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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主成分をＳｉＯ２として、ＭｇＯ：４０％以下で、ＭｇＯ／ＳｉＯ２：０．３２～０．
８０、全鉄分をＦｅＯとして、ＦｅＯ：６～３０％、ＣａＯ：０．２～６．０％、Ａｌ２

Ｏ３：０．１～４．５％、Ｎｉ：０．８～３．２％、Ｃ：５～２０％であるフェロニッケ
ルの原料を用いて製造した多孔質の微粒フェロニッケルスラグからなる建設材料であって
、
　前記微粒フェロニッケルスラグは、主成分をＳｉＯ２として、以下重量％にて、ＭｇＯ
：４０％以下で、重量％比でＭｇＯ／ＳｉＯ２：０．３２～０．８０、全鉄分をＦｅＯと
して、ＦｅＯ：１３％以下、ＣａＯ：０．２～６．５％、Ａｌ２Ｏ３：０．１～５％、Ｎ
ｉ：０．５０％以下、Ｃ＞０．２０％であり、
　平均粒径が０．０２～０．１ｍｍ、
　比表面積が１２００ｃｍ２／ｇ以上、
　土粒子密度が２．９～３．２ｇ／ｃｍ３

　であり、
　前記微粒フェロニッケルスラグの空隙が２０μｍ以下かつ粒径の１／４以下であること
を特徴とする建設材料。
【請求項２】
　請求項１に記載の建設材料の製造方法であって、
　前記フェロニッケルの原料をロータリーキルンに投入し、
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　前記原料を半溶融状態にして内部に含まれる炭素分をガス化して内部に多数の空隙を形
成し、
  半溶融状態の前記原料をロータリーキルンの出口から冷却水に投入して冷却し、
　冷却した前記原料を粉砕し、
　粉砕した前記原料をフェロニッケル分とスラグ分とに分離し、
　前記スラグ分を分級して２５０μｍ以下のものを選別することを特徴とする建設材料の
製造方法。
【請求項３】
　半溶融状態の前記原料の温度を１２００～１４５０℃とすることを特徴とする請求項２
に記載の建設材料の製造方法。
【請求項４】
　前記冷却水の量が２０Ｎｍ３／（ｈｒ・スラグ１ｔ）以上であることを特徴とする請求
項２または３に記載の建設材料の製造方法。
【請求項５】
　多量の水分を含む軟弱地盤と、
　前記軟弱地盤上に敷き詰められ上から圧縮された補強地盤とからなる地盤構造であって
、
　前記補強地盤は、請求項１に記載の建設材料および水のみからなり、含水比は１５～２
５％であることを特徴とする地盤構造。
【請求項６】
　室内でＪＩＳ　Ａ１２１０－Ａ法により突固められた前記補強地盤材料のコーン指数が
３５００ｋＮ／ｍ２以上であることを特徴とする請求項５に記載の地盤構造。
【請求項７】
　多量の水分を含む軟弱地盤の上に請求項１に記載の建設材料を敷き詰め、
　前記建設材料の上から汎用土工機械により踏み固めて圧縮した現地でのコーン指数が１
２００ｋＮ／ｍ２以上の補強地盤とすることを特徴とする補強地盤の敷設方法。
【請求項８】
　前記建設材料を敷き詰める前の軟弱地盤のコーン指数は２００ｋＮ／ｍ２以下であるこ
とを特徴とする請求項７に記載の補強地盤の敷設方法。
【請求項９】
　前記軟弱地盤の表層の土砂を除去し、
　除去した後にできた窪みに前記建設材料を敷き詰めることを特徴とする請求項７または
８に記載の補強地盤の敷設方法。
【請求項１０】
　前記建設材料を敷き詰めた上から散水することを特徴とする請求項７～９のいずれかに
記載の補強地盤の敷設方法。
【請求項１１】
　前記建設材料の含水比を１５～２５％とすることを特徴とする請求項１０に記載の補強
地盤の敷設方法。
【請求項１２】
　前記建設材料を敷き詰める前のコーン指数が２００ｋＮ／ｍ２以下の軟弱地盤の表層に
前記建設材料を散布し、混合攪拌し、前記軟弱地盤のコーン指数を増加せしめた後に、そ
の上から前記建設材料を敷設することを特徴とする請求項８に記載の補強地盤の敷設方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、軟弱地盤上で施工を行う場合の原地盤を補強する技術に係り、特に、地盤を
補強するための建設材料、その製造方法、補強された地盤構造、および補強地盤の敷設方
法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　軟弱地盤上で施工を行う場合、重量物である施工機械が沈下せずに走行可能となるよう
に、まず最初に軟弱地盤の表層を補強することが一般的である。その補強方法としては、
従来、セメントやセメント系固化剤、鉄鋼スラグなどを現地に搬送し、バックホウやスタ
ビライザー等の施工機械を用いて攪拌混合し、軟弱地盤上に敷設し、強度が発現するまで
養生しながら待ち、初めて施工基盤としての使用が可能となっていた。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、フェロニッケルスラグと消石灰とからなり、原地盤と混ぜ込
むことによって強度が得られる土質改良用水硬性組成物が開示されている。また、特許文
献２には、高炉水砕スラグと生石灰とを有し、原地盤と混ぜ込むことによって強度が得ら
れる地盤改良材が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０６－１９７５号公報
【特許文献２】特開２０１１－１６２５９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１および２を含む従来技術においては、下記の諸問題があった
。
（１）地盤改良材を原地盤と混合攪拌することにより強度発現がもたらされるため、攪拌
混合という施工工程と、そのための施工機械が必要となる。
（２）セメント等の強度発現には時間を要するため、養生期間を置いた後でなければ本施
工に着手できない。
（３）セメントの水和反応や鉄鋼スラグの水硬性により固化した盤ができるため、本施工
後にこれを撤去する際に、多大な労力とコストを要する。
（４）セメント系固化剤や鉄鋼スラグの一部では、鉛や水銀、カドミウム等の重金属溶出
のリスクを有し、特に、環境中の石灰分や酸性雨、黄鉄鉱等により敷設箇所がアルカリ性
雰囲気や酸性雰囲気に傾いた際に重金属溶出リスクが顕著になる。そのため、著しく使用
場所の制限を受ける。
【０００６】
　本発明は、上記状況に鑑みてなされたものであり、軟弱地盤を補強するにあたり、簡便
な工程で実施することができ、速やかに補強地盤の強度を発現させることができ、施工終
了後の補強地盤の除去が容易であり、かつ、重金属溶出のリスクの無い、地盤の補強を可
能にする技術を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の建設材料は、主成分をＳｉＯ２として、ＭｇＯ：４０％以下で、ＭｇＯ／Ｓｉ
Ｏ２：０．３２～０．８０、全鉄分をＦｅＯとして、ＦｅＯ：６～３０％、ＣａＯ：０．
２～６．０％、Ａｌ２Ｏ３：０．１～４．５％、Ｎｉ：０．８～３．２％、Ｃ：５～２０
％であるフェロニッケルの原料を用いて製造した多孔質の微粒フェロニッケルスラグから
なる建設材料であって、微粒フェロニッケルスラグは、主成分をＳｉＯ２として、以下重
量％にて、ＭｇＯ：４０％以下で、重量％比でＭｇＯ／ＳｉＯ２：０．３２～０．８０、
全鉄分をＦｅＯとして、ＦｅＯ：１３％以下、ＣａＯ：０．２～６．５％、Ａｌ２Ｏ３：
０．１～５％、Ｎｉ：０．５０％以下、Ｃ＞０．２０％であり、平均粒径が０．０２～０
．１ｍｍ、比表面積が１２００ｃｍ２／ｇ以上、土粒子比重が２．９～３．２ｇ／ｃｍ３

