現場の

状況に応じて選定する。 

⑤スラリー化安定処理での利用の場合には、脱水処理を行わず利用が可能であるが、粒度調整等の処理を行

い、適切な状態で使用すること。 

 

1)-3 自硬性汚泥 

①最初に異物等を除去する。 

②自硬性汚泥は、排出直後は流動性を呈しているが、時間経過とともに固化していく。この場合、流動性を

呈した状態と固化した状態では取扱いが異なるため留意すること。産廃処分においては、流動性を呈した

状態の物は「建設汚泥」として、一方、固化した状態の物は「コンクリートくず」の品目でそれぞれ適正

に処理しなければならない。特に「コンクリートくず」においてはこの品目で許可を受けている産廃処理

業者は少ないため、最終処分場で処分されるケースが多く、処分場の残存容量に負荷を掛けることとなる。 

③自硬性汚泥は流動性を呈した状態で安定処理を検討する。安定処理の方法は、要求品質を安定的かつ継続

的に満足するために必要な処理技術の中から、現場の状況に応じて選定する。また、処理効率を高めるた

めに排出直後に十分に攪拌して均一にしておくことが望ましい。（調泥） 

④固化した状態のものを再利用する場合は、団塊を解砕して粒度を調整してから処理する。しかし、自硬性

汚泥がそのままの状態で固化したものの品質は一様性が無く、安定的かつ継続的に満足するための安定処

理が合わせて必要である。 

⑤自硬性汚泥を天日乾燥と称して自然放置により固化させている事例が見受けられるが、この場合はセメン

ト等の化学反応により固化したものであって、天日乾燥による固化とは考え方が違うものであり、注意す

る必要がある。（天日乾燥とは太陽の熱や風により乾燥させること） 

⑥また、建設汚泥又は建設汚泥処理物に土砂を混入し、土砂と称して利用する事例が見受けられるが、当該

物は自然物たる土砂とは異なるものであり、廃棄物と土砂の混合物として扱わなければならない。（環境省

通達：「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」抜粋） 
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1-3.処理技術 

1) 安定処理 

泥土の安定処理技術とは、「泥土（建設汚泥、浚渫土等）を再資源化するためにセメントや石灰等の固化材を添

加し、任意の強度を持った処理（改良）土を作る化学的処理方法」である。大きく分けて①原位置安定処理（移

動式）、②プラント安定処理（固定式）の 2 つに大別される。 

① 原位置安定処理（移動式） 

原位置安定処理とは、泥土に無機系や高分子系の改良剤とセメントや石灰等の固化材を添加し、移動式の

機械装置で混合攪拌を行うことにより、施工性を改善するとともに、強度の発現・増加を図る処理技術であ

り、固化材や改良剤の添加量によって強度の制御が可能である。高分子等の改良剤は、吸水力と土粒子の凝

集力を併せ持つため、泥土中の水分を吸水しながら土粒子及び固化材を凝集して粒状に改良する材料である。

改良（処理）土は数日～数週間の養生により強固な粒となり、砂等の建設資材の代替材として盛土材や路床・

路盤材などとして利用可能である。 

本処理においては、事前に改良（処理）土の要求品質を考慮して配合設計を行い、処理にあたっては適切

な混合・攪拌・養生を行うとともに必要な品質管理を行う必要がある。 

混合攪拌装置は、連続式の一軸または二軸のパドル混練方式や、バッチ式のスクリュー型混練方式、パン

型混練方式などがある。処理能力は 5～100m3／h 程度であり、40m3／h 程度のものが主に用いられている。 

本工法の特徴と留意事項を以下に示す。 

［特徴］ 

� 改良直後に運搬が可能である。 

� 改良（処理）土を再生利用した地盤は、地山と同様に杭打ちや掘削が容易である。 

［留意事項］ 

� 改良直後の処理物は軟弱であるため、転圧作業などは数日～数週間の養生後に行わなければならない。 

� セメント系固化材を用いた場合には高ｐＨとなることがある。 

� 改良（処理）土からの六価クロムの溶出が土壌環境基準を上回らないことを配合試験時、施工後（火山灰質

粘性土を改良する場合）に確認する必要がある。 

 

② プラント混合固化処理（固定式） 

プラント混合固化処理は陸上設置型と船舶型がある。これらプラント混合固化処理に使用するミキサーは、

泥状を呈する泥土に効力を発揮する機種や固体状の泥土や軟弱土に対して効力を発揮する機種などがある。 

本工法の留意事項を以下に示す。 

［留意事項］ 

� 固化材の添加量によって強度の制御が可能なので、配合試験により適切な配合を選定し、施工に当たっては、

混練・養生を適正に行い、必要な品質管理を実施する。 

� プラント混合方式では一定の範囲内では混練時間を長くすると、固化材が均一に混ざり改良土の強度が大き

くなるが、混練時間を長く取りすぎると改良土の組織が破壊され、逆に強度が低下する場合もあるので注意

が必要である。 

� セメント系固化材を用いた場合には高ｐＨとなることがある。 

� 改良土から六価クロムの溶出が土壌環境基準を上回らないことを配合試験時、施工後（火山灰質粘性土を改

良する場合）に確認する必要がある。 



- 41 - 
 

1)-1 配合設計 

① 固化材および改良剤の選定 

固化材や改良剤の選定に当たっては、建設汚泥の性状、改良土の要求品質、処理コスト、環境安全性等を

考慮する必要がある。 

固化材としては、セメント、石灰の他に、これらを母材としたセメント系固化材および石灰系固化材があ

る。さらに、両者の機能を合わせたセメント石灰複合系固化材もある。固化材および改良剤の詳細について

は、1)-2 で説明する。 

 

② 添加量の決定 

室内配合試験に先立ち、原泥性状を把握するため室内試験を実施することが望ましい。室内試験項目は表

-4 に示すものがあり、必要に応じて実施する。 

施工では、原泥性状を迅速かつ簡便に把握するため、フロー値あるいはスランプで原泥性状を評価する。

写真-8 にフロー値測定状況を、写真-9 にスランプ測定状況を示す。フロー値は写真-8 に示したように、平滑

な盤上に置いたφ80mm×Ｈ80mm の円筒シリンダに試料を満たし、シリンダを引上げ広がった原泥の直径

で求める。室内配合試験を行う前に、含水比ｗ～フロー値 F、含水比ｗ～スランプ S の関係を調べる。これ

らの関係の一例を図-33、図-34 に示す。同図に示すように、ｗ～F、ｗ～S には強い相関関係があり、フロ

ー値やスランプによって原泥性状を迅速に把握することができる。 

 

表-4.原泥性状の把握項目 

項 目 規格・方法 備 考 

含 水 比 JIS A 1203 土の含水比試験方法  

湿潤密度 
2、000cm3の容器に試料を入れその重量を測定し、

重量と容積より湿潤密度を算出 

 

スランプ JIS A 1101 コンクリートのスランプ試験方法  

フロー値 
JHS A 313-1992 エアモルタルおよびエアミルク

の試験方法（シリンダ法）に準拠 

 

土粒子の密度 JIS A 1202 土粒子の密度試験方法  

粒 度 JIS A 1204 土の粒度試験方法  

液性・塑性限界 JIS A 1205 土の液性限界・塑性限界試験方法  

ｐＨ JGS 0211 土懸濁液のｐH 試験方法に準拠  

強熱減量 JIS A 1226 土の強熱減量試験方法  

ブリーディング率 

JSCE-1986 プレパックドコンクリートの注入モ

ルタルのブリーディング率および膨張率試験方法に

準拠 
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写真-8.フロー値測定状況 写真-9.スランプ測定状況 
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図-33.含水比ｗ～フロー値 Fの関係 

（河川浚渫土、砂質土の例） 
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図-34.含水比ｗ～スランプ Sの関係 

（河川浚渫土、砂質土の例） 
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室内配合試験フローを図-35 に示す。同図に示すように、原泥性状を把握した後、高分子凝集剤および固

化材の種類・添加量を選定し、配合試験を行う。 

配合試験では、施工時の原泥フロー値（またはスランプ）を 3 パターン想定し、各パターンにおいて 3 配

合の試験を行うことを標準とする。 

処理土は所定の養生後、コーン指数試験等を実施し、要求品質を確保しているか否かを調べる。また、溶

出試験（土壌環境基準 26 項目）および含有試験も実施することとする。 

 

試料調整

ｗ～Ｓ，ｗ～Ｆ，ｗ～ρｔの把握

高分子凝集剤および固化材の

種類・添加量の選定

試料調整

高分子凝集剤添加・混練

固化材添加・混練

養　生

コーン指数試験等

結果の整理

溶出試験

物理試験等

採取試料

 

 

図-35.室内配合試験フロー 

 

 

 

 

 

等 
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③ 試験結果の整理 

試験後は、室内配合試験報告書を作成すると共に、原泥性状、コーン指数試験等のデータを、図-36 に示

す例のように取りまとめることを標準とする。さらに、同図より原泥性状に対する最適な固化材添加量を求

めることとする。 
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図-36.室内配合試験結果 

（河川浚渫土、砂質土の例） 
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1)－2 固化材 

安定処理で使用する固化材は、セメント、石灰等のほかに、これらを母材としたセメント系固化材および石灰

系固化材がある。さらに、両者の機能を合わせたセメント・石灰複合系固化材もある。また、最近では石膏を母

材とした固化材や建設副産物を再生利用したリサイクル型の固化材もある。主な固化材の分類を図-37 に示す。 

 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

図-37.主な固化材の分類 

 

これらの固化材の固化特性はその種類や建設汚泥の土質特性により大きく異なるため、要求品質に適合するに

はその固化特性に留意しなければならない。各種固化材の固化特性を以下に示す。 
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- 46 - 
 

① セメントおよびセメント系固化材 

安定処理用のセメントとしては、普通セメント、高炉セメントが多く用いられる。これらセメントを固化

材として用いる場合の対象土質は砂質土が主であり、高含水泥状物、高有機質土等の特殊土にはセメント系

固化材が用いられる。 

セメント系固化材には、一般軟弱土用のほか、高含水有機質土用、下水汚泥用、ヘドロ用等があり、高ア

ルミナ質の特殊なクリンカーの使用、成分・粒度の調整、反応促進剤の添加等により、セメント水和物、特

にエトリンガイトの生成を促進し、種々の軟弱土を効率良く安定化するものである。このため、軟弱土に添

加した場合にも大きな強度が得られ、普通セメント等では安定化が困難な特殊土への適用が可能である。ま

た、近年、改良後短時間（数十分～数時間）で安定処理することを目的とした速硬性セメント系固化材や散

布、混合・攪拌時の粉塵の発生を抑えた、発じん抑制型セメント系固化材等が開発されている。 

また、セメント系固化材の使用に際して、国土交通省が通知した「セメント及びセメント系固化材の地盤

改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の措置について」に準拠して、六価クロムの溶出 1)に留意し

なければならない。 

セメント系固化材の主な安定機構を以下に示す。 

� セメント水和物の一種であるエトリンガイト 2)を多量に生成する。エトリンガイトは多量の水を結晶水とし

て取り込み土の含水比を低下させるとともに、土の間隙に針状の結晶が成長し、自由水および土粒子を拘束

する。 

� 水酸化カルシウム、珪酸カルシウム等から溶出するカルシウムイオン（Ca 2+）により土粒子は凝集・団粒

化する。 

� 珪酸カルシウム水和物等のセメント水和物の生成により土粒子相互が結合し、安定化する。 

� 長期材令では、土に含まれる可溶性のシリカ、アルミナ成分が消石灰成分と反応し、不溶性の水和物を生成

（ポゾラン反応 3））することにより強度を高める。 

 
 

[セメント改良土からの六価クロム溶出について]1) 
セメント改良土から六価クロムが溶出するメカニズムは、土とセメントを混合し、固化する過程で、水和

反応によりセメントから溶出した六価クロムが同時に生成する水和物で十分固定できなかった場合に発生

し、火山灰質粘性土に代表される水和物阻害が著しい土を改良した場合に土壌環境基準を超過して溶出する

場合があると考えられている。 

土の中にも三価のクロムはあるが、三価のクロムは非常に安定したものなので、三価のクロムが六価のク

ロムになるためには大きなエネルギーが必要とされる。セメントはその原料に石灰石や粘土などを使用する

ため、それら原料中にクロムが含まれており、製造過程において高熱で焼かれるために三価のクロムが酸化

されて六価のクロムとなり、セメント中に含有されることになる。 

通常のセメント改良では水和反応が十分に行なわれれば、六価クロムもセメントの水和物中に固定され溶

出しないが、一部の土では、水和反応を阻害するものがあり、このような場合にセメント改良土から六価ク

ロムが溶出する場合がある。 そのため石灰の場合は、このような六価クロムを含んでいないのでほとんど溶

出しない。 

なお、セメント改良土からの六価クロム溶出に関する検討報告書「セメント系固化処理土に関する検討最

終報告書(案）」が次の国土交通省のホームページに掲載されている。 

六価クロムが溶出するとされている土は、殆どが火山灰質粘性土の改良土である。報告書ではこのような

土に関して溶出が起こるメカニズムに注目しているわけだが、六価クロムは還元されやすく、植物の腐植等

を多く含む土等では、植物のフミン酸やタンニンなどが還元性を有しているため、このような腐植等により

六価クロムが容易に還元され三価のクロムになってセメントの水和反応が阻害されても六価クロムの溶出が

抑制される。セメント改良土の六価クロム溶出抑制の一手法として高炉セメントＢ種を使用するのも、高炉

セメントに含まれるスラグの硫黄分が還元剤として働くためだと考えられている。また、植物の腐植は重金

属類と錯体を形成して不溶化する効果もあるという文献もある。 

いずれにしても、土の雰囲気が還元状態か酸化状態であるか、土の持っている有機物の腐植の状態、土粒

子の吸着特性や還元性を有する鉄などの含有の有無、セメントの六価クロム含有量等様々な要因が絡まって

溶出したり、しなかったりする。よって、溶出しにくいとか溶出しやすいということは土と固化材の組合せ

で大体分かるが、どのような組み合わせにおいても 100%溶出しないと言うことがいえないため、セメントお

よびセメント系固化材で改良するときには事前に配合試験をして六価クロム溶出の有無を確認すること。 
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[エトリンガイト]2) 
セメントの水和反応により、生成される水和物の名称である。 

