
ＲＣ床版上に施工する耐久性の高い基層用アスファルト混合物の検討

Examination of an Asphalt Mixture for a Highly Durable Binder Course
Constructed on a Reinforced Concrete Slab

星　卓見　　丸山　記美雄　　木村　孝司

HOSHI Takumi, MARUYAMA Kimio and KIMURA Takashi

　道路橋は、車両による繰り返し荷重、振動、衝撃、せん断等の力学的作用や降雨、風雪、温度変化
等の気象作用、さらに床版の膨張収縮によるひずみなどが複雑に作用する環境におかれ、舗装、床版
防水層及び床版で形成される構造体が疲労する。この内、床版防水層に直接接する基層用アスファル
ト混合物は、防水層と密着して構造体を保護するが、舗装体のひび割れや施工目地、橋梁付属物（排
水桝、伸縮装置等）付近のすき間から進入した水分が混合物中及び床版上に滞水した状態で、夏期の
高温時に輪荷重の作用を受けることで、混合物のはく離やブリスタリングが生じる例が散見される。
このため本研究では、ＲＣ床版上の基層用アスファルト混合物の候補となる数種のアスファルト混合
物の各種の耐久性能を室内により検証した。
　その結果、細密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ型）は、床版上の水分の滞留空間及び水平方向への拡
散空間になり得る混合物層底面の間隙群の形成が少ない特徴を持ち、他の混合物と比較して水密性、
耐水性、はく離抵抗性等にも優れていることが明らかとなった。

《キーワード：基層；はく離；ＲＣ床版；予防保全》

　Road bridges receive mechanical actions such as repeated loading, vibration, impact and shear 
from traffic. The environments to which these bridges are exposed cause them to be subjected to 
complex weather-related actions such as those from rainfall, wind, snow, and temperature changes. 
The expansion and contraction of the bridge slab is also regarded as a complex action working on 
road bridges. The deck structure, which consists of the pavement, a waterproofing layer for the 
slab, and the slab, experiences fatigue. Among the components of the deck structure, the binder 
course, which is made of an asphalt mixture and which comes into direct contact with the 
waterproofing layer of the slab, tightly attaches with the waterproofing layer and protects the 
deck structure. However, there have been cases in which the asphalt mixture has detached or 
blistered. That detachment and blistering occurred because water had intruded into or through 
the asphalt mixture by way of the cracks in the pavement, construction joints or gaps between the 
pavement and the bridge accessories （e.g., catch basins, expansion joints）, and the asphalt 
mixture layer received wheel load at times of high summer temperatures while water was trapped 
in the mixture layer or between the mixture layer and the slab. In this study, the performance of 
several types of asphalt mixtures that were candidates for the binder course of an RC slab were 
examined in laboratory experiments.
　The experiments clarified that fine and gap-graded asphalt concrete （Modified Type II） is 
superior to other mixtures in terms of water-tightness, water resistance and peeling-resistance, 
because Modified Type II was found to have a low potential for the formation of small voids in the 
bottom surface of the mixture layer. Such voids can form spaces that allow the retention or 
horizontal diffusion of water over the slab.

《Keywords：binder course；stripping；RC slab；preventive maintenance》
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１．はじめに

　道路橋は、車両による繰り返し荷重、振動、衝撃、
せん断等の力学的作用や降雨、風雪、温度変化等の気
象作用、さらに床版の膨張収縮によるひずみなどが複
雑に作用する環境におかれ、舗装、床版防水層及び床
版で形成される構造体が疲労する。この内、床版防水
層に直接接する基層用アスファルト混合物は、防水層
と密着して構造体を保護するが、舗装体のひび割れや
施工目地、橋梁付属物（排水桝、伸縮装置等）付近のす
き間から進入した水分が混合物中及び床版上に滞水し
た状態で、夏期の高温時に輪荷重の作用を受けること
で、混合物のはく離やブリスタリングが生じる例が散
見される（写真－1）。

