
 

７－２ 焼却灰のアスファルト混合物利用に伴う調査  
 

施設管理部 施設管理課 小澤孝吉  
 
１．はじめに  
 下水汚泥の資源利用については、埋立処分量の減量化及び環境保全の観点から事業者と

して積極的に推進しなければならない。下水汚泥の発生量は、合流式下水道の改善や高度

処理施設などの導入により、今後さらに増大することが予想される。 

 平成 13 年度に発生した脱水汚泥量は、１日当たり平均で約 3,000ｔ、年間を通じて約 110

万ｔに達している。このうち、約 98％を焼却し、日平均で約 130ｔの灰に減量している。 

 この焼却灰は、未焼却の脱水汚泥と特殊セメントを混練り・固化した後、東京湾臨海部

にある都の埋立処分場に埋立処理している。一方、焼却灰は圧縮焼成ブロック（メトロレ

ンガ）、軽量細粒材（スラジライト）、セメントや軽量骨材の原料などの建設資材としても

有効利用を図っている。区部の平成 13 年度における下水汚泥の資源有効利用率は、脱水汚

泥量換算で 40.3％である。 

 今後は、ゼロエミッションによる資源循環型社会の実現を目指すため、下水汚泥の全量

資源化に取組む必要がある。このことから、下水汚泥の資源化メニューの多様化を図るた

め、新たに下水汚泥焼却灰のアスファルト混合物利用を検討したので報告する。 

 
２．調査目的  
 本調査は、下水処理の過程に伴って発生する下水汚泥焼却灰を有効利用する観点から、

アスファルト混合物材料としての利用の可能性を技術面から検討したものである。 
 アスファルト舗装の材料として用いられるアスファルト混合物は、瀝青材料（アスファ

ルト）、骨材（砕石、砂）及びフィラーを所定の割合で混合し、加熱したものである。  
 このうち、フィラーには石灰岩やその他の岩石を粉砕した石粉、消石灰、セメント、及

びフライアッシュなどの微粉末材料が用いられている。このフィラーには、石灰岩を粉砕

した石粉（以下、「舗装用石粉」と呼ぶ。）が も多く用いられている。フィラーは、アス

ファルトなどの結合材と一体となって骨材間の間げきを充填し、アスファルト混合物の安

定性や耐久性を向上させる役割があり、アスファルト混合物に占める割合は、重量比で概

ね４～５％程度である。  
下水汚泥焼却灰（以下、「焼却灰」と呼ぶ。）も同様に微粉末状であり、性状や成分など

が舗装用石粉と類似していることから、その代替材料として利用することの可能性につい

て検討した。  
  
３．調査概要  
 （社）日本道路協会発行のアスファルト舗装要綱（以下、「舗装要綱」と呼ぶ。）では、

アスファルト舗装に使用する材料を規格値等の明示の有無から図１に示すように分類して

いる。焼却灰は、規格値等が明示されていない材料のうち「副産物」に該当する。  
副産物とは、アスファルト舗装用に開発された材料ではなく、他の生産活動に伴って発

生した材料であり、規格値等は明示されていない。なお、舗装要綱では副産物については

単体での性状が規格値を一部外れていても、舗装材料として良好な性状が得られると判断



 

されれば、積極的な利用が可能であると述べている。  
 したがって、焼却灰をアスファルト舗装用材料として利用するためには、安全性、施工

性、耐久性及び既存材料と同等以上の品質を有しているか否かを検証する必要がある。  
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図１ 舗装用材料の分類 
 
４．調査内容  
 焼却灰がアスファルト舗装用材料（アスファルト混合物）としての、利用の可能性につ

いて以下の項目で検討する。また、焼却灰をアスファルト混合物に利用するための調査フ

ローを図２に示す。  
 ①安全性及び有害性等の確認  

  ②既存材料と同等以上の品質の確認  
  ③施工性及び耐久性の確認 
  焼却灰の物理性状  
                  水分、粒度、比重、塑性指数 

                 フロー値、浸水膨張率、剥離 
  アスファルト混合物の

    材料試験 
 

                  適アスファルト量、密度 
                 飽和度、安定度、フロー値 

  アスファルト混合物の
    配合試験 

 