他の水和生成物には、モノサルフェート、ハイドロガーネット、C-S-H、Ca(OH)2 などがある。エトリンガ

イトの構造は、{Ca6[Al(OH)6･24H2O]
6+}からなるコラム部分と SO4

2-四面体と水分子からなるチャンネル部 分

からなる。また、Ca2+、Al3+、SO4
2- が核種と置換することが報告されている。  

土と混合すると水和反応により速やかに針状のエトリンガイト（３CaO・Al2O3・３CaSO4・３２H2O）を生成

する。このエトリンガイトが粘土粒子を架橋し強固な骨格を形成させ、土を迅速に固化させる。さらに、カ

ルシウムシリケート水和物などが、この架橋をより強固なものにする。 

軟弱土・建設発生土の改良、汚泥・底質の固化処理など、幅広い用途に対応可能である。 

 

[ポゾラン反応]3)（pozzloanic action） 
天然産及び人工のシリカ質混合材をポゾランと総称しており、フライアッシュもポゾランの一種である。

可溶性シリカが水酸化カルシウムと反応し、不溶性で硬化するシリカ質化合物を生成する反応をいう。 

普通ポルトランドセメントが水和した場合には、水酸化カルシウムが生成され、この水和物が長期間にわ

たり間隙水の pH を 12.5 程度に維持する。このため、ポゾラン材料（石炭火力発電所から発生するフライア

ッシュ）を添加することにより、水和初期において水酸化カルシウムの生成を低減させ、かつ生成されるカ

ルシウム珪酸塩水和物（C-S-H ゲル）のカルシウムとシリコンのモル比を低減させている。 

 

② 石灰および石灰系固化材 

安定処理に使用される石灰としては、生石灰および消石灰がある。一般には生石灰がよく使用され、対象

土は粘性土が主である。高含水比泥状物、高有機質土等の特殊土に使用されることは少ない。 

生石灰の主な安定機構を以下に示す。 

� 生石灰は、土中の水と反応して消石灰を生成する。この反応は大きな発熱をともない水を蒸発させ、土の含

水比を低下させる。 

� 生成した消石灰より溶出するカルシウムイオン（Ca 2+）により土粒子が、凝集・団粒化する。 

� 長期的には石灰と土粒子の可溶性シリカ、アルミナ分が消石灰と反応し、不溶性の水和物を生成（ポゾラン

反応）することにより強度を高める。 

この他にはセメント系固化材と同様に、各種の添加材を加えた石灰系固化材がある。これらはいずれも石

灰が有する土質安定処理効果 4)に加えて、エトリンガイト等の生成を促進することにより特殊土への適用性

を高めたもので、対象土質によって各種の製品がある。さらに、粉じんの発生を抑えた、発じん抑制型石灰

系固化材も開発されている。 

 

 

[石灰系固化材による土質安定処理効果]4） 

 含水比の低下 

生石灰は土中の水分と反応して消石灰を生成する。 

   CaO + H2O → Ca(OH)2 + 280kcal/kg 

この反応によって生石灰質量の 32%の水分が消費され、含水比は低下する。また、反応時に発熱して水分を

蒸発させるとともに土の温度が上昇し、石灰と土の結合作用を促進させる。 

 塑性の低下 

微細な土粒子の多くは、負に帯電して互いに反発している。この状態に石灰を添加すると、石灰中のカル

シウムイオン(Ca2+)が土粒子を結合して粒子間 の反発力は弱くなる。このため土粒子は集まって大きくなり、

土性が改善される。 

 ポゾラン反応による強度の増加 

カルシウムイオンを結合した土粒子は、アルカリ雰囲気中でさらに石灰と反応して安定した結晶鉱物を生

成する。この反応はポゾラン反応と呼ばれ長期にわたって進行する。そして反応生成物は結合体となって土

の強度を増加させる。 

 炭酸化反応による強度増加 

石灰が土中の炭酸や炭酸ガスと反応して固結化する。 

   Ca(OH)2 + H2CO3 → CaCO3 + 2H2O 
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③ 石膏系固化材 

気硬性石膏中の半水石膏が二水石膏に変化して中性領域で固化する。このため、処理土も中性である。ま

た、固化反応が早く数 10 分で反応が終了するため泥土を短時間で処理することができる。更に、重金属等の

有害物を含まないため環境にやさしい材料である。処理土は、土地造成等の埋め戻しとして再利用されるほ

か植生土壌としても使用することができる。 

また、石膏単体の固化材では、一般的にその強度は低いほか、水にさらされた場合再泥化してしまうため、

近年、石膏系固化材の強度を改良した、弱アルカリ系の固化材が開発されている。これはスラグ等を用い弱

アルカリ性にすることでホゾラン反応により強度が増加させ、石膏のｐＨ緩術作用によりｐＨは速やかに中

性領域に低下する。更に、重金属も含有しない。処理土は路床、路盤材等への埋戻し材のほかピートモス等

の材料と併用することで植生土壌としても使用できる。 

 

＜除塩改良剤としてのセッコウ適用性について＞ 

従来，農地の除塩対策は図-38 の手順で行われている。（農林水産省－「農地の塩害と除塩」抜粋） 

 

 

一般に，耕土を形成する粘土粒子は負の帯電状態にあり，耕土に海水などが浸水すると，粘土コロイドに

Na イオンが吸着して塩類が集積され植物の生育阻害の原因となる。このため，灌漑用水が豊富な地域では，

用水の供給と排水による循環により塩類を除去することが最も経済的であり確実な方法であるとされている。

しかし，用水が十分確保できない場合には，Ca イオン源の改良剤を散布し，イオン交換作用の効果を利用し

土壌コロイドに吸着した Na イオンを除去することが不可欠であるとされている。すなわち，Ca 資材の施用

は土壌コロイドのカチオン吸着特性が，Ca>Mg>K>Na であることに起因している。 

 

図-38.除塩の作業手順 

図-39.イオン交換 
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直接的な Ca イオン源として利用される改良剤は，塩化カルシウム（CaCl2・2H2O），天然石膏，リン酸石

膏，脱硫石膏，リサイクル（廃石膏ボード）石膏，石灰（CaCO3）が挙げられる。塩化カルシウムは高い溶

解性を示し，石膏などより効果的であると言われているが，効果が一時的な期間に限られる。また，石灰は，

使用量によってはアルカリ土壌に生成する可能性があり，溶解度，利便性などの観点から石膏（以下，セッ

コウ）を改良剤として選定することは少なくない。しかし，国内では土壌が酸性化していることもあり，石

灰を施用している場合が多い。 

一方，セッコウについては天然石膏なるものはほとんどないが，リン酸石膏や脱硫石膏等の副生石膏や大

量に発生している廃石膏ボードをリサイクルした再生石膏が豊富にあることから，セッコウは石灰に比し，

除塩効果が高いうえに原料コストが安い改良剤である。 

石灰による改良は改良土壌のｐＨがより高アルカリ域に変化するとともに，改良土壌が硬くなってしまう

が，セッコウは改良土壌のｐＨを変化させないうえ，改良土壌を適度な団粒状態にすることができる。 

しかしながら，石灰ならびにセッコウ等，いずれの改良剤を用いるにせよ，重金属類などの不純物が含ま

れることがあり，これらを使用して食糧を供給することを考えると，植物中（可食部）における重金属の評

価も必要である。また，これらの改良だけで除塩効果があるものではなく，リーチングも併せて実施する必

要がある。 

 

④ リサイクル型固化材 

最近では、循環型社会形成の観点からその利用が求められている各種焼却灰（石炭灰や製紙スラッジ焼却

灰等）や廃石膏ボードを利用した固化材の開発が進められているが、製品の安全性を確認するために、①受

け入れ規準、②承認された規格、③指定された用途、④添加要件、⑤記録運営（トレーサビリィティ）等の

品質プロトコルにより、非廃棄物製品として識別する必要がある。 

リサイクル型固化材について以下に示す。 

 

 石炭灰（フライアッシュ）系リサイクル固化材 

石炭灰は、それ自体水硬性を持たないが、セメントを混入して使用すると、セメントの水和過程で

生じる水酸化カルシウムと徐々に反応して安定なケイ酸カルシウム等の化合物を作るポゾラン反応

を示すため、長期にわたり強度が増加し、水密性や耐久性が向上することが知られている。 

 製紙スラッジ焼却灰系リサイクル固化材 

紙パルプ製造過程で排出される製紙スラッジ（製紙粕）は、焼却により製紙スラッジ焼却灰として

安定化・減量化され、一部はセメント材料として有効利用されているが、残りは埋立処理されてきた。

しかしながら、適地の不足や環境保全等によって、新たな処分場の確保は困難な状況にある。また、

資源の有効利用や環境保全に資するため、資源のリサイクルを推進することが必須となっている。 

製紙スラッジ焼却灰は非常に軽く、嵩高で吸水性が高いという特徴を持っており、その特性を利用

した固化材が開発されている。 

 廃石膏ボードリサイクル固化材 

近年、廃石膏ボードの処分が大きな社会問題となっており、その再資源化技術が開発されている。

この廃棄された石膏ボードを紙と石膏に分離したうえで、石膏のみを粉末化して 130～150℃程度で

熱処理すると半水石膏（焼石膏）になる。この半水石膏が適量の水と混合すると化学反応が起こり硬

化するという特性を利用した固化材の開発が進められている。 
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石膏は中性であり、従来利用されてきた強アルカリ性のセメント系固化材や石灰に比べ環境面にお

いて優しい材料となる。しかしながら、硫化水素の発生や原材料に混入しているフッ素の含有等の問

題 5)があり、その検証を行うことが必要である。 

 

[廃石膏ボードのリサイクルの課題]5) 
廃石膏ボードから分離した石膏粉を用いて建設汚泥や軟弱地盤の固化材などの土木資材として使用する場

合、土壌汚染のリスクを考える必要がある。 

石膏の環境面に与える影響について配慮が必要なものとして、①アスベスト②重金属類の溶出③フッ素化

合物の溶出④硫化水素の発生が知られている。アスベストは過去の一時期ごく一部の特殊製品のボード用原

紙にアスベストが含まれていたことがあるが、製造された年月日などで特定が可能であり、(社)石膏ボード

工業会のホームページにも情報開示されているため対応は可能である。また、重金属類も製造年月日と製造

場所で同じく特定が可能で対応可能である。硫化水素の発生は石膏が水中で一部融解して生成した硫酸イオ

ンが嫌気条件化で硫酸還元菌によって還元され、硫化水素が発生するものであるが、硫化水素発生の条件の

解明やその対策技術の開発がいくつか行われている。その結果、水はけの良い箇所や通気性の良い条件では

硫化水素の発生が見られないことや、鉄系の化合物を添加することにより硫化水素を難溶性の硫化鉄として

安定させることが出来ることが示されている。 

一方、フッ素化合物の溶出については、環境省の調査においても廃石膏ボードを土木資材へリサイクルす

る場合の技術課題となっており、その対策が望まれている。石膏ボードの原料は天然石膏と各種産業から副

生された化学石膏であるが、後者の石膏にはフッ素化合物が含まれているものがある。これは、各種産業の

使われる原料中に含まれるフッ素化合物が石膏に移行するためである。例えば、リン酸製造においてはリン

鉱石を硫酸で分解し、リン酸液と石膏が得られるが、そのリン鉱石はフッ素アパタイトを主成分としている。

リン鉱石を分解したときフッ化物イオンは得られる石膏に移行する。また、排煙脱硫石膏は火力発電所等で

石炭や石油の燃焼による排ガスに石灰等を反応させ硫黄酸化物を吸収除去して得られる石膏であるが、石炭

中に含まれるフッ素化合物が石膏に移行する。現在では石膏の晶析技術の進展や洗浄工程の導入などで石膏

中のフッ素化合物の含有量は低減しているが過去に製造された石膏ボードには比較的高濃度のフッ素化合物

が含まれているものもある。したがって、フッ素化合物を含む石膏を原料とした固化材を建設汚泥や軟弱地

盤に用いると、土壌がフッ素化合物で汚染される危惧がある。 

 

このような背景から、協会の会員企業においては廃石膏に含有されているフッ素の溶出を抑制できる技術

開発を進めてきた結果、ある種のリン酸カルシウム塩を最適な条件で混合することで不溶化できる技術が確

立され、平成 22 年度には「Ｆクレスト」として商品化されている。 

 

 

⑤ 耐有機性固化材の適合性 

セメントによる固化は、多くの土質に対して適用できるが、対象土がフミン酸あるいはフルボ酸などの有

機物を多く含む場合には、水和反応が阻害されるため、セメントや消石灰では改良効果が小さいといわれて

いるが、耐有機性固化材としてのセメント系固化材は、比較的大きな強度発現が期待できる。 

一般に、土と石灰の反応においてはポゾラン反応が強度発現の主体であるのに対し、土とセメントの反応

では強度発現に寄与するポゾラン反応の役割が比較的小さく、セメントの水和反応ならびに水和生成物によ

る接着作用が強度発現に最も大きな比重を占めていると考えられる。 

普通ポルトランドセメントあるいは高炉セメントと比較して、最も特徴的なセメント系固化材の化学組成

としては、多量の三酸化硫黄（SO3）を含有していることである。SO3は半水石膏（Ca SO4・0.5H2O）あるいは

二水石膏（Ca SO4・2H2O）の形で含まれている。石膏により多量の水と結合した鉱物を生成する。 

よって改良材選定に際しては、改良対象土の腐食酸量などや改良材の CaO 含有率・SO3含有率・SAC 含有率・

セメント係数など、さまざまな指標を使って配合試験前の段階で効率的に行うことが重要である。 

� 高有機質土 6)の場合は、CaO が 55％以下、SO3が 6％以上の固化材が高強度を示す。 

� 原則として SO3が 10％以上で、CaO が 57％以下または SAC 含有比率が 0.29 以上を満足する固化材を使

用するのが適当である。 

� 腐植酸量とフルボ酸量により、SAC 含有比率およびセメント係数を考慮した改良材の選定ができる。 

ここでいう SAC 含有比率、セメント係数の定義は以下の通りである。 

SAC含有比率＝（SO3＋Al2O3）／CaO） 

セメント係数＝比表面積／比重 
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[高有機質土の定義]6) 
従来、高有機質土（泥炭）、火山灰質粘性土（関東ローム）、まさ土およびしらすが特殊土として取り扱わ

