


 

 

  工法概要   

本工法は、現場内で発生する根株・枝葉等を廃棄物として現場外へ搬出処理する

ことなく、歩道用表層舗装材料として現場内で有効活用するものであり、現場内ゼ

ロ・エミッションを目指すものです。 

本工法による舗装工は、歩道用表層舗装材料を現場内で製作するという特殊性を

有しますが、特殊な施工機械および化学的接合材・バインダー等を用いないで施工

できるところに特徴があります。 

 

  施工方法   

施工方法は以下の手順で行います。 

①現場内で発生する根株・枝葉等の植物系廃棄物を移動式大型破砕機で１次破砕し

ます。現場内発生の無い場合は、近傍の破砕処理施設から搬入します。（チップ形

状は極力 1.0 インチ目程度以下で繊維状破砕チップ） 

②１次破砕されたチップ材とホタテ貝殻粉末を同時にミニバックホウにてファイバ

ー機に投入します。 

③ファイバー機より排出するファイバー材をベルトコンベア―にて計量ホッパーに

投入後、大型土のう（１ｍ３）に詰込み保管します。 

④ユニック等運搬車輌にて舗装場所へ搬送します。 

⑤所定の厚さ（10 ㎝厚標準）にセラタン舗装材を敷き均します。 

⑥散水を行いながら振動ローラー等にて所定の厚さ（2 倍圧縮：５㎝厚標準）まで

転圧します。 

なお大型土のうの内容量が１ｍ３以上詰込まれている場合があります。その場合は、

セラタン舗装材の敷き均し厚さは 10 ㎝厚以上となります。転圧後（2 倍圧縮）の

舗装厚は 5 ㎝厚以上となります。 

 

上記施工手順の内②③項目を「㈱セラネットシステム」で対応します。 

 

  特記事項   

①滞水しやすい場所には排水対策を施してください。 

②降雨による路面排水が危惧される場合は横断排水工を設けてください。 

 

セラタン舗装工法の説明  



 

 

  使用機械（１セット）   

機 械 名 仕 様 単位 数量 備  考 

ファイバー機 15ｍ３／日 台 １  

ミニバックホウ 0.1ｍ３程度 台 １  

発電機 90KW 台 １  

ベルコン ７ｍ程度 台 １  

計量ホッパー １ｍ３  器 １  

 

  セラタン舗装材料 １ｍ３当りの材料   

材 料 名 仕 様 単位 数量 備  考 

ホタテ貝殻粉末 粉状 1.0mm 以下 ㎏ 30 色調：淡桃色（淡茶色） 

大型土のう １ｍ３  袋 1.0 回収 

１次破砕チップ 1.0 インチ目以下 ｍ３  1.0 繊維状破砕チップ 

 

  セラタン舗装（仕上り厚５ｃｍ）100ｍ２当りに必要な材料（参考）   

材 料 名 仕 様 単位 数量 備  考 

セラタン舗装材  ｍ３  １０ ２倍圧縮 

水 散水 ｔ 1.0 ５～10 ㍑／ｍ２  

 

セラタン舗装材料現場生成工の使用機械・資材について説明  



 

 

 

 

セラタン舗装材として破砕チップと共に添加・混合・連入されるホタテ貝殻微粉末

は、『青森県エコサイクル産業協同組合』において、ホタテ貝殻をφ1.0mm 以下の微

粉末に破砕生成されたものを使用しております。 

ホタテ貝は、年間約 50 万トンが東北、北海道で産出され、これに伴い年間約 20～

25 万トンの貝殻が副産物として発生し廃棄されています。 

現在これらホタテ貝殻処理の問題がホタテ貝生産地で大きな課題になっております。 

そこで、ホタテ貝殻資源の用途開発の一環として、現場内で発生する根株・枝葉・剪

定枝等を現場内で破砕チップ化し、そのチップとこのホタテ貝殻微粉末を混合・連入

することで難燃性歩道用表層舗装材料として現場内で有効活用するセラタン舗装工法

を開発しました。この工法は『海と山』の循（めぐる）めぐみ（恵）の産物だと考え

ております。 

ホタテ貝殻は、酸化カルシウムが主成分です。そのためホタテ貝殻微粉末がチップ

材の繊維内に連入するとチップ材そのものが難燃性を帯びてきます。また、アルカリ

性を帯びるため腐食の進行が遅くなり通常の生チップに比べ腐植耐久性の高い資材に

なります。 

 

 

 

 

 セラタン舗装工法に用いる材料は全て天然素材です。 

現場内で発生する根株・枝葉・剪定枝等は、元来が天然素材で有害な物質は含まれ

ていません。添加するホタテ貝殻微粉末も、天然素材でしかも食品添加剤原料に適す

るレベルのものです。舗装工程では、化学的接合材・バインダー等を一切用いないで

水締めのみの施工になります。だからセラタン舗装工法に用いる材料は全て天然素材

なのです。環境に対して安全性が非常に高い歩道用表層舗装です。 

添加剤： ホタテ貝殻微粉末について説明  

セラタン舗装材料は全て天然素材  

『海と山』の循（めぐる）めぐみ  



 

