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2.3  アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊 

アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊を利用する際には、用途や材料の調達

方法等を勘案し「再資源化施設で製造される再生骨材や再生アスファルト混合物等を購入

して利用する」「発生したコンクリート塊等を現場内で港湾・空港等工事の用途に見合う

品質に加工して利用する」等適切な方法を選定しなければならない。  

なお、コンクリート塊を破砕して用いる場合には、溶出水のｐＨに留意すること。  

 

（解説） 

アスファルト・コンクリート塊は舗装の剥ぎ取りあるいは削り取りによって生じるア

スファルトがらであり、再利用は、破砕後再加熱してアスファルトを熔解し、再びアス

ファルト混合物として、表層・基層に利用する場合と、コンクリート塊、掘削された路

盤材料を主とする他の材料とともに破砕・粒度調整を行い、再生クラッシャラン、再生

粒度調整砕石として路盤に利用する場合とに大別される。 

コンクリート塊は工作物の除去に伴って生じるコンクリートの破片であり、再生利用

を行う場合の品質は天然石・砕石に比べ若干比重が軽いことや強度が低い点を考慮すれ

ば、利用用途に見合う破砕・粒度調整等の加工を施すことにより、天然材料と同様に取

り扱える。 

これらは、道路分野で1970年代から本格的な技術開発が進められて再利用技術の標準

化が図られており、再資源化された再生クラッシャラン、再生粒度調整砕石及び再生加

熱アスファルト混合物等の市場が形成され、一般に流通するまでに至っている。 

また、コンクリート用再生骨材としての利用は、「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）；平成6年4月11日建設省技調発第88号」で吸水率と安定性を

指標に品質基準が示され、一部の再資源化施設で製造されている。 

一方、港湾・空港等工事で発生するコンクリート塊を、現場内で処理し、道路用材以

外の裏込や地盤改良材等の砂・石材として利用するために、コンクリート破砕物の基本

的な諸物性の研究が進められ、空港舗装への適用についても検討されている。 

 

(1) 再資源化施設で製造される再生資材の品質 

再資源化施設で製造される再生資材の品質を以下に示すが、これらは現場内で破砕・

粒度調整等を行い、道路用材及びコンクリート用骨材として利用する場合にも、これら

の品質を満足することにより利用することができる。 

 

① 再生路盤材 

アスファルト・コンクリート塊やコンクリート塊の路盤材料への利用に関しては、「舗

装の構造に関する技術基準」を適用した品質等が「舗装再生便覧；日本道路協会」に示
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RC-40 RC-30 RC-20 RM-40 RM-30 RM-25

53    mm  100  100

37.5  mm   95～100  100   95～100  100

31.5  mm -   95～100 -   95～100  100

26.5  mm - -  100 - -   95～100

19    mm   50～ 80   55～ 85   95～100   60～ 90   60～ 90 -

13.2  mm - -   60～ 90 - -   55～ 85

4.75 mm   15～ 40   15～ 45   20～ 50   30～ 65   30～ 65   30～ 65

(%) 2.36 mm    5～ 25    5～ 30   10～ 35   20～ 50   20～ 50   20～ 50

425 μm - - -   10～ 30   10～ 30   10～ 30

 75 μm - - -    2～ 10    2～ 10    2～ 10

通
過
質
量
百
分
率

下層路盤
（再生クラッシャラン）

上層路盤
（再生粒度調整砕石）

されており、同便覧を参考にすることができる。 

表2.3.1に再生路盤材（再生クラッシャランと再生粒度調整砕石）の品質規定を示し、

表2.3.2に再生路盤材の望ましい粒度範囲を示す。 

 

表2.3.1 再生路盤材の品質規定 

下層路盤 

（再生クラッシャラン） 

上層路盤 

（再生粒度調整砕石） 区分 

修正ＣＢＲ 塑性指数 修正ＣＢＲ 塑性指数 

自動車の交通量が 

少ない道路 
10[20]以上 9以下 60[70]以上 4以下 

Ａｓ舗装 20[30]以上 6以下 80[90]以上 4以下 

Ｃｏ舗装 20[30]以上 6以下 80[90]以上 4以下 

 

[注] ・自動車交通量が少ない道路とは、舗装計画交通量 T＜100、信頼性 50％の道路であり、これま

で「簡易舗装要綱」で扱われてきた簡易舗装に相当する。  

   ・[ ]内数値は下層路盤... アスファルト・コンクリート再生骨材を含む再生クラッシャランを用

いる場合で、上層路盤及び基層・表層の合計厚が次に示す数値よりも

小さい場合には修正 CBR の基準値に[ ]内の数値を適用する。 

北海道地方  20cm 

東北地方  30cm 

その他の地域 40cm 

なお、40℃で CBR 試験を行う場合は通常の値を満足すればよい。 
         上層路盤 ... アスファルト・コンクリート再生骨材を含む再生粒度調整砕石は、修正

CBR の基準値に[ ]内の数値を適用する。ただし、40℃で CBR 試験を

行う場合は通常の値を満足すればよい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出典：舗装再生便覧、日本道路協会]

[出典：舗装再生便覧、日本道路協会]

