
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（１）軽焼マグネサイト及び／又は軽焼ブルーサイトと、
（２）軽焼ドロマイトとを含み、
前記（１）成分と（２）成分の重量比が１：５～５：１である固化・不溶化剤であって、
土壌、焼却灰、石炭灰、及び石膏ボードくずから選ばれた１種の被処理物に適用されるた
めの、固化・不溶化剤。
【請求項２】
（１）軽焼マグネサイト及び／又は軽焼ブルーサイトと、
（２）ガラス粉末又はカキ殻粉末を含み、
前記（１）成分１００重量部に対し、前記（２）成分が１～６０重量部である固化・不溶
化剤であって、
無機性土壌又は有機性土壌に適用されるための、固化・不溶化剤。
【請求項３】
（１）軽焼マグネサイト及び／又は軽焼ブルーサイトと、
（２）軽焼ドロマイトと、
（３）ガラス粉末及び／またはカキ殻粉末とを含み、
前記（１）成分と（２）成分の重量比が１：５～５：１であり、且つ前記（１）成分と（
２）成分の合計１００重量部に対し、前記（３）成分が１～６０重量部である固化・不溶
化剤であって、
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土壌、焼却灰、石炭灰、及び石膏ボードくずから選ばれた１種の被処理物に適用されるた
めの、固化・不溶化剤。
【請求項４】
（１）軽焼マグネサイト及び／又は軽焼ブルーサイトと、
（２）軽焼ドロマイトと、
（３）ガラス粉末及び／またはカキ殻粉末と、
（４）熔成燐肥とを含み、
前記（１）成分と（２）成分の重量比が１：５～５：１であり、且つ前記（１）成分と（
２）成分の合計１００重量部に対し、前記（３）成分が１～６０重量部であり、且つ前記
（１）成分と（２）成分と（３）成分の合計１００重量部に対し、前記（４）成分が１～
１００重量部である固化・不溶化剤であって、
土壌、焼却灰、石炭灰、及び石膏ボードくずから選ばれた１種の被処理物に適用されるた
めの、固化・不溶化剤。
【請求項５】
前記土壌が、無機性土壌、有機性土壌又は油汚染土壌である請求項１、３又は４記載の固
化・不溶化剤。
【請求項６】
前記土壌が、建設系土壌、河川浚渫系土壌、港湾浚渫系土壌、浄水系残渣、強酸性土壌か
ら選ばれた１種である請求項１、２、３又は４記載の固化・不溶化剤。
【請求項７】
前記（１）成分と（２）成分と（３）成分の合計１００重量部に対し、前記（４）成分が
１０～３０重量部である固化・不溶化剤であって、
強酸性土壌に適用されるための、請求項４記載の固化・不溶化剤。
【請求項８】
前記（１）成分と（２）成分と（３）成分の合計１００重量部に対し、前記（４）成分が
６０～１００重量部である固化・不溶化剤であって、
重金属汚染土壌、ダイオキシン汚染土壌、ダイオキシン含有焼却灰、及び一般焼却灰から
選ばれた１種に適用されるための、請求項４記載の固化・不溶化剤。
【請求項９】
（１）含水率８０～９９重量％に調整した、土壌及び石膏ボードくずから選ばれた１種の
被処理物１０００ｋｇ当たり、請求項１乃至８の何れか１項に記載の固化・不溶化剤を５
０～２００ｋｇ混合し、或いは焼却灰及び石炭灰から選ばれた１種の被処理物を含水率８
０～９９重量％に調整し、請求項１乃至８の何れか１項に記載の固化・不溶化剤を、該被
処理物の乾燥物１ｍ 3  当たり５０～２００ｋｇ混合し、
（２）混練してスラリー状態の混練物を得、
（３）該混練物を自然乾燥又は強制乾燥することにより粒状物に変化した固化物を得るこ
とを特徴とする固化・不溶化方法。
【請求項１０】
（１）含水率８０～９９重量％に調整した、建設系土壌、河川浚渫系土壌、港湾浚渫系土
壌、浄水系残渣及び強酸性土壌から選ばれた１種の被処理物１０００ｋｇ当たり、請求項
３に記載の固化・不溶化剤を５０～３００ｋｇ混合し、
（２）混練してスラリー状態の混練物を得、
（３）該混練物を自然乾燥又は強制乾燥することにより粒状物に変化した固化物を得るこ
とを特徴とする固化・不溶化方法。
【請求項１１】
（１）含水率８０～９９重量％に調整した強酸性土壌１０００ｋｇ当たり請求項７に記載
の固化・不溶化剤を５０～３００ｋｇ混合し、
（２）混練してスラリー状態の混練物を得、
（３）該混練物を自然乾燥又は強制乾燥することにより粒状物に変化した固化物を得るこ
とを特徴とする固化・不溶化方法。
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【請求項１２】
（１）含水率８０～９９重量％に調整した、重金属汚染土壌及びダイオキシン汚染土壌か
ら選ばれた１種の被処理物１０００ｋｇ当たり、請求項８に記載の固化・不溶化剤を５０
～３００ｋｇ混合し、或いはダイオキシン含有焼却灰及び一般焼却灰から選ばれた１種の
被処理物を含水率８０～９９重量％に調整し、請求項８に記載の固化・不溶化剤を、該被
処理物の乾燥物１ｍ 3  当たり５０～３００ｋｇ混合し、
（２）混練してスラリー状態の混練物を得、
（３）該混練物を自然乾燥又は強制乾燥することにより粒状物に変化した固化物を得るこ
とを特徴とする固化・不溶化方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、無機性又は有機性の土壌、油汚染土壌、強酸性土壌（硫黄分含む）、重金属含
有汚染土壌、ダイオキシン汚染土壌、ダイオキシン含有焼却灰（飛灰を含む）、石炭灰等
に対して、固化し且つ固化物を不溶し、有害物質の溶出を防止するることができる、固化
・不溶化剤に関し、且つ該固化・不溶化剤を前記被固化物に適用する固化・不溶化方法に
関する。本発明の固化・溶出化方法により製造される粒状物に変化した固化物は、再生砕
石、再生砕砂として利用できる。
【０００２】
【従来の技術】
掘削工事、浚渫工事等の建設残土として生ずる建設系汚泥（建設系土壌）は、大半は埋め
立て地等に運搬して、埋め立てにより処分されている。この中でも、トンネル工事等によ
り排出されることがある、クロム、カドミウム等の重金属を含む土壌や、硫黄等を含む強
酸性土壌のような、法律で廃棄が規制されている土壌は、無害化することが困難であるた
め、非透水性シートを敷いた穴に埋めているのが現状である。
【０００３】
セメント系固化剤は、無機性土壌（高分子凝集剤等を含有しないもの）の固化に適してい
るが、ＰＨ値が高く、生物が生息できるＰＨ３．５～１０の範囲を超えＰＨ１４の高いア
ルカリ状態が長時間持続するため、このような固化剤により得られた固化物を活用するに
は制限がある。
【０００４】
石灰系固化剤はセメント系同様に無機性土壌に適しているが、水和反応時に高い発熱反応
が起き、粉塵が多量発生する。又、得られた固化物はＰＨ値がセメント同様に高く、固化
後に十分な強度を得られないこともある。
【０００５】
石膏系固化剤は、セメント系、石灰系と異なり、対象土壌の固化後のＰＨ値が低く、アル
カリ公害が発生しにくいものの、固化後に十分な強度が得られないことがある。
【０００６】
なお、これらの固化剤に共通する事は、対象土壌に有害成分が含有される場合、固化直後
は、有害成分の溶出がある程度抑えられるが、その後、固化物から溶出性の有害成分が徐
々に溶出しだし、長期間に亘って不溶化が持続されないという問題がある。このような問
題を解決すべき、固化剤の改良が求められており、どのような土壌でも目的に合わせた固
化が出来、更に有害物等の不溶化ができる固化剤の開発が求められている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、土壌、焼却灰、石炭灰及び石膏ボードくずに対して、環境基準に適う程度に無
害化された固化物を得ることができる、固化・不溶化剤を提供すること、及び該固化・不
溶化剤を用いたこれらの被処理物に対して固化・不溶化処理を行い、有効に活用できる固
化物が得られる製造方法を提供することを目的とする。
【０００８】
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【課題を解決するための手段】
前記した課題を解決するための本発明の固化・不溶化剤は、次の４タイプがある。
【０００９】
本発明の一番目の固化・不溶化剤は、（１）成分として軽焼マグネサイト及び／又は軽焼
ブルーサイトと、（２）成分として軽焼ドロマイトとを含み、前記（１）成分と（２）成
分の重量比が１：５～５：１、好ましくは、１：３～３：１、さらに好ましくは１．２～
２：１である固化・不溶化剤であって、土壌、焼却灰、石炭灰及び石膏ボードくずから選
ばれた１種に適用されるための、固化・不溶化剤である。
【００１０】
