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平成13年６月に ｢舗装の構造に関する技術基準｣ が制定された｡ 同技術基準は舗装の
多様なニーズに応えるために舗装の性能を規定し､ 設計方法､ 使用材料および施工方法
を限定せず､ 舗装の性能が満たせば､ 設計方法等を限定しないことから新境技術が採用
されやすい環境にある｡ そのため､ 性能規定化が進めば､ 今後新技術等により､ 品質の
向上やコスト縮減等の効果も期待されている｡
本文では北海道開発局で実施する性能規定発注工事において設定した塑性変形輪数､
ラベリング試験値､ 浸透水量､ 低温カンタブロ損失率および平坦性等の性能指標値を設
定した背景や根拠､ 今後決定する必要のある供用後のわだち掘れ量の性能指標値や路面
のすべり摩擦係数等の性能指標値に関する検討結果についても報告するものである｡
≪キーワード：技術基準､性能規定､性能指標値､耐流動対策混合物､排水性(低騒音)舗装≫
Technical Standards for Pavement Structure, issued in June 2001, is a performancebased standard that specifies required performance levels for various pavement
types in response to the diversified needs for pavements.

Because the standards

address only performance and not design method, materials or construction
method, it is easy to introduce new pavement technologies, as long as the product
achieves the specified performance. Quality improvements and cost-reductions are
expected through the introduction of new technologies resulting from the wide
use of the performance-based standard.
This paper reports on the background and basis for determining the performance
indexes.

We explain how the Hokkaido Development Bureau set construction

standards for the number of wheel load repetitions at which plastic deformation
occurs,

raveling test values, water seepage volume, loss ratio as measured by

low-temperature Cantabro test and

roughness.

We describe the results of

examinations on items that can be measured only after the pavement enters
service,

such

as

rutting,

coefficient

of

sliding

friction,

and

performance

indicators of drainage ( low-noise ) pavement, for which standards need to be
determined in the near future.
≪keywords：technical standards, required performance levels, performance specitication, anti-flow pavement, drainage(low-noise)pavement≫
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２. １

１. はじめに

耐流動対策混合物の性能指標値に関する検討

現在､ 北海道開発局で使用している耐流動対策混合
平成13年６月に ｢舗装の構造に関する技術基準｣ が

物である細粒度ギャップアスコン(13F55)の試験値の

制定された｡ 同基準は一層効果的かつ効率的な舗装整

分布状況を把握し､ 性能指標値を設定するための判断

備のために性能規定化されており､ 道路利用者・沿道

資料とした｡
以下のデータを使用して検討を行った｡

住民および道路管理者によって要求される舗装の耐久
性､ 安全性､ 快適性などのニーズに応えるため､ 設計

1)

方法および材料・施工方法を限定せず新技術が採用さ

平成12年度)

れやすい環境となっている｡

2)

本文では北海道開発局で実施する性能規定発注工事

北海道開発土木研究所

試験データ (平成３年〜

北海道舗装事業協会舗装試験所

試験データ (昭

和53年〜平成13年度)
なお､ 耐流動対策混合物は平成11年度以降に国道で

において設定した塑性変形輪数､ ラベリング試験値､
浸透水量､ 低温カンタブロ損失率および平坦性等の性

用いられるようになったことから､ 北海道舗装事業協

能指標値を設定した背景や根拠について報告する｡ ま

会 (以下､ 協会) のデータは平成11年度〜13年度に実

た､ 今後決定する必要のある供用後のわだち掘れ量の

施したデータを対象とした｡
表−１に耐流動対策混合物の性能指標値や設定根拠

性能指標値や路面のすべり摩擦係数等の性能指標値に
関する検討結果についても報告するものである｡

を示す｡ 主な理由は､ 従来舗装工事で使用してきた
｢道路改良工事特記仕様書｣ および ｢道路・河川工事
仕様書｣ 等の規格で実施された舗装は､ 今までの調査

２. 性能指標値に関する検討

結果1)から供用に支障が生じるような問題が生じてい

耐流動対策混合物や排水性 (低騒音) 舗装混合物
の性能指標値の設定は､ ｢道路・河川工事仕様書｣､
｢道路工事設計施工要領｣ および ｢道路改良工事特
記仕様書｣ の規格に対して､ 実施工事の室内試験デー
タの分布状況等を把握し､ 性能指標値として設定可
能か否かの検討を行い､ 北海道開発局における性能
規定発注工事の性能指標値を設定した｡ また､ 仕様
書等で規格値の設定がされていないすべり摩擦係数
や低騒音対策と実施している排水性舗装の騒音値等
については､ 試験施工を行い検討した｡ 設定した経
緯を以下に示す｡