２．基層用混合物とバインダーの選定

　本検討に用いた混合物の諸元を表－1に示す。
　北海道の国道において排水性舗装区間の橋梁部の基
層及び重交通区間の流動対策として表層に使用されて
いる細密粒度ギャップアスコン（13F55）改質Ⅱ型及び
東・中・西日本高速道路株式会社（以下、ＮＥＸＣＯ）
でコンクリート床版橋面の基層として使用されている
ＳＭＡを検討対象とした。なお、ＳＭＡは、ストレー
トアスファルトを用いてＮＥＸＣＯの中間層用配合設
計標準粒度範囲3）をもとに繊維質補強材0.3％（外割）
を添加して配合設計を行い、バインダーにポリマー改
質アスファルトⅡ型を使用する場合も同配合とした。
このほか、基層用混合物として一般的に使用されてい
る粗粒度アスコンを比較用として用いた。

表－1　混合物の諸元

写真－1　水分の浸入による基層のはく離

　さらにコンクリート床版（以下、ＲＣ床版）のクラッ
ク等を介して床版内部へ到達した水分が冬期に凍結融
解を繰り返し、床版表面にスケーリングが発生した後、
ポップアウト、コンクリートの砂利化へと進展し、最
終的には押し抜きせん断破壊による床版の陥没に至る
事例も報告されている1）。
　上述の課題解決のための方策としては、舗装の増厚
や透水性の極めて低いグースアスファルトの使用等が
考えられるが、死荷重や建設コストの増加といった問
題がある。
　このため本研究では、橋面舗装内への水分の浸入に
起因する損傷に対する抵抗性及び橋面の基層用混合物
に求められるその他の各種性能を有する基層用アスフ
ァルト混合物を選定することを目的とし、現行の国道
に用いられる橋面舗装の基層厚（4cm）という条件下で、
各種の室内試験を行いこれらの性能を検証した。以下
に検証結果を述べる。

３．要求性能と性能確認

　舗装表面からの水分の浸透及び床版上の滞水に起因
する損傷に対する抵抗性を含め、基層用混合物に求め
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３．１　非滞水性

　ＲＣ床版上に施工される基層用混合物層の底面が平
滑で、床版と密に接していれば、床版上面に達した雨
水や融雪水等の水分が滞留可能な空間は境界に存在し
ないことになる。しかし、現実には混合物層の底面は
テクスチャが粗く、小さな間隙群（凹み）があるため水
分が滞留する空間となり、ブリスタリングの発生やア
スファルト混合物のはく離の一因になると考えられる

（図－1）。既往の研究では、この小さな間隙群（凹み）
が舗装のひび割れ等から進入した水の滞留空間や水平
方向への拡散空間になり得ること及び混合物中の粗骨
材の割合が低く、アスモル分の割合が高い混合物ほど
混合物層底面のきめが浅く、小さな間隙群（凹み）の形
成抑制に効果的であるとの報告がある2）。

　このため本研究では、基層用混合物層の底面の平滑
性をＲＣ床版上の滞水を抑制する評価指標とした。
　具体的には、各混合物の供試体底面の状態を紙に転
写し（プリンティング法）、これを2値化した後、供試
体底面の全体面積から凹みの面積を控除した値を「接
地面積」、「接地面積」を供試体底面の全体面積で除し
た値を「接地面積率」として基層用混合物層の底面の
平滑性を評価した。
　また、舗装表面の凹凸の深さ（きめ深さ）の測定に一
般的に用いられる回転式きめ深さ測定装置（以下、Ｃ
ＴＭ：Circular Track Meter）により、供試体底面の
ＭＰＤ（Mean Profile Depth）を求め、接地面積とＭＰ
Ｄの関係性を把握し、非耐水性をより簡易に評価可能
な手法を併せて検討した。
３．１．１　プリンティング法による接地面積の測定

（1） 供試体の作成

　供試体の作成は、舗装調査・試験法便覧「ホイール
トラッキング試験方法」4）に準じた。供試体の作成条
件を表－3に示す。現場での施工条件を考慮して、型
枠は加熱せずに常温とした。また、この供試体を使用
してＣＴＭを用いたきめ深さの測定を行うため、ＣＴ
Ｍのレーザーセンサの回転中心からの半径142mm を
考慮し、型枠の寸法は40cm ×40cm ×5cm とした。

