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1. はじめに 

 

発泡スチロール（Expanded Poly Styrene、以下 EPS と

称する）の 2004 年度の生産量は、19 万 4 千トンで、そ

の内訳は容器が 58％、緩衝材・他が 27％、建材・土木

が 15％となっている。これに対し、回収されているの

は、17 万 5 千トンで、その内訳は再生利用（リサイク

ル）が 69.3％、埋立処分が 22％、焼却処分が 8.7％で

あり、リサイクル率は年々増加しているが、今だ約 3

割が廃棄物として処分されている 1）。このような背景か

ら、当社では使用済 EPS を環境保護と資源の有効利用

の観点から、骨材に再生する技術とその用途技術の開発

を進めてきた 2）。 

ここで報告する技術は、利用目的や要求性能に即した

粒径や硬さに調整できる大成 EPS 骨材 Tepsa（Taisei 
Expanded Poly Styrene aggregate）と、その用途技術テプ

サム（Tepsam: Tepsa-based material）である。 

Tepsa に関しては、骨材としての物性に関する特性と

粉砕した廃棄 EPS を、温風により各粒子の表面を均一

に減容して製造される Tepsa の製造工程と量産型自動製

造装置について述べる。 

テプサムに関しては、吸音板（壁）、軽量土、緑化基

盤として開発された素材の特性と代表的な実用化の事例

を紹介する。また、本年開催の愛知万博で舗道を涼しく

するシステムとして採用された新規開発の舗装ブロック

についても、その特性と施工事例について報告する。 

 

2. EPS 骨材：Tepsa 

 

2.1 Tepsa の製造方法とその特長 

EPS 骨材 Tepsa の製造方法は、 例えば軽量土に使用

する最大粒径 2.5mm、粒子密度 0.2 g/cm3 の場合、図−1

に示すように廃棄 EPS を最大粒径 4mm に破砕後、 

120℃±1℃の温風を均一に約 15 分間、減容処理する。

この温風減容処理により、容積が約 1/8になり目的の密

度の硬くて軽い骨材が得られる。Tepsa の特徴を以下に

示す。 

①EPS 粒子に鉛直方向に 3kN/m2 の荷重を載荷した場合

の圧縮割合は、使用済 EPS 粉砕品が 30～50％、バー

ジン EPS ビーズが 10％、Tepsa が 1％である。Tepsa
は粒子表面が硬いため、他の EPS 粒子よりも耐圧縮

性に優れている。 

②粒度は廃棄 EPS の粉砕時粒子径を調整することで

Tepsa 粒子が決まる。実用生産では、 Tepsa 粒径 1、3、

5、10mm 以下の4種類に対応している。 

③EPS 特有の静電気が発生しにくいため、屋内外共に作

業性に優れている。 

④粒子密度は、0.2 g/cm3 以下、見掛けの密度は 0.1 

g/cm3 程度と軽量である。また、用途に応じて粒子密

度を 0.05～0.5 g/cm3 の範囲で選択することが可能で

ある。 

2.2 Tepsa 量産型製造機の概要 

図-2 に量産型の Tepsa 製造機を示す。原料サイロへ粉
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砕された廃棄 EPS 粒子が空気圧送により所定のサイロ

に送られ、計量される。その後、減容炉に投入され所定

時間 120℃±1℃の温風を均一に EPS 粒子にあて Tepsa
が製造される。 
2.3 Tepsa 生産・貯蔵 

図-3 に生産フローを示す。廃棄 EPS の粉砕、Tepsa 製

造、Tepsa ストックまでの流れを示す。 

 

３. テプサム吸音板・テプサム吸音壁 

 

3.1 概 要 

 Tepsa を用いた２種類目の建材として、テプサム吸音

板、テプサム吸音壁を開発した。 
 テプサム吸音板は、Tepsa-3（粒子密度 0.20g/cm3-最大
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図-2 Tepsa 量産型製造機の概要 

Outline of Tepsa Production Equipment 
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図-3 Tepsa 生産フロー 

Production Flow of Tepsa 
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粒径 3.0mm）をセメントペースト（普通ポルトランド

