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1. はじめに  

従来、浅層域での不溶化事例としては、バックホウやスタビライザーを用いて、不溶化材を粉体のまま混合を行う事

例が多かった。しかし、①市街地においては不溶化材の粉塵の発生が懸念されること、②地下水位が不溶化深度より

高い現場等においては、不溶化材がダマになりやすく、混合精度が悪くなることが懸念されること、から上記のような粉

体混合工法の適用が難しい。そこで不溶化材をスラリー状態にして不溶化施工を行うことが着目されている。 

そこで本報告では、原位置で土壌とスラリーとを撹拌混合行える中層混合処理「ツイン・ブレードミキシング」工法を用

いて、不溶化を行った実施工事例を報告する。自然由来の鉛、ヒ素汚染土壌に対して、不溶化を行った事例である。

不溶化材は、鉛、ヒ素に対して優れた不溶化性能を持ち、かつスラリー状態で使用実績のある酸化マグネシウム系不

溶化材「デナイト®」を使用した。トリータビリティ試験を行い、現場/室内の割り増しを考慮して添加量を決定した。実施

工でも問題なく、不溶化を行えたので、以下に報告する。 

 

2. 不溶化対象土壌 

表-１に対象となる土壌の性状を示す。なお、地下水位は概ね GL-1m であった。 

表-１ 不溶化対象土の性状 

土質 溶出値（鉛） 溶出値（ヒ素） 

埋土（砂質土主体）～シルト 0.012～0.031 mg/L 0.011～0.015 mg/L 

 

3. トリータビリティ試験 

3.1 使用不溶化材 

当該現場では、市街地にあり

不溶化材散布・混合時における

粉塵の発生が懸念された。また

地下水位が高く、粉体供給では

不溶化材がダマになる事が予想

され、混合精度が悪くなり、不溶

化性能に大きく影響する懸念が

あった。そこでスラリー状態にして

供給できる不溶化材を選定した。

表-２に示すように酸化マグネシウム系不溶化材「デナイト」は、セメント系固化材

に近い「密度」と「比表面積」を持つため、スラリー状態にした場合、セメントスラリ

ーとほぼ同様に取り扱えられると考えた。実際にスラリーの性状を確認したとこ

ろ、分離もなく粘性も同等であった。また、実績 3)から、スラリーでの使用は問題

ないと判断した。 

 

写真-１に「デナイト」の外観を示す。「デナイト」は主成分として酸化マグネシ

ウムを多く含み、セメント系固化材よりも pH が低く、化学反応と物理吸着の相乗

効果によって重金属の溶出・拡散を抑制する等の特徴を有する材料である。重

金属汚染土壌に対する「デナイト」の不溶化実績はこれまで多数報告されている 4、5)。 
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密度 

g/cm3 

比表面積 

cm2/g 

スラリーの流動性 

（ファンネル粘度）秒 

(水重量)/(粉体重量)=1 のとき 

酸化マグネシウム系不溶化材 

デナイト１） 
3.20 5,585 23.1 

セメント系固化材 

ジオセット 200２） 
3.05 3,730 23.2 

表-２ 酸化マグネシウム系不溶化材とセメント系固化材の物理性状の比

写真-１ 不溶化材の外観 
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3.2 トリータビリティ試験の概要 

図-１に示すフローによって、トリータビリテ

ィ試験を実施した。 

この際、事前の溶出量確認では、既往の調

査結果の 67～80 %ほどの溶出値しか認めら

れなかった。そこで、配合試験後の不溶化効

果確認試験においては、実測値を上記割合

で割り戻した換算値で評価を行った。図-２に

不溶化試験結果の一例を示す。 

図-２の結果より、不溶化に必要な材料添

加量は室内配合試験において 50 kg/m3 とわ

かった。 

 

 

 

 

 

4. 工法の選定 

4.1 施工機械の選定 

当該現場は、既存建屋を解体せず

に、その周囲を不溶化することが求め

られた。また不溶化箇所は、図-３の概

略平面図に示すように狭所かつ点在

している。そのため、施工機械としては

狭所でも施工でき、かつ、機動性の優

れる 0.8m3 級のバックホウを選定した。 

 

