
水分反応硬化型常温アスファルト補修材の開発と積雪寒冷地への適用性について 

 
前田道路(株) 技術研究所 ○畠山 慶吾    

同上       小澤 直輝    
前田道路(株) 技術部    谷口  博    

 
1．はじめに 

舗装路面に発生するポットホールは一般的に常温アスファルト補修材（以下、常温合材）によって

補修されるが、積雪寒冷地の冬期路面では補修後早期に破損し、再度ポットホールが生じることがあ

る。この原因としては、常温合材の強度発現特性と供用時の道路環境の過酷さが一因と考えられる。

一般に常温合材は、バインダにカットバックアスファルトを用いており、バインダ中に含まれる成分

の揮発により硬化する。そのため、冬期路面のように低温湿潤の環境下では、揮発が促進されないた

め、初期強度が発現しづらく、さらに供用時にはタイヤチェーンの影響や凍結融解作用など過酷な条

件に晒される。 
このような背景から、冬期路面でも、早期に強度発現し、高い耐久性が得られる、「水分反応硬化型

常温アスファルト補修材」（以下、開発品）を開発した。本報は開発品の混合物性状ならびに冬期路面

での適用性について報告するものである。 
 
2．要求性能 

 前述したように、冬期路面で使用する常温合材には従来の常温合材よりも高い性能が求められる。

以下に主な要求性能を記す。 
①高い初期の安定性および供用時の耐久性を有する。 
②補修面が濡れている状態でも施工が可能である。 
③低温でも使用可能である。 

 ④摩耗や凍結融解に対して高い抵抗性を有する。 
 

3．開発品の特長 

開発品の特長は、製造時に添加する特殊潤滑油

と硬化材に由来する。開発品の強度発現の仕組み

は、図－1 に示すとおりである。アスファルト被

膜の表面を特殊潤滑油でコーティングすることで、

常温においても貯蔵安定性・施工性を確保する。

また、敷きならし後（転圧前）に水を散布するこ

とで、特殊潤滑油は硬化材と化学反応を起こして

硬化し、混合物強度が増加する。 
硬化した特殊潤滑油は供用温度域でアスファル

トと同程度の強度を有しているため、施工した混

合物は加熱アスファルト混合物と同程度の高い耐

久性が得られる。また、化学反応が早いため、混合物強度の早期発現が期待できる。 
 

図－1 開発品の強度発現の仕組み 



4．混合物評価 

 4．1．一般性状 

 開発品は、水を散布して締め固めることで化学反応が開始

され混合物強度が向上する。そのため、室内評価試験では、

締固め前に水を 4％（混合物比）添加し供試体を作製した。

なお、比較用の揮発硬化タイプの常温合材として通常タイプ

（従来品 A）と、高耐久タイプ（従来品 B）と併せて試験を

行った。 
 （1）マーシャル性状 

 施工直後および供用中の混合物強度を評価するため、供試

体作製から 3時間後および 7日後にマーシャル安定度試験を行

った。なお、供試体は突固めから試験まで 20℃の温度条件で行

った。 
 結果を図－2 に示す。開発品は養生 3 時間で従来品の 4～10

倍程度の高い安定度が確認できた。また、養生 7日においても

従来品に比べて非常に高い強度を有していることが確認できた。 
（2）施工直後の耐久性 

 常温合材は、主に応急補修として用いられるが、施工後には

十分な養生時間がとれないため、初期の耐久性ができるだけ高

いことが望ましい。 
そこで、施工直後の耐久性を検証するため、ポットホール補修直後に車両を数回走行させ、タイヤ

通過前後の路面形状を測定した（写真－1）。試験条件および試験結果は表－1、2に示すとおりである。 
開発品は、従来品に比べてわだち掘れ量が少なく初期耐久性に優れていることがわかる。 

 

（3）耐水性 

 ポットホールなどの応急補修の際には補修箇所の乾燥は困難で

あり、湿潤状態でも施工できることが望ましい。そこで降雨時の

耐水性を評価するため、簡易ポットホール試験（水浸）1)を実施

した。この試験は、降雨時の破損部の補修をイメージしたもので、

供試体中央部のポットホールを見立てた穴に、水を満たした状態

で常温合材を敷きならし締固める（写真－2）。これをホイールト

ラッキング試験機で中央部が 3mm 沈下するまで走行させる（写真

－3）。結果を図－3 に示す。開発品は、従来品に比べて沈下しづら

く、路面が滞水した状態でも高い強度を確保できることがわかる。 

内　容

 施工規模  約0.15m2（t=50mm）

 転圧方法  足による締固め

 使用車両  普通乗用車（タイヤ接地圧0.37N/mm2)

 走行回数（走行時期）  10回（施工完了から3分以内）

 MRP（マルチロードプロファイラ）路面形状測定

項　目

車両
走行

施工

図－2 常温マーシャル試験結果 

写真－1 車両走行と路面形状測定 

表－1 試験条件 表－2 路面形状測定結果 

写真－2 供試体作製状況 

種　類 わだち掘れ量(mm)