セメント、混和材、補強樹脂液、補強繊維、増粘剤、高

性能減水剤等）と混練し、プレス成形する。テプサム吸

音板の仕様を表-1に示す。 
 テプサム吸音壁はテプサム吸音板を適切な空気層を確

保して鋼製枠に取り付けた吸音壁で、コンクリート等の

構造物に貼り付けて使用する「貼付けタイプ」（図-4）
と、それ自体に遮音板を組み込み、自立させて使用する

「防音壁タイプ」（図-5）の２種類がある。後述するが、

テプサム吸音壁の吸音性能の周波数特性は、テプサム吸

音板と背後空気層の厚さで変化する。開発した２種類の

製品は、いずれも鉄道音低減を狙った吸音性能を実現し

ている。テプサム吸音壁の仕様を表-2 に示す。 
3.2 特 徴 

 テプサム吸音板、テプサム吸音壁は以下に示す特徴を

有する。 
・耐水性に優れるため、雨水のかかる屋外に設置可能 
・耐紫外線等耐候性に優れる 
・骨組材、遮音板（防音壁タイプ）、空気層用格子枠

（貼付けタイプ）に高耐食性鋼販を使用 
・テプサム吸音板は、下地材に対してビス止め等の施工

が可能 
・テプサム吸音板表面に「落書き対策塗料」を塗布する

ことにより、吸音性能を低下させることなく、スプレ

ー塗料による落書防止効果（着色のしにくさ、落書き

除去性能向上）が得られる 
3.3 適用例 

 テプサム吸音板の適用例を図-6 に示す。写真-1（屋外

設備機器の防音パネルの吸音板として施工）に、テプサ

ム吸音壁の適用例を写真-2（「貼付けタイプ」）、写真-3
（「防音壁タイプ」）、写真-4（同）に示す。 
3.4 性 能 

 テプサム吸音壁の吸音性能を図-7 に示す。鉄道音の

うち、レール上を鋼製の車輪が転がることにより生じる

「転動音」、列車の「モーター音」の低減を狙って 500
～1kHz 付近に、急カーブ走行時にレール側面と車輪の

フランジがこすれて生じる「きしり音」の低減を狙って

2～4kHz に高い吸音性能を実現している。なお、「貼付

タイプ」の空気層に挿入した格子枠は空気層を確保する

ための支持材としての機能に加え、吸音性能の向上を狙

っており、ピーク周波数で約 10%の性能向上が図られ

ている。 
図-8 にテプサム吸音壁の列車音低減効果の実測例を

示す。測定は、 
a.防音塀なし 

b.遮音塀（吸音なし） 
c.テプサム吸音壁（防音壁タイプ：高さ 1.5m） 

 

図-4 プサム吸音壁「貼付けタイプ」 

“Plaster-type”of Tepsam sound absorptive barner

表 2 テプサム吸音壁の仕様 

Specification of Tepsam sound absorptive 

barner 

 貼付けタイプ 防音壁タイプ

材 料 テプサム吸音板，高耐食性鋼販 

吸音板厚さ 24mm 35mm 

寸 法 
750 × 2,000 ×

52mm 
750 × 2,000 ×

66mm 
重 量 67kg 84kg 

図-5 サム吸音壁「防音壁タイプ」 

“Sound-proof-type”of Tepsam sound

abskorptive barner 

表-1 テプサム軽量板の使用 

Specification of Tepsam sound absorptive 

pannel 

寸 法 最大 1,100×700mm 

厚 さ 35～120mm 

材 料 
Tepsa・天然砂・セメント・混和

材料 

比 重 0.85 

圧縮強度 4.0N/mm2 

曲げ強度 1.8N/mm2 

促進耐候性 ｻﾝｼｬｲﾝｳｪｻﾞｰﾒｰﾀｰ 4000 時間異常なし 
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の３条件について実施し、a、b の差、a、c の差を示し

ている。 
 受音点高さにより鉄道音の低減量は異なるが、b、c
で列車下部発生音（転動音、モーター音）の直達音が到

達しない受音点（No.1～3）では遮音壁の騒音低減効果

は 4.1～7.6dB、テプサム吸音壁の効果は 6.5～9.5dB で

あった。（いずれも「a.防音塀なし」に対する値）一方、

b、c で列車下部発生音（転動音、モーター音）が直接

到達する受音点（No.4）では遮音壁の騒音低減効果は

0.9dB、テプサム吸音壁の効果は 3.7dB であった。列車

下部発生音が直接到達する受音点でもテプサム吸音壁設

置時に列車騒音が低下したのは、軌道近傍の受音点

（No.5）において、b.遮音塀設置時には遮音塀での反射

の影響で 2.3dB 鉄道音が増幅したのに対し、テプサム吸

音壁設置時には 0.5dB 低下したことで分かる通り、吸音

板により鉄道音の音源近傍の音圧が低下したことに起因

すると考えられる。 
3.5 まとめ 

 Tepsa を利用したテプサム吸音板、テプサム吸音壁を

紹介した。 

 