表 2.3.2 再生路盤材の望ましい粒度範囲 
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② 再生加熱アスファルト混合物 

道路舗装を対象とした再生加熱アスファルト混合物に関しては、「舗装の構造に関する

技術基準」を適用した品質等が「舗装再生便覧；日本道路協会」に示されており、同便

覧を参考にすることができる。 

再生加熱アスファルト混合物等に用いるアスファルト・コンクリート再生骨材の品質

を表2.3.3に示す（0～13mm の粒度範囲の場含）。 

再生加熱アスファルト混合物の基準値を表2.3.4に、その粒度範囲を表2.3.5に示す。 

 

表2.3.3 アスファルト・コンクリート再生骨材の品質 

項目 
旧アスファルトの含有量 

％ 

旧アスファルトの針入度 

（25℃） 1/10mm 

骨材の微粒分量試験で75μm

を通過する量 ％ 

規格値 3.8以上 20以上 5以下 

 

 

表2.3.4 再生加熱アスファルト混合物のマーシャル安定度試験に対する基準値  

 

[出典：舗装再生便覧、日本道路協会]

[出典：舗装再生便覧、日本道路協会]
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表2.3.5 再生加熱アスファルト混合物の種類と粒度範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 [出典：舗装再生便覧、日本道路協会]
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③ コンクリート用再生骨材 

コンクリート塊を破砕・粒度調整等を行いコンクリート用の再生骨材を製造する技術

が進められ、品質基準が規定されている。 

再生骨材は原コンクリートのモルタルが付着しているため、その度合いにより、吸水

率や安定性が大きくなる傾向にあり、骨材の品質によってコンクリートの性状に影響す

る。 

以下に「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）；平成6年4月

11日建設省技調発第88号」で示されている品質区分及び再生骨材コンクリート基準を表

2.3.6、表2.3.7に示すが、再生骨材コンクリート基準が定められた当時は JIS A 5308 「レ

ディミクストコンクリート」の呼び強度が13.5、16N/mm2（135、160kgf/cm2）のものにつ

いても規定されていた。 

現在、日本規格協会では、再生骨材コンクリートの JIS 化に向けて標準情報として TR A 

0006「再生骨材を用いたコンクリート」を策定している。 

 

表2.3.6 再生骨材の品質規格 

再生粗骨材 再生細骨材 
項 目 

１種 ２種 ３種 １種 ２種 

吸水性(％) 3 以下 3 以下 5 以下 7 以下 5 以下 10 以下 

安定性(％) 12 以下 40 以下 12 以下 － 10 以下 － 

 

表2.3.7 再生骨材コンクリート基準（案） 

種類 粗骨材 細骨材 
設計基準強度 

[N/mm2] 

Ⅰ 再生粗骨材１種 普通骨材 18～21 

Ⅱ 再生粗骨材２種 普通あるいは再生細骨材１種 16～18 

Ⅲ 再生粗骨材３種 再生細骨材２種 ～16 

 

(2) コンクリート塊の破砕と品質 

① コンクリート塊の破砕処理 

コンクリート塊の現場での処理は、図2.3.1に示すように仮設プラントを設置して処理

する方法と自走式のクラッシャーで処理する方法とがある。現地におけるコンクリート

塊の一般的な処理フローを以下に示す。 
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a)プラント式処理(例)         b)自走式処理 (例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①クラッシャーの処理の設定等により、100-0mm～20-0mm 程度の破砕物となる。 

現場解体で異物が混入している場合、破砕物にも異物が混入する。  

②振動ふるいの目を調整することにより利用用途にあった粒径の破砕物となる。  

(例)    ・ 40-0mm または 20-0mm 

・ 40-5mm、5-0mm または 40-10mm、10-0mm 

・ 20-13mm、13-5mm、5-0mm 等 

図 2.3.1 コンクリート塊の破砕処理（例） 

 

 

これらコンクリート塊を破砕するにあたっては、コンクリート解体現場で破砕装置の

供給最大寸法（200mm～450mm 程度）以下に粗割する必要がある。 

破砕はコンクリート骨材や路盤材等の適当な粒度分布を必要とする用途では、１次破

砕と２次破砕の２段階で行われることが多く、１次破砕はジョークラッシャーなどの粗

粉砕用破砕機で粉砕した後、目視選別による木片等の異物を選別し、40mm 以下と以上の

粒径（用途によっては20mm）に選別する。40mm 以上のコンクリート塊は２次破砕（イン

パクトクラッシャー；衝撃破砕）によって40mm 以下の破砕物に加工される。 

この１次破砕後の破砕物と２次破砕物後の破砕物では品質が違うものとして取り扱わ

れることが多い。これは、１次破砕物には目視選別で除去できない細かな異物が多く含

まれているためであり、コンクリート骨材等の高品位の用途では後者の破砕物を利用す

ることになる。 

破砕回数が多くなると、骨材の周りに付着しているモルタル分が除去されるため、高

品位の破砕物を製造することができるが、モルタル微粒分が多く発生し、その利用方法

２次破砕

粗割り

前処理

１次破砕

選　別 ※

選　別

① ②② ②

200～500mm程度

土砂・異物
グリズリ

40mm以下　(20mm) 40mm以上　(20mm)