 
  安全性の評価  
 

                 残留安定度、動的安定度 
                 剥離率 
 

  耐久性の確認  
                  わだち掘れ、平坦性、ひび割れ

                 すべり抵抗値 
  材料の評価  

図２ 焼却灰をアスファルト混合物に利用するための調査フロー 



 

 試験方法は、JIS 規格若しくは（社）日本道路協会発行の「舗装試験法便覧」を準拠し

た。また、規格値については、舗装要綱及び東京都土木材料仕様書に準じた。 
 試験に用いた試料は、区部にある汚泥処理施設（小台処理場、葛西処理場、新河岸処理

場、南部スラッジプラント）の焼却炉から発生した灰である。試験は、各焼却施設から発

生した焼却灰を毎月１回定期的に採取し、１年間における焼却灰の性状変化を調査した。

さらに、比較検討するため、通常用いられている舗装用石粉についても同様の試験を実施

した。 
 本調査については、建設局道路管理部保全課の協力並びに同土木技術研究所技術部の指

導及び助言を得ながら実施した。 
 
５．調査結果と考察  
５．１ 焼却灰の物理性状試験 
 焼却灰の物理性状試験結果を表１に示す。なお、当該試験の結果は、葛西処理場の焼却

炉から発生した焼却灰を用いたものであるが、他の処理場等の焼却灰も同様な結果であっ

た。 

 （１）水分試験（JIS A 5008） 

  水分を含んだフィラーは、骨材計量において誤差をもたらすだけでなく、団粒化しや

すくなり、均一な混合が行いにくくなる。また、団粒部分が欠陥となり、舗装破損の原

因となる。 

  焼却灰の水分量は変動が小さく、焼却灰単体（100:0）及び焼却灰と舗装用石粉との配

合比を変化させても規格値（1.0 以下）を十分満足している。 

 （２）粒度試験（JIS A 5008） 

  フィラーはその大部分が 75μm 網ふるいを通過する微粉末である。粒度は、フィラー

の粒子を表す指標として重要であり、アスファルト混合物の安定性や耐久性などと密接

な関連性がある。 

  焼却灰単体（100:0）では、舗装用石粉と比較して若干粗くなっている。また、粒度の

変動が大きく、焼却灰単体では規格値を外れるものもあるが、舗装用石粉との混合使用

により規格値を満足する 結果となった。  
 （３）比重試験（JIS A 5008） 

  比重（密度）は、フィラーとしての性状を左右するものではないが、比重の小さいも

のは飛散しやすく、アスファルト混合物の製造時等において取扱いが困難になる。 

  焼却灰は、舗装用石粉と比較して全体的に軽く、変動が大きい。また、焼却灰単体

（100:0）では規格値（2.60 以上）を外れるものもあるが、舗装用石粉との混合使用に

より規格値を満足する。 

 （４）塑性指数試験(JIS A 1205～6) 

  塑性指数が大きいフィラーは、水分や油分の吸収が大きく、膨潤することによってア

スファルト混合物の強度が低下し、あるいは剥離等を引き起こし、舗装破壊の原因とな

る。 

  焼却灰の塑性指数は、全て NP（測定不能）となり、水になじみにくいという結果が得

られた。 

 （５）加熱変質性試験(舗装試験法便覧) 

  試料を 200℃で加熱した時の変質の程度を評価するもので、加熱変質を起こすと色が



 

