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いた高含水比泥土の
rRecycHngMethodfor輔gh−WaterContent
：MateriaIs

了ノー＼1・▼・

ある古紙破砕物および高分子系改良剤を添加し、

；．樽希蝉鮒軽薄筆耕頼る新しい技術（繊維質固化処理土工法）を開発した。本工法
わ最犬の符衡ま予海空に繊推質物質である古紙を添加することであり、この繊維質が地盤
材料としての様々な優れた特性を生み出している。本報では「盛土材・埋め戻し材を生成
するための繊維質固化処理土工法」とL「緑化基盤材を生成するための繊維質処理土工法」に
ついてその概略を紹介し、さらに本処理土を用いた代表的な施工事例を紹介する。
．︵

Theauthorshavealreadydevelopedanewrecyclingmethod血rhigh−WaterCOntentmudby
usingpaperdd〕risandpowderp㊥mer．ⅥlefeatureOfthisme血odistomix血e丑bermaterids．
The丘bermaterialsindudedin也emod通edsoilsproducethevariousexcdleptpropertiesas
groundmaterialS．Inthisarticle，theoutlinesof

PrOducethelandalll瑚erialsand

Fiber・CementlStabilizedsoilmethod‖to

Fiberprocessingmethodj1toproducetheplantingsoils

aredescribed・Furthermore，therepresentativeactualconstrucdonsbyusingthemod通ed
SOilsarealsodescribed．

げられるが、いずれも品質改良が十分であるとは言
1．はじめに

建設汚泥、竣凍土（へ辛口）、浄水発生土などは
一般に含水比が高く、直接利用が困難であるため、
リサイクル率が低く、ごく一部再利用されるものを

除き、大部分は産業廃棄物である「汚泥」として中
（㌦ 間処理施設で脱水処理を施すか、あるいは直接最終
処分場に持ち込まれている。しかしながら、処分場
の不足・遠隔化は深刻左問題であり、輸送コストの

負担から建設汚泥の不法授乗が後を殖たず、地球環
境への汚濁負荷の影響が大きな問題となっており、
高含水比泥土の有効利用が望まれている。高含水比
泥土に対する従来の処理法としては、天日乾燥、脱
水処理、セメント系同化材による固化処理などが挙

高橋 弘

えないのが現状である（1）。

′

そこで著者らは、帝含水比泥土を十分．な品質特性を
有する地盤材料に再資源化することを目的として、泥
土に繊維質物質である古紙破砕物および高分子系改良
剤を添加し、良質な地盤材料に再資源化する新しい技
術（繊推質固化処理土工法）を開発したe）。
繊維質固北処理土工法は、図1に示すよう．に使用
目的に対して2つのオプションを有するユニークな

工法である。処理対象となる泥土が俊凍土（ヘド
ロ）の場合は、本工法で泥土を処理するとと・もにセ
メント系固化材を用いて固化処理を行い、処理土は

盛土材や埋め戻し材として利用する。．浄水発生土の
場合は、固化処理を施さず、本工法で処理した土砂
をそのまま緑化基盤材として利用する。建設汚泥の
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（C）

図2 ボンテラン工法の原理

図1繊維質固北処理土工法（ボンテラン工法）の処理
フロー

場合、セメント系固化材が既に含まれている自硬性
汚泥の場合は、盛土材・埋め戻し材としての利用に
限定されるが、セメント系固化材を含まない非自硬
性汚裾の場合は、処理土の使用目的に応じて盛土
材・埋め戻し材および緑化基盤材のどちらでも生成
可能であり、目的に応じた処理を選択できる。
本工法の最大の特徴は、泥土に繊稚質物質である
古紙を添加することであり、この繊維質が地盤材料
としての様々な優れた特性を生み出している。本報
では「盛土材・埋め戻し材を生成する・ための繊維質
固化処理土工法」と「緑化基盤材を生成するための
繊維質処理土工法」についてその概略を紹介し、さ
らに本処理土を用いた代表的な施工事例を紹介す
る。

