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寒冷地空港舗装のブリスタリング現象に関する一考察
Study on Blistering of Airport Pavement
安倍

隆二＊
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利文＊＊＊

Ryuji ABE, Jun TAKOU and Toshifumi HIRAO

本論文では、ブリスタリング現象が発生した新千歳空港の現場条件から、室内試験によるブリスタ
リング現象を再現し、その現象が発生する要因を検討した。検討結果として、ブリスタリング現象は
アスファルト舗装の空隙率や舗装体温度に影響されることが検証できた。また、対策工法として実施
した表層に改質Ⅱ型のアスファルトを適用したことや１層の施工厚を増す対策工法の効果等も併せて
報告するものである。
≪キーワード：ブリスタリング；空港舗装；外気温；空隙率；水分量≫

This paper investigates the cause of asphalt pavement blistering at New Chitose Airport by
reproducing the blistering phenomenon in indoor tests using conditions of the site. Blistering was
found to be aﬀected by void content and pavement temperature.
This paper reports on a blistering countermeasure in which type-II modiﬁed asphalt is installed
as the surface course, and on a blistering countermeasure in which the number of asphalt layers is
decreased but their thickness is increased from those in conventional pavement.
≪ Keywords：blistering；airport runway pavement；air temperature；percentage air void；
water concent of dry weight ≫
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１．はじめに

データ収集装置

変位計

平成12年６月、新千歳空港において、滑走路点検時
に、A 滑走路と D 誘導路の表層部分に直径20 〜 40㎝、
高さ10 〜 20㎜のブリスタリング現象による舗装表面

ブリスタリング試験用供試体
（30㎝×30㎝×4～5㎝）

の膨らみが多数発見された。その後、
「新千歳空港舗
装検討会」が発足され、発生原因や対策工法の検討が
行われた。現在、対策工法は完了し、良好な路面状態

� 50mm（空洞）

空気圧
圧搾空気

圧力変換器

にある。

図－１

ブリスタリング試験装置

ブリスタリング現象は、外気温が高く、表層が不透
水の条件下において、舗装体内部に含まれている水分
の水蒸気圧により舗装体が膨れ上がる現象である。そ
のため、ブリスタリング現象によって滑走路に発生し
た舗装体の破損や膨らみは、飛行機の走行性の悪化を
招き、飛行機の安全走行に支障を与えている。
ブリスタリング現象による舗装体破損は、海外の空
港でも事例１）２） があり、国内の名古屋空港でも事例
が報告３）されている。
本論文では、ブリスタリング現象の対策のためには、
発生条件を明らかにする必要があることから、室内試

写真－１

ブリスタリング試験装置

験において、ブリスタリング現象を再現し、この現象
が発生する要因を検討した。また、ブリスタリング現
象の対策工法の効果について検証した結果も併せて報
告する。

表－１

室内試験の配合条件

混合物の名称

アスファルトの種類
(針入度)・(1/10㎜)

密粒度アスコン(20㎜)

80‑100(95)

２．ブリスタリング現象の室内試験

表－２

ブリスタリング現象により舗装体に機能的損傷が生
じた発生要因や対策工法の効果を検証するために、室
内試験を実施した。

試験項目

軟化点 最適アスファルト量
空隙率(%)
(℃)
(%)
47

5.3

3.4

調査項目
試験条件

試験名

舗装体の温度条件 45、50、55、60℃
ブリスタリング現象
が発生する条件の
確認試験

ブリスタリング試験

加圧透水試験

アスファルト量

4.3%～6.8%、0.5%毎

空隙率

2～8%程度

アスファルト量

4.3%～6.8%、0.5%毎

空隙率

2～8%程度

舗装体の温度条件 45、50、55、60℃

（１）試験方法
ブリスタリング現象を再現する試験

４）５）

（以下、ブ

リスタリング試験）は図－１、写真－1に示すブリス
タリング試験装置を用いて試験を実施した。圧力はコ
ンプレッサーの圧搾空気を使用している。圧力の調整
は圧力が上昇し、所定の圧力の負荷に達した時点で、