れてきた。 

 農業土壌学の分野では、ドイツの区分に基づいて有機物含有量が 50％以上のものを泥炭、20～50％のもの

を亜泥炭と呼んでいたが、最近では 20％以上のものを泥炭と呼ぶ傾向にある。 

 地理学的な観点では、粘土のような鉱物質や火山噴出物などがほとんど混入しないもののみに泥炭という

用語を当てている。土粒子などが混入するが、有機物含有量が 50％以上のものについては、粘土質泥炭、砂

質泥炭、火山灰まじり泥炭などと呼び、有機物含有量が 50％以下の場合には、泥炭質粘土、有機質粘土、植

物まじり粘土などと呼んでいる。 

 土質工学標準用語集では、高有機質土を「多量の有機物を含む土」、泥炭を「低湿地に生育した植物が低温

で嫌気性の環境下に堆積してできた高有機質土」、黒炭を「高有機質土の中で嫌気性の分解が進んだ黒色土」

と定義している。 

 

 以上のように高有機質土および泥炭の定義や説明は分野によって様々であるが、従来の経験や農業土壌学

の例にならって、20％以上の有機物を含んだ土を高有機質土あるいは泥炭といったほうが一般的である。 

 また、泥炭は有機物の蓄積性が高く、重量に対して 10～30 倍の水分を保持できるため土壌改良資材として

利用できるが、酸性を示すため pH を 6～7 程度に調整する必要がある。 

 

 

1)－3 改良剤 

安定処理とは異なるが高含水建設汚泥の塑性化による早期場外搬出のために土質改良剤を用いる場合がある。

改良剤には無機系や高分子系の改良剤（以下、高分子凝集剤）の他にペーパースラッジ焼却灰や古紙を主材料と

したものがある。 

 

① 高分子凝集剤 

高分子凝集剤の効果 7)は混合後ごく短時間（30 秒～1 分程度）で得られるが、その強度は低い。近年では

これと固化材を併用した処理方法が多数開発されている。 

 

 

[粒状化原理]7) 
高分子凝集剤の添加により、高分子中の吸着活性基が静電気力および水素結合により土粒子に吸着し、粒

子間架橋作用により団粒化構造を形成すると考えられている。高分子凝集剤による粒状化の概念を図-24 に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-40.高分子凝集剤による粒状化の概念 
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高分子凝集剤の安全性についてはその毒性が問題となる場合があり注意が必要である。ポリアクリルアミ

ド系高分子凝集剤の毒性については 2 種類あり、未反応のアクリルアミドモノマーの毒性とカチオン性ポリ

アクリルアミドによる魚毒性が挙げられる。それぞれについて以下に説明する。 

 アクリルアミドモノマーの毒性について（高分子凝集剤環境協会：「高分子凝集剤の安全性について（カチオン編）」） 

ポリアクリルアミド系高分子凝集剤は、有毒とされるアクリルアミドモノマーを原料として使用す

るので同様に有毒であると疑われることがあるが、モノマーとポリマーは化学的に異なる物質であり、

ポリアクリルアミド系高分子凝集剤は基本的に安全な化学薬品であるというデータが多く示されて

いる。 

また、未反応のアクリルアミドについては、製品中に 0.2％以下となるよう高分子凝集剤懇話加盟

会社（現在は高分子凝集剤環境協会）が自主規制を定めている。特に水道用では 0.05％以下と定め

らおり、浄水場で継続して使用されている実績を考慮しても、現在の溶出値であれば問題ないと判断

できる。 

 カチオン性ポリアクリルアミドの魚毒性について 

（高分子凝集剤環境協会：「高分子凝集剤の安全性について（アニオン・ノニオン編」） 

カチオン性のポリアクリルアミドに魚毒性があると言われている。これは、淡水中での魚のえらから分泌され

るアニオン性の物質とカチオン性ポリアクリルアミドが結合して不溶化の物質となり、えらを閉塞して呼吸がで

きなくなるためであることがわかっている。従って、アニオン性・ノニオン性のポリアクリルアミドであれば魚

毒性はない。ただし、カチオン性のポリアクリルアミドでも海水中では問題はないとされている。 

 

② その他改良剤 

ペーパースラッジ焼却灰を主原料とした改良剤を使用する場合は、改良土が再泥化するため、降雨等の水

の侵入に対して注意が必要である。また、古紙を主原料とした改良剤を使用する場合には、改良土の密度が

小さくなるため、その改良土を河川堤防等、重量が重要となる構造物に適用する場合には注意が必要である。 

 

③ 高機能フッ素処理剤 

廃石膏ボードに含有しているフッ素不溶化において、リン酸カルシウムに着目した不溶化技術が開発され

ている。生体内では、種々の化学プロセスが選択的かつ高効率に進行しているが、その中でフッ素化合物は、

生体内で歯や骨などの硬組織に選択的に沈着することが知られている。これは硬組織の主要無機成分である

水酸アパタイトが種々のイオンとイオン交換しやすい結晶構造を有することに起因していることから、この

反応を環境中の低濃度フッ素化合物に適用して、従来処理が困難とされていた石膏や汚染土壌中のフッ素化

合物等への適用を可能とした国内初の薬剤である。 
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1)－4 混合 

建設汚泥と固化材や改良材の混合状態は改良強度に大きく影響することから、できるだけ均一な混合を行える

方法を選定する。また、選定にあたっては、処理量、処理ヤード、処理コスト等を考慮する必要がある。 

① 原位置安定処理（移動式）の場合 

原位置安定処理（移動式）の概要を表-5 に示す。改良深度が最大で 4ｍ程度であり改良深度が大きい場合、

層別に順次改良する必要がある。用途としては軟弱な地盤に対するトラフィカビリティ確保の場合が多い。 

 

 

 

 

表-5.原位置安定処理（移動式）概要（1/2） 

表-5.原位置安定処理（移動式）概要（2/2） 
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② プラント混合固化処理装置の場合 

プラント混合方式は混合性能に優れることから、品質のバラツキが少ない改良土を得ることができる。 

バックホウ、クラムシェル等は、一般に混合性能が悪く、いわゆる混合ムラを生じやすい 8)ので十分に注

意して混合する必要がある。これらの土工重機を使用する場合には、混合装置を組込んだバケットアタッチ

メント等の混合性能の良いものを使用することが望ましい。 

なお、プラント混合方式では一定の範囲内では混練時間を長くすると、固化材や改良剤が均一に混ざり改

良土の強度が大きくなる傾向があるが、長すぎても練り返しにより泥状に戻るため混合時間について事前に

確認することが望ましい。また、土工重機による方法の場合は固化材や改良剤の性能を十分発揮させるため、

固化材や改良剤の散布後すみやかに混合を行う必要があるが、この場合固化材等の飛散に留意すること。 

例として粒状固化処理工法の施工概念図を図-41 に、施工フロー図を図-42 に示す。 

各工程の概要は下記のとおりである。 

1) 原泥の性状によっては前処理として貯泥・調泥を行う必要がある。例えば地盤改良工事等から発生した

ブリージング率の大きな泥土を改良する場合は、含水比を低下させることを目的に貯泥（固液分離）す

るとともに、処理土の品質向上を目的にローター付スケルトンバケット等を用い調泥（撹拌作業）を行

う。 

写真-10 に泥土の調泥状況、写真-11 にローター付スケルトンバケットを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 泥土供給装置（泥土ホッパー）への泥土の投入は、通常、バックホウにて行う。泥土に 50mm 以上の礫等

が混入している場合は、分級機（振動フルイ、トロンメルスクリーン、スケルトンバケット等）を用い

て礫等を除いた後、投入する。 

3) 泥土ホッパーに投入した泥土を、泥土供給装置（スクリューフィーダ）により特殊連続ミキサーに定量

供給する。 

4) 定量供給された泥土は、高分子凝集剤、固化材の順で定量添加され、移動翼と攪拌翼を持つ特殊連続ミ

キサー内で連続的に混練・搬送され、処理土としてベルトコンベアで排出される。 

 

 

 

 

 

 

写真-10.泥土の調泥状況 写真-11.ローター付スケルトンバケット 
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図-41.粒状固化工法施工概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-42.施工フロー図 
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施工管理においては以下の点に留意する必要がある。 

1) 処理能力 

処理機を選定するにあたっては、原泥が排出される工事（発生源）の 1 日あたりの発生量を適切に把握し、

その量に余裕を持った処理機を選定することが肝要である。 

2) プラントヤードの大きさ 

プラントヤードには処理装置の他、貯泥槽、ストックヤード、材料搬入ルート等を考慮し大きさを検討す

る必要がある。泥土の排出量が多い場合や、含水比の調整が必要な場合は、別の貯泥槽（調泥槽）の確保が

必要となる。 

3) 貯泥槽 

連続的で均一な処理土を得るために泥土の含水比を極力一定に調整する必要がある。また、高含水の泥土

の場合には、固液分離（貯泥）により高分子凝集剤および固化材の添加量を低減することが必要である。 

4) 調泥槽 

調泥方法は、素掘りによるピットまたは水槽に貯泥して上水を除去した後、攪拌機能付バッケットを装着

したバックホウにて均一に攪拌（調泥）する。大きな異物は、事前にスケルトンバッケトを用いて除去する。 

上水を排出する際は、排出先の処理基準を満たし、排出する。 

5) 振動フルイの必要性 

泥土供給装置および特殊連続ミキサーの構造上、礫や異物等が多く混入している場合には、振動フルイを

設置して除去する必要がある。異物は産業廃棄物処理基準に基づき処理する。 

 

 

［現場強度と室内強度の比較］8) 

地盤改良マニュアルによれば、バックホウやスタイビライザー等を用いた原位置混合では、現場と室内で

得られる強度比（現場／室内）は平均的に 0.5 程度であるとしている。これは、攪拌性能による混合程度の

相違と養生温度の相違に起因する強度の差、および改良区域での土質のバラツキや含水比の相違による現場

強さの変動により生じるものと考えられており、室内配合試験時には、（現場／室内）強度比の逆数を割り増

し係数とし、添加量を決定するよう規定している。 

図-43は、河川浚渫土の処理土におけるコーン指数の経時変化を、実機による結果（実線）と室内配合試験

の結果（破線）を対比し示したものである。同図に示すとおり、本工法における（現場／室内）強度比は、

ほぼ 1.0 に近い結果が得られており、混練性能の高いミキサーの使用、調泥作業による土質性状のバラツキ

の抑制、フロー管理による固化材添加量の適正化等による成果と考えられる。 
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図-43.河川浚渫土における処理土コーン指数経時変化 
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1)－5 養生 

ガイドラインでは、「処理土を盛土等に利用するまでの間、貯蔵（仮置き）する場合は、品質が低下しないよう

適切な対策を講じるとともに、周辺の環境に影響を及ぼさないように留意すること」と示されている。 

具体的には、固化材を添加した場合のまだ固まらない改良土は、固化材の反応の進行が妨げられないように所

定の期間養生を行い、養生の際には、直射日光等による過度の乾燥、雨水等による改良土の流出を防ぐため、屋

根やシート等で覆っておくことが望ましい。 

再資源化の方法によっては処理土のｐH が高くなることがあるが、このような場合は表流水、侵出水が公共用

水域へ流出しないように排水処理や盛土等の設計上の配慮（覆土、敷土等）を行うこと。 

また、仮置き養生を行う前に運搬する場合、運搬時における強度を確認する場合には、固化材を添加混合して

から運搬までの時間を考慮して初期養生の時間を設定し、ときほぐして試験を行う。 

なお、貯蔵（仮置き）をする場合は、廃棄物処理法 施行規則第 8 条の産業廃棄物保管基準 9)に基づいて計画

するとともに堆積場の面積が 1,000m2 を超える場合は、大気汚染防止法に基づき所轄の自治体に届けでなければ

ならない。（自治体によっては上乗せ規制で 500m2 以下の場合もあるため要事前相談） 

 

 

［廃棄物処理法 保管基準］抜粋 9) 

① 保管施設により保管すること。 

② 飛散・流出しないようにし、粉塵防止や浸透防止等の対策をとること。 

③ 泥水が生じる恐れがある場合にあっては、当該泥水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するた

めに必要な排水溝等を設け、底面を不透水性の材料で覆うこと。 

④ 悪臭が発生しないようにすること。 

⑤ 保管施設には、ねずみが生息し、蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。 

⑥ 周囲に囲いを設けること。なお廃棄物の荷重がかかる場合には、その囲いを構造耐力上安全なものと

すること。 

⑦ 廃棄物の保管の場所である旨その他廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板が設けられて

いること。掲示板は縦及び横それぞれ 60cm 以上とし、保管の場所の責任者の氏名又は名称及び連絡先、

廃棄物の種類、積み上げることが出来る高さ等を記載すること。 

⑧ 屋外で容器に入れずに保管する場合、廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配 50％以下、

