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舗装における予防的修繕工法に関する現地調査
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ˍȅ͉̲͛ͅ
近年の厳しい財政事情により、これまで以上に限ら
れた予算の効率的運用が必要となる。舗装の維持管理
においても、
更なるコスト縮減努力が求められている。
平成18年３月に「修繕候補区間の選定と同区間にお
ける工法選定の手引き
（案）」
（以下、修繕工法選定の
手引き（案）とする）が道路局

国道防災課により取り

まとめられた。これは今後、舗装の延命化およびコス
ト縮減を図る観点から、アスファルト舗装の修繕にお
いてもシール材注入や切削工法を積極的に導入しよう
とする試みであり、この工法を予防的修繕と呼んでい
る。
本稿では、予防的修繕工法の試験施工箇所として道
内の国道から抽出された３箇所について、施工前後の

Ƚˍȁਘ༞ߊ༹ࢥ̫̤ͥͅۼ͈࿒հ
Ȫྟၥഽ༘ȫ

現地調査を行った結果について報告するものである。
上の区間
（Ƚˍの①の範囲）については、切削オー
ˎȅထཡഎਘࢥ༹͈ٽါ

バーレイ等による修繕工法適用区間となっており、
Ƚˍの②、③、④の範囲が「予防的」修繕工法の適用

予防的修繕工法とは、シール材注入工法、切削工法

範囲である。ただし、舗装の延命化等の観点から、わ

（こぶ取り）
をいう。これらの舗装補修工法は、これま

だち掘れ量30㎜未満、ひび割れ率30％未満の箇所に

でも維持的な補修のために用いられてきたものであ

あっても、予防的修繕が必要と判断される箇所につい

り、補修費用も安価である。しかし、予防的修繕の意

ては、同工法の適用を図ることとしている。なお、排

義は、維持作業とは異なり、従来、切削オーバーレイ

水性舗装については、密粒度舗装と材料や機能等が異

等の修繕工法で対応してきた修繕候補区間、つまりわ

なること、破損形態が異なることから、現段階では予

だち掘れ量もしくはひび割れ率がある一定レベルを超

防的修繕工法の適用については示されていない。

え、修繕を実施すべきと判断される区間において、切

予防的修繕工法の効果持続期間は、３年程度であり

削オーバーレイ等に代わるものとして実施するもので

それ以上持続することが求められている。しかし、我

ある。それ故に、従来の維持作業のように局所的な破

が国における予防的修繕工法による延命効果等は、十

損を補修するのではなく、修繕候補区間全体を予防的

分な定量的検証がされていないことから、今後データ

修繕により補修することを前提としており、これを用

を蓄積して効果の検証を行い、その結果を踏まえて修

いることによる舗装の延命化と LCC 縮減が期待され

繕工法選定の手引き
（案）を見直すこととなっている。

ている。

なお、切削工法を適用した箇所について、再度わだち

Ƚˍに修繕工法選定の手引き
（案）における、工法

掘れが発生した場合は、切削による表層混合物の厚さ

選定の「目安」を示す。修繕候補区間は、わだち掘れ

が薄くなり、強度低下を起こすため、２回目以降の切

量30㎜以上、
またはひび割れ率30％以上となっている。

削による補修は、望ましくないとしている。

このうち、わだち掘れ量40㎜以上、ひび割れ率40％以
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ためには、従来の修繕工法と同様に適切な施工管理等
を行い、所要の性能の確保を図ることが必要である。

ˏȅˍȅ
ˍȁΏȜσऺಕවؿਫ਼˝Ȫ࣭ൽ385ཤࢩോȫ
ນȽˍに本箇所の概要を示す。補修は下り線のみ

しかし、
これもまた、
具体的な規定を定めるためのデー

行っており、補修工法の違いによる効果の比較検証を

タ等が十分でない工法もあるため、今後の調査、検証

行うため、予防的修繕工法による補修区間の隣に従来

を行い、手法の確立が必要である。

の補修方法である切削オーバーレイによる補修を行っ
ている。シール材は北海道で一般的に用いられている

ˏȅထཡഎਘࢥ༹༞ਘؿਫ਼ٽါ

加熱アスファルト系目地材高弾性タイプを用いた。
シール材注入箇所は、ひび割れ率30％以上35％未満、

ˏȅˍȁΏȜσऺಕවࢥ༹༞ਘ

わだち掘れ量は20㎜未満であり、Ƚˍにおいて③に

一般国道274号北広島と一般国道452号奥芦別にて

当てはまる。ৢ૯Ƚˍは、本箇所におけるクラック直

シール材注入による補修を行った。それぞれの箇所の

下のコア写真である。コアから、クラック種類はトッ

概要を以下に述べる。

プダウンクラック、つまり舗装表面から発生し、下方
に進行していくクラックであると考えられる。ৢ૯Ƚ
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ˏは、補修前の状況写真であるが、クラックはタイヤ
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走行部に縦断的に発生しているのが特徴的で、交通荷

