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北海道における密粒度アスコン13Fの表層混合物としての
適用に関する研究
Use of Dense-graded Asphalt Concrete 13F as a Surface Course Mixture
in Hokkaido, Japan
丸山

記美雄*

岳本

秀人** 安倍

隆二***

Kimio Maruyama, Hideto Takemoto, and Ryuuji Abe
北海道の国道においては､ 昭和40年代以降細粒度ギャップアスコン13Fを標準的な表層
混合物として使用していたが､ スパイクタイヤ規制や車輌の大型化などの交通条件の変
化や建設コスト縮減を踏まえ､ 現在の諸条件に適した混合物への移行を検討することと
なった｡
骨材粒度を様々に変化させた密粒度アスコンに対する室内試験の結果､ これまで使用
してきた細粒度ギャップアスコン13Fに比べて､ 粗骨材率が高い密粒度アスコン13Fが凍
結融解や耐摩耗性などの性能を低下させることなく､ わだち掘れを少なく出来る可能性
があり､ 経済的にも安価であることが明らかとなった｡ さらに､ 供用中の道路における
試験施工によってもその性能や施工性が確認され､ 北海道における適用が可能であるこ
とが明らかとなった｡
キーワード：密粒度アスコン､ 細粒度ギャップアスコン､ わだち掘れ､ 摩耗､ 凍結融解
Since the mid-1960s, fine- and gap-graded asphalt concrete 13F has been the
standard mixture material for the surface course of national highways in
Hokkaido.

The traffic environment has changed, as seen in the banning of

metal-studded tires and the increase in vehicle size.
budget has been reduced.

Also, the road construction

These changes have prompted us to examine the use

of alternative mixtures that are more suitable for the current conditions.
We performed an indoor test on dense-graded asphalt concrete with different
aggregate particle sizes.

Fine- and gap-graded asphalt concrete 13F, which has

been traditionally used, was compared with dense-graded asphalt concrete 13F,
whose amount of coarse aggregates is larger. The comparisons show that densegraded asphalt concrete reduces rutting and is more economical without compromising performance ( e.g., freezing and thawing durability, and resistance to
abrasion).

In addition, a test conducted on an in-service road installed with

dense-graded asphalt concrete has confirmed its installability and performance.
We conclude that dense-graded asphalt concrete is suitable for use in Hokkaido.
Key words: dense-graded asphalt concrete, fine- and gap-graded asphalt concrete,

rutting, abrasion, freezing and thawing》
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１. はじめに
平成12年度まで､ 北海道の国道においては､ 摩耗に
対する抵抗性を最重視しつつ､ 水密性が高く水の凍結
融解作用による影響を受けにくい特徴を有する細粒度
ギャップアスコン13Fを標準的な表層混合物として使
用していた｡
しかし､ ｢スパイクタイヤ粉塵の発生の防止に関す
る法律 (平成２年６月)｣ により､ スパイクタイヤの
使用が規制され､ 現在では一部地域を除き使用が規制
されている｡ その結果､ 図−１のようにスパイクタイ
ヤの装着率は数％程度まで低下し､ それに伴い写真−

写真−１

摩耗わだち掘れ

写真−２

流動わだち掘れ

１のような摩耗わだち掘れの発生は少なくなり､ 舗装
の冬期間の平均摩耗量も年間１㎜弱まで減少した｡
また､ 近年は自動車交通量の増加､ 車輌の大型化等
により､ アスファルトリッチな混合物である細粒度ギャッ
プアスコン13Fに発生する流動によるわだち掘れ (写
真−２) も目立つようになるなど､ 舗装の損傷形態が
従来と比べ変化してきている｡ さらに､ 建設コスト縮
減､ 再生骨材利用を積極的に推進していく必要がある｡
一方､ 依然として冬期間に舗装表面が凍結融解を繰
り返す積雪寒冷地特有の環境条件に変化はなく､ この
環境条件にも適した表層混合物が必要である｡
このような背景を踏まえ､ 北海道開発局では凍結融
解作用や低温クラック等の積雪寒冷地特有の問題を考
慮しつつ､ 現状に適した耐流動性や経済性を有する混
合物への移行が検討された｡
本報告は､ これに対する取組みとして､ 北海道の国
道に適した標準的な密粒度アスファルト混合物の選定
と適用に関して室内試験及び試験施工により検討を加
えた結果を報告するものである｡