表－2　要求性能と評価試験項目及び評価値

図－1　基層底面の間隙群（凹み）のイメージ

表－3　供試体の作成条件

表－4　転写の手順

られる性能と、これを評価するための試験項目及び評
価値を表－2のとおり整理した。
　なお、「非滞水性」とは、浸入した水の滞留空間及び
水平方向への拡散空間となる基層用混合物層底面の間
隙群（凹み）の割合が低いことと定義した。

（2） プリンティング法による2値化

　ローラーコンパクタを用いて、供試体の底面を判画
の要領で紙に転写した後、転写用紙をデジタルカメラ
で撮影した。転写時には、供試体上にゴム板を載せて
線圧を分散した。なお、転写に使用したインクは朱色
の墨汁で、転写用紙は市販の薄手普通紙である。転写
の手順を表－4に、作業状況を写真－2に示す。
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（3） 接地面積率と「粗骨材重量比」及び「アスモル重

　　量比」の比較

　供試体の混合物の種類毎に3枚を撮影した画像の中
央部分（30cm ×30cm）を切り出して画像処理・解析ソ
フトウエアで２値化し、各々の面積の平均値を算出し
た。2値化した供試体底面の画像の例を写真－3に示す。
　画像の白色部分は供試体底面に空隙（窪み）があるた
めにインクが用紙に付着しなかった範囲を示し、黒色
部分は窪みが無く平滑性が高い範囲で、実施工時には
防水層と密着すると想定される部分である。
　ここで、全体面積（30cm ×30cm）に対する接地面積
の割合を算出し、「接地面積率」とした。なお、全体
面積の範囲は1,212pxl ×1,212pxl の画像データとして
処理されている。
　また、アスファルト混合物中の粗骨材の割合が低く、
アスモルの割合が高い混合物は、混合物底面の凹凸の
形成抑制に有効であるとの既往の報告2）を参考に、各
混合物中の粒径2.36mm 以上の粗骨材の合計重量とア
スファルト混合物の全体重量の比を「粗骨材重量比」
とし、粒径2.36mm 未満の細骨材、石粉及びアスファ
ルトの合計重量とアスファルト混合物の全体重量の比
を「アスモル重量比」として算出した。
　ここで求めた混合物別の接地面積率と粗骨材重量比
及びアスモル重量比を図－2に示す。

写真－2　転写作業の状況

粗粒_ST

ＳＭＡ_ST

細密_Ⅱ

ＳＭＡ_Ⅱ

写真－3　2値化した温合物底面の画像（例）

図－2　混合物別の接地面積率と粗骨材重量比

及びアスモル重量比　　 　　

　試験の結果、接地面積率が一番高い混合物は細密粒
度ギャップアスコン（改質Ⅱ型）の92％であった。この
結果から、細密粒度ギャップアスコンは、他の混合物
に比べて混合物層底面の平滑性が高く、間隙群の形成
の割合が低いことが確認された。
　また、粗骨材重量比とアスモル重量比の観点から接
地面積率を比較した場合、アスモル重量比が高く、粗
骨材重量比が低い混合物は接地面積率が高い傾向を示
すことを確認した。
　以上の結果から、混合物底面の間隙群の形成の割合
が低く、非滞水性が高いアスファルト混合物として細
密粒度ギャップアスコンが有利であることが示唆され
た。
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　水利用アスファルト混合物では1×10－7cm/sec 以下
の透水係数を不透水の目安（以下、便宜的に「不透水」
と表記）としているが、細密粒度ギャップアスコン（改
質Ⅱ型）及びＳＭＡ（ストアス、改質Ⅱ型）は、締め固め
度が96％及び98％ともに不透水で水密性が高い。これ
に対し、粗粒度アスコンは締め固め度が96％及び98％
ともに透水しており、水密性の低い混合物であること
を確認した。
３．２．２　水浸マーシャル安定度試験

