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空気圧送式管中固化処理工法　(Pipe Mixing工法)の開発

要　旨

　近年、浚渫粘土の貧配合・低強度の固化作業に関して、経済的で大量・急速施工が可能な空気圧送式

管中固化処理工法が注目されている。このような状況下、固化材スラリ定量添加システムおよびパイプ

シャワ式固化材添加システムから構成されるPipe Mixing 工法を開発した。模型実験および実施工規模

の実験を行った結果、従来の空気圧送と比べ混練効果が高く、また強度のバラツキが小さいことがわかっ

た。
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　１．はじめに

　近年、軟弱な浚渫土を固化処理し、埋立材料や護岸、岸

壁の裏込材料として有効活用したいという要請が高まり

つつある。固化処理工法の利点は、埋立造成の工期を大

幅に短縮できることであるが、固化処理プラント船を使

用した従来方式では設備が高価であり、コストダウンが

望まれていた。

そこで、当社では空気の圧送圧力を利用した管中混練方

式の固化処理工法に着目し、固化材スラリ定量添加シス

テムおよびパイプシャワ式固化材添加システムを付加し

たPipe Mixing工法（以下ＰＭ工法と略す）を開発した。

そして、圧送能力20m3/h級の模型実験、150m3/hおよび

300m3/h級の現場施工試験を行い､これまで空気圧送を利

用した管中固化処理工法の技術上の課題とされていた、　

　　　①　混練度のばらつきの抑制

　　　②　固化材添加の定量化

などを解決し、ＰＭ工法の有効性について検証した。な

お、これまでの総施工実績は約11,000m3に至っている｡

　本稿においては、ＰＭ工法の特徴と各実験を踏まえた

開発過程を述べる。

　２．Pipe Mixing工法の概要

　ＰＭ工法は、土運船などにより運搬されてきた粘性土

（浚渫土）を空気圧送船で揚土・圧送を行い、圧送管の中

に固化材を添加、圧送エネルギを利用して粘性土と固化

材を管中で混練し、埋立地などに打設する工法である。

　固化材添加システムは、圧送管内の粘性土の速度およ

び量を検知し、圧送土量に見合った固化材を定量的に添

図－１　ＰＭ工法の概要

加する。このとき､圧送管内の出口の50～100ｍ程度手

前で固化材を添加することにより、圧送の元圧の上昇を

抑えている。

　２．１　管中固化（管中混練）の原理

　空気圧送中の管中混練状況を図－２に示す。

空気圧送中の管内では粘性土はプラグ流（乱流状態）と

なり、形成と崩壊を繰り返し圧送される。管内に固化材

スラリを添加すると、この乱流効果によって粘性土と固

化材を混練することができる。

図－２　管中混練の原理
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　２．２　ＰＭ工法の特長

　２．２．１　固化材スラリ定量添加システム

　１）概要

　本システムは、空気圧送中のプラグの位置と量を把握

し、プラグだけに定量の固化材スラリを添加するもので

ある。

　図－３に示すように通常の連続添加においては、プラ

グだけでなく空気層にも固化材スラリを添加しているた