舗装厚の増加によ
ブリスタリング試験
るブリスタリング抑
制効果の確認試験

アスファルト量

4.3%～6.8%、0.5%毎

空隙率

2～8%程度

舗装厚
現地の舗装体温度計測
熱電対による計測
ホイールトラッキン
グ試験機によるトラ
走行荷重の影響試験
改質アスファルトの
バース後のブリスタ
効果確認試験
リング試験
グルービングの目潰れ抵抗 グルービング上をト
性試験
ラバース走行

4cm、5cm
新千歳空港
トラバース回数 0、
1、3、7、10回
トラバース回数 0、
2、3、11回

バルブを閉じ、圧力を一定にし、試験を実施した。ま
た、設置した供試体の下面位置に径50㎜の穴を空け、

配合を決定した。工事では改質Ⅱ型のアスファルトバ

圧搾空気が直接供試体下面に圧力を負荷できる構造と

インダーを使用しているため、ストレートアスファル

なっている。ブリスタリング試験は、温度調整が可能

トに変更し、マーシャル安定度試験を行い、最適アス

な試験室で実施した。

ファルト量を決定した。最適アスファルト量は5.3％

アスファルト混合物の配合については、表－１に示

とし、ブリスタリング試験を実施した。試験に使用し

す配合条件で実施した。この配合は、平成15年度の新

た供試体は30㎝×30㎝×4㎝、5㎝（縦×横×厚さ）のホ

千歳空港における舗装工事で実施した骨材を使用し、

イールトラッキング試験用の供試体を使用した。
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図－２

図－３

図－５

ブリスタリング試験
（60℃、0.01MPa）

図－６

ブリスタリング試験
（60℃、0.01MPa）

図－７

ブリスタリング試験
（60℃、0.02MPa）

図－８

ブリスタリング試験
（60℃、0.02MPa）

舗装体と外気温の最高温度の関係

舗装体と外気温の最高温度（平成12年度）

図－４

飽和水蒸気圧と気温との関係６)
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次に、試験温度の設定については、図－２に示す新
千歳空港施設内に設置している気象観測施設で計測し
た平成12年度夏期の気象観測データを参考に決定し
た。図では、外気温の日最高気温と舗装表面における
最高温度の関係を示している。新千歳空港施設内で観
測した舗装体の最高温度は約60℃程度であることや、
図－３に示すブリスタリング現象が発見された６月22
日の10日前までの舗装体の最高温度は、おおむね45℃
以下を推移していたことから、試験温度を45 〜 60℃
の条件で実施した。

写真－２ ブリスタリング試験により発生したクラック

舗装体に負荷する圧力については、図－４に示す飽
和水蒸気圧と気温の関係を参考に設定した。気温は45

12

℃において最大0.01MPa、60℃においては最大0.02

10

MPa の飽和水蒸気圧が負荷されることから、この値
表－２に今回実施した調査項目を示す。調査項目と
しては、ブリスタリング現象が発生する条件の確認試

試験温度45℃
試験温度50℃
試験温度55℃
試験温度60℃

8
変位量( ㎜)

を負荷する圧力として設定した。

試験条件
舗装厚 T＝4
圧力 0.01MPa

6
4

験、対策工法として実施した舗装厚を増厚することに
よる効果の確認試験、および表層の空隙率を確保する

2

ために改質アスファルトを使用した効果の確認試験を

0
0

実施した。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

空隙率（%）

図－９

ブリスタリング試験
（T=4cm、0.01MPa）

（２）試験結果
a）ブリスタリング現象が発生する条件の確認試験

12

図－５、６に舗装体温度60℃、圧力を0.01MPa の条
件で実施したブリスタリング試験結果を示す。最適ア
供試体作製時に、締固め度の精度差が生じるため、表
示はアスファルト量と空隙率で図示している。アスフ
ァルト量は4.3％〜 6.8％まで変動させ、それに伴い空

8
変位量(㎜ )