であり、微粒フェロニッケルスラグの空隙が２０μｍ以下かつ粒径の１／４以下であるこ
とを特徴としている。
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【０００８】
　本発明においては、微粒フェロニッケルスラグの空隙が２０μｍ以下かつ粒径の１／４
以下であることを好ましい態様としている。
【００１０】
　また、建設材料の製造方法は、上記本発明の建設材料を製造する方法であって、主成分
をＳｉＯ２として、ＭｇＯ：４０％以下で、ＭｇＯ／ＳｉＯ２：０．３２～０．８０、全
鉄分をＦｅＯとして、ＦｅＯ：６～３０％、ＣａＯ：０．２～６．０％、Ａｌ２Ｏ３：０
．１～４．５％、Ｎｉ：０．８～３．２％、Ｃ：５～２０％の成分を含有したフェロニッ
ケルの原料をロータリーキルンに投入し、原料を半溶融状態にして内部に含まれる炭素分
をガス化して内部に多数の空隙を形成し、 半溶融状態の原料をロータリーキルンの出口
から冷却水に投入して冷却し、冷却した原料を粉砕し、粉砕した原料をフェロニッケル分
とスラグ分とに分離し、スラグ分を分級して２５０μｍ以下のものを選別することを特徴
としている。
【００１１】
　本発明においては、半溶融状態の原料の温度を１２００～１４５０℃とすることを好ま
しい態様としている。
【００１２】
　本発明においては、冷却水の量が２０Ｎｍ３／（ｈｒ・スラグ１ｔ）以上であることを
好ましい態様としている。
【００１３】
　また、本発明の地盤構造は、多量の水分を含む軟弱地盤と、軟弱地盤上に敷き詰められ
上から圧縮された補強地盤とからなる地盤構造であって、補強地盤は、上記本発明の建設
材料および水のみからなり、含水比は１５～２５％であることを特徴としている。
 
 
 
 
 
