
大成建設技術センター報 第 45 号(2012) 

03-1

 

 

 

東日本大震災で発生したコンクリートがれきの 

有効利用技術の開発 
 

 

 

堀口 賢一＊１・古田 敦史＊１・松元 淳一＊１・小泉 政信＊２・丸屋 剛＊１ 

 

Keywords : concrete rubble, The Great East Japan Earthquake, cement hardener, compressive strength, compacting characteristics 

コンクリートがれき，東日本大震災，セメント硬化体，圧縮強度，締固め性状 

 

1.  はじめに 
 

東日本大震災で発生したがれきの量は，岩手，宮城，

福島の 3 県で 1800 万トンを超えると推計されている。

このうち，コンクリートがれき（コンクリート，軽量

ブロック，レンガ，タイル，瓦などの無機質がれきを

含む。）は 300 万トンを超えるとみられている 1）。震災

で発生したがれきは，震災の発生以降，集積と処理が

順次進められているところである。しかしながら，コ

ンクリートがれきと津波堆積物（津波により陸上に運

ばれた砂など）については，処理以降の資源としての

再利用が進んでいないのが現状である。これはコンク

リートがれきが木質がれきと異なり，焼却による減量

が容易でないことや，従来の再利用の方法では，道路

用砕石やコンクリート用の再生骨材として用いるため

に，図-1 に示すように細かく破砕して，骨材に付着し

たモルタルを除去し，洗浄，分級する処理が必要にな

り，時間と労力がかかることが要因として考えられる。

その一方で，被災地においては復興のためのコンクリ

ートの需要が高まっており，コンクリート用骨材が不

足している。ところで，震災復興に必要とされるコン

クリートは，必ずしも JIS で定めるような品質の高い

コンクリートを必要せず，例えば，盛土材や埋戻材で

圧縮強度 0.5～1.5N/mm2 程度，堰堤の中詰材で圧縮強

度 1.5～3.0N/mm2 程度，および護岸工内部材で圧縮強

度 3.0～6.0N/mm2程度でよいとされている 2）。 

このようなことから，本技術開発は，コンクリート

がれきを再生資源として短期間に，大量に活用するこ

とを目的とし，また，費用と労力を大幅に削減するた

めに，図-1 に示すように粗く破砕したコンクリートが

れきを母材としてセメントと水を混合し，セメント硬

化体として利用する技術の開発を目指した。開発する

セメント硬化体は，上述のとおり要求される圧縮強度

は低いものを想定しており，適用する部位では，振動

ローラーによる転圧が可能と考えられることから，単

位セメント量と単位水量が比較的小さく，目標スラン

プが 0cm の超硬練り仕様として検討した。 

 
2.  実験内容 
 

本技術の開発フローを図-2 に示す。実験は，コンク

リートがれき破砕後の品質を確認した材料試験，セメ

ントや水と混合したときの性状を確認した練混ぜ試験，

およびその硬化後の物性を確認した強度試験を要素実

験として実施した。次に，要素実験の結果を受けて，

実際の施工を想定した実機実験を行い，超硬練りコン

クリートとしての製造と施工ができることを確認した。

最終的にはこれらの実験データをとりまとめて品質管

理方法を確立するが，本稿ではこれまでに得られてい

る実機実験の途中結果までの知見について論じる。 

なお，実験は圧縮強度試験を大成建設技術センター

で実施したほかは，岩手県釜石市にある釜石災害廃棄
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図-1 コンクリートがれきの処理方法 
Fig.1  The disposal method of concrete rubble 
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物処理作業所内の実験ヤードにて実施した。また，コ

ンクリートがれきも図-3 に示すように，同作業所に集

積されているものを破砕して実験に使用した。 

 

3.  実験結果 
 

3.1  要素実験 

3.1.1  材料試験 

材料試験の評価項目と試験方法を表-1 に示す。また，

試験に使用したコンクリートがれきの種類を表-2 に示

す。材料試験は，粒度分布，混入物量，密度・吸水率，

含水率，および単位容積質量・実積率について測定し

た。コンクリートがれきの種類としては，見た目の状

態で，コンクリートを主体とするもの（A シリーズ），

コンクリートに軽量ブロックを含むもの（B シリーズ），

およびコンクリートに津波堆積物を含むもの（C シリ

ーズ）の 3 シリーズについて検討した。なお，釜石廃

棄物処理作業所に集積されているコンクリートがれき

 

・コンクリートがれきの物性評価 

 

材料試験 

練混ぜ 
試験 

強度試験 

実機実験 

・練混ぜ性状の目視確認とスランプ測定

・加振による締固め性状の評価 

・圧縮強度と密度の測定 

 