変化することがある。結果は、焼却灰の加熱変質は認められなかった。  
 （６）フロー試験（舗装試験法便覧） 

  フィラーのアスファルト吸収性を表す指標として、フロー値がある。このフロー値は、

アスファルト混合物を締固めた状態でのフィラーの吸収アスファルト量との関係があ

り、フロー値が大きいほど多くのアスファルト量を必要とする。 

  焼却灰単体（100:0）では、規格値（50％以下）を大きく上回る結果となったが、舗装

用石粉との混合使用（30:70）により規格値を満足することができる。なお、焼却灰は

舗装用石粉に比べて表面の凹凸が大きく、表面積が多い。このことがフロー値に影響し

ているものと考えられる。 
 （７）浸水膨張率試験（舗装試験法便覧） 
  締固めたフィラーの膨張量を測定することにより、フィラーとしての適性を判断する。

浸水膨張率の大きいフィラーは、アスファルトの剥離性に影響を及ぼす。 

  焼却灰は変動が大きく、規格値（3.0 以下）を満足しない場合もあるので注意を要す

る。このため、浸水下での膨張による剥離が懸念されるため、アスファルト混合物とし

ての水浸マーシャル安定度試 験により影響を判断することとする。  
 （８）剥離抵抗性試験（舗装試験法便覧） 
  水が作用する条件下においては、骨材に対するアスファルトの剥離性にフィラーが与

える影響がある。結果は、焼却灰の剥離は認められなかった。 
 
                   表１ 焼却灰の物理性状試験結果（葛西処理場） 

試 験 項 目   焼     却

灰   

      舗装用石

粉 

規 格 値

      （100:0） (60:40） (30:70）      

 水 分 量（％）  0～0.2 0～0.2 0.1 0.1 1.0 以下

  粒 度  0.6 ㎜  99.8～100 99.9～100 99.9～100 100.0  100 

( ふ る い

の 

 0.3 ㎜  98.7～100 99.1～100 99.6～100 100.0  － 

通 過 質

量) 

 0.15 ㎜ 88.1～96.9 91.3～96.5 93.6～96.1 96.1 90～100

 （％）  0.075 ㎜ 69.6～92.5 75.3～89.3 79.6～87.0 83.8 70～100

 密 度（ｇ/㎝ 3） 2.574～2.658 2.627～2.679  2.673～2.699 2.708 2.60 以上

 塑性指数（％）  NP NP NP NP 4 以下 

 加熱変質     なし なし なし なし なし 

 フロー値（％）  94.3～119.6 67.5～82.2 47.4～55.2 27.3 50.0 以下

 浸水膨張率（％） 1.2～3.7 2.0～3.3 2.5～3.1 2.6 3.0 以下

 剥離試験     合格 合格 合格 合格 合格 

 注）焼却灰の括弧値は、焼却灰と舗装用石粉の配合比である。                     

 
 
 



 

５．２ アスファルト混合物試験  
 焼却灰がアスファルト混合物に及ぼす影響を調査するために、アスファルト混合物に関

しての試験を実施した。 初に、焼却灰を混入した密粒度アスファルト混合物（ストレー

トアスファルト 40/60）の配合試験を行い、アスファルト混合物での 適アスファルト量

を決定した。また、他に密粒度アスファルト混合物（改質アスファルトⅡ型）及び排水性

アスファルト混合物（高粘度改質アスファルト）についても、同様な試験を実施した。 
 さらに、水浸マーシャル安定度試験、ホイールトラッキング試験及び水浸ホイールトラ

ッキング試験により、アスファルト混合物としての各種性状を確認した。 

 （１）アスファルト混合物の配合試験（舗装試験法便覧） 
アスファルト混合物の 適アスファルト量を決定するため、マーシャル安定度試験を

実施した。試料については、葛西処理場の焼却炉から発生した焼却灰を用いた。 
適アスファルト量は、マーシャル安定度試験から得られる供試体の密度、空隙率、

飽和度、安定度、フロー値の規格値を満足するアスファルト量の範囲を求め、その全て

の規格値を満足している時におけるアスファルト量の中央値である。マーシャル安定度

とは、アスファルト混合物の材料強さを表す指標である。 

適アスファルト量における各マーシャル特性値を表２に示す。 

試験結果は、各アスファルト混合物とも焼却灰の配合割合が増加するのに従い、 適

アスファルトが増大する傾向がある。これは、焼却灰の吸収性に起因しているものと考

えられる。なお、他のマーシャル特性値も規格値を概ね満足しており、焼却灰の配合割

合の変化に伴っての差異は生じてない。また、焼却灰を 30％混合使用したアスファルト

混合物は、通常の焼却灰を用いていないアスファルト混合物と同程度のマーシャル特性

値を示していた。 

 
表２ 最適アスファルト量におけるマーシャル特性値 

  混合物の種

類 

 

