
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地盤中の水分と反応することにより膨張・硬化をして、前記地盤を改良する地盤改良材
料であって、
　硬焼生石灰粉粒体 硫酸アルミニウム系化合物

ことを特徴とする地盤改良材料。
【請求項２】
　地盤中の水分と反応することにより膨張・硬化をして、前記地盤を改良する地盤改良材
料であって、
　硬焼生石灰粉粒体と、アルミニウム系化合物と、硫酸成分を有する無機材料と、を含

　

ことを特徴とする地盤改良材料。
【請求項３】
　請求項１ に記載の地盤改良材料を地盤中に杭状に造成したことを特徴と
する複合地盤。
【請求項４】
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と、 と、無機材料と、を含み、
　質量規準で前記硬焼生石灰粉粒体を１０％～６０％、前記硫酸アルミニウム系化合物を
０．１％～５％の範囲内で決定するとともに、前記無機材料を加えた混合割合の合計が１
００％となる

み
、

質量規準で前記硬焼生石灰粉粒体を１０％～６０％、前記アルミニウム系化合物を０．
１％～５％の範囲内で決定するとともに、前記無機材料を加えた混合割合の合計が１００
％となる

または請求項２



　請求項１ に記載の地盤改良材料を用い、地盤中に膨張した硬化体を造成
することにより、地盤改良を行うことを特徴とする地盤改良工法。
【請求項５】
　請求項１ に記載の地盤改良材料を用い、地盤の所定位置に所定深さの孔
部を掘削し、前記孔部内に前記地盤改良材料を充填することにより、杭状の地盤改良材料
構造体を構築することを特徴とする地盤改良工法。
【請求項６】
　請求項１ に記載の地盤改良材料を用い、地盤中に前記地盤改良材料を圧
入することにより、
　前記地盤の所定位置に、所定深さである杭状の地盤改良材料構造体を構築することを特
徴とする地盤改良工法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、軟弱地盤の改良や液状化の防止等を目的とする地盤改良に用いられる地盤改良
材料およびこの地盤改良材料を用いた複合地盤ならびに地盤改良工法に関するものである
。
【０００２】
【従来の技術】
一般的に、含水比の高い粘性土地盤、泥炭地盤等、また、液状化の問題を有するゆるく堆
積した砂地盤等は軟弱地盤と呼ばれており、この軟弱地盤に構造物を築造する場合、その
構造物に対する地盤の支持力、地盤の沈下等が問題になる。このため軟弱地盤での構造物
の築造に際しては、その築造の前に地盤改良を行っている。
このような地盤改良工法としては、材料の膨張による方法である生石灰パイル工法、また
、主に液状化防止対策として用いられ、地盤中に砂杭を締め固めながら造成する方法であ
るサンドコンパクションパイル工法がある。あるいは、セメントやセメントを主成分とし
て調整した材料により、土を固結する方法であるセメント安定処理工法もある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、この生石灰パイル工法は、生石灰の消化反応による膨張作用により周辺地
盤が圧密されて複合地盤を形成する方法であるが、生石灰の膨張による既設構造物への影
響が避けられない。すなわち、生石灰の反応が瞬時に起こるため、膨張力が強く既設構造
物の変位や土圧増加等の悪影響を避けることが難しいものである。このため、施工性が充
分に満足できるものではない。
【０００４】
また、生石灰からなるパイル材料はそれ自身では強度がないために仮設材料として扱われ
ており、地盤中に投入した材料そのものの強度を期待することができないうえ、長期間に
わたる材料の耐久性が乏しい。したがって、地盤全体としての液状化抵抗や強度の増加は
期待できない。
さらに、セメント安定処理工法のようにセメントを主原料とする工法、あるいは、石灰を
主原料とした地盤改良工法は、地盤中のｐＨが高くなり産業廃棄物となるセメント汚染し
た排泥を生じてしまう。また、場合によっては地下水の水質に悪影響を与えてしまうもの
である。
【０００５】
一方、材料の膨張による工法ではなく、地盤中に砂杭を造成するサンドコンパクションパ
イル工法では、砂杭を締め固めるための振動や騒音により既設構造物や周辺環境に悪影響
を及ぼす可能性がある。また、材料の膨張による工法と比較して、地盤改良体である砂杭
のピッチが小さくなり、不経済となる場合がある。
【０００６】
そこで、本発明は、地盤中に投入した材料が既設構造物や周辺環境に影響を及ぼすことな
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または請求項２