・コア供試体の圧縮強度と密度の測定 

・小型供試体との相関性評価 

まとめ 

コンクリート 
がれきの品質評価 

コンクリートがれきと 
水・セメントとの練混ぜ性評価

セメント硬化体の 
圧縮強度評価 

実際の施工を想定した方法 
で製作する供試体の品質評価

品質管理方法の確立 

図-2 開発フロー 
Fig.2  The development flow 

 

要

素

実

験 

図-3 実験に使用したコンクリートがれき 
Fig.3  Concrete rubble used for the experiments 

表-1 材料試験の内容 

Table 1  The contents of material tests 

評価項目 試験方法

粒度分布
骨材ふるい分け試験方法（JIS A 1102）
骨材の微粒分量試験方法（JIS A 1103）

混入物量
コンクリートのほか，軽量ブロック，瓦，ガラス，プラス
チック，木くず，鉄について目視で確認

密度
吸水率

粗骨材の密度及び吸水率試験方法（JIS A 1110）
細骨材の密度及び吸水率試験方法（JIS A 1109）

含水率
骨材の含水率試験方法及び含水率に
基づく表面水率の試験方法（JIS A 1125）

単位容積質量
・実積率

骨材の単位容積質量及び
実積率試験方法（JIS A 1104）

表-2 コンクリートがれきの種類 
Table 2  The kinds of concrete rubble 

コンクリート
がれきの種類

見た目の状態
（含まれているもの）

破砕機の
刃間隔
（mm）

Aシリーズ

コンクリートがれき
コンクリートがれきを主
体とする。

Bシリーズ

コンクリートがれき
＋軽量ブロック

コンクリートがれきに加
え，軽量ブロックやレン
ガ，瓦などを含む。

Cシリーズ

コンクリートがれき
＋津波堆積物

コンクリートがれきに加
え，津波堆積物を含む。

50㎜
60㎜
70㎜

の3通り

図-4 コンクリートがれきの破砕状況 
Fig.4  The crush situation of concrete rubble 
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は，津波堆積物を含む C シリーズの形態がほとんどで

あった。いずれのコンクリートがれきも，図-4 に示す

可動式破砕機を用いて破砕し，破砕機の刃間隔を 50，

60，70mm の 3 通りに調整して試料を製作した。 

粒度分布の測定結果を図-5，図-6 に示す。図-5 はコ

ンクリートがれきの種類が C シリーズのものについて，

破砕機の刃間隔を変えた場合の測定結果である。これ

によれば，刃間隔を調整することにより，破砕後の粒

度をある程度調整できることがわかる。一方，図-6 は

破砕機の刃間隔を 50mm としたときの，コンクリート

がれきの種類ごとの粒度分布である。これによると，

津波堆積物を含む C シーズは A，B シリーズに比べて，

ふるいの呼び寸法で 5mm 以下の，いわゆる細骨材に相

当する細かい成分が多いことがわかる。なお，図-5，

図-6 では，目安とした粒度分布の範囲を破線で示して

いるが，これは「砂防ソイルセメント活用ガイドライ

ン」に示されている母材の粒度分布を参考としたもの

である 2)。この範囲を目安とすると，A，B，C シリー

ズのいずれの場合でも，刃間隔を 50mm とすればこの

範囲に入ることから，また，実際に集積されているコ

ンクリートがれきが，津波堆積物を含む C シリーズに

相当するものがほとんどであることから，練混ぜ試験

から以降の試験では，C シリーズのコンクリートがれ

きを刃間隔 50mm で破砕したものを母材として用いた。 

混入物量の測定結果を図-7 に示す。図-7 は，刃間隔

を 70mm としたときの，コンクリートがれきの種類ご

との混入物量を体積百分率で表したものである。これ

によると，軽量ブロックが多いと思われる場所から意

図的に試料を採取した B シリーズで軽量ブロックが多

いものの，コンクリートが主体と思われる場所から意

図的に試料を採取した A シリーズと比べても約 5％多

い程度であることがわかった。なお，混入物量の測定

では，ふるいで 5 ㎜以下に区分されたものは質量比率

で 10％程度あったが，目視での種類判別が難しいため，

ここでは集計の対象外とした。 
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図-5 粒度分布（C シリーズ） 
Fig.5  Particle size distribution(C series) 
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図-6 粒度分布（刃間隔 50 ㎜） 
Fig.6  Particle size distribution(Edge interval 50mm) 

0

20

40

60

80

100

ｺﾝｸﾘｰﾄ

がれき

軽量

ﾌﾞﾛｯｸ

瓦 ｶﾞﾗｽ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 木ｸｽﾞ 鉄

混
入
物
量

体
積

百
分
率

（
％

）

混入物の種類

Aシリーズ

Bシリーズ

Cシリーズ

図-7 混入物量（刃間隔 70mm） 
Fig.7  The amount of impure ingredients(Edge interval 70mm)