め、プラグ毎の固化材濃度にバラツキがあった。固化材

をプラグだけに断続添加できるとすれば、プラグ毎の固

化材濃度は一定となり､固化処理土の強度のバラツキを小

さくすることができる。そこで新たにプラグ検知方法を

考案した。

図－３　固化材添加方法の比較

　２）プラグ検知の原理

　プラグ検知装置は図－４に示すように、振動計、圧力

計、制御用コンピュータ、固化材添加用ポンプなどから

構成されている。

図－４　プラグ検知の概要

　図－５にプラグ重量と管内圧力の関係の一例を示す。

このグラフから、プラグ重量と管内圧力には比例関係が

あることがわかる。ＰＭ工法においてはこの関係を事前

に求めてプラグの重量および体積を算出し、固化材スラ

リの添加量を制御する。つづいて添加量制御用コン

ピュータによって圧力ピーク値の時間を検出し、圧力計

A,Bの検出時間の差からプラグの速度を算出する。プラ

グの速度と固化材スラリ添加装置までの距離Ｌ１から固

化材スラリの添加タイミングを算出し、プラグが添加装

置を通過するときに、プラグの体積に見合った固化材ス

ラリをプラグ内へ添加(添加開始と添加終了を制御)する。

　プラグ検知の制御画面を写真－１に、プラグの検知状

況を写真－２に示す。

　２．２．２　パイプシャワ式固化材添加システム

　パイプシャワ式固化材添加システムは固化材スラリの

噴出口を備えたパイプを圧送管中に複数設置し、固化材

スラリをプラグ内部へ直接添加するものである。図－６

にパイプシャワの概要、写真－３にスラリ添加状況を示

す。

図－６　パイプシャワ式固化材添加システムの概要

写真－１　制御用コンピュータ表示画面

図－５　管内圧力とプラグ重量の関係

（カオリン粘土の例）
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写真－２　プラグの検知状況

写真－３　スラリ添加状況

　３．模型実験

　３．１　実験概要

　平成9～10年度に当社技術研究所において実施工規模

の約1/4スケールの模型実験を行い、プラグ特性、シス

テムの実用性などについて確認した｡

実験装置は、粘性土定量切出ポンプ、コンプレッサ、圧

送ライン（φ100mm×93m）、サイクロン（吐出口減勢

装置）、プラグ重量計測土槽および各種計測機器から構成

されている。図－７に実験装置の配置を、表－１に使用

機器の一覧を示す。

図－７　実験装置の配置

表－１　使用機器一覧

粘性土切出ポンプにより貯泥槽内の粘土を圧送管内に送

り出し、コンプレッサにより圧送管内に圧縮空気を送り

込み、空気圧送を行う。圧送管の途中には、添加材注入

ポンプおよび混練装置が配置され、圧送途中で混練処理

が行えるようになっている。また､サイクロン下部に設置

した計測土槽では､放出されたプラグ一つ一つの重量が計

測できるようになっている｡

写真－４　実験場全景

①空気のみ通過中（流向は←）

②プラグ頭部通過始め（ランプ点灯開始）

③プラグ通過中（ランプ点灯中）

④プラグ尾部通過終了（ランプ点灯終了）

⑤空気のみ通過中
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　３．２　空気圧送時のプラグ特性把握実験