図−１

スパイクタイヤ装着率と舗装摩耗量
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２. 室内試験による表層混合物の検討
２. １ 北海道における表層混合物の変遷
室内試験の対象混合物を検討するに際して､ これま
で北海道開発局において標準的に使用された表層混合
物の変遷経緯を整理し､ 図−２に示す｡
北海道の国道におけるアスファルト舗装の歴史は昭
和28年の弾丸道路に始まり､ それ以降の研究の積み重
ねにより表層混合物のタイプがアスモル､ 細粒度アス
コン､ 細粒度ギャップアスコンの順に砕石量が多い混
合物へと変遷しているが､ タイヤチェーンやスパイク
タイヤによる摩耗作用と凍結融解に対する抵抗性に優
れるアスファルト量とフィラー分の多いF付系の混合
物が一貫して使用されてきたといえる｡

図−２

北海道開発局の標準的な表層混合物の変遷
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２. ２

求められる基本的性能

c). 密粒Fなし系

２種類

北海道の特殊性はその寒冷な気候であり､ 激しい凍

耐流動性を向上するため､ フィラー分の少ない密粒

結融解作用によって耐久性に影響を受けることが挙げ

度アスコン13の粒度範囲内で中央粒度の混合物M13と､

られる｡ また､ 大部分の地域でスパイクタイヤ使用は

中央粒度から下限値側で骨材粒度を設定した混合物

規制されたものの､ 依然としてスパイクタイヤやタイ

M13の２種類

ヤチェーンの装着車輌は存在し､ 排水性舗装の骨材飛

d). 密粒ギャップF付系

散被害にも見られるようにその摩耗作用は無視できる
ものではない｡

１種類

上記混合物よりも更に耐流動性の向上が期待できる
密粒度ギャップアスコン13Fの粒度範囲内の混合物

そのため､ 室内試験において検討する混合物の有す

MG13Fの１種類

べき基本性能として､ 従来混合物に比べて､ ①耐流動

骨材配合の目標粒度を図−３に､ 配合設定結果を表−

性の改善､ ②同等以上の耐摩耗性､ ③同等以上の耐水

１に示す｡ 本試験では骨材の配合比率とF/Aを段階

性､ ④同等以上の凍結融解抵抗性､ ⑤きめ深さの改善､

的に変化させているが､ 図−4, 図−５に示すように

⑥経済性の改善､ を設定した｡

粗骨材率 (2.36㎜ふるい残留率) が高い混合物は設計

一般論として､ ①と②の性能や①と④の性能は互いに

アス量が少なく､ F/Aが大きい混合物は飽和度が高

トレードオフの関係にあるため､ 室内試験によって北海

い傾向にある｡ ここで､ 飽和度とは骨材の間隙中をア

道の国道に適した性能をバランスよく備える配合条件を

スファルトが満たす割合を言う｡
なお､ 本報では最大骨材粒径が13㎜の混合物に対す

見出し､ 適した混合物を検討・選定することとした｡

る試験結果を報告するが､ 20㎜の混合物に対しても室
２. ３

室内試験概要

内試験を実施している｡ しかし最大骨材粒径が20㎜の

従来使用してきた細粒度ギャップアスコン13Fに対

場合､ 骨材の組み合わせの違いによって混合物性状が

して､ 流動わだち掘れが改善され､ 凍結融解作用に対

不規則に変化する傾向が見られ､ 様々な産地の骨材が

する抵抗性や耐摩耗性など積雪寒冷地特有の条件にも

対象となる全道的な適用には課題があると判断したた

適合した混合物を選定するため､ 使用材料 (ストアス

め､ 検討対象からは除外している｡

80-100､ 骨材､ フィラー) は従来までと同じとし､ 骨
材の配合比率とフィラー量F/Aを変化させた７種類
の混合物に対して室内試験を行うこととした｡ ７種類
の配合の違いは以下のとおりである｡
a). 細粒ギャップF付系