           

 適ｱｽﾌｧﾙﾄ

量  

（％）  

 密 度

(ｇ/cm3)

 空隙

率 

(％)

 飽和度

(％)  

 安定度 

(ｋＮ) 

 フロー値

 (1/100 ㎝）

通常のｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 5.5 2.378 4.1 75.4 15.63 34 

   密粒度 (100:0) 6.1 2.346 4.6 75.0 16.62 37 

 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (60:40) 5.7 2.369 4.2 75.6 15.56 38 

（ ｽﾄﾚ ｰ ﾄ ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ

ﾄ）      

(30:70) 5.5 2.379 4.1 75.4 15.84 37 

密粒度ｱｽﾌｧﾄ (100:0) 6.1 2.355 4.0 77.7 15.74 34 

 混合物(改質) (30:70) 5.6 2.371 4.2 75.4 15.95 32 

排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ (100:0) 6.0 2.010 18.4 － 6.11 32 

 混 合 物 (高 粘

度) 

(30:70) 5.1 2.004 19.9 － 5.67 32 

  注）括弧の数値は、焼却灰と舗装用石粉の配合比である。                           

 

 （２）水浸マーシャル安定度試験（舗装試験法便覧） 

アスファルト混合物の耐水性を評価するためのもので、48 時間養生の試験と 30 分間



 