 
写真-1 屋外設備機器の防音パネルの吸音板 

 
写真-2「貼付けタイプ」 

 
写真-3「防音壁タイプ」 

 
写真-4「防音壁タイプ」 

図-6 吸音板（壁）の適用事例 

Application of Tepsam sound absorptive

barner 

図-7 テプサム吸音壁の残響室法吸音率 

Aborptive co-efficienct of Tepsam sound 

absorptive barner 

4.9dBA／7.1dBA
隣地建物

12.5m 凡例 防音塀なし->遮音塀

防音塀なし->
　テプサム吸音壁

0.9dBA／3.7dBA

No.1：GL+1.2m

No.2：GL+5.2m
(レールと同一高さ）

No.4：GL+12.6m
(防音壁影響外）

No.3：GL+8.9m
(No.2,No.4の中間）

4.1dBA／6.5dBA

7.6dBA／9.5dBA

4.9dBA／7.1dBA

No.5：（軌道近傍）

No.6：（軌道近傍）

防音壁（両側）

-2.3dBA／0.5dBA -2.4dBA／0.2dBA

図-8 吸音壁壁の設置と低減効果 

Section of absorptive barner and degradation

effect 
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４. テプサム軽量土 

 

4.1 テプサム軽量土とは 

 土を軽量化する方法は、①気泡を多くすること、②軽

量骨材を使用すること、③全量軽量材で置き換える方法

などがある。テプサム軽量土は、二番目の材料に該当し、

ドライ工法及びスラリー工法に適応できる。本材料に比

較される材料に粒状 EPS 材を用いたビーズ混合土があ

る 2）。 

軽量土の種類を、混合方式と材料とで分類した（表-

3）。混合方式にはドライとスラリーがある。ドライ混合

方式は、つとめて水を使用しないで混合し、それを適用

箇所に運び、撒きだししてから締固める方法である。ス

ラリー混合方式は、ミキサーで水を使用して混合し、一

般的にはポンプ打設する。したがって、ドライ混合方式

は、打設面がオープンな場所に、スラリー混合方式は閉

鎖した空間やオープンな場所に適用できる。また、ドラ

イ混合方式では、セメント使用する場合とそうでない場

合があるが、スラリー混合方式では、セメントを使用し

て強度を期待する場合が多い。 

土には、購入砂あるいは発生土を使用する場合がある。 

 

表-3 軽量土の混合方式と材料による分類 

Types of Light Weight Soils 

分 類 気泡混合 軽量骨材混合 軽量材置換 

ドライ混合 × ○ × 

スラリー混合 ○ ○ × 

種類 

気 泡 混 合

処 理 土 、

SGM 、

HGS 、

FCB 

ビーズ混合処

理土、パーラ

イト、水砕ス

ラグ 

EPS ブロッ

ク、EPS ビー

ズ、廃ガラ

ス、 

○ ：適用可、×：適用不可 

SGM:Super Grade Material, HGS:High Grade Soil,FCB:Foamed 

Cement Banking Method 

 

4.2 テプサム軽量土の適用方法 

上述のように、軽量土としての土には、購入砂や発生

土を使用する場合がある。したがって、土の種類を選別

し、その性質を調べておく必要がある。 

（1）室内配合試験 

 室内におけるビーズ混合土の配合に関しては、文献

3）に詳しくその方法が記載されており、これが標準化

されている。原料土（最適含水状態）、安定材（普通ポ

ルトランドセメント）、水（加水分）に対して Tepsa の

混合比 VB を変え、締固め試験を行う。締固めは、突固

めによる試験（JIS A 1210 A 法）によるが、突固めエネ

ルギーはビーズの損傷を避けるために１/2Ec で行う。

そして、一軸圧縮試験（砂質土：材令 7 日、粘性土：材

令 28 日）を行う。 

（２）現場配合試験 

現場に各材料を納入し、10m3 のベッセルの中に各材料を

投入し、バッックホーで撹拌するバッチ方式をとる。そして、

現場で撒きだししたあと、振動ローラーで締固めを行い、必

要強度と密度が発揮できる条件を抽出する。 

現場配合としては、原位置混合があるが、これは施工量

が数千 m3以上の場合に適用する 4）。 

 