スファルト量は5.3％であり、空隙率は3.4％である。

6
4

隙率はおおむね２％〜８％程度に変動させた。また、

2

図は経過400秒までを図示したものであるため、図－

0

９、10に示す最大変位量とは異なる。
（空隙率2.4 〜 2.6％）の供
アスファルト量5.8 〜 6.8％
試体は、変位量がある一定量まで上昇し、その後の変

試験温度45℃ 試験条件
試験温度50℃ 舗装厚 T＝4
試験温度55℃ 圧力 0.01MPa
試験温度60℃

10

3

4

5

6

7

8

アスファルト量（%）

図－10

ブリスタリング試験
（T=4cm、0.01MPa）

位量の変動が少ない傾向にある。圧力の減少について
は緩やかに減少していく傾向にある。このような供試

％程度以下の供試体は圧力の変動はあまり見られない

体は水密性が高く、ブリスタリング現象の発生が懸念

が、圧力0.02MPa の条件では低下が見られる。この原

される試料である。一方、アスファルト量4.3 〜 5.3％

因は、圧力により舗装表面に微細なクラックが生じ、

（空隙率3.5 〜 8.5％）の試料は、
変位は一時的に発生し、

空気が抜けるためである。写真－２に示す様な円形に

圧力についても速やかに減少する。
図－７、８は舗装体温度60℃、圧力0.02MPa の条件

広がるクラックは、ブリスタリング現象の特徴的なク
ラックである。

で実施したブリスタリング試験結果を示す。圧力0.01

舗装体内に発生する水蒸気圧６） は、外気温によっ

MPa の条件に比べて圧力の負荷が大きいため、変位

て変動するため、図－４に示す飽和水蒸気圧を参考に、

が大きい。また、圧力0.01MPa の条件では、空隙率３

（45
0.01MPa 程度以上の発生する確率の高い温度条件
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図－11

加圧透水試験

図－14

ブリスタリング試験 (55℃、0.01MPa)

図－12

ブリスタリング試験 (45℃、0.01MPa)

図－15

ブリスタリング試験 (60℃、0.01MPa)

図－13

ブリスタリング試験 (50℃、0.01MPa)

図－16

ブリスタリング試験 (60℃、0.02MPa)

〜 60℃）において空隙率と変位量についてとりまとめ

次に、アスファルト量を4.3 〜 6.8％まで変動させた

た試験結果を図－９に示す。また、図－10にアスファ

マーシャル供試体により、加圧透水試験を行い、
透水係

ルト量と変位量の関係を示す。

数を確認した。アスファルト混合物の加圧透水試験７）

アスファルト量が多く、空隙率が低い試料ほどブリ
スタリング量が大きい。空隙率３％付近を境にブリス
タリングによる変位量が大きいことが分かる。ブリス
タリング現象は、舗装体温度が45℃と低くても0.01
MPa 程度の圧力が作用すれば、空隙率が３％以下の
条件下でも発生することが分かる。
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は、以下の条件で実施した。
①150KPa の水圧により24時間で透水する場合は、
この条件で透水係数を算出する。
②不透水の場合は更に、500KPa の水圧により24時
間で加圧する条件で透水係数を求める。
試験結果を図－11に示す。空隙率2 〜 3％程度では
43

不透水になり、透水係数が10−7㎝ /sec

７）８）

以下を不

透水とすると、３〜４％程度の間が不透水の境界とな

12

る。この結果から判断すると、ブリスタリングの発生

10

変位量（㎜）

する確率が高いのは、空隙率３〜４％程度以下と推定
できる。
ブリスタリング試験と加圧透水試験の結果から、ブ

試験条件
舗装厚 Ｔ＝5
圧力 0.01MPa
試験温度45℃
試験温度50℃
試験温度55℃
試験温度60℃

8
6

リスタリングが発生する空隙率は、３％程度以下と考

4

えられる。また、３％程度以下の空隙率では、舗装体

2

が高温になるとブリスタリング現象による変位量は大

0
0

きく、舗装体の破損の危険性は高いと考えられる。

1

2

3

4
5
空隙率（%）

6

7

8

9

図－17ブリスタリング試験 (T=5cm、0.01MPa)
b）舗装厚を増厚することによる効果確認試験
①ブリスタリング試験

70
y ＝ ‑0 .909x ＋60
最高温度予測式

図－12 ～ 15にブリスタリング試験結果を示す。図
T=5㎝の空隙率とブリスタリングによる変位量の関係
を示す。全ての温度条件で舗装厚 T=5㎝ のブリスタ
リング現象による変位量が、舗装厚 T=4㎝に比べて
小さい傾向にある。また、舗装厚 T=4㎝ 、試験温度