養生の試験に対するマーシャル安定度の百分率で表わす残留安定度を求める。残留安定

度が低いアスファルト混合物は、アスファルトと骨材が剥離しやすくなり、舗装の破壊

を促進させる原因となる。 

水浸マーシャル安定度試験の結果（残留安定度）は、表３に示すとおりである。 

試験結果は、各アスファルト混合物とも焼却灰の配合割合が増加するのに従い、残留

安定度が低下する傾向がある。この原因は焼却灰の吸収性が高いため、アスファルトを

多く吸収することにより骨材との付着が弱くなることが考えられる。 

なお、事前に実施した焼却灰の浸水膨張率試験の結果では、膨張による剥離等が懸念

されていたが、焼却灰を 30％混合使用したアスファルト混合物では規格値を満足してい

る。これは、焼却灰がアスファルトと骨材に対して接着性が良く、焼却灰がアスファル

トに十分コーティングされていれば、剥離に対する懸念は少ないと考えられる。 

（３）ホイールトラッキング試験（舗装試験法便覧） 

夏期の路面温度が高温になった時に発生するわだち掘れに対する抵抗性を評価するも

ので、耐流動性の指標となる動的安定度（ＤＳ）を求める。動的安定度とは、アスファ

ルト混合物の塑性流動に対する抵抗性を表わす値であり、わだち掘れ１㎜当たりの試験

輪の通過回数で表される。 

ホイールトラッキング試験の結果（動的安定度）は、表３に示すとおりである。 

試験結果は、焼却灰を混入していない通常のアスファルト混合物と比較しても、遜色

のない結果が得られていることから、十分に耐流動性を有していると言える。また、焼

却灰の配合割合による変化に対しても、各アスファルト混合物とも顕著な差異が認めら

れずに良好な結果を示している。ただし、焼却灰を 100％置き換えた場合には、他の配

合のアスファルト混合物と比較して低い結果だった。 

 （４）水浸ホイールトラッキング試験（舗装試験法便覧） 

水浸走行によるアスファルト混合物の水の作用条件下での剥離状況を評価するもので、

剥離率を求める。水侵ホイールトラッキング試験の結果（剥離率）は、表３に示すとお

りである。 

試験結果は、焼却灰の配合割合が増加するのに従い、剥離率が増大する傾向にあり、

耐水性が劣る結果となった。なお、焼却灰を 30％混合使用したアスファルト混合物は、

通常の焼却灰を用いていないアスファルト混合物と同程度の結果である。 

表３ アスファルト混合物の性状試験結果 

 混合物の種類   
              

残留安定度

（％）  

動的安定度

（回 /㎜）  

剥離率  

（％）  

通常のｱｽﾌｧﾙﾄ混合物   79.4 1,062 5.0 
密粒度  (100:0) 63.0 758 10.8 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (60:40) 74.1 1,165 7.2 
 （ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ） (30:70) 81.0 1,174 5.5 

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ (100:0) 79.8 10,500 9.8 
  混合物 (改質 ) (30:70) 88.0 11,118 7.7 

排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ (100:0) 83.0 8,591 2.7 
  混合物 (高粘度 ) (30:70) 90.6 7,875 2.2 
  注）括弧内の数値は、焼却灰と舗装用石粉の配合比である。  



 

５．３ 安全性評価試験  
 焼却灰の中に含有している重金属等有害物質が実際に溶出するか否かを検証するため、

溶出試験を実施した。 

 溶出試験は、焼却灰単体の月別変化と焼却灰を混合使用したアスファルト混合物（アス

ファルト混合物中に占める焼却灰の量は、舗装用石粉の重量に対して30％とした。）に関し

て実施し、安全性を評価した。アスファルト混合物による溶出試験では、通常の混合物と

強制劣化した混合物についての２通りを実施した。 

 試験方法は、焼却灰単体については「平成３年 環境庁告示第 46 号（JIS K 0102 55.3）

IPC 発光分光分析（Cd 換算）」を、焼却灰を混合使用したアスファルト混合物については「下

水汚泥再生建設資材の安全性評価法（平成９年 日本下水道協会編）」のＣＯ2 飽和法に準

拠した。 

 一例として葛西処理場の焼却炉から発生した焼却灰を用いた時の溶出試験結果を、表４

に示す。なお、他の処理場等の焼却炉から発生する焼却灰についても同様な結果であった。 

 （１）焼却灰の溶出試験 

試験結果は、焼却灰単体では一部において、「土壌の汚染に係る環境基準（平成３年 環

境庁告示第 46 号）」のうち、ヒ素（Aｓ）及びセレン（Se）についての基準を満足してい

ないものがある。 

 （２）焼却灰を混合使用したアスファルト混合物の溶出試験 

通常のアスファルト混合物及び強制劣化したアスファルト混合物とも、「土壌の汚染に

係る環境基準」についての基準を十分満足している。このことにより、土壌環境基準を

上回る重金属等有害物質の溶出は認めらず、安全性が確認された。 

強制劣化の状態とは、熱風乾燥機を用いて 135℃で４時間、85℃で２週間養生したも

のであり、10 年間の自然劣化を想定したものである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

表４ 焼却灰及び焼却灰入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物における溶出試験結果の一例 

    

(mg/㍑) 

