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副題

□１.安全・安心 ■５.公共工事の品質確保・向上 2

■２.環境 □６.景観 4

□３.情報化 □７.伝統・歴史・文化 5

■４.コスト縮減・生産性の向上 ■８.リサイクル 番号： 8

□1.省人化 □5.耐久性向上 □9.地球環境への影響抑制 3
開発目標 □2.省力化 □6.安全性向上 □10.省資源・省エネルギー 8
（選択） ■3.経済性向上 □7.作業環境の向上 □11.品質の向上 12

□4.施工精度向上 ■8.周辺環境への影響抑制 ■12.リサイクル性向上 番号：

従来技術名：

1.経済性 ■1.向上（19％）　□2.同程度　□3.低下（　％）　番号： 1
2.工程 ■1.短縮（50％）　□2.同程度　□3.増加（　％）　番号： 1
3.品質・出来型 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
4.安全性 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
5.施工性 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
6.環境 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
7.その他 □1.　（定義済みの値なし） 番号：

開発体制 番号：

開発会社 販売会社 協会名 屋外体育施設施工業者

会社名： 住所：

技術 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

会社名： 住所：

営業 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

（概要）

株式会社トークレー 株式会社トークレー

１）何について何をする技術なのか？
・屋外体育施設で使用される土舗装を、浄水（上水）場発生土を加工したソイルミックス改良材や粒度
分布調整材を用いて、データーで品質管理して改良する工法です（TES製造システム）。
・耐水性団粒構造のソイルミックス改良材（リサイクル材）は、保水性に優れ土中の粘土分との帯電結
合によりで泥濘化と発塵を抑制します。
・既設表層土を流用することも可能で、廃棄量が軽減できます。
２）従来はどのような技術で対応していたのか？
・入替え（表層土、路盤、暗渠）工法で対応。
・良質で新たな表層材料の枯渇化により、改修後短期間で問題が発生する場合があります。
・３）公共工事のどこに適用できるのか？
・学校運動場、運動公園グラウンド、野球場、公園広場などに適応できます。

名古屋市中川区東春田一丁目109番地

営業部 052-439-5965

藤田守幸 http://www.to-kure.co.jp

株式会社トークレー

http://www.to-kure.co.jp

平成9年7月1日

■1.工法　□2.機械　□3.材料　□4.製品　□5.その他

問合せ先

株式会社トークレー 名古屋市中川区東春田一丁目109番地

技術開発部
052-439-5963

藤田守幸、吉田重方

052-439-5965

052-439-5963

moriyuki@to-kure.co.jp

moriyuki@to-kure.co.jp

浄水（上水）場発生土の加工品を活用した土壌改良工法 開発年

キーワード

国土交通省へ
の登録状況

申請地方整備局名 登録年月日

中部地方整備局 平成22年6月8日

番号：

登録番号

区分 1

3-13-1.その他／その他

評価（事前・事後）

分類

新技術概要説明資料（１／５）

名称 ソイルミックス・リサイクル工法
収受受付年月日

平成27年4月27日

登録No. 1529

変更受付年月日

■1.単独 □2(1)共同研究(民民) □2(2)共同研究(民官) □2(3)共同研究(民学

CB-100006-A

活用の効果

クレイ舗装工法（表層土、路盤、暗渠入れ替え）

19%
50%

1



ソイルミックス・リサイクル工法 登録No. 1529

（特　徴）

（施工方法）

（施工単価等） 1（2）

その他
（カタログなど）

積算資料等

施工管理基準資料等

掲載刊行物
建設物価（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　　）

歩掛：国土交通省 公園緑地標準工事、公益財団法人 日本体育施設協会 屋外体育施設部会「屋外体育
施設舗装工事積算の手引」
自社歩掛：プラント関連
資材単価：見積

公益財団法人 日本体育施設協会 屋外体育施設部会「屋外体育施設の建設指針」

A-2

1、事前調査(既設表層土　新設時は搬入良質土）
・表層土調査、試料採取、室内試験
2、配合設計
・事前データー→事前調査報告書（試験結果より配合設計値、製造設計値の立案）
3、土工
・鋤取り集積（流用土となる既設表層土の鋤取り、集積、シート養生）
　＊流用土は篩分け選別するため、晴天3日後から開始し完全なシート養生により含水管理が必要です。
4、基盤工
・切り土、盛土、整正・転圧・検査
5、ソイルミックス改良材混合土製造
・特殊移動プラント設置、既設表層土（新設時は搬入良質土）改良
・品質管理
・事中データー→現場品質管理表（各材料の排出ベルトのデーター管理）
・事後データー→試験結果報告書（ソイルミックス改良材混合土試料採取、試験データー算出）
6、表層工
・改良材混合土場内小運搬、敷均し・転圧、仕上げ、検査
7、表面処理工
・苦汁（塩化Mgまたは塩化Ca）及び化粧砂散布

□1(1).歩掛りあり（標準）　■1(2).歩掛りあり（暫定）　□2.歩掛りなし

・リサイクル工法　　　　　　　3,100円/m2（既設表層土リサイクル）　公表
・新設工法（現地混合工法）　　3,600円/m2（搬入良質土改良）　　　　公表
条件　施工規模　3,000m2以上　大型車両搬入可

