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１．はじめに 

近年、最終処分場の残余容量のひっ迫やダイオキシン類の発生抑制等を背景として、一般廃棄物の

処理に溶融施設が導入されている。新潟県三条市ではごみ処理施設の老朽化に伴い、一般廃棄物を安

定的、効率的な処理とともに、循環型社会を推進し埋め立て処分量の減量に努め、熱の有効利用を図

ることを目的として、DBO（Design：設計、Build：施工、Operate：運営）方式により新ごみ処理

施設が整備され、平成 24 年 7 月に供用を開始した。年間約 1,000t（平成 25 年度実績より）の一般廃

棄物溶融スラグ（以下、溶融スラグ）が生産されており、現在、その有効利用を図るべく公共工事で

の活用を目指して、アスファルト混合物への適用について検討を進めているところである。 

そこで本文は、この溶融スラグをアスファルト混合物の細骨材の一部として利用するために、溶融

スラグの性状試験、溶融スラグ入りアスファルト混合物の配合設計、現道において実施した試験舗装

及び追跡調査の途中経過について報告する。 

 

２．三条市溶融スラグの概要 

２．１ 施設概要 

 平成 24 年 7 月より供用を開始した三条市

清掃センター新ごみ処理施設のうち、溶融ス

ラグが生産されるごみ焼却処理施設の概要を

表－1 に示す。 

 可燃ごみはガス化炉内において 500℃程度

で加熱、流動させた砂の層に投入され、可燃

性ガスと未燃炭化物に分解される。その後、

燃焼溶融炉に送られた可燃性ガスと未燃炭化

物に空気を供給し、1300℃程度の高温で灰分

を溶融する。この高温溶融する工程でダイオキシン

等の有機化合物は分解・無害化され、水銀等の沸点

の低い重金属は蒸発揮散し、僅かに残った鉛等の重

金属は溶融スラグの主成分である二酸化ケイ素

（SiO2）の網目構造の中に封じ込められることによ

って外に溶け出ないようになる。 

排出された溶融スラグは水砕ピットで急冷し、磨

砕処理され、写真－1 に示すガラス質かつ砂状の水

砕スラグとなる。水砕直後のスラグには針状のもの

が含まれており、粒度もバラついているため、磨砕

機により針状物の除去と粒度の調整が行われている。 

表－1 ごみ焼却処理施設概要 

運営期間 
平成 24 年 7 月～ 

平成 44 年 3 月末 

ごみ焼却処理方式 流動床式ガス化溶融炉 

上記処理能力 160t/日（80t/日×2 炉） 

溶融スラグ処理方法 水砕＋磨砕処理 

溶融スラグ発生量 

（平成 25 年度実績） 
約 1,000t/年 

写真－1 溶融スラグ 



２．２ 溶融スラグの物理的性状 

 表－2 に溶融スラグと比較のために

今回のアスファルト混合物の配合設計

に用いた 7 号砕石、粗砂、細砂の物理

性状を示す。 

粒度は粗砂よりも 600～300μm で

粗く、150μm 以下で細かい。表乾密

度は 2.827g/cm3 と他の細骨材よりも

0.2g/cm3 程度重い。また、ガラス質で

あるため、他の細骨材と比較すると吸

水率は 0.41％と非常に小さい。 

また、金属鉄含有量については JIS 

A 5032 には規定されていないが、鉄分は雨水等によって赤色の酸化鉄となり道路表面にしみ等が発生

するおそれがあるため、JIS A 5031 における規定を準用したが、今回は検出されなかった。 

 

２．３ 溶融スラグの環境安全性 

 表－3 に溶融スラグの有害物

質溶出・含有量試験結果を示す。 

 両試験結果より、溶融スラグ

は全て基準値以下であった。な

お、溶融スラグの有害物質溶

出・含有量試験については運営

会社である三条エコクリエイシ

ョン(株)が毎月 1 回試料を採取

し、公的機関に試験を依頼して

環境安全性を確認している。 

 

