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造粒化した石炭灰の地盤材料への適用性検討
Applicability of granulated coal ash for geotechnical materials
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近年、建設現場で発生した土について、他の現場の盛土材料として利用を図るための機能が整
備されるなど、その有効利用が図られている。しかし、そのままでは利用できない不良土につい
ては、処分地の不足もあり、その処理が問題となることが多い。そこで、こうした不良土を有効
利用するための技術開発が盛んになっている。
石炭火力発電所から排出される石炭灰も、発生土の一種といえるもので、これまで不良土改良、
気泡混合固化土など地盤材料として利用が図られているが、膨大な発生量からみるとさらなる用
途開発が求められている。
本報文では、石炭灰の新たな利用方法として、石炭灰を造粒化し、地盤材料としての適用性を
検討した。造粒化の目的は、施工時の飛散を抑制し取り扱いやすい材料とすること、および凍上
抑制層材料、路盤材料へ利用範囲を広げることである。検討の結果、造粒化した石炭灰は当初の
目的にかなった材料であることが明らかとなった。
≪キーワード：石炭灰；造粒化；地盤材料≫
Soil generated at construction sites has recently been utilized effectively, such as in the
improvement of use functions as banking materials for other sites. With regard to unsuitable soil,
which cannot be used without modification, however, there are many cases in which its disposal
becomes a concern due to the shortage of disposal sites. Under these circumstances,
technological development aiming for the effective use of unsuitable soil has been flourishing.
Coal ash discharged from coal−fired power plants can be considered one type of such soil.
Although it has been used as ground material for the improvement of unsuitable soil and for
foam mixed solidified soil, development of more applications is needed in light of the enormous
amount generated.
This report aims to study the applicability of granulated coal ash as ground material−a new
application for coal ash. Granulation aims to make the material easier to handle by restricting
scattering during construction and to expand applications to frost blanket and base course
materials. The study revealed that granulated coal ash was a material that achieved the initial
objectives.
≪Keywords : coal ash,Granulating,Geotechnical materials≫
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１．はじめに

電所より排出された外国炭の新生灰３種である。石炭
灰 の 性 状 を 表−１に 示 す。石 炭 灰 の 含 水 比 は ほ ぼ

石炭火力発電所から排出される石炭灰には全体の

０％、コンシステンシー限界は NP である。今回使用

８０％を占める微粉炭状のフライアッシュと２
０％を占め

した石炭灰の pH は１１．
５〜１
２．
６と強アルカリ性 で あ

る砂礫状のボトムアッシュがある１）。国内の石炭灰発

る。この発電所のボイラにより排出される石炭灰を石

生量（平成１
２年）は８
４
３万 t であり、そ の８
２％に あ た

炭種によりそれぞれ A、B、C 灰と区分した。石炭燃

る６
９３万 t が有効利用されている。分野別の有効利用

焼時に脱硫のために石灰石を混入することから、これ

割合をみると、セメント分野の占める割合が高く全体

らの石炭灰には酸化カルシウムが多く含まれている。

の７
１％を占めている。土木分野では１
０％、７
０万 t が有

酸化カルシウムが多い石炭灰はポゾラン活性が強く

効利用されている状況にある２）。土木材料としての主

なり、強度も大きくなる５）。石炭灰の固化作用に関係

な用途には地盤改良材、道路路盤材、炭坑充填材があ

すると見られる酸化カルシウム分は A、B、C 灰の順

る。このように石炭灰は現在、地盤材料への利用が図

に大きく増加していることがわかる。強熱減量は A

られているものの、発生する全体量から見ると今後の

灰１６．
９０％、B 灰１８．
７６％、C 灰９．
２６％であり、C 灰は

さらなる用途開発が求められているところである。本

A、B 灰に比べて未燃分の少ない特徴がある。粒度分

研究は、石炭灰の土木材料としての有効利用を図り、

布については A、B、C 灰はほとんど差異がない。

資源のリサイクル化に貢献することを目的としてい
表−１

る。

石炭灰の性状

石炭灰は石炭の産地、燃焼ボイラによりその性状、
性質に違いがあり、石炭灰を利用する場合には、これ
らの性質を考慮する必要がある３）４）。粉体状の石炭灰
については地盤材料として利用実績が増加している
が、写真−１に示すように工法によっては粉塵が発生
し飛散するために取り扱いが困難であり、対策が必要
である。これは石炭灰を構成する細粒分が飛散に大き
く関与するためであり、石炭灰が飛散しない程度の粒
径への加工、すなわち造粒化を試みた。本報告は石炭
灰の造粒化を行い、地盤材料として利用するために
行った検討をとりまとめたものである。