２種類

細粒度ギャップアスコン13Fの粒度範囲内でこれま
で標準的に用いられてきた中央粒度の混合物SG13F
と､ 粒度範囲の下限値側で骨材粒度を設定した混合物
SG13Fの２種類
b). 密粒F付系 ２種類
密粒度アスコン13Fの粒度範囲で中央粒度の混合物
M13Fと､ 中央粒度から下限値側で骨材粒度を設定し
た混合物M13Fの２種類

図−３
表−１
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図−４

試験混合物の粗骨材率と設計アス量の関係

図−５

２. ４

図−６

試験混合物のF/Aと飽和度の関係

流動わだち掘れに対する抵抗性試験

図−７

２. ５

動的安定度の比較

粗骨材率と動的安定度の関係

摩耗に対する抵抗性試験

アスファルト舗装の流動わだち掘れに対する抵抗性

摩耗に対する抵抗性を評価するため､ 混合物に対し

を評価するため､ ホイールトラッキング試験を行った｡

てクロスチェーンによるチェーンラベリング試験を行っ

試験方法は舗装試験法便覧によった｡ 試験によって得

た｡ 試験方法は舗装試験法便覧によった｡ 試験によっ

られる動的安定度 (以下､ DS値と呼ぶ) の値が大き

て得られるすりへり量の値が小さいほどチェーンの摩

いほど流動わだち掘れに対して抵抗性があると評価さ

耗作用に対する抵抗性があると評価できる｡

れる｡

試験結果を図−８に示す｡ SG13Fのすりへり量1.13

はDS＝200〜300､ 密粒F付系２種はDS＝300〜500､

に対して､ M13Fは1.14となっており､ 摩耗抵抗
性は細粒ギャップF付系≒密粒F付系＞密粒ギャップ

密粒Fなし系２種はDS＝400〜500､ 密粒ギャップF付

F付系＞密粒Fなし系の順に高い｡

試験結果を図−６に示す｡ 細粒ギャップF付系２種

系は900〜1000となっている｡ 密粒ギャップF付系＞

ここで､ 図−９にF/A値とすりへり量の関係を示

密粒Fなし系＞密粒F付系＞細粒ギャップF付系の順

す｡ F/Aが大きくなるに従いすりへり量は小さくなっ

にDSが高くなっており､ 密粒度タイプは細粒度タイ

ている｡ 既往の研究においても､ 混合物のすりへり抵

プに比べて流動に対する抵抗性は改善されているが､

抗性に寄与する因子としてF/Aの影響が大きく､ 図−

一般的に流動対策として施工する混合物のDS値は1500

10の模式図に示すようなF/Aと安定度及びラベリン

以上を目標としており､ これらの混合物は耐流動混合

グによるすりへり量の関係が報告されている１)｡ ただ

物として使用するのに十分な性能を有しているとはい

し､ F/Aを極端に大きくする事は施工性に問題を生

い難いと考えられ､ 細粒度タイプより多少わだち掘れ

じることから､ 従来はF/A＝1.7程度としているもの

量が少なくなると考えるのが妥当といえる｡

であり､ 本実験においてもF/A＝1.7程度とした混合

図−７に粗骨材率 (2.36㎜ふるい残留率) と動的安

物のすりへり量は良好であった｡

定度の関係を示す｡ 粗骨材率が高いとDSも高い関係

また､ 図−11に粗骨材率とすりへり量の関係を示す｡

にあり､ 耐流動性向上のためには粗骨材率を大きくす

粗骨材率が高いとすりへり量も大きくなる傾向にあり､

ることが有効であり､ 耐流動性の改善を目標とした場

特に粗骨材率55％を境界にすりへり量が大きくなる傾

合､ 従来混合物の粗骨材率である45％以上の混合物と

向が見られる｡
すりへり量1.3  以下を目標とした場合､ F/A=1.5

する必要がある｡

〜1.7程度､ 粗骨材率55％以下を配合条件とするのが
良いと考えられる｡
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残留安定度試験結果を図−12に示す｡ 細粒ギャップ
F付系と密粒F付系の４種類は両者とも90％以上と高
い値を示した｡ これに比較して､ 密粒Fなし系と密粒
ギャップF付系の水に対する抵抗性は若干落ちるが評
価の目安となる75％を満足しており､ 耐水性に関して
はいずれの混合物も問題ないといえる｡
図−８

ラベリング試験結果(混合物､ クロスチェーン使用)

