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1.3  利用検討の基本的な考え方 

リサイクル材料を港湾・空港等工事に利用するに際しては、港湾・空港等工事の特性

とリサイクル材料の品質や特性、供給量及び環境への影響等を十分に検討しなければな

らない。検討に際しては、「港湾の施設の技術上の基準･同解説」、「港湾工事共通仕様

書」、「空港土木工事共通仕様書」、その他マニュアル等を基に適切に行うものとする。 

 

（解説） 

港湾・空港等工事で使用される材料には埋立材等のように、ある一定の作業性が確保

でき、埋立地の跡地利用が考慮されるならば、品質的にそれほど支配されない用途もあ

り、この場合には天然資材など標準材に比べ物性などの機能が若干劣る可能性があるも

のについても、これらの代替えとしての機能を発揮することが考えられる。 

一方、リサイクル材料には「軽い」「重い」「固まる」などの特性を有するものもあり、

これらの特性を設計上の要請に対して十分に活用することにより、天然資材など標準材

に比べ付加価値の高い利用が可能な用途もある。 

この様に、リサイクル材料を港湾・空港等工事に利用する場合には、港湾・空港等工

事の特性を考慮し、リサイクル材料の品質のばらつきや特殊性、供給量等を十分に把握

して検討する必要がある。 

 

(1)  設計上の要請に対する検討 

港湾構造物は、波浪、潮流、潮の干満による水位変化、また海水中の化学成分等の影

響を受ける。これらの自然条件以外にも、船舶による外力等を受けるため、十分な強度

及び耐久性が求められる。また空港舗装においては、設計荷重が一般の道路舗装に比べ

大きいことや平坦性、すりへり抵抗性が求められる。 

リサイクル材料を、この様な特性が求められる工事に適用するためには、まずその材

料の強度、密度、耐久性等が、設計上の要請を満たしていることを確認することが必要

である。ただし、港湾・空港等工事としての特殊性はあるものの、材料として求められ

る性質は、ほとんどのものが一般の土木工事のそれと共通しており、特に大きな差異が

ある訳ではない。設計上の要請から検討する項目としては、リサイクル材料の材料特性

の評価及び設計方法の選定が挙げられる。 

 

1) 材料特性の評価 

① 一般的な項目 

リサイクル材料は、一般に品質のばらつきが大きい。このばらつきをどう評価して、

設計・施工に反映させるかが課題となる。 
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リサイクル材料を港湾・空港等工事に利用する場合には、材料の品質のばらつき範囲

を確認し、このばらつきを考慮した定数を用いて設計を行うことになる。 

リサイクル材料のうち、港湾・空港等工事の用途を対象とした指針あるいはマニュア

ル類が整備されているものの中には、排出事業所間や事業所内での品質のばらつきを考

慮して、設計に必要な定数が安全側に定められているものもある。従って、これらの用

途にリサイクル材料を利用する場合には、指針あるいはマニュアル類に定められた定数

を参考に設計定数を設定する必要がある。 

また、指針、マニュアル類が対象とする用途以外に利用する場合は、設計で要求され

る条件や設計方法を十分考慮して慎重に定数を設定する必要がある。 

指針、マニュアル類が整備されていないものについては、既存の資料を基に設計定数

を検討することになるが、利用予定のリサイクル材料を用いて実際に材料特性を確認す

ることが望ましい。 

② 材料固有の項目 

リサイクル材料の中には、施工時の性質をそのまま保持し続けるものばかりではなく、

経時的に性質が変化するものや、天然資材には見られない特殊な性質を持つものもある。 

利用時には、この様に特殊な性質については長期的な品質の変化を含め十分調査した

上で、設計上の要請を満たしていることを確認することが必要である。 

 

2) 設計方法の選定 

リサイクル材料を港湾・空港等工事で利用するに際しての設計は、コンクリート用材

や粒状材料のように標準的な材料と同様に行える場合と安定処理土や深層混合処理土の

ように発現する強度によって、硬化体あるいは土質材料として設計上の取扱方法が違っ

たものになることもある。よって、リサイクル材料の性状や利用方法に応じた設計方法

を選定することが必要である。 

 