4.3 施工例 5） 

（１）施工場所：横浜市鶴見区（横浜市下水道局発注） 

（２）施工時期：2004 年 3 月 

（３）施工方法 

 施工場所は図-9 に見るように、都市部河川の地下埋

設下に伴って設置された埋設ボックスカルバートの周辺

を軽量土で埋める作業である。使用目的は、ボックスカ

ルバートへの土圧低減である。軽量土を作成する場所が

現場近くに探せなく、約 5km 離れた資材置場に発生土

図-9 ボックスカルバート周辺の状況 

Execution Site around boxculvert 

 
図-10 締固め作業 

Compaction Work 
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を仮置きし、粒状再生 EPS と混合したあと、4 トンダン

プトラックで現場に搬送し、敷きならし、転圧による埋

め戻しを行った（図-10）。 

 室内配合試験結果より、標準配合を表-4 に示すよう

に決定し１バッチ 10.3m3 を基本としてバッチ混合した。

その時の計測結果を表示す。この混合土を現場に搬送し、

締固め転圧を行って所定の軽量土を作成した。その時に

現場よりコアサンプルによる結果を表-5 に示す。 

原料土の最適含水比は 28.5％、安定材は普通ポルトラン

ドセメントを使用した。 
表-4 基本配合（m3あたり） 

Mix Proportion(/m3) 

原料土 Tepsa 安定材 水 原料土含水比

（％） kg ℓ kg kg 

22.5 860 783.2 24.0 151.2 

 
4.4 あとがき 
 粒状 EPS 材を混入した軽量土は、HGS 発泡ビーズ混

合軽量土工法として 10 数年前から実用化され、その実

施例も増えている。しかし、本報文にも示したように、

Tepsa を用いても技術的にはほとんど遜色のない軽量土

ができることがわかった。問題は、リサイクル材に常に

科されている経済性である。大型都市で排出された EPS

材を周辺部で集積し、再生したあと、都市部あるいはそ

の他の箇所に再度供給する体制を敷いた場合、その価格

設定が非常に難しい。材料価格に占める輸送費が無視で

きないのが本材料の特徴である。 

今後、骨材製造のコストダウンや製造の合理化などに

も組み込んで、さらなるリサイクルを推進していく予定

である。 

 