4.2 混合仕様の選定 

 地下水位以下の土壌をムラ無く効率

良く混合を行うのにあたって地盤改良

工事で実績の多い「ツイン・ブレードミ

キシング工法」を採用した6,7)。本工法は、

直径φ1.5 m 程度の縦型（鉛直）回転
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図-１ トリータビリティ試験のフロー 
  

現地試料採取 
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・土質工学的性質の確認 
・原土(対象土)の溶出量の確認 
環境省告示第 18 号（H15.2）、ヒ素、鉛 
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図-２ 不溶化試験結果の一例 

図-３ 概略平面図 
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する一対の攪拌翼に、高さ300 mmの櫛状攪拌ブ

レード4枚を取り付け、固化材などのスラリーと現

地土を高効率に攪拌混合することを可能とした。

また、攪拌翼の回転が縦型であることから図-４
に示すように改良体断面は矩形状になる。その

ため、従来工法の水平攪拌翼工法に比べ、ラッ

プロスを最小限に押さえることができる。 

 

4.3 工法の概要と特徴 

写真-2、3に「ツイン・ブレードミキシング工法」

の攪拌混合装置と施工機械を示す。アーム先端

に装着した攪拌ケーシングを介し、攪拌翼を有す

る攪拌混合装置が取り付けられている。攪拌翼の

直径はφ1.3～1.5 mのタイプがある。また、4 枚

の攪拌翼は左右一対となっており、各攪拌翼に

はそれぞれ切削攪拌用のブレードが配置され、

攪拌翼幅は現場条件や目的に応じて幅を  

1.0～1.8 m の範囲で変更することができ

る。そのため、断面を  1.5 m×1.5 m の

正方形から1.3 m×1.8 m の長方形の範

囲で現場条件・施工目的に合わせて、適

宜選択することができる。また、攪拌駆動

装置本体は攪拌混合装置内に収容され

ており、その結果、安定した回転トルクを

効率的に攪拌翼に伝達できる構造であ

る。 

改良品質を向上させるため、図-５に

示すような施工管理装置を有している。

差圧式深度計と攪拌装置角度検出器を

用いて改良深度は±1cm、鉛直度は  

±0.5°以内で管理でき、回転数、吐出

流量を含めた施工管理データを経時的

に一括管理できる施工管理システムを装

備している。 

 

5. 施工の詳細と結果 

5.1 不溶化材添加量 

地盤改良においては、室内試験と現場施工における条件の

違いを調整する（現場/室内）強さ比を用いて、室内目標強度

を設定し、添加量を決定する。この比の中には、施工機械と室

内配合試験用混合機械の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さの差、及び改良区域での土

質のばらつきや含水比の相違による現場強さの変動を含めて

経験的にカバーする物である 8）。 

一方、不溶化工事においては不溶化性能の（現場/室内）比

といった既往の知見が少なく、現状では室内配合試験から現

場添加量が設定する方法が確立されていない 9）。そこで「ツイ

ン・ブレードミキシング工法」においては、（現場/室内）

強さ比を 1/2 に設定されていること 10）を参考にし、（現場/室

内）添加量比をその逆数の２とした。そのため、現場の添加量

写真-２ 攪拌混合装置   

写真-３ 施工機外観   

図-４ 全面配置の比較例 
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図-５ 施工管理装置の構成 
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は室内の添加量 50 kg/m3 の２倍の 100 kg/m3 とした。またスラリーの（水

／不溶化材）比は地盤改良で標準的に用いられる水比と同じく、100%と

した。 

 

5.2 施工状況 

写真-４、５に施工状況を示す。予め施工機の可動範囲と攪拌翼形状

に合わせて単位区画をさらに細分化した区画を現場に明示し、その区

画当たりの攪拌時間、羽根切り回数やスラリー添加量を設定し、均一に

不溶化材が所定量混入し、かつ、混合されるように施工を行った。 

攪拌混合終了時には、試薬散布による呈色を目視確認することで混

合の確認とした。 

 

5.3 不溶化結果 

施工の結果、すべての区画でもまた鉛、ヒ素ともに定量下限値 

（0.005 mg/L）以下の溶出量となる事が確認された。 
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写真-４ 施工状況      

写真-５ 攪拌混合状態 
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