
【区分】材料　レベル１：土工－レベル２：安定処理工 詳細説明資料 様式３

技術の名称 セーフロックシリーズ

開発会社名 株式会社Ｅ－マテリアル・福岡大学道路土質研究室

ＮＥＴＩＳ登録番号 ■登録済み：登録番号【KK-110038-A】　　　　　□未登録

申請先の地方整備局 近畿地方整備局　近畿技術事務所

分類 〔レベル１：土工　〕、〔レベル２：安定処理工　〕、〔レベル３：　　〕、〔レベル４：　　　〕

使用可能な工事の種類 軟弱地盤を改良するための安定処理工事に使用

備考

中 小 従来技術のコスト 申請技術のコスト 従来技術との比較＜結果＞

イニシャルコスト
軟弱地盤改良土量100㎥当り
の材料費及び施工費

272,200円/100㎥ 314,200円/100㎥ 15.43％の低下

ランニングコスト 対象外 － － －

その他 － － －

トータルコスト
軟弱地盤改良土量1㎥当りの
材料費及び施工費

2,722円/１㎥ 3,１４2円/１㎥ 36.0％の低下

備考

中 小 ①現行基準値等
②申請技術について実証によ
り確認した数値等

③従来技術との比較＜結果＞

構造

技術の成立性 －

申請技術は短期的に改良土
が中性化し強度発現も発揮す
る非セメント系固化材（セーフ
ロックＥ材）及び高有機質土用
セメント系固化材（セーフロック
Ｍ材）であり、技術の成立性
は、各種試験・試験施工・施工
実績において確認されている

－

施工段階
作業員に対する事故等の発生

「土木工事安全施工技術指針」
の第２章安全措置一般：第１節
による

申請技術は、作業員に対する
事故等の実績は0件である

同程度　　　　　　　　　　　　　　　　従
来技術は、作業員に対する事故等
の発生はない

※仮設工については施工段階の
安全性は含まない。

第三者に対する事故等の発生
「土木工事安全施工技術指針」
の第２章安全措置一般：第１節
による

申請技術は、第三者に対する
事故等の実績は0件である

同程度　　　　　　　　　　　　　　　　従
来技術は、第三者に対する事故等
の発生はない

物性

固化材の種類
普通ポルトラントセメント・高炉
セメントなどのセメント系固化
材

申請技術は、短期的に改良土
が中性化し強度発現も発揮す
る非セメント系固化材（セーフ
ロックＥ材）及び高有機質土用
セメント系固化材（セーフロック
Ｍ材）である

向上　　　　　　　　　　　　　　　　　　従
来技術は、普通ポルトラントセメン
ト・高炉セメントなどのセメント系固
化材である

形状
固化材の形状

１トンフレコンの粉体固化材で
ある

申請技術は、１トンフレコンの
粉体固化材である

同程度
従来技術も１トンフレコンの粉体固
化材である

有機黒ボク土の強度発現 －

申請技術は、有機質黒ボク
土、含水比85％の試料土に対
し70kg/㎥添加で200KN/㎡の
強度、100kg/㎥添加で315KN/
㎡の強度、150kg/㎥添加で
461KN/ ㎡の強度発現を確認
した

向上
従来技術は、有機質黒ボク土、含水
比85％の試料土に対し100kg/㎥添
加で30KN/㎡の強度、150kg/㎥添
加で200KN/ ㎡の強度、200kg/㎥添
加で420KN/㎡の強度発現を確認し
た

有機質黒ボク土における中性
化移行

－

申請技術は有機質黒ボク土の
試料土、100kg/㎥添加土壌で
7日後に改良土が中性域8.6（ｐ
Ｈ5.8～8.6）に移行したことを確
認した

向上　　　　　　　　　　　　　　　　　　従
来技術は、セメントが主原料のアル
カリ性のため中性化にならない

高有機質土用の強度発現 －

申請技術は、高有機質の軟弱
土、粒子密度2.255g/cm3・湿
潤密度1.050ｇ/cm3・含水比
135.8％・粘土分55.5％・シルト
分39.1％・砂分5.1％の試料土
に対し50kg/㎥添加で250KN/
㎡の強度、100kg/㎥添加で
402KN/㎡の強度、150kg/㎥添
加で503KN/㎡の強度発現を
確認した