図−12

図−９

F/Aとすりへり量の関係

２. ７

水浸マーシャル安定度試験結果

凍結融解に対する抵抗性試験

北海道のような積雪寒冷地では､ 凍結融解作用がア
スファルト混合物に影響を与えると言われており､ ア
スファルト混合物は凍結融解作用によって空隙率が増
加し､ 強度低下を生じるとされる１)｡
そこで､ 凍結融解作用に対する抵抗性を評価する目
的で､ ホイールトラッキング供試体 (30×30×５㎝)
に凍結融解作用を100回､ 200回の一定サイクル回数与
え､ その後に空隙率を測定し､ さらにカッター切断に

図−10

アス量とF/Aおよびすりへり量の関係模式図１)

よりチェーンラベリング試験用供試体 (30×15×５㎝)
２枚を作成してチェーンラベリング試験を実施した｡
凍結融解方法は､ コンクリートの凍結融解試験方法
に準拠し､ ホイールトラッキング供試体を耐寒ゴム袋
に入れ､ 袋の内部を水で満たし､ ブライン (不凍液)
によって凍結及び融解させて供試体に凍結融解作用を
連続的に与えるものである｡ 温度制御はすべて自動的
に行なわれ､ 温度管理用供試体の中心温度が一定の時
間に所定の温度となるようにブラインが循環する｡ 凍

図−11

粗骨材率とすりへり量の関係

結行程が＋4.5℃→−18℃で２時間､ 融解行程が１時
間の計３時間を１サイクルとして凍結融解を所定の回

２. ６

水に対する抵抗性試験

数繰り返した｡

アスファルト混合物の耐水性評価に関する試験とし

写真−３,４に凍結融解作用を100サイクル与えた後

て､ 水浸マーシャル安定度試験を行った｡ 試験方法は

の供試体状況の一例を示す｡ M13Fは凍結融解作用を

舗装試験法便覧によった｡ 評価はこの試験を行って得

受けても変化はないが､ MG13Fは表面からボロボロに

られる結果に対して､

なり､ 凍結融解作用により影響を受けた状況が分かる｡

残留安定度 (％)＝水浸マーシャル安定度(kN)／標

凍結融解作用を与えた後の空隙率測定結果を図−13

準マーシャル安定度(kN)×100

に示す｡ すべての混合物において凍結融解作用により

の算式で算出した残留安定度が75％以上であることが

空隙率の増加が認められるが､ 細粒ギャップF付系２

評価の目安となる｡

種と密粒F付系２種は空隙率３〜４％の範囲内で推移
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しており､ 表層混合物の空隙率の基準値３〜５％を満
足しているため凍結融解作用による影響は小さいとい
える｡ 一方､ 密粒Fなし系２種と密粒ギャップF付系
は４％以下の空隙率が５〜７％程度まで増加しており､
凍結融解作用の影響を大きく受けたといえる｡
また､ 図−14に凍結融解後のチェーンラベリング試
験によるすりへり量を示す｡ 細粒ギャップF付系２種
と密粒F付系２種は200サイクル経過後まですりへり
量は２以下で安定しているが､ 密粒Fなし系２種と
密粒ギャップF付系は凍結融解作用を受けた後にすり
へり量が大きくなるケースが見られ､ F/Aの少ない
混合物や粗骨材率が高い混合物は凍結融解作用を受け

図−13

凍結融解作用を与えた混合物の空隙率の変化

ることにより､ 摩耗に対する抵抗性が低くなりやすい
と思われる｡
凍結融解に対する抵抗性に関係する要因として､ 粗
骨材率とF/Aが考えられたため､ その検討を行った
結果を図−15, 16, 17, 18に示す｡ 摩耗に対する抵抗
性を示した2.5の項と同様､ すりへり量が55％付近を
境界点としてすりへり量が大きく変化し､ F/Aが高
いほどすりへり量は小さい関係にあるが､ 凍結融解作
用を与えた後の方がその傾向が顕著に表れている｡
凍結融解作用によって混合物の空隙率は増加し､ 摩
耗作用を受けやすくなると言え､ 従来と同等以上の凍
結融解抵抗性を目標とした場合､ 粗骨材率を55％以下
とし､ さらにフィラーを多く使用しF/Aを1.5〜1.7の