積算資料（　有　・　無　）　掲載品目（グランド舗装工（2）準全天候型　）

（　パンフレット　）

新技術概要説明資料（２／５）
新技術名称

（短　所）
○事前の土質調査及び配合設計立案が必要です。
○プラントの場合は作業ヤード（プラント、材料置場）が必要なため、対象施設は3,000m2以上になります。
○既設流用土の含水管理が必須です（篩分け選別のため）。

（長　所）
○ソイルミックス品質管理システム→均一な材料に改良できます。
・事前データー：表層土の現地調査、室内試験から改良材混合土の配合設計値・製造設計値を立案。
・事中データー：データーによる配合管理。
・事後データー：改良材混合土の試験結果。
○従来の入替え工法と比べ、施工費用の削減、騒音、振動、大気汚染などの発生が低減できます。



登録No. 1529

（適用条件）

（設計上の留意点）

（施工上・使用上の留意点）

（残された課題と今後の開発計画）

（実験等作業状況）

（添付資料）
実験資料等

その他

特　許 □1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　■4:無し 番号 4
特許番号

実用新案 □1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　■4:無し 番号 4
新案番号

建設技術評価制度番号 民間開発建設技術の審査証明番号

証明年月日 証明年月日

評価・証明
制度等の名称 証明機関

制度等の名称 制度等の名称

制度名、番号 制度名、番号

その他の 愛知県リサイクル資材評価制度

制度等に 証明年月日 証明年月日

よる証明 平成27年3月31日

証明機関 証明機関

愛知県

証明範囲 証明範囲

土壌改良材
ソイルミックス改良材#10・#14

三重県

土壌改良材
ソイルミックス改良材#10

三重県リサイクル認定制度

平成24年5月8日

公益財団法人　日本体育施設協会　屋外体育施設部会　「屋外体育施設の建設指針」

1）残された課題
・コストの削減
・既設表層土の鋤取り時の含水管理
2）開発計画
・保水性下層材の開発
・浄水（上水）発生土の多様化

別添資料参照

別添資料参照

・原材料である既設表層土はプラントによりふるい分け選別を行い雑物を除去することから、鋤取り集積は、晴
天3日後より開始し集積後は下部まで完全にシート養生し水分の進入を防ぐ必要があります。

（適用できる条件）
・学校運動場、運動公園グラウンド、野球場（内野黒土、外野）、テニスコートなど土系舗装からなる施設。
・泥濘化を抑制し降雨終了後速やかに使用再開できるため、行事予定などの使用頻度の高い施設。
・発塵が軽減するため住宅地や都市部にある施設。

・既設表層土を流用する場合、必ず事前調査により土量確認と試料採取、土質分析後、配合設計及び設計値の立
案が必要となります。調査結果から流用土不足が生じた場合は、追加良質土が必要となります。

新技術概要説明資料（３／５）
新技術名称 ソイルミックス・リサイクル工法

A-3

（適用できない条件）
・事前調査により、既設表層土量（流用土量）が不足する場合及び物性不良の場合。
・基盤面が軟弱な場合（設計CBR3.0以上：屋外体育施設の建設指針平成24年版より）。
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登録No. 1529

実績件数 公共機関： 750 民間：

発　注　者 施工時期
静岡県教育委員会 平成22年7月

静岡県静岡土木事務所 平成25年2月

静岡県袋井土木事務所 平成22年12月

静岡市建設局 平成21年1月

静岡市建設局 平成24年11月

静岡市建設局 平成24年12月

袋井市都市建設部 平成23年12月

袋井市都市建設部 平成25年12月

浜松市都市整備部 平成24年4月

ヤマハ株式会社 平成23年2月

南部小学校グラウンド改修工事

西奈南小学校グラウンド改修工事

森地区新構想高等学校（仮称）PFI事
業グラウンド等工事（県立遠江高等学
校学校運動場）

草薙総合運動場リニューアル事業費
工事（硬式野球場グラウンド工）　　内
野黒土

二級河川沖之川緊急豪雨対策事業
（河川）工事（雨水浸透施設設置）
県立袋井商業高等学校運動場（ソフ
トボールエリア）

城内中学校グラウンド改修工事

施
工
実
績

新技術概要説明資料（４／５）
新技術名称 ソイルミックス・リサイクル工法

工　事　名

ヤマハ豊岡球場改修工事
（内野黒土）

平口スポーツ施設（グラウンド）
浜北平口サッカー場

浅羽西多目的運動広場排水改修工
事

浅羽北多目的運動広場改良工事

50

CORINS登録No.
―

4012695220

4006019988

1249-5955Z

4012158793

4012942673

4009561801

4017280072

―

―



登録No. 1529

学校施設 総合運動場施設

データによる品質管理による改良

降雨後の使用再開に時間を要していたが、改
良後は泥濘化が抑制されています。
同位置
左：改修前　降雨後1日
右：改修後　降雨終了直後

改良材の作用により、降雨後の土砂流失が軽
減されています。
同位置、同勾配
左：改修前
右：改修後

静岡県立遠江高等学校 草薙総合運動j場　硬式野球場（内野）

泥濘化抑制　施工後約1年 土砂流失軽減　施工後約1年

A-5

新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 ソイルミックス・リサイクル工法

事前調査から始まります。


