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１. はじめに 

 雨天時のハイドロプレーニング現象，車両走行による水はね・水しぶきの緩和や視認性の向上，

エアポンピング音の抑制などの道路交通騒音の低減効果が期待できる排水性舗装は，全国各地で適用

されている．しかし，寒冷地域における排水性舗装は，写真-1に示すような凍害や除雪の影響と思わ

れるポットホールに代表される損傷が融雪期に集中して生じる

ケースが散見されている． 
岳本の報告 1）によれば，それら損傷発生の要因としては，①

水の存在，②温度変化（凍結融解,ゼロクロッシング）,③荷重

の 3 要素であり, これら要素がひび割れや打継目などの舗装の

弱点に作用することで損傷はより早く進展することになる． 

そのような背景の下，北海道ではポーラスアスファルト混合

物の代替品の一つとして，北海道型 SMA が提案され，昨年 7

月に「北海道型 SMA の施工の手引き（案）2）」が示された． 

北海道型 SMA はポーラスアスファルト混合物に近いテクス

チャーを表面に有しつつ，内部の骨材間隙にはアスファルトモ

ルタルが満たされた構造を有する粗面型の SMA混合物（以下，

粗面型 SMA）であり，ポーラスアスファルト混合物と比較して

骨材飛散抵抗性や耐摩耗性，耐流動性等の耐久性および防水性

に優れた混合物である．しかし，周知のとおり, 低温条件下の

アスファルト混合物は通常時と比べて変形能力や応力緩和能力

が低下するため，温度ひび割れ（写真-2）や打継目の開きなど

が発生しやすい．この発生したひび割れや開きから舗装内に水

が浸入すれば，前述のとおり，舗装の耐久性は著しく低下することとなる． 

筆者らは，寒冷地域に適用可能な粗面型SMAとして，特に低温条件下での耐久性向上に着目して検討

を行った．具体的には，室内実験により低温性状の向上を評価し，構内試験施工で施工性の確認を行っ

た．本稿では，検討を実施した粗面型SMAの概要を示し，室内実験結果および試験施工の結果について

報告する． 

２. 検討した粗面型ＳＭＡ  

検討した粗面型SMA（以下，検討混合物）は，「北海道型SMAの施工の手引き（案）2）」を参考に配 

合設計を行った．検討混合物の合成粒度を表-1および図-1に示す．検討混合物の合成粒度は，北海道型

SMAの標準的な粒度範囲の中央値を目標とした．また，北海道型SMAと同様に植物繊維を0.3%（外添）

使用した．検討混合物に使用するアスファルトは表-2に示した性状を有するものであり，ポリマー改質

アスファルトⅡ型と比較して低温伸度が大きく，フラース脆化点が低いなど，低温性状に特長を有する

写真-1 排水性舗装の損傷状況

写真-2 温度ひび割れの状況



 

 

ものである．また，感温性の指標であるPIが大きく，温度変化の影響を受けにくいことも特長である. 

検討混合物の基本性状を表-3に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. 室内実験 

室内実験では一般的な混合物性状の評価試験を行った他，低温性状として，①静的曲げ試験による変

形性能，②曲げ疲労試験による繰返し曲げ作用への抵抗性，③温度応力試験による応力緩和性能の評価

を行った．室内実験の内容とその結果を以下に示す．なお，比較として, 寒冷地域で一般的に適用され

ているストレートアスファルト80/100を使用した密粒度混合物（13F）およびポリマー改質アスファルト

Ⅱ型を使用した細密粒ギャップ混合物（13F55）についても同様の実験を実施した． 

３.１ 一般的な混合物性状の評価 

 一般的な混合物性状の評価結果を表-4に示す．検討混合物は優れた流動抵抗性と摩耗抵抗性を有しつ

つ，表面のきめは目標とした北海道型SMAの規格値である0.9mm以上を満足する0.93mmであった． 

 

 

 

 

 