廃棄物が囲いに接する場合は、囲いの内側 2ｍは囲いの高さより 50cm 以下、2ｍ以上内側は勾配 50％以

下とすること。 

 このほか、建設廃棄物の保管にあたっては以下によること。 

⑨ 可燃物の保管には消火設備を設けるなど火災時の対策を講ずること。 

⑩ 作業員等の関係者に保管方法等を周知徹底すること。 

⑪ 廃泥水等液状又は流動性を呈するものは、貯留槽で保管する。また、必要に応じ、流出事故を防止す

るための堤防等を設けること。 

⑫ がれき類は崩壊、流出等の防止措置を講ずるとともに、必要に応じ散水を行うなど粉塵防止措置を講

ずること。 
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2) スラリー化安定処理 

スラリー化安定処理とは、土砂や泥水等を主材料とし、セメント等の固化材を混練することにより流動性を有

するスラリー化安定処理土(流動化処理土等)を製造する処理技術である。スラリー化安定処理土はまだ固まらない

コンクリートのようにポンプやアジテータ車などから利用位置に流し込んで施工することができ、建設発生土の

有効利用を目的として開発された。 

スラリー化安定処理土の主な特徴を以下に示す。 

� 打設時締固めを必要としない。 

� 高い流動性を持つので狭隘な空間でも容易に埋戻しや充填が可能。 

� 配合を調整することにより任意の強度が得られる。 

� 浸透水による浸食が生じにくく、地盤の空洞化防止に効果がある。 

スラリー化安定処理による代表的な工法に流動化処理工法がある。また、流動化処理土に気泡を加え軽量性を

付加したものを気泡混合土工法という。 

これらの製造に用いる泥水に建設汚泥を利用することによりコストダウンが期待できる。また、建設汚泥の性

状によっては直接固化材を混練しての利用も可能である。 

① 流動化処理工法 

スラリー化安定処理工法の代表的工法である流動化処理工法は、主材料である土砂に調整泥水（または水）

とセメント等の固化材を混合して練ることにより流動化させ、まだ固まらないコンクリートのようにポンプ

やアジテータ車などから流し込んで施工する工法である。 

流動化処理土の利用用途としては、 

� 都市土木における地下道、地下鉄、共同溝などの狭隘な部分の埋め戻し 

� 地中埋設管等の埋め戻し 

� 舗装や構造物の下等に生じた空隙・空洞の充填 

� 廃坑等の埋め戻し 

� 水中での盛土 

� 擁壁橋台等の裏込め 

� 地盤沈下等で建築物の床下に生じた空洞の充填 

など、狭い作業空間で締め固め機械による満足な転圧が不可能な場合におこなわれる。 

流動化処理工法の一例としてＴＡＳＴ工法の施工工程を以下に示す。製造工程概要図を図-44 に、プラン

ト機械構成図を図-45 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-44.製造工程概要図 
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1) 泥土供給 ： 原料になる発生土・泥土を、分級機ないし解泥機に投入しベルコン等で特殊連続ミキサー

に発生土・泥土を定量供給する。 

2) 固化材添加： 特殊連続ミキサーに、水（または泥水）及び固化材（セメントなど）を定量供給する。 

3) 混練作業 ： 投入された、原材料（発生土・泥土）に水（または泥水）及び固化材（セメントなど）を

添加・混練後、特殊混和材を添加・混練する。 

4) ポンプ圧送： 特殊連続ミキサーにて混練された流動化処理土は、ポンプ車などに投入され圧送する。 

5) 打設   ： 所定の場所まで送られた流動化処理土を打設する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-45.プラント機械構成図 

 

② 気泡混合土 

気泡混合土工法は、土に水とセメント等の固化材を混合して流動化させたものに、気泡を混合して軽量化

を図った土に処理するもので、施工はポンプ圧送による流し込みによる。通常の土砂に比べて軽量なので、

地盤などに与える荷重を軽減させることができる。 

気泡混合土の主な特徴を以下に示す。 

� 気泡量などを調整することにより、湿潤密度が 0.6～1.2ｔ/m2 程度の範囲で設定できる。 

� 高い流動性を持つので狭隘な空間でも容易に埋め戻しや充填ができる。 

� 配合を調整することにより任意の強度が得られる。 

� 裏込めに砂を用いた場合より、擁壁に作用する水平土圧を低減できる。 

� 透水係数が小さく、止水性が高い。 
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3) 脱水処理（一般論） 

 脱水処理とは建設汚泥から水を絞り出す、あるいは乾燥させることによって、含水比を低減し土の力学的性

質を高める技術であり、従来から建設汚泥の減量化のため等の目的でおこなわれていた。工法としては機械力

により強制的に脱水する機械式脱水処理と、重力などを利用して脱水する自然式脱水処理とに大別できる。 

図-46 に代表的な脱水処理方法を示す。 

                 

脱水処理     

 機械式脱水    

  真空脱水   

   ベルトフィルター  

  加圧脱水   

   フィルタープレス  

    普通タイプ 

    高圧タイプ 

    真空併用タイプ 

   ロールプレス  

   ベルトプレス  

   スクリュープレス  

  遠心脱水   

   スクリューデカンタ  

 自然式脱水    

  袋詰脱水   

  水切り 他   

図-46.代表的な脱水処理 

 

① 機械脱水 

機械脱水は、これまで下水処理分野で広く扱われている技術であり、プラント内の機械を用いて脱水する

技術で、ほとんどの機種で高分子凝集剤等の添加剤を用いる。 

フィルタープレス工法はバッチ式の処理で、バッチ容量の規格も多数存在するので選定の幅も広い。添加

剤は任意であり、透水係数が低い場合、脱水時間の短縮を目的としてセメント等を少量添加することがある。

砂分を含むとスラリーポンプのシャフト内に砂が詰まり脱水の障害となる場合があること、また濾布等の磨

耗を防ぐため、分級処理し砂分を取り除く必要がある。写真-12 にシールド工事用泥水処理プラント、写真-13

に大型オートフィルタープレスを示す。 

ベルトプレス工法は連続式であり、ドラムプレス工法（高度機械脱水処理）と一組として利用する場合が

多い。あまり高い圧力をかけることができないので、高圧フィルタープレス並みの脱水を行う場合、脱水速

度をかなり落とす必要がある。添加剤として高分子凝集剤を必ず添加する必要がある。砂分があっても凝集

剤によりフロックを形成させるため、問題とはならない。 

機械脱水における一般的な脱水処理では第 4 種（qc＝200ｋN/m2）程度までの改善が可能なものが多く、

直接土質材料として利用するのは困難な場合が多いため、安定処理等や乾燥等の処理を行った後利用される。 
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摘要土質としては以下の通り。 

・加圧脱水系 

   フィルタープレス工法：75μｍ以下（砂分は事前に除去が必要） 

   ベルトプレス工法  ：5ｍｍ以下程度 

・真空脱水系       ：5ｍｍ以下程度 

・遠心脱水系       ：5ｍｍ以下程度 

   

写真-12.シールド工事用泥水処理プラント         写真-13.大型オートフィルタープレス 

 

② 高度機械脱水処理 

高度機械脱水処理とは、脱水処理土として第 3 種建設発生土レベル（qc＝400ｋN/m2 以上）まで改良が可

能な技術であり、直接土質材料として利用可能となる。高度機械脱水処理に使用される脱水機には、打込み

圧を従来のものより高めに（1.5～4.0Mpa）、また濾過室を薄層にしたり、真空圧を併用しセメント等の固化

材を凝集剤に使用できるフィルタープレス等が開発されている。 

脱水土の品質、対象土量、施工性にもよるが、高度機械脱水処理はプラント式が多く、このため仮設にか

かるコストが割高となる傾向があり、安定処理に比べて高価となりやすい。 

 

③ 自然式脱水 

自然式脱水としては、袋詰脱水処理工法、底面脱水、トレンチ工法等が挙げられ、自重圧密により含水比

の低下を促す技術である。 

袋詰脱水処理工法は含水比の高い土を大型の袋に充填して盛土として利用するものである。特にスラリー

状の土に対して有効である。大型の袋では、盛土とする位置で袋にポンプで充填しそのまま路体等に使用で

きる。また、補強土工法と同じように袋材が補強効果を発揮する。 

底面脱水及びトレンチ工法は、砂質土などの粗粒土を対象として行われる。 

 

4) 乾燥処理 

乾燥処理とは建設汚泥から天日や熱風などのエネルギーを用いて水分を蒸発させる技術である。 

乾燥処理した処理土の品質は、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 qu＝200kN/m2 程度

までである。 

なお、汚泥の乾燥施設であって、１日当たりの処理能力が 10m3（天日乾燥施設にあっては、100m3）を超える

ものは、廃棄物処理法 第 15 条の産業廃棄物処理施設に該当するので都道府県知事の許可を受けなければならな

い。 
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① 天日乾燥処理 

薄く敷き均して天日に暴露することにより自然乾燥を行う方法である。 

天日乾燥による脱水法はⅰ)労働集約型である、ⅱ)天候に左右される、ⅲ)悪臭が発生することがある、ⅳ)

乾燥汚泥の性状をコントロールできない、ⅴ)広い土地が必要である、ⅵ)乾燥に長い期間を要するなどの問題

がある。 

乾燥を促進するためには、定期的に天地返しを行って曝気を促進したり、一定間隔にトレンチを掘って重

力脱水と併用する方法などがある。 

② 機械式乾燥処理 

建設汚泥が少量の場合は、熱風等による機械式乾燥処理技術もある。 

 

5) 粒度調整 

粒度調整には、細粒分の多い建設汚泥に粒度構成の異なる砂等を混合して粒度分布や含水比を低下させること

により締固め特性を改善する物理的な方法と、粒状固化工法等の安定処理により細粒分を粒子結合させる化学的

方法が挙げられる。 

前者による場合は、建設汚泥と粒度構成の異なる砂等との適正な混合比率を室内配合試験を行い求め、ミキサ

ー等によるプラント混合や油圧ショベル等を用いた現地での実証実験を行い利用用途の品質を満足することを確

認しておく必要がある。 

なお、シルト、粘性土、有機質土、火山灰質粘性土が対象となるが、含水比が高い場合には改良対象土より多

量の粒度構成の異なる砂等が必要となるので適用しにくいとされている。 

一方、後者の安定処理による粒度調整において、粒子結合の程度は添加する固化材の量や養生条件に支配され

また転圧により粒子破砕が生じる。 

ここで河川浚渫土を粒状固化処理工法で処理し、処理土の盛土材流用への適否を検討した事例を以下に紹介す

る。図-47 に浚渫土と改良土の粒度分布、図-48 に処理土の工学的分類結果（三角座標）を示す。 

図-47 は、浚渫土と改良土の粒度曲線を比較し示したものであり、改良土は、締固め前後の粒度曲線を併記し

た。図には河川堤防の材料として用いる場合、浸水、乾燥によりクラックの生じやすい粒度分布範囲と透水性を

粒度組成から評価する場合の粒度範囲を網かけで表示した。これによると、クラックの生じやすい粒度範囲にあ

る浚渫土が、半透水性～不透水性材料に改良され、これを締固めると不透水性を呈する材料へと変化することが

わかる。 
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図-47.浚渫土と改良土の粒度分布 
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図-48.原泥と改質土の工学的分類（三角座標） 

6) 高度安定処理  

高度安定処理とは建設汚泥にセメントや石灰等の固化材により性状を化学的に改良する安定処理を行うに際し、

プレスやオートクレープ養生等の補助手段を併用して、高強度の固化物を製造する処理技術である。 

高強度を得るために様々な工夫がなされており、現在行われている技術の概要は以下のようである。 

① 建設汚泥に脱水等の前処理を行い、固化材と高分子系の添加剤を加え混合した後、高圧プレスで板状に成

形後破砕し、養生して固化物を製造する技術。1 ヶ月の養生後、粒径別に分けて製品とする。製品の形状

は、礫状から砂状、粉体となる。固化物の用途は路床や路盤材等に用いられる。固化物の物理性状例を表

-6 に示す。 

表-6.物理性状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 含水比の高い建設汚泥に固化材を混合した後、４ＭＰa の高圧のフィルタープレスで脱水して養生した固

化物を破砕して粒状物を製造する技術。固化物の特性は前記の技術とほぼ同じである。固化材の使用量に

より強度が変化し、圧縮強さは数百～2 万ｋN/m2 程度である。 

 

7) その他 

その他の主な処理技術として焼成処理がある。これは建設汚泥を前処理工程として脱水、造粒、乾燥を行った

後、利用目的に応じて成形したものを 1,000℃程度で焼成する処理技術である。このように焼成処理されたもの

（焼成材）は、適度な細孔による空隙を有し、かつ粘土粒子どうしが強固に結合しているため、高強度・軽量性・

保水性などの特徴を有している。 

以上の特徴から、焼成材は第１種処理土に相当する利用用途に適用できるほか、ドレーン材、骨材、緑化基盤

材、園芸用、舗装ブロック等、幅広い分野で商品化ざれている。 
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1-4.排水処理 

工事区域からの排水は、周辺水域への影響がないよう、関連法令を遵守し、適切な処理を施す必要がある。 

泥土を処理する工程ならびに処理土や改良土を利用する工事の施工中に降雨等があると、一般の土砂による施

工と同様に表流水が濁ったり、アルカリ性を呈したりすることがある。このため、工事区域内の工事用排水や雨

水等は、排水溝等により集水し、該当する水質基準を満足しない場合には凝集沈殿処理や中和処理等の排水処理

を行うことが必要となる。 

工事完成後には、処理土や改良土に十分な覆土等の対策を行うことにより排水処理は不要となる。 

排水処理が必要な場合、次の項目について調査し、排水処理施設の計画・設計を行う。 

� 工事区域の条件（年間降雨量、最大降雨強度、集水面積、流出係数等） 

� 放流水域に関わる排水基準値、環境基準の設定状況 

� 処理施設設置位置の状況（地形、敷地面積、周辺家屋等） 

特に、処理土や改良土による盛土工事における排水処理としては、土粒子等の除濁および、中和処理が主体と

なり、そのために除濁設備および中和処理施設が必要である。 

アルカリ性排水の中和処理は、硫酸や炭酸ガスによる方法があるが、建設工事では処理の簡便性から炭酸ガス

による中和が広く用いられている。 

炭酸ガスによる排水処理フローを図-49 に、また、ハイブリッド汚水処理装置を写真-14 に示す。 

 