図−14

凍結融解作用を与えた後のすりへり量

範囲を目安とした配合が有効であると考えられる｡ ま
た､ 換言すれば､ 粗骨材率が55％以上に高い混合物や､
F/Aが1.2程度と少ないFなし系の混合物は北海道には
適していないと考えられる｡

写真−３

写真−４

図−15

100サイクル後すりへり量と粗骨材率の関係

図−16

200サイクル後すりへり量と粗骨材率の関係

凍結融解後100サイクル後の状況 (M13F)

凍結融解後100サイクル後の状況 (MG13F)
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図−17

100サイクル後すりへり量とF/Aの関係

図−18

200サイクル後すりへり量とF/Aの関係

２. ８ すべり抵抗性に関する試験 (きめ深さ)
すべり抵抗性は舗装表面のきめ深さ (粗さ) に影響
されると考えられるため､ 混合物の仕上がり面のきめ
深さを舗装試験法便覧に示された砂拡大器を用いる方
法によって測定し､ すべり抵抗性の改善に関して評価
を加えた｡
きめ深さ測定結果を図−19に示す｡ 最小値はSG13F
の0.27㎜であり､ 密粒F付系､ 密粒ギャップF付系､
密粒Fなし系の順に大きくなっている｡
また､ 粗骨材率ときめ深さの関係を図−20に示す｡
粗骨材率の増加と共にきめ深さが大きくなる傾向が認
められ､ きめ深さの改善を目標とした場合､ 従来混合
物の粗骨材率である45％以上とする必要がある｡

図−19

図−20
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砂拡大法によるキメ深さ

きめ深さと粗骨材率の関係

２. ９ 混合物の経済性
経済性比較のため､ 混合物の札幌地区の流通実勢単
価 (円/ｔ) を基に､ 室内試験の材料配合比率を参考
にして､ 混合物の単価を試算した｡
７種類の各混合物について､ SG13Fを基準の100と
した場合の混合物単価比率を図−21に示す｡ 試験を行
なった混合物は､ 基準となるSG13Fに比べてアスファ
ルト量が0.5〜1.0％程度減となるため､ 混合物単価は
密粒F付系で５〜７％､ 密粒Fなし系で７〜８％程度
節減される｡ これを設計アスファルト量と単価の関係
で表すと図−22のとおりとなり､ 設計アスファルト量
が少なくなると単価は安くなる傾向が分かる｡
これは､ 図−23に示すように､ アスファルトが材料
の全重量に占める割合は５〜７％程度と少ないにもか
かわらず､ 材料費全体に占める割合が約36％と大半を
占めるため､ アスファルト量を少なくすることが単価
を引き下げるのに大きく寄与するためといえる｡ 経済
性の改善を目標とした場合､ 設計アス量を少なくする
必要があり､ そのためには図−４の関係より粗骨材率
をあげることが有効である｡

図−21

混合物単価比率 (SG13Fを基準として)

