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 新千歳空港は、国内線30路線と北海道の空の玄関として乗降客数第4位であり、国内でも屈指

の混雑空港である。2本の滑走路のうち、A滑走路は昭和63年に供用開始され、年間をとおして

寒暖の差が大きい自然環境のため、舗装は温度応力の影響を受けやすく、舗装面の老朽化が著

しい新千歳空港のA滑走路では、現地調査を実施し調査結果を基に舗装整備を行ってきた。 
本報告では、過年度に実施した調査を基に、舗装の劣化や損傷の変化、整備方法の変遷、近

年に実施した現地調査結果及び施工状況について報告するものである。 
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1.  はじめに 

 新千歳空港は、周囲を海に囲まれた広大な面積を有す

る北海道の高速交通体系を構築する上で重要な役割を担

っている。 

しかし、滑走路等の耐震化の遅れや老朽化対応、冬季

降雪時における遅延や欠航の発生が課題となっている。 

現在、新千歳空港では、「大規模地震対策」として、

大規模地震でも空港機能を確保するため、液状化による

滑走路や誘導路の沈下防止のための地盤改良や地下埋設

物（函渠）の耐震補強工事を実施、霧や雪による視界不

良時の着陸条件を緩和するため「空港機能の高質化」と

し、未整備であるＢ滑走路北側の計器着陸装置（ＩＬ

Ｓ）の設置、航空ネットワークの維持並びに航空機の安

全運航を図るため施設の改良を実施する「老朽化対策」

を３本の柱とし、事業に取り組んでいる。 

本報文では、新千歳空港A滑走路(3,000m)における舗

装の老朽化、それに伴う整備改良工法の変遷について報

告するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 上空からの新千歳空港 

2.  A滑走路老朽化の変化 

新千歳空港は年間をとおして寒暖の差が大きい自然環

境の中で、滑走路等の舗装は冬期でも除雪によって常に

表層が露出した状態であることから、温度応力の影響を

受けやすい。一般的に新設時の滑走路などの空港アスフ

ァルト舗装は、設計年数を10年として構築され、その後

交通量の増大や舗装の損傷程度によって大規模な舗装改

良工事が実施される。 

A滑走路は昭和 61年度に舗装の施工を開始し、昭和 

63 年に供用開始後、過酷な自然環境下のため、舗装表

面の劣化やひび割れ等の損傷が起きていることから、平

成 9 年度と平成 12 年度にコア採取・表層面調査・舗装

材の品質について現地調査を実施した。 

 以下はそれぞれの調査結果であり対比すると、表層で 

止まっていた劣化が基層まで進行しており、舗装体内の

状態が老朽化していることがわかった。 

 

(1)  平成 9年度調査 

採取したコアのカット面や破断状況から、表層合材の 

骨材が高吸水性であるのが要因で表層のみの品質低下が

随所に見られ、基層以外の合材や健全箇所の表層合材及

び骨材と比較して、舗装材の品質に明らかな違いが認め

られた。また、表層面の調査では、舗装の弱点である施

工目地や施工機械中央部の表層面にクラックが線状及び

亀甲状で発生しているが、表層内で止まっているため、

表層のアスファルト合材の配合や性状の影響が表層面の

クラックの原因と考えられる。 
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クラック箇所やその直近は健全箇所よりたわみ量が大 

きく、表層と基層の層間で剥離はしているが、舗装全体

の強度が低下しているとは考えにくい状態であると判断

した。 

 

(2)  平成 12年度調査 

 舗装面が円形状に膨れ上がる現象が多数発見されコア 

採取を行ったところ、表層、基層、アスファルト安定処 

理層のアスコン層内の剥離やアスファルト安定処理層が 

砂利化している状況が確認出来た。また、含水比が大き 

くアスファルト安定処理層は浸透水を保水しやすい状況 

であった。 

採取コアから舗装材の品質を調べた結果、水浸マーシ

ャル安定度強度試験で、アスファルト安定処理層の強度

は０であり、水による劣化を受けやすい状況であり、相

当悪い劣化状態であった。表層面の調査では、表層のク

ラックは補修されたオーバーレイによりカバーされてい

るが、アスコン層内に残存していた水分が温度の上昇に

よって水蒸気になり、密閉されたことで圧力が表層部を

押し上げるブリスタリング現象が生じ、舗装の劣化及び

損傷の原因となっていた。 

クラックや剥離現象により舗装体内に再び雨水が浸透す

ることで、アスコン層の砂利化などの舗装破壊に繋がっ

ていた。 

 劣化状態は基層までとアスファルト安定処理層までと

場所によって違いがあることがわかった。 

 