① コンクリート用材 

コンクリート用材としてリサイクル材料を用いる場合は、コンクリート構造物として

の構造計算の方法は標準的な材料を用いた場合と同様であり、リサイクル材料の品質、

特性に応じて、コンクリートの発現強度、施工性および耐久性等を考慮した配合設計が

必要となる。 

② 粒状材料 

リサイクル材料の形状が粒状であり、一般に用いられる天然材料の代替えとして利用

する場合には、リサイクル材料の物理・力学特性を把握し各用途で必要な設計定数を定

めて、標準的な材料の設計上の取扱方法に従い設計することが可能である。よって、リ

サイクル材料そのものが粒状材料であるもの、あるいは土質材料等を加工・改良して粒
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状材料としたものについては、一般に砂や石材等の設計上の取扱方法を準用できる。 

これらのリサイクル材料は、前者に鉄鋼スラグや非鉄金属スラグ等があり、後者には

コンクリート塊を破砕・ふるい分けを行った破砕物や建設汚泥、石炭灰等を焼成、高度

安定化処理し、粒状材料に加工したもの等がある。 

ただし、高炉水砕スラグ等は固結し、長期的に粒状材料として扱えない可能性もある

ことから配慮が必要となる。 

③ 安定処理材料 

浚渫土砂や建設発生土等は、未改良の状態では埋立用材等として利用される場合が大

半である。 

これらのリサイクル材料の利用用途を拡大するために、セメントあるいはセメント系

の固化材を添加した安定処理が多く用いられており、盛土や覆土等の土質材料に利用さ

れている他、軽量性等の付加価値を付け、天然材料より優れた特性を生かして裏込・裏

埋等に利用する技術が開発されている。 

なお、裏込に安定処理土を用いる場合は、一般的な粒状材料としての設計方法では設

計できないため、「事前混合処理工法 技術マニュアル」等の別途リサイクル材料を対象

とした設計方法に準拠して、設計することになる。また、フライアッシュを深層混合処

理工法に用いる場合は、従来から行われている CDM 工法等に比べ、低強度改良が可能と

なり、この場合は、杭やブロック構造ではなく、現地盤との複合地盤として設計する場

合もある。（複合地盤としての設計法は現在検討中である。） 

 

(2) 室内試験及び実証試験による適用性の検討 

リサイクル材料の設計上の要請への対応を評価するにあたって、実際に利用を想定してい

る排出事業者の材料を用いて材料試験を実施することにより、精度の高いデータを得ること

ができる。さらに、材料試験のみならず、実際の利用を想定したモデル試験を実施すること

によって、その用途に対する適用性を評価することができる。 

材料の特性から、リサイクル材料の適用が可能であると判定された材料については、実際

の構造物に利用した場合のリサイクル材料の強度、透水性、耐久性等の物性調査、リサイク

ル材料からの溶出等環境に対する影響調査、さらに実施工における施工性及び安全性の確認

をするため、実証試験を必要とする場合もある。特に、重要な構造物に利用する場合には、

実証試験を実施し、必要な項目について確認しておくことが望ましい。 

幾つかのリサイクル材料については、既に実証試験が実施されており、それらの文献を参

考にすることもできる。 

長期的な物性の変化や材料の耐久性については、コンクリートの耐久性促進試験等によっ

て一部確認することができるが、一般に室内試験及び実証試験等、短期間での確認は難しく、

これまでに実施された追跡調査や経年的な調査結果等を参考に十分な検討が必要である。 



 1-9

 
「港湾の施設の技術上の基準」
（抜粋）および規格・基準類等 

港湾工事共通仕様書（抜粋） 空港土木工事共通仕様書 
（抜粋） 

リサイクル材使用のために、提案された 
規格・基準および手引書等 

セメント 

 
原則として JIS に規定されている
ものを用いる。 
→JIS R5210  ポルトランドセメン

ト 
→JIS R5211  高炉セメント 
→JIS R5212  シリカセメント 
→JIS R5213  フライアッシュセメ

ント 

 
JIS に適合したもの又は同等以上
の品質を有するものを用いる。 
→JIS R5210  ポルトランドセメン

ト 
→JIS R5211  高炉セメント 
→JIS R5212  シリカセメント 
→JIS R5213  フライアッシュセメ

ント 

 
JIS に適合したものを用いる。 
→JIS R5210  ポルトランドセメン
ト 
→JIS R5211  高炉セメント 
→JIS R5212  シリカセメント 
→JIS R5213  フライアッシュセメ
ント 