図−22

図−23

設計アス量と混合物単価比率

混合物に占める各材料の割合 (SG13F)
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２. 10 適用混合物の選定
２. ２項において選定する混合物の有すべき基本性
能を示したが､ 適用混合物判定の目安として以下の事
項を定めた｡
耐流動性：DS値がSG13F以上､ 400以上を目安
耐摩耗性：すりへり量1.3以下
水に対する抵抗性：残留安定度75％以上
凍結融解：抵抗性：凍結融解後空隙率の増加や
すりへり量がSG13Fと同等以上
すべり抵抗性：きめ深さがSG13F以上
経済性：SG13Fより安価
また､ 室内試験の結果から､ 耐流動性改善とすべり
抵抗性改善と経済性の向上には粗骨材率を上げてアス
量を少なくすることが有効であるが､ 粗骨材率を一定
以上大きくすることは摩耗作用や凍結融解作用に対し
て弱くなるため､ 耐摩耗性や凍結融解作用に対する抵
抗性も合わせて確保するには､ 粗骨材率を55％以下と
し､ F/Aを1.5〜1.7程度で極力大きくする骨材配合が
望ましいとの結果が得られている｡ 北海道の国道に適
した性能をバランスよく備えた混合物の配合としては､
粗骨材率55％以内､ F/A＝1.5〜1.7程度が条件として
考えられる｡
以上を踏まえ､ 試験結果において必要条件を満足しな
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い混合物を検討対象から除外するため一次選定を行った｡
一次選定結果を表−２に示す｡ チェーンラベリング
試験でのすりへり量が多く､ 凍結融解作用によって影
響を受けたM13, M13, MG13Fの３種類の混合物を
候補から除外した｡ これら除外となった混合物は
F/Aの値が1.2程度と小さいか､ 粗骨材率が55％より
も大きい混合物である｡
次に､ 残ったSG13F, M13F, M13Fの３種類の
混合物に対して､ 選定基準の各項目に対する評価の中
でメリットが小さいものやマイナス要素をどの程度含
むかにより､ 更に絞り込む二次選定を行なった｡ 二次
選定結果を表−３に示す｡
SG13Fは流動わだち掘れ改善効果や経済的メリッ
トが小さい｡ M13FはDSの改善効果が小さく､ 粗骨
材率が55％程度と摩耗作用や凍結融解作用を受けやす
い境界に位置する混合物であり､ 北海道内で広く適用
を想定した場合に配合の組み方や骨材の変化によって
はすりへり量が大きく凍結融解作用を受けやすい混合
物となる懸念が考えられる｡ 一方､ M13Fは流動性の
改善や経済性など得られるメリットがあり､ マイナス
要因もなく総合的な評価が高い結果となった｡ 以上の
ことから､ M13F (密粒度アスコン13F) を最終的な
適用混合物として選定した｡

表−２

適用混合物の一次選定表

表−３

適用混合物の二次選定表
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３.
試験施工による検討
３. １ 試験施工概要
室内試験における検討から選定した密粒度アスコン
13Fを試験施工し､ その施工性や供用性について確認
した｡
試験施工は平成11年度と12年度に道内の国道におい
て表−４に示す合計23箇所で実施しており､ 密粒度混
合物の施工性､ 供用性､ 耐久性を調査し､ 細粒度ギャッ
プアスコン13Fにかわる混合物としての適用可能性を
検討することを目的に実施しており､ 配合設定時､ 施
工時､ 施工後の各段階において､ 表−５に示すデータ
の収集を行なうこととした｡
密粒度アスコン13Fの骨材配合は粒度範囲に対して
その中央粒度を目標とし､ バインダーはストアス (針
入度80−100) を用いた｡ 標準混合物 (細粒度ギャップ
アスコン13F) と試験施工混合物 (密粒度アスコン13F)
を同一車線上に隣接して舗設し､ 各々の工区に20m間
隔で横断凹凸計測測線を設定し､ 横断凹凸量計測を毎
年５月､ 10月に測定し､ 合わせてひびわれや路面の骨
材飛散などの発生状況も継続調査を行なっている｡
表−４

Ｈ11, 12年度試験施工箇所の概要



最適アスファルト量
最適アスファルト量は図−24に示すように密粒度ア
スコン13Fは細粒度ギャップアスコン13Fに比較して､
平均的に１％程度少なく､ 室内試験結果と同様の傾向
であった｡

図−24

最適アスファルト量の分布



ホイールトラッキング試験結果
試験施工混合物のホイールトラッキング試験結果を
図−25に示す｡ 密粒度アスコン13Fの動的安定度DS
は139〜301の範囲に分布し､ 平均値が207であった｡
比較のため試験を実施した細粒度ギャップアスコンの
平均は216であり､ DSが多少改善されるとの室内試験
結果の想定と異なり同程度の値であった｡

図−25

混合物毎の動的安定度



表−５

試験施工の調査項目

３. ２ 試験施工結果
試験施工結果については既報２)に詳細を記している
ため､ 本報文ではその概要を示す｡
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チェーンラベリング試験結果
混合物に対するチェーンラベリング試験結果を図−
26に示す｡
密粒度アスコン13Fのすりへり量は0.495〜1.030 
の範囲に分布し､ 平均値が0.75であった｡ 比較のた
め実施した細粒度ギャップアスコンの平均は0.79で
あり､ 室内試験結果と同様､ すりへり量は同程度であっ
た｡