測定年月及び種別  ｶﾄﾞﾐｳﾑ  鉛   総水銀  ヒ素   六価ｸﾛﾑ  セレン

 10 月 不検出 不検出 不検出 0.082 0.005 0.180 

 平 成 12

年  
11 月 不検出 不検出 不検出 0.330 不検出 0.076 

 (焼却灰) 12 月 不検出 不検出 不検出 0.220 0.010 0.018 

 １月 不検出 不検出 不検出 0.130 不検出 0.024 

 ２月 不検出 不検出 不検出 0.240 0.021 0.330 

３月 不検出 不検出 不検出 0.220 不検出 0.021  

 平 成 13

年  
４月 0.002 0.003 不検出 0.094 不検出 0.003 

 (焼却灰) ５月 0.002 0.051 不検出 0.100 不検出 0.005 

 ６月 0.003 不検出 不検出 0.072 不検出 0.007 

 ７月 不検出 0.001 不検出 0.440 0.006 0.007 

 ８月 不検出 不検出 不検出 0.130 不検出 0.016 

 ９月 不検出 0.001 不検出 0.620 0.006 0.027 

 通常の ｱｽﾌｧ ﾙ ﾄ混合

物 
不検出 不検出 不検出 0.003 不検出 不検出

強制劣化したｱｽ混合

物 
不検出 不検出 不検出 0.003 不検出 不検出

土 壌 環 境 基 準 0.01 0.01 0.0005 0.01 0.05 0.01 

 

５．４ 試験舗装  
 これまでの室内試験の結果、焼却灰を混合使用したアスファルト混合物においては、焼

却灰の配合割合を 30％以下に抑えた場合には、東京都土木材料仕様書に規定されている規

格値を十分満足した。 

 さらに、アスファルト混合物においての施工性及び耐久性等を検証するため、実交通に

供している都道（特例都道第 450 号線）及び処理場内（葛西処理場、新河岸東処理場）に

ある構内道路を使用して、試験舗装を実施した。また、平成 13 年度に都道での試験舗装を

２箇所追加した。 

  調査項目は、目視観察、縦・横断形状測定及びすべり抵抗性試験である。調査方法は、

焼却灰を利用した区間（焼却灰の混合割合を変化させている。）と焼却灰を全く用いない標

準区間を設けて、双方を比較することによりその有意性を検証することとした。 

 （１）施工性 

アスファルト混合物の敷き均しや締固めといった施工性については、全体的に焼却灰

の混合使用による大きな影響は認められず、通常のアスファルト混合物を用いた場合と

何ら変わりがなく施工ができた。 

 （２）耐久性 



 

交通に供用した後、各試験舗装箇所とも概ね６ヶ月から 24 ヶ月程の年月が経過してい

るが、ひび割れ、わだち掘れ、平坦性及びすべり抵抗などの路面性状については、車両

走行による路面変化は特に認められず健全な状態であり、現在のところ焼却灰の混入に

よる影響は生じていない。 

 
６．おわりに  
  都が実施する建設工事で使用する材料については、「土木材料仕様書」で品質や性状など

の規格を規定している。この「土木材料仕様書」が平成 13 年度に改訂されたのに伴い、焼

却灰がアスファルト混合物の舗装用石粉の代替材料として新たに使用が可能となった。使

用方法については、アスファルト混合物中の舗装用石粉の重量比 30％以下で混合するもの

である。しかし、未だ正式に採用された訳ではなく、当面は参考材料としての取扱いであ

る。 

 したがって、今後は試験舗装箇所をさらに追加するなどして、数多くのデータを集積し、

焼却灰を混合使用したアスファルト混合物が舗装材料として、十分に品質や耐久性などの

各性能を有しているか否かを検証することにより、本採用として取扱いされるものである。 

 以上、焼却灰のアスファルト混合物への有効利用としての取り組みを、建設局道路管理

部並びに土木技術研究所の協力を得ながら、技術的な視点より検討してきた。その結果、

概ね良好な成果を得ることができ、利用が可能となった。 

 焼却灰は、アスファルトフィラーとして使用される舗装用石粉と性状が非常に類似して

いることから、利用にあたっては、特別な設備を設ける必要がなく、計量施設や混合施設

の検討のみで供給が十分可能である。また、道路舗装の材料として使用されているアスフ

ァルト混合物は、地域的な偏りがなく長期的に安定した需要が見込まれ、市場性が高い製

品であると言える。 

 今後は、事業化に向けた取り組みとして、焼却灰を民間アスファルトプラント会社に供

給するための事業実施計画を策定し、関係部署との調整を図り、具体的な事業体制の構築

を目指すことになる。 

 後に、この事業化により資源化メニューがさらに追加されることとなり、資源循環型

社会の実現に向けて一歩近づくことになる。 

 
 