2．盛土材・埋め戻し材を生成するための繊維質
固化処理土工法
2．1繊維質固化処理土工法の原理

繊維質固化処理土工法の原理を簡単に記述すると
以下のようになる。
①高含水比泥土は、図2（a）に示されるように土粒
子が自由水の中で自由に動き回れる状態であるた
め、若干の降伏応力を持っているが、流体として
の挙動を示す。このため高含水比泥土の運搬はパ
イプラインかバキュームカ⊥等によらなければな
らない。

（C）に示すように水溶性高分子が溶解し、土粒子
の表面に吸着する。土粒子間の架橋・吸着効果に
より団粒化構造の中に−自由水を封じ込め、流動性
を失わせ団粒状態と■なる。
④最後に助剤を濁合し、撲拝機により泥土を撹拝し
てせん断を与えると、土粒子が団粒化して保水性
の高い土砂が生成される。
（D泥土が非自硬性汚泥であり、 処理土を盛土材・埋

い

め戻し材として利用する場合、目的強度に応じた
セメント系固化材を添加する。
2．2古紙破砕物の添加量

本工法を開発するに当たり、まず決定しなければ
ならなかったのは最適な古紙および高分子系改良剤
の添加量である。特に古紙破砕物の添加量は泥土の

含水比の影響を大きく受けると考えられたので、
種々の含水比の泥土を用意し、それぞれの泥土に対
して古紙破砕物および高分子系改良剤の添加量を変
化させて処理を施し、処理土の性状を観察した。改
良の良否は団粒化構造の有無で判断し、その結果、
含水比に応じた最適古紙破砕物添加量および高分子

系改良剤の繚加量を襲1のように決定した（詳細草
文献2参照）。

表1泥土の含水比と古紙・高分子系改良剤q助剤添加量
との関係

泥土の 派土ゐ 古紙涛加盟 高分子系 琴良剤 （ボンテランP） ・助剤・一 （ボン享うンL）
含水比［％］

②この状態の高含水比派土に吸水性の高い新聞の古
紙のような繊維質物質を混入すると、図2・（も）に
示すように土痕子の周りの自由水が繊維廣吻質に
吸水され、見かけの含水比が低下する。
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③さらに高分子系改良剤を滞如し撹拝すると、図2
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含水率［％］
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50■

70

300

75．0

8P

400

80．0

85

500

83．3

90

添加量 1 ［桓／が］
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2．3繊稚質固化処理土の強度特性

．ゝ

処理土を盛土材・埋め戻し材として使関するために
は、処理土の強度特性の把握が必要不可欠である。そ

′︑く
つ
一

体を作成し、一軸圧縮試験を実施した（2㌦∴図3に一軸
圧縮試験の結果の一例を示す。固化処理土の場合、荷

風化処理土の破壊の様子

も︐′

重を増加させていくと圧縮ひずみも大きくなるが、1
〜2％の圧縮ひずみで庄絹応力は最大値を示し、破壊

︑くーヽ．・．︑亨

に至っていることが分かる。これに対して、繊維質固
化処理土の場合、破壊ひずみは7〜8％と大きく、また

が存在し、−軸圧縮試験を実施することができたた
め、一軸圧縮強さの値がプロッ斗されているが、供
試体の劣化が激しく、3サイクル以上では全ての供
試体が崩壊したため、一朝圧縮試験を継続すること
ができなかった。これに対して繊維質固化処理土は
10サイクル終了後も供試体にクラックの発生や夢化
はほとんど見られず、一軸圧縮強さも初期の強贋を
維持しており、強度の減少も見られない。このこと
は、麟推賀田化処理土は乾湿繰り琴しに対する耐久
性が轟く、固化処理土のように使用箇所を限定する
必要畢きいことを意味する。なお、図6に乾湿繰り
返し試験終了後の供試体の写真を示す。
2．5繊稚質固化処理土の動的強度

のためべ 固化処理土を実際に使用する場合は、乾湿

2003年9月に発生した十勝沖地震では、下水道管

の影響をなるべく受けないように、外部に暴露しな

渠やマンホールの浮上がり、管渠埋戻し部の路面沈

（・ いように山土などで被葎すべきであると言われてい
・る（3日）。そこで繊維質固化処理土に対しても乾湿
・繰り返しによる耐久性を評価するために乾湿繰り返
し試験を実施した（5）・。：

