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まえがき 

臨海型工業地帯を形成

する室蘭港では、平成１４

年にリサイクルポートの

指定を受け、図－１の様に

循環型産業が盛んな状況

にある。具体的には石油精

製の副産物である硫黄を

コンクリートの代替材料

として用いたり、廃プラス

チックに脱塩素等の適正

な処理を行い発電に有効

利用している。 

この地域特性の中から、新たに鉄鋼スラグをリサイクル材とし、SCP 工法用の中

詰材として品質改良・管理がなされた「エコガイアストン」が開発された。 

  本論文は、地域特性を活かしたリサイクル材（鉄鋼スラグ）を利用することで、

コスト縮減を図った内容について報告するものである。 

   

１．鉄鋼スラグの概要 

(1)鉄鋼スラグの生成と分類 

図－２の様に、鉄鋼スラグは

鉄鋼製造に伴い生成され、製鉄

所が臨海地域に位置するため、

海上輸送により大量かつ安定

的に供給可能な材料であると

言える。 

  鉄鋼スラグは、その生成過程

から高炉スラグと製鋼スラグ

に分類される。また、高炉スラ

グには高炉水砕スラグと高炉

徐冷スラグがある。高炉水砕スラグはガラス質（非晶質）の粒状スラグであり、

溶融スラグに加圧水を噴射するなどして、急激に冷却する事で生成される。高炉

図－１ 室蘭港内の企業群 
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図－２ 鉄鋼スラグの製造過程 
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徐冷スラグは結晶質の岩石状のスラグであり、溶融スラグを冷却ヤードに流し込

み、自然放冷と適度の散水によって冷却する事で生成される。 

  製鋼スラグは、高炉で製造された溶銑に成分調整や副材料を投入する事で靱

性・加工性のある鋼にする製鋼工程で生成され、製鋼炉の種類によって転炉系ス

ラグと電気炉系スラグに分類される。 

 

(2)鉄鋼スラグの土木材料への利用状況 

  水砕スラグは砂状の材料であり、軽量で

内部摩擦角が大きく、天然砂にみられない潜

在水硬性を有し、経時的に固結安定する特性

を持つ材料である。この特徴を活かし、港

湾・漁港の工事では、岸壁・護岸等の裏込め

材に使用することで、土圧の軽減を可能とし

ている。また、埋立材としても利用されてい

る（写真－１）。工事以外では、組成成分に

CaO や SiO2 を含むため、水稲用の珪酸石灰肥

料としても利用されている。 

徐冷スラグは結晶質の塊状のものであり、水砕スラグに比べ水硬性は弱くほぼ

砕石類と同様の材料である。このため、道路用路盤材として利用されている。 

製鋼スラグは、天然の砂や砕石と同様の

粒状材料であるが、天然材料と比較し内部

摩擦角が大きい特徴を有している。この特

性は SCP 工法の中詰材として有利な性質で

あり、本論文の対象工事でも利用している。

また、製鋼スラグは重質な材料でもあるた

め、室蘭港入江地区の耐震岸壁改良工事で

は、事前混合処理工法の母材利用すること

で岸壁背後の改良体の地震時滑動安定性を

小断面で確保することも可能とした(写真－２)。 

  

２．エコガイアストンの概要 

(1)エコガイアストンの品質及び性能 

エコガイアストンは、SCP 工法用の

中詰材として品質管理されており、高

炉スラグ(水砕スラグ・徐冷スラグ)

または製鋼スラグの単体もしくはそ

れらの混合材であり、表－１に示す品

質特性を有している。 

適用条件は、砂材と同等に使用することが可能である。 

写真－１ 埋立材投入 (追直漁港) 

写真－２ 事前混合処理 (室蘭港) 

項目 エコガイアストン 備考

粒度範囲(mm) 40～0
粒度範囲は、砕石コンパクション
パイルの実績範囲にあること。

土粒子密度(g/c㎥) 2.6～3.6
最小密度(g/c㎥)
最大密度(g/c㎥)

1.60～2.10
1.90～2.50

湿潤単位体積重量(kN/㎥) 18～23

力学
的性
質

膨張 80℃水浸膨張比 ≦1.5%
JISA5015
製鋼スラグを混合する場合

呈色 呈色判定試験 合格 JISA5015

摩擦（非固結）タイプと固結タイプの2種類あり、
それぞれ以下の強度を満足する。
・摩擦（非固結）タイプ；
   内部摩擦角35°以上かつ一軸圧縮強さ（材齢28日）0kN/㎡
・固結タイプ；
   内部摩擦角35°以上かつ一軸圧縮強さ（材齢28日）60kN/㎡以上

物理
的特
性

表－１ エコガイアストンの品質特性 



(2)SCP 中詰材の比較検討 

 表－２にあるように、

砂・切込砂利・地盤改良用

製鋼スラグ・エコガイアス

トンを 3 つの観点から比

較した結果、品質面では砂とエコガイアストンが優れ、コスト面においては地盤

改良用製鋼スラグとエコガイアストンが優れていた。よってエコガイアストンを

中詰材料として選定した。 

 