3.  舗装整備年度の改良方法 

 昭和 61 年度に新設した舗装構造と現地調査結果を基

に舗装状態に適した改良方法を検討し、整備を実施して

おり、整備年度で改良工法に違いがあることがわかった。 

 

(1)   平成 10年度～平成 11年度整備 

舗装全体の強度が低下しているとは考えられない状態

であること、表層合材の品質が低下しておりクラックは

表層のみであることから、既設表層の上に新設表層を舗

設する『嵩上げ工法』とした。（図-2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図-1  昭和61年度  新設      図-2  平成10～11年度 

嵩上げ改良   

(2)  平成 14年度～平成 16年度整備 

アスファルト安定処理層において施工継ぎ目（目地

部）は砂利状化していることから、部分打ち換えの改良

方法を採用し、帯状改良部は舗設層数を減らすことが可

能な『大粒径アスコンによるシックリフト工法』を採用

した。（図-3） 

表層、基層部はブリスタリング対策として、基層8cm

以上、表層8cmの16cm以上を確保し、表層には改質Ⅱ型

密粒度アスコンを使用し『切削打換え工法』とし、老朽

化の状態により工法を分けて整備している。（図-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3  帯状改良部  打換え改良      図-4  打ち換え改良 

（シックリフト工法） 

 

4.  設計条件の変遷 

各整備段階での舗装設計要領による設計条件を表-1に

示す。 

A 滑走路の舗装構造の設計条件は、建設当初から現在

までに設計対象機種及びタイヤ接地圧が改訂されている。 

 平成 10～11 年度の嵩上げ改良工事により当時の基準

舗装厚 148cm に嵩上げ改良されているが、平成 25 年度

要領では基準舗装厚が 144cmに改訂されている。 

 平成 26 年度以降の施工で使用する設計では、平成 25

年度要領に基づいた基準舗装厚 144cmを満足するよう設

定している。 

表-1 A滑走路設計条件等比較 
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5.  平成25年度現地調査及び改良方法 

 A 滑走路では、舗装の破損・ブリスタリングの発生に

より改良工事を実施した平成 14～16年度から 10年経過

していないが、現状の舗装面はひび割れが著しく、改良

当時の対策工法の有効性を検証・評価する必要があるこ

とから、現地調査を行い改良方法を検討した。 

 

(1) 表層面の路面状況調査 

A 滑走路全域でブリスタリング又はブリスタリング跡

は見られなかった。しかし、北側から A5 誘導路までの

縁端帯でポンピング跡が確認されたこと、滑走路中間部

では多くの箇所でシール補修やパッチング補修が行われ

ていた。ひび割れは、中間部が多く、西側及び東側の中

央帯が顕著であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     写真-2 東側中央帯のひび割れ 

 

 (2) コア採取による層別評価 

a)  上層路盤（大粒径アスファルト混合物） 

前回の改良工事で使用した大粒径アスコンの状況を把

握するため、コアを採取した。採取コアの状況は砂利状

化に至るほど崩れてはいない。また、耐久性及び耐ブリ

スタリング性ともに問題ない結果であり、大粒径アスコ

ン層は引き続き上層路盤として使用して問題ないと考え

られた。 

 

b)  上層路盤（アスファルト安定処理） 

採取したコアでは、混合物の崩れや砂利状化は生じて

おらず、耐久性も問題ない状態であった。 

アスファルト安定処理層を残置しても健全性が大きく

損なわれないものと考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  基層（再生粗粒度アスコン） 

採取コアは、基層下で層間剥離が生じ、付着強度も基

準値を下回る結果であり、耐久性の不足から、やや材料

劣化が認められる状況であった。 

このまま放置すると、砂利状化が進行することが懸念

されたことから、基層まで改良し層間状況を改善する必

要があると判断した。 

 