【００１４】
　本発明においては、室内でＪＩＳ　Ａ１２１０－Ａ法により突固められた補強地盤材料
のコーン指数が３５００ｋＮ／ｍ２以上であることを好ましい態様としている。
【００１５】
　また、本発明の補強地盤の敷設方法は、多量の水分を含む軟弱地盤の上に上記本発明の
建設材料を敷き詰め、建設材料の上から汎用土工機械により踏み固めて圧縮した現地での
コーン指数が１２００ｋＮ／ｍ２以上の補強地盤とすることを特徴としている。
【００１６】
　本発明においては、建設材料を敷き詰める前の軟弱地盤のコーン指数は２００ｋＮ／ｍ
２以下であることを好ましい態様としている。
【００１７】
　本発明においては、地盤に段差を生ずる可能性がある場合は、軟弱地盤の表層の土砂を
除去し、除去した後にできた窪みに建設材料を敷き詰めることを好ましい態様としている
。
【００１８】
　本発明においては、軟弱地盤の元々の含水比が低い場合、建設材料を敷き詰めた上から
散水することを好ましい態様としている。
【００１９】
　本発明においては、建設材料の含水比を１５～２５％とすることを好ましい態様として
いる。
【００２０】
　本発明においては、建設材料を敷き詰める前のコーン指数が２００ｋＮ／ｍ２以下の軟
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弱地盤の場合、軟弱地盤の表層に建設材料を散布し、混合攪拌し、建設材料の吸水作用に
よりいったん軟弱地盤のコーン指数を増加せしめた後に、その上から建設材料を敷設する
ことを好ましい態様としている。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、原地盤と混合することを要さず、原地盤上に直接建設材料を被覆して
転圧するだけで、建設材料の微粒子どうしが密実化、噛み合い、サクションを形成し、強
固な補強地盤が得られるという効果を奏する。また、転圧後すぐに強度が確保できるので
、補強地盤の構築に養生期間を要さない。また、補強地盤は、セメントの水和反応や鉄鋼
スラグの水硬性による固化とは異なり、物理的な粒子間の噛み合いやサクションによる結
合によるものであるため、本施工が終了した後は、容易に補強地盤を撤去することができ
る。さらに、建設材料の製造工程においてロータリーキルンで半溶融状態で熱処理される
ため、重金属成分が揮発しており、環境中への重金属溶出リスクが無く、著しく広い使用
場所の選択が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の建設材料の粒子の顕微鏡写真である。
【図２】通過質量百分率と粒径の関係を示すグラフである。
【図３】乾燥密度と含水比の関係を示すグラフである。
【図４】コーン指数と含水比の関係を示すグラフである。
【図５】本発明の建設材料と比較材料のサクションと飽和度の関係を示すグラフである。
【図６】現地盛土実験の模式図である。
【図７】サイトＣにおける経過時間とサクションと２４時間雨量の関係を示すグラフであ
る。
【図８】サイトＣにおけるコーン指数と転圧回数の関係を示すグラフである。
【図９】サイトＣにおける現場ＣＢＲ値と転圧回数の関係を示すグラフである。
【図１０】コーン貫入抵抗値と乾燥密度の関係を示すグラフである。
【図１１】一軸圧縮強度と材令の関係を示すグラフである。
【図１２】乾燥密度と含水比の関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の建設材料、その製造方法、補強された地盤構造、および補強地盤の敷設
方法を詳細に説明する。なお、以下の説明において、含水比とは、質量に関する比であり
、
　土全体の質量ｍ＝土粒子実質部質量ｍｓ＋間隙水質量ｍｗ＋間隙空気質量ｍａ

の関係が成立する場合において、間隙空気質量ｍａを０と仮定し、残りの土粒子実質部質
量ｍｓに対する間隙水質量ｍｗの比（ｍｗ／ｍｓ×１００）である。
【００２４】
　また、飽和度とは、体積に関する指標であり、
　土全体の体積Ｖ＝土粒子実質部体積Ｖｓ＋全間隙体積Ｖｖ