開発品 2.7

従来品A
（通常ﾀｲﾌﾟ）

5.1

従来品B
（高耐久ﾀｲﾌﾟ）

4.0



 
（4）その他一般性状 

 マーシャル性状以外の一般性状試験結果を表－3 に示す。なお、供試体の養生期間は 20℃・7 日と

し、比較用として一般的な加熱アスファルト混合物も加えて試験を行った。 
各種試験を行ったところ、従来品は試験中の流動や飛散が著しく最後まで試験を行うことができな

かった。これに対して、開発品は DS が 6,000（回/mm）、ねじり骨材飛散率が 0.8％と加熱混合物以上

の数値が得られており、耐摩耗性についてもすり減り量が 0.89（cm2）と加熱混合物と同程度の数値

が得られた。このことから、開発品は加熱混合物と同程度の耐久性を有していることがわかる。 
 

 

4．2．低温性状 

 （1）低温時の施工性 

開発品の低温時の施工性について検証した結果

を表－4 に示す。評価方法はハンドリングの感覚

およびマーシャル供試体の締固め度とした。 
本検討では、混合物温度を－5℃まで低下させた

ため、20℃で施工した場合と比較して締固め密度が若干低下

する結果となったが、施工性（ハンドリング）はほとんど低

下が見られず問題なく使用できることが確認できた。 
（2）低温時の強度（強度発現、耐久性） 

低温時の混合物強度は、低温施工時における補修箇所の物

理性状を評価する観点から、供試体の作製温度および試験温

度を－5℃とし、供試体作製から 3時間後および 7日後のマー

シャル安定度で評価を行った。 
結果を図－3に示す。開発品は養生 3時間で従来品の 4～5

 

 

写真－3 簡易ポットホール試験状況 図－3 簡易ポットホール試験結果 

表－3 一般性状結果 

表－4 低温時の施工性 

図－3 低温時の混合物性状 

20℃ -5℃

開発品 98.5 良好 良好

従来品A（通常ﾀｲﾌﾟ） 99.0 良好 良好

従来品B(高耐久ﾀｲﾌﾟ) 98.6 良好 良好

施工性(ハンドリング)20℃に対する
-5℃の

締固め度(%)
種　類

開発品 従来品A 従来品B 加熱混合物

 耐流動性  DS（回/mm） 60℃ 6,000 520

 骨材飛散抵抗性  ねじり骨材飛散率(%) 50℃ 0.8 18.7

 耐摩耗性  すり減り量(cm2) -10℃ 0.89 0.84

※試験までの養生方法：20℃7日間

試験中に破損

試験温度評価項目
結　果



倍程度、養生 7日においても従来品の 10倍以上の安定度が得られており、

低温環境下でも化学反応により強度発現し、高い強度を確保できることが

確認できた。 

（3）凍結融解 

 常温合材の凍結融解に対する抵抗性を評価するため、図－4 に示す手順

で低温、常温の熱履歴を繰り返し作用させ、マーシャル安定度試験を行っ

た。また、比較用として同日数 20℃養生したものについて試験を実施した。 
結果は表－5に示す通りである。開発品および従来品 A、B の 20℃養生

に対する残留強度率はそれぞれ 80.7、73.7、78.5％で

あった。すべての常温合材が 20℃養生に比べて強度低

下する結果となったが、開発品は凍結融解後において

も 15.9kN と高い水準を維持していることがわかる。 
 

5．積雪寒冷地での施工事例 

 これまでの室内検討より、良好な混合物性状が得ら

れたことから、2013 年 12 月に札幌市内の構内道路にて試験施工を

実施し供用性の評価を行った（写真－4）。 
施工箇所は一般車両の他に重車両が往来する箇所であり、施工は

ポットホールに水を満たした状態で行った。施工当日の気温は 2℃

であったが、作業性や初期強度発現に問題は見られなかった。 
 施工から 1 年経過時の路面状況を写真－5 に示す。目立った骨材

飛散や、わだち掘れは見られず良好な状態を維持していることが確

認できた。 
 
6．まとめ 

 開発品の室内検討および現場施工における知見を以下に示す。 
（1）室内検討の結果、従来品に比べて混合物強度が高く、低温時

においても良好な締固め密度が確保でき、初期強度の発現も早いこ

とを確認した。 
（2）現場施工の結果から、外気温 2℃の条件下でも作業性や初期強

度発現に問題は見られず、供用 1年後においても良好な状態を維

持していることを確認した。 
 最後に、氷点下での施工時において、散布水の凍結が懸念され

る場合には、不凍液をあらかじめ水に添加することで、問題なく散水が行え、また化学反応にも影響

を及ぼさず、良好な混合物性状が確保できる結果が得られてることを付記する。 
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         図－4 試験手順 

表－5 凍結融解の評価結果 

写真－4 施工状況 

写真－5 供用 1 年後 

常温,低温繰返し
（20⇔-5℃）

20℃
一定養生

 開発品 15.9 19.7 80.7

 従来品A 1.4 1.9 73.7

 従来品B 3.8 4.8 78.5

低温,常温繰返し
における

残留強度率(%)

安定度(kN)

種　類

マーシャル供試体作製（20℃）

20℃・1日養生

30分含浸

-5℃・1日養生

30サイクル完了

マーシャル安定度試験（20℃）

Yes

No