図5にサイクル数と一報庄輝強さの関係を示す。
．▲印で示す固化処理土は、2サイクルまでは供試体

下など下水道施設に多大な被害が報告されている
が、十勝沖地震による下水道施設の被音状況に関す
る現地調査では、改良土を埋戻し材として使用した
箇所では被害が少ないなど、改良土の有効性が指摘
されている■岬。繊維質固化処理土は、土砂内部に
繊維質を含むため、動的強度にも優れていると考え
ら恥る。繊維質同化処理土が高い動的強度を有して
いれば、耐震性地盤材料としての適用が可能であ
り、適用範囲が大き．く向上する。そこで、繰り返し
三朝圧縮試験を行い∴繊維質固化処理土の動的強度
について検討した。

U

5

10

圧縮ひずみ［％〕

図3

−軸圧縮試験結果の一例

15

図7は、山砂、固化処理土、繊推質固化処理土を
用いて繰り返し三軸圧縮試験を行？た時の結果を示
している（7）。横車郎ま試験を開始してからり経過時
間であり、縦軸は過剰間隙水圧を示している。過剰
間隙水圧の上昇が大きも．、チものほど剰犬化しやすく、

動鱒強贋が小さいことになる。固在処理土昼山砂
に比べて大きな動的強度を有しセいるが、繊維質固
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セメント系固化材による従来の圏化処理土は乾湿
● 繰り返しにより劣化することが報告されている。そ

図4 圧縮試験後の供試体の様子

■′l︑︐

2．4乾湿繰り返し試験による耐久性評価

繊維質固化処理土の破壊の梯子

々︑′〜J︑−−11●

大きく粘り強い性質を示すことが大きな特徴である。
図4に試験後の供試体の破壊の様子を示す。固化
処理土は明確な破壊面が現れており、岩石やコンク
リートの破壊形態とよく似た形状を示している。こ
れに対して繊維質固化処理土の場合、明確な破壊面
が現れてなく、全体的に膨らんだいわゆる樽型変形
を示している。これは、内部に繊推質物質を含むた
め、土粒子と繊維質が複雑に絡み合い、破壊を生じ
難くしているのと同時に繊維質を通して応力が分散
されるた・めであると考えられる。

′′′一

破壊後車庄縮応力が急激に減少することなく、残留強
度も大きくなっている。つまり∴繊維質固化処理土
は、セメント系固化材を用いた従来の圏化処理土に比
べて破壊に至るまでのひずみ量が大きく、残留強度が

JJJヽJXJ﹁ぺーー豆て⁚lノヾけち︑ゝ

こで、処理土を用いて直径50mm、高さ1∝hmlの供試

環境研究一2011No．164

450

400

粁≡＼石工 堆常琶蔓十

払0

300

150
■

100

50

0

4

6

（）

乾湿履歴サイクル数［−〕

図5 乾湿繰り返し試験におけるサイクル数と一圧縮強さとの関係

ているが、地震対策工事十災害復旧工事に繊維質団

化処理土の利用を推奨したい・と考えているご

2．6施工事例
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（1）高含水比土による盛土施工に関する技術浜属遊
水地関連の築堤工事個土交通省東北地方整備
局福島河川国道事務所発注）
国土交通省東北地方整備局では工民間会社等が保
有する優れた新技術や特許技術等を東北地方整備局
発注工事に活用し、コスト縮減やリサイクル等を推
進するため、平成14年度に4つの技術を募集した。
その内の1つである「高含水比土による盛土施工に

関する技術」に、磯維蛮圏化処理土工法が採用さ

10サイクル終了後の繊維質固化処理土

図6 乾湿繰り返し試験終了後の供試体の様子（初期含水
比はともに105％、セメント系固化材添加量は
1−00桓／m3）

北処理土は過剰間隙水庄の増加がさらに小さく、固
化処理土よりもさらに大きな動的強度を有している
ことが分かる。すなわち、繊維質馴化処理土は静的
強度および動的強度ともに大きく、変形特性にも優
れているととふら耐震性地盤材料として最適である
と言える。近年、地震による土砂災害が多く発生し