図-49.炭酸ガスによる排水処理フロー 

 

写真-14.ハイブリッド汚水処理装置 
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1-5.処理土ならびに改良土の中和処理 

1) 中和処理 

自硬性泥土や石灰系固化材・セメント系固化材で固化処理された処理土は、pH12 以上の強アルカリ性を示す。

これらの処理土を利用する場合、上述の通り、一般的には良質土を-30cm 覆土することで周辺環境へのアルカリ

の影響が防げるとされている。 

しかしながら、利用箇所が公共水域に隣接する場合や処理土を用いて緑化する場合には、アルカリ性泥土を中

和処理する必要が生じる。また昨今では、泥土のリサイクルにあたり pH 値を規定している自治体もある。 

 

1)-1 中和処理方法 

pH とは、液中の水素イオン濃度の逆数を常用対数で表したもので、数値が「1」異なると水素イオン濃度が 10

倍、「2」異なると 100 倍の濃度差があることを示している。従って中和対象となる泥土（固化処理土）の pH が

高いほど中和処理に要する中和剤の使用量は増大することになる。経済的な中和処理の方法としては、中和処理

前に曝気養生を実施しアルカリ性泥土の pH を低減させておく方法がある。曝気養生作業を実施するためには、

泥土を仮置きし攪拌するためのヤードと一定の養生期間（3～6 週間程）を確保することが必要条件となる。曝気

養生を実施した場合、中和剤使用量は 1/2~1/5 程度まで縮減可能となる。 

 

① 作用（炭酸化） 

泥土中に含まれる強アルカリ物質である水酸化カルシウムを大気や雨水中の二酸化炭素と反応させ中性域

の炭酸カルシウムに化学変化させることで泥土の pH 値を低減させるものである。泥土中の水酸化カルシウ

ム全量が炭酸化するわけではないので、曝気養生後は pH9.5~10.5 の範囲で安定することが多い。 

         Ca(OH)2＋CO2⇒CaCO3＋H2O 

② 曝気養生作業（前処理） 

アルカリ性泥土と大気を接触させるための作業。大きな土塊は細かく破砕し、バックホウなどで混合攪拌

する。このとき仮置きされた泥土内部と外側の泥土が入れ替わるよう、天地返しの要領で攪拌すると良い。

曝気の効果は、攪拌頻度が多いほど、養生期間が長いほど、気温が高いほど pH 低減効果が大きくなる。 

 

泥土発生 粒状固化処理 曝気養生（前処理） 中和処理 

図-50.中和剤使用量の低減例 
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1)-2 中和改良の目標 pH 値 

pH 値に関する規定は「環境基準」に定められている。これによればアルカリ水の公共水域への流入について

pH8.6 以下（海域の場合は pH9.0 以下）とするよう求められている。土壌の場合、浸透水や表流水がこれに該当

するため、中和処理の目標とする pH 基準は pH8.6 以下とすることが多い。緑地や植生のためには pH7.5~8.0 以

下とすることが望ましい。これは pH8.0 付近において植物の必須養分であるリン酸やミネラル類が不溶化するた

め、これ以下にする必要があるからである。 

 

1)-3 中和曲線試験（中和剤配合試験） 

中和剤の添加量を把握するために実施する。曝気養生した土壌試料に対し中和剤の添加量を変え、それぞれの

pH 値が安定したときの値と中和剤添加量をグラフにしたもので、当該泥土を任意の pH 値まで中和処理するため

に必要な添加量を把握することができる。 

アルカリ土壌に中和剤を添加した場合、直後の pH 値は非常に低い値を示すが、徐々にリバウンドし 4～10 日

経過時点で安定することが多い。中和試験にあたっては各試料の pH 値を経時的に測定し、安定したときの pH

値を採用することが重要である。 

 

1)-4 中和処理における留意点 

① 重金属溶出試験 

泥土のリサイクルは土壌環境基準を満たしていることが前提である。土壌中の重金属類は pH の変化に応

じて挙動が変化するものがある。泥土を中和する場合、アルカリ領域で不溶化していたものが中性域で溶出

するといったリスクがある。このため、中和曲線試験で得た中和剤の添加量を加えた現場の土壌試料を用い

重金属の溶出試験を実施し、安全性を確認する必要がある。 

② コーン指数（または一軸圧縮試験） 

中和処理に伴い硬化体の一部が壊れるなど、泥土の強度が若干低減する場合がある。シビアな強度特性を

要求される場合には、中和処理後の強度試験を実施し所定強度を有するかどうかを確認しておくことが望ま

しい。 

③ ｐＨ値のリバウンド 

施工時の品質管理にあたっては、pH 値のリバウンドに配慮する必要がある。中和剤の添加量は中和曲線試

験においてリバウンド後の安定した pH 値を採用し決定されたものである。従って、処理直後の pH 値は想

定よりも低い値を示すが、徐々にリバウンドし想定した pH 値で安定する。品質管理にあたっては、少なく

とも 3～4 日以上経過した時点で pH 値を確認する必要がある。 

④ 中和と塩類濃度 

中和反応は「アルカリ＋酸＝塩類生成」に示すとおり、土壌中に塩類を生成する。市販されている中和剤

の中には中和反応に伴い生成された塩類を難溶性の塩とすることで、土壌中に溶け出さないよう工夫されて

いるものもある。土壌中の可溶性塩類が増えると浸透圧の影響で植物が吸水阻害を引き起こし枯死すること

がある。中和処理土を緑化や農地嵩上げ材として利用する場合には、このような中和剤を用いることが望ま

しい。 
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［建設汚泥のｐＨ特性について］ 
建設汚泥のような高含水の泥土をリサイクルする場合の品質規定は、国土交通省にて「建設汚泥の再生利

用に関するガイドライン」が策定されているが、その運用は各自治体それぞれの考え方にて進められている。

特に、自治体によっては環境基本法に基づく生活環境保全上の品質基準としてｐＨを規定しているが、建設

汚泥処理土の多くはｐＨが高い（強アルカリ性）ため、これが原因にてリサイクルできていない場合がある。 

本文は、このようなリサイクル促進の低迷要因の一つとなっている建設汚泥のｐＨ特性が強アルカリ性域

に偏ってしまう理由が、発生源ならびに改良行為に起因していると考え、このことを整理し考察するもので

ある。 

 

まずは発生源に起因するものとして、地盤改良工事やＳＭＷ造成工事から発生する排泥を例に考察する。

これらの排泥は、原位置土にセメント等を大量（500kg／m3程度）に混入攪拌されたものの余剰物であること

から、強アルカリ（10～12 程度）である。このようなｐＨの高い泥土（以下 原泥という）を中性域の処理

土に生成する方法としては、原泥の水洗いと分級装置による土砂の分別後、残渣を脱水装置で処理する方法

と、原泥に硫酸バンド等の酸化剤を混合し中性化を行った後、中性域の固化材で改良する方法が一般的であ

る。しかし、前者は大掛かりな設備（中間処理施設）が必要でスペース的に発生現場内処理が難しく、後者

は処理に手間が掛かるうえ処理コストも大幅に上がり経済的なリサイクルができないことなど、現実的なも

のではない。 

 

次に改良行為に起因するものとして、シールド工事などから発生する掘削土砂（以下 廃泥という）を例

に考察する。これらの工事から発生する排泥は通常中性域にあるが、高含水で強度はないことから運搬やリ

サイクルのために、セメント、石灰、石膏などの材料を単体あるいは組み合わせた固化材を混入し強度改善

が図られている。そもそもセメントの歴史を紐解けば、5000 年前にピラミッドの建造に使用した石膏と石灰

からはじまり、1800 年代に発明された今日のポルトランドセメントにより、広く普及されており、セメント

が強アルカリ性を呈することは周知の事実である。また、石灰も主成分が炭酸カルシウムであり、セメント

と同様に強アルカリ性を呈している。一方、石膏は同じカルシウムの化合物ではあるが、石灰とは異なり中

性である。排泥を固化するために使用する固化材は、これらの材料が持つ特性を活かし、様々な組み合わせ

で製造されるが、前述のような性質から組み合わせられた固化材の特性はアルカリ域であり、中性の固化材

としては石膏の単体使用だけしかないこととなる。 

ここで、排泥を固化した改良土を利用するには、多くの場合第 2 種処理土以上の品質が要求されるが、こ

のような高い品質を確保するにはセメント系固化材を使用し、セメント系の反応によりエトリンガイトを生

成させ、ポゾラン反応により改良することで長期に亘り強度を増加させるとともに、水密性や耐久性を向上

させる考え方が一般的である。一方、石膏は水を加えると固まる性質を利用して固化させることはできるが、

長期に亘る強度増加や水密性や耐久性を向上させることは難しいと考える。つまり、石膏系の単体使用では

排泥そのものの水分を抜いた強度に期待するしかないうえ、耐久性や再泥化について課題が残ることとなる。

しかし、そのような改良土であっても土壌材料のように強度は要求されず、ｐＨ特性（中性域）を制限され

るものが利用先である場合には適している。 

 

以上のように、発生源ならびに改良行為による固化特性から「建設汚泥の改良土は強アルカリ性を呈して

いる」ことが多いのである。よって、ｐＨに対する環境保全対策等を講じることは重要事項ではあるが、単

純に中性域での使用条件規定はコストや技術においてマイナス面が多くリサイクル促進に歯止めを掛けるこ

ととなるため、処理土そのものに中性域としての制限をするのではなく、国土交通省が「建設汚泥処理土利

用技術基準」で「表流水、浸出水が公共用水域へ流出しないように排出処理や盛土等の設計上の配慮（覆土、

敷土等）を行うこと。」としているように、利用時において考慮（利用目的に対する要求品質）すべきことと

しなければ建設汚泥リサイクルの促進は難しいと考える。 
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1-6.中間処理業者への委託処理 

排出事業者が産業廃棄物の処理（収集運搬又は処分）を他人に委託するときは、次の委託基準にしたがって、

許可を持っている処理業者へ適正に委託しなければならない。 

また、発生から最終処分が終了するまでの一連の行程（図-51.委託処理の流れ）における処理が適正に行われ

るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

なお、産業廃棄物の中間処理を委託する場合は、中間処理物が適切にリサイクルされていること、ならびに中

間処理後の残渣物が産業廃棄物として最終処分されたことを確認しなければならない。 

委託の流れ
　契約（書面） 契約（書面）

契約（書面） 　　マニフェスト交付
　マニフェスト交付

（排出事業者の確認義務）

排出事業者 収集運搬業者 中間処理業者 最終処分業者
廃棄物 廃棄物 中間処理

廃 棄 物

 
 

1) 委託の基準 

1)-1 委託基準 

 (1) 委託しようとする内容がその事業の範囲（取り扱う産業廃棄物の種類、積替え又は保管の有無、処分又

は再生の方法）に含まれている者に委託すること。産廃情報ネット（http://000.sanpainet.or.jp/）や、許

可証等により確認のこと。また、現地確認により施設（埋立の場合は残存容量）を確認のこと。 

  ①産業廃棄物の収集運搬     → 産業廃棄物収集運搬業許可業者 

  ②   〃   の処分     →   〃  処分業許可業者 

  ③特別管理産業廃棄物の収集運搬 → 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可業者 

  ④   〃       の処分 →   〃      処分業許可業者 

 (2) 委託契約は次の必要事項を満たした書面により行い、許可証等の写しを添付すること。（収集運搬業者、

処分業者の各々と二者契約によること。ただし、双方の許可を持っている場合はこの限りではない。） 

  ①委託する産業廃棄物の種類及び数量 

  ②産業廃棄物の運搬の委託 

   ア 運搬の最終目的地の所在地 

   イ 積替え又は保管を行うときは、その場所、保管できる産業廃棄物の種類、保管上限 

   ウ 安定型産業廃棄物の積替え又は保管を行うときは、他の廃棄物との混合及び手選別の許否 

  ③産業廃棄物の処分又は再生の委託（中間処理産業廃棄物が発生する場合は、最終処分について同様に記

載すること。） 

   ア その処分又は再生の場所の所在地 

   イ その処分又は再生の方法 

   ウ その処分又は再生に係る処理能力 

  ④委託契約の有効期間 

  ⑤契約金額（適正な委託金額） 

  ⑥委託者である産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の事業の範囲 

  ⑦委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報の提供に関する事項 

図-51.委託処理の流れ 
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   ア 性状及び荷姿 

   イ 腐敗、揮発等の性状変化 

   ウ 他の廃棄物との混合等の支障 

   エ 廃パソコン、廃テレビ等の廃棄物に日本工業規格 C0950 号の含有マークが付されていれば、その表

示 

   オ 石綿含有産業廃棄物が含まれている場合はその旨 

   カ その他取り扱い上の注意 

  ⑧委託契約の有効期間中に⑦の情報に変更があった場合の情報の伝達方法に関する事項 

  ⑨業務終了時の報告に関する事項 

  ⑩委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項 

   なお委託契約書は 5 年間保存すること。 

 

1)-2 再委託基準 

 (1) 再委託しようとする場合には、再委託先の氏名又は名称等及び再委託の内容が事業の範囲に含まれてい

ることを確認し、書面によりあらかじめ排出事業者の承諾を受けること。（承諾書は 5 年間保管のこと） 

   再委託承諾書の記載事項：①委託した産業廃棄物の種類及び数量（石綿含有産業廃棄物を含む場合はそ

の旨） ②受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号 ③承諾の年月日 ④再受託者の氏名又は名称、住