または請求項２

または請求項２



く地盤全体としての液状化抵抗や強度の増加を生じさせ、また、施工性に優れた地盤改良
材料および複合地盤ならびに地盤改良工法を提供することを課題とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
これらの課題を解決するために、本発明は、地盤中の水分と反応することにより膨張・硬
化をして、前記地盤を改良する地盤改良材料であって、硬焼生石灰粉粒体、および、硫酸
アルミニウム系化合物を含むことを特徴とする、地盤改良材料を提供するものである。
また、前記地盤改良材料は無機材料を含むものであってもよく、特に、珪酸成分を含有す
る無機材料を含むことが好ましい。
【０００８】
また、前記硬焼生石灰粉粒体、前記硫酸アルミニウム系化合物、および、前記無機材料の
混合割合は、質量規準で前記硬焼生石灰粉粒体を１０％～６０％、前記硫酸アルミニウム
系化合物を０．１％～５％の範囲内で決定するとともに、前記無機材料を加えた混合割合
の合計が１００％となることが好ましい。
【０００９】
すなわち、本発明は、硬焼生石灰粉粒体の消化・吸水による膨張作用と、硬焼生石灰粉粒
体、硫酸アルミニウム系化合物、および、無機材料中の成分が反応することで生じる硬化
作用により強度を発現する地盤改良材料である。
【００１０】
さらに、本発明の地盤改良材料は、地盤中の水分と反応することにより膨張・硬化をして
、前記地盤を改良する地盤改良材料であって、硬焼生石灰粉粒体と、アルミニウム系化合
物と、硫酸成分を有する無機材料と、を含むものであってもよい。
ここで、硫酸成分（硫酸イオン）を有する無機材料には、石膏を用いることが好適である
。
【００１１】
また、前記硬焼生石灰粉粒体、前記アルミニウム系化合物、および、前記無機材料の混合
割合は、質量規準で前記硬焼生石灰粉粒体を１０％～６０％、前記アルミニウム系化合物
を０．１％～５％の範囲内で決定するとともに、前記無機材料を加えた混合割合の合計が
１００％となることが好ましい。
【００１２】
すなわち、本発明は、硬焼生石灰粉粒体の消化・吸水による膨張作用と、硬焼生石灰粉粒
体、アルミニウム系化合物、および、無機材料中の硫酸成分が反応することで生じる硬化
作用により強度を発現する地盤改良材料である。
本発明は、前記硫酸アルミニウム系化合物の代わりにアルミニウム系化合物を使用し、硫
酸成分を無機材料により補うことで、前記地盤改良材料と同種の効果を奏するように構成
したものである。
【００１３】
さらに、前記硬焼生石灰粉粒体、および、前記硫酸アルミニウム系化合物、また、これら
の成分に前記無機材料を含む地盤改良材料、又は、前記硬焼生石灰粉粒体、前記アルミニ
ウム系化合物、及び、前記硫酸成分を有する無機材料を含む地盤改良材料を杭状に造成し
て複合地盤を構築するために用いることもできる。
【００１４】
また、前記各種の地盤改良材料を用い、地盤中に膨張した硬化体を構築する地盤改良工法
に用いることもできる。
【００１５】
ここで、地盤の所定位置に所定深さの孔部を掘削し、当該孔部内に地盤改良材料を充填す
