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１．概要と目的 

近年、都市中心部の気温が周辺部に比べて高くなるヒートアイランド現象を緩和する対策として、保水性舗装の開発

が進められている．保水性舗装には本来の目的である保水性と、構造的な耐久性の双方が求められる．本研究では、保

水性舗装の舗装材料として、住宅など古くなった建物を取り壊す際に生じる廃石膏ボードを使用する．具体的には、石

膏を焼いた際に残る半水石膏の再結晶化の高い性質を利用して、山砂または砕石に半水石膏を混合し、水を加えること

により、廃石膏ボードを保水性の高い舗装材料として利用するものである．  

本研究では、山砂または砕石に石膏と水を種々の割合で混合したものを試料として強度試験を行い、適切な強度を有

する保水性舗装材料の配合設計を行うことを目的とする． 
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２．舗装の要求性能 

 本研究では、歩道を対象とした保水性舗装を想

定しており、舗装構造は、表層・サンドマット中

間層・路盤となるように設定する．サンドマット

中間層では山砂と石膏を、路盤では砕石と石膏を

混合した材料とする．表１には各層の使用材料を示し、図１に本研究で設定する舗装

構造の概略図を示す．舗装材料には強度性能において規格を満たしていることが求め

られる．強度の目標値を設定するにあたって、歩道の路盤や中間層における強度の規

格等は定められていないため、本研究では、一般の道路における上層路盤の規格を用

いることとする．表２に各層における試験方

法と要求性能を示す．中間層材料では一軸圧

縮試験、路盤材料ではＣＢＲ試験を行い、規

格を上回る配合を調査する．  

３．試料の特性 

本研究では、路盤材料に石膏・砕石、中間層材料に石膏・山砂を用いる．石膏とは硫酸カルシウム（化学式 CaSO4）

を主成分とする鉱物をいう．石膏は大きく二水石膏、無水石膏、半水石膏の３つに分類され、半水石膏は次式で示すよ

うに水と化学反応し二水石膏に変化する． 

CaSO4・1/2H2O + 3/2H2O → CaSO4・2H2O 
本研究では、加熱処理された半水石膏（焼石膏）を水と反応させ、硬化しながら二水石膏に変化する性質を利用する．

また、石膏の固体粒子密度は 2.315（g/cm3）であり、山砂の土粒子密度は 2.70（g/cm3）である．一例として、中間層

材料に用いた石膏と山砂の混合土の土粒子密度を、これらの土粒子密度から計算し求めたものを表３に示す．なお、表

３における配合は表４に示す．路盤材料には４号砕石（粒径 20～30mm）を用いる． 

表層 

 
中間層 

 

路盤 

 

図１ 舗装構造 

 
表２ 試験方法と要求性能 
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表１ 各層の使用材料 

 

表３ 各配合における土粒子密度

 の種類 使用材料
サンドマット中間層 山砂、石膏

路盤 砕石、石膏

舗装構造 試験方法 目標値
中間層 一軸圧縮強度試験 一軸圧縮強度　0.98(Mpa)
路盤 CBR試験 修正CBR値　80(%)

４．供試体の作製方法 土粒子密度
（g/cm3)

A 2.474
D 2.572
F 2.604

サンプル
 保水性舗装材料の強度設計を行うため、様々な配合で一軸圧縮試験・CBR 試験

を行う．石膏の質量を１とした時の水の質量比を、0.8、1.0、1.2 と変化させ、

山砂もしくは砕石の質量比を表４のように変化させる．それぞれの試験における

供試体の作製方法としては、石膏、水、山砂もしくは砕石を所定の割合で混合し、

硬化開始前にモールドに詰め、なるべく気泡が入らないよう密に締固める．これを 10

日間空気中養生させる． 

表４ 供試体の配合

サンプル(山砂or砕石/石膏)比
A 0.7（山砂のみ）
B 1.0
C 1.5
D 2.0
E 2.5
F 3.0

５．保水性舗装材料の配合設計 

（１）中間層材料の配合設計 

 保水性舗装の中間層に用いる材料として、山砂・石膏・水を様々な割合で配合し、

一軸圧縮試験によりその圧縮強度を調査した．図２に結果を示す．図中の赤線は本研

究における強度の目標値である一軸圧縮強度 0.98（MPa）を示している．また、表５
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表　　