図−26

混合物毎のすりへり量
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施工および出来型管理・品質管理結果
施工および出来型管理と品質管理は､ 北海道開発局
道路・河川工事仕様書 (以下､ 仕様書) に基づき､ 規
格値を満足することを条件とした｡
施工に関して混合物の製造､ 運搬､ 敷き均し､ 締固
めの各段階について舗設現場にて確認した結果､ いず
れの段階においても細粒度ギャップアスコン13Fと大
きく変わるところがなく問題は生じなかった｡
また､ 出来型管理項目の厚さ､ 幅､ 平坦性および､
プラントや舗設現場における管理項目､ 現場密度等の
品質管理結果のいずれも仕様書に示された規格値を満
足しており､ 密粒度アスコン13Fの施工性が確認でき
た｡
３. ３ 供用性に関する継続調査結果
図−27に試験施工箇所における密粒度アスコン13F
と細粒ギャップアスコン13Fのわだち掘れ量の継続測
定結果を示す｡ 図中の回帰線より､ 密粒度アスコン13
Fは細粒度ギャップアスコン13Fに対して､ わだち掘
れの発生量は同等程度となっている｡
次に､ 平坦性の継続調査結果を図−28に示す｡ 維持
修繕要否の判断目安は4.0〜5.0とされているが､ 共に
それ以下となっており､ 平坦性に問題はない｡
また､ ひびわれ及び骨材飛散等発生状況であるが､
共にひびわれや骨材飛散の発生は特に見られず､ 問題
はない｡

図−29に試験施工箇所において施工後約１ヶ月と約
４ヶ月経過後測定したすべり摩擦係数 (湿潤時) を示
す｡
すべり摩擦係数はDFテスターを用いて測定した｡
試験方法は舗装試験法便覧別冊によった｡ DFテスター
で測定したすべり摩擦係数とすべり試験車で測定した
すべり摩擦係数の間には通常の速度域の40〜60㎞/n
で高い相関性があるとされており､ すべり摩擦係数が
大きいほど滑りにくい路面である｡
密粒度アスコン13Fの舗設後約１ヶ月の摩擦係数は
細粒度ギャップアスコン13Fよりも0.2程度高くなって
いる｡ また､ 約４ヶ月経過後の摩擦係数は60㎞/hの
時でも0.60以上であり､ 細粒度ギャップアスコン13F
と比較して高い値となっている｡ 密粒度アスコン13F
のすべり摩擦係数は細粒度ギャップアスコン13Fと比
較して同等程度得られているといえる｡

図−29

DFテスターによるすべり摩擦係数測定結果
(湿潤時)

４.

図−27

わだち掘れ量の推移

図−28
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まとめ

骨材配合を様々に変化させた密粒度アスコンに対す
る室内試験の結果､ これまで使用してきた細粒度ギャッ
プアスコン13Fに比べて､ 粗骨材率が高い密粒度アス
コン13Fが凍結融解や耐摩耗性などの性能を低下させ
ることなく､ わだち掘れを少なく出来る可能性があり､
経済的にも安価であることが明らかとなった｡
また､ 供用中の道路における試験施工においても密
粒度アスコン13Fの性能や施工性が確認され､ わだち
掘れ､ ひび割れ､ 骨材の飛散等の継続調査においても､
適用に関して問題となる点は特に発生していない｡
これら室内試験と平成11, 12年度の試験施工の結果
から､ 北海道における密粒度アスコン13Fの表層混合
物としての適用性は特に問題ないと判断した｡ これま
で細粒度ギャップアスコン13Fを使用していた場所を､
密粒度アスコン13Fに変更することが可能と考えられ
る｡

平坦性の推移
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５.

おわりに

参

考

文
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1) 久保：寒冷地アスファルト舗装の設計に関する研
本研究結果を基に､ 北海道開発局では平成13年度か

究, 土木試験所報告第76号, 1981.2

ら北海道の国道の道路舗装の表層混合物を密粒度アス

2) 丸山ほか：密粒度アスコン13Fの積雪寒冷地表層

コン13Fに変更することとしている｡ ただし､ 運用に

混合物への適用性に関する試験施工, 北海道開発

あたっては､ 長期的に観察を実施し､ 適切な時期に検

局技術研究発表会, 2001.2

証を行い改善を施していくのが望ましい｡
最後に､ 試験研究および試験施工においてご協力頂
いた国土交通省北海道開発局道路建設課はじめ各開発
建設部の方々に深く謝意を表する｡
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