ることにより、杭状の地盤改良材料構造体を構築し、前記地盤中の水分と反応させること
により、前記地盤中に膨張した硬化体を構築する地盤改良工法とすることもできる。また
、地盤中に、地盤改良材料を圧入することにより、前記地盤の所定位置に、所定深さであ
る杭状の地盤改良材料構造体を構築し、前記地盤中の水分と反応させることにより、前記
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地盤中に膨張した硬化体を構築する地盤改良工法とすることもできる。
【００１６】
すなわち、本発明の各種地盤改良材料を用いた地盤改良工法は、遅効型の膨張作用のため
に地盤の改良に際して既設構造物等が急激な土圧増加等の影響を受けることがない。また
、膨張・硬化後の地盤改良材料は長期の耐久性を有する強度を得るため、効果的な地盤改
良を行うことが可能である。さらに、地盤改良材料を杭状に構築することによって膨張・
硬化後の地盤改良材料構造体が杭効果を有して地盤支持力がより向上する。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る地盤改良材料の実施の一形態を説明する。
なお、本発明に係る地盤改良材料は、本実施の形態に説明されるものに限定されるもので
はない。
【００１８】
［地盤改良材料］
◎第１実施形態
本発明に係る地盤改良材料の第１実施形態は、硬焼生石灰粉粒体、および、硫酸アルミニ
ウム系化合物、さらには、前記２成分に加えて、珪酸成分を含有する無機材料を含むもの
である。
【００１９】
この本発明に使用することができる硬焼生石灰粉粒体は、焼成処理が１１００℃～１５０
０℃、より好ましくは１１００℃～１３００℃の範囲の温度で行われたものである。生石
灰は石灰石を焼成し分解させることにより生成するが、生成した生石灰の水和速度はこの
焼成の条件によって異なり、例えば、高温で焼成を行った場合には、水和速度、すなわち
、消化反応による膨張作用が遅くなる。このため、焼成処理を１１００℃～１５００℃の
高温の温度範囲で行うことにより、本発明の地盤改良材料の膨張作用を遅効型にすること
が可能である。なお、この温度範囲で焼成することにより得られる硬焼生石灰は、日本石
灰協会生石灰粗粒滴定法による４Ｎ塩酸消費量が滴定開始後の３分値で１５０ｍｌ以下で
ある。
ここで、焼成温度が１１００℃より低いと、生石灰の活性が高すぎて水和速度が速くなり
急激に膨張作用が起こってしまう。また、焼成温度が１５００℃よりも高いと生石灰の活
性が低下しすぎてしまい、膨張作用が小さくなり適さない。
【００２０】
このような温度範囲で焼成した硬焼生石灰粉粒体を、１５ｍｍ以下の粒径に粉砕して得た
粉粒体を用いることが好ましい。このように粉粒体にすることにより、高温で処理して活
性を低下させた硬焼生石灰の反応性を上昇させて、施工に適した水和速度を得ることがで
きる。
このように、膨張作用を遅効型にすることにより、瞬時に膨張作用が起こるために生じる
既設構造物等に対する影響を抑制することができる。
【００２１】
また、本発明の硫酸アルミニウム系化合物としては、硫酸アルミニウム［Ａｌ 2（ＳＯ 4）