本発明の一番目の固化・不溶化剤は、無機性土壌又は有機性土壌の固化・不溶化処理に適
しており、例えば、５重量％未満の無機系又は有機系の油により汚染された土壌の固化・
不溶化処理に用いるのにも適している。
【００１１】
本発明の二番目の固化・不溶化剤は、（１）成分として軽焼マグネサイト及び／又は軽焼
ブルーサイトと、（２）成分としてガラス粉末又はカキ殻粉末を含み、前記（１）成分１
００重量部に対し、前記（２）成分が１～６０重量部である固化・不溶化剤であって、無
機性土壌又は有機性土壌に適用されるための、固化・不溶化剤である。
【００１２】
本発明の二番目の固化・不溶化剤は、無機性土壌又は有機性土壌の固化・不溶化処理に適
している。例えば、再生砕砂を得る目的で、浚渫系汚泥、建設系汚泥、下水汚泥、生ゴミ
・脱水ケーキ等に適用して、再生砕砂を製造するのに適している。
【００１３】
本発明の三番目の固化・不溶化剤は、（１）成分として軽焼マグネサイト及び／又は軽焼
ブルーサイトと、（２）成分として軽焼ドロマイトと、（３）成分としてガラス粉末及び
／またはカキ殻粉末とを含み、前記（１）成分と（２）成分の重量比が１：５～５：１、
好ましくは、１：３～３：１、さらに好ましくは１．２～２：１であり、且つ前記（１）
成分と（２）成分の合計１００重量部に対し、前記（３）成分が１～６０重量部、好まし
くは５～５０重量部、さらに好ましくは、５～４０重量部である固化・不溶化剤であって
、土壌、焼却灰、石炭灰及び石膏ボードくずから選ばれた１種に適用されるための、固化
・不溶化剤である。
【００１４】
本発明の三番目の固化・不溶化剤は、特に、建設系土壌、河川浚渫系土壌、港湾浚渫系土
壌、浄水系残渣、強酸性土壌、無機系油汚染土壌（例えば、無機系油により汚染された、
好ましくは油分５重量％以上の土壌）等から選ばれた無機性土壌、有機性土壌［有機物を
含んだ土壌、例えば、下水汚泥、製紙スラッジ、食品製造工場から発生する汚泥、有機系
油汚染土壌（例えば、有機性油により汚染された、好ましくは油分５重量％以上の土壌）
］の固化・不溶化処理に用いるのに適している。
【００１５】
本発明の四番目の固化・不溶化剤は、（１）成分として軽焼マグネサイト及び／又は軽焼
ブルーサイトと、（２）成分として軽焼ドロマイトと、（３）成分としてガラス粉末及び
／またはカキ殻粉末と、（４）成分として熔成燐肥とを含み、前記（１）成分と（２）成
分の重量比が１：５～５：１、好ましくは、１：３～３：１、さらに好ましくは１．２～
２：１であり、且つ前記（１）成分と（２）成分の合計１００重量部に対し、前記（３）
成分が１～６０重量部、好ましくは５～５０重量部、さらに好ましくは、５～４０重量部
であり、且つ前記（１）成分と（２）成分と（３）成分の合計１００重量部に対し、前記
（４）成分が１～１００重量部である固化・不溶化剤であって、土壌、焼却灰、石炭灰、
及び石膏ボードくずから選ばれた１種の被処理物に適用されるための、固化・不溶化剤で
ある。
【００１６】
本発明の四番目の固化・不溶化剤は、特に、前記（４）成分が６０～１００重量部である
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場合には、重金属汚染土壌、ダイオキシン汚染土壌、一般焼却灰、ダイオキシン含有焼却
灰、石炭灰、及び石膏ボードくずから選ばれた１種に適用するのに最適である。
【００１７】
本発明の四番目の固化・不溶化剤は、特に、前記（４）成分が１０～３０重量部である場
合には、強酸性土壌に適用するのに最適である。
【００１８】
また、前記した課題を解決するための本発明の固化・不溶化方法は、（１）含水率８０～
９９重量％に調整した、土壌及び石膏ボードくずから選ばれた１種の被処理物１０００ｋ
ｇ当たり、前記した本発明の一番目、二番目、三又は四番目の固化・不溶化剤を５０～２
００ｋｇ混合し、或いは焼却灰及び石炭灰から選ばれた１種の被処理物を含水率８０～９
９重量％に調整し、前記した本発明の一番目、二番目、三番目又は四番目の固化・不溶化
剤を、該被処理物の乾燥物１ｍ 3  当たり５０～２００ｋｇ混合し、（２）混練してスラリ
ー状態の混練物を得、（３）該混練物を自然乾燥又は強制乾燥することにより粒状物に変
化した固化物を得ることを特徴とする。
【００１９】
本発明の固化・不溶化方法において、前記一番目又は二番目の固化・不溶化剤が適用され
る場合は、無機性土壌、及び有機性土壌、油汚染土壌（例えば、鉱物油又は有機性油によ
り汚染された油分５重量％未満の土壌）の固化・不溶化方法に適しており、該方法により
粒状物として再生砕砂を得ることができる。
【００２０】
前記三番目の固化・不溶化剤が適用される場合の本発明の固化・不溶化方法は、特に好ま
しくは、（１）含水率８０～９９重量％に調整した、建設系土壌、河川浚渫系土壌、港湾
浚渫系土壌、浄水系残渣及び強酸性土壌から選ばれた１種の被処理物１０００ｋｇ当たり
、前記本発明の２番目の固化・不溶化剤を５０～３００ｋｇ混合し、（２）混練してスラ
リー状態の混練物を得、（３）該混練物を自然乾燥又は強制乾燥することにより、再生砕
砂又は再生砕石を得ることを特徴とする。該固化・不溶化方法は、特に、建設系土壌、河
川浚渫系土壌、港湾浚渫系土壌、浄水系残渣、強酸性土壌、無機系油汚染土壌（特に、無
機系油により汚染された油分５重量％以上の土壌）等から選ばれた無機性土壌、有機性土
壌［有機物を含んだ土壌、例えば、下水汚泥、製紙スラッジ、食品製造工場から発生する
汚泥、有機系油汚染土壌（特に、有機性油により汚染された油分５重量％以上の土壌）］
の固化・不溶化方法に適している。
【００２１】
前記四番目の固化・不溶化剤が適用される場合の本発明の固化・不溶化方法は、重金属汚
染土壌、ダイオキシン汚染土壌、一般焼却灰（飛灰を含む）、ダイオキシン含有焼却灰、
石炭灰及び石膏ボードくずの固化・不溶化方法に適している。
【００２２】
特に、前記四番目の固化・不溶化剤において、（１）成分と（２）成分と（３）成分の合
計１００重量部に対し、（４）成分が１０～３０重量部である固化・不溶化剤を用いる場
合には、強酸性土壌の固化・不溶化処理に適しており、該固化・不溶化剤を用いた本発明
の固化・不溶化方法は、（１）含水率８０～９９重量％に調整した強酸性土壌１０００ｋ
ｇ当たり該固化・不溶化剤を５０～３００ｋｇ混合し、（２）混練してスラリー状態の混
練物を得、（３）該混練物を自然乾燥又は強制乾燥することにより、再生砕砂又は再生砕
石を得ることを特徴とする。
【００２３】
また、特に、前記四番目の固化・不溶化剤において、（１）成分と（２）成分と（３）成
分の合計１００重量部に対し、（４）成分が６０～１００重量部である固化・不溶化剤を
用いる場合には、重金属汚染土壌、ダイオキシン汚染土壌、ダイオキシン含有焼却灰、及
び一般焼却灰から選ばれた１種の被処理物の固化・不溶化処理に適しており、該固化・不
溶化剤を用いた本発明の固化・不溶化方法は、（１）含水率８０～９９重量％に調整した
、重金属汚染土壌及びダイオキシン汚染土壌から選ばれた１種の被処理物１０００ｋｇ当
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たり、該固化・不溶化剤を５０～３００ｋｇ混合し、或いはダイオキシン含有焼却灰及び
一般焼却灰から選ばれた１種の被処理物を含水率８０～９９重量％に調整し、請求項７に
記載の固化・不溶化剤を、該被処理物の乾燥物１ｍ 3  当たり５０～３００ｋｇ混合し、（
２）混練してスラリー状態の混練物を得、（３）該混練物を自然乾燥又は強制乾燥するこ
とにより、再生砕砂又は再生砕石を得ることを特徴とする。
【００２４】
本発明の固化・不溶化方法によれば、スラリー状態の混練物を得、これを自然乾燥又は強
制乾燥することにより、スラリー状態の混練物はそのままの状態で自然に３０分（２０℃
の時）で凝結が始まり、２～３時間位で終結し、３～６日後にはセメント並の強度の非常
に固い粒状物となる。
【００２５】
本発明の固化・不溶化方法を被処理物に適用した場合の凝結時間については、固化・不溶
化剤と混合する被処理物の性質によって、かなり異なった凝結時間となる。その理由は、
固化・不溶化剤が、被処理物中に含まれる鉄分や、有機物質と反応する場合や、土質を原
因とするアロフェイン、加水ハロサイト、モンモリロナイトなどのケイ酸アルミニウムと
反応する場合には、得られる粒状物の粒度、比表面積、Ｍｇイオンの吸着などが凝固固化
に大きく関与しているためと考えられる。
【００２６】