３．溶融スラグ入りアスファルト混合物の物理的性状 

溶融スラグをアスファルト混合物の細骨材の一部として有効利用するにあたり、舗装供用後の環境

安全性を確認するため、粗粒度アスコンやアスファルト安定処理等の直接的に摩耗や雨水の影響を受

け無い箇所に使用する材料は除くこととした。また、舗装再生便覧より、溶融スラグ入りアスファル

ト混合物の使用実績は N6 交通以下の箇所に限られており、新潟県舗装マニュアルでは N6 交通以下

の標準舗装構成に用いられる表層材は一般的に⑤密粒度アスコン（新 20FH）が使用されていること

から、⑤密粒度アスコン（新 20FH）で検討を行うこととした。 

次に溶融スラグの配合率については、舗装再生便覧より、溶融スラグの配合率が多くなるとマーシ

ャル安定度等が低下する傾向があることから、溶融スラグの配合率は 10％以下としている例が多いこ

と。今後、繰返し再生利用を行った場合の問題。富山県での使用実績及び同様の検討を行っている新

潟市での配合率等を考慮して、配合率 5％で検討を行うこととした。 

 溶融スラグ 5％入り⑤密粒度アスコン（新 20FH）（以下、スラグ入り合材）と配合設計のもととな

った通常の⑤密粒度アスコン（新 20FH）（以下、通常合材）の配合設計及び試験練り結果を表－4 に 

表－2 溶融スラグの物理的性状 

項 目 
JIS A  

5032 

溶融 

スラグ 

7 号 

砕石 
粗砂 細砂 

通
過
質
量
百
分
率(

％) 

13.2 mm －  100.0   

4.75 mm 100 100.0 91.4 100.0  

2.36 mm 85～100 92.6 19.3 90.7 100.0 

600μm － 32.0 0.2 44.8 93.5 

300μm － 15.9  18.6 48.3 

150μm － 7.0  5.2 1.1 

75μm 0～10 3.8  1.3 0.5 

密度 

(g/cm3) 

表乾 2.45 以上 2.827 2.652 2.605 2.608 

カサ － 2.816 2.625 2.558 2.581 

見掛 － 2.849 2.698 2.684 2.653 

吸水率   (％) 3.0 以下 0.41 1.03 1.84 1.05 

金属鉄含有量(％) 1 以内 0.5 未満 － － － 

表－3 溶融スラグの有害物質溶出・含有量試験結果 

項 目 

溶出量（mg/L） 含有量（mg/kg） 

溶融 

スラグ 
JIS A 5032 

溶融 

スラグ 
JIS A 5032 

カドミウム 0.001 未満 0.01 以下 1.0 未満 150 以下 

鉛 0.001 未満 0.01 以下 39.2 150 以下 

六価クロム 0.01 未満 0.05 以下 2 未満 250 以下 

ひ素 0.001 未満 0.01 以下 1.0 未満 150 以下 

総水銀 0.0005 未満 0.0005 以下 0.10 未満 15 以下 

セレン 0.001 未満 0.01 以下 1.0 未満 150 以下 

ふっ素 0.08 未満 0.8 以下 50 未満 4000 以下 

ほう素 0.1 未満 1 以下 171 4000 以下 



示す。 

合成粒度は溶融スラグの粒度特性から、７号、

粗砂、細砂の骨材配合率で調整を行い、通常合材

と同等の合成粒度とした。しかし、OAC は溶融ス

ラグの吸水率が低いためか 0.1％低い値となった。

また、安定度については今回の検討では増加する

傾向が見られたが、その他の値については大きな

違いは見られず、すべて規格値を満足する結果と

なった。 

 

