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高規格道路の舗装表層部には排水性舗装が標準採用されており、日高自動車道においても同様である。
本工事区間は平成10年7月の開通から約15年が経過し、表層部の骨材飛散やポットホールの損傷が多く都度、
維持補修を実施していた。このことから付加車線の整備に伴い、表層合材として排水性舗装に似たテクスチ
ャを有し長期耐久性に優れた北海道型SMAにより施工実施した。今回、北海道型SMAの選定理由と、適正
な締固め密度やきめ深さの確保をするために実施した品質管理・施工管理状況について報告するものである。
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1. はじめに
日高自動車道は、苫小牧市を起点とし、厚真町、むか
わ町、日高町、新冠町、新ひだか町を経由して浦河町に
至る延長約120kmの自動車専用道路であり、苫小牧東IC
～日高門別ICの45.3kmが開通している。
本事業区間である苫東道路は、日高自動車道のうち、
苫小牧東ICから厚真ICに至る19.7kmであり、一部、2車
線で供用しているが、円滑な交通の確保を目的に付加車
線の整備を行うものである。標準定規図を図－１に示す。

図－２ 事業箇所図

【整備前】

2. 表層合材の選定

【整備後】

図－１

標準定規図

本事業区間のうち沼ノ端東ICから苫東中央ICまでの2
車線区間2.5km、苫東中央ICから厚真ICまでの2車線区間
4.3kmについて順次付加車線の整備工事を行っており、
平成26年11月に一部開通した。事業箇所図を図－２に示
す。

（１）日高自動車道の損傷状況
高規格道路の表層合材は、すべり抵抗性、視認性の向
上、雨天時の安全な高速走行性を確保するため排水性舗
装を採用しており、日高自動車道においても排水性舗装
を採用している。
開通から約15年が経過し、ポットホールや骨材飛散等
の舗装破損が多く見られ、走行性や排水機能の低下や飛
散した骨材による通行車両の損傷等が見られた。
日高自動車道の舗装現況を写真―１、２に示す。
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図－４ 月別常温合材使用量
写真－１ 橋梁伸縮部の損傷写真

常温合材の使用量は2月から徐々に多くなり3～5月の
期間がピークになる。当現場に近いテレメータ（R235
鵡川米原）の日最高気温が0度以上で日最低気温が氷点
下になる（ゼロクロッシング）日数について表－１に示
す。使用量が多い月は寒暖の差が多い傾向であることが
伺える。

写真－２ ポットホール補修状況

写真－１のような滞水しやすく走行荷重の影響を受け
やすい橋梁伸縮部や、写真－２のようなタイヤ走行部の
損傷が多く見られる。
日高自動車道の損傷状況について、維持工事による
1km当たりの常温合材の使用量で整理したものを図－３
に示す。なお、常温合材による補修は安全走行のため、
損傷発見後、早急に対応する必要性がある。

図－３ 1km当たり常温合材使用量
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表－１ 月別ゼロクロッシング回数

損傷原因として考えられるのは、ひび割れ等により舗
装内に侵入した水が凍結融解を繰り返し、表層が脆弱化
した部分にタイヤからの走行荷重が加わることで骨材が
飛散しポットホールができる現象で、寒冷地における舗
装損傷である。
特に、排水性舗装は舗装内に空隙が多く水が滞水しや
すい構造であり、損傷が多いと考えられる。
（２）表層合材の選定
日高自動車道の損傷・補修状況を踏まえ、表層合材の
選定に当たっては北海道型SMAを選定した。
北海道型SMAとは、表面に近い部分は排水性舗装に
似たテクスチャ（きめ深さ、凸凹）を有しつつ、内部は
骨材間隙にフィラーとアスファルトを多く含むアスファ
ルトモルタルが満たされた密実な構造を有する混合物で
ある。このため、水けむりやハイドロプレーニングの発
生抑制、すべり抵抗性の向上など、高規格道路に求めら
れる機能を有し、下層が密実のため耐久性を併せ持った
アスファルト混合物である。概念図を図－５に示す。

常温合材の使用量は年々増えており、ポットホール等
の舗装損傷が多くなっていることがわかる。
H24～H25年度の月別常温合材使用量を図－4に示す。
図－５ 北海道型SMA概念図

Hiroki Takahashi, kimiaki Yoshida, Hisamitsu Satake

高規格道路の表層は、走行時の安全性向上等を確保す
るためきめ深さが重要であり、配合設計や締固め方法等
の品質管理・施工管理が重要であることから、本工事で
行った品質施工管理について報告する。

転圧については初転圧を10tマカダムローラー、二次
転圧と仕上げ転圧を8tタイヤローラーとした。
線圧の小さいタンデムローラーは、きめ深さを確保す
るために使用する例もあるが、今回の試験施工では最小
の機械編成で計画した。
転圧回数の設定については、線圧が大きいマカダムロ
3. 配合設計について
ーラーで十分な密度を得るため初転圧を8回に固定した。
二次転圧、仕上げ転圧については、2回・4回・6回・8
（１）配合試験
配合設計について、目標粒度範囲を中央粒度で設定し、 回と分けて施工し、転圧回数ごとに4区間（A～D）に分
けて試験施工を行った。二次転圧はタイヤローラーで施
アスファルト量を0.5％刻みの数種類でマーシャル安定
工を行うため、ニーディング（こね返し）作用により、
度試験を行い、中央値の6.2％とした。図－６に示す。
きめ深さが満足できない可能性があることから、転圧回
設定アスファルト量による配合設計は表－２に示す。
下限値5.65% 中央値6.24% 上限値6.83%
数ごとのきめ深さの変化を確認した。
設定転圧温度は、初転圧160℃±10℃、二次転圧120℃
空隙率
±10℃に設定した。
飽和度
試験施工で測定した施工時の転圧温度と転圧回数につ
いて表－３に示す。
安定度
フロー値