所及び許可番号 

 (2) 再受託者に産業廃棄物を引き渡す際には、前述の委託契約書の必要事項を記載した文書も交付すること。 

 (3) その他は委託基準の例によること。 

※ 再委託は 1 回限り認められており、再々委託はできません。再委託は不適正処理される場合が多いため、

やむを得ない場合以外は行わないこと。 

  なお、特別管理産業廃棄物の委託（再委託）の場合には、さらに受託者（再受託者）に対して、あらか

じめその種類、数量、性状、荷姿及び取り扱う際の注意事項に関して文書で通知しなければならない。 

 

委託するときの注意事項 

 (1) 産業廃棄物（又は特別管理産業廃棄物）処理委託契約で提示する項目（例） 

  ① 産業廃棄物の性状 

   （例：液状、粘液状、水アメ状、液状残さ固着、スラリー状、泥状、粉粒状、塊状、固化状、成形品、そ

の他） 

  ② 産業廃棄物の荷姿 

   （例：ドラム缶状、金属缶、プラスチック容器、ガラス容器、紙容器、タンクその他） 

  ③ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等産業廃棄物の性状の変化 

   （例：引火性、自然発火、爆発生、揮発性、毒性、腐食性、悪臭、刺激性、重合・反応性、感染性、その

他） 

  ④ 関連法規（毒物及び劇物取締法、消防法） 

  ⑤ 参考資料（サンプルの有無、写真、分析成績表、産業廃棄物の種類毎の明細表） 

  ⑥ 容量等（容器の容量、容器の状態、空容器の処理方法） 

  ⑦ 収集運搬（収集運搬方法、車種、積載量） 
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  ⑧ 要望事項 

 (2) 廃棄物データシートの項目 

  ① 提供年月日 

  ② 廃棄物の名称 

  ③ 排出事業者名称 

  ④ 廃棄物種類 

  ⑤ 産業廃棄物の荷姿 

  ⑥ 産業廃棄物の数量 

  ⑦ 産業廃棄物の安定性・有害性 

  ⑧ 産業廃棄物の物理的・科学的性状 

  ⑨ 産業廃棄物の組成・成分情報 

  ⑩ 取り扱う際の注意事項 

  ⑪ 特別注意事項 

  ⑫ その他の情報 

 (3) 容器貼付ラベル（例） 

   産業廃棄物を判別するために、ラベルを作成する。 

 

委託するときはマニフェストを使用 

産業廃棄物の収集運搬・処分を他人に委託する場合、産業廃棄物の種類ごと、運搬先ごと、運搬車両ごとにマ

ニフェスト（産業廃棄物管理票）を交付することが義務づけられている。 

マニフェストは産業廃棄物の引き渡しの際に排出事業者が処理業者に渡す複写式の伝票のことで、事業者がそ

の処理を委託した産業廃棄物の流れを自ら把握することができる。また、処理業者に産業廃棄物の性状等につい

ての情報を正確に伝えることにより産業廃棄物の処理過程での事故の防止や適正な処理が図られる。（中間処理

産業廃棄物についても、最終処分されたことをマニフェストにより確認することが義務づけられている。） 

また、電子マニフェストの制度がある。電子マニフェストは、事務の効率化や記載漏れ防止による法令の遵守

等に役立つ。電子マニフェストを利用したい場合は、財団法人日本産業廃棄物処理振興センター（ＪＷＮＥＴ）

ホームページ（http://000.j0net.or.jp/）を参照願いたい。 

 

委託後は 

 １ 処分の確認 

   契約書どおり処理が行われたかを確認する。マニフェストの写しの送付は運搬又は処分が終了した日から

10 日以内。（電子マニフェストの場合は、3 日以内に情報処理センターに報告が必要。） 

 ２ 記録保存 

   委託・処理状況について記録を整理しマニフェストを 5 年間保存しなければならない。 

 ３ 知事等への報告 

  (1)措置内容等報告 

   マニフェスト交付者は、次の場合には、速やかに委託した産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握し、生

活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに 30 日以内に所轄の地方

自治体に報告すること。 
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  ① マニフェスト交付の日から 90 日（特別管理産業廃棄物の場合は 60 日）以内に運搬又は処分が終了した

旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けないとき。 

  ② マニフェストの交付の日から 180 日以内に中間処理後の産業廃棄物の最終処分が終了した旨が記載さ

れたマニフェストの送付を受けないとき。 

  ③ 必要事項が記載されていないマニフェストの写し又は虚偽の記載のあるマニフェストの写しを受けた

とき。 

  (2)産業廃棄物管理票交付等状況報告（○○県の例） 

    事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者（中間処理業者を含む。）で、マニフェストを交付した者は、

産業廃棄物を排出する事業場ごとに、1 年間（前年度の 4 月 1 日から 3 月 31 日まで）の交付状況を当該

年度の 6 月 30 日までに県（××市内に事業場を有する交付者は××市）に報告しなければならない。 

    なお、電子マニフェストを使用している場合は、報告の必要はない。 

 ４ 罰則等 

   虚偽の記載などによりマニフェストを交付した場合には、措置命令を受けたり、法律により罰せられたり

することがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 72 - 
 

２．リサイクル設計 

泥土リサイクルを適正に行うためには、事前に泥土性状や現場条件等を把握するとともに利用目的を明確にし、

これらの条件に応じた要求品質等を確保するための施工方法等を選定しなければならない。 

 

2-1.設計手順 

安定処理における設計フローを図-52 に示すとともに、その手順毎の内容を説明する。  

泥土・泥水

①土壌汚染
の有無 処理不可

②建設汚泥
or発生土 ③建設汚泥④発生土

⑥中間処理委託

⑦再生利用

⑩工法の選定⑨施工環境 ⑧施工規模

⑬前処理工
の選定

⑫土質性状
－１

⑪異物混入
の有無

⑯固化材
の選定

⑮土質性状
－２

⑭要求品質

⑱設計
⑰形式検査

（室内配合試験）

⑳積算⑲運搬距離

有

無

・土地の履歴

・土壌環境基準26項目（農地では銅を追加）

・含有基準9項目

・高圧噴射攪拌系

・連続地中壁排泥

・アンカー工事排泥

・基礎杭工事排泥

・泥土圧シールド工事排泥

・その他（ため池の浚渫土）

・港湾、河川浚渫土

・湖沼の浚渫土（産業廃棄物とする

自治体が多くなっている）

・その他

・法令に則り適正処理

・マニフェスト

プラントの設置スペース、架空線等の障害物の有無、条例などの環

境規制、交通規制の有無、施工時間制約の有無、貯泥設備設置ス

ペース、改質土の仮置き場所

全体処理量（m3／日）

一日最大発生量（m3／日）

一日当り平均処理量（m3／日）

時間当り最大処理量（m3／hr）

石,木材など
40mm以上の礫

【前処理工】

１．ｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｹｯﾄによるふるい分け

２．分級装置によるふるい分け

（ﾄﾛﾝﾒﾙｽｸﾘｰﾝ）

３．固液分離※１による含水比低減

４．自硬性汚泥の場合、調泥※２が必要

（硬化により塊状になる）

含水比（％）

ブリーディング率（砂・シルト・粘土）

フロー値・スランプ（流動性）

自硬性・非自硬性

改質目標強度、pH、強度発現までの経過時間等、

その他土質的要求事項

有機質、無機質、強熱減量、
混和剤などの混入の有無

固化材、資機材等

事
前
確
認

設
計

・土壌環境基準26項目（農地では銅を追加）
・含有基準8項目
・固化材及び高分子凝集剤添加量

④盛土・埋戻し等の
利用用途がある

有

無

・再生資源利用（促進）計画書

・建設汚泥再生利用計画書

 

 

 

※１【改良土の再利用方法】：盛土材および埋戻し材として土質材料と同様な材料として再資源化が可能である。事前確認の

中に処理土の利用方法の検討が必要であり、再生物を何に使うかは要求品質においても重要である。 

※２【固液分離】：地盤改良工事等から発生した高含水の泥土等は、ピットないしは水槽にて一時貯泥を行う。この際、ブリ

ーディング率の大きな泥土は分離したうわ水を処理し、含水比を低下させる。 

※３【調泥】：自硬性汚泥や固結シルトを含む泥土は、性状（硬化したりして塊状になる）が一様ではない場合が多い。この

ため、処理土の品質向上を目的にローター付スケルトンバケット等を用い撹拌作業（調泥）を行う。 

 

(1) 事前確認 

① 土壌環境基準の適合について、溶出試験26項目（農地の場合は銅を加え27項目）、含有試験8項目の確認

を行い、適合していない場合は処理しない。 

図-52.設計フローチャート 
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② 建設汚泥は産業廃棄物に位置付けられ、法令で規制されているため、処理も法令・通達に則った処理が

必要である。（地域によっては、産業廃棄物対策課の運用面の確認が必要） 

③ 高圧噴射攪拌工法による排泥、柱列式連続地中壁（ＳＭＷ、ＴＲＤ）、アンカー工事排泥、基礎杭工事排

泥、泥土圧式シールド排泥、湖沼・ため池等の浚渫土が該当する。 

④ 一般の工事から発生する高含水の掘削土、港湾・河川などの浚渫土等、また粒径が74μmを越える粒子を

おおむね95％以上含む掘削物等容易に水分を除去できる物などが該当する。法令上や発注者が発生土（建

設残土）と位置づけても、環境部局によっては泥状を呈したものは建設汚泥と見なされる場合があるた

め注意が必要である。 

⑤ 建設汚泥（産業廃棄物）を処理する場合、制度によってはマニフェストが不要となるものもあるが、制

度が定着していない現状を考慮して全てにおいてマニフェストで管理しておくことを奨励する。 

⑥ 処理したものを何に使うのか使いたいのか（利用用途）を明確にしておく。利用形態として「自ら利用」

「個別指定制度」「有償売却」等が考えられるが現場条件を勘案して決定する。 

⑦ ①～⑤、⑥までの条件がクリアされて処理が可能となる。 

 

(2) 設 計 

⑧ 施工規模はコスト面での重要な要素である。全体処理量（ｍ3）、一日最大発生量（ｍ3／日）、一日当り平

均処理量（ｍ3／日）、時間当り最大処理量（ｍ3／hr）などを考慮して機種を選定する。例えば貯泥ピッ

トで調整できない場合や発生泥土量に変化を生じる場合は、機種は大型が選定される。 

⑨ 施工環境は、施工ヤードの規模、架空線等の障害物の有無、条例などによる環境規制、交通規制の有無、

施工時間制約の有無、貯泥設備設置スペースの有無、処理土の仮置き場所等が挙げられ、これらにより

作業効率が決定される。 

⑩ ⑧および⑨より施工機械の機種が選定される。 

⑪ 異物が混入している原泥は処理に悪影響（機械の破損等）を及ぼすため取り除かなければならない。よ

って、異物混入の有無、混入物の種類、大きさ、混入率等を確認しておく。 

⑫ 自硬性汚泥の場合、貯泥・調泥等の処理が必要となるため、含水比等の土質性状を確認しておく。 

⑬ ⑪および⑫より前処理工の種類（異物除去（分級）、固液分離※２による含水比低減、泥土性状の均一化の

ための調泥※３）を決定する。 

⑭ 利用用途に応じた要求品質として、処理目標強度、経過時間、ｐＨ、再泥化等を確認しておく。 

⑮ 有機質系汚泥の場合や気泡シールドの発泡剤・消泡剤、界面活性剤などが混入している発生土の場合は、

一般的な方法では固化できなかったり、できても強度が発現しない場合があるため、強熱減量の割合や

混和剤の混入の有無などを確認しておく。 

⑯ ⑭および⑮より固化材を選定する。例えば、強熱減量が10％を超えるような場合は、有機質対応型固化

材が選定される。 

⑰ 高分子凝集剤、固化材の添加量を決定するため室内配合試験を行う。 

⑱ 要求品質および室内配合試験、土質性状、固化材選定等から高分子凝集剤および固化材の添加量および

プラントの配置等を決定する。 

⑲ 資機材、固化材等の運搬距離は輸送コストに影響を及ぼすため確認しておく。 

⑳ 以上の諸条件を勘案し、適正価格が算出される。 
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2-2.主要設計条件の設定 

(1) 要求品質の設定 

処理土は利用用途に応じた品質基準を満足する必要がある。また、これに加え下記に示す要求事項が考えられ、

事前に利用者側に確認しておくことが肝要である。 

1) 適用用途標準 

2) 品質区分基準 

3) 環境への安全性（pＨ等） 

4) 強度管理（強度発現） 

5) 再泥化 

  

1) 適用用途標準 

泥土を処理するにあたっては、利用用途に応じて品質区分を決定し、それに基づき処理を行わねばならない。

ここでは、処理土の利用用途と品質区分の関係を表-7に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国交省通知「建設汚泥処理土利用技術基準」参考） 

 

2) 品質区分基準  

建設汚泥を建設資材（土質材料等）として盛土等に再生利用する場合は、建設汚泥処理土利用技術基準に準ず

るものとする。 

なお、環境基準法に基づく土壌環境基準および土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の含有量基準に適合しな