3］、硫酸アルミニウム１８水和物［Ａｌ 2（ＳＯ 4） 3・１８Ｈ 2Ｏ］、硫酸ナトリウムア
ルミニウム１２水和物［ＡｌＮａ（ＳＯ 4） 2・１２Ｈ 2Ｏ］、硫酸カリウムアルミニウム
［ＡｌＫ（ＳＯ 4） 2］、硫酸カリウムアルミニウム１２水和物［ＡｌＫ（ＳＯ 4） 2・１２
Ｈ 2Ｏ］、硫酸アンモニウムアルミニウム１２水和物［Ａｌ（ＮＨ 4）（ＳＯ 4） 2・１２Ｈ

2Ｏ］等が挙げられる。これらに示すように、硫酸アルミニウム系化合物とは、硫酸成分
とアルミニウム成分を構造中に含むものを意味し、その条件を満たす範囲内において特に
限定されるものではない。
これら硫酸アルミニウム系化合物は、単独あるいは２種類以上を混合して用いることも可
能である。
【００２２】
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このため硬焼生石灰粉粒体、および、硫酸アルミニウム系化合物を含む本発明の地盤改良
材料は、遅効型の膨張作用と硬化作用の２つの作用を示すものである。すなわち、この硬
焼生石灰粉粒体が地盤中の水分と反応し、ホルトランダイトを生成することにより膨張作
用を引き起こして地盤を締め固める。このとき、この硬焼生石灰粉粒体が遅効型であり、
膨張は緩やかに進行する。さらに、生成したホルトランダイトが硫酸アルミニウム化合物
と反応することにより、エトリンガイト、あるいは、モノサルフェートを生成し地盤改良
材料が強度を有する。地盤改良材料が膨張・硬化作用を行うことにより得られる硬化体は
耐久的であり、このような硬化体となることで、アルカリ成分の地盤中での溶解・拡散を
防止することができる。
【００２３】
このように、地盤改良材料は高い遅効型の膨張性を有し、かつ、膨張・硬化作用によって
発現した強度は長期の耐久性を有するものである。したがって、本発明の地盤改良材料は
膨張作用により地盤を締固め、また、硬化作用により地盤改良材料自体が強度を有するこ
とにより地盤を改良するものである。
また、エトリンガイトの生成により、従来の生石灰パイル工法やセメントを添加または使
用した材料に比べ、ｐＨを抑制することができ、周辺環境への悪影響を防ぐことができる
。
【００２４】
また、前記の２成分に珪酸成分を含有する無機材料を加えると、さらに効果的である。こ
の無機材料については特に限定されるものではなく、珪酸成分を含有するものであればさ
らに好ましい。このような無機材料としては、細骨材、砂、現地発生土、スクリーニング
ス、石膏等が存在する。また、珪酸成分を含有する無機材料としては、高炉水砕スラグ、
転炉スラグ、および、石炭灰（フライアッシュ）等が挙げられる。
【００２５】
高炉水砕スラグ、および、転炉スラグとは、石灰、シリカ、および、アルミナの混合物で
あり、アルカリ成分である水酸化カルシウムや硫酸塩の存在により、直接水と反応し硬化
するものである。また、石炭灰（フライアッシュ）とは、シリカを多く含んだ球形の粉末
である。
また、一般的にコンクリートやモルタルの製造に用いられる粗骨材や細骨材を使用するこ
とができる。これらの骨材は、強靭で耐久性があるものが一般的に用いられており、骨材
として良好に用いられているものの殆どには珪酸成分が含まれている。
【００２６】
このように、珪酸成分を加えることにより、ポゾラン反応が引き起こされ不溶性の珪酸石
灰水和物等が生成し、地盤改良材料自体の強度が向上する。さらには、硬焼生石灰粉粒体
、および、硫酸アルミニウム系化合物とともにエトリンガイトの生成に寄与して膨張・硬
化作用を生じ、その地盤改良効果を増加させるものである。
また、高炉水砕スラグ等の水硬性を示す成分が含まれている無機材料を用いた場合には、
この水硬性のために、より硬化作用が高められ地盤改良材料の強度が増す。
【００２７】
また、無機材料は１５ｍｍ以下の粒径であることが好ましい。粒径を１５ｍｍ以下とする
ことにより、反応性が向上し、本発明の地盤改良材料自体の強度を増すことができる。
なお、このような粉粒体を得るための粉砕機としては、ジョークラッシャ、インペラーブ
レーカ、ローラーミル、ケージミル等の一般的な粉砕機を用いることができる。
【００２８】
また、前記硬焼生石灰粉粒体、硫酸アルミニウム系化合物、および、無機材料の３成分の
混合割合は、試験施工の結果、質量規準で硬焼生石灰粉粒体が１０％～６０％、硫酸アル