　全間隙体積Ｖｖ＝間隙水体積Ｖｗおよび間隙空気体積Ｖａ

の関係が成立する場合において、全間隙体積Ｖｖに対する間隙水体積Ｖｗの比（Ｖｗ／Ｖ

ｖ×１００）である。すなわち、全間隙が水で満たされれば１００、全間隙が空気で満た
されれば０である。
【００２５】
　本発明らは、ニッケル鉱石と還元剤を高温還元してフェロニッケルを得るフェロニッケ
ル製錬において副生するスラグを、特定条件下で形成することにより、建設材料として優
れた効果を発揮することを見出し、本発明を完成させたものである。すなわち、フェロニ
ッケル製錬においてスラグを凝固させる際に、凝固物に空隙を多量に生成させて多孔質と
し、次の工程で微粉砕し、平滑な凝固面から凹凸を有する破面を形成させる。この空隙と
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表面凹凸による微粒子の噛み合い強化と、空隙および噛み合い部に保持される水分とによ
りサクション力と吸引力を持たせた材料であって、本材料を撒き出して汎用的な軽重機で
数回転圧するだけで、施工基面として十分な強度を発現できる。
【００２６】
　このため、本材料を用いれば、攪拌混合の工程やそのための施工機械を必要とせず、水
分を多量に含む軟弱地盤上に本材料を散布、転圧すると、即時に強固な施工基盤が造成さ
れ、本施工に待ち時間なく移行できる。
【００２７】
　また、粒子の密実化、噛み合い、サクション形成という物理的機構による基盤造成であ
るため、水和特性や水硬性などを有しておらず、化学的な変化も経ていないため、本施工
後の撤去は容易である。
【００２８】
　また、環境影響についても、後述するロータリーキルン内にて重金属成分を揮発除去し
ているため、有害物質溶出のリスクを有さない。
【００２９】
（１．建設材料の製造工程）
　以下、本発明の建設材料の製造工程を説明する。
　公知のフェロニッケル製錬工程に従い、まずニッケル鉱石を含むフェロニッケル原料を
乾式または湿式の粉砕機で粉砕し、混練機、団鉱機を経て、ロータリーキルンに移送する
。ローターリーキルンでは、バーナーを用いて加熱し、金属分とスラグ分が完全溶融して
分離する状態に至るより低い温度に維持し、フェロニッケル原料を半溶融状態、すなわち
スラグ分が固形と液体が混合した状態とする。
【００３０】
　この状態を維持することにより、半溶融のスラグ分に含有される炭素の一部が完全な固
体に凝固する時点でＣＯガスとなり放出されることにより、空隙を形成し、多孔質体とな
る。この時の温度は、好ましくは１２００～１４５０℃である。下限温度未満であると還
元反応が進行せず、上限温度超であるとスラグが溶融してしまう。
【００３１】
　続いて、形成した多孔質のスラグを含む半溶融のフェロニッケル原料を冷却水に投入し
て冷却を行って完全に固化させる。このときの冷却水の量は、２０Ｎｍ３／（ｈｒ・スラ
グ１ｔ）以上であることが好ましい。２０Ｎｍ３／（ｈｒ・スラグ１ｔ）未満であると、
冷却に十分な水量が確保できず、水蒸気爆発のおそれがある。
【００３２】
　フェロニッケル原料を冷却後、これを粉砕機で粉砕し、比重選鉱機で重い金属分と軽い
スラグ分に分離する。スラグ分はさらに磁力選鉱機に掛けられ、残留する金属分を分離し
た後、分級機によって２５０μｍ以下の微粒子を回収して、本発明の建設材料が得られる
。
【００３３】
（２．建設材料の物性）
　上記で得られた本発明の建設材料の物性を説明する。
（２－１．粒径）
　本建設材料の差渡し最外径は、分級機により２５０μｍ以下とされる。この粒度であれ
ば、非常に多くの微粒子間にサクションが形成され、補強地盤として十分な強度を確保す
ることができる。なお、差渡し最外径２５０μｍ超の粒子も分級で除き切れない程度の微
量は含まれる。差渡し最外径は、好ましくは、１００μｍ以下であり、さらに好ましくは
、一般にシルト質として分類される７５μｍ以下である。本建設材料の好ましい態様の粒
度分布は、粒径加積曲線において、シルト質（５～７５μｍ）の含有率が９７％である。
【００３４】
　本建設材料が補強地盤として十分な強度を確保するためには、ＪＩＳ　Ａ１２０４「土
の粒度試験方法」により測定した平均粒径（Ｄ５０、５０％粒径）＝０．０２～０．１ｍ