舗装体温度 （℃）

は試験温度45 〜 60℃の条件下における舗装厚 T=4㎝、

最低温度
温度差

50

予測最高温度
相関式（最高温度）

40

相関式（最低温度）
相関式（温度差）

30
20

60℃の条件は、その他の温度条件より変位量が大きく

10

なる傾向が見られる。原因としては、今回使用したス

0

トレートアスファルトの軟化点が47℃であり、高温に
なるとアスファルトの粘度が低下し、変形しやすくな

最高温度

60

0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

舗装表面からの深さ(cm)

図－18

舗装体温度と舗装表面からの深さの関係

るためと考えられる。一方、舗装厚 T=5㎝、試験温
度60℃の条件では、
あまり顕著な差は見られなかった。
この要因としては、舗装体の荷重が影響していると考

す作用が発生する。層間剥離の位置が表面に近いほど、

えられる。

舗装体温度が高くなる。

図－16に0.02MPa、試験温度60℃の条件下の試験結

ブリスタリング現象が発生した当時の新千歳空港の

果を示す。圧力が大きくなるとそれに伴い負荷も大き

表層の舗装厚は５㎝である。また、対策工法は表層８

く受け、変位量が大きくなっている。図－17に舗装厚

㎝＋基層８㎝の合計16㎝であり、層間接着力の高いゴ

T=5㎝の全ての条件時の試験結果を示す。

ム入りタックコートを使用している。

舗 装 厚 T=5㎝ の 変 位 量 は、 図 － ９ に 示 す 舗 装 厚

改良前の剥離面の位置を表面から５㎝の位置とし、

T=4㎝と比べると小さく、空隙率も２％前半でブリス

対策後は８㎝、16㎝が剥離面の位置として、層間には

タリングが発生している。舗装の増厚は死荷重を大き

水分が十分にある状態で、飽和水蒸気圧が作用すると

くするため、ブリスタリングによる変位量を抑制する

仮定する。平成14年度の最高路面温度の条件では、表

効果があることが確認できた。

面から５㎝の位置の舗装体温度が49.2℃、圧力0.0119
MPa、８㎝の位置では舗装体温度46.7℃、圧力0.0105
MPa が作用する。５㎝の位置で剥離した場合と発生

②現地の舗装体温度計測
図－18は平成14年度に新千歳空港の誘導路が最高路

する圧力を比較すると、11.8％の低減が図れる。また、

面温度になった日のデータをプロットしたものであ

16㎝の位置で剥離した場合は、舗装体温度40.8℃、圧

る。

力0.0077MPa であるため、35.3％の層間に発生する圧

アスファルト舗装の層間に剥離が生じ、密閉された
微細な空間が発生したと仮定すると、この空間には、
８）

力は低減される。
平成12年６月にブリスタリング現象が発生した時期

が成立する。また、この

に測定した舗装表面から２㎝下の位置における舗装体

空間は舗装体の温度条件により、膨張と収縮を繰り返

温度が57℃と記録されていることから、舗装体の深さ

ボイル・シャルルの法則
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7

変形幅・ 変形深 さ（ ㎜ ）

6

6.46

トラバース2回
トラバース3回
トラバース11回

6.04

5
4
3

2.58

2.7

2.98

2
1

0.95

1.2
0.52 0.57

0.96

1.03

1.24

0

変形幅（改質）

図－19 ブリスタリング試験（トラバース後・変位量）

図－21

変形幅（ストアス）

変形深さ（改質）

変形深さ（ストアス）

グルービング潰れの抵抗性試験

（ストアス、トラバース２回） （ストアス、トラバース11回）

図－20 ブリスタリング試験（トラバース後・圧力）

方向のデータを推定した式も図示した。最下面の位置
（33㎝）
では最低温度時と最高温度時の温度変化があま
り見られないことから、33㎝の位置と表面から2㎝の
位置を直線で結び、舗装体の深さごとの温度を推定し
た。圧力については、飽和水蒸気圧の状態とし、舗装