d)  表層（改質Ⅱ型アスコン） 

前回の改良工事ではブリスタリング・層間剥離を防止

するために、改質Ⅱ型アスコンを使用した。路面状況で

はブリスタリング又はブリスタリング跡が確認されない

ことから、ブリスタリング対策として有効であることが

確認された。ただし、ひび割れが顕著であり、その要因

の一つと考えられる交通量について調べた結果、荷重の

作用頻度が主な要因ではないことがわかった。更に採取

したコアからひび割れ箇所とそれ以外の箇所で材料の比

較を行ったが、品質はほとんど変わらなかったことから、

構造的な問題はないと評価するが、ひび割れが顕著であ

るため、発生している層まで改良し構造の一体性を改善

したほうがよいと判断した。 

 

(3) 路面性状調査 

平成 18 年度、平成 21 年度、平成 24 年度に実施され

ており A5～A8 誘導路でひび割れが『早急に補修の必要

がある』と評価されわだち掘れと平坦性についても『近

いうちの補修が望ましい』との評価であった。(図-5） 

ひび割れ率は、平成 21 年度と比べ急激に増加してい

ることがわかった。 

 

(4) 既設舗装構造評価のまとめ 

 各調査結果を整理した結果、基層より下部では健全性

が見受けられるが、基層においてはひび割れが生じ、ア

スコンの耐久性に問題があるため、基層までを改良すべ

きであると判断した。また、表層及び基層を切削改良す

るとともに基層とそれ以下の層との付着を改善する必要

があることがわかった。ただし、調査箇所によってはひ

び割れも表層内にとどまっていることや層間付着も問題

がなく、材料の著しい劣化がない箇所も見受けられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 過年度の路面性状評価図（ひび割れ）             
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(5)  舗装改良方法の決定 

今回と過去の調査結果を踏まえ、ブリスタリングが確

認されていなく、上層路盤の砂利状化も生じていないこ

とから既設上層路盤を存続させることとした。 

層間剥離は過去のブリスタリング発生時のように材料

劣化を進行させ砂利化を引き起こす原因となる可能性が

あることから、基層及び上層路盤の砂利状化を防止する

必要がある。このため、層間剥離面まで切削して層間付

着性を改善することとし、切削深さを可能な限り基層下

面の剥離面又は表基層の深さまで切削が必要なためする

『切削打換え工法』と決定した。 

表層は前回工事と同様に、ブリスタリング対策として

厚層化し、最大施工厚 8cm を確保し、改質Ⅱ型密粒度

アスコンを使用することとした。 

基層の材料は、基層で交通開放を行うことから、密粒

度アスコンを使用することにした。基層の施工厚は表基

層あわせて 16cmとするために基本厚さを 8cmとし、基

層が 8cm 以上となる場合は、ブリスタリング対策とし

て、薄い層の施工を避けるためレベリング層を設けるこ

ととし、材料は再生粗粒度アスコンを使用した。 

最小舗装厚は、空港舗装補修要領の「補修工事におけ

る施工上の最小厚は基層の場合、アスファルト混合物に

使用する骨材の最大粒径の 1.5 倍以上とすることを標準

とする」との記載から、粗粒度 20mm の 1.5 倍となる

3cmを最小施工厚と設定し、3cm以上の舗装厚とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図-6 層別の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 A滑走路 標準断面図 