４．試験舗装 

 配合設計及び試験練りの結果をもとに、三条市

内の市道において 2 度の試験舗装を実施した。試

験舗装の概要を表－5 に示す。施工位置を図－1

に示す。 

 この市道三貫地塚野目 2 号線は国道 403 号から

金属工業団地を通過して信濃川堤防上の主要地方

道新潟小須戸三条線を結び、三条市内の市道では

大型車交通量の多い路線である。 

試験舗装は平成 25 年 11 月に主要地方道新潟

小須戸三条線に向かう車線において、切削オー

バーレイにて全長 80m のうち前半 40m を通常

合材で、後半 40m をスラグ入り合材にて施工を

行った。また、平成 26 年 5 月には平成 25 年

11 月に行った工区の反対車線において、国道

403 号に向かい前半 40m を通常合材で、後半

40m をスラグ入り合材にて施工を行った。 

 試験舗装当日の舗装機械編成は一般的な車道

舗装用いる 6m 級のアスファルトフィニッシャ、初

期転圧に 10t 級のマカダムローラ、二次転圧に 14t

級のタイヤローラを使用し施工を行った。 

切り取りコアによる現場密度の測定結果は、全て

の工区において 3 個のコアの平均値で締固め度が

98％以上と良好な結果が得られた。また、個々の測

定値においても通常合材とスラグ入り合材で大きな

差は見受けられなかった。 

 スラグ入り合材の施工性について作業員にヒアリ

ングした結果、アスファルト量が若干少ないためか

通常合材と比較して若干パサついている感じはある

が、施工性の違いは無いとの回答が得られた。 

表－4 配合設計及び試験練り結果 

項 目 規格値 
⑤ｽﾗｸﾞ 

5％ 
⑤通常 

骨
材
配
合
率(

％) 

5 号砕石 － 15.0 15.0 
6 号砕石 － 18.0 18.0 

7 号砕石 － 10.5 11.0 
粗砂 － 11.0 14.0 

細砂 － 5.5 7.0 
溶融スラグ － 5.0 － 

石粉 － 5.0 5.0 
再生骨材 － 30.0 30.0 

合
成
粒
度
（
現
場
配
合
） 

通
貨
質
量
百
分
率(
％) 

26.5mm 100 100.0 100.0 
19mm 95～100 99.9 99.9 

13.2mm 75～95 86.3 86.6 
4.75mm 45～65 56.7 56.5 

2.36mm 30～50 42.9 42.7 
600μm 14～35 28.9 29.8 

300μm 8～24 17.0 17.1 
150μm 5～13 8.4 8.3 

75μm 4～11 6.2 6.0 
OAC      (％) － 5.1 5.2 

基準密度   (g/cm3) － 2.407 2.403 
理論密度   (g/cm3) － 2.497 2.486 

空隙率      (％) 3～5 3.6 3.3 
飽和度      (％) 75～85 76.6 78.6 

骨材間隙率    (％) － 15.4 15.4 
安定度     (kN) 6.86 以上 11.14 10.30 

フロー値  (1/100cm) 20～40 25 27 

スティフネス (kN/m) 
1500～ 
4900 

4456 3815 

表－5 試験舗装概要 

施工日 平成 25 年 11 月 18 日 平成 26 年 5 月 27 日 

施工箇所 
新潟県三条市大宮新田地内 

（市道三貫地塚野目 2 号線） 

舗装計画 

交通量 
N4 交通（推定） 

施工内容 

切削 OR t=5cm（昼） 

スラグ工区 A=136m2 

通常工区 A=136m2 

切削 OR t=5cm（昼） 

スラグ工区 A=128m2 

通常工区 A=128m2 

使用 

混合物 

ｽﾗｸﾞ工区：⑤密粒度アスコン（新 20FH）溶融ｽﾗｸﾞ 5％入り 

通常工区：⑤密粒度アスコン（新 20FH）（事前審査認定合材） 

出荷 AP 
本間道路(株)五泉舗材工場 

（新潟県五泉市大字論瀬字昭和 8820 番地） 

図－1 試験舗装位置図 

試験舗装箇所 



５．追跡調査 

５．１ 追跡調査概要 

スラグ入り合材の供用性と環境安全性を

確認するため追跡調査を現在行っている。

追跡調査はスラグ及び通常工区とも施工直

後の結果を基準とし、半年後、1 年後、2

年後及び 3 年後の計 4 回実施する。追跡調

査項目を表－6 に示す。本文執筆現在、平

成 25 年施工箇所においては施工後 1 年、

平成 26 年施工箇所においては施工後半年

の追跡調査を終えている。 

 