（1） 試験方法

　本研究では、水の影響を受けやすい混合物に対する
評価として、国土交通省北海道開発局（以下、開発局）
によって規格値が示されている水浸マーシャル安定度
試験4）から求められる残留安定度により混合物の耐水
性を評価した。

（2） 試験結果

　開発局では水の影響を受けやすい混合物の残留安定
度の規格値を75％以上と規定している。
　試験の結果、図－5に示すとおり全ての混合物で残
留安定度が75％以上となり、開発局の規格値を満足す
る結果となった。なお、最高値は細密粒度ギャップア
スコン（改質Ⅱ型）の99％で、残留安定度から耐水性を
評価する場合、細密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ型）
は、最も耐水性に優れていることを確認した。

３．１．２　ＣＴＭを用いたＭＰＤ測定試験

（1） 試験方法

　ＣＴＭを用いて、前述の接地面積測定用の供試体の
底面及び上面のＭＰＤを計測し4）、ＭＰＤと接地面積と
の関係について検証した。ここでＭＰＤとは、表面の
プロファイルの回帰直線と、同じ傾きを持つプロファ
イルの最大値を通る直線の差で、ＭＰＤが大きいほど
表面のきめが粗いことを示す。
（2） 試験結果

　各混合物の供試体「底面」のＭＰＤと接地面積率の
関係を図－3に、供試体「上面」のＭＰＤと接地面積
率の関係を図－4に示す。双方の図からＭＰＤと接地
面積率には高い相関が見られ、ＭＰＤが小さな混合物
ほど接地面積率が高い傾向を示していることが読み取
れる。なお、このＭＰＤと接地面積率の関係は、供試
体「底面」、「上面」ともに同様の傾向を示すことから、
供試体「上面」のＭＰＤでも混合物底面の小さな間隙
群の形成の割合、すなわち非滞水性を評価できること
が明らかとなった。

図－3　供試体「底面」のＭＰＤと接地面積率

図－4　供試体「上面」のＭＰＤと接地面積率

３．２　水密性及び耐水性

　各混合物の水密性を評価するために加圧透水試験
を、耐水性を評価するために水浸マーシャル安定度試
験を実施した。

３．２．１　加圧透水試験

（1） 試験方法

　加圧透水試験は、アスファルト混合物の加圧透水試
験方法4）に拠り、ゴムスリーブで漏水を防止するタイ
プの試験機を使用した。

（2） 試験結果

　目標締め固め度96％及び98％の供試体の加圧透水試
験結果（水圧150kPa）を表－5に示す。

表－5　加圧透水試験結果（水圧150kPa）
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３．３　はく離抵抗性

　アスファルト混合物のはく離の原因として、気温の
高さ、水分の存在、交通荷重の繰り返し作用が挙げら
れる。コンクリート床版上の基層用混合物では、ひび
割れ等から流入した水分が床版上に滞水し、高温時に
交通荷重が繰り返し作用することで骨材とアスファル
トがはく離する。本研究では、はく離抵抗性を評価す
るため水浸ホールトラッキング試験を行った。

（1） 試験方法

　水浸ホイールトラッキング試験方法4）に拠り、供試
体の寸法は30cm ×30cm ×5cm とした。なお、床版上
の滞水を想定して、混合物層底面からの水の浸入を対
象とした試験方法とした。本試験により各混合物供試
体の断面のはく離率及び目視によるはく離状況から各
混合物のはく離抵抗性を評価した。
　なお、はく離率の算出にあたっては、全ての供試体
において骨材の剥落による供試体底面の欠損は無かっ
たため、供試体を4分割した2方向断面において、骨材
からアスファルト被膜がはく離している範囲を特定し、
当該断面のはく離面積を算出し、この値を全断面積で
除して、はく離率を求めた。