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ｍであることが必要である。平均粒径が０．０２ｍｍより小さい場合は、空隙の比率が下
がるため、保持される水分が少なくなり、十分な強度が得られない。図２に示すように、
本発明の建設材料は、複数製造ロットの物を比較しても、０．０２～０．１ｍｍの狭い範
囲に粒度が揃っていることが分かる。好ましくは、平均粒径Ｄ５０＝０．０３～０．０８
ｍｍの範囲にあるとより高い強度が得られる。
【００３５】
（２－２．比表面積）
　本建設材料の比表面積は、１２００ｃｍ２／ｇ以上であると好ましい。比表面積が１２
００ｃｍ２／ｇ未満であると、多孔質体としての空隙および表面凹凸が不十分であり、十
分に含水やサクションを発揮することができない。また、その空隙は、２０μｍ以下かつ
粒径の１／４以下である。
【００３６】
（２－３．密度）
　本建設材料の土粒子比重は、ＪＩＳ　Ａ１２０２に規定された「土粒子の密度試験方法
」による値で２．９～３．２ｇ／ｃｍ３であるか、またはＪＩＳ　Ａ１２１０－Ａに規定
された「突固めによる土の締固め試験方法」で締固めた時の乾燥単位体積重量（乾燥密度
）が１．５７ｇ／ｃｍ３以上が好ましい範囲である。
【００３７】
（２－４．含水比）
　本建設材料の含水比は、ＪＩＳ　Ａ１２０３に規定された「土の含水比試験方法」によ
る値で１５～２５％が好ましい範囲である。なお、図３および４に、含水比と乾燥密度と
の関係、含水比とコーン指数の関係を示す。このように、含水比が１５～２５％であると
、良好な結果をもたらす。
【００３８】
（２－５．コーン指数）
　本建設材料のコーン指数は、上記乾燥密度と上記含水比との組み合わせにおいて、ＪＩ
Ｓ　Ａ１２２８に規定された「締固めた土のコーン指数試験方法」による値で３５００ｋ
Ｎ／ｍ２以上が好ましい範囲である。
【００３９】
（２－６．非塑性）
　本建設材料は、ＪＩＳ　Ａ１２０５に規定された「土の液性限界・塑性限界試験方法」
による値で、ＮＰ（非塑性）である。
【００４０】
（２－７．化学成分）
  本建設材料を構成する微粒フェロニッケルスラグは、主成分をＳｉＯ２として、以下重
量％にて、ＭｇＯ：４０％以下で、重量％比でＭｇＯ／ＳｉＯ２：０．３２～０．８０、
全鉄分をＦｅＯとして、ＦｅＯ：１３％以下、ＣａＯ：０．２～６．５％、Ａｌ２Ｏ３：
０．１～５％、Ｎｉ：０．５０％以下、Ｃ＞０．２０％を含有している。なお、フェロニ
ッケル原料から金属分を分離して本建設材料を得る前段階、すなわちロータリーキルン内
での半溶融状態のフェロニッケルスラグ原料の化学成分は、主成分をＳｉＯ２としてＭｇ
Ｏ：４０％以下で、ＭｇＯ／ＳｉＯ２：０．３２～０．８０、全鉄分をＦｅＯとして、Ｆ
ｅＯ：６～３０％、ＣａＯ：０．２～６．０％、Ａｌ２Ｏ３：０．１～４．５％、Ｎｉ：
０．８～３．２％、Ｃ：５～２０％である。
【００４１】
（３．補強地盤の敷設方法、地盤構造）
（３－１．建設材料の必要量の算出方法）
　本発明における補強地盤の敷設方法は、軟弱地盤の上に本発明の建設材料を直接撒き出
し、汎用施工機械で敷きならして施工基盤を造成するものである。従って、必要量Ｖは、
　Ｖ（ｍ３）＝Ａ（ｍ２）×ｈ（ｍ）
　（ここで、Ａ：施工面積、ｈ：基盤層厚（撒き出し厚－５センチ程度））
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にて算出される。基盤層厚ｈは、軟弱地盤の原地盤強度（コーン指数ｑｃ０（ｋＮ/ｍ２)
）と施工重機の接地圧ｐ（ｋＮ/ｍ２）の組み合わせに応じて２層系の応力伝播式と地盤
の短期許容支持力式を用いて算出される。算定式は公知技術であり、例えば、コーン指数
１００ｋＮ／ｍ２の軟弱地盤上でバックホウを走行させるための必要層厚は２５ｃｍとな
る。
【００４２】
　本建設材料の敷設厚の試算例を下記表１に示す。必要層厚は、重機と原地盤強度の組み
合わせで異なるが、重機走行性確保のために最低３０ｃｍを確保すると好ましい。表中、
「－」は適用対象外を示す。また、「表層５０ｃｍ＋敷設２０ｃｍ」は、軟弱地盤の表層
５０ｃｍに本建設材料を混合し、その上から建設材料単独で２０ｃｍ敷設することを意味
する。
【００４３】
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【表１】