5. テプサム緑化基盤 

 
5.1 開発の経緯 

Tepsa を建設資材として有効利用するための用途開発

が進められる中、緑化の担当者として、Tepsa の軽量性、

粒径が揃っている、という特性を考慮して、屋上緑化用

の植栽基盤として研究開発を進めることとした。東京都

が条例で一定面積以上の建物に対して屋上緑化を義務付

けたことも開発を進める要因となった。 
当時、屋上など人工地盤上の緑化は、軽量人工土壌を

客土することによって植栽基盤を造成していたが、人工

土壌の荷揚げや敷き均しに手間がかかる、人工土壌が飛

散してしまう、といった問題があった。そこで、Tepsa
を用いた植栽基盤を開発するにあたって、①既存建物に

も適用できるように軽量化を図ること、②基盤の排水

性･保水性に十分配慮すること、③パネル化することに

よって施工性を高めること、を目標とした。 
5.2 テプサム緑化基盤の特徴 

5.2.1 リサイクル材の活用 

Tepsa 以外にも、基盤に添加している固化剤には国土

交通省がグリーン調達品目に指定している高炉セメント

を、培土にはプラグ苗作成用にふるい分けられた残土を

用いることによって、資源の再利用に努めた。 
5.2.2 軽量性 

基盤に粒子密度 0.2 g/cm3 程度の Tepsa を 50％混合す

ることによって、55mm 厚の植栽基盤の重量を出荷時で

㎡あたり 33～38kg まで軽量化することができた。また、

技術センター屋上の試験圃場にて降雨後、芝が根付いた

状態で植栽基盤の重量を測定したところ、60～70kg／
m2であった。1 m2あたりの芝の重量は 15kg 程度である

ことから、この基盤は最大飽和時で 10ℓ／m2 の水を保

水できると考えられる。 

5.2.3 排水性・保水性 

芝草など根が細い植物には、排水性および保水性を兼

ね備えた土壌が植栽基盤に適しているとされており、そ

の基準として土壌の三相分布（固相：液相：気相）が指

標とされ、固相：液相：気相＝50：25：25 を最適とし

ている。ここで、液相率は土粒子表面に吸着される水分

量を、すなわち保水性を表し、気相率は非毛管空隙の割

合を表し、排水性の指標となる。テプサム緑化基盤には

Tepsa 以外に、培土とピートモスが混合されているが、

それらの混合割合については、配合比を変えて作成した

試験体の三相分布を測定することによって設定した。そ

の結果、テプサム緑化基盤の有効水分量（pF 値 1.8→
3.2）は 80～90ℓ／m3 で、一般の植栽土と同等の保水性

が得られた。 
5.2.4 強度（パネル化） 

テプサム緑化基盤は、Tepsa、培土およびピートモス

表-5 原位置密度 

Result of Density of Light Weight 

Soil Executed 

層 
平均湿潤密度

(tf/m3) 

含水比

(%) 

平均乾燥密度

(tf/m3) 

1 0.976 34.3 0.727 

2 0.982 35.6 0.724 

3 1.008 36.9 0.736 

4 1.021 35.5 0.754 

 



大成建設技術センター報 第38号(2005) 

 19-7

を所定量混合したものに固化剤を添加し、パネル成形し

ている。φ5×10cm に成形した試験体を用いて測定した

基盤の一軸圧縮強度は 150～200kN/m2 で、人が乗って

も崩れない程度の強度を備えており、持ち運び中に崩れ

ることなく、敷き並べるのみで植栽基盤を造成すること

ができる。 
5.2.5 温熱特性 

 所内実験棟の屋上で、テプサム緑化基盤に日本芝を張

って試験区において芝生表面の温度と試験区下のスラブ

表面温度を測定しているが、その結果として、2002 年 9

月第 1 週の測定結果を図-11 に示す。この 1 週間におけ

る芝生表面の日最高温度の平均値は 32.9℃で、スラブ

表面の日最高温度の平均値は 29.3℃だった。一般的に、

緑化していない屋上スラブの表面温度は夏期に最高

60℃まで上がる、とされており、55mm 厚の薄層基盤に

よる緑化でも屋上スラブ表面の温度を低減できることが

明らかとなった。また、梅田ら 6)は、テプサム緑化基盤

と芝を合わせた蒸発散量は一日あたり 3～4kg/ m2 であ

るとしており、日射エネルギーが潜熱化することによっ

てヒートアイランド抑制にも貢献すると考えられる。 

 以上の特徴を有するの基本特性の一覧を表-6 に示す。 
 

5.3 テプサム緑化基盤の構成 

 テプサム緑化基盤は、Tepsa を主体とした植栽基盤と

防根シート、板状排水材から構成される（図-12）。まず、

屋上防水層の上に、植物の根が防水層に侵入することを

防ぐために防根シートを敷く。このとき、緑化部外周を

囲う見切り材の縁まで防根シートを立ち上げるよう配慮

する。防根シートの上に板状排水材を敷くことによって

余剰水を速やかに排水する空間を設け、その上に植栽基

盤を並べる。この構成で、芝草やセダム類などの地被類

を育成することができる。 
 開発当初、散水方式として緑化部外周にスプリンクラ

ーを配置することを考えていた。しかし、芝が夏枯れし

てしまう、風によって散水ムラができる、といった問題

が生じたため、現在では、植栽基盤の一辺に溝を切って、

そこにドリップ式の散水ホースを埋設する自動散水方式

を採用している（図-13）。300mm ピッチでドリップホ

ースが埋設されているため、m2 あたりのホースの長さ

は 3.3m となる。また、このホースから m あたり毎分

0.12ℓの水が供給される。標準仕様として、夏期の散水

表-6 テプサム緑化基盤の基本特性 

Characteristics of Tepsam soil-panel 
寸 法 300×300×55mm（排水材を含まな

い） 

材 料 Tepsa-10、培土、ピートモス、固化剤 

重 量 60～70kg/m2（芝込み、最大飽和時） 

圧縮強度 150～200kN/m2 

有効水分量 80～90ℓ/m3（pF 値 1.8→3.2） 

 

＜2002.9.1～9.7における計測温度＞
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図-11 テプサム緑化基盤で造成した芝試験区における芝表面温

