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1. はじめに 

道路管理者は、道路維持修繕のコスト削減が求められているなかで、その地域特有の条件に応じた技

術を適用することでライフサイクルコストの低減を図ることが求められる。 

また、積雪寒冷地におけるアスファルト舗装の課題として、凍結融解・融雪剤等による舗装路面の劣

化あるいはタイヤチェーンや除雪により生じる骨材飛散やポットホールの発生などが挙げられる。この

ような構造的損傷ではなく機能的損傷が生じている既設舗装上に対し、厚さ 20mm 程度の加熱アスファ

ルト混合物を施工する表面処理工法を開発した。薄層でアスファルト混合物を敷ならす場合、温度低下

が懸念されるが、本工法に使用するアスファルト混合物には、中温化技術を活用しているため締固め性

に優れており、緻密な封かん層を構築することができる 1)。さらに、耐水性や骨材把握力を高めたポリ

マー改質アスファルトを用いていることから、アスファルトのはく離や骨材飛散を抑制する機能を新た

に付与することが可能となる。本稿ではこれら一連の試験結果について述べる。 

 

2. 開発目標 

本工法の開発目標は、以下のように設定した。 

(1) 厚さ 20mm 程度の薄層で舗設しても十分な締固め度が得られるような混合物であること 

(2) 既設路面と十分に接着すること 

(3) 一般的な舗装と同程度の耐流動性を有し、骨材飛散に対する抵抗性に優れること 

(4) 耐水性に優れ、局所的な剥離やポットホールが生じにくいこと 

 

3. 使用材料の検討 

 上記に示した開発目標を満足する使用材料の検討を行った。検討項目は骨材粒度、締固め度および配

合設計方法である。 

3.1. 混合物粒度について 

薄層用アスファルト混合物(以下、薄層用アスコン)の混合物粒度について以下に示す。まず、厚さ 20mm

程度で敷きならすために、骨材の最大粒径を 5mm とし、端部擦り付けが可能な粒度を検討した。次に、

一般的な表層用アスファルト混合物と同程度の耐久

性が得られるよう、耐摩耗性・耐流動性の特性がバラ

ンスよく発揮出来る配合を検討した。 

図-1 に決定した標準粒度と、比較材料として密粒

度アスファルト混合物(13)の粒度曲線を示す。選定し

た標準粒度は密粒度アスファルト混合物(13)と比較

すると、細粒分が多く緻密な粒度であるといえる。 

3.2. 締固め度について 

加熱アスファルト混合物を薄層で舗設すると、急激
 

図-1 粒度曲線 



な温度低下により、所定の締固め度が得られない可能

性がある。そこで、転圧時にアスファルト混合物の温

度が低下した場合でも、所定の密度が得られるやすく

するために、中温化技術を活用したアスファルトの処

方検討を行った。さらに、薄層で敷きならすと局所的

な剥離や骨材飛散が発生する懸念があるため、耐久性

を高めた特殊バインダを開発した。   

開発したバインダは一般的なポリマー改質アスフ

ァルトⅡ型(以下、改質Ⅱ型)の規格を満足するもので

ある。 

上記で検討を行ったバインダに関して、締固め性を確認するため、ホイールトラッキング試験用供試

体を作製し、転圧回数と転圧時のアスファルト混合物温度を変化させた時の締固め度の測定を行った。

なお、供試体厚は薄層での施工を想定し 20mm で作製した。図-2に結果を示す。 

結果より、120℃程度で転圧を行っても締固め性は低下せず、また転圧時の混合物温度が 100℃を下回

っても転圧回数を増やすことで所定の締固め度が得られることが分かった。また、中温化技術を活用し

ているため、通常の改質Ⅱ型混合物の締固め温度より 40℃程度低下しても所定の締固め度が得られた。 

3.3. 配合設計について 

ここでは、開発した混合物の配合設計の方法につい

て検討した結果を述べる。 

配合設計は「舗装施工便覧 (社)日本道路協会」に

記されている加熱アスファルト混合物の配合設計に

準じて行うが、薄層で舗設時の転圧温度が低下しやす

いことから、現場条件を考慮した締固め温度を検討す

ることとした。検討方法はポリマー改質アスファルト

の最適混合温度範囲および最適締固め温度範囲の決

定試験方法「ポリマー改質アスファルトポケットガイ

ド(社)日本改質アスファルト協会」に準拠して行った。 

結果より、ストアスで作製した基準密度に対して、

締固め度が 99%以上得られた温度は 120℃程度であ

った。そこで、本開発品の締固め温度の下限値を

120℃とし、締固め温度範囲は 120～130℃とした。 

 