 
表-3 材料試験の結果（C シリーズ・刃間隔 50mm） 

Table 3  The results of material tests 
     (C series, Edge interval 50mm) 

測定項目 5mm以上 5mm以下
レディミクスト
コンクリート用
骨材の規格値

微粒分量
（％）

2.30 22.5
　粗骨材：1.0％以下

　細骨材：3.0％以下

絶乾密度

（g/cm
3
）

2.26 2.05
　粗骨材：2.5g/cm

3
以上

　細骨材：2.5g/cm
3
以上

表乾密度

（g/cm
3
）

2.41 2.31 　規定なし

吸水率
（％）

2.48 11.0
　粗骨材：3.0％以下

　細骨材：3.5％以下

単位容積質量
（kg/L）

1.39 1.30 　規定なし

実積率
（％）

61.5 63.4 　規定なし
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その他の材料試験の測定結果を表-3 に，レディミク

ストコンクリート用骨材の規格値と併せて示す。ここ

で示す結果は，C シリーズで刃間隔を 50mm としたと

きのものである。レディミクストコンクリート用骨材

の規格値と比較した場合，微粒分量はコンクリート用

細骨材が 3.0％以下の規格値であるのに対し，5mm 以

下のコンクリートがれきでは 22.5％と多い。また，吸

水率についても，細骨材が 3.5％以下の規格値であるの

に対し，5mm 以下のコンクリートがれきでは 11.0％と

大きいことが確認された。なお，練混ぜ試験時の 5mm

以上のがれきの含水率は，5～10％程度，5mm 以下の

がれきの含水率は 15～20％程度であり，管理の方法に

もよるが，通常のコンクリートよりも多い状態である

ことも確かめられた。 

3.1.2  練混ぜ試験 

破砕したコンクリートがれきとセメント，水との練

混ぜの状況を図-8 に，練混ぜ後に加振締固め性試験を

実施している状況を図-9 に示す。コンクリートがれき

は C シリーズを刃間隔 50mm で破砕したものを用い，

セメントは普通ポルトランドセメントと高炉スラグ微

粉末を質量比で 7：3 で混合したものとした。また，練

混ぜには容量が 150 リットルの傾胴式ミキサーを用い

て，1 バッチを 50 リットルで練り混ぜた。練り混ぜた

セメント混合物については，スランプ（JIS A 1101：コ

ンクリートのスランプ試験方法に準拠）と，加振締固

め性（JSCE-F508：超硬練りコンクリートの締固め性

試験方法（案）に準拠）を測定した。目標スランプは

0cm の超硬練り仕様とし，締固め性は充填率 98％に達

するまでの時間と，加振後の供試体の表面状態を目視

で確認した。良好な充填性の目安として，加振締固め

での所要時間を 30 秒程度とし，加振直後に脱型した試

料表面が過剰にペーストリッチでないこととした。配

 

図-8 コンクリートがれき練混ぜ後の状況 
Fig.8  The situation of concrete rubble mixed with cement 

図-9 加振締固め性試験の状況 
Fig.9  The situation of the test vibrating concrete compulsorily 

  
 
 
 
 
 

図-10 加振締固め性試験後の外観 
Fig.10  The appearance of the compulsorily vibrated specimens 

 

加振締固め性良好な配合

Suitable mix proportion 
cement・water 125kg/m3 

rubble 1959 kg/m3 

S/A=27.8 % 

加振締固め性不良な配合

Unsuitable mix proportion 
cement・water 140kg/m3 

rubble 1920 kg/m3 
S/A=20.0 % 
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図-11 圧縮強度試験結果 
Fig.11  Compressive strength test result 
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合は水セメント比を 100％とし，単位セメント量と単