度とスラブ表面温度の推移 
Trends of temperatures on the surface of turfgrasses and

rooftop 

芝 

緑化基盤 

板状排水材 

防根シート 

図-12 テプサム緑化基盤の構成 
System of the artificial soil-panel 

図-13 散水ホースの埋設 
System of water-supply 
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給水パイプ

吸水

ノズル給水

保水性ブロック

目地

ブロック支持層

(保水性混合物)

吸水
吸水

基盤（防水処理）

 
図-16 支持層式舗装構成（断面） 

Pavement Component of Support Layer

type(section) 

を朝夕の 2 回、1 回あたりの散水時間を 30 分に設定し

ているため、テプサム緑化基盤における夏期の用水量は、

m2あたり 20ℓ程度である。 

5.4 適用事例 

 テプサム緑化基盤は、平成 14 年度より製品としての

販売を開始したが、これまでの実績として、物件数で

28 件、施工面積およそ 2,000 m2 の屋上を緑化した。最

近、都内の事務所ビル、学校施設などからの引き合いが

増えている。施工事例として、2003 年秋に広島支店屋

上の 200m2 をテプサム緑化基盤+｢みさと｣芝で緑化した

事例を紹介する（図-14）。自動散水設備を整備したため、

昨年夏の猛暑も問題なく越夏し、緑の屋上を維持するこ

と 

ができた。昼休みの休息場所として活用している、これ

までに比べて屋上直下階が過ごしやすくなった、との感

想をいただいている。 
 

図-14 広島支店屋上の緑化状況（04 年 8 月 27 日撮影） 

Example of roof of Hiroshima Branch Bulding 

 

6 テプサム保水性ブロック 
 

6.1 テプサム保水性ブロックの特長 

図-15 に給水イメージを、図-16 に支持層式舗装構成

を示す。この方式によるテプサム保水性ブロックの特長

を下記に記す。 

（１） 密度 1.45g/cm3（絶乾時）と軽量 
（２） 水の吸い上げが良好（6cm/分） 
（３） 滑り抵抗が大きい（BPN 値 66） 
（４） 吸水性支持層に Tepsa を利用し軽量化 
（５） Tepsa 利用し支持層とブロックの連続性高める 
 
6.2 テプサムを利用したクールロードシステム 

 保水性舗装はヒートアイランド対策、並びに快適な

外部づくりの有効な対策の一つとして位置付けられてい

る。しかし、従来の保水性舗装では晴天の日が続くと保

水された水分が蒸発し効果が持続しない。また、ペデス

トリアンデッキなど人工地盤に従来の保水材料を利用す

ると重量が重く構造的にも不利でコスト面で実用が難し

い。本システムは、軽量であるテプサム保水性ブロック

を使用し、雨水を貯留して晴天時にオンサイトエネルギ 

保水性ブロック

ブロック支持層

基 盤

6cm

2cm

吸い上げ

給水パイプ

蒸 発

防水処理

 
図-15 給水のイメージ（給水パイプ断面） 

Sectional Image Figure of Water Supply 

試験施工区域（３ｍ×５ｍ＝１５㎡）

ソーラーシステムから

ノズル

給水パイプ
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保水性ブロック
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図-17 クールロードシステムのイメージ 

Figure of Crossroad 
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ーであるソーラー発電により路盤面から雨水を給水し、                                                             
路面温度を下げるエコシステムとすることで、必要な時

に舗道を冷やせる軽量の舗道とした（図-17）。 
また、施工実験により舗装上部の温度を調べ、一般の 

アスファルト舗装と比較した結果を図-18 に示す。図よ

り、一般のアスファルト舗装に比べ約 14℃温度が下が

ることが認められた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 愛知万博での試験施工 

愛知万博長久手会場東ターミナルの舗道部に 150m2

施工した。施工時の状況を図-19 に、施工後の状況を図-
20 に示す。 
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図-18 試験施工によるクールロードの効果確認 

Temperature of cool road on the trial execution 

 

①施工箇所全景（配管状 ②支持層混合物製造（テプサ投

③支持層混連物敷き均し 

→テプサム保水性ブロック据

④コンパクタで転圧（目地砂充

填）  
図-19 テプサムクールロードの施工状況 

Excution Process of Tepsam Cool Road 

雨水タン
ソーラーパ

給 水 装

テ プ サ ム ク ー ル ロ ー ド

図-20 テプサムクールロード全景 

Overview of Tepsam Cool Road 