ミニウム系化合物が０．１％～５％の範囲で決定するとともに、前記無機材料を加えた混
合割合の合計が１００％となることが好ましい、との結果が得られ、この範囲を逸脱する
と、所期の効果が発揮されにくくなることが確認された。
【００２９】
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前記のように混合割合を変化させることで、処理対象である軟弱地盤等の条件によって、
その効果を調節することが可能であり、施工性が向上する。例えば、膨張作用を大きくし
たい場合には、地盤改良材料全量に対して硬焼生石灰粉粒体の配合量を多くすればよく、
また、材料自体の強度を大きくしたい場合には、所望の強度が得られるように、硫酸アル
ミニウム系化合物や無機材料の配合量を調節すれば良い。
【００３０】
さらに、このような地盤改良材料は、杭状に造成された地盤改良材料構造体１として用い
ることが好ましい（図１参照）。杭状の構造体とすることにより、地盤改良材料に強度が
発現した際、杭状に造成された地盤改良材料構造体１が杭効果を示す。このため地盤Ｇの
支持力を向上させることができ、本発明を用いての地盤改良効果も向上する。
【００３１】
◎第２実施形態
本発明に係る地盤改良材料の第２実施形態は、硬焼生石灰粉粒体と、アルミニウム系化合
物と、硫酸成分を含有する無機材料と、を含むものである。
本発明は、第１実施形態における地盤改良材料に使用した硫酸アルミニウム系化合物の代
わりにアルミニウム系化合物を使用し、硫酸成分を無機材料により補うことで、前記第１
実施形態の地盤改良材料と同種の効果を奏するように構成したものである。そのため、ア
ルミニウム系化合物と無機材料についてのみ説明する。
【００３２】
本発明で使用するアルミニウム系化合物としては、塩化アルミニウム［ＡｌＣｌ 3］、塩
化アルミニウム６水和物［ＡｌＣｌ 3・６Ｈ 2Ｏ］、酸化アルミニウム［Ａｌ 2Ｏ 3］、酸化
アルミニウム１水和物［Ａｌ 2Ｏ 3・Ｈ 2Ｏ］、酸化アルミニウム３水和物［Ａｌ 2Ｏ 3・３
Ｈ 2Ｏ］、水酸化アルミニウム［Ａｌ（ＯＨ） 3］等が挙げられる。これらに示すように、
アルミニウム系化合物とは、アルミニウム成分を構造中に含むものを意味し、その条件を
満たす範囲内において特に限定されるものではない。また、これらアルミニウム系化合物
は、単独あるいは２種類以上を混合して用いることも可能である。
【００３３】
硫酸成分を有する無機材料としては、石膏（硫酸カルシウム）（無水石膏、焼石膏、二水
石膏）を用いることが好適であるが、他の無機材料を使用することも可能である。なお、
建設廃材である石膏ボードを粉砕して無機材料として利用すれば、非常に有益である。
【００３４】
また、前記硬焼生石灰粉粒体、アルミニウム系化合物、および、無機材料の３成分の混合
割合は、試験施工の結果、質量規準で硬焼生石灰粉粒体が１０％～６０％、アルミニウム
系化合物が０．１％～５％の範囲で決定するとともに、前記無機材料を加えた混合割合の
合計が１００％となることが好ましい、との結果が得られ、この範囲を逸脱すると、所期
の効果が発揮されにくくなることが確認された。
【００３５】
［地盤改良工法］
以下、本発明に係る地盤改良工法の実施の一形態を、図１を適宜参照しながら説明する。
前記地盤改良工法は、処理対象である地盤Ｇ中に、所定間隔、かつ、所定深さで、前記地
盤改良材料から構成される杭状の地盤改良材料構造体１を構築して複合地盤を形成する工
法である。本工法は、前記地盤Ｇ中に構築された地盤改良材料構造体１が地盤Ｇ中の水分
等と反応し、膨張・硬化作用を生じるため、当該地盤改良材料構造体１が地盤Ｇ中で膨張
した硬化体２を形成することで、杭効果や地盤Ｇの締固め等の効果により、地盤Ｇを改良
する性質を利用したものである。ここで、杭状の地盤改良材料構造体１の構築方法として
は、以下の２つの方法が代表的である。
【００３６】
○置換工法
置換工法は、アースオーガ等の穿孔装置を用いることにより、対象地盤Ｇの所定位置に所
定深さの孔部を掘削して、当該孔部中の土砂を排出し、孔部内に地盤改良材料を充填する
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ことにより、杭状の地盤改良材料構造体１を構築する工法である。
【００３７】
○圧入工法