　３．２．１　実験方法

　空気圧送管内をプラグが通過する際の圧力変化を計測

し、プラグの長さ、間隔など管内のプラグ特性について

調査した｡

　なお、供試粘土としては含水比を70～90％程度に調整

したカオリン粘土を使用した。

　３．２．２　実験結果

おもな実験結果を下記に示す｡

①プラグの速度、長さ、間隔は、同じ圧送条件（粘土含

水比、圧送土量、圧縮空気量）においてもバラツキが

ある。（図－８参照）

②プラグの速度、長さ、間隔には大きいものと小さいも

ので約10倍もの差がある。

③管内圧力Ｐとプラグ重量Ｗには、

　Ｗ（プラグ重量）＝a・P（管内圧力）+ｂ（a、bは土

質性状により定まる定数）の一次相関関係がある。

　（図－５参照）

図－８　管内のプラグの特性（例）

　３．３　パイプシャワ式添加システムの実用性確認実験

　３．３．１　実験方法

　パイプシャワ式添加システムを用いてセメントスラリ

を添加したときの混練度評価を行った。なお、供試粘土

としてカオリン粘土（液性限界 53％、含水比 70％）と海

成粘土（液性限界 72％、含水比 80％）を供試し、セメン

トスラリはW/C=1.0、固化材添加量を50kg/m3として実

施した。評価方法は、多点式コーン試験器（写真－５）を

使用し、処理後3時間における混練処理土の強度分布に

ついて計測した。

多点式コーン試験器は、先端に土圧計を取り付けた小型

のコーン試験器を平面的に10本配置したのもので､固化

処理土中に1cm/secの速度で貫入しながら、深度方向の

処理土の強度を計測する。

　３．３．２　実験結果

　図－９は、強度分布の計測結果で横軸に強度、縦軸に

度数をとった強度のバラツキを示したグラフである。模

型実験の強度分布、室内実験の強度分布がともに同様の

分布を示していることから、パイプシャワ式添加システ

ムを用いた場合の混練性能は、室内における機械式ミキ

サとほぼ同等であることが確認できた。しかしながら、

圧送実験による強度の平均値がわずかに下回っている。

これは､プラグ以外の部分（圧縮エア部分）にセメントス

ラリが若干添加される分、プラグ内のスラリ濃度が低く

なると考えられる。

写真－５　多点式コーンによる計測状況

図－９　パイプシャワ式添加システムを使用した時の強度

　３．４　プラグ検知システムの実用性確認実験

　３．４．１　実験方法

　プラグ検知システムによってプラグの速度、量を検知

し､プラグの量に応じた固化材スラリを添加したときの混

練度について調査した。なお、供試粘土として海成粘土

（液性限界72％、含水比80％）を使用した。セメントス

ラリはＷ /Ｃ＝1.0 とし､固化材の添加量は50kg/m3とし

た｡

　３．４．２　実験結果

　パイプシャワ式添加システムとプラグ検知システムの

組合せによる固化処理の結果を図－１０に示す。図－

１０は、横軸に強度、縦軸に度数をとった強度のバラツ

キを示すグラフである。模型実験の強度分布、室内実験

の強度分布がともに同様の分布を示していることから、
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本システムを用いた場合の混練性能は、室内における機

械式ミキサと同等の性能であることが確認できた。

　また､強度のバラツキを反映する変動係数についても模

型実験と室内実験の結果がほぼ同等であることから、プ

ラグ検知システムを用いた場合、圧縮エア部に添加され

る固化材が減少したことが確認できる。

図－１０　混練処理土の強度

　３．５　水中打設の模型実験

　ＰＭ工法を埋立地の築造工事などに適用する場合、水

底に打設し、徐々により高い地盤まで仕上げていく施工

法が想定される。

気中打設においては、固化処理土の強度とそのバラツキ

だけで地盤強度は決定されるが、水中打設においては、

さらに施工時の水中分離の大小が強度低下の重要な要因

となってくる。

　３．５．１　実験方法

　液性限界の1.3倍の含水比の海成粘土に、事前に50kg/

m3のセメントを添加・混練しておき、水を張った水槽に

種々の位置から塩ビ管を通して処理土を自由落下させた

ときの強度を比較した。図－１１に水中打設の実験方法

を示す｡

図－１１　実験方法

　３．５．２　実験結果

　図－１２に示すように、気中打設に相当するモールド

養生条件の7日強度(qu＝157kN/m2)を１とした場合の強

度比は、水面上および水中からの自由落下の場合には0.3

～0.5、処理粘土中に挿入して落下させた場合には0.6～

0.8となった。

　これは、水面上および水中からの自由落下の場合、水

中分離の度合いが大きかったためで、濁りが大きく含水

比が増大したことからもこのことが確認できる。

処理粘土中に挿入して落下させた場合においても、水中

打設用トレミ管の筒先の埋め深さの大小によっては、強

度比にかなりのバラツキが生じている。

図－１２　各ケースにおける含水比と強度

　以上から、トレミ管の筒先と処理土面との位置関係が、

施工の能率と水中分離による強度低下に大きな影響を与

えることがわかった。

　そこで、実施工時にトレミ管の筒先と処理土面との位

置関係を一定にする施工管理方法を考案し、図－１３に

示す模型実験によりその有効性を実証した。

図－１３　実験概要図
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　図－１４に、トレミ管の筒先管理方法を示す。筒先に