５．２ 追跡調査結果 

 路面性状の測定結果を表－7 に示す。また、

有害物溶出量については直近の測定結果を表

－8 に示す。 

 施工直後の平たん性やすべり抵抗について、

全ての工区で規格値を十分に満足する結果と

なった。また、その他施工直後の測定値につ

いて、スラグ工区と通常工区とで大きな違い

は見受けられなかった。 

 また、直近の路面性状測定結果では施工直

後と比較すると経時劣化は見られるが、工区

の違いによる測定値の差異は見受けられない。 

 有害物溶出量については供用後 1 年を経過

しても、全ての項目において土壌の汚染に係

る環境基準値以下であった。 

 

６．まとめ 

 試験施工及び追跡調査の結果から、現段階

においてスラグ入り合材は通常合材と同等の

品質を有していることが確認された。 

また、環境安全性についても供用後 1 年を

経過しても溶融スラグから有害物が溶出して

いないことが確認された。 

引き続き、追跡調査を実施してスラグ入り合材の品質及び環境安全性について調査を行っていく。 
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表－6 追跡調査項目及び調査位置 

項 目 試験方法 
調査位置 

（各工区） 
備 考 

平たん 

性 

舗装調査・ 

試験法便覧 

(S028)  

１測点 

(OWP) 
3m プロフィルメータ 

わだち 

掘れ量 

舗装調査・ 

試験法便覧 

(S030)  

3 断面 

(10m ﾋﾟｯ
ﾁ) 

横断プロフィルメータ 

ひび割 

れ率 

舗装調査・ 

試験法便覧 

(S029-2)  

全面 スケッチ法 

すべり 

抵抗 

舗装調査・ 

試験法便覧 

(S021-2) 

3 点 BPN 

有害物 

溶出量 
JIS K 0058-1 1 検体 

切取りコアによる 

通常工区は施工直後のみ 

表－7 追跡調査結果（路面性状） 

項 目 施工年 工区 直後 半年 1 年 

平たん性 

(mm) 

H25 
ｽﾗｸﾞ 1.26 1.43 2.04 

通常 1.17 1.56 1.97 

H26 
ｽﾗｸﾞ 1.45 1.65 － 

通常 1.42 1.61 － 

わだち掘れ 

量 

(mm) 

H25 
ｽﾗｸﾞ 2.0 2.7 3.3 

通常 2.0 3.0 3.7 

H26 
ｽﾗｸﾞ 3.0 3.7 － 

通常 2.3 3.0 － 

ひび割れ率 

(％) 

H25 
ｽﾗｸﾞ 0.0 0.0 0.0 

通常 0.0 0.0 0.0 

H26 
ｽﾗｸﾞ 0.0 0.0 － 

通常 0.0 0.0 － 

すべり抵抗 

(BPN) 

H25 
ｽﾗｸﾞ 69 64 79 

通常 70 68 83 

H26 
ｽﾗｸﾞ 76 76 － 

通常 74 79 － 

表－8 追跡調査結果（有害物溶出量） 

項 目 

溶出量（mg/L） 

H25 年施工 

施工後 1 年 

H26 年施工 

施工後半年 
基準値 

カドミウム 0.001 未満 0.001 未満 0.01 以下 

鉛 0.005 未満 0.005 未満 0.01 以下 

六価クロム 0.005 未満 0.005 未満 0.05 以下 

ひ素 0.001 未満 0.001 未満 0.01 以下 

総水銀 0.00005未満 0.00005未満 0.0005 以下 

セレン 0.001 未満 0.001 未満 0.01 以下 

ふっ素 0.1 未満 0.1 未満 0.8 以下 

ほう素 0.02 未満 0.02 未満 1 以下 