得られた粒状物は、有害成分の溶出が抑制或いは阻止されたものとなる。有害成分の溶出
の抑制或いは阻止の機構は明らかではないが、恐らく、それぞれの成分について、固化に
関連する下記に示す反応が被処理物の成分に対して一体的に生ずるためと考えられ、全体
として非常に固い粒状物となる。本発明の固化・不溶化方法により得られた粒状物は、ｐ
Ｈが８．５～９．０の弱アルカリ性であり、溶出成分を規制した環境庁告示第４６号の環
境基準を満たしている。
【００２７】
本発明の固化・不溶化方法により得られた粒状物の粒径については、固化・不溶化剤中の
成分組成を調整することにより、種々の粒径の固化物を得ることができる。例えば、ガラ
ス粉末及び／またはカキ殻粉末の量を減らすか、全く添加しないと粒径は小さくなる。ま
た、軽焼マグネサイト又は軽焼ブルーサイトの量が少ないと粒径は小さくなる。一方、熔
成燐肥の量を増加させると強度が増し、粒径も大きくなる。
【００２８】
粒状物は非常に固く、前記したように環境庁告示第４６号の環境基準を満たす程度に無害
化されている。また、本発明の固化・不溶化剤を適用した被処理物は、３～６日で高強度
の耐久性のある粒状の固化物となる。該固化物は一軸圧縮強度が５０ＫＮ以上と非常に高
強度であるため、ＪＩＳ　Ａ５００５に定めるコンクリート用砕石、及びＪＩＳ　Ａ５０
０４に定めるコンクリート用砕砂の物理的性質及び粒度に適合しているので、再生砕砂、
再生砕石として利用でき、例えば、路盤材、路床材としてリサイクル可能となる。
【００２９】
本明細書において、「不溶化」とは、固化された固化物から有害成分を溶出することを抑
制又は阻止し、国の環境基準の範囲内に抑えることを言う。
本明細書において、「土壌」とは、土、汚泥及び／又は砕石粉末土砂を意味する。
本明細書において、「有機性土壌」とは、有機性物質が含有された土壌を意味し、例えば
、有機性油汚染土壌等が挙げられる。
【００３０】
本明細書において、「無機性土壌」とは、有機性物質が無視できる程度に含有されている
か、或いは含有されていない土壌を意味する。一般的には、建設・土木現場発生土、浄水
場沈殿汚泥等が挙げられる。
【００３１】
本発明の固化・不溶化剤の一成分として使用する「軽焼マグネサイト」とは、マグネサイ
ト（ＭｇＣＯ 3  ）を石炭ガス炉等内で約８００℃～１１００℃で４～５時間焼成（即ち、
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軽焼）して炭酸ガスを除去することにより、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）に変換されたも
のである。
【００３２】
本発明の固化・不溶化剤の一成分として使用する「軽焼ドロマイト」とは、ドロマイト（
マグネサイトとカルサイトが結合したもの、即ち、ＭｇＣＯ 3  ：ＣａＣＯ 3  ）を軽焼して
炭酸ガスを除去することにより、酸化マグネシウムと酸化カルシウムが結合したもの（Ｍ
ｇＯ：ＣａＯ）に変換したものである。
【００３３】
本発明の固化・不溶化剤の一成分として使用する「軽焼ブルーサイト」とは、ブルーサイ
ト（Ｍｇ（ＯＨ） 2  ）を１０００℃前後で焼成（即ち、軽焼）して炭酸ガスを除去するこ
とにより、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）に変換したものである。軽焼ブルーサイトは、軽
焼マグネサイトと成分組成が近似しているので、軽焼マグネサイトと代替して用いること
ができる。
【００３４】
軽焼マグネサイト又は軽焼ブルーサイトと、軽焼ドロマイトを水と接触させると、酸化マ
グネシウムが反応して水酸化マグネシウムを生成する（式１）。このとき、空気中の炭酸
ガスが反応し、炭酸マグネシウムが生成する（式２）。
【００３５】
【化１】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３６】
水分を含んだ土壌に、軽焼マグネサイト又は軽焼ブルーサイトと、軽焼ドロマイトを混練
させると、これらの鉱石中の酸化マグネシウム（ＭｇＯ）が前記式（１）及び式（２）の
反応を起こすと考えられ、強度の高い固化物を形成する。
【００３７】
このとき、並行して、軽焼ドロマイトの主成分であるＣａＯが土壌中の水分と反応して水
酸化カルシウムＣａ（ＯＨ） 2  を生成し、電離したＣａイオンが粘土粒子表面の帯電を中
和し、粘土粒子を固化する（ポラゾン反応）と考えられる。また、軽焼ドロマイトは、土
壌と混合し水と接触することで水和反応が進行し、土壌中の硫酸イオンと反応し、速やか
にエトリンガイド（３ＣａＯ・Ａｌ 2  Ｏ 3  ・３ＣａＳＯ 4  ・３２Ｈ 2  Ｏ）を生成し、その
針状結晶が粘土粒子を架橋すると考えられ、前記軽焼マグネシウムの反応による強度の高
い固化物の形成と相まって、高強度の固化物が得られる。
【００３８】
これらの反応に加えて、固化・不溶化剤の成分が被処理物中に含まれる、無機性炭酸化合
物、水溶性有機物、珪酸塩、鉄塩、原油の主生物である炭素と水素から出来た炭化水素等
の種々の成分と反応するため、様々な土壌中の成分と固化物を形成し、溶出しない高強度
のものとなると考えられる。
【００３９】
これらの反応に加えて、固化・不溶化剤の成分中に含まれる、ガラス粉末、カキ殻粉末は
、固化物にさらに強度を付加する。即ち、ガラス中に含まれるシリカ（ＳｉＯ 2  ）や、カ
キ殻粉末中に含まれるカルシウムは、固化物となる成分系におけるカルシウムイオン、シ
リカ（ＳｉＯ 2  ）及び／又はアルミニウムと反応することで、カルシウムシリケート水和
物やカルシウムアルミネート水和物等を生成して、土壌粒子を固化し、強度発現を増進さ
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せる。なお、本発明の固化・不溶化剤において、ガラス粉末の一部又は全部をカキ殻粉末
に置き換えて使用することができる。
【００４０】
さらにこのとき、熔成燐肥等の添加によりリン酸が存在している場合、次式（３）に示す
反応によりリン酸マグネシウムが生成すると考えられる。
【００４１】
【化２】
　
　
　
【００４２】
熔成燐肥中の酸化マグネシウム及び酸化カルシウムがダイオキシン類の有機塩素と反応し
、塩化マグネシウム及び塩化カルシウムとなり、無害の化合物を生成を促進する。
【００４３】
一般的な軽焼マグネサイトの成分分析値（重量％）の１例を示す。
ＭｇＯ　　　　　　　　９０．７９％
ＣａＯ　　　　　　　　　２．５８％
ＳｉＯ 2  　　　　　　　　１．９９％
Ｆｅ 2  Ｏ 3  　　　　　　　０．６３％
Ａｌ 2  Ｏ 3  　　　　　　　０．２１％
灰分　　　　　　　　　　残余
【００４４】
一般的な軽焼ドロマイトの成分分析値（重量％）の１例を示す。
ＳｉＯ 2  　　　　　　　　１．７０４％
Ｆｅ 2  Ｏ 3  　　　　　　　０．４７１％
Ａｌ 2  Ｏ 3  　　　　　　　０．１６３％
ＣａＯ　　　　　　　　５６．３８％
ＭｇＯ　　　　　　　　３９．２７％
Ｐ 2  Ｏ 5  　　　　　　　　０．０１８％
灰分　　　　　　　　　　残余
【００４５】
一般的な軽焼ブルーサイトの成分分析値（重量％）の１例を示す。
ＭｇＯ　　　　　　　　９１．１５％
ＣａＯ　　　　　　　　　３．１７％
ＳｉＯ 2  　　　　　　　　１．４０％
Ｆｅ 2  Ｏ 3  　　　　　　　０．８８％
Ａｌ 2  Ｏ 3  　　　　　　　３．１７％
灰分　　　　　　　　　　残余
【００４６】
一般的なガラス粉末（発砲ガラスビーズ用原料）の成分分析値（重量％）の１例を示す。
ＳｉＯ 2  　　　　　　　７８．１６％
Ａｌ 2  Ｏ 3  　　　　　　　４．２６％
Ｆｅ 2  Ｏ 3  　　　　　　　０．７７％
ＴｉＯ 2  　　　　　　　　０．３０％
ＣａＯ　　　　　　　　　９．３６％
ＭｇＯ　　　　　　　　　１．７３％
Ｋ 2  Ｏ　　　　　　　　　０．５２％
Ｎａ 2  Ｏ　　　　　　　　　４．３３％
【００４７】
一般的な２０．０熔成燐肥の成分分析値（重量％）の１例を示す。
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苦溶性リン酸　　　　　　　２０％
酸化カルシウム　　　　　　３５．８５％
酸化マグネウシム　　　　　２０％
苦溶性苦土　　　　　　　　１５％
可溶性珪酸　　　　　　　　２０％
【００４８】
【発明の実施の形態】
各種被処理物の処理の好ましい実施の形態の例を示すが、本発明は以下の例に限定されな
い。
【００４９】