（2） 試験結果

　各混合物のはく離率を図－6に示す。試験の結果、粗
粒度アスコン（ストアス）及びＳＭＡ（ストアス、改質Ⅱ
型）のはく離率が約1％以上であったのに対し、細密粒
度ギャップアスコン（改質Ⅱ型）は0.1％以下と低い値と
なった。
　このことから、混合物底面に水分が存在し、交通荷
重の作用を受ける条件下で混合物層の底面からはく離
が進行した場合、細密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ
型）は、他の混合物に比べ、はく離抵抗性が高いことを
確認した。

図－5　各混合物の残留安定度 図－6　はく離率

写真－4　供試体底面のはく離の状況

写真－5　不織布へのアスファルト付着状況

　なお、写真－4は水浸ホイールトラッキング試験後の
供試体底面のはく離状況の例であるが、粗粒度アスコ
ン（ストアス）では供試体底面の粗骨材からアスファル
ト被膜がはく離している部分（赤線の囲み）が多く、こ
れと比較して細密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ型）は、
はく離が殆どないことが分かる。
　また、写真－5は、水浸ホイールトラッキング試験に
よって混合物中の骨材からはく離したアスファルト分
が、供試体底面に敷かれていた不織布に付着している
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様子で、黒色が付着したアスファルト分である。
　これらの写真から、粗粒度アスコン（ストアス）は、
細密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ型）に比べて付着し
たアスファルト分が多いことが分かる。この写真の両
者の不織布の重量（不織布の重量を含む）を測定したと
ころ、粗粒度アスコン（ストアス）の89.1（g）に対し、
細密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ型）は23.0（g）と、
混合物中の骨材からはく離したアスファルト分が少な
かった。これらの不織布の観察結果からも、細密粒度
ギャップアスコン（改質Ⅱ型）のはく離抵抗性が高いこ
とが裏付けられた。

３．４　防水工の損傷状況

　基層用混合物を施工する際、混合物中の粗骨材の稜
角部が防水工を貫通してＲＣ床版に達することで、床
版への水分の浸入経路になると想定した。この防水工
の損傷の有無を確認するため、コンクリート版上に防
水工及び基層用混合物をともに施工した供試体を用い
て、混合物中の粗骨材の稜角部が防水工を貫通した点
数をカウントし、各混合物が防水工へ与える損傷の程
度を評価した。
　なお、本試験に先立ち、コンクリート版、防水工及
びアスファルト混合物間の引張接着強度を確認するた
め、以下の（1）と同様の手順で作成した供試体を用い
て引張接着試験を行った結果、全ての混合物が開発局
道路設計要領に規定される規格値を満足することを確
認している。

（1） 供試体の作製

　供試体の作製は、道路橋床版防水便覧（付録－1）5）

に示される「供試体作成」に拠り、JIS A 5371のⅠ類
に規定する厚さ6cm のコンクリート平板上にプライ
マーを塗布した後、塗膜系床版防水層（アスファルト
加熱型）を厚さ1.0 ～ 1.5mm 程度施工し、その上に厚
さ4cm の基層用混合物を重ねた。次に図－7及び写真

－6に示すとおり1体の寸法が30cm ×5cm× 厚さ10cm
になるように切断した。
（2） 防水工の損傷確認方法

　作製した3個の供試体の隣り合った4つの切断面を目
視観察し、混合物中の粗骨材の稜角部が防水工を貫通
してＲＣ床版に達している点数を数えた。この各断面
で観察された点数の１断面当たりの平均値を用いて、
防水工に与える損傷の程度を評価した。
（3） 試験結果

　例としてＳＭＡ（改質Ⅱ型）の供試体切断面を写真－

7に示す。アスファルト混合物中の骨材の稜角部が防水

図－7　供試体詳細図（防水工の損傷確認用）

写真－6　防水工の損傷確認用供試体

写真－7　骨材が防水工を貫通した箇所

（ＳＭＡ（改質Ⅱ型）の例）

工を貫通してコンクリート版に達しているのが確認で
きる。
　試験結果を図－8に示す。粗粒度アスコン及びＳＭＡ

（ストアス、改質Ⅱ型）は骨材が防水工を貫通した点数
が高いのに対し、細密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ
型）の点数が低く、防水工の損傷が少ない結果となった。