(山砂/石膏)比 含水比 飽和度 一軸圧縮強度
（％） （％） （kN/m2)

0.7 18.78 34.66 1778
1.0 15.86 31.72 1723
1.5 12.60 29.06 1525
2.0 9.75 22.75 1233
2.5 8.87 23.08 1238
3.0 7.63 18.28 700

５ 一軸圧縮試験結果－(水/石膏)比=１に石膏に対する水の質量比１における供試体の物性値と試

験結果を示す．これより、(水/石膏)比 0.8、1.0 において

は、(山砂/石膏)比が低いほど強度が高くなり、(水/石膏)

比 1.0 のとき、最も高い強度が得られることがわかった．

また、全ての(水/石膏)比において、(山砂/石膏)比 2.0 以

下で、安定性のある良好な結果が得られた．以上の結果よ

り、中間層材料として適切な配合設計は、(水/石膏)比 0.8

～1.2、(山砂/石膏)比 0.7～2.0 であることがいえる．  

（２）CBR 試験 

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

石膏に対する山砂の割合

一
軸
圧
縮
強
度
（k
N
/m
2
）

(水/石膏)比=0.8

(水/石膏)比=1.0

(水/石膏)比=1.2

目標値

 保水性舗装の路盤層に用いる材料として、砕石・石膏・

水を様々な割合で配合し、ＣＢＲ試験によりその強度を調

査した．図３に結果を示す．図中の赤線は本研究における

強度の目標値である修正 CBR 値 80（％）を示している．

これより、(水/石膏)比 0.8、1.0 においては、４号砕石の

割合が高いほど強度が大きくなるが、(水/石膏)比 1.2 に

おいては、一定の傾向が得られないことがわかった．また、

４号砕石の割合 2.5 以上で目標値を上回ることがわかった．

以上の結果より、路盤材料として適切な配合設計は、(水/

石膏)比 0.8～1.0、(４号砕石/石膏)比 2.0 以上であると

いえる． 

（３）配合設計の評価 

 様々な配合で強度試験を行った結果、山砂を混合した場

合は石膏の割合が高いほど高い強度が得られたのに対し、

砕石を混合した場合は、石膏の割合が高い場合には所定の

強度が得られなかった．また、二つの試験結果より、(水/

石膏)比が 0.8～1.0 の時に再現性のある安定した結果を得

ることができた．以上の結果をふまえ、舗装材料として適

切な配合を表６、表７に示すようにまとめることができる． 

６．保水性試験 

  配合設計により決定された中間層材料がどれほどの保水

性を有しているかを調査するため、保水性試験を行った．

試験方法としては加圧板法を用いた．

試験機概要を図４に示す．また、供

試体の配合および物性を表８に示す．

図５に試験結果を示す．これより、

石膏の割合が高いサンプル①の方が

水の吸収量・排出量変化が大きくな

ることがわかった． 

７．まとめ 

  石膏を用いた場合の適切な強度を

有する保水性舗装の配合設計は、表

６、表７のようになることがわかっ

た．また、保水性試験の結果から、石膏の割合が高いほど水の吸収量・

排出量変化が大きくなることがわかった． 
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表８ 保水性試験供試体の配合と物性
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表７ 路盤材料の配合設計

表６ 中間層材料の配合設計
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密度 乾燥密度
（g/cm3） （g/cm3）

① 0.7 1 1.17 0.98 1.53
② 2 1 1.42 1.32 0.95

サンプルNo.(山砂/石膏)比 (水/石膏)比 間隙比

(水/石膏)比 (砕石/石膏)比
0.8～1.0 2.0以上

(水/石膏)比 (山砂/石膏)比
0.8～1.2 0.7～2.0
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図５ 保水性試験結果
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図２ 一軸圧縮試験結果 

図３ CBR 試験結果 

図４ 保水性試験機概要