ないことやわだち掘れ量についても抑制できる試験結
果が得られていることから､ その規格値を満足すれば
性能指標値として使用しても問題ないと判断した｡


ホイールトラッキング試験値
耐流動対策混合物用に用いられる改質Ⅱ型アスファ

ルトにはプラントミックスタイプとプレミックスタイ
プがある｡ プラントミックスタイプの件数が少なく､
その分布を正確に把握するには至らなかったが､ プレ
ミックスタイプと大きく異なるものではないと思われ
る｡ そこで､ データ件数の多いプレミックスタイプに
注目し､ 室内作成供試体と現場切取供試体について把
握した｡ 今回は室内作成供試体について報告する｡

表−１
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協会および北海道開発土木研究所 (以下､ 開土研)
のデータから､ 室内作成供試体による動的安定度(DS)

回ることが確認できたが､ DS＝1500を下回るものも
数件見うけられる分布状態である (図−１)｡

は4000〜5000以下の範囲に多く分布している｡

以上の試験結果から全体的にDS＝1500以上を確保

協会の室内作成供試体のデータがDS＝4000〜5000
以下に多く分布している理由は､ DS＝5000以上の場

されていることやこれまでの工事実績や供用性状から
判断し､ DS＝1500以上とした｡

合は舗装体にひび割れの発生する懸念があるため､
DS＝5000以下に配合設計された混合物が多く採用さ
れたと推測される｡ また､ 全体的にはDS＝1500を上



ラベリング試験値
協会におけるプレミックスタイプのデータ (混合物

のラベリング試験値) によれば､ 0.60〜0.70の範囲を
頂点とした分布状態となっている (図−２)｡ 全般的
に1.3を上回ることはほとんどないといえる｡
これまで北海道において実際に使用された耐流動対
策混合物 (改質Ⅱ型) の試験値(H10〜H13)を整理し
た結果､ 実際の試験値も全体的に1.3  を下回る実態
が確認できた｡ ラベリング試験値1.3  以下を示すも
のであれば､ 現場における耐摩耗性に問題を生じてお
らず､ 十分な耐摩耗性を有した混合物であると判断す
図−１

ホイールトラキッング試験

る事が可能である｡
以上､ これまでの経緯や実際のデータを基に総合的

細粒度G(13F55・協会)

に判断した結果､ 性能規定発注時の耐摩耗性の性能指
標値としては､ 1.3以下とするのが妥当と判断した｡
また､ 今回のラベリング試験の性能指標値をアスファ
ルトモルタルから混合物に変更した理由としては､ 性
能規定発注工事では使用する骨材等の材料の種類を問
わないため､ 混合物に変更した性能指標値としている｡
２. ２

排水性(低騒音)舗装混合物の性能指標値に関

する検討
図−２

チェーンラベリング試験

率､ 塑性変形輪数､ 浸透水量および平坦性の性能指標

細粒度G(13F55・協会)

表−２
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排水性舗装 (低騒音) には低温カンタブロ試験損失

排水性混合物の性能規定値
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値を設定した｡ 排水性 (低騒音) 舗装混合物に対して

また､ 現場切取供試体によるDSは耐流動対策混合

は､ 骨材飛散に対する抵抗性が重要であるから､ 低温

物の場合と同様､ 室内作成供試体に比べて低くなる傾
向が確認できる (図−４)｡

カンタブロ試験を用いることとした｡
性能指標値の決定根拠については､ 表−２に示す従
来舗装工事で使用してきた ｢道路改良工事特記仕様書｣
および ｢道路・河川工事仕様書｣ の規格で実施してき
た排水性 (低騒音) 舗装は､ 骨材飛散等の破損が報告
されていないことや供用性に問題がないことからその
規格値を満足すれば性能指標値として使用しても問題
ないことが確認できたためである｡