6.  平成26年度A滑走路改良工事の施工状況 

今年度の施工は、路面性状調査でひび割れが多く早急

に補修する必要がある箇所から行なった。採取したコア

から、層間剥離深さが最大 18.5cm であり、表層基層厚

が最大 19cm であることから、施工工区の切削深さは

19cmを基本に整備することとした。 

Ａ滑走路の改良工事では、供用中の滑走路であり、

日々の交通開放を行うことから、23:00～翌朝 6:00 の施

工時間の中で交通開放できる温度までに舗装面を冷却さ

せなければならない制約がある。 

第 1工程は、基層での交通開放となるため、基層舗設

後の冷却時間を考慮し、日々の施工延長を 20m とした。 

既設表層、基層部を全幅 60mにわたり 19cmで切削し、

レベリング層と基層の舗設を行なった。レベリング層と

基層の舗設では、舗装体の冷却時間短縮を図るため、再

生粗粒度アスコン及び密粒度アスコンに中温化アスコン

を使用することとした。レベリング層と基層の舗設後は、

既設表層との摺付けを行い、航空機への影響を低減した。 

舗設するにあたり、アスファルトフィニッシャは2台

使用し、舗装の弱点となる施工目地を作らないようにホ

ットジョイントで施工を実施した。 

交通開放時間に間に合うよう、基層の表面温度を、

50℃以下になるまで冷却作業を実施した。 

 

 

 

 

 

 

写真-3 切削状況      写真-4 基層舗装状況 

 

第 2工程は、表層を舗設する施工であり、日々の施工

延長を 70m とし厚さ 8cm の舗設を施工するが、舗装体

の冷却時間短縮を図るため、改質Ⅱ型密粒度中温化アス

コンで舗設を行った。舗設は基層と同様にホットジョイ

ントで施工し、表層の表面温度を確認、交通開放に間に

合うよう冷却作業を実施した。 

第 1工程並びに第 2工程での交通開放するにあたり、

アスファルト合材の中温化を使用したことは、舗設時間

や冷却時間などの時間管理の徹底や舗設時間短縮を図る

上で効果が見られ、航空機の運航に影響を与えることな

く、安全に日々交通開放することが出来た。 

 

 

 

 

 

 

写真-5 表層舗装状況    写真-6 表層開放状況 
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7.  舗装改良の問題点 

アスファルト舗装の切削打換え改良（切削オーバーレ

イ）では、クラックの状況やコアの試験等により劣化し

た舗装の切削厚の検討を行うが、不陸が生じている既設

アスファルト舗装において切削厚を既設舗装表面から一

律に設定すると、オーバーレイ厚を調整することで基準

高を確保する事となる。このような場合オーバーレイ厚

の変化に伴い舗装構成が異なる箇所が飛び地で存在する

こととなり、その形状が矩形ではなくアメーバの様な不

規則な形状であるため、施工効率の低下、密度管理が困

難なことにより品質低下の原因となる。特に滑走路改良

の施工時間の制約がある中で日々交通開放する場合、施

工効率や品質の低下防止を図るため、舗装範囲及び舗装

構成を決定することが重要となる。 

例として、舗装厚で 1層と 2層が混在する箇所では、

①2 層改良範囲を図-8 のように切削舗設する。②1 層改

良範囲（図-9）と合わせて切削舗設をする。この時 1,2

層目の厚さを守り、レべリング層の最低厚 3cm を確保

できるよう切削厚を調整する事が必要である。この様な

形での施工によりアメーバが解消され、施工効率や品質

低下が抑制される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図-8  ① 2層目改良      図-9  ② 1層目改良 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  まとめ 

新千歳空港は、開港時に比べ航空機の大型化や離着陸

の増大により、舗装面の劣化は必然的なものである。 

A 滑走路の整備は、来年度以降も実施される。今年度

の施工では、交通開放と施工時間の制約がある中で、温

度低減できるアスファルト中温化合材を使用することは、

有効であることがわかった。 

現地調査結果により、表層と基層間の剥離やアスファ

ルト安定処理層の砂利化、老朽化している舗装に対して、

よりよい改良工法を選定することが、今後の舗装面の老

朽化の進行を遅らせることが可能と思われる。 

 今後はB滑走路の整備も必要となってくる。 

A滑走路での改良と同様に、施工時間や工事期間の制

約がある厳しい条件での工事が予想される。このため、

実施にあたっては今回の改良工法を踏まえ、現地調査を

基にアメーバ対策を始め、切削及び舗装の厚さによって

は、大粒径アスコンによるシックリフト工法なども改良

工法の一つとして検討する必要性があると考える。 

 国内でも屈指の混雑空港である新千歳空港は、北海道

の空の玄関口として、安全な航空機の運航が出来るよう、

今後も滑走路の整備を進めていくことが必要である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