写真−１

石炭灰による不良土安定処理状況

２．造粒化石炭灰の作成
２．２．石炭灰の造粒化
２．１．石炭灰の性状
試験に用いた石炭灰は、日本製紙㈱勇払工場火力発
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造粒化に用いた試験機はバッチ式であり、材料とな
る石炭灰に水および必要により固化材を加え、容器の
３

回転により造粒化をはかるものである（図−１）。

今回使用した造粒機では、径７mm 以上に造粒しよ
うとすると混合した材料が泥状になるが、おおよそ径
５mm 程度の粒子を作成することは可能であった。し
かし、径５mm の粒子を貯蔵すると圧縮により粒子同
士が付着し、塊状となるため今回の実験では粒径１
mm および３mm の粒子の作成を目標（目標粒径）と
した。表−２に示すように灰種、目標粒径および固化
材（セメント）添加率を変え T−１から T−８までの
８種類の試料を作成し、基本物性試験を行った。造粒
化石炭灰の一例として A 灰にセメントを２．
５％混合
し、粒子径３mm を目標に造粒化した試料（T−３）

図−１

造粒化石炭灰の作成

を写真−２に示す。A、B 灰についてはセメントを添
表−２

図−２
４

造粒化石炭灰の性状

造粒化石炭灰の粒径加積曲線
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てセメント添加率のみを変化させた T−１、T−２、
T−４の比較、同じく B 灰を用いた T−５、T−７の
比較から、セメント添加率が高い程、細粒分含有率が
低下する傾向が明らかである。A、B 灰についてセメ
ントを添加せず目標粒径１mm とした T−１、T−５
の比較、同じく２．
５％のセメントを添加した T−２、T
−７の比較から、酸化カルシウム含有率の高い B 灰
を材料とする造粒物が A 灰のそれよりも細粒分含有
率が低下する傾向にあることがわかる。また、目標粒
径のみ異なる T−２、T−３の比較、および T−５、
T−６の比較から、目標粒径が大きい程、細粒分含有
率が低下する傾向にあるといえる。飛散防止のために
写真−２

造粒化石炭灰（T−３）

石炭灰の造粒化を行う場合、細粒分含有率を低下させ
なければならない。今回の試験結果から、そのために

加しない試料と添加した試料を作成したが、C 灰につ

は酸化カルシウム含有量の高い石炭灰を使用すること

いては酸化カルシウム含有量が高いことからセメント

がよいことがわかった。酸化カルシウム含有量の低い

を添加しなかった。造粒化石炭灰の性状を表−２に、

石炭灰を用いる場合、適量のセメントを添加し、作成

粒径加積曲線を図−２に示す。図−２によると、造粒

の目標粒径を大きくすることにより細粒分含有率を抑

化石炭灰の細粒分（粒径７
５µm 未満）は造粒化前の石

えることができた。

炭灰に対し、いずれも４
０％未満に減少しており、飛散
を抑制した材料になったことがわかる。

３．造粒化石炭灰の盛土材料への適用性

石炭灰に質量で９
０％以上含まれる細粒分が施工時の
飛散の原因と推測され、細粒分含有率の低下が飛散防
止条件と考えられるため、セメント添加率と細粒分含
有率の関係を調べた（図−３）。
図−３によれば、A 灰を用いて目標粒径１mm とし

３．１．適用条件
盛土材料としてまず必要な条件は、施工においてト
ラフィカビリティが得られることである。一般にトラ
フィカビリティはコーン指数（qc）で示される。建
設機械のうち接地圧が最低である超湿地ブルドーザー
を用いた場合、qc＝２００kPa 以上が必要とされるが、
普通ブルドーザ（２
１t 級）を使う 場 合 は qc＝７０
０kPa
以上、さらにダンプトラックの走行を考慮すると qc
＝１，
２００kPa 以上が必要とされる（表−３）
。
表−３