れ、魔島県須賀川市の浜尾遊水地の工事現瘍で施工
が行われた。本工事は、阿武隈川流域の瀬尾遜水地
および下流地区の洪水被害を軽減するため、期間・
経済性・実現性を勘案しつつ一二■遊水池内を掘削する
とともに、この掘削土を利用して遊水池関連の堤防
を整備し、貯水量を確保するものであり、河川等に
おける高含水比土を効率的かつ経済的に薬療施工す
る技術が求められた。平成14年度の工事では、本工
法により3，000m3が処理され、繊推質周化処理土を
用いて築堤工事が行われたが、ガリ侵食を全く受け
ず、クラックの発生も見られないことから、繊推質

固化処理土の高耐久性が攻めて検証されたととも
に、現場運用性にも優れていることが確認された
（図8）。
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図7 繰り返し三軸圧縮試験の結果の一例

式が採用され、その結果、完全なゼロエミッション
を実現した。当現場は、限られた敷地内に効率的に

重機が配置され、また常に振動・・感音を計測し、低
振動・低騒音施工に細心の注意を払いながら周辺環
境にも考慮し、かつ廃棄物を出さないゼロエミッ
ションを実現しており、これからの環境対応塑建設
施コ二の見本とも言うべき現場を実現し尭｛図9）。
なお、平成19年度には、この共両港を延長する工

図8浜尾避永池に革骨る施工の様子博真右のバックホ
ウで高含水比の原泥を掘削しピッ′卜に入れ、左の
バックホウのアタッチメントを塊拝用のミキサーに

変え、古紙と原泥を混合・擾拝する）

事が新たに発注されたが、その特記仕様書の中で発
生土処理に対して繊維質固化処理土工法が「発注者
指定技術」として明記された。これは、本工法の特
徴が評価された結果であると考えている。繊維質圃
化処理土工法の採用により引き続き環境に配慮した
施工が実現できることを大いに期待したい。

（2）仙台東部共同溝工事（国土交通省東北地方整備
局仙台河川国道事務所発注）
当工事は、仙台市宮城野区小田原地内から青葉区
本町間の一般国道45道路下にシールド工法により、
共同溝1．37hlを構築するものである。当シールドは

宮城野区小田原地内に発進立坑∴発進設備を設置
し、国道45号道路下を掘進するものであるが、発進
立杭の構築において地中連続壁を造成する際、セメ
ントミルクを使用することから自硬性汚泥が発生す
る。そこで、建設現場におけるゼロエミッションを
目指し、汚派処理に繊維質固化処理土工法が採用さ
れた。当現場では、夜間の立坑掘進工事から排出さ
れる汚泥をピットに貯え、昼間に繊維質固化処理土
工法により処理を行うが、当現場は仙台市中心部に
近い工事現場であるため、限られた敷地内に生成さ

図9 仙台東部共同溝工事現場の全景（本現場は、図8の
施工現場と異なり、市街地中心部近くに位置し、限
られた作業面積しか取れないため、重機が効率良く

れた土砂を仮置きするだけのスペースの余裕はな
かった。そこで、処理が終了する時点でダンプト
ラックが待機しており、処理後、直ちにダンプに荷
積みし、．4号線バイパス拡幅工事現場に遅搬する方