３.２ 低温時における混合物性状の評価 

（1）変形性能の評価 

低温時における変形性能の評価として,静的曲げ試験（2点支持中央載荷方式，ひずみ速度6.25×10-3

（1/s））を実施した．温度と曲げ応力の関係を図-2，温度と曲げひずみの結果を図-3に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-1 検討混合物の合成粒度

19mm 13.2 4.75 2.36 0.075

検討混合物 100 97.5 33.9 24.4 10.1

北海道型SMA（上限） 100 100.0 45.0 30.0 13.0

北海道型SMA（下限） 100 95.0 25.0 20.0 8.0
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0

20

40

60

80

100

0.01 0.1 1 10 100

ふるい目の開き（mm）

通
過
質
量

百
分
率

（
%
）

検討混合物 北海道型SMA（上限,下限）

図-1 検討混合物の合成粒度 

表-2 アスファルト性状例 

検討混合物に使用する
アスファルト

ポリマー改質
アスファルトⅡ型

針入度（25℃） （1/10mm) 174 55

軟化点 (℃) 71.5 61.5

PI 5.96 1.57

伸度試験（4℃） (cm) 69 54

フラース脆化点 (℃) -28 -11

60℃粘度 (Pa・s) 8,620 1,480

試験項目

表-3 基本性状 

検討混合物
北海道型ＳＭＡの
基準値・規格値

最適アス量　　　 （%） 4.8 5.0～7.0

空隙率 （%） 4.1 3～7

飽和度 （%） 73.4 65～85

MS安定度 (KN) 6.61 4.9以上

フロー値 （1/100cm） 31 20～50

表-4 一般的な混合物性状の評価結果 
検討混合物 密粒度（13F） 細密粒ギャップ（13F55）

アスファルト量　 （%） 4.8 5.4 5.6

アスファルト種類 検討混合物用アスファルト StAs80/100 ポリマー改質アスファルトⅡ型

動的安定度　　 （回/mm） 7,880 350 15,750

ラベリング試験　　 (mm) 0.32 0.76 1.01

きめ深さ（MPD）　 (mm) 0.93 0.37 0.31
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図-2 温度と曲げ応力の関係 
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図-3 温度と曲げひずみの関係 



 

 

図-2の結果より，検討混合物の脆化点温度は-5℃程度であり，他の混合物の脆化点温度より15℃程度

低温であることが確認できた．また，図-3の結果より，検討混合物の曲げ破断ひずみは他の混合物と比

較して2～5倍程度大きいことが確認できた．検討混合物は他の混合物より脆化点が低温で曲げ破断ひず

みも大きいことから，低温時における変形性能に優れており,ひび割れが発生しにくい混合物と考える.  

（2）繰返し曲げ作用への抵抗性の評価 

低温時における繰り返し曲げ作用への抵抗性の評価

として，曲げ疲労試験（2点支持2点載荷方式,ひずみ制

御，温度0℃,ひずみ400μ,周波数5Hz）を実施した．  

試験結果を図-4に示す．図-4の結果より, 検討混合物

の破壊回数は42,000回で，他の混合物の破壊回数3,000

回～9,000回と比較して5～10倍程度大きいことが確認

された．このことから，検討混合物は繰返し曲げ作用へ

の抵抗性が高い混合物であると考える.  