【００４４】
　なお、原地盤がかなり軟弱な場合に限って、本建設材料を原地盤に混合攪拌して含水比
ｗ０を低下させることによって原地盤表層強度の向上を図ることも可能である。これによ
り基盤層厚ｈを現実的な値とする。この場合、原地盤のコーン指数の目標値（例えば１０
０～２００ｋＮ／ｍ２）に対応する目標含水比をｗ目標とすると
　ｗ目標＝α・ｗ建設材料＋（１－α）・ｗ０

　α：本建設材料の混合比率（０～１：乾燥重量比）
を満足する混合比率相当の量の本建設材料をさらに必要とする。
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【００４５】
（３－２．地盤構造におけるサクションの計測（室内模型実験））
　本発明の建設材料のサクション計測は、室内模型実験および現地盛土実験で実施した。
　使用した建設材料は次の通りである。ニッケル鉱石と還元剤を高温還元するフェロニッ
ケル製錬において、ロータリーキルン内の溶融成分が、以下重量％にて、ＳｉＯ２：３５
．７％、ＭｇＯ：２０．０％、塩基度ＭｇＯ／ＳｉＯ２：０．５６、全鉄分をＦｅＯとし
て、ＦｅＯ：１２．６％、ＣａＯ：３．１％、Ａｌ２Ｏ３：２．１％、Ｎｉ：１．７８％
、Ｃ：８．５％のフェロニッケル原料にて、製錬を行った。凝固温度は１３５０℃とした
。続いて原料を冷却水２５Ｎｍ３／（ｈｒ・スラグ１ｔ）に対して落下させて冷却凝固物
を製造し、これをボールミルで２．０ｍｍ以下に粉砕し、エーキンス型重選機にて７５μ
ｍ以下に分級して微粒フェロニッケルスラグを得た。その成分を分析したところ、ＳｉＯ