整然と配置されている。右上奥がボンテラン工法の
臭施場所．混合・規拝およびダンプへの積み込みを
1台のバックホウで行うため∴ミキシングバケット

が装着されている）

凛38

環境研究2011No．164

図10 土砂災害により発生した大量の軟弱土に古紙破砕

図11塩釜市中倉処分場における津波堆積物再資源化の

物を混合している様子。処理土は強度発現が早い
ため、迅速な復旧工事に大きく寄与した。

梯子

（3）芋川河道閉塞緊急対策工事（国土交通省北陸地
方整備局湯沢砂防事務所発注）
平成16年10月23日17時56分、新潟県中越地方で震

度6強の地震が発生した。新潟県小千谷市・旧山古

志村川旧町・長岡市・堀之内町などでは、大きな
揺れや地すべり・斜面崩壊により、住宅や道路・鉄
道・河川施設などで大きな災害が発生するととも
に、土砂崩れ等により芋川河道閉塞が生じ、大量の
軟弱土が発生した。迅連な災害復旧のためには、現
場までのアクセス道路をできるだけ早急に整備する
ことが必要不可欠であることから、繊維質固化処理
土工法が旧山古志村の災害復旧工事に採用され、土
砂崩れ等で発生した現地の軟弱土砂を改良し、改良
土を資材運搬路・仮設ヤード・国道291号迂回路に
再利用した（8㌦ このように本工法は災寄復旧現場
でも活用できることが証明された（図10）。
（4）津波堆積物の再資源化に関する社会実験・試験
施工
2011年3月11．日に発生した東北地方太平洋沖地震
では、日本における観測史上最大のマグニチューlド
9．0を記録した。この地震により場所によっては波高
10m以上の大津波が発生し、沿岸部に未曾有の被害
をもたらした。宮城県内では2，500万トンもの浮浪堆

積物が生じていると推定されている。約2，500万トン

と推定される津波堆積物を埋め立て処分することは
ほぼ不可能であり、有効活用せざるを得ない状況に
ある。草こで、著者らは繊維質固化処理土工法を津
波堆積物に適用し、．再資源化する社会実験・試験施
工を宮輝県塩釜市の中倉処分場および仲台市若林区
藤嫁の農地で実施した。塩釜市中倉処分場では、生
成された繊維質固化処理土は廃棄物の覆土として再
利用される予定であり、仙台市若林区藤塚では、繊
維質固化処理土を用いてミニ堤防（人工地盤）を造

図12 仙台市若林区藤塚における津波堆積物再資源化の

様子

成し、農地の復元に貢献した（図11および図12ト。

3．緑化華攣材を生成するための繊維質処理土工法

3．1古紙破砕物添加量の決定と緑化基盤材としての
性能評価
舶質処理土工法は泥土に古紙破砕物と高分子系改
良剤を翻加することにより、脱水工程を施すことなく
泥土を30分程度の撹拝で強度特性・変形特性に優れた
土砂に改良する工法であり、非自硬性汚泥や浄水畢生
土の場合、pHを中性のまま改良でき，るため、処理土は
緑化基盤材として有効利用が可能である。著者らは、
従来から緑化基盤材として一般的に使用されている
バーク堆肥と非自硬憧建設汚泥を繊維質処理土工漆で

再資源化した繊推質処理土を用いてのり面緑化を行

．璽39

い、植生の比較を行った。その結果、繊維質処理土に

おける植封犬況は、バーク堆肥における麺生状況より
も優れていることを確認した（9）。さらに、土壌物理

（）

環境研究2011No．164

古紙破砕物量＝7▲5：2．5

No，1−5土粒子童：
古紙破砕物量＝9：1
No．1−6土粒子量：
古紙破砕物量＝9．5：0．5
No．1−7土粒子量：

有望であることを確認した。
ところで、本工法の特徴である古紙破砕物の津加
の目的は、当初は建設汚泥等の高含水比泥土を脱水
処理することなく団鹿化し、即時運搬可能な状態に
することであり、盛土材・埋め戻し材としての利用
の場合、古紙の添加量は泥土の含水比に基づき決定
する。しかしながら、緑化基盤材としての再利用を
考えた場合、運搬性を目的とした古紙破砕物添加量
に従って泥土を処理すると、泥土の含水比によって
古紙の量が変化することになり、出来上がった緑化
基盤材中の土粒子量／古紙破砕物量比が一定でな
く、緑化基盤材と・しての品質が一定にならない。そ