（改質Ⅱ、トラバース２回）
写真－3

（改質Ⅱ、トラバース11回）

グルービング潰れの抵抗性試験

体の荷重は考慮していない。表面から５㎝の位置は
55.5℃、圧力0.0161MPa であり、改良後の8㎝の位置

c）改質アスファルトの効果確認試験

が52.7℃、圧力0.0141MPa であるため12.4％の低減、

①走行荷重の影響試験

16㎝の位置が45.5℃、圧力0.0098MPa であるため39.1
％の圧力の低減となる。

滑走路にブリスタリング現象が発生した原因とし
て、飛行機の走行荷重が影響し、表層の空隙率を低下

3

また、この他に2.4g/ ㎝ ×舗装厚分の死荷重が加わ

したことも要因と考えられる。

る。 舗 装 厚 T=5㎝ の 場 合、 圧 力0.001MPa、 舗 装 厚

走行荷重の影響を確認するため、ホイールトラッキ

T=8㎝の場合、圧力0.002MPa、および舗装厚 T=16㎝

ング試験用の供試体を60℃に養生した後、トラバース

の場合、圧力0.005MPa の舗装体の荷重が舗装体の層

により車輪を走行させ、輪荷重を１〜 10回走行後、

間に載荷される。層間剥離した場合、層間に発生した

所定の温度に養生した後にブリスタリング試験を実施

小さな空間が膨張する水蒸気圧に、舗装体の死荷重が

した。最適アスファルト量5.3％の供試体を使用し、

抵抗すると考えられる。

トラバース走行後、ブリスタリング試験を実施した。
試験結果を図－19、20に示す。トラバースの回数と
変位量の関係にはばらつきが見られるが、トラバース
走行した供試体で特徴的なことは、輪荷重を受けた供
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試体の中に、圧力の低下が遅く、水密性が高くなって
いる試料がある。このことは、ストレートアスファル

6

トを使用した混合物は、経年的に輪荷重を受け、空隙

5

層間剥離個数

率が低下し、ブリスタリング現象の誘発する可能性を
示唆している。

コアの採取位置
センターからR側に10m離れた位置

3～4層目
4～5層目
5～6層目

3

合計

2
1

グルービング潰れ防止やブリスタリング防止対策の

層番号

た幅と深さである。ストレートアスファルトを用いた
混合物と比較して、改質Ⅱ型の変形量が小さく、表面
観察でもアスファルトが浮き出す現象であるフラッシ

空隙率（％）

さとは、トラバース走行によりグルービングの変形し

A 滑走路の層間剥離箇所数
（R 側）
施工継手

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

オーバーレイ層
表層

0

5

ュは発生していない。一方、トラバース11回走行のス
トレートアスファルトを用いた混合物の供試体では、
完全に潰れた状態になり、表面観察ではアスファルト

図－23

の混合物の耐久性が高く、
優れていることが分かった。

トアスファルトを用いた混合物に比べて高いと考えら
れる。

20

25

30

施工継手

オーバーレイ層
表層
上部基層（粗粒As)
下部基層（粗粒As)