 

 

セラタン舗装工法  施工手順  

移動式大型破砕機  

人力による  

舗装工  

廃棄物処理工（一次破砕）  

所定の厚さに敷き均し（10ｃｍ厚標準）  

ユニック等運搬車輌  舗装場所へ運搬  

散水・転圧（５ｃｍ厚標準）  振動ローラー等  

ミニバックホウ  

計量ホッパーにて検収  ベルトコンベア―  

ファイバー加工：混合・練入  ファイバー機  

破砕チップ投入  ホタテ貝殻粉末  

根株・枝葉の現場内１次破砕  

セラタン舗装材料現場生成工  

大型土のう（１ｍ３）詰込  



セラタン舗装工法
（現場内で歩道用表層舗装材を生成する）

移動式大型破砕機

植物系廃棄物（枝葉・根株） 廃棄物処理工（１次破砕）

ミニバックホウ

大型土のう（１ｍ３）

計量ホッパー

１次破砕チップ

発電機

ファイバー機

ベルトコンベア－

１次破砕チップ・添加剤同時投入 セラタン舗装材仮置

セラタン舗装材生成工全景



犀川安茂里環境整備工事　自然観察遊歩道工事
（北陸地方整備局千曲川河川事務所）

セラタン舗装材敷均し

ローラー転圧散　水

完　成 舗装表面



セラタン舗装材の燃焼実験
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工　法　名 副　　題 固化材・バインダー 現場内利用 使用材料 舗装厚 １ｍ
２

当り単価 開発会社・ＮＥＴＩＳ番号

バークマット工法 針葉樹皮を利用した歩行者系舗装 固化材・樹脂バインダー × 針葉樹皮 ３０～４０ｍｍ ８，５００円 
東亜道路工業㈱

SK-980045-Ａ

ウッドファイバー舗装
木材チップを破砕したウッドファイ
バーを用いた歩経路・散策路等歩行
者を対象とした舗装

ウレタン樹脂 ○ 木質チップ ３０～４０ｍｍ ８，７００円 
大成ロテック㈱

SK-980020-Ａ

アスウッド舗装 木質系材料を活用した歩行者系舗装 アスウッド乳剤 ○ 木質チップ ５０ｍｍ １１，７００円 
ニチレキ㈱

TH-990062-Ａ

レインボーウッドE 木質系舗装材 エポキシ樹脂 × 木質チップ ８，４００円 
日本道路㈱

TH-990036-A

エコチップペイブ 循環型チップ舗装 堆肥化・ウレタン樹脂 ◎ 木質チップ ５０ｍｍ ８，０００円 
前田道路㈱他

KT-990349-Ａ

パーフェクトシーダー 樹皮系乳剤舗装 特殊乳剤バインダー × 針葉樹皮 ４０ｍｍ ５，０００円 
㈱NIPPOｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
TH-000013-A

Wウッド舗装(フレーク
ウッド舗装)