古紙破砕物量＝p：10（土粒子のみ）
DRY方式

N正2−2土粒子畢：
古紙破砕物量＝4：6
No．2−3土粒子量：
古紙破砕物量＝6：4
No．2−4土粒子量：
古紙破砕物量＝7．5：2．5

No．2−5土粒子量：

（蒜↓軍票笠寺警諾諾莞慧冨警筈竺忘妄言

古紙破砕物量＝9：l
No．2−6土粒子量：
−古紙破砕物量＝．9．5：0．5

緑化基盤材を生成する技術開発を行った（10）。
緑化基盤材として具備すべき性能としては「保水
性」・「軽量性」・「通気性」・†保肥性」などが
挙げられる。そこで、これらの性能に対して満足す
べき目標値を表2のように設定した。
ところで、緑化基盤材を工場生産する場合、天日

図13に測定結果を示す。即今の決定において土粒
子量／古紙破砕物量比が大きいものほど古紙破砕物

添加量が少なくなることから経済的な配合であると
いえる。つまり、本研究では、全ての性能目標値を
満足する畢小の古紙添加量が最適添加量であると考
えられる。図13より、D瑠式料では、有効水分保持

乾燥などにより十分に埋理士の含水比を低下させる
ことができるが、：派土発生現場で泥土を処理し、処
理土を用いて吹き付けを行う場合は、含水比を低下
させることが困難である。そこで、本技術開発で

量・透水係数・固相率・気相率・陽イオン交換容量

を10±5％に調整し窄Dm彷式の2つの方式で緑化基

を全て滴足できる配合は土粒子量／古紙破砕物量比
が5．0の配合であると判断できる。一方、Ⅵ唱で試料
では湿潤時比重1．0以下・気相率25％以上の目標値を

盤材を作成することにした。なお、古紙破砕物の涜

若干満足できないが、．同比6・0の配合が最漣であると

は、含水比を40≠5％に調整したWET方式と含水比

考えられる。・換言すると、どのような含水比の派土
が発生しても、派土中に含まれる土粒子畳を計算

（ 讐竿憲芸冨告芸豊孟子て讐慧芸芸軍票芸霊

し、土粒子量／古紙破砕物量甚が5・0〜6・0になるよ

性」の値を定量評価した。

劇矧矧刊別働鳳凰劇闇潮封風劇詔忍鳳凰威風潮風㈲劇渕闇愚詔割判瑠劇働剰割密度便怨÷五運号音葦皆手盛照や署苓牒審 ▲惹塔寺源泉思料慰審若蕊葦藻蓬一字や千旦㍗与苓十一−

▲No．1−4土粒子量」

特性についても検討し、繊推質処理土は、通常士ある
いは市販の人工軽量土輿と比較して、保水性、軽量性
・および保肥性に優れており、緑化基盤材として非常に

うに古紙破砕物を添加して処理することにより、一
定品質で土壌物理特性に優れた緑化基盤材を生成す

WET方式

Noユー1土粒子量：
No．1−2士粒子量：

一 り

ることが可能となった。
WET試料では全ての性能を満足することが難しい

古紙破砕物量＝0：10（古紙のみ）

結果となったが、垂力水を速やかに排水し、気相率
を多く有し、やつ透水係数を上げれば、全ての性能
目標値を滴足すようになり、そのためには繊維質処

古紙破砕物量＝4：d
No．1−3土粒子畳：
古紙破砕物量＝6：4

i

表2 緑化基盤材における各種性能目標値一覧
てこ二三二
保水性
通気性

軽量性

単位

［ゼ／m3］

透水性

．［cm／S］

湿潤時比重

．［−］．

三相分布

［％］

陽イオン交換容畢：CEC （CationExchangeCadacitY）

目標値

100以上
10−3以上

固相率30以下．
気相率25以上
1．0以下
［moレ′七g〕

6以上．

摘要

．pFl．5〜3．8の範囲

坪1．5の状態で測定

．，．pF1．5の状態で測定
︒

保肥性

判定方法

有効水分量

メ
〜
．
﹂
血
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図14 吹き付け工事の様子（左）と緑化後の法面の埴生状況（右）：国道13号（主寝坂道路）