4. 接着層の検討 

 本工法はアスファルト混合物を敷きならす時の温

度低下が早く、既設路面との接着が懸念される。 

そこで、本工法に使用する接着層について検討した。

評価方法は道路橋床板防水便覧 (公社)日本道路協

会」に準拠して行い、供試体形状のみ円形供試体とし

たせん断試験を行い評価した。評価した材料は、一般

的なタックコートであるアスファルト乳剤(PK-4)と

表-1 締固め温度の検討 

 

 

 

図-3 締固め温度と締固め度の関係 

 

 

項目 混合温度 締固め温度 密度 締固め度

種類 ℃ ℃ g/cm
3 %

ストアス 155 145 2.285 100.0

165 2.296 100.5

135 2.290 100.2

105 2.248 98.4

75 2.157 94.4

175
特殊

バインダ

図-2 締固め温度と締固め度の関係 

 

図-4 せん断試験概要 

 



タイヤ付着抑制アスファルト乳剤(PKM-T)である。試

験条件は密粒度アスファルト混合物(13)のホイール

トラッキング供試体を作製し、供試体表面を研磨する

ことでモルタル分を除去し、その後乳剤を規定量散布

した後に、表層を打設した。そこから円形供試体を切

り出した。試験概略図を図-4に示す。 

 試験結果より、タックコートに PK-4 より PKM-T

を用いたほうがせん断強度は高く、接着力は高いと言

える。また、PKM-T の散布量の違いによる接着力は

大きな差異は見られないが、本工法を適用する箇所は

老朽化したアスファルト舗装であり、表面のアスファルト量の低下、ひび割れの発生等が想定されるた

め、既設舗装への充填効果を期待して標準散布量は 0.6L/m
2 とした。 

 

5.混合物性状  

 薄層用アスコンの混合物性状を従来の混合物と比

較した。評価に用いた混合物の配合を表-2 に、試験

結果を表-3に示す。 

5.1. 耐流動性の評価 

混合物の耐流動性を把握することを目的に、ホイ

ールトラッキング試験を行った。試験方法は舗装調

査・試験法便覧 2)に準拠して行った。 

結果より、開発した薄層用アスコンの動的安定度

は 1,500 回/mm を十分に超えるものであり、本工法に

用いる薄層用アスコンは通常のアスファルト混合物

と同程度の耐久性を有することが分かる。 

5.2. 骨材飛散抵抗性の評価 

積雪寒冷地では、降雪が多く舗装路面が損傷する。そこで、本混合物を適用した場合の効果について

検討した。タイヤチェーンや除雪に伴う骨材飛散に対しての抵抗性はラベリング試験と、骨材飛散を伴

う摩耗抵抗性と強い相関がみられると言われているカンタブロ試験を行うことで評価を行った 3)。 

結果より、薄層用アスコンは密粒度アスファルト混合物(13)に比べ、すり減り減量も、カンタブロ損

失率も低くなっており、骨材飛散抵抗性の高い材料であると考えられる。 

5.3. 耐水性の評価 

薄層用アスファルト混合物の耐水性の評価として水浸マーシャル安定度試験を行った。 

表-3より、薄層用アスコンは特殊バインダを用いているため、高い耐水性を有する材料である 

 

6. 試験施工 

本工法の実路への適用を想定し、施工性の確認、路面性状の評価、薄層用アスコンに適した転圧機種

の検討を主な目的として、試験施工を行った。以下に試験施工概要と各検討結果を示す。 

6.1. 試験施工概要 

表-4に、試験施工の概要を示す。本試験では薄層用アスコンの施工性と締固め度の確認を行った。 

 