2
含水比（％）

が高く、ブリスタリングに対する抵抗性は、ストレー

15

A 滑走路の舗装体の空隙率
（R 側・P=4700）

2.5

グルービング潰れの抵抗試験では明らかに改質Ⅱ型

ことや変形量が少ないことから、空隙を保持する能力

10

センターからの距離（ｍ）

。
が表面に浮き、フラッシュした状態である（写真－３）

また、改質Ⅱ型の混合物は、表面がフラッシュしない

合計
5～6層目
4～5層目
3～4層目
2～3層目
1～2層目

48 00

スレートアスファルトを用いた混合物と改質Ⅱ型を用

460 0

グルービング潰れを測定した。
試験条件を同一にして、

4 40 0

した。表層混合物を60℃に養生し、
トラバース走行後、

4 200

図－22

ービング潰れの抵抗性を確認するために、試験を実施

40 00

ービングの巾×深さ×間隔）を施工した混合物のグル

380 0

測点

た表層混合物にグルービング（6㎜×6㎜×32㎜、グル

360 0

3 40 0

3 200

3 000

28 00

26 00

して実施している。改質Ⅱ型のアスファルトを使用し

24 00

22 00

20 00

18 00

0

目的から改質Ⅱ型のアスファルトを使用し、対策工と

試験結果を図－21に示す。図に示す変形幅と変形深

2～3層目

4

②グルービング潰れの抵抗性試験

いた混合物の比較を行った。

1～2層目

1.5
1
0.5
0

３．ブリスタリング現象が発生した要因

0

5

10

15

20

25

30

センターからの距離（ｍ）

新千歳空港においてブリスタリング現象が発生した

図－24

A 滑走路の舗装体の含水比
（R 側・P=4700）

要因は、以下の項目が関係して発生したと推定できる。
（１）舗装体温度

た６月22日の1週間前から舗装体温度50℃以上が４日

図－３に平成12年５月１日〜８月31日までの舗装体

間あり、この期間に舗装体温度は上昇し、ブリスタリ

の日最高温度（表面から２㎝下の位置）と外気温の最高

ング現象を誘発したと考えられる。また、平成12年度

温度を示す。５月１日から６月15日までは、舗装体温

の夏期における舗装体の最高温度は、57℃であり、８

度は概ね45℃以下を推移していたが（5/17 〜 46℃、

月17日に記録している。

5/24 〜 50℃を除く）
、ブリスタリング現象が発見され
46
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が高い程、ブリスタリング現象による変位は大き

（２）層間剥離
ブリスタリング現象は、アスファルト層の層間剥離
した箇所で発生したと考えられるが、新千歳空港の

くなる。
（2）ブリスタリング現象による変位量は舗装厚を厚く

（図－
A 滑走路や D 誘導路にも層間剥離がみられた

することにより、変位量を抑制することができる。

22）
。

また、舗装厚を厚くすると、層間剥離の発生する
位置が低下するため、ブリスタリング現象の抑制
効果がある。

（３）空隙率
アスファルト混合物の空隙は、水蒸気圧を緩和する

（3）供用している空港舗装において、ストレートアス

ことができ、空隙率を３％以上確保することが望まし

ファルト混合物を使用している箇所は、供用に伴

い。

い、空隙が低下し、ブリスタリング現象を誘発す

図－23に示す新千歳空港のオーバーレイ層の空隙率

る可能性がある。また、改質Ⅱ型のアスファルト

は、２％程度の箇所もある。A 滑走路の採取したコ

混合物はブリスタリングやグルービング潰れを抑

アの中において、加圧透水試験結果では、不透水のコ

制する効果がある。

９）

アも確認され 、場所によっては、不透水になってい
る箇所があった。

５．おわりに
ブリスタリング現象は何処の空港でも気象条件や現
場条件によって発生することも考えられる。ブリスタ

（４）水分量
水分は水蒸気圧になって層間を膨張させる働きがあ

リング現象を防止するためには、改質Ⅱ型のアスファ

るため、水分量が多ければ、飽和状態になりやすく、

ルトの使用、増厚工法および空隙率を３％以上確保す

水蒸気圧を大きくする可能性が高い。

る配合設計等の対策工法の検討が必要である。また、

図－24は A 滑走路の終点側である P=4700の R 側
の水分量調査を実施したものである。施工継ぎ目付近
の水分量が高く、水分は十分に供給されていた。
以上のブリスタリング現象を発生させる4つの条件

設計時の対策は重要であるが、日常管理による保守点
検も重要な事項である。
最後に、本論文が現場の業務に参考になれば幸いで
ある。

は新千歳空港では全て揃っている。
平成12年６月22日に発見された新千歳空港のブリス
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