区間

5.0%
5.5%
6.0%
6.5%
7.0%
図―６ 最適アスファルト量の設定
（２）試験舗装
アスファルトプラントの混合性能の把握、現場施工時
の管理値を決定すると同時に、配合試験に基づいて生産
された混合物の規格値が満足するか確認を行った。
プラントで製造した混合材について、マーシャル試験
を行った結果を表－２に示す。
配合試験と試験舗装時の試験結果を比較した結果、大
きな差がない結果となった。
AS 量
種別
配合試験
試験舗装

（％）
6.2

見掛

理論

2.292

2.432

A
B
C
D

2.296
飽和度

安定度

フロー値

（％）

（％）

（％）

（Kn）

（1/100cm）

配合試験

5.8

19.7

70.6

8.89

42

試験舗装

5.6

19.5

71.3

8.95

31

基準値

3～７

65～85

4.9 以上

20～50

表－２ マーシャル安定度試験の結果

現場施工時の管理値を決定するため、敷均し温度、転
圧温度、締固め度、きめ深さについて試験舗装にて確認
を行った。
試験施工では実際に使用するアスファルトプラントで
製造した混合物をダンプトラックで試験箇所に運搬し、
現場到着温度170℃前後になってからアスファルトフィ
ニッシャーへ供給し舗設を行った。

回数

測定温度

回数

測定温度

8
8
8
8

157℃
163℃
160℃
161℃

2
4
6
8

127℃
128℃
123℃
125℃

初転圧の回数が多く、二次転圧時の転圧温度の低下が
心配されたが、所定の温度が確保できた。
試験舗装の測定結果について、各区間から供試体を切
り取り、きめ深さ・密度・締固め度を表―４に示す。

区間

間隙率

ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ(8t)

表－３ 試験施工時の転圧温度と転圧回数

密度(g/cm3)

空隙率
種別

A
B
C
D

ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗｰ(10t)

きめ深さ

密度

締固め度

mm

(g/cm3)

（％）

1.305
1.222
1.139
1.040

2.265
2.279
2.283
2.285

98.6
99.2
99.4
99.5

表－４ 試験舗装の結果(きめ深さはCTﾒｰﾀで計測)

試験舗装の結果、すべての工区で締め固め密度の規定
値である98％以上となった。また、きめ深さについても
すべての区間で規格値である0.9mm以上となった。しか
し、転圧回数が増えるに連れて、数値が下がる傾向が確
認された。
試験舗装の結果から締固め度がB～D区間がほぼ同じ
数値なことから、きめ深さの測定値が高いB区間を採用
とした。
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4. 現場施工について

5. 品質管理について

北海道型SMAは骨材粒度が大きく、温度低下しやす
い合材であることから、現場施工に関して温度管理を重
視した施工計画とし、10月に施工実施した。各施工過程
での留意事項について下記に示す。
ａ）製造
粗骨材が多いためドライヤのバーナー炎が直接影響し、
砕石が加熱されやすいため骨材加熱温度、ホットビン温
度について留意し、出荷時の温度を178℃±5℃（密粒度
アスコンでは155℃±5℃）に設定した。
ｂ）運搬
SMAはダレが発生しやすい傾向があるため、運搬車
は排気熱循環車を利用し、荷台シートを2枚被覆し保温
対策をした。
ｃ）敷均し
アスファルトフィニッシャーのスクリードホッパーは、
プロパンバーナーで加温した。
ｄ）転圧
試験舗装で決められた転圧回数を確実に行うため、Ｇ
ＰＳ転圧管理システムによる情報化施工を実施した。Ｇ
ＰＳ転圧管理システムを使用することにより、オペレー
ターがモニターで転圧箇所を確認できることから、転圧
回数の過不足等の人為的ミスや技能差による品質差を軽
減できる。写真－３に示す。

当現場で施工した北海道型 SMA について、品質管理
の測定結果を表－５、表－６に示す。

【ＧＰＳ装置】

出荷時

到着時

初転圧

二次転圧

設定値

178℃±5

170℃±10

160℃±10

120℃±10

施工平均

180℃

174℃

164℃

118℃

表－５ 施工時の合材平均温度
きめ深さ

締固め度

mm

（％）

実測値平均

1.18

98.8

規格値

0.9mm 以上

95％以上

表－６ きめ深さと締固め度の結果(きめ深さは CT ﾒｰﾀで計測)

設定温度の範囲内で施工でき、規格内のきめ深さ及び
締固め度が得られた。施工時の外気温は低温時で約10℃
であり二次転圧時温度の低下が懸念されたが、ＧＰＳ転
圧管理システムやローラー搭載型温度計により円滑かつ
確実に施工でき、温度低下の抑制につながった。

6. おわりに
本工事の施工区間は、柏原工区を11月17日、静川工区
を11月18日に部分供用した。今後、走行性及び耐久性の
より高い道路整備が目指していきたい。

【運転席モニター】

写真－３ ＧＰＳ転圧管理システム

ｅ）転圧温度の管理方法
現場管理者が直接温度を計測するほかに、マカダムロ
ーラーにローラー搭載型温度計を用いてオペレータも転
圧温度を確認しながら施工を行った。写真－４に示す。

写真－７ 完成状況
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