下水汚泥を含水率８５％程度に水分量を調整したもの１００重量部に、軽焼ブルーサイト
又は軽焼マグネサイトに対するガラス粉末又はかき殻粉末の重量比が１：０．０１～０．
６からなる固化・不溶化剤を１０～２０重量部添加し、ミキサーにて混練を２～３分間行
うことにより、スラリーを得る。直ちに、スラリーをミキサーより排出して、平坦面上に
放置する。水和反応による固化開始については常温（約２０℃の時）で３０分位から凝結
を開始し１８０分位で終結する。更に凝結物を放置しておくと３～６日後に高強度の耐久
性のある粒状の固化物が得られる。これを分級機等により、路床材（５ｍｍアンダー細骨
材）等の製品を作ることができる。
【００５０】

下水汚泥を含水率８５％程度に水分量を調整したもの１００重量部に、次の固化不溶化剤
を１０～２０重量部混合する。即ち、固化不溶化剤には、軽焼マグネサイト及び／又は軽
焼ブルーサイトと、軽焼ドロマイトとの重量比が、１：５～５：１であり、この混合物１
００重量部に対しさらにガラス粉末及び／またはカキ殻粉末を１～６０重量部を混合した
混合物を用いる。
【００５１】
下水汚泥と固化不溶化剤はミキサーにて混練を２～３分間行うことにより、スラリーを得
る。直ちに、スラリーをミキサーより排出して、平坦面上に放置する。水和反応による固
化開始については常温（約２０℃の時）で３０分位から凝結を開始し１８０分位で終結す
る。更に凝結物を放置しておくと３～６日後に高強度の耐久性のある粒状の固化物が得ら
れる。これを分級機等により、路盤材（ＲＣ－４０）を作ることができる。
【００５２】