圧入工法は、前記置換工法に示したように孔部内の排土を行わず、対象地盤Ｇ内に貫入さ
せた圧入装置により、圧縮空気等を使用して地盤改良材料を圧入することにより、当該対
象地盤Ｇの所定位置に、所定深さである杭状の地盤改良材料構造体１を構築する工法であ
る。
【００３８】
前記置換工法及び圧入工法によれば、地盤Ｇ中への地盤改良材料構造体１の構築に際して
振動を伴わないため、周辺環境への振動・騒音等の悪影響を極力回避することが可能であ
る。
なお、地盤改良材料を地盤中Ｇに構築する方法は、前記方法に限られず、他の既存の方法
を用いることもできる。
【００３９】
【実施例】
以下、本発明に係る地盤改良材料を、実施例により詳述するが、本発明はこれら実施例に
より限定されるものではない。
なお、本実施例においては、硫酸アルミニウム系化合物として硫酸アルミニウム、無機材
料として細骨材（砂）および転炉スラグを用いた。
また、処理対象地盤として、水で飽和した砂質土壌を用いた。
【００４０】
○実施例Ａ
硬焼生石灰粉粒体、硫酸アルミニウム、細骨材を表 1に示す配合量で混合し、地盤改良材
料Ａを作成した。
○実施例Ｂ
硬焼生石灰粉粒体、硫酸アルミニウム、転炉スラグを表 1に示す配合量で混合し、地盤改
良材料Ｂを作成した。
【００４１】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４２】
○試験方法
処理対象地盤に円筒パイプを挿入した後に円筒パイプ内部の土壌を排出して、地盤改良材
料Ａおよび地盤改良材料Ｂをそれぞれ充填する。充填終了後に円筒パイプを引き抜き、杭
状の地盤改良材料構造体１を図１と同様に形成した。
このように地盤改良材料構造体１を形成した後、地盤改良材料Ａ、Ｂに対して体積膨張率
の経時変化、および、一軸圧縮強度の経時変化を測定した。結果を図２（ａ）および（ｂ
）に示す。
【００４３】
図２（ａ）に示すように、地盤改良材料Ａおよび地盤改良材料Ｂともに、１０日間にわた
って膨張が生じ遅効型の膨張となっている。膨張率は、無機材料が細骨材（砂）でも転炉
スラグでもほぼ同様である。
【００４４】
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図２（ｂ）に示すように、地盤改良材料Ａおよび地盤改良材料Ｂともに材令の経過ととも
に一軸圧縮強度が大きくなっている。また、無機材料として転炉スラグを用いた地盤改良
材料Ｂは、一定期間の経過後に、地盤改良材料Ａよりも一軸圧縮強度が大きくなっている
。これは、無機材料として用いた細骨材と転炉スラグ中の珪酸成分の含有量の差によるも
のであると推察される。
【００４５】
【発明の効果】
以上に説明した本発明に係る地盤改良材料は、硬焼生石灰粉粒体と、硫酸アルミニウム系
化合物、又は、アルミニウム系化合物と硫酸成分を有する無機材料と、を含む構成である
。このため、遅効型の膨張作用を示し既設構造物や周辺環境に悪影響を及ぼすことがない
。また、硬化作用によりエトリンガイト等を生成して強度を発現し長期の耐久性を得るこ
とができる。
さらに、珪酸成分を含有する無機材料を加えることにより、ポゾラン反応等を生じて材料
の強度が向上する。
また、地盤改良材料を杭状の地盤改良材料構造体とすることで、膨張・硬化後の地盤改良
材料構造体が杭効果を示し、地盤の支持力を増加させるために地盤の改良効果が向上する
。
また、成分の混合割合を変化させることで、対象地盤の条件によって膨張等の作用を調整
することができるため施工性が向上する。
また、置換工法や圧入工法を使用することにより、地盤改良材料構造体の構築を行う際に
は、振動によって締め固める必要がないために、振動や騒音による既設構造物や周辺環境
への影響を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る地盤改良工法の実施の一形態を表す概念図である。
【図２】本実施例の経時変化に対する地盤改良材料Ａおよび地盤改良材料Ｂの特性を示す
図であり、（ａ）は、体積膨張率を示し、（ｂ）は、一軸圧縮強度を示している。
【符号の説明】
１・・・地盤改良材料構造体
２・・・硬化体
Ｇ・・・地盤
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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