いものは対象外とする。 

表-7.建設汚泥処理土の適用用途標準 

適用用途

区分

処理土 △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ◎

　　　　　　本表に例示のない適用用途に建設汚泥処理土を使用する場合は、本表に例示された適用用途の中で類似するものを準用する。

　　　　　　※1　建築物の埋戻し：一定の強度が必要な埋戻しの場合は、工作物の埋戻しを準用する。

　　　　　　※2　水面埋立て：水面上へ土砂等が出た後については、利用目的別の留意点（地盤改良、締固め等）を別途考慮するものとする。

　　　　　　注：処理土：建設汚泥を処理したもの。　　　改良土：処理土のうち、安定処理を行ったもの。

　　　　　　凡例：［評価］
　　　　　　　　◎：そのままで利用が可能なもの。留意事項に使用時の注意を示した。

　　　　　　　　○：適切な処理方法（含水比低下、粒度調整、機能付加、安定処理等）を行えば使用可能なもの。

　　　　　　　　△：評価が○のものと比較して、土質改良にコストおよび時間が必要なもの。

　　　　　　土質改良の定義
　　　　　　　　含水比低下：水切り、天日乾燥等を用いて含水比の低下を図ることにより利用可能となるもの。

　　　　　　　　粒度調整　：利用場所や目的によっては細粒分あるいは粗粒分の付加やふるい選別を行うことで利用可能となるもの。

　　　　　　　　機能付加　：固化剤、水や軽量材・補助工法等を混合や敷設することにより処理土に流動性、軽量性・耐久性などの付加価値をつけることにより利用可能となるもの。

　　　　　　　　安定処理等：セメントや石灰による化学的安定処理や高分子系や無機材料による土中水分の固定を主目的とした改良材による土質改良を行うことにより利用可能となるもの。

　　　　　　留意事項
　　　　　　　　最大粒径注意　　　　　：利用用途先の材料の最大粒径、または1層の仕上がり厚さが指定されているもの。

　　　　　　　　細粒分含有率注意　　：利用用途先の材料の細粒分含有率の範囲が規定されているもの。

　　　　　　　　礫混入率注意　　　　　：利用用途先の礫混入率が規定されているもの。

　　　　　　　　粒度分布注意　　　　　：液状化や土粒子の流出などの点で問題があり、利用場所や目的によっては粒度分布に注意を要するもの。または利用用途により粒度分布の範囲の規定があるもの。

　　　　　　　　表層利用注意　　　　　：表面への露出などで植生や築造等に影響を及ぼすおそれのあるもの。

　　　　　　　　施工機械の選定注意 ：過転圧などの点で問題があるため、締固め等の施工機械の接地圧に注意を要するもの。

　　　　　　　　淡水域利用注意　　　 ：淡水域に利用する場合、水域のｐＨが上昇する可能性があり、注意を要するもの。

　　　　　　　　透水性注意　　　　　　 ：透水性が高いため、難透水性が要求される部位への利用は適さないもの。

淡水域利
用注意△ ○ ◎○ ○△ △ ○ ○○ ○

第４種
処理土 改良土 △

淡水域利
用注意

施工機械
の選定注

意
◎ ◎

施工機械
の選定注

意

表層利用

注意

施工機械
の選定注

意

表層利用

注意

施工機械
の選定注

意

施工機械
の選定注

意

表層利用

注意

施工機械の
選定注意

表層利用注

意

施工機械
の選定注

意

表層利用

注意

◎◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

◎
施工機械
の選定注

意

施工機械
の選定注

意

施工機械
の選定注

意
◎処理土

改良土

第３種
処理土

○

○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

第２種
処理土

施工機械
の選定注

意

粒度分布

の注意

施工機械の
選定注意

粒度分布の

注意

施工機械
の選定注

意

施工機械
の選定注

意

表層利用注
意

表層利用
注意◎ ◎

第１種処理土
（焼成処理・

高度安定処理）

淡水域利
用注意

処理土

改良土 ◎
表層利用
注意

表層利用
注意

表層利用
注意◎ ◎ ◎ ◎

粒度分布注
意

粒度分布
注意

◎

◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎

◎
細粒分
含有率

注意

粒度分布
注意

最大粒径
注意

淡水域利
用注意

細粒分
含有率

注意
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎○
最大粒径
注意

最大粒径
注意

最大粒径
注意

最大粒径
注意

最大粒径
注意

最大粒径
注意

礫混入率

注意

表層利用
注意◎ ◎ ◎ ◎

最大粒径
注意

最大粒径注
意

礫混入率注

意

◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎

評
価

水面埋立て
※2空港盛土

留意事項 留意事項 留意事項
評
価

土地造成

評
価

鉄道盛土

評
価

留意事項

公園・緑地造成

工作物の
埋戻し

建築物の
埋戻し※1

土木構造物
の裏込め

留意事項

宅地造成

河川築堤

高規格堤防 一般堤防

評
価

評
価

留意事項
評
価

留意事項
評
価

留意事項
評
価

評
価

評
価

評
価

留意事項 留意事項 留意事項 留意事項

道路用盛土

路床 路体
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（ⅰ）品質基準および確認方法 

① 品質区分 

建設汚泥処理土を土質材料として利用する場合の品質区分は原則としてコーン指数を指標として、表-8 に

示す品質区分とする。 

表-8.建設汚泥処理土の土質材料としての品質区分と品質基準値 

     基準値 

区分 

コーン指数※1、2 

qc（kN/m2） 
備 考 

第 1種処理土 ― 固結強度が高く礫、砂状を呈するもの 

第 2種処理土 800 以上  

第 3種処理土 400 以上  

第 4種処理土 200 以上  

※1)所定の方法でモールドに締め固めた試料に対し、コーンペネトロメーターで測定したコーン指数 

※2)スラリー化安定処理土の指標は、7 日後の一軸圧縮強さとする。 

② 品質区分判定のための確認方法 

建設汚泥処理土の品質確認にあたっては、利用用途ごとに設計図書で規定された要求品質区分への適合等

を確認するものとする。なお、第 2 種から第 4 種処理土の品質判定のための試験は、表-9、表-10 に示す方

法で行うことを標準とする。 

表-9.建設汚泥処理土の品質判定のための調査試験方法 

判定指標 試験項目 試験方法 頻度 

コーン指数 
締固め土の 

コーン指数試験 

JIS A 1228 

に準拠※ 

1 日の処分量が 200m3 を超える場合、200m3

ごとに 1 回、200m3以下の場合、1 日に 1回 

※ 試料は処理土を一旦ときほぐし 9.5mm ふるいを通過させたものとする。（国交省通知「建設汚泥処理土利用技術基準」参考） 

 

表-10.建設汚泥処理土のコーン指数（qc）の試験方法（参考） 

供  

試  

体  

の  

製  

作 

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 100±0.4mm 容量 1、000±12cm3 

ランマー 質量 2.5±0.01kg 

突き固め 
3 層に分けて突き固める。各層ごとに 30±0.15cm の高さから 

25 回突き固める。 

測 

定 

コーンペネト 

ロメーター 
底面の断面積 3.24cm2先端角度 30 度のもの 

貫入速度 約 1cm/s 

方法 
モールドをつけたまま、鉛直にコーンの先端を供試体上端部から 5cm、

7.5cm、10cm 貫入した時の貫入抵抗力を求める。 

計 

算 

貫入抵抗力 
貫入量 5cm、7.5cm、10cm に対する貫入抵抗力を平均して、 

平均貫入力を求める。 

コーン指数（qc） 平均貫入抵抗力をコーン先端の底面積 3.24cm2で除する。 

※1)JIS A 1228の土質試験方法と異なるので注意 （国交省通知「建設汚泥処理土利用技術基準」参考）  
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（ⅱ）生活環境保全上の基準および確認方法（形式検査） 

生活環境保全上の基準については、環境基本法に基づき土壌環境基準（溶出量基準）に加えて有害物の含

有量基準とする。ここで、含有量基準については、土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の含有量基準に準

ずるものとする。 

建設汚泥処理土の利用にあたっては、建設汚泥処理土が上記の基準を満たしていることを分析証明書等で

確認するものとする。 

表-11および表-12は高圧噴射撹拌工法排泥の処理工事において実施した溶出試験結果を取りまとめたもの

である。同表に示すとおり、室内配合試験および実機による処理ともに土壌環境基準に適合しており、協会

では、これらの結果を品質管理結果と併せて報告に添付することとしている。（形式検査と受渡検査） 

 

表-11.含有量試験結果（高圧噴射撹拌工法排泥の例） 

項目 

種類 

土壌含有量基準 

(mg/kg) 

原 泥 

（原地盤） 

処理土 

（室内） 

処理土 

（実機） 

結果 

(mg/kg) 

判 

定 

結果 

(mg/kg) 

判 

定 

結果 

(mg/kg) 

判 

定 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 150 以下 <0.5 ○ <0.5 ○ 1.1 ○ 

六価ｸﾛﾑ 250 以下 <2 ○ <2 ○ <2 ○ 

全ｼｱﾝ 50 以下 <2 ○ <2 ○ <2 ○ 

総水銀 15 以下 <0.1 ○ <0.1 ○ <0.1 ○ 

ｾﾚﾝ 150 以下 <0.5 ○ <0.5 ○ <0.5 ○ 

鉛 150 以下 <5 ○ 12 ○ 18 ○ 

砒素 150 以下 0.9 ○ 3.0 ○ 13 ○ 

ふっ素 4、000 以下 <50 ○ 96 ○ 620 ○ 

ほう素 4、000 以下 <10 ○ 13 ○ 28 ○ 

 

 

表-12.溶出試験結果（高圧噴射撹拌工法排泥の例） 

項目 

種類 

土壌溶出量基準 

(mg/L) 

原 泥 

（原地盤） 

処理土 

（室内） 

処理土 

（実機） 

結果 

(mg/L) 

判 

定 

結果 

(mg/L) 

判 

定 

結果 

(mg/L) 

判 

定 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 0.01 以下 <0.001 ○ <0.001 ○ <0.001 ○ 

六価ｸﾛﾑ 0.05 以下 <0.02 ○ <0.02 ○ <0.02 ○ 

全ｼｱﾝ 検出されないこ

と 
ND(<0.1) ○ ND(<0.1) ○ ND(<0.1) ○ 

総水銀 0.0005 以下 <0.0005 ○ <0.0005 ○ <0.0005 ○ 

ｱﾙｷﾙ水銀 検出されないこ

と 
ND(<0.0005) ○ ND(<0.0005) ○ ND(<0.0005) ○ 

ｾﾚﾝ 0.01 以下 <0.002 ○ <0.002 ○ <0.002 ○ 

鉛 0.01 以下 <0.005 ○ <0.005 ○ <0.005 ○ 

砒素 0.01 以下 <0.005 ○ <0.005 ○ <0.005 ○ 

ふっ素 0.8 以下 0.2 ○ 0.5 ○ 0.4 ○ 

ほう素 １以下 0.4 ○ 0.4 ○ <0.1 ○ 
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ｼﾏｼﾞﾝ 0.003 以下 <0.0003 ○ <0.0003 ○ <0.0003 ○ 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 0.02 以下 <0.002 ○ <0.002 ○ <0.002 ○ 

ﾁｳﾗﾑ 0.006 以下 <0.0006 ○ <0.0006 ○ <0.0006 ○ 

ＰＣＢ 検出されないこ

と 
ND(<0.0005) ○ ND(<0.0005) ○ ND(<0.0005) ○ 

有機燐 検出されないこ

と 
ND(0.1) ○ ND(0.1) ○ ND(0.1) ○ 

四塩化炭素 0.002 以下 <0.0002 ○ <0.0002 ○ <0.0002 ○ 

1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004 以下 <0.0004 ○ <0.0004 ○ <0.0004 ○ 

1、1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.02 以下 <0.002 ○ <0.002 ○ <0.002 ○ 

ｼｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04 以下 <0.004 ○ <0.004 ○ <0.004 ○ 

1、3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002 以下 <0.0002 ○ <0.0002 ○ <0.0002 ○ 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02 以下 <0.002 ○ <0.002 ○ <0.002 ○ 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 以下 <0.0005 ○ <0.0005 ○ <0.0005 ○ 

1、1、1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ １以下 <0.0005 ○ <0.0005 ○ <0.0005 ○ 

1、1、2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006 <0.0006 ○ <0.0006 ○ <0.0006 ○ 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.03 以下 <0.002 ○ <0.002 ○ <0.002 ○ 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01 以下 <0.001 ○ <0.001 ○ <0.001 ○ 

 

 

3) 環境への安全性（ｐＨ等） 

原泥が自硬性汚泥の場合やｐＨの高い固化材を使用して安定処理を行った場合は、処理土のｐＨが高くなるこ

とがあるが、このような場合は表流水、浸出水が公共用水域へ流出しないように排水処理や盛土等の設計上の配

慮（覆土、敷土等）が必要である。 

また、原泥が非自硬性汚泥の場合は、環境へ配慮した中性固化材および弱アルカリ型固化材を使用することに

より、要求品質に応じた処理が可能である。 

 

4) 強度管理（強度発現） 

流動化処理土のようにその処理特性から強度発現は長期に亘って判断されるものもあるように、強度発現の考

え方は明確に定義されていない。 

処理土の品質は最終的には盛土等の適用用途の状態で把握することが望ましいが、実際に完成した盛土等の構

造物に載荷するわけには行かないため、協会では改良直後に採取した供試体の 3 日、7 日強度により判定するこ

とを推奨している。 

 

5) 再泥化 

再泥化とは p.5 の「用語の定義」に記述しているように、固化して仮置きした処理土が雨水等により再び泥状

に戻ることであるが、この現象により強度低下が生じる。 

このような不具合事例を勘案して、処理土の再泥化試験（清水に浸水し、目視判別する）にて再泥化の確認を

行う必要がある。 
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３．現場管理 

リサイクル設計で計画した内容が、現場施工時に適切に反映されなければ安定した品質を確保することができ

ない。そのため現場管理が重要な要素となる。本書では粒状固化処理工法を例に示すが、処理方法により現場に

おいて管理すべき内容が異なるため留意されたい。 

 