建設現場で発生した汚泥を含水率８５％程度に水分量を調整したもの１００重量部に、軽
焼マグネサイト（又は軽焼ブルーサイト）及び軽焼ドロマイト（重量比１：５～５：１）
（主剤成分と呼ぶ）と、ガラス粉末（主剤成分１００重量部に対し１～６０重量部）を基
本成分にして含む固化・不溶化剤を１０～２０重量部添加し、ミキサーにて混練を２～３
分間行うことにより、スラリーを得る。直ちに、スラリーをミキサーより排出して、平坦
面上に放置する。水和反応による固化開始については常温（約２０℃の時）で３０分位か
ら凝結を開始し１８０分位で終結する。更に凝結物を放置しておくと３～６日後に高強度
の耐久性のある粒状の固化物が得られる。これを分級機等により、路盤材（ＲＣ－４０）
、路床材（５ｍｍアンダー細骨材）等の製品を作ることができる。
【００５３】

浚渫により発生した汚泥を含水率８５％程度に水分量を調整したもの１００重量部に、軽
焼マグネサイト（又は軽焼ブルーサイト）及び軽焼ドロマイト（重量比１：５～５：１）
（主剤成分と呼ぶ）と、ガラス粉末（主剤成分１００重量部に対し１～６０重量部）を基
本成分にして含む固化・不溶化剤を１０～３０重量部（河川浚渫系汚泥に対しては１０～
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３０重量部、港湾浚渫系塩分含有汚泥に対しては１０～１５重量％）添加し、ミキサーに
て混練を２～３分間行うことにより、スラリーを得る。直ちに、スラリーをミキサーより
排出して、平坦面上に放置する。水和反応による固化開始については常温（約２０℃の時
）で３０分位から凝結を開始し１８０分位で終結する。更に凝結物を放置しておくと３～
６日後に高強度の耐久性のある粒状の固化物が得られる。３～６日後に高強度の耐久性の
ある粒状の固化物が得られる。これを分級機械等により路盤材（ＲＣ－４０）、路床材（
５ｍｍアンダー細骨材）等の製品を作ることができる。
【００５４】

浄水発生汚泥を含水率８５％程度に水分量を調整したもの１００重量部に、軽焼マグネサ
イト（又は軽焼ブルーサイト）及び軽焼ドロマイト（重量比が１：５～５：１）（主剤成
分と呼ぶ）と、ガラス粉末（主剤成分１００重量部に対し１～６０重量部）を基本成分に
した固化・  不溶化剤を１０～２０重量部添加し、ミキサーにて混練を２～３分間行うこ
とにより、スラリーを得る。直ちに、スラリーをミキサーより排出して、平坦面上に放置
する。水和反応による固化開始については常温（約２０℃の時）で３０分位から凝結を開
始し１８０分位で終結する。更に凝結物を放置しておくと３～６日後に高強度の耐久性の
ある粒状の固化物が得られる。これを分級機械等により路盤材（ＲＣ－４０）、路床材（
５ｍｍアンダー細骨材）等の製品を作ることができる。
【００５５】

高分子凝集剤を含む砕石粉末土砂を含水率８５％程度に水分量を調整したもの１００重量
部に、軽焼マグネサイト（又は軽焼ブルーサイト）及び軽焼ドロマイト（重量比が１：５
～５：１）（主剤成分と呼ぶ）と、ガラス粉末（主剤成分１００重量部に対し１～６０重
量部）を基本成分にした固化・  不溶化剤を１０～２０重量部添加し、ミキサーにて混練
を２～３分間行うことにより、スラリーを得る。直ちに、スラリーをミキサーより排出し
て、平坦面上に放置する。水和反応による固化開始については常温（約２０℃の時）で３
０分位から凝結を開始し１８０分位で終結する。更に凝結物を放置しておくと３～６日後
に高強度の耐久性のある粒状の固化物が得られる。これを分級機等により路盤材（ＲＣ－
４０）、路床材（５ｍｍアンダー細骨材）等の製品を作ることができる。
【００５６】

有機性食物油を１０重量％を含んだ汚泥を含水率８５％程度に水分量を調整したもの１０
０重量部に、軽焼マグネサイト（又は軽焼ブルーサイト）及び軽焼ドロマイト（重量比が
１：５～５：１）（主剤成分と呼ぶ）と、ガラス粉末（主剤成分１００重量部に対し１～
６０重量部）を基本成分にした固化・  不溶化剤を１０～２０重量部添加し、ミキサーに
て混練を２～３分間行うことにより、スラリーを得る。直ちに、スラリーをミキサーより
排出して、平坦面上に放置する。水和反応による固化開始については常温（約２０℃の時
）で３０分位から凝結を開始し１８０分位で終結する。更に凝結物を放置しておくと３～
６日後に高強度の耐久性のある粒状の固化物が得られる。これを分級機等により路盤材（
ＲＣ－４０）路床材（５ｍｍアンダー細骨材）等の製品を作ることができる。
【００５７】
なお、有機性食物油を５％未満含む有機性汚泥の場合には、軽焼ドロマイトの量を減じる
ことができ、また、ガラス粉末及び／またはカキ殻粉末の使用を省略することができる。
る。
【００５８】

鉱物油１０重量％含有する汚染土壌を含水率８５％程度に水分量を調整したもの１００重
量部に、軽焼マグネサイト（又は軽焼ブルーサイト）及び軽焼ドロマイト（重量比が１：
５～５：１）（主剤成分と呼ぶ）と、ガラス粉末（主剤成分１００重量部に対し１～６０
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重量部）を基本成分にした固化・  不溶化剤を１０～２０重量部添加し、ミキサーにて混
練を２～３分間行うことにより、スラリーを得る。直ちに、スラリーをミキサーより排出
して、平坦面上に放置する。水和反応による固化開始については常温（約２０℃の時）で
３０分位から凝結を開始し１８０分位で終結する。更に凝結物を放置しておくと３～６日
後に高強度の耐久性のある粒状の固化物が得られる。これを分級機械等により路盤材（Ｒ
Ｃ－４０）、路床材（５ｍｍアンダー細骨材）等の製品を作ることができる。また、現場
に埋め戻すことも可能である。
【００５９】
なお、鉱物油有機性食物油を５重量％未満含む有機性汚泥の場合には、軽焼ドロマイトの
量を減じることができ、また、ガラス粉末及び／またはカキ殻粉末の使用を省略すること
ができる。
【００６０】