切削工法適用箇所として、一般国道12号旭川
（ৢ૯

重の繰り返しにより発生したものと考えられる。
なお、

Ƚˑ）で施工を行った。本箇所の概要をນȽˏに示す。

クラック幅が５㎜程度未満の箇所についてはシール材

なお、補修は下り線のみ行っている。わだち掘れ量は

の注入が困難なことから施工は行っていない。

28㎜、ひび割れ率10％未満であり、Ƚˍから切削工
法の適用枠に近いものの若干外れていた。しかし、北

ˏȅˍȅ
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ນȽˎに本箇所の概要を示す。補修は上下線行って

海道では冬期交通の安全性の確保の観点から、修繕工
法選定の手引き（案）では、修繕候補区間の数値は目安

おり、予防的修繕工法による補修と隣接してオーバー

であり、前述の通りわだち掘れ量30㎜未満であっても、

レイ（一部打換え）
による補修を行っている。シール材

予防的修繕が必要と判断される箇所については、同工

は R274と同様、加熱アスファルト系目地材（高弾性タ

法の適用を図ることとしているため、本箇所ではこれ

イプ）のものを用いている。なお、R452は平成５年に、

に当てはまるものとして切削工法による補修を行っ

国道に昇格している。シール材注入区間は、ひび割れ

た。

率35％以上40％未満、
わだち掘れ量は20㎜未満であり、
R274北広島と同様にȽˍより③に当てはまる。ৢ

ນȽˏȁ୨ॉࢥ༹ؿਫ਼͈ٽါ

૯Ƚˎのコア写真から、本箇所におけるクラック種類
はボトムアップクラック、つまり舗装下面から発生し
上方に進行していく疲労クラックであり、R274北広
島とはその種類が異なる。修繕工法選定の手引き
（案）
では、ボトムアップクラックの発生箇所には、予防的
修繕工法による対応を実施しても早期破損が懸念され
るため、切削オーバーレイ等の修繕工法の適用を検討
することになっているが、北海道の国道は、旧Ａ交通、
Ｂ交通区間を多く管理していることもあり、このよう
な箇所での予防的修繕工法の適用可能性を探るため
に、敢えて本箇所でシール材の注入を試みている。ৢ
૯Ƚːは、補修前の状況写真であるが、R274北広島
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と同様クラックの発生位置はタイヤ走行部であるが、
亀甲状になっているのがこのひび割れの特徴である。
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ˍȁ๊࣭֚ൽ385ཤࢩോ
シール材注入費用は切削オーバーレイ費用に比べて
1/10以下と安価であった。また、補修後約２ヶ月経過
後の調査では、シール材の破損は認められなかった。
Ƚˎはシール材注入箇所における FWD 測定車によ
る載荷板直下 D0たわみ量の調査結果である。施工前
後に大きな差はなく、シール材注入による支持力の回

േ ⊛  ᡂ ଥ ᢙ 㩿㱘 㪀

㪇㪅㪏㪇
㪇㪅㪎㪇

ːȅऔࠫض

㪇㪅㪍㪇
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㪇㪅㪇㪇
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復はないと考えられる。Ƚˏは車輪走行部における
DF テスタによるすべり試験結果である。補修前後で

㪉㪉㪃㪊㪉㪌㪅㪌 㪉㪉㪃㪊㪌㪍㪅㪇
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大きな差はないが、補修後の値が小さくなっている箇

㪉㪉㪃㪊㪎㪉㪅㪇 㪉㪉㪃㪊㪏㪊㪅㪌
ୃ೨⺞ᩏ
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所が多い。
ːȅ
ˍȅ
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シール材注入費用は、R274と同様でオーバーレイ