周囲の水と固化処理土の接触を遮断するための花弁状の

可動式スカートを装備し、その上に四方向に水中傾斜計

を取り付ける。このスカート部の水平からの傾斜角αを

打設船上で観測することにより、筒先と処理土面との位

置関係の状況が把握できる。すなわち、処理土が水底に

堆積するのに応じて、常に管理傾斜角α0以下になるよ

うに随時筒先を上昇することにより、筒先と処理土面と

の位置関係を埋まりすぎず、隔たりすぎずほぼ一定にし

て施工できる。模型実験の範囲では、最適な管理傾斜角

α0は、約30度であった。

図－１４　トレミの筒先管理方法

　図－１５に、この筒先管理方法により水中に打設した

処理土の強度試験結果を示す。粘土の含水比条件を105

％(case4)、135％(case5)のいずれの場合にも強度比は約

0.9になり、本方式が有効であることを確認した。

　写真－６に打設後の処理土の堆積状況を示す。処理土

は20～30度の傾斜を持った円錐状に堆積し、その表面

は最初に打設した処理土で最後まで覆われており､後続の

処理土と水の接触を遮っている。そのため、打設にとも

なう周辺水の汚濁の発生を防止することができた。

図－１５　混練処理土の強度

写真－６　処理土の堆積状況

　４．現場実験

　平成10年度に九州地区の現場において、本工法の実大

規模の実証実験を行った。

　４．１　現場概要

　当社保有の空気圧送船「五盛号」（300m3/h =150m3/h×

2系統）の1系統の管路（φ300×180m）を利用して行っ

た。図－１６に実験現場の平面図を示す。

本実験は、空気圧送船より圧送されてきた粘土をプラグ

検知システムにより検知し、固化材添加システムにより

固化材を添加、処理土サンプリング装置により固化処理

された粘土のサンプリングを行った。サンプリングした

処理土の強度のバラツキは、コーン貫入試験（1時間、3

時間）、一軸圧縮試験（7日、28日）により評価した。

図－１６　実験装置の配置

表－２　使用機器一覧
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写真－７　固化材プラント

写真－８　パイプシャワ設置状況

　４．２　実験結果

　４．２．１　プラグ検知および定量添加システムの

　　　　　　　実験結果

　図－１７に振動の検知、圧力の検知、プラグ検知シス

テムからの指令値を示す。振動を検知後､圧力計でピーク

値を検知し、プラグに合わせて固化材が添加されている

ことがわかる。このことから、本プラグ検知システムが

実施工規模においても十分に機能することが確認できた。

　図－１７　プラグ検知結果および定量添加システム

　　　　　　作動結果

　４．２．２　混練処理土の土質特性

　本現場実験に使用した粘土の物理特性を表－３に、現

場実験の土質条件と固化材添加量を表－４に示す。

表－３　供試粘土の土質試験結果

表－４　現場実験条件

　

　現場実験においては、処理土の強度発現の評価として、

経過時間による強度の変化、および経過時間における変

動係数の変化を把握した。結果を図－１８～２１に示す。

　図－１８より、現場実験で作成した固化処理土は、材

令とともに順調に強度が増加することがわかる。

　また、図－１９に実験ケース2の各材令における強度

分布と、図－２０に室内実験の強度分布を示す。両者の

結果は、含水比と固化材添加量が異なるが、変動係数は

いずれも20％以下であり、ＰＭ工法によって混練処理を

行った処理土は、機械混練で行う室内試験とほぼ同等の

品質であることがわかる。

　また、図－２１は、各ケース毎の強度のバラツキを示

しているが、各ケースとも変動係数は最大で20％程度で

あることがわかる｡

図－１８　経過時間による強度の変化
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図－１９　現場実験における強度

図－２０　室内試験における強度

図－２１　経過時間による変動係数＊の変化

＊：変動係数=標準偏差／平均強度

　４．２．３　まとめ

　以上の計測結果より、ＰＭ工法により処理した固化処

理土は、実施工規模の施工条件を十分に満たす強度発現

と品質を確保することが確認できた。

写真－９　固化処理土（処理の翌日に脱型）

　５．おわりに

　ＰＭ工法は、空気圧送原理を応用し､コンピュータによ

るプラグの検知･制御機能を付加した新しい固化処理技術

である。

　空気圧送の施工・運転状況の調査解析から始まり、模

型実験、現場実証実験などを経て実用化に至った。

　今後も大規模施工に対応可能な工法として、技術を充

実するためにさらに研究・開発を進めていく所存である。