有機性植物油或いは鉱物油を５％未満含む油汚染土壌を含水率８５％程度に水分量を調整
したもの１００重量部に、軽焼マグネサイト（又は軽焼ブルーサイト）及び軽焼ドロマイ
ト（重量比が１：５～５：１）からなる固化・不溶化剤を１０～２０重量部添加し、ミキ
サーにて混練を２～３分間行うことにより、スラリーを得る。直ちに、スラリーをミキサ
ーより排出して、平坦面上に放置する。水和反応による固化開始については常温（約２０
℃の時）で３０分位から凝結を開始し１８０分位で終結する。更に凝結物を放置しておく
と３～６日後に高強度の耐久性のある粒状の固化物が得られる。これを分級機械等により
路床材（５ｍｍアンダー細骨材）等の製品を作ることができる。また、現場に埋め戻度す
ことも可能である。
【００６１】

ダイオキシン含有焼却灰を含水率８０～９９重量％に調整し、次の組成の固化・不溶化剤
を、該被処理物の乾燥物１ｍ 3  当たり５０～２００ｋｇ混合する。ダイオキシン含有焼却
灰に適用する固化・不溶化剤の組成は、軽焼マグネサイト及び／又は軽焼ブルーサイトと
、軽焼ドロマイトと、ガラス粉末及び／またはカキ殻粉末と、熔成燐肥とを含み、軽焼マ
グネサイト（又は軽焼ブルーサイト）及び軽焼ドロマイト（重量比が１：５～５：１）（
主剤成分と呼ぶ）と、ガラス粉末（主剤成分１００重量部に対し１～６０重量部）と、前
記各成分の合計１００重量部に対し、熔成燐肥が６０～１００重量部である。該熔成燐肥
には２０．０熔成燐肥を用いることが好ましい。
【００６２】
次いで、混合物をミキサーにて混練を２～３分間行うことにより、スラリーを得る。直ち
に、スラリーをミキサーより排出して、平坦面上に放置する。水和反応による固化開始に
ついては常温（約２０℃の時）で３０分位から凝結を開始し１８０分位で終結する。更に
凝結物を放置しておくと３～６日後に高強度の耐久性のある粒状の固化物が得られる。こ
れを分級機等により路盤材（ＲＣ－４０）、路床材（５ｍｍアンダー細骨材）等の製品を
作ることができる。
【００６３】

石炭灰を含水率８０～９９重量％に調整し、次の組成の固化・不溶化剤を、該被処理物の
乾燥物１ｍ 3  当たり５０～２００ｋｇ混合する。石炭灰に適用する固化・不溶化剤の組成
は、軽焼マグネサイト（又は軽焼ブルーサイト）及び軽焼ドロマイト（重量比が１：５～
５：１）（主剤成分と呼ぶ）と、ガラス粉末（主剤成分１００重量部に対し１～６０重量
部）を基本成分にし、該基本成分（１００重量部）にさらに２０．０熔成燐肥（１～１０
０重量部）を添加したものである。次いで、ミキサーにて混練を２～３分間行うことによ
り、スラリーを得る。直ちに、スラリーをミキサーより排出して、平坦面上に放置する。
水和反応による固化開始については常温（約２０℃の時）で３０分位から凝結を開始し１
８０分位で終結する。更に凝結物を放置しておくと３～６日後に高強度の耐久性のある粒
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状の固化物が得られる。これを分級機等により路盤材（ＲＣ－４０）、路床材（５ｍｍア
ンダー細骨材）等の製品を作ることができる。
【００６４】

硫黄分を含む強酸性を示す温泉土壌を含水率８５％程度に水分量を調整したもの１００重
量部に、軽焼マグネサイト（又は軽焼ブルーサイト）及び軽焼ドロマイト（重量比が１：
５～５：１）（主剤成分と呼ぶ）と、ガラス粉末（主剤成分１００重量部に対し１～６０
重量部）を基本成分にし、該基本成分（１００重量部）にさらに２０．０熔成燐肥（１～
１００重量部）を添加してなる固化・不溶化剤１０～３０重量部添加し、ミキサーにて混
練を２～３分間行うことにより、スラリーを得る。直ちに、スラリーをミキサーより排出
して、平坦面上に放置する。水和反応による固化開始が常温（２０℃の時）で３０～１８
０分位で終結する。更に、３～６日後に高強度の耐久性のある粒状の固化物が得られる。
これを分級等により路盤材（ＲＣ－４０）、路床材（５ｍｍアンダー細骨材）等の製品を
作ることができる。
【００６５】
【実施例】
［実施例１］

建設現場から排出された汚泥を含水率８５％程度に水分量を調整したもの１０００ｋｇに
、軽焼マグネサイト（４０重量％）（ソブエクレー株式会社製）、軽焼ドロマイト（３０
重量％）（ソブエクレー株式会社製）、ガラス粉末（３０重量％）（ビンガラス粉末、ソ
ブエクレー株式会社製）からなる固化・不溶化剤を１５０ｋｇ添加し、ミキサーにて混練
を３分間行うことにより、スラリーを得た。直ちに、スラリーをミキサーより排出して、
平坦面上に放置した。常温（約２０℃）で１８０分位で凝結を終結した。更に凝結物を放
置しておき、３日後に高強度の耐久性のある粒状の固化物が得られた。これを分級機によ
り分級して、路盤材（ＲＣ－４０）及び路床材（５ｍｍアンダー細骨材）を得た。
【００６６】
建設現場から排出された汚泥の固化・不溶化処理前と処理後のカドミウム、鉛、砒素につ
いての濃度変化を下記の表１に示す。
【００６７】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６８】
［実施例２］

河川浚渫系汚泥を含水率８５％程度に水分量を調整したもの１０００ｋｇに、軽焼マグネ
サイト（４０重量％）（ソブエクレー株式会社製）、軽焼ドロマイト（３０重量％）（ソ
ブエクレー株式会社製）、ガラス粉末（３０重量％）（ソブエクレー株式会社製）からな
る固化・不溶化剤を２００ｋｇ添加し、ミキサーにて混練を３分間行うことにより、スラ
リーを得た。直ちに、スラリーをミキサーより排出して、平坦面上に放置した。常温（約
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２０℃）で１８０分位で凝結を終結した。更に凝結物を放置しておき、３日後に高強度の
耐久性のある粒状の固化物が得られた。これを分級機により分級して、路盤材（ＲＣ－４
０）及び路床材（５ｍｍアンダー細骨材）を得た。
【００６９】
［実施例３］

高分子凝縮剤含む浄水発生汚泥を含水率８５％程度に水分量を調整したもの５０ｋｇに、
軽焼マグネサイト（４０重量％）（ソブエクレー株式会社製）、軽焼ドロマイト（３０重
量％）（ソブエクレー株式会社製）、ガラス粉末（３０重量％）（ソブエクレー株式会社
製）からなる固化・不溶化剤を１０ｋｇ添加し、ミキサーにて混練を３分間行うことによ
り、スラリーを得た。直ちに、スラリーをミキサーより排出して、平坦面上に放置した。
常温（約２０℃）で１８０分位で凝結を終結した。更に凝結物を放置しておき、３日後に
高強度の耐久性のある粒状の固化物が得られた。これを分級機により分級して、路盤材（
ＲＣ－４０）及び路床材（５ｍｍアンダー細骨材）を得た。
【００７０】
［実施例４］