 
→JIS R5211  高炉セメント 
→JIS R5212  シリカセメント 
→JIS R5213  フライアッシュセメント 

混和材 

 
原則として、JISに適合したものを
用いる。 
→JIS A6201  コンクリート用フラ

イアッシュ 
→JIS A6206  コンクリート用高炉

スラグ微粉末 
それ以外の混和材は、その性能を確
認してから用いる。 

 
JIS に適合したもの又は同等以上
の品質を有するものを用いる。 
→JIS A6201  コンクリート用フラ

イアッシュ 
→JIS A6206  コンクリート用高炉

スラグ微粉末 

 
JIS に適合したものを用いる。 
→JIS A6201  コンクリート用フラ
イアッシュ 
 

 
→フライアッシュを用いたコンクリートの 
 施工指針（案） 土木学会 
→高炉スラグ微粉末を用いたコンクリートの 
 施工指針 土木学会 

コ 

ン 

ク 

リ 

ー 

ト 

骨 材 

 
清浄、堅硬、耐久的で、適切な粒度
を持ち、有機不純物、塩化物等の有
害量を含んでいないものを用いる。
また、ゴミ、泥、薄い石片、細長い
石片を含んだり、吸水性が高いも
の、膨潤性のあるものなどは不適。
品質は、JIS を満足することを標準
とする。 
→JIS A5308  レディーミクストコ

ンクリート附属書１ 

 
砂利、砂、砕石、砕砂、高炉スラグ
骨材、フェロニッケルスラグ細骨材
について、粒度、品質、試験方法を
細かく規定。 
→JIS A 5308 レディーミクストコ

ンクリート附属書１ 
→JIS A 5005 コンクリート用砕石

及び砕砂 
→JIS A 5011 コンクリート用スラ

グ骨材 

 
細・粗骨材は清浄、強硬、耐久的で
設計図書で定める。 
粒度、有機不純物、塩分、耐久性、
アルカリ骨材反応、すりへり減量等
について、細かく規定。 
高炉スラグ細骨材はJIS A5011に適
合し、砕砂、天然砂と併用する。 
高炉スラグ粗骨材は JIS A5011の
「分類Ｂ」に適合するものを用い
る。 

 
→JIS A5011  コンクリート用スラグ骨材 
・ Ⅰ部 高炉スラグ骨材 
・ Ⅱ部 フェロニッケルスラグ骨材 
・ Ⅲ部 銅スラグ骨材 
→高炉スラグ骨材コンクリート施工指針土木学会 
→フェロニッケルスラグ細骨材を用いたコンクリート
の設計施工指針 土木学会 

→銅スラグ細骨材を用いたコンクリートの施工指針 
土木学会 

→コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品
質基準（案） 建設省 

→ＦＳコンクリート利用手引書（製鋼スラグおよびフ
ライアッシュを利用） 

 運輸省第二港湾建設局横浜調査設計事務所他 
→TR A 0016 一般廃棄物、下水汚泥等の溶融固化物を
用いたコンクリート用細骨材 

→TR A 0006 再生骨材を用いたコンクリート 
→鉄鋼スラグ水和固化体技術マニュアル 
―製鋼スラグの有効利用―  
（財）沿岸開発技術研究センター 

港湾・空港等工事で使用する各種材料およびリサイクル材料の基準類（１） （ 参 考 ） 
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港湾・空港等工事で使用する各種材料およびリサイクル材料の基準類（２） 

 
「港湾の施設の技術上の基準」
（抜粋）および規格・基準類等 

港湾工事共通仕様書（抜粋） 空港土木工事共通仕様書（抜粋） 
リサイクル材使用のために、提案された 
規格・基準および手引書等 

基礎捨石 
被覆石 
根固め石 

 
偏平や細長でなく、竪硬、ち密で耐
久性があり、風化や凍結融解のおそ
れのないものを用いる。 

 
扁平細長でなく、風化凍壊のおそれ
のないものを用いる。比重及び質量
は設計図書で定める。 

 
天然石又は破砕石で、極端に扁平で
細長いものであってはならない。 
（栗石、割栗石として） 

 
特になし 

裏込材 

 
内部摩擦角及び単位体積重量の材料
特性を考慮して選定する。一般には
割石、切込砂利、玉石、鉄鋼スラグ
等が用いられる。土丹、砂岩及び鉄
鋼スラグは、材質のばらつきが大き
いので、使用に当たっては慎重に調
査をしなければならない。 
→JIS A 5006 割りぐり石 

 
材料の種類、比重及び質量は設計図
書で定める。 

 
特になし 

裏埋材 
盛土材 
埋立材 
他 

 
特になし 

 
材料の種類、品質及び形状寸法は設
計図書で定める。 

 
空港工事盛土材として使用に注意を
要する土を規定している。 

 
→港湾工事用水砕スラグ利用手引書 
 （財）沿岸開発技術研究センター 
→建設発生土利用技術マニュアル 
 （財）土木研究センター 
→発生土利用促進のための改良工法マニュアル 