３．工事概要 

(1)室蘭港入江地区の工事概要 

室蘭港入江地区耐震岸壁(-8m)改良施設では、既存の岸壁を有効活用し、内貿ユ

ニットロードに対応した岸壁への機能向上、大規模地震等の災害時に救援物資の

輸送対応・防災拠点となる耐震強化を図るため平成 16 年度より着手し、平成 19

年度に施設完成を目指している。 

  この工事では、岸壁延長は主部側 200m・船尾部側 33m(図－３)であり、震度６

弱の地震に耐えられるように整備を行っている。既存のケーソンを有効活用する

ために、堤体背後に製鋼スラグを用いた事前混合処理土を投入して土圧を軽減し

ている(図－４)。また、図―４に示す箇所について、SCP 工法により液状化対策

を実施している。この液状化対策箇所に、エコガイストンを利用している。 

品質 コスト 入手の容易さ 備考
砂 ◎ △ ○ 従来の材料

切込砂利 ○ △ ○ 従来の材料

地盤改良用製鋼ｽﾗｸﾞ ○ ◎ ○ 海上施工実績多

エコガイアストン ◎ ◎ ○ 陸上施工適用可能

表－２ SCP 中詰材の比較検討 
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液状化対策を実施する箇所の地盤条件は、表－３のとおりであり、Ｆｃ＝46.0

で細粒分が多い地盤である。このため、SCP の設計は細粒分率を加味した設計を

実施している。N 値が 0.5 である箇所を基準として設計した結果、置換率 23％、

目標 N値を 4.65と設定した。施工は平成 18年から平成 19年にかけて行っており、

総数 1349 本の杭を打設している。 

 

(2)エコガイストンでの設計 

  エコガイストンは、従来の砂の場合と同じ設計手法が適用できることから、新

たに SCP の改良率などの見直しは行わず、表－３に示す目標Ｎ値及び改良率を設

定した。 

 

 (3)品質安定性の検証 

 SCP 工法の使用材料は、０．７

４μｍ以下の細粒分が少なく、土

粒子間の細粒化しない性質の材

料が求められるため、本施工にお

いて５００㎥に一回粒度試験を

実施した。図－５より、所定の粒

度範囲に入っておりバラツキも

少ないことから粒度管理が適切に 

行われ、問題なく使用可能であった。また、他の材料品質については所定の試験

を行い、基準値を満たしている事を確認した。 

 

４．地盤改良効果 

 材料の検証より、SCP 工の中詰材として利用する事は可能であるが、液状化対策の効

果を確認するため、設定された目標Ｎ値について、杭間で標準貫入試験を実施した。 

また、杭芯でも標準貫入試験を実施し杭芯 N 値からの相関も確認した。 

 

(1) SCP 打設後の杭間地盤における改良効果の確認 

1)改良効果の評価確認の視点 

・地盤改良目的である液状化対策の対象層が、所定の締固めレベルまで改良されている  

ことを SCP 打設後の標準貫入試験により確認する。 

表－３ 液状化箇所のパラメータ 

原地盤
Ｎ値
N0

改良後
Ｎ値
N1

有効上載
圧力σv'
(kN/㎡)

細粒分
含有率
Fc(%)

現地盤の
相対密度

Dr0(%)

現地盤の
間隙比

e0

Ｎ1の
補正値

N1'

改良後の
相対密度

Dr1(%)

改良後の
間隙比

e1

置換率

as(%)
4 2.5 7.08 64.2 29.0 28.66 1.37 19.46 80 0.98 16
6 2.0 4.98 90.6 53.2 23.43 1.82 23.29 80 1.24 21
7 3.0 7.57 108.0 39.1 27.26 1.54 25.85 80 1.08 18
8 1.0 4.30 88.3 51.1 16.69 1.85 23.00 80 1.21 22
9 0.5 4.65 101.5 46.0 11.34 1.81 24.91 80 1.16 23 ○
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図－５ エコガイアストンの粒度分布
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・原地盤の地盤物性（改良前 N 値、Fc(%)）に対して、「港湾の施設の技術上の基準・同  

解説」4)に準じ、SCP の設計改良率 as より求められる改良 N 値（推定値）と同等

以上であることを確認する。 

  

 2)改良効果の評価・確認結果 

杭間砂地盤の締固め改良効果の比較となる予測 N 値は、ボーリング調査結果に

基づき、今回の設計改良率 as としたときの杭間の改良後予測 N 値を以下に示す考

え方により求めた。 

・上載圧σv、Fc(%)、SCP 改良率 

as(=23%)に相当する N 値 

・締固め改良後の地盤の相対密度 

が 80%となる N 値 

 