高分子凝集剤を含む砕石粉末土砂を含水率８５％程度に水分量を調整したもの５０ｋｇに
、軽焼マグネサイト（４０重量％）（ソブエクレー株式会社製）、軽焼ドロマイト（３０
重量％）（ソブエクレー株式会社製）、ガラス粉末（３０重量％）（ソブエクレー株式会
社製）からなる固化・不溶化剤を１０ｋｇ添加し、ミキサーにて混練を３分間行うことに
より、スラリーを得た。直ちに、スラリーをミキサーより排出して、平坦面上に放置した
。常温（約２０℃）で１８０分位で凝結を終結した。更に凝結物を放置しておき、３日後
に高強度の耐久性のある粒状の固化物が得られた。これを分級機により分級して、路盤材
（ＲＣ－４０）及び路床材（５ｍｍアンダー細骨材）を得た。
【００７１】
［実施例５］

食物油を１０重量％含んだ汚泥を含水率８５％程度に水分量を調整したもの５０ｋｇに、
軽焼マグネサイト（４０重量％）（ソブエクレー株式会社製）、軽焼ドロマイト（３０重
量％）（ソブエクレー株式会社製）、ガラス粉末（３０重量％）（ソブエクレー株式会社
製）からなる固化・不溶化剤を１０ｋｇ添加し、ミキサーにて混練を３分間行うことによ
り、スラリーを得た。直ちに、スラリーをミキサーより排出して、平坦面上に放置した。
常温（約２０℃）で１８０分位で凝結を終結した。更に凝結物を放置しておき、３日後に
高強度の耐久性のある粒状の固化物が得られた。これを分級機により分級して、路床材（
５ｍｍアンダー細骨材）を得た。
【００７２】
［実施例６］

鉱物油１０重量％含有する汚染土壌を含水率８５％程度に水分量を調整したもの５０ｋｇ
に、軽焼マグネサイト（４０重量％）（ソブエクレー株式会社製）、軽焼ドロマイト（３
０重量％）（ソブエクレー株式会社製）、ガラス粉末（３０重量％）（ソブエクレー株式
会社製）からなる固化・不溶化剤を１０ｋｇ添加し、ミキサーにて混練を３分間行うこと
により、スラリーを得た。直ちに、スラリーをミキサーより排出して、平坦面上に放置し
た。常温（約２０℃）で１８０分位で凝結を終結した。更に凝結物を放置しておき、３日
後に高強度の耐久性のある粒状の固化物が得られた。これを分級機により分級して、路床
材（５ｍｍアンダー細骨材）を得た。
【００７３】
［実施例７］
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鉱物系油１重量％（１００００ｍｇ／ｌ）含む油汚染土壌を含水率８５％程度に水分量を
調整したもの５０Ｋｇに、軽焼マグネサイト（ソブエクレー株式会社製）５０重量％及び
軽焼ドロマイト（ソブエクレー株式会社製）５０重量％を基本成分とした固化・不溶化剤
を１０ｋｇ添加し、ミキサーにて混練を３分間行うことにより、スラリーを得た。直ちに
、スラリーをミキサーより排出して、平坦面上に放置した。常温（約２０℃の時）で３０
分位から凝結を開始し１８０分位で終結した。更に凝結物を放置しておき、３日後に高強
度の耐久性のある粒状の固化物が得られた。得られた粒状の固化物の鉱物系油の含有量を
測定したところ、１３ｍｇ／ｌであった。この値は環境庁作成の昭和５１年環告第３号の
環境基準を満たしている。
【００７４】
得られた粒状の固形物を分級機により分級して路床材（５ｍｍアンダー細骨材）を得た。
【００７５】
［実施例８］

ダイオキシン類化合物（ダイオキシン、ジベンゾフラン）とコプラナーＰＣＢｓを含有す
る焼却灰と飛灰の混合灰を含水率８５％程度に水分量を調整したものに、以下の組成の固
化・不溶化剤４０ｋｇを混合灰の乾燥物０．２ｍ 3  当たり混合した。
【００７６】
（固化・不溶化剤の組成）
軽焼マグネサイト（ソブエクレー株式会社製）　２０重量％
軽焼ドロマイト（ソブエクレー株式会社製）　２０重量％
ガラス粉末（ソブエクレー株式会社製）　１０重量％
２０．０熔成燐肥（東北東ソー化学株式会社製）　５０重量％
【００７７】
次いで、ミキサーにて混練を３分間行うことにより、スラリーを得た。直ちに、スラリー
をミキサーより排出して、平坦面上に放置した。常温（約２０℃の時）で３０分位から凝
結を開始し１８０分位で終結した。更に凝結物を放置しておくと３日後に高強度の耐久性
のある粒状の固化物が得られた。これを分級機により路盤材（ＲＣ－４０）及び路床材（
５ｍｍアンダー細骨材）を得た。
【００７８】
固化・不溶化処理前と処理後のダイオキシン類（ダイオキシン、ジベンゾフラン）とコプ
ラナーＰＣＢｓ合計濃度と、ダイオキシン類（ダイオキシン、ジベンゾフラン）とコプラ
ナーＰＣＢｓ合計の毒性等価濃度（ＴＥＱ）の変化を下記の表２に示す。
【００７９】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００８０】
［実施例９］
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石炭灰を含水率８５％程度に水分量を調整したものに、以下の組成の固化・不溶化剤１０
ｋｇを石炭灰の乾燥物０．０５ｍ 3  当たり混合した。
【００８１】
軽焼マグネサイト（ソブエクレー株式会社製）　２０重量％
軽焼ドロマイト（ソブエクレー株式会社製）　３０重量％
ガラス粉末（ソブエクレー株式会社製）　２０重量％
２０．０熔成燐肥（東北東ソー化学株式会社製）　３０重量％
【００８２】
次いで、ミキサーにて混練を３分間行うことにより、スラリーを得た。直ちに、スラリー
をミキサーより排出して、平坦面上に放置した。常温（約２０℃の時）で３０分位から凝
結を開始し１８０分位で終結した。更に凝結物を放置しておくと３日後に高強度の耐久性
のある粒状の固化物が得られた。これを分級機により分級して、路盤材（ＲＣ－４０）を
得た。路盤材について、ＪＩＳ　Ａ　１２１０による締固め最大乾燥密度は１．１８６ｇ
／ｃｍ、ＪＩＳ　Ａ　１２１１による締固め度（９５％乾燥密度）は１．１２６、締固め
度（９５％ＣＢＲ値）は８３．９％であり、プラント再生塗装技術指針による締固め度（
９５％ＣＢＲ値）の規格値３０％以上を十分に満たしていた。
【００８３】
［実施例１０］