２：４９．４％、ＭｇＯ：２８．６％、塩基度ＭｇＯ／ＳｉＯ２：０．５８、全鉄分をＦ
ｅＯとして、ＦｅＯ：５．７％、ＣａＯ：４．９％、Ａｌ２Ｏ３：３．０％、Ｎｉ：０．
２６％、Ｃ：２．０％、であった。
【００４６】
　室内試験では、本建設材料と硅砂８号（比較材料）を、直径１５ｃｍ、高さ１２．５ｃ
ｍのモールドに詰め，中心にテンシオメータ（大起理化工業株式会社製の「ポット用ｐＦ
メータ」）を、先端検知部の深度が１０ｃｍとなるよう埋設した。本建設材料の供試体作
製はＪＩＳ　Ａ１２１０の室内突き固め試験方法に準じ、層数を３層、１層当りの突き固
め回数を９回とし，含水比を５点変えて作成した。
【００４７】
　硅砂８号の供試体についても層数は３層で，乾燥密度を本建設材料に合わせて実施した
。テンシオメータの設置に際しては、事前にテンシオメータの測定部を２～３時間水に浸
した後、キャップを外し、内部に脱気水を注ぎ，空気が入らないようにキャップを閉める
など先端検知部の飽和化に留意した。
【００４８】
　計測結果を図５に示す。図５は、供試体の飽和度とサクションの関係を示すが、類似粒
径の珪砂８号に比べて、本建設材料は大きなサクションを有しており、これが粒子間の結
合力を高めることを示している。図１は本建設材料の顕微鏡写真（１０００倍、３Ｄ処理
）であるが、本建設材料の粒子表面には無数のキズや凹凸が観察され、このような表面粗
度が図５のサクションをもたらす原因であると考えられる。
【００４９】
（３－３．地盤構造におけるサクションの計測（現地盛土実験））
　現地盛土実験では、屋外にて次の３種類のサイトを用意した。サイトＡは、建設材料を
沈殿池に水搬した後、重力排水によって含水率を低下させたのみの地盤であり、水中落下
状態での非常に緩い堆積地盤である。サイトＢは、十分な含水比低下を図った後、陸上堆
積させた。入念な転圧は行っていないが、地表面を重機が走行したことによりある程度圧
縮されている。サイトＣは、乾燥側（含水比＝１９．５％）と湿潤側（含水比＝２３．８
％）の２種類の建設材料を用意し、図６に示すように、事前に転圧済みの強固な基盤上に
５ｍ×４ｍずつの範囲に撒き出し厚さ３０ｃｍで敷設し、パワーショベル（ＢＨ）を用い
て転圧した。転圧１～８回までは０．４５ｍ３級ＢＨを使用し、９～１６回までは０．７
ｍ３級ＢＨによる追加転圧を行った。
【００５０】
　以降の現地盛土実験では、サクションの計測は、室内模型実験と同一のテンシオメータ
をサイトＣに埋設して同様に行った。
【００５１】
　図７に、サイトＣにおけるサクションの計測結果を示す。図７には、２４時間雨量を併
記し、降雨とサクションの関係が分かるようになっている。模型実験と同様、現地の地盤
でもサクションの発生が確認され、図５と図７の比較から分かるように、その値は室内試
験と整合的である。また、図７からは本建設材料を敷設した地盤内のサクションが降雨に
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対応しながら発生し、次第に累積的に増加する傾向も見て取れる。このようなサクション
の蓄積が、本建設材料地盤の経時的な強度増加をもたらすものと考えられる。
【００５２】
（３－４．本建設材料のコーン指数・ＣＢＲについて）
　本建設材料をサイトＣにて撒き出し、敷き均し走行した時のコーン指数とＣＢＲを現地
確認した結果を図８および図９に示す。ここで、ＣＢＲとは、路床や路盤の支持力の大き
さを表わす指標である貫入強度であり、ＣＢＲの値が高いほど支持力が大きいことを意味
する。
【００５３】
　公益社団　法人日本道路協会による建設機械が走行可能な地盤のコーン指数の一覧では
、ダンプトラック走行に必要なコーン指数は１２００ｋＮ/ｍ２であるが、図８より、汎
用の小型機械で２回（１往復）走行する程度でこの値をクリアしていることが分かる。図
６より、ＣＢＲも５～１０と、道路基盤（路床や路体）に要求される強度水準をクリアし
ている。このことから、本建設材料の転圧地盤は建設機械が走行するための基盤としては
十分な強度を有することが示される。
【００５４】
　図８には本建設材料の乾燥密度とコーン指数の関係を示す。このように、乾燥密度を調
整することで、コーン指数を自在にコントロール可能である。
【００５５】
（３－５．セメントや石灰混合による強度増加（水和反応・ポゾラン反応））
　従来技術で軟弱地盤の上に施工機械の走行基盤を造成する場合、主としてセメントや石
灰を原地盤に混合攪拌するが、これにより、セメント成分のクリンカーの水和反応による
水和物の生成による土粒子の硬化である水和反応や、セメントの水和反応で生じる消石灰
と土粒子との長期にわたるポゾラン反応により、安定的な反応物の折出による強度の改善
が進む。
【００５６】
　そのため、ポゾラン反応による強度増加の発揮を待つ必要が生じ、養生と待ち時間が発
生する。一方、本建設材料はフェロニッケルスラグの多孔質微粒子であり、単体ではこの
ような化学的反応による自硬性がなく、前述の粒子間サクションによる物理的な強度増加
により支持力を発揮するため、このような化学的反応を待つ必要がない。すなわち、敷き
均し後にすぐに補強地盤が完成し、本施工が可能となる。
【００５７】
　また、セメント添加のように強固な固結地盤が生成されることはないので、セメント添
加の場合に発生するピッキングによる小割なども生じず、本施工終了後の補強地盤の撤去
は容易である。図１１に本建設材料の自硬性とセメント添加時の強度増加を調べた結果を
示すが、セメントを添加しない場合（無添加のプロット）は時間が経過しても強度の増加
はなく、水浸後には崩壊する。つまり、化学的作用による固結力はなく、締固めによる物
理的な固結が生じていることの証左である。
【００５８】
　一方、図１１に併記するように、本建設材料に重量比数％程度の少量の普通Ｐセメント
、消石灰、高炉セメントを混合すると、顕著な強度発現が生じ、こちらは水浸等によって
も消失しない。本建設材料の適用先が、例えば道路基盤や擁壁など高強度を要求される場
合、セメントを３％～５％程度添加（重量比）することで、強度を自在にコントロールす
ることが可能である。
【００５９】
（４．重機の走行基盤以外の一般の建設材料としての利点）
　ここまで、本発明の建設材料を「軟弱地盤上に重機走行基盤を迅速かつ容易に造成する
ための材料」として説明してきた。これが可能となる理由は、本材料が独自の精製過程に
起因する粒子硬度の高さ、表面の凹凸、これによる粒子の噛み合い強化、微細な噛み合い
部に保持される水分が発揮する高いサクションと吸着性等の性質により、材料を撒き出し