図-5 せん断試験結果 

表-2 評価した混合物の配合 

 

表-3 混合物の性状試験結果 

 

密粒(13) 薄層用アスコン

34.0 -

19.8 23.3

17.0 20.5

7.6 15.8

10.4 27.0

5.7 6.5

5.5 7.0

2.391 2.289

アスファルト量

混合物種

6号砕石

7号砕石

粗目砂

細目砂

砕砂

石粉

骨材配合率
(%)

かさ密度 (g/cm
3
)

密粒(13) 薄層用アスコン

安定度 (kN) 10.2 11.6

フロー値 (1/100cm) 33 28

水浸残留安定度 (%) 81.8 88.2

動的安定度  (回/mm) 525 4,500

摩耗量 (-10℃) (cm
2
) 0.64 0.23

損失率 (20℃) (%) 7.3 1.6

損失率 (-20℃) (%) 21.4 10.4

項目

マーシャル

カンタブロ

ラベリング

ホイールトラッキング



6.2. 施工性 

敷きならしは、一般的なアスファルトフィニッシャ

を用いて行い、施工端部は、舗装型枠を用いず擦り付

け可能な混合物であることを確認した。また、当初懸

念していたアスファルト混合物の引きずりも起こら

ず施工性は問題ないと言える。 

6.3. 締固め度 

試験施工箇所の切取り供試体より算出した密度に

おいて締固め度を算出したので結果を表-5 に示す。

結果より、締固め度は 98%以上と良好な結果であった。 

6.4. 路面性状 

試験施工後、路面性状のすべり抵抗性を評価するため、「振り子式スキッドレジスタンステスタによ

るすべり抵抗測定方法」と「回転式すべり抵抗測定器による動的摩擦係数の測定方法」を舗装調査・試

験法便覧に準拠して行った。また、マルチロードプロファイラを用いて平均プロファイル深さ (mean 

profile depth : MPD)を ASTM E 867-02 に則り算出した結果を表-5に示す。 

結果より、薄層用アスコンは MPD が 0.32mm と密粒度アスファルト混合物(13)と比較すると緻密で

滑らかな表面の舗装であるが、一般的な表層用アスファルト混合物と同程度のすべり抵抗性を有してい

ることを確認した。 

 

7.施工コスト 

 本工法を適用した場合の施工コストを算出し、

一般的な改質Ⅱ型を用いた 50mm の切削オーバー

レイ工法と比較検討した。図-6に切削オーバーレ

イを１とした時の施工コストの比較を示す。また、

積算条件は図中に付記した。 

 本工法は切削オーバーレイより 3 割ほど安価で

あり、また切削廃材が発生しないため輸送コスト

の面でも有利であると考えられる。 

 

8. おわりに 

 室内試験による混合物性状の結果と試験施工の結果を踏まえ、本工法を積雪寒冷地に適用することで、

路面性状を回復し、かつ既設舗装の構造的な強度低下を遅延することが可能と考えられる。 

 今後は、本工法の実路での適用箇所を拡大していき、長期にわたる供用性および耐久性の確認を行っ

ていく所存である。 
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図-6 施工コストの比較 

 

[積算条件］

工法 切削OL 本工法

舗装厚 50mm 20mm

施工規模 1,000m
2

表-4 試験施工概要  

 

表-5 各種測定結果 

 

敷きならし

初転圧

二次転圧

混合物 薄層用アスコン

タックコート PKM-T(散布量0.6L/m
2)

使用機械

6m級アスファルトフィニッシャ

タイヤローラ(15t)、2往復

タンデムローラ(7t)、2往復

項目

施工面積 90m
2(延長30m×幅員3.0m)

目標舗装厚 20mm

内容

測定値

締固め度 (%) 98.3

施工厚(道路縦横断計測システム) (mm) 19

振り子式スキッドレジスタンステスター (BPN) 62

DFテスターによる動的摩擦係数 (μ60) 0.45

平均プロファイル深さ(MPD) (mm) 0.32

項目