建設機械の走行に必要なコーン指数６）

３．２．試験結果
１ヶ月程度養生した造粒化石炭灰（T−１〜T−７）
図−３

セメント添加率と細粒分含有率
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の締固めた供試体の qc を求めたところ、いずれの試
５

料も２，
０
０
０kPa 以上あった７）。これらのことから造粒
化石炭灰は盛土材料として十分に利用できる材料とい
える。
４．造粒化石炭灰の凍上抑制層材料への適用性
４．１．適用条件
造粒化石炭灰を凍上抑制層用材料に使用するために
は、凍上を起こしにくいことが確認される必要があ
る。このためには、凍上試験に合格しなければならな
い（表−４）
。
表−４

凍上判定８）

写真−３

凍上試験（T−５）

また、目標粒径を３mm としたものは石炭灰の種
類、セメント添加率に関わらず、コンクリート状凍結
であり、凍上率においても合格基準を満たしている。
これらのことから、酸化カルシウム含有率の高い B
灰および C 灰を材料とする造粒化、また目標粒径を
３mm とする造粒化を行えば、条件を満たした凍上抑
制層材料となり得ることがわかった。
４．２．試験結果

５．造粒化石炭灰の路盤材料への適用性

T−１から T−８について、１試料各３個の供試体
の凍上試験を実施した（写真−３）
。凍上試験結果を

５．１．適用条件

表−５に示す。この結果によれば、A 灰を用いた目標

路盤材料として利用するためには、修正 CBR が少

粒径１mm の造粒化石炭灰（T−１、T−２、T−４）

なくとも２０％以上あり、塑性指数（PI）が６以下でな

は極微細霜降状を含むコンクリート状凍結を示し、凍

くてはならないという基準がある９）。

上抑制層材料として合格に至らなかったが、B 灰、C
灰を材料とするものは、コンクリート状凍結を示し、
凍上率においても合格基準を満たしている。
表−５

６

５．２

試験結果

表−５に修正 CBR 試験結果を示す。塑性指数につ

造粒化石炭灰の凍上試験結果および CBR 試験結果
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いてはいずれの試料も造粒化された固化体であるた

経年変化については施工完了後８ヶ月を経過した現

め、非塑性であり、基準を満足する。修正 CBR につ

在、盛土の沈下および変形は見られない。今後も経年

いては、試験をした試料のうち T−８のみが２
０％以上

変化の観測を行ってゆく予定である。

あり、路盤材として利用できることがわかる。
T−８のみが修正 CBR の基準値を満足したのは他

７．まとめ

の造粒化石炭灰と比較して粒度特性、粒子硬度の違い
による可能性があると考えられるが、詳細は今後明ら

本研究によって得られた知見をまとめると以下のよ

かにしていきたい。T−８は酸化カルシウム含有量の

うになる。

特に多い C 灰にセメントを添加せずに作成したもの

①石炭灰を造粒化することにより細粒分は大きく減少

である。酸化カルシウム含有量のより少ない石炭灰で

し、飛散の程度を抑えることができる材料となった。

も粒度特性等の造粒化の条件を工夫することにより修

飛散防止目的からいえば、酸化カルシウムの少ない

正 CBR 試験値を満足させる材料をつくることができ

石炭灰の場合はセメントを適当量添加した造粒化、

ると考えられる。

粒径の大きい造粒化を行うことが望ましい。
②造粒化石炭灰は、盛土材料として利用可能である。

６．試験施工

③造粒化石炭灰のうち、酸化カルシウムの多い石炭灰
を材料としたもの、または粒径を大きくしたものは、

室内試験において、造粒化石炭灰はトラフィカビリ
ティの基準を満足しており、盛土材として適用可能と
いう判断がなされた。造粒化石炭灰の盛土材としての

凍上抑制層材料として利用可能である。
④造粒化石炭灰は、条件により路盤材料として利用で
きる。

施工性および施工された盛土の経年変化の確認をおこ
なうため試験盛土施工した（図−４，写真−４）。施
工には大型施工機械を用い、路体盛土工の施工条件で
ある一層の仕上がり厚３
０cm

以下１０）とした。

その結果、施工性においてはトラフィカビリティが
確保されることはもとより、細粒分を低下させた造粒
物であるため飛散を十分に抑えた施工が可能であった。
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