（財）土木研究センター 
→港湾・空港における軽量混合処理土工法 
 技術マニュアル 
 （財）沿岸開発技術研究センター 
→事前混合処理土工法技術マニュアル 
  （財）沿岸開発技術研究センター 
→建設汚泥再生利用技術暫定マニュアル（案） 
 （財）先端建設技術センター 
→港湾工事用製鋼スラグ利用手引書 
（財）沿岸開発技術研究センター 

土 
 
 

石 
 
 

材 
 
 

料 

中詰材 

 
（ケーソンについて） 
貧配合のコンクリート、コンクリー
トブロック、石、砂利、鉱さいなど
が用いられており、その選考にあた
っては工費、施工条件、自然条件を
考慮する。鉱さいはその種類によっ
ては吸水し膨張するものがあり、施
工前の処理方法も含めて、中詰材と
しての鉱さいの材質に注意しなけれ
ばならない。 
（鋼矢板セル、鋼板セルについて） 
良質な砂または砂利を用いて十分詰
めることが望ましい。 

 
材料の種類、材質及び形状寸法は設
計図書で定める。 

 
特になし 

 
→港湾工事用製鋼スラグ利用手引書 
（財）沿岸開発技術研究センター 
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港湾・空港等工事で使用する各種材料およびリサイクル材料の基準類（３） 

 
「港湾の施設の技術上の基準」
（抜粋）および規格・基準類等 

港湾工事共通仕様書（抜粋） 空港土木工事共通仕様書（抜粋） 
リサイクル材使用のために、提案された 
規格・基準および手引書等 

敷砂及び 
砂・砕石 
ドレーン 

 
透水性が良く粘土粒子による目詰ま
りが生じないような粒度の良いもの
を用いる。 

 
粒度分布について規定 

 
透水性の良い砂を用い、粒径は設計
図書で定める。 

 
特になし 

ＳＣＰの 
砂杭 

 
透水性が高く、細粒分（75μｍ未満〕
の含有量が少なく、粒度分布が良く、
締まりやすく、十分な強度が期待で
き、かつ、ケーシングからの排出が
容易なものが望ましい。 
 

 
敷砂及び砂・砕石ドレーンと同じ 

 
透水性の良い砂を用い、粒径は設計
図書で定める。 

 
→港湾工事用製鋼スラグ利用手引書 
（財）沿岸開発技術研究センター 
 

土 
 

石 
 

材 
 

料 

舗装材 
(路盤材) 

 
所要の支持力が得られるものであっ
て、締固めの容易さ及び耐久性を考
慮して選定する。 
材質については、セメントコンクリ
ート舗装要綱※（日本道路協会）、ア
スファルト舗装要綱※（日本道路協
会）に準拠する。通常、粒状材料（砕
石、鉄鋼スラグ、切込砂利、山砂利、
切込砕石、砕石ダスト、砂等）、セメ
ント安定処理材、瀝青安定処理材等
が用いられる。 
※「舗装の構造に関する技術基準･同
解説」、「舗装設計施工指針」、「舗装
施工便覧」（日本道路協会）に改版 

 
下層路盤材の最大粒径は50mm 以
下、上層路盤材の最大粒径は40mm
以下とする。 
砕石及び切込砕石は、JIS に適合、
または同等以上の品質を有するも
のとする。 
→JIS A 5001 道路用砕石 
スラグは、JIS に適合、または同等
以上の品質を有するものとする。 
→JIS A 5015 道路用鉄鋼スラグ 
さらに、粒度調整路盤材の粒度につ
いて規定。 

 
下層・上層路盤は粘度塊、有機物、
ごみ等の有害物を含まず最大粒径は
50mm 以下を原則。（上層は粒度の範
囲を規定） 
クラッシャランスラグ、粒度調整ス
ラグ等鉄鋼スラグについて、PI、修
正 CBR 等を規定。 
 

 
→プラント再生舗装技術指針 
 日本道路協会 
→JIS A 5005  道路用鉄鋼スラグ 
→製鋼スラグを用いたアスファルト舗装設計施

工指針 鐵鋼スラグ協会 
→製鋼スラグ路盤設計施工指針 
 鐵鋼スラグ協会 
→TR A 0017 一般廃棄物、下水汚泥等の溶融固
化物を用いた道路用骨材 
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