木質系舗装 特殊ウレタン樹脂 ○ 木質チップ ２０ｍｍ ７，８００円 
㈱佐藤渡辺組

TH-010009-Ａ

フォレスト・ウォーク 弾性透水木材・竹チップ舗装 水性アクリル樹脂 ○ 木質チップ ２０ｍｍ ７，９００円 
(有)エスエス

SK-010022
（Ｈ１８未対応）

ウッドチップ舗装
(間伐材チップ、現状土、セメント
を混錬した)簡易舗装

セメントと水溶性硬化剤 ◎
木質チップ

現状土
セメント

５０ｍｍ ５，２００円 
㈱景観工学研究所

CB-030098
（Ｈ１８未対応）

木チップ舗装「ピュア
ウッドファイバー80」

樹脂等を一切使用しない木質系舗装 なし × 木質チップ ３０ｍｍ ６，０００円 
大成ロテック㈱他
CB-030031-Ａ

木質加熱アスファルト
舗装

加熱溶解アスファルトと木質チップ
を混合した舗装と混合機械

アスファルト ◎ 木質チップ ３０ｍｍ ５，８００円 
田中建材㈱

KK-030007-A

木チップ入りアスファ
ルト舗装

ウッドチップアスコンを用いた低価
格木質系舗装

アスファルト × 木質チップ ４０ｍｍ
３，２００円～

４，５００円
東亜道路工業㈱

KT-030042-A

ウッドクリート舗装 高耐久型セメント系木質舗装 セメントと特殊固化剤 × 木質チップ ３０ｍｍ ７，６００円 
(株)佐藤渡辺

SK-030010-A

バンブー舗装・除草
チップ状に破砕した竹を用いた間伐
材舗装

接着剤 × 竹チップ ３０ｍｍ ５，５００円 
(株)殖産工務所

TH-050024-A

木みち舗装
木の風合を生かした環境に優しい
ウッドチップ舗装

特殊バインダー ◎ 木質チップ ４０ｍｍ ５，３００円 
鹿島道路㈱

KT-070059-A

OCシステム(木質系舗装)
木質系廃材をリサイクル利用した木
質系舗装

植物性バインダー ◎ 木質チップ ５０ｍｍ ８，１００円 
㈱福田組

HR-070022-A

セラタン舗装工法
現場内発生伐採木をチップ化し用い
る現場内リサイクル舗装工法

なし ◎ 木質チップ ５０ｍｍ ４，5００円 
㈱セラネットシステム

CB-020057-Ａ

木質系舗装工法（ＮＥＴＩＳ記載工法）比較一覧表



工事名 発注機関

犀川安茂里地区環境整備工事（園路） 北陸地方整備局千曲川河川事務所 長野県長野市 3,000 平成１４年　８月

橋本道路垂井整備工事（防草・防塵） 近畿地方整備局和歌山河川国道事務所 和歌山県橋本市 150 平成１５年　２月

国営昭和記念公園工事（広場） 関東地方整備局国営昭和記念公園事務所 東京都立川市 4,400 平成１５年　９月

国営アルプスあづみの公園工事（園路） 同　国営アルプスあづみの公園事務所 長野県穂高町 100 平成１５年１１月

犀川丹波島地区低水護岸修繕工事（歩道）北陸地方整備局千曲川河川事務所 長野県長野市 800 平成１６年　３月

橋本道路原田高架橋工事（防塵） 近畿地方整備局和歌山河川国道事務所 和歌山県橋本市 2,000 平成１６年　３月

富士山大沢川扇状地樹林工事（園路） 中部地方整備局富士砂防事務所 静岡県富士宮市 500 平成１６年　７月

富士山大沢川扇状地樹林工事（園路） 中部地方整備局富士砂防事務所 静岡県富士宮市 1,000 平成１７年　８月

千曲川粟佐河道掘削その他工事（歩道） 北陸地方整備局千曲川河川事務所 長野県千曲市 3,500 平成１８年　３月

富士山大沢川扇状地樹林工事（園路） 中部地方整備局富士砂防事務所 静岡県富士宮市 1,400 平成１８年　８月

犀川丹波島地区低水護岸修繕工事（歩道）北陸地方整備局千曲川河川事務所 長野県長野市 800 平成１９年　３月

富士山大沢川扇状地樹林工事（園路） 中部地方整備局富士砂防事務所 静岡県富士宮市 800 平成１９年　９月

犀川丹波島地区低水護岸修繕工事（歩道）北陸地方整備局千曲川河川事務所 長野県長野市 800 平成２０年　３月

梓川岩岡地区低水護岸修繕工事（歩道） 北陸地方整備局千曲川河川事務所 長野県安曇野市 1,200 平成２０年　３月

木曽三川公園管内維持工事 中部地方整備局木曽川下流河川事務所 三重県長島町 300 平成２４年　１月

生活保全林環境整備事業（園路） 長野県長野地方事務所林務課 長野県小川村 1,200 平成１５年　４月

国補通常砂防工事 長野県飯田建設事務所 長野県飯田市 350 平成２３年　２月

自然環境公園工事（園路） 長野県阿南町役場 長野県阿南町 800 平成１４年１０月

和知野川キャンプ場整備工事（園路） 長野県阿南町役場 長野県阿南町 500 平成１５年　４月

｢ﾌﾚｽﾄ･ｺﾐｭﾆﾃｨｰ｣整備事業公園工事（園路）長野県南信濃村役場 長野県南信濃村 300 平成１５年１０月

弁天公園歩道舗装 長野県飯田市役所 長野県飯田市 20 平成１６年　３月

川路地区公民館前園路舗装 長野県飯田市役所 長野県飯田市 20 平成１６年１０月

｢ﾌﾚｽﾄ･ｺﾐｭﾆﾃｨｰ｣整備事業工事（園路） 長野県根羽村役場 長野県根羽村 800 平成１７年　３月

千歳団地公営住宅外構工事（園路） 新潟県長岡市役所 新潟県長岡市 120 平成１９年　８月

中氷鉋土地区画整理事業　公園整備工事 長野県長野市役所 長野県長野市 70 平成２１年１０月

緑地・広場整備工事（園路） 長野県飯田市役所 長野県飯田市 300 平成２２年　７月

緑地・広場整備工事（園路） 長野県飯田市役所 長野県飯田市 190 平成２３年　３月

緑地・広場整備工事（園路） 長野県飯田市役所 長野県飯田市 100 平成２４年　３月

施工場所 施工規模（ｍ２） 施工時期

セラタン舗装工法施工実績