位水量を 125～150kg/m3 の間で変動させた。このとき

の単位がれき量は，およそ 1900kg/m3 程度となった。 

加振締固め性を測定した後の供試体表面を，図-10

に示す。図-10 左は，水セメント比 100％，単位セメン

ト量と単位水量が 125kg/m3 で，S/A（がれき全質量に

対する，5mm のふるいを通過するがれきの質量比で，

通常のコンクリートでの細骨材率 s/a に相当する指標）

が 27.8％の場合である。一方，図-10 右は，水セメン

ト比 100％，単位セメント量と単位水量が 140kg/m3 で，

S/A を 20.0％と意図的に小さく調整した場合である。

いずれもスランプは 0cm であったが，加振締固め性は，

前者では充填率 98％に達するまでの時間が 26 秒と良

好であったのに対し，後者では 200 秒間加振しても充

填率は 86％に留まった。この 2 つの配合は，配合設計

上はいずれも完全充填できるものであったが，コンク

リートがれきの吸水率が高いことや，津波堆積物を含

むことによるモルタル性状への影響などにより，充填

性に違いが現れたと考えられる。このような加振締固

め性試験によって適切な配合を選定すれば，コンクリ

ートがれきを母材としたセメント混合物でも，密実な

セメント硬化体を製作できることが確かめられた。 

3.1.3  強度試験 

水セメント比と圧縮強度の関係を図-11 に示す。圧縮

強度は，単位セメント量を 100kg/m3 で一定として，水

セメント比を 100，90，80％と変動させて，材齢 7 日

と 28 日で測定した。材齢 7 日は予備的な試験と位置付

けたため，供試体は各 1 本とし，材齢 28 日は各 3 本と

した。供試体製作時のスランプはいずれも 0cm で，加

振締固め性も良好であった。また，これらとの比較の

ために，水セメント比 60％（単位セメント量 300kg/m3，

単位水量 180kg/m3）の供試体も同時に製作して強度

試験を行った。この供試体製作時のスランプは 4cm で

あった。加振締固め試験装置を用いて整形した供試体

は，鋼製型枠のまま最初の 7 日間は湿空封緘養生し，

それ以降は脱型して標準水中養生を行った。 

図-11 からわかるとおり，コンクリートがれきを母材

とするセメント硬化体でも，圧縮強度は水セメント比

に応じて，通常のコンクリートと同様に発現している。

また，同じ配合条件で製作した 3 体の供試体間でのば

らつきも小さいことがわかる。さらに，材齢によって

も強度が増加することも確かめられた。これらのこと

から，加振締固めできる適切な配合を選定すれば，実

際の施工を想定した実機実験においても，強度や密度

 
図-12 練混ぜ状況 

Fig.12  The situation of mixing 

 

 
図-13 敷均し状況 

Fig.13  The situation of covering and leveling 

 

 
図-14 転圧状況 

Fig.14  The situation of roller compaction 

 
図-15 養生状況 

Fig.15  The situation of curing 
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など所定の品質が得られるセメント硬化体を製造，施

工できると考えられたため，次項の実機実験により品

質を確認した。 

3.2  実機実験 

実際の施工を想定した実機による実験の状況を図-12

～図-15 に示す。練混ぜには，図-12 に示すような，土

質改良機としても用いられる可動式ミキサーを用いた。

この機械は，本体後部から破砕したコンクリートがれ

きをバックホーで投入し，予め本体内に貯蔵している

セメントと水を自動計量しながら，強制二軸式のパド

ルで連続練混ぜが行えるものである。練り混ぜられた

セメント混合物は，ベルトコンベアで排出され，これ

を 4t ダンプトラックで受けて場内運搬した。その際に

スランプと加振締固め性を測定したのちに，図-13 の

ように 3t 級ブルドーザで敷き均し，図-14 に示す 3t 級

振動ローラーで転圧して締固めを行った。所定の回数

を転圧したあと，図-15 に示すように養生マットを敷

設して散水し，材齢 28 日まで養生した。 

実機実験は配合を 2 通りとし，転圧回数は無振動 2

回＋有振動 8 回の計 10 回とした。実機実験に用いた配

合を表-4 に示す。実験時には転圧 2 回ごとの沈下量と，

転圧終了後に RI 法による現地密度を測定した。 

沈下量の測定結果を図-16 に示す。今回の実機実験

では，沈下量は単位セメント量が少ない配合 2 の方が

大きかった。これは，練り上がり状態での間隙が多い

ため，配合 2 の方が転圧で大きく沈下したと考えられ

る。また，沈下量は配合 1 では転圧 8 回でほぼ収束し

たが，配合 2 では転圧 10 回でも沈下が収束しなかった。

これは上述のとおり，配合 2 の方が練り上がり時の間

隙が多いため，今回使用した振動ローラーの能力では，

収束までさらに転圧が必要であったと考えられる。 

RI 法による現地密度の推定値は，10 回転圧後の配合

1 で 2.170t/m3，配合 2 で 2.017t/m3であり，実機実験で

製作した供試体から採取したコアと同程度であった。 

 

4.  まとめ 
 

本技術は，津波堆積物を含むコンクリートがれきを

破砕し，コンクリートがれき以外の混合物の除去や，

粒度調整などをできる限り行わずに活用することを目

指して開発を進めたものである。そのための要素実験

と実機実験によって，セメントと水を混合したセメン

ト硬化体として適用できることが確かめられた。今後

は，実機で転圧した供試体からコアを採取して，圧縮

強度や密度などの物性を把握するとともに，品質管理

のための評価方法を整理して，被災地で積極的に活用

できるように成果をとりまとめる予定である。 
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表-4 実機実験に用いた配合 
Table 4  Mixing proportion applied for system experiment 

水 セメント がれき

配合1 158 150 1848

配合2 105 100 2011

単位量（ｋｇ/m
3
）配合

種類
水セメント比

（％）

105
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図-16 沈下量の測定結果 
Fig.16  The measurement result of the amount of subsidence 

 