強酸性を示す温泉土壌５０ｋｇを含水率８５％程度に水分量を調整し、以下の組成の固化
・不溶化剤１０ｋｇ混合した。
【００８４】
（固化・不溶化剤の組成）
軽焼マグネサイト（ソブエクレー株式会社製）　３０重量％
軽焼ドロマイト（ソブエクレー株式会社製）　３０重量％
ガラス粉末（ソブエクレー株式会社製）　２０重量％
２０．０熔成燐肥（東北東ソー化学株式会社製）　２０重量％
【００８５】
次いで、ミキサーにて混練を３分間行うことにより、スラリーを得た。直ちに、スラリー
をミキサーより排出して、平坦面上に放置した。常温（約２０℃の時）で３０分位から凝
結を開始し１８０分位で終結した。更に凝結物を放置しておくと３日後に高強度の耐久性
のある粒状の固化物が得られた。これを分級機により路盤材（ＲＣ－４０）及び路床材（
５ｍｍアンダー細骨材）を得た。
【００８６】
［実施例１１］

下水汚泥（焼却灰）５０ｋｇを含水率８５％程度に水分量を調整し、以下の組成の固化・
不溶化剤１０ｋｇ混合した。
【００８７】
（固化・不溶化剤の組成）
軽焼ブルーサイト　３０重量％
軽焼ドロマイト（ソブエクレー株式会社製）　３０重量％
カキ殻粉末（カキ殻粉末石灰：商品名、平塚商店製）　２０重量％
【００８８】
次いで、ミキサーにて混練を３分間行うことにより、スラリーを得た。直ちに、スラリー
をミキサーより排出して、平坦面上に放置した。常温（約２０℃の時）で３０分位から凝
結を開始し１８０分位で終結した。更に凝結物を放置しておくと３日後に高強度の耐久性
のある粒状の固化物が得られた。これを分級機により路盤材（ＲＣ－４０）及び路床材（
５ｍｍアンダー細骨材）を得た。
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【００８９】
［実施例１２］

下水汚泥（脱水汚泥）５０ｋｇを含水率８５％程度に水分量を調整し、以下の組成の固化
・不溶化剤１０ｋｇ混合した。
【００９０】
（固化・不溶化剤の組成）
軽焼ブルーサイト　９０重量％
カキ殻粉末（カキ殻粉末石灰：商品名、平塚商店製）　１０重量％
【００９１】
次いで、ミキサーにて混練を３分間行うことにより、スラリーを得た。直ちに、スラリー
をミキサーより排出して、平坦面上に放置した。常温（約２０℃の時）で３０分位から凝
結を開始し１８０分位で終結した。更に凝結物を放置しておくと３日後に高強度の耐久性
のある粒状の固化物が得られた。これを分級機により路床材（５ｍｍアンダー細骨材）を
得た。
【００９２】
［実施例１３］

下水汚泥（脱水汚泥）５０ｋｇを含水率８５％程度に水分量を調整し、以下の組成の固化
・不溶化剤１０ｋｇ混合した。
【００９３】
（固化・不溶化剤の組成）
軽焼ブルーサイト　９０重量％
ガラス粉末（ソブエクレー株式会社製）　１０重量％
【００９４】
次いで、ミキサーにて混練を３分間行うことにより、スラリーを得た。直ちに、スラリー
をミキサーより排出して、平坦面上に放置した。常温（約２０℃の時）で３０分位から凝
結を開始し１８０分位で終結した。更に凝結物を放置しておくと３日後に高強度の耐久性
のある粒状の固化物が得られた。これを分級機により路床材（５ｍｍアンダー細骨材）を
得た。
【００９５】
［実施例１４］

カドミウム、鉛、六価クロム、水銀等の重金属を含有する焼却灰と飛灰の混合灰を含水率
８５％程度に水分量を調整したものに、以下の組成の固化・不溶化剤４０ｋｇを混合灰の
乾燥物０．２ｍ 3  当たり混合した。
【００９６】
（固化・不溶化剤の組成）
軽焼マグネサイト（ソブエクレー株式会社製）　２０重量％
軽焼ドロマイト（ソブエクレー株式会社製）　２０重量％
ガラス粉末（ソブエクレー株式会社製）　１０重量％
２０．０熔成燐肥（東北東ソー化学株式会社製）　５０重量％
【００９７】
次いで、ミキサーにて混練を３分間行うことにより、スラリーを得た。直ちに、スラリー
をミキサーより排出して、平坦面上に放置した。常温（約２０℃の時）で３０分位から凝
結を開始し１８０分位で終結した。更に凝結物を放置しておくと３日後に高強度の耐久性
のある粒状の固化物が得られた。これを分級機により路盤材（ＲＣ－４０）及び路床材（
５ｍｍアンダー細骨材）を得た。
【００９８】
固化・不溶化処理前と処理後の重金属類の溶出試験について、環境庁告示第４６号の溶出
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方法で試料溶液を調製し、計量の対象としてカドミウム、シナン、鉛、六価クロム、ヒ素
に関してＪＩＳ　Ｋ　０１０２にて、有機リンに関して昭和４９年環境庁告示６４号付表
１にて、及び水銀に関して昭和４６年環境庁告示５９号付表１の計量方法による結果を下
記の表３に示す。
【００９９】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１００】
表３によれば、本発明の固化・不溶化方法により重金属類の溶出が抑制されることが分か
る。
【０１０１】
また、昭和４６年環水管第１２７号「土質調査方法」による固化・不溶化処理前と処理後
の重金属類の含有量に関する計量についての結果を下記の表４に示す。
【０１０２】
【表４】
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【０１０３】
表４によれば、不溶化処理後には昭和４６年環水管第１２７号「土質調査方法」による計
量では、鉛、ヒ素、ホウ素の計量値が低い値となっていることが分かる。
【０１０４】
【発明の効果】
本発明の固化・不溶化剤及び固化・不溶化方法によれば、得られた固化物は非常に固く、
環境庁告示第４６号の環境基準を満たす程度に無害化されている。また、該固化物のＰＨ
値は１０．０前後と低く、アルカリ公害に対する負荷も少ない。
【０１０５】
本発明の固化・不溶化剤を適用して得られた固化物は、３～６日で高強度の耐久性のある
粒状の固化物となる。該固化物は粗骨材の比重及び吸水試験（ＪＩＳＡ　１１１０）での
絶乾比重が、２．５０ｇ／ｃｍ 3  、ロサンゼル試験機による粗骨材のすりへり試験（ＪＩ
Ｓ　Ａ　１１２１）における、すりへり減量（％）が規格値５０％以下に対して１４．１
％並びに、ＣＢＲ試験（室内試験結果、ＪＩＳ　Ａ　１１２１）では、平均ＣＢＲ（％）
が、１３２．１と高く、高強度であるため、ＪＩＳ　Ａ５００５に定めるコンクリート用
砕石、及びＪＩＳ　Ａ５００４に定めるコンクリート用砕砂の物理的性質及び粒度に適合
しているので、再生砕砂、再生砕石として利用でき、例えば、路盤材としてリサイクル可
能となる。
【０１０６】
本発明の固化・不溶化剤を適用して得られた固化物は、組成が多孔質であり、かつ、酸化
アルミニウムを含んでいるため汚濁水中に含まれる有用性微生物が酸化アルミニウムに好
んで付着し、有機物を分解することから、汚濁水清淨に利用することができる。
【０１０７】
本発明の固化・不溶化剤に２０．０熔成燐肥が含まれる場合には、土壌中の油分、重金属
、ダイオキシン類等が分解され、不溶化された固化物とすることができるので、公害防止
に効果がある。
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