排水性 (低騒音) 混合物の試験データの把握
北海道開発局で使用している排水性(低騒音)舗装混

合物の試験値の分布状況を把握し､ 性能指標値の設定
のための判断資料とした｡ 使用したデータと設定方法
は耐流動対策混合物と同様である｡
なお､ 主に空隙率17％と20％の２種類の混合物があ
るが､ ここではそれらを区別せずに扱っている｡
 ホイールトラッキング試験値
協会のデータから､ 室内作成供試体によるDSは6000
〜8000の範囲に頂点を持ち､ DS＝3000以上の範囲に
分布している (図−３)｡

図−３

ホイールトラキッング試験
排水性(室内作成・協会)

図−４



耐骨材飛散性能指標を規定する必要性
一般地域と同様に､ 北海道の排水性 (低騒音) 舗装
には ｢耐塑性変形輪数｣､ ｢浸透水量｣､ ｢平坦性｣ の３
項目の性能を規定した｡ さらに､ 積雪寒冷地である北
海道におけるタイヤチェーン等の使用実態から､ 現在､
道内の混合物は耐骨材飛散性能の目標値を設けて配合
設計が行われており､ 排水性(低騒音)舗装混合物の
｢耐骨材飛散性能｣ についても性能指標値を規定した｡


数値 (20％未満) の決定根拠
これまで北海道開発局においては日本道路公団試験
方法2)にもあるように､ カンタブロ試験の供試体温度
を−20℃で実施する低温カンタブロ試験を採用してき
た｡
排水性(低騒音)舗装の耐骨材飛散性能を向上させる
には､ その対策としては寒冷地用高粘度改質バインダー
の使用や空隙率の低減 (20％→17％) の方法がある｡
図−５は北海道開発局が平成14年度に発注した工事デー
タを取りまとめたものである｡ 空隙率17％の場合､ 平
均11.0％の損失率､ 空隙率20％の場合は10.3％である｡
空隙率20％の損失率が少ないのは耐骨材飛散抵抗が高
い寒冷地用の高粘度改質バインダーを使用している事
例が多いためである｡
北海道開発局では､ 日本道路公団の報告3)等を参考
に20％未満を目標値として配合設計を行っている｡ ま
た､ これまで施工された排水性(低騒音)舗装の低温カ
ンタブロ損失率は特殊な混合物を除き20％未満がほと
んどであり､ 破損等の損傷も報告されていない｡
以上､ これまでの経緯や実際のデータを基に総合的
に判断した結果､ 性能規定発注時の耐骨材飛散性能の
指標値としては､ 低温カンタブロ損失率20％未満とす
るのが妥当と判断した｡

ホイールトラキッング試験
排水性(現場切取・協会)
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図−５

低温カンタブロ試験結果
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２. ３

騒音規定値の検討

dBの値となった｡

沿道環境改善事業として､ 排水性 (低騒音) 舗装が

舗装路面騒音測定車の騒音値については､ 舗装工事

実施されている｡ 排水性 (低騒音) 舗装の騒音低減性

完成時89dBの規定値を満足しており､ 北海道開発局

能を評価するため､ 舗装路面騒音測定車 (RAC車)

における騒音値の性能指標値についても89dBの適用

が利用されているが､ この舗装路面騒音測定車は搭載

は可能であると考えられる｡ また､ １年後の騒音値も

されている特殊タイヤと路面から発生する特殊タイヤ
音を測定し､ 騒音低減性能を評価するものである｡ 舗
装路面騒音測定車は国土交通省で４台 (関東､ 近畿､
中国､ 九州地方整備局) 所有しているが､ 北海道開発
局では舗装路面騒音測定車による計測実績がない｡ そ
こで札幌開発建設部と函館開発建設部の排水性 (低騒
音) 舗装箇所において舗装路面騒音測定車 (写真−１)
を利用して騒音測定を実施した｡
調査箇所および調査結果を表−３､ 図−６に示す｡
測定方法は測定車を一定速度 (50㎞/h) で３回測定を
した平均値を騒音値として算出した｡
舗装工事完成時には､ 全国的に騒音の性能指標値と
して89dBの騒音規定値が設定されているケースが多