理土に副資材として建設発生木材のチップなどの骨

こ一

二三三二三三三三三三
り、全ての性能を満足する線化基盤材の生成にも成
功しているが、詳細については紙面の都合上割愛

する。
3．2施工事例

（1）六郎沢山地区道路改良工事（国土交通省東北地
方整備局山形河川国道事務所発注）
本工事は、山形県北と秋田県南の交流嘩進および
国道13号の陰路解消のための整備事業（主客坂道
路）であり、切土工事に伴う法面の緑化を行うもの
である。事業鱒横としては金山町飛ノ森〜真室川町
及位間（総延長9．9km）にわたる土工事がメインで
あり、切土区間においては支障木の伐採により、
根・小径木・枝葉などの副産物が大量に発生した。

（ 警芸忘芸悪霊望ぎ霊慧誓言告…讐警羞孟芸諾
け用基盤材として再利用し、従来の基盤材と同等の
植生を確認した。これにより、法面吹け工の大幅な

コスト削減を達成するとともに、廃棄物の発生抑制
および再利用を実現した（図14）？
（2）平成16〜19年度赤砂第八砂防堰堤工事（国土
交通省東北地方整備局新庄河川事務所発注）
本工事は山形県最上郡大蔵村の砂防堰堤の工事用

道路築造に伴って大量に発生した支障木（根・小径
木・枝葉）の有効利用を目的とし、繊碓質処理土と
支障木のチップ材を混合し法面吹付け用基盤材と
して再利用したものである。・施工箇所は亀裂のある
岩盤で湧水も確認ざれており、かつ1：0．3と急勾配
であったため、・施工当初は基盤材の脱落が懸念きれ
たが、融雪後も基盤材は脱落も無く再垣生は順調に
推移した。吹付け後、約3ケ月で被植準は10q％とな
り、繊維質処理土とチ．ップ材によ．る嘩合基盤材の高

い耐侵食性が確認された咽15ト。
（3）大分市役所屋上緑化工事

浄水汚泥を用いた植生基準材を利用して屋上緑化
を行った一例とレて、図16に大分市役所庁舎の様子
を示す。図中の破線の部分に浄水汚泥を用いた植生
基盤材が使用されている。全体のイメノージを砂浜に

隣接した草地に見立て、流木を止まり木とした鳥が

匠＝5 吹き付け工事の様子（左）と緑化複の法面の植生状況（右）：山形県最上部大蔵村
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言で

水公園の基礎地盤として全量リサイクルした実碑も

有する。さらに上述したように東日本犬寮災で発生
した津波堆積物の再資源化を・目指して、塩釜市およ
び仙台市若林区で試験施工を開始している。繊維質
固化理土工法を被災地の津波堆積物に適用し、良質
な地盤材料として再資源化し、盛土あるいは地盤沈
下地域の嵩上げなどに利印すべく活動を蹄けて行き
たい。本工法が全国的に広く普及することを祈念し
て本報のむすびとする。
く参考文献》
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4．むすび
繊維質固化処理土工法の最大の特徴は、高含水比
泥土に繊維質物質である古紙破砕物を添加弓毘合す
ることである。「たかが古紙」だが、「されど古

紙」である。生成さ・れる土砂内部に存在する繊維質
が、地盤材料としての様々な優れた野性を生み出し
ている。研究開発を進めるにつれて新しい特性が確
認され、その都度、学術論文として公表している
が、日本素材物性学会論文賞や資源・素材学会論文
賞を受賞するなど学術的に評価されてきており、ま
た国土交通省発注の工事をはじめ、全体の施工実績
も780件、48万m3を越え●、国土技術繭発寒や産官学

連携功労者表彰における国土交通大臣賞を受賞する
など実績面での対外的な評価も受けている。またこ
の度、栄誉ある日立環境財団環境賞を頂ぐことがで
き、非常に光栄であると感じている。紙面の関係上
書ききれなかったが、ため池のヘドロを竣課し、親

（4）小川 伸吉j杉山 雅彦，横山 勝彦，山本 博之：建設汚泥
改良土の利用に関する基礎的研究（その9ト乾湿繰り返しに
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