8 寒地土木研究所月報　№763　2016年12月



トアスファルトを用いた粗粒度アスコン及びＳＭＡ
（ストアス）と比較して、骨材飛散抵抗性の高い混合物
であることを確認した。
　この結果は、ストレートアスファルトに比べて凝集
力の高いポリマー改質アスファルトの特性に起因する
と推察される。

３．６　塑性変形抵抗性

　ホイールトラッキング試験に拠り動的安定度を計測
し、混合物の塑性変形抵抗性を検証した。各混合物の
動的安定度（以下、ＤＳ：Dynamic Stability）を図－

10に示す。
　試験の結果、ストレートアスファルトを使用してい
る粗粒度アスコンは、ＤＳの値が1,000（回 /mm）未満、
ＳＭＡ（ストアス）で1,139（回 /mm）であったが、改質
アスファルトを用いた他の混合物が3,000（回 /mm）
以上であった。

３．５　骨材飛散抵抗性

（1） 試験方法

　舗装性能評価法別冊6）では、タイヤチェーンを装着
した車両の走行等により発生する衝撃骨材飛散の程度
を衝撃骨材飛散値とし、測定方法はロサンゼルス試験
機を使ったカンタブロ試験方法を規定している。
　開発局では、排水性舗装（目標空隙率17％）及び北海
道型ＳＭＡ（目標空隙率5％）について骨材飛散抵抗性
を確認するため、カンタブロ損失率の規格値を各々 20
％未満、16％未満としている。
　道路橋の伸縮装置近傍は通過車両の衝撃による舗装
の骨材飛散が懸念される。これに対し、筆者らは現地
における通過車両が舗装に与える作用と類似した条件
の試験方法として上記カンタブロ試験が適当と考え、
基層用混合物の衝撃に対する抵抗性を評価する方法と
して用いた。なお、試験温度は開発局の試験条件に準
拠し供試体温度－20℃、室温－20℃とした。

（2） 試験結果

　カンタブロ試験結果を図－9に示す。細密粒度ギャ
ップアスコン（改質Ⅱ型）及びＳＭＡ（改質Ⅱ型）の損失
率が約14％で、両者の混合物はバインダーにストレー

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

_ST _ _ST _

図－8　骨材が防水工を貫通した点数の比較

 図－9　カンタブロ損失率

図－10　動的安定度（ＤＳ）

４．まとめ

　本検討の結果、細密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ
型）は、水の滞留及び水平方向への拡散空間になり得
る混合物層底面の小さな間隙群の形成が少ない混合物
で、他の混合物と比較して水密性、耐水性、はく離抵
抗性、防水工の低損傷性及び骨材飛散抵抗性にも優れ
ていることを確認した。
　なお、ＳＭＡ（ストアス、改質Ⅱ型）は細密粒度ギャ
ップアスコン（改質Ⅱ型）と同様に水密性が高く、さら
にＳＭＡ（改質Ⅱ型）については骨材飛散抵抗性にも優
れた試験結果が得られた。
　しかし、これらは混合物層底面の平滑性が低く、小
さな間隙群の形成の割合が高いことから非滞水性の面
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で懸念が残るほか、耐水性やはく離抵抗性といった水
分の影響による損傷抵抗性に劣ることから、ＲＣ床版
上の基層用混合物としては細密粒度ギャップアスコン

（改質Ⅱ型）がより適していると判断することができる。
　また、塑性変形抵抗性の面では、橋梁部は車両の走
行位置が限定される等の理由から一般部に比べて流動
しやすいことを考慮すると、基層用混合物に改質アス
ファルトを使用することで塑性変形抵抗性を高め、流
動による補修頻度の低減を図ることは有益である。
　以上の結果から、橋面舗装及びＲＣ床版の長寿命化
を図ることが可能な予防保全対策として、ＲＣ床版上
の基層用混合物に細密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ
型）を用いることが有効であることが明らかとなった。
　この細密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ型）は、既に
現場での豊富な施工実績があり、施工が容易で品質や
出来映えにおいても信頼性の高い混合物であることか
ら、現場への適用性も高い。
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