と評価される。Ƚ˒はシール材注入箇所のすべり試

工法適用箇所に比べ1/10以下と安価であった。Ƚː

験結果である。R274と同様に補修後の値が小さくなっ

はシール材注入箇所およびオーバーレイ箇所における

ている箇所が多く、シール材注入箇所におけるすべり

たわみ量の調査結果である。シール材注入箇所では、

摩擦係数の補修後−補修前の平均値は ‑0.05であり、

補修後のたわみ量が若干増加しており、支持力の回復

このような結果から、シール材による補修によって、

は認められない。他方、オーバーレイ箇所では、補修

補修前よりすべり摩擦係数の減少傾向があるものの、

前たわみ量が補修後には約1/2となっており、支持力

道路維持修繕要綱に示されている補修要否判断の目標

は回復している。また、アスファルト舗装体の健全度

値μ =0.25（交通量の多い一般道路）より十分に大き

を把握するため、荷重直下のたわみ量とそこから20㎝

な値を示しており、走行性に問題はないものと考えら

離れた場所のたわみ量の差を求め、シール材注入と

れる。

オーバーレイ補修の比較を行った
（Ƚˑ）
。
前者では、
補修後にたわみ差が若干大きくなっている。
他方、オー
バーレイ箇所では、補修後では補修前の約1/3となっ
ており、アスファルト舗装体の健全度は回復している
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切削費用は、R274のようにシール材注入費と切削
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オーバーレイ補修費ほど大きな開きはないが、切削
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オーバーレイ箇所に比べて半分以下と安価であった。
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Ƚ˓にたわみ量を示すが、両工法ともに補修前後の
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値に大きな差はない。切削箇所については、舗装表面
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が削られることから、補修後のたわみ量は、補修前よ
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㪉㪇㪇
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ることがなく、今回の FWD 測定はタイヤ走行位置で
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実施したため、測定値に変化がなかったと考えている。
また、たわみの差を見ると、R452と比較すると数値
は小さいが、切削オーバーレイ区間では、補修後は補
修前の約2/3となっており、アスファルト舗装体の健

Ƚːȁ༞ਘஜࢃ͈̹͙ͩၾ
ȪS563ȫ

全度は多少ではあるが改善されていると評価される。
切削補修箇所はほぼ横ばいであり、改善されたとは言

㪛 㪇 㪄 㪛 㪉 㪇 䈢 䉒 䉂 Ꮕ 㩿㱘 㫄 㪀

㪉㪌㪇

えない。
Ƚ˔は、補修工法ごとのわだち掘れ量について補

㪉㪇㪇

修前後の値の推移を示したものである。当然両工法と
もわだちの改善はなされているが、補修後の値は切削

㪈㪌㪇

オーバーレイ箇所は約４㎜、切削箇所については、約

㪈㪇㪇

11㎜であり、その差が７㎜あった。こぶとりではアス
ファルトを表面に舗設するよりわだち掘れの改善は少

㪌㪇

ないという可能性がある。また、補修後すでにわだち
掘れ量が比較的大きいこと、また、全体として切削に

㪇

より舗装厚が薄くなっていることを勘案すると、今後

䉲䊷䊦᧚ᵈ▎ᚲ
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わだち掘れ量が増加し、すぐに管理レベルを超えてし
まうといった懸念がある。
北海道の国道では、わだち掘れ量の増加は、冬期交
通の安全性が低下すると考えられる。よって、Ƚˍ

Ƚˑȁ༞ਘஜࢃ͈̹͙ͩओ
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に示した工法選定の目安のうち切削が関係する30㎜と
いうわだち掘れ量の数値目安についても十分かつ慎重

㪇㪅㪏㪇

な対応が必要とされる。また、切削工法によって舗装

㪇㪅㪎㪇

厚が薄くなると舗装寿命が低下する可能性があり、基

േ ⊛  ᡂ ଥ ᢙ 㩿㱘 㪀

㪇㪅㪍㪇

層混合物が露出した場合には凍結融解作用などを受け

㪇㪅㪌㪇

て破損を生じる懸念がある。このようなことから、切

㪇㪅㪋㪇

削工法のみによる補修が増加すると、サービスレベル

㪇㪅㪊㪇

を確保するため、将来的に補修費用が急激に増加する

㪇㪅㪉㪇

可能性が否定できないため、切削工法の適用可能性は
今後慎重に判断していきたいと考えている。
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の確保を考えた場合、将来的な補修費用が増加する可
能性がある。

（１）舗装の延命化および LCC 縮減を図る観点から、
北海道の国道において、予防的修繕工法での効果・可

˒ȅ̤ͩͤͅ

能性を探るため、同工法での補修を試みた。
（２）
シール材注入後では、注入前よりすべり摩擦係数

予防的修繕工法の施工前後における調査結果を報告

の低下傾向が認められたが、走行上支障を生じるもの

したが、本工法を適正に評価するには、今後２、３年

ではないと考えられる。

程度の経年変化後の状態に対する評価が欠かせず、効

（３）
ボトムアップクラック箇所において、比較工法と

果について結論づける段階にはない。また、修繕とし

して施工したオーバーレイでは、アスファルト舗装体

ての位置づけを考えると、北海道の地域特性も考慮し

の支持力や健全度は向上するが、シール材注入では変

た施工管理方法や材料の規格について確立する必要性

化しない。

がある。今後も追跡調査を行い、維持的費用も分析し

（４）
切削工法では、切削オーバーレイ工法よりわだち

ながら、コスト縮減、延命化の観点から同工法の適用
可能性について見極めたい。

掘れの改善が少なかった。
（５）
切削工法は、舗装寿命の低下や冬期交通の安全性
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