写真−１

舗装路面騒音測定車

いが､ 平成14年度に実施した３箇所は89dB以下とな
り､ 規定値を満足した結果となった｡ また､ 苫小牧寒
地試験道路は通常､ 車が走行しない箇所であるが､ 88
dBの値を示した｡
次に１年後の騒音値の規定値は､ 全国的に90dBを
採用しているケースが多いが､ ３箇所の内２箇所が90
dB以下､ １箇所は92dBの値を示した｡
また､ ２年後以降は92〜93dBの値を示している｡
排水性 (低騒音) 舗装以外の一般の混合物 (平成14
年度施工) についても騒音測定を実施したが､ 93､ 99
表−３
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図−６

舗装路面騒音調査結果

舗装路面騒音調査箇所
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規定値を満足する箇所もあり､ 今後データを蓄積して､
１年後以降の騒音値の規定値を設定することが可能で
あるか否かの検討を行う必要がある｡
２. ４

すべり抵抗の検討

路面のすべり抵抗は気象条件､ 道路条件､ 舗装条件､
運転者の条件が相互に影響して走行性､ 安全性に影響
を与える重要な性能である｡ そこで､ 舗装に求める路
面のすべり抵抗の性能指標として､ すべり摩擦係数を
検討することとした｡
すべり抵抗試験車は路面の摩擦係数を測定する方法
として最適な方法であるが､ 今回の測定では測定方法

図−７

すべり摩擦係数 (耐流動舗装OWP)

図−８

すべり摩擦係数 (排水性舗装OWP)

が簡易なダイナミック・フリクション・テスター(DF
テスター) を使用した｡ この測定装置は測定速度を20
〜80㎞/hまでの速度毎のすべり摩擦係数が測定でき､
測定装置も小型であるため現地で測定する場合は作業
性が良い｡ また､ この測定方法は､ ASTM規格に採
用されており､ 国際的にも認められている測定方法で
ある｡
今回は測定を行っていないが､ その他の測定方法と
しては振り子式スキッドテスターがある｡ 振り子式ス
キッドテスターはBPNで表示されるが､ 測定値がす
べり摩擦係数と異なることや速度異存性が評価できな
いことが指摘4)されている｡
次に平成14年度に実施した性能規定発注工事で測定
したすべり摩擦係数の結果を図−７､ ８に示す｡ すべ
り摩擦係数は排水性舗装と耐流動対策混合物について
測定を行った｡