※選別工程において木片等の
　異物を人力で分別している。

現場解体 粗割り

前処理

破　砕

200～450mm程度

現場解体

①

土砂・異物
グリズリ

[出展：建設副産物･再資源の取扱いに関するｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ、

運輸省第四港湾建設局（現国土交通省九州地方整備局）ﾘｻｲｸﾙﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ］  
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を検討する必要がある。 

 

② 破砕物の特性 

コンクリート塊の破砕物を利用する場合は、その利用用途に見合う粒度に破砕・ふる

い分け処理を行い利用することとなるが、原コンクリートの性状や破砕方法・破砕回数

等により破砕物の性状が異なることが予想される。 

以下に、幾つかのコンクリート破砕物を用いた試験結果等を基にコンクリート破砕物

の物性を整理した。 

 

a) コンクリート破砕物の粒度分布 

幾つかの破砕物の粒度分布を図 2.3.2 に示す。 

同図に示す破線は再生クラッシャラン（RC-40）の粒度の範囲であり、１次破砕＋２

次破砕で加工されたコンクリート破砕物はほぼこの範囲に入っており、再資源化施設で

製造された再生クラッシャランに近い分布となっている。また、これに３回の破砕工程

で処理した破砕物は20mm 以上の粒径が数％程度までに減少している。 

0.074mm 以下の細粒分（シルト分）は再資源化施設のものを除くと１％前後であり、

透水性は非常に良いものと思われる。 

また、ここでのデータでは明確な違いが確認できないが、一般には処理回数が増えれ

ば、破砕物同士がぶつかり合い細粒分が増えると言われている。破砕特性等については

使用する破砕機の性能を確認する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.3.2 コンクリート破砕物の粒度分布 
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②３回破砕

自走式

RC-40

[出展：建設副産物･再資源の取扱いに関するｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ
運輸省第四港湾建設局（現国土交通省九州地方整備局）ﾘｻｲｸﾙﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ］  
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b) 重量 

試験結果を平均するとコンクリート破砕物の単位体積重量は、 

空中重量は  γ ≒ 13 kN/ｍ3 （標準材料：16～18 kN/ｍ3） 

水中重量は  γ’≒ 6 kN/ｍ3 （標準材料：10 kN/ｍ3） 

であり、標準材料よりかなり軽い。 

 

c) 強度特性 

コンクリート破砕物の圧縮強度については「リサイクル材としてのコンクリート塊の

諸特性；港湾技研資料No.906」における試験結果で、骨材とモルタル部分を含む粒子に

ついて点載荷試験を行ったところ、一軸圧縮強度の推定値は 12～64N/mm2の範囲であり、

平均は 37N/mm2であった。（設計強度 18N/mm2の原コンクリートを最大粒径 53mm 以下に破

砕したコンクリート塊を用いた点載荷試験での推定値。）このことは、コンクリート塊の

粒子の一軸圧縮強度は破砕する前のコンクリートに比べて、同じかやや劣る強度しか有

していないことを示している。 

 

また、表 2.3.8 に示す標準材料の圧縮強度と比較すると、平均値では準硬石に分類さ

れるが、ばらつきを考慮すれば普通砂岩等の軟石の代替品程度であると考えるべきであ

る。 

 

表2.3.8 石材の強度 

種 類 

JIS 規格 A 5003 

圧縮強さ 

N/cm2(kgf/cm2) 

主な標準材料（試験結果例；kgf/cm2） 

硬 石 4,903(500)以上 安山岩、花崗岩等（1,000～2,000） 

準硬石 
4,903(500)未満 

  981(100)以上 
硬質砂岩（300～600） 

軟 石 981(100)未満 普通砂岩（100～150） 

－ 無規格 土丹岩（50） 

 

 

同研究資料からせん断特性については、大型三軸試験（最大粒径53mm）による強度定

数は、Ｃd＝０のとき内部摩擦角φ0は25度程度となる。 

一方、相似粒度で実施した中型三軸試験（最大粒径19mm）結果を同様に整理すると、

見かけの粘着力Ｃd＝20kN/m2(0.2kgf/cm2)、内部摩擦角φdは35度を確保できる。 

また、一年間水中養生したコンクリート塊の強度定数は水浸前より大きくなったが、
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これは水中養生中のモルタル分の剥離、脱落に起因していたためと考えられる。  

 

(3) 留意事項 

アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊を利用する場合の環境上配慮すべき

事項として、溶出水の高ｐＨが挙げられる。アスファルト・コンクリート塊を加熱アス

ファルト混合物に利用する場合は瀝青材とともに混合されるため問題とはならない。 

これに対し、コンクリート塊からの溶出水は高ｐＨとなり、コンクリート塊の細粒分

含有率によって影響を受ける。 

このため、利用に際してはコンクリート塊の粒度等を確認しておく必要がある。 

なお、コンクリート塊を自然状態で放置しておくだけでも、中性化が進行し、溶出水

のｐＨは低下するため、コンクリート塊を破砕した後に放置期間を置く等の対策も必要

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