向上
申請技術は、高有機質の軟弱土、
粒子密度2.255g/cm3・湿潤密度
1.050ｇ/cm3・含水比135.8％・粘土
分55.5％・シルト分39.1％・砂分
5.1％の試料土に対し50kg/㎥添加
で176KN/㎡の強度、100kg/㎥添加
で180KN/㎡の強度、150kg/㎥添加
で196KN/㎡の強度発現を確認した

材料

固化材の用途（使用土質） －

申請技術は、黒ボク土を含む
有機質土質や高有機質土質
に対しても使用可能であり、土
質の中性化や強度発現も発揮
する

向上
従来技術は、黒ボク土を含む有機
質土質や高有機土質に対し、中性
化にはならず添加量を増やさないと
強度発現は発揮しない

 

施工

施工方法
油圧ショベルやスタビライザ・
土質改良機等で固化材を混合
施工する

申請技術は、油圧ショベルや
スタビライザ・土質改良機で固
化材を混合施工する

同程度
従来技術も、油圧ショベルやスタビ
ライザ・土質改良機等で固化材を混
合施工する

完成物

完成時の確認事項

①各供試体の強度は改良地盤
設計強度の85％以上
②1回の試験結果は改良地盤
設計強度以上　　なお、1回の
試験とは3個の供試体の試験
値の平均値で表したもの

申請技術は配合試験後、一軸
圧縮試験により目標強度以上
であることを確認する

同程度
従来技術も配合試験後、一軸圧縮
試験により目標強度以上であること
を確認する

合理化

所要日数 －
申請技術は、0.56日/100㎥で
ある

同程度
従来技術は、0.56日/100㎥である

混合スペース －
申請技術は、固化材置場も含
め30m×30m＝900㎡を基本ス
ペースとする

同程度　　　　　　　　　　　　　　　　従
来技術も固化材置場も含め30ｍ×
30m＝900㎡を基本スペースとする

作業スペース －
申請技術は、油圧ショベルが
稼動できる10ｍ×10m＝100㎡
を基本スペースとする

同程度　　　　　　　　　　　　　　　　従
来技術も油圧ショベルが稼動できる
10m×10m＝100㎡を基本スペース
とする

適用範囲

適用可能な範囲 －
申請技術は、軟弱地盤を改良
するための安定処理工事に適
用

同程度
従来技術は、軟弱地盤を改良する
ための安定処理工事に適用

自然条件

気象条件 －
申請技術は強風・降雨・降雪
時は作業を中止する

同程度
従来技術も強風・降雨・降雪時は作
業を中止する

施工管理

施工管理項目 －

申請技術は、①配合試験後一
軸圧縮試験により目標強度以
上であることを確認する②改
良土から溶出する六価クロム
が土壌環境基準値
（0.05mg/L）以下であることを
確認する③改良土が短期的に
中性域になることを確認する

向上
従来技術は、①配合試験後一軸圧
縮試験により目標強度以上であるこ
とを確認する②改良土から溶出す
る六価クロムが土壌環境基準値
（0.05mg/L）以下であることを確認す
る③セメント系固化材のため改良土
は中性域にならない

難易度

熟練工依存度 －

申請技術は、油圧ショベルに
よる改良が主体であり、特殊
運転手と普通作業員により施
工を行う

同程度
従来技術は、油圧ショベルによる改
良が主体であり、特殊運転手と普通
作業員により施工を行う

社会環境

六価クロムの溶出測定
改良土から溶出される六価ク
ロムが土壌環境基準
（0.05mg/L）以下である

申請技術は改良土から溶出さ
れる六価クロムが土壌環境基
準値（0.05mg/L）以下である

同程度
従来技術は改良土から溶出される
六価クロムが土壌環境基準値
（0.05mg/L）以下である

保護具の使用 －

申請技術は、弱アルカリの粉
体のため、保護用マスク、保護
めがね、ゴム手袋等保護処
理、粉塵対策が必要

同程度
従来技術もアルカリの粉体のため、
保護用マスク、保護めがね、ゴム手
袋等保護処理、粉塵対策が必要

職業疾病罹災リスク
土木工事安全施工技術指針：
第2章安全措置一般：第１節に
よる

申請技術の職業疾病罹災リス
クはない

同程度
従来技術も同様の作業環境は確保
されている

評価項目 申請者記入欄

大

経済性

評価項目 申請者記入欄

大

安全性

※労働安全衛生法上の安全
性等は含まない。

耐久性

能力

品質・出来形

施工性

現場条件

周辺環境への影響

作業員環境