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て汎用的な軽重機で数回転圧するだけで、十分な強度を発現することにある。このような
性質が有するメリットは重機の走行基盤造成に限定したものではなく、より一般的な土工
材料として、管路の埋め戻し、擁壁背面の裏込め、土地造成、道路基盤造成等に適用可能
である。従来の土工では、粘土、シルト、砂、礫などの自然材料を用いた施工が行われて
きたが、これらに対する本発明の建設材料のメリットを列挙すると、以下のようになる（
特に４－１．と４－２．が優位）。
【００６０】
（４－１．材料粒度および含水比の均一性）
　本発明の建設材料は、自然材料ではなく、工場で生産される材料であるため、図２に示
すとおり、出荷時の粒度と含水比のばらつきは、自然材料に比べて極めて小さい。複数の
実線で示す通り、本建設材料は、製造時期に差異があってもほぼ同様の粒度分布であるこ
とが分かる。
【００６１】
　一般の土質材料は、粘土から礫まで広範囲な粒度と含水比の幅を有しており、土を採取
する場所や季節により大きく変動し、予測することは困難である。材料が変動すると、こ
れを用いて造成した地盤の物性も大きくばらつき、これを一定の範囲に収めることは相当
に難しい。結果として出来上がった地盤の不均一性を避けがたい。本建設材料は粒度と含
水比がある一定の範囲内にあるため、例えば図１０のような締固め密度とコーン指数の関
係は普遍的なものとなり、材料が一定なので強度のコントロールが自在にでき施工管理が
容易で、かつ地盤の物性の均一性が担保される。前述のようにより高い強度が要求されれ
ば数％のセメント添加により強度をコントロールできる。このメリットは、変動の大きな
土質材料に比べて、非常に有利な点である。
【００６２】
（４－２．細粒の割に高い強度を発揮、かつ汎用の施工機械で強度を発揮）
　図１２に、本発明の建設材料よりも粗粒側の粒度を持つ砂質ロームとのＣＢＲの比較結
果を示す。砂質ロームは、一般社団法人　日本建設機械施工協会が転圧重機の締固め性能
試験の標準材料として用いているものであり、この標準材料は、土の中でも転圧重機によ
り締固まりやすい材料として採用されている（粒度は図２で比較）。
【００６３】
　図１２には、締固め密度と含水比の座標上に非水浸ＣＢＲ（５、１０、２０、３０、４
０、５０）の等値線を描いているが、同じ密度・含水比の組み合わせで比較してみると、
本建設材料のＣＢＲはこの標準材料に比べてかなり大きく、その理由は前述の粒子特性や
サクション、噛み合いにある。また、本建設材料は図８に示したように汎用の油圧ショベ
ル等で転圧するだけで十分な強度を発揮しており、特殊な施工機械を要しない。一般に土
質材料で同等の強度を出そうとすると、
・砂や礫などの良質材の購入あるいは現場土とこの良質土との混合による土の改質
・現場での含水比調整
・大型特殊重機による施工
・セメント、石灰等の混合による強度確保　
等が必要となる。本建設材料は均一な品質を担保したうえで、上記の煩雑かつ高コストな
対処を不要とする。
【００６４】
（４－３．細粒の割には高い透水性、かつ多孔質なため高い吸水性）
　本発明の建設材料の透水係数は１０－４ｃｍ／ｓｅｃのオーダーにあり、同じ粒径の土
に比べて透水性が１オーダー高い。その理由は、粒子自体が非塑性の鉱物であり粘着力を
持たないためである。よって管路の埋め戻しや擁壁背面の裏込めなど排水性を要求される
適用シーンでは、一般の土に比べて有利となる。一般の土で同等な排水性を確保するため
には良質砂などを購入する必要がある。なお、本建設材料に、同材料の製造で発生し分級
した粒度の大きいもの（粒度のより大きいフェロニッケルスラグや造粒材）を混合すると
、透水係数はさらに１オーダー向上し１０－３ｃｍ／ｓｅｃのオーダーとなる。そのため
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、排水性が重要となる場合は、本建設材料と、同材料の大粒度のものあるいは本建設材料
の造粒材とを混合することで、自在に透水性をコントロールできる。
【００６５】
　また、本建設材料の表面粗度が粗いために保水性が高いため、サクションが大きくなる
。この性質から、軟弱かつ高含水な土を早急に改質する必要がある場合などに、本建設材
料を含水比低下のための改質剤として用いることが可能となる。従来は生石灰の混合が行
われているが、コストや材料のハンドリングの面で、本建設材料は有利である。
【００６６】
　以上の４－１．～４－３．で言えるのは、「工場出荷製品であるため、自然の土質材料
に比べて品質の変動が少なく、強度や透水性なども、同じ工場製品を組み合わせて、かな
り自在・高精度に品質をコントロールできる」ことが、本建設材料の大きな強みであり、
普通の土質材料では、決してこうはいかないことを再度強調しておく。
【００６７】
（４－４．高比重）
　本発明の建設材料の比重は３を超え、一般の土（２．６～２．７）よりもかなり大きい
。このことは、管路やマンホールの埋め戻しなど構造物の浮き上がりに対する抑え荷重と
して土が機能する場合、設計上有利となることを意味する。ただし、この特性は斜面や擁
壁背面の裏込めなど、抑えではなく構造物に加わる荷重側となる場合は逆効果となるため
、留意が必要である。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　建設現場において速やかに高強度の補強地盤を敷設および撤去することができるので、
工期の短縮、コストの削減に寄与する。
 
 
 
 
 

【要約】
【課題】重機走行性、施工性を確保し、重金属溶出させず、簡便で速やかに高強度の補強
地盤を敷設および除去できる技術を提供する。
【解決手段】平均粒径０．０２～０．１ｍｍ、比表面積１２００ｃｍ２／ｇ以上、土粒子
密度２．９～３．２ｇ／ｃｍ３である多孔質微粒フェロニッケルスラグからなる建設材料
。主成分ＳｉＯ２として、以下重量％でＭｇＯ：４０％以下、重量％比でＭｇＯ／ＳｉＯ

２：０．３２～０．８０、全鉄分ＦｅＯとしてＦｅＯ：６～３０％、ＣａＯ：０．２～６
．０％、Ａｌ２Ｏ３：０．１～４．５％、Ｎｉ：０．８～３．２％、Ｃ：５～２０％であ
るフェロニッケル原料をロータリーキルンに投入し、半溶融状態にして含まれる炭素分を
ガス化して内部に多数の空隙を形成し、原料をキルンの出口から冷却水に投入して冷却し
、粉砕し、フェロニッケル分とスラグ分とに分離し、スラグ分から２５０μｍ以下のもの
を選別する建設材料の製造方法。
【選択図】図１
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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