図－６は改良前Ｎ値、前述の予測

N 値、及び SCP 改良後の杭間のチェ

ックボーリング（以下 Bor と記す）

から得られた N 値の深度分布を示

したものである。同図より、液状化

対策対象層である、土層 No8、土層

No9 において目標 N 値を満足してい

ることが確認できた。更に、SCP 改良後の杭間 N 値はばらついているが、改良前

の N 値に対して上昇しており、予測 N 値に対してもほぼ同等以上の N 値が得られ

ていることが確認できた。 

 

(2) SCP 杭芯 N 値の確認 

 原地盤の改良前 N値と SCP による

設計改良率 as より求められる、既

往の SCP 杭に関する杭芯 N 値の実績

と同等以上であるか否かを確認す

る。 

改良前の N 値、今回の調査により

確認された杭芯の N 値、及び後述の

方法により求めた杭芯の予測 N 値

に関する深度分布を図－７に示す。

ここで、杭芯の予測 N 値は、既往の

砂杭による SCP 打設実績の調査結

果の分析から、改良前 N 値と杭芯の

N 値に相関関係が認められている

ため(図－８)、これを利用して求め

図－６ SCP 打設前後の杭間 N 値の深度分布図
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図－８ 原地盤 N 値と杭芯 N 値の相関 4) 



ることとした。 

図－７から、今回ボーリング調査から得られたエコガイアストンの杭芯の N 値

は、前述の知見から求めた予測 N 値に対して同等以上の結果が得られていること

が確認された。 

このことより、エコガイアストンを用いた SCP の杭体は、従来の砂によるもの

と同等以上の強度の杭が形成されていると考えられる。 

 

５．施工性と出来形について 

実施工後に施工性のヒアリングと杭の出来形φ７００ｍｍの拡径についても確認

を行った。 

 

(1)施工性について 

 SCP 施工中のケーシング閉塞原因となる細粒分

が管理されているため、従来の砂と遜色なく施工

が可能となる。このため、補助機械等が必要なく、

従来の汎用機械が使用可能で施工能率も同等であ

った。 

 

(2)杭体の出来形について 

  1)杭頭部の出来形 

   杭頭部を掘り起こし、杭径を測定した状況を写真

－４に示す。杭頭部では、所定の杭径 700mm 以上で

平均 716mm の出来形が確保されていることが確認さ

れた。 

 

2)エコガイアストンの SCP 杭としてのせん断強度 

大粒径40mmのエコガイアストンによる杭体のせん断強度を確認するため、まず、

現位置での現場密度試験により杭体の締固め状態を把握した上で、この結果に基いて

室内で供試体を作成し、三軸圧縮試験（CD）を実施した。その結果、表－４のとおり

内部摩擦角φは表－１の品質特性の 35°に対して 58°以上と非常に大きく、粘着力

Cdは気中養生 1日で 200kN/m2 以上発現しており、その性状も前述の杭頭状態と同様、

供試体が自立する程度であった。 

表－４ エコガイアストンの三軸圧縮試験結果(初期および 28 日) 

   

 

 

 

 

 

大軸差応力 三軸圧縮試験 供試体 

50 100 200 cd 

(kN/m2)
φd（°） 

気中養生 0 日 1933.3 2895.3 3589.4 214.7 58.1 

水中養生 28 日 1996.0 3009.2 3733.8 215.6 58.7 

写真－３ SCP 工法(室蘭港) 

写真－４ 杭頭部の出来型 



６．コスト及び環境の効果について 

(1)コスト縮減効果について 

   室蘭港は、北海道内で唯一製鉄所が

隣接しているため、鉄鋼スラグを有利に

調達することが可能である。また、SCP

に用いられる天然砂は、採取後に粒度調

整が必要となりコストアップとなる。こ

のことから、地域の特性を考慮しエコガ

イアストンを用いる事で、天然砂を利用

するよりも安価に材料調達が可能であ

った。 

   施工能率が天然砂と同等であるため、

施工費については同等となるが、材料を含んだコストについては、１５％縮減

を可能とした(図－９)。 

 

(2)リサイクルについて 

エコガイアストンは、鉄鋼製造の過程で生成される鉄鋼スラグを原料として

いるため、限りある天然資源の枯渇が言われている中、リサイクル材を使用す

る事で、天然資源の抑制を図る事が可能となった。 

 

７．まとめ 

 ・エコガイアストンは品質の検証より天然砂と遜色ない材料である事が確認でき

た。 

 ・中詰材にエコガイアストンを用いた場合、施工性は従来品と同等で、地盤改良

効果・杭芯強度等は従来品と同等以上であることが確認された。 

 ・室蘭地区においては天然材料と同じくエコガイアストンが供給可能であり、中

詰材にエコガイアストンを用いた場合と砂を用いた場合を比較すると、およそ

15％のコスト縮減となった。 

 ・公共工事においても、「リサイクル」、「リサイクルポート(港湾)」、「二酸化炭素

の排出抑制」ｅｔｃ、環境負荷や社会的コスト縮減を目指す活動を求められて

いる中、本工事においては、港湾整備におけるリサイクルポートへの参加、天

然資材の枯渇を抑制し、リサイクル製品を使用することにより社会的活動に貢

献出来た。 
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