3-1.現場処理フロー 

粒状固化処理工法における作業手順を図-53 に示す。 

①貯泥

②調泥

③フロー値、含水比測定
固化材添加量選定

④泥土投入

⑤高分子凝集剤投入

⑥連続ミキサーで混練

⑦固化材投入

⑧連続ミキサーで混練

⑨ベルコンで搬出

⑩仮置き

⑫搬出

⑬盛土・埋戻し

⑪受渡検査
（環境安全品質）

・土壌環境基準26項目（農地では銅を追加）
・含有基準8項目

混合攪拌工程
施
工

発生した泥土に混入しているゴミ等を分級（除去）したものをピットに貯

留して固液分離を行う。（固液分離は含水比の程度に応じて実施）

沈澱した泥土を再攪拌してスラリー状にする。（混練の均質化を図る）

調泥した泥土を、バックホウ等により泥土定量供給装置に投入する。

特殊連続ミキサー内を搬送されている泥土に、高分子凝集剤と固化材を添加

する。

移動翼と攪拌翼を兼ね備えたスクリューコンベヤにより、泥土と固化材等を

装置端末に備え付けたベルコンから排出された処理土をバックホウ等でダ

ンプトラックに積み込み、使用場所に運搬する。

コンシステンシーとしてフロー値あるいはスラ

ンプ及び含水比・密度を測定(原泥性状)し、予

め行った配合試験結果より固化材の添加量を選

定する

・建設汚泥リサイクル伝票

 

 

 

 

 

 

図-53.現場処理フロー 
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3-2.現場における確認事項 

1）原泥性状および処理土の確認 

工事中は表-12 に示す項目及び試験を日々実施し、処理土の品質を管理する。また、施工後は品質管理項目を

含めた資料を施工報告書として提出する。 

表-12．試験項目及び規格値 

 試験項目 試験方法 試験目的 基準値 試験頻度 

原

泥 

含水比試験 
JIS A 1203 原泥の含水比試験 

－ １日 1 回 

ｐＨ試験 
JGS 0211 （処理土）土懸濁液のｐH

試験方法に準拠 
ｐＨ＝5.8～8.6 １日１回 

処

理

土 

ｐＨ試験 
JGS 0211 （処理土）土懸濁液のｐH

試験方法に準拠 
ｐＨ＝5.8～8.6 

1 ヶ月毎に 

１回 

コーン指数 

JISA1228締固

めた土コーン

指数試験 

強度確認 7日強度で第 2種処理土

以上（コーン指数：

800kN／㎡以上） 

１日１回 

※原泥とは固化処理前の汚泥をいう。 

2）受渡検査（環境安全品質） 

実際に発生た泥土を処理したものが、形式検査（室内配合試験時の試験）と同様にその品質が安全であるかを

利用する前に確認しておく。 

3）原泥投入 

泥土は添加する固化材にばらつきが生じないようホッパー内の容量を一定量に保つように供給する。 

4）処理土状態の目視確認 

粒状に処理されているか目視にて確認する。粒状に処理されていない場合は、機械を停止し各材料の設定周波

数を確認、泥土の性状を確認後、再度処理を開始する。 

5）アウトプットの確認 

作業終了時その日の処理量、材料使用量を印字する。 

6）機械の保守・点検 

当該工法はスクリューによる泥土供給であるので、各供給装置の回転軸受け部にグリースアップをする。一日

最低午前、午後の作業終了前に行う。その際回転部に細心の注意を払い作業を行う。 

ミキサーは作業終了時内部に溜まった泥土を取り除き、清掃後蓋を閉め。低速で回転させ軸受け部にグリース

アップをする。 

7）処理量および固化材等の使用量の管理 

泥土処理量の管理は、日々のアウトプットにより確認する。高分子凝集剤および固化材の使用量は、処理量と

同様に日々のアウトプットと納入伝票にて確認する。 

8）ガイドラインに基づく「建設汚泥リサイクル伝票」管理 

建設汚泥は、廃棄物処理法の適用を受けるため、再資源化する場合であっても、廃棄物処理法の各基準を遵守

しなければならない。建設汚泥を本システムにより改良した処理土はリサイクルを行うことを前提として、ガイ

ドラインに基づく「建設汚泥リサイクル伝票」にて管理を行う。（ただし、所轄の環境部局に事前確認を行うこと） 

 次ページ以降に、ガイドラインに基づく再生利用計画書ならびに建設汚泥リサイクル伝票等の記入例を示す。 



- 80 - 
 

3-3. ガイドラインに基づく管理帳票と記入例 

（様式２） 

建設汚泥再生利用計画書（自ら利用） 

作成日 平成24年1月25日 

排 

出 

事 

業 

者 

会社名 ○○建設株式会社 

所在地 ○○県○○市××町 

担 

当 

者 

部課係名 ○○作業所 

担当者名 ○○○○ 

連絡先 ＊＊＊-＊＊＊-＊＊＊＊ 

発 

生 

工 

事 

 

 

 

工事件名 ○○○○工事 

工事場所 ○○県○○市××地内 

工事概要 地盤改良工事から発生する排泥 

発注機関名 ×××××××× 

発生予定量 20、094㎥ 

発生予定時期 2012.**.**～2012.**.** 

利 

用 

工 

事 

 

工事件名 同上 

工事場所 同上 

工事概要 同上 

発注機関名 同上 

利用予定量 20、094㎥ 

利用用途 ○○部埋戻し 

処 

理 

の 

概 

要 

中間処理の場所・方法 工事敷地内 安定処理 ⇒ 粒状（造粒）固化処理 

再生品の品質 第２種処理土 

収集運搬の委託先 場内移動 

 

 排出事業者 排出工事発注者 利用工事発注者 

担当者印 

又はサイン 

   

※発生から再生利用に至るフロー図を併せて作成すること 

発生予定量、発生予定時期等は、本自ら利用に関係する部分のみである 
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（様式２フロー図） 

 

 

             

 

           

 

 

             建設汚泥20、094㎥ 

 

 

                             産廃処理 0㎥ 

    

 

            再生利用 20、094㎥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○○○工事 

地盤改良工事から発生する排泥 

安定処理 

粒状（造粒）固化処理 

○○部の埋戻し土として利用 
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（様式３） 

建設汚泥リサイクル伝票 

                              伝票Ｎｏ.           

発 

生 

側 

工 

事 

工事件名 ○○○○工事 

工事場所 ○○県○○市××地内 

請負社名 ○○建設株式会社 

所在地 ○○県○○市××町***番地 

担当者名 ○○○○ 

連絡先 ＊＊＊－＊＊＊－＊＊＊＊ 

運搬数量・性状            ㎥  処理前     処理後 

運 

搬 

者 

会社名  

所在地  

連絡先  

車両番号.車

種 

 

運搬者名  

中 

間 

処 

理 

者 

施設等名  

施設場所  

会社名  

所在地  

連絡先  

担当者名  

中間処理方法 安定処理 ⇒ 粒状（造粒）固化処理 

再生品品質 第２種処理土 

再生品数量                  ㎥ 

最 

終 

搬 

出 

先 

施設等名 ○○○○工事 

施設場所 ○○県○○市××地内 

会社名 ○○建設株式会社 

所在地 ○○県○○市××町***番地 

連絡先 ＊＊＊－＊＊＊－＊＊＊＊ 

担当者名 ○○○○ 

 

 排出事業者 運搬者  搬出先 最終搬出先 

担当者印 

又はサイン 

    

日付     

 

 



- 83 - 
 

（様式４） 

建設汚泥再資源化等実績書 

 

排出事業者 排出工事 

会社名 ○○建設株式会社 工事件名 ○○○○工事 

所在地 ○○県○○市××町**番地 工事場所 ○○県○○市××地内 

部課係名 ○○作業所 工事概要 地盤改良工事から発生する排泥 

担当者名 ○○○○ 発注機関名 ×××××××× 

連絡先 

 

＊＊＊－＊＊＊－＊＊＊＊ 

 

発生量 

発生時期 

20、094㎥ 

平成24年*月 ～ 平成24年*月 

中間処理する場所 施設名称 ○○システム 

所在地 ○○県○○市××地内 担当者名 ㈱○○○○ 

中間処理方

法 

安定処理 ⇒ 粒状（造粒）固化

処理 

連絡先 ＊＊＊－＊＊＊－＊＊＊＊ 

最終的な搬出先① 最終的な搬出先② 

名称 ○○○○工事 名称  

所在地 ○○県○○市××地内 所在地  

利用用途・品

質 

埋戻し土⇒第２種処理土 利用用途・品

質 

 

搬出量 20、094㎥ 搬出量         ㎥  ｔ 

会社名 ○○建設株式会社 会社名  

担当者名 ○○○○ 担当者名  

連絡先 ****-***-**** 連絡先  

最終的な搬出先③ 最終的な搬出先④ 

名称  名称  

所在地  所在地  

利用用途・品

質 

 利用用途・品

質 

 

搬出量         ㎥  ｔ 搬出量         ㎥  ｔ 

会社名  会社名  

担当者名  担当者名  

連絡先  連絡先  

 

※発生から再生利用・最終処分に至るフロー図・位置図を併せて作成すること 

中間処理する場所が２箇所以上ある場合や、最終的な搬出先が５箇所以上ある場合には、本頁をコピ

ーして作成すること 

※最終的な搬出先については、製品として販売した場合にはその製造工場までとする。また、 

最終的な搬出先が建設工事である場合には、担当者にはその元請業者の担当者名を記載すること。 
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（様式１）個別指定参考 

建設汚泥の工事間利用に関する確認書 

平成24年  月  日 

 

                       甲 ××××××××        印 

乙 ××××××××        印 

 

甲及び乙は、下記の通り、甲発注工事において発生する建設汚泥を、乙発注工事において建設汚

泥処理土として利用する予定であることについて、確認する。 

※工事間利用予定量、排出・利用予定時期は、本工事間利用に関係する分のみである。 

建設汚泥の 

排出を予定 

している工事 

（甲発注） 

工事件名 ○○○○工事 

工事場所 ○○県○○市××地内 

工事概要 地盤改良工事から発生する排泥 

担 

当 

者 

 

部課係名 ××事務所 

担当者 □□□□ 

連絡先 

 

TEL:***-***-**** 

E-mail: 

建設汚泥処 

理土の利用 

を予定して 

いる工事 

（乙発注）  

工事件名 ○○○○工事 

工事場所 ○○県○○市××地内 

工事概要 ○○部における埋戻土として再生利用 

担 

当 

者 

 

部課係名 ○○事務所 

担当者名 □□□□ 

連絡先 

 

TEL:***-***-**** 

E-mail: 

工事間利用 

の概要 

工事間利用 

予定量   

排出予定量     20、094㎥ -- ｔ 

利用予定量     20、094㎥ -- ｔ 

排出予定時期 平成24年*月 ～ 平成24年*月 

利用予定時期 平成24年*月 ～ 平成24年*月 

利用用途 埋戻土 

処理土の品質 第２種処理土 
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４．泥土リサイクル事例 

 

1)地盤改良工事（高圧噴射攪拌工法）から排出された泥土（自硬性汚泥） 

地盤改良工事である高圧噴射攪拌工法によって排出された廃泥 30,000ｍ3 の内、5,000ｍ3 を自ら利用に

て場内仮設道路の軟弱な道路路床と置き換えて利用された。（設計変更） 

2)連続地中壁築造工事（SMW）から排出された泥土（自硬性汚泥） 

当初設計が産業廃棄物処分であったが、ＶＥ提案により隣接する工区の道路路体材として試験施工を経て

確認し、有償売却により使用された。発注者から高い評価を得た。 

3)ため池（調整池）に堆積した泥土（非自硬性汚泥） 

造成工事内に設置している調整池内に堆積している土砂を処理し、造成工事内の盛土材料として利用され

た。泥土は有機分を多く含んでいることから、有機質対応型固化材により所定の要求品質に対応した。 

4)連続地中壁築造工事（TRD）から排出された泥土（自硬性汚泥） 

コスト低減策として自ら利用による建設汚泥リサイクルとして事前設計に盛り込まれた。利用目的は場内

の盛り土材料として利用された。 

5)鋼管ソイルセメント杭余剰泥土（自硬性汚泥） 

近隣地区に中間処理施設がないため県境を越えての産業廃棄物処理となり、処理費が高騰していた。発注

者側からの要請で取り上げられ自ら利用にて場内の橋脚下部の埋戻し材として利用された。 

6)地盤改良工事（高圧噴射攪拌工法）から排出された多量泥土（自硬性汚泥） 

近隣地区に大量の建設汚泥を処理する施設がないことから、自ら利用にて有効利用できる技術として採用

され、工事費の低減も併せて実現した。利用目的は場内の埋め戻し材として利用された。 

7)河川浚渫土砂（非自硬性汚泥） 

本工事は、「公共工事等における新技術活用システム実施要領」、「新技術情報提供システム（NETIS）登

録申請書の実施規約」に基づき、「試行申請型」によりイーキューブシステムを荒川下流管内の浚渫土の改

良工事に試行し、事後評価の結果「少実績優良技術」として評価された。改良土は河川護岸用の盛土材に流

用できる品質に改良し、高水敷に試験的に利用された。 

8)泥土圧式シールド工事から排出された泥土（非自硬性汚泥） 

泥土圧シールド工事から排出される掘削土砂を天日乾燥し、場内利用する予定であったが、要求品質が満

足できないことから本技術が採用された。安定した要求品質の確保ならびに工事費の低減も併せて実現した。 

9)漁港内浚渫土砂（非自硬性汚泥） 

本工事は、ポンプ浚渫による浚渫土砂のうち砂分を分級により除去し、薬剤によって凝集沈殿後サイクロ

ン脱水により含水比を低下（100％程度）させた泥土を粒状固化処理し、近接地域で盛土材として利用され、

3 年次に渡り施工されている。 

10)連続地中壁工事から排出された泥土（非自硬性汚泥） 

連続地中壁工事から排出された排泥をデカンタにより脱水処理し、その残差物を粒状固化した。排出泥土

の全量が「自ら利用」にて場内盛土の主材料として利用された。また、同時に行われていた地盤改良工事、

シールド工事の排泥も併せて処理し、有効利用された。 

 

 

 