（3）応力緩和性能の評価 

 低温時における応力緩和性能の評価として，応力が緩和できる限界

温度（応力緩和限界点）を把握する温度応力試験3）を実施した．図-5

に示すように，温度応力試験は両端を固定した供試体の温度を一定勾

配（3℃/h）で降下させ，温度低下に伴う発生応力の変化を測定する試

験である．拘束状態にある供試体の温度を低下させた場合，応力緩和

性を有する温度領域では発生する内部応力が逐次緩和されるが，応力

緩和限界点以下になると発生した応力が緩和できずに，やがて供試体

は破断する．試験結果を図-6に示す．図-6の結果より，検

討混合物の応力緩和限界点は-20℃程度で他の混合物と比

較して-10℃程度低温にあり，低温時の応力緩和性能に優れ

ることで温度ひび割れの発生や打継目の開きなどが低減で

きると考える． 

４. 構内試験施工 

４.１ 試験施工の概要 

構内試験施工では，ダンプ運搬時に懸念される材料分離

やダレの発生を確認したほか，施工性や路面のきめ等を確

認した．試験施工概要を表-5，施工機械を表-6に示す．  

４.２ 運搬・施工 

（1）運搬時のダレの確認 

 現場に到着したダンプ（運搬時間 60 分程度）からアスフ

ァルトフィニッシャへの材料供給時に，検討混合物の外観

およびダンプ荷台への材料の付着状況を目視で確認したが, 

写真-3に示すように材料分離やダレは見られなかった． 

（2）施工性の確認 

 舗設中の混合物の引きずり等も無く，良好な施工性を有していることが確認できた．施工状況を写

真-4に示す.  
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図-4 曲げ疲労試験結果 
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図-5 温度応力試験 
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図-6 温度応力試験結果 

概　　　要
施工場所 大成ロテック㈱機械技術センター構内

規模 75ｍ2（幅員3ｍ×延長25ｍ、t=40mm）
混合物種類 検討混合物（アス量4.7％）
気温と風速 気温27.4℃、風速0.3m/s

表-5 試験施工概要 

機械 備考

フェーゲル1803 TV方式

一次 マカダムローラ（10ｔ） R2

二次 タンデムローラ（6t級） SW650

仕上げ タイヤローラ（10ｔ） T2

用途

敷き均し

転圧

表-6 施工機械 



 

 

４.３ 路面性状の評価 

検討混合物の路面性状が，粗面型 SMA としての目標を確保

できているか確認するため,路面のきめとすべり抵抗値を測定

した．結果を表-7 に，路面状況を写真-5 に示す．表-7 の結果

より，検討混合物の路面のきめは目標とした平均きめ深さ

0.9mm 以上を満足し，すべり抵抗値 BPN60 以上であることを確

認した．また，切り取りコアの密度を測定した結果,締固め度は

96%以上を満足しており，写真-6に示すように表面が粗く，骨

材間隙がアスファルトモルタルで密実な状況を確認できること

から，検討混合物を舗設することで目標とする粗面型 SMA を

構築することが可能であることを確認した． 

５. まとめ 

 寒冷地域における粗面型 SMA の耐久性向上に関する検討を

実施し，得られた知見を以下に述べる． 

1）低温伸度が大きく，フラース脆化点が低いなど，低温性状に

特長を有するアスファルトを用いた検討混合物は，室内実験

結果より，寒冷地域で一般的に適用されている混合物と比較

して低温時の変形性能や応力緩和性，曲げ疲労抵抗性が高い

ことから，ひび割れの発生や打継目の開きを軽減でき，寒冷地

域における耐久性の向上が期待できる.  

2）構内試験施工により,検討混合物はダンプ運搬時の材料分離 

やダレも無く，施工性も良好であることが確認できた．また,  

目標とする路面性状が得られることも確認できた. 

６. おわりに 

本検討では，寒冷地域における粗面型 SMA の耐久性向上策

の一つとして，水を舗装内に浸入させないことが重要であると

考え，低温時のひび割れ抵抗性や応力緩和性を向上させるため

の検討を行った． 

室内実験による低温性状の確認や構内試験施工で施工性の確

認を行った結果，実用化の可能性を見いだした．今後は，実路

へ適用して追跡調査で耐久性向上の検証を行う所存である．  
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写真-3 合材ダンプの荷台状況 

写真-4 施工状況 

写真-5 路面状況 

写真-6 切り取りコアの状況

表-7 路面性状結果  
表面のきめ すべり抵抗

MPD（mm） BPN

検討混合物 1.20 70

基準・目標値 0.9以上
（北海道型SMAの基準）

60以上
（社内目標値）