２. ５

供用後のわだち掘れ量の検討

性能規定発注工事では､ 供用後のわだち掘れ量を規

すべり摩擦係数については舗設直後から上昇してい

定する場合は混合物の種類を問わないため､ どの混合

く傾向にあり､ 60㎞/hの場合､ 舗設後３ヶ月で0.4程

物を利用しても構わないことになる｡ 図−９､ 10に試

度以上のすべり摩擦係数が確保されている｡ すべり摩

験施工箇所で実施したわだち掘れ量の経時変化を示す｡

擦係数が問題になるのは､ 舗設直後が小さな値を示す

このデータは密粒度アスコン (13F)､ 耐流動対策混

場合である｡ 舗設直後はアスファルトの被膜の厚さが

合物である細粒度ギャップアスコン(13F55) のデー

影響していると考えられ､ 車両の走行によりアスファ

タをプロットしたものである｡ また､ 図にはストレー

ルトの被膜がある程度剥げ､ 舗装体が安定すれば摩擦

トアスファルトを使用した混合物が10年で30㎜になる

係数が一定になると考えられる｡

地点 (路面温度､ 大型車交通量を考慮) の相関式を図

排水性舗装は耐流動対策舗装に比べて初期値が小さ
い値を示したが､ ２週間程度で摩擦係数は改善されて
いることが分かる｡

示している｡
北海道開発局の耐流動対策舗装4)を実施する区間は
路面温度 (路面高温ポイント)､ 大型車交通量を考慮

舗設直後のすべり摩擦係数は､ 供用に伴い改善され
ていく傾向にある｡ そのため､ 舗設直後に道路維持修

して区間を決定しており､ 10年間のわだち掘れ量を30
㎜以内にすることを目標としている｡

繕要綱で示す維持修繕要否判断の目標値0.25 (自動車

耐流動対策舗装と同様に路面温度 (路面高温ポイン

専用道路の場合80㎞/h､ 一般道路の場合60㎞/h) 以

ト)､ 大型車交通量を考慮し､ 10年後に30㎜以内のわ

上を確保したアスファルト舗装路面は､ 将来的にも

だち掘れ量を確保する場合は､ 図−10に示す式から判

0.25を下回る可能性は少ないと考えられる｡

断すると２年後のわだち掘れ量は８㎜と設定すること
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道の国道で施工された排水性舗装の施工直後の騒音値
を測定した結果､ 89dB以下を満足していたが､ １年
後の騒音値を測定した結果､ 90dB以下を満足できな
い箇所があった｡
 舗設直後のすべり摩擦係数は､ 供用に伴いすべり
摩擦係数は改善されていく傾向にある｡

図−９

わだち掘れ量の経時変化
(密粒度アスコン)

 大型車交通量を考慮し､ 10年後に30㎜以内のわだ
ち掘れ量を確保するため２年後のわだち掘れ量を８㎜
と設定した場合､ 耐流動対策舗装はおおむね性能指標
値を満足する｡
４. 今後の課題

ができる｡ 耐流動対策舗装では､ 設定した性能指標値
をおおむね満足できることが分かった｡

耐流動対策混合物､ 排水性舗装混合物の性能指標値
を設定した根拠や選定した経緯を報告した｡ しかしな
がら､ この値は仕様書発注工事とはあまり変わらず､
今後は新たな性能指標値の設定や新たな工法について
の判断基準が必要となる｡
性能規定発注工事や総合評価落札方式は新技術､ 新
工法および新材料を採用しやすい環境を整えることに
目的があるため､ 今後新たな舗装技術が提案されてく
る可能性がある｡ そのため､ 現在､ 多層弾性理論を用
いた設計手法等の試験施工を実施しており､ 積雪寒冷
地における適用を検討している｡
また､ 低温クラック､ 凍結融解､ 耐摩耗性能等の積
雪寒冷地特有の性能指標値についても検討している｡
最後に舗装データを提供して頂いた北海道舗装事業
協会に感謝致します｡

３. まとめ

参考文献

性能規定発注工事における舗装の性能指標値の検討
や今後決定する必要のある性能指標値について検討を
行った｡
以下に本報告のまとめを示す｡

1)

 耐流動対策舗装の性能指標値は､ 動的安定度DS＝
1500以上､ ラベリング値1.3以下､ 平坦性2.4㎜以下
とした｡

2)

図−10

わだち掘れ量の経時変化
(耐流動対策混合物)

 排水性 (低騒音) 舗装の性能指標値は動的安定度
DS＝3000以上､ 低温カンタブロ損失率20％以下､ 浸
透水量1000ml/15sec (空隙率20％の場合)､ 平坦性2.4
㎜以下とした｡ また､ 舗装路面騒音測定車による北海
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3)

4)

丸山他：改質Ⅱ型アスファルトを用いた耐流動対
策舗装の長期供用性に関する考察−施工後６年経
過した改質Ⅱ型アスファルト舗装の現状−､ 第45
回(平成13年度)北海道開発局技術研究発表会､ 平
成14年２月
日本道路公団：日本道路公団試験方法､ 平成13年
７月
間谷他：積雪寒冷地における排水性舗装混合物の
耐久性評価､ 第38回(平成６年度)北海道開発局技
術研究発表会､ 平成７年２月
丸山他：北海道における改質Ⅱ型アスファルトを
用いた耐流動対策舗装の適用条件について､ 開発
土木研究所月報No.567､ 2000年８月

北海道開発土木研究所月報

№621号

2005年２月

安倍 隆二*
Ryuji ABE

丸山 記美雄**
Kimio MARUYAMA

岳本 秀人***
Hideto TAKEMOTO

北海道開発土木研究所

北海道開発土木研究所

北海道開発土木研究所

道路部

道路部

道路部

維持管理研究室

維持管理研究室

維持管理研究室

主任研究員

主任研究員

室長

北海道開発土木研究所月報

№621号

2005年２月

31

