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はじめに

我が国は、国土面積の約60%が積雪寒冷地域に属し
ており、世界有数の豪雪地帯となっています。このよ
うな地域の舗装には、高い耐久性と十分な車両交通の
安全性を確保するための性能が求められます。
このようなニーズに対応した舗装として開発された
のが、機能性（北海道型）SMAです。機能性SMAは、
国土交通省北海道開発局が管理する高規格幹線道路や
一般国道において試験施工を実施し、その結果、積雪
寒冷地の表層用混合物に関する品質向上、コスト縮減
などについて効果が認められました。
北海道開発局では、2017年より機能性SMAを高規
格幹線道路の表層用混合物として採用しており、近年
は一般国道においても適用が広まってきています。
このＱ＆Ａでは、機能性SMAの性能や設計、製造、
施工などについて説明します。

Ｑ１：�機能性SMAはどのような機能を有しています

か？また、どのような箇所への採用が適してい

ますか？

Ａ１：機能性SMAは、図－1のように、表面は粗いテ
クスチャ（きめ深さ）を保ちつつ、内部は密実な構造
をしています。このことから機能性SMAは、ハイド
ロプレーニング、ウォータースプレー（水けむり）、
グレア（まぶしさ）の低減やすべり抵抗の向上といっ
た車両走行時の安全性向上機能、さらに騒音低減、水
はねの防止といった環境保全機能を有します。図－2

に各種路面状況におけるすべり摩擦係数の比較結果を
示しました。機能性SMAは、湿潤路面および氷板路

面時では他の舗装とすべり摩擦係数に差はありません
が、ブラックアイス路面時を比較すると、排水性舗装
と同等で、密粒度13Fよりも高いすべり摩擦係数とな
っています。したがって、機能性SMAは、ブラック
アイスのような凍結路面時に安全性向上機能が期待で
きます。また、図－3には、凍結防止剤を散布した時
のすべり摩擦係数測定の結果を示しました。機能性
SMAは、密粒度13Fよりも高いすべり摩擦係数で推移
し、凍結防止剤散布後のすべり摩擦係数の上昇傾向も
顕著にみられます。したがって、凍結防止剤散布の効
果も相まって、車両走行における安全性向上が期待で
きます。
また、耐久性（骨材飛散抵抗性、耐摩耗性、耐流動
性など）について、排水性舗装よりも優れたアスファ

Ｑ＆Ａ

機能性（北海道型）SMAについて

寒地道路保全チーム

[上部] 
粗骨材のかみ合わせによるテクスチャを有する

[中～下部] 
緻密で安定性が高く耐久性に優れる

図－1　機能性（北海道型）SMAの構造

0.72

0.49

0.19

0.75

0.44

0.17

0.68

0.18
0.16

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

湿潤 ブラックアイス 氷板

す
べ

り
摩

擦
係
数

排水性舗装

機能性SMA

密粒度13F

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

散
布
前

50
台
後

10
0台

後
15

0台
後

20
0台

後
25

0台
後

30
0台

後
散
布
前

50
台
後

10
0台

後
15

0台
後

20
0台

後
25

0台
後

30
0台

後
散
布
前

50
台
後

10
0台

後
15

0台
後

20
0台

後
25

0台
後

30
0台

後

密粒度13Ｆ 機能性SMA 排水性舗装

す
べ
り
摩
擦
係
数

模擬車両走行回数

図－3　凍結防止剤散布後のすべり抵抗値

図－2　各路面時におけるすべり抵抗値
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ルト混合物であることも特徴です（図－4）。
これらの特徴を考慮すると、以下のような箇所への
適用が適していると考えられます。

① 高速走行時の安全性が求められる区間
 Ex.)�高規格幹線道路など
② �車両の減速・停止が求められるなど、交通安全対
策が必要な箇所
 Ex.)�急カーブ、急勾配、交差点付近など
③ 騒音低減など沿道環境の改善が求められる区間

なお、機能性SMAは密粒度系の混合物や排水性舗
装よりも合材単価がtあたり数千円高くなります。そ
のため、上記の箇所など適材適所で採用することが望
ましいと思われます。

Ｑ２：機能性SMAの配合設計における留意点は何です

か？

Ａ２：機能性SMAにおける配合設計の流れを図－5に
示します。
一般的な混合物と比較して特徴的な点は、設定アス
ファルト量決定後に、低温カンタブロ試験ときめ深さ
測定を実施しなければならないところです。
低温カンタブロ試験1)は、耐久性評価のうち、骨材

飛散抵抗性の評価を目的として実施します。従来、北
海道開発局が採用してきた排水性舗装（空隙率17%）
では低温カンタブロ試験における損失率を20%以下と
してきました。しかし、機能性SMAにはより高い耐
久性を求めているため、規格値として排水性舗装より
も厳しい損失率16%以下と設定し、十分な耐久性の確
保に努めています。

きめ深さ測定は、①回転式きめ深さ測定装置を用
いた舗装路面のきめ深さ測定方法（CTメータ：舗装
調査・試験法便覧S022-3T1)）、②レーザ式連続きめ
深さ測定装置を用いた舗装路面のきめ深さ測定方法
（MRP：マルチロードプロファイラ）、③砂を用いた
舗装路面のきめ深さ測定方法（サンドパッチング方
法：舗装調査・試験法便覧S022-11)）の3種の方法によ
ります。規格値は、どの測定方法を用いた場合でも、
0.9mm以上（供試体3枚の平均）としています。この
規格値を満足していれば、湿潤路面やブラックアイス
バーンなどの凍結路面時でも車両走行の安全性を確保
する効果が期待できます2)。規格値を満足できない場
合は、予定粒度の変更や使用材料の変更を実施し、規
格値を満足できるよう修正しなければなりません。
�なお、機能性SMAの骨材飛散抵抗性ときめ深さは、
アスファルト量と関係性があります。アスファルト量

図－4　骨材飛散抵抗性の比較

図－5　機能性SMAの配合設計手順
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を減らすときめ深さは大きくなりますが、骨材飛散抵
抗性などの耐久性を低下させることになりかねませ
ん。そのため、きめ深さが0.9mmを下回った場合でも、
安易にアスファルト量のみを減らしてきめ深さの規格
値を満足することのないように、留意しなければなり
ません。
また、機能性SMAは，必ず植物性繊維（写真－1）
を混合することも大きな特徴の一つです。植物性繊維
の添加量は重量比で、全体重量に対して0.3%（外割）
としています。植物性繊維を添加することによって、
耐久性向上に必要なアスファルト量を確保するととも
に、施工性の向上などの効果が期待できます。北海道
をはじめとする積雪寒冷地の施工では、外気温が低下
する時期に施工せざるを得なかったり、現場とアスフ
ァルトプラントとの距離が長かったりするなど、過酷
な条件下におかれることも予想されます。そのため、
植物性繊維が果たす役割は大きいと思われます。

Ｑ３：機能性SMAの施工における留意点は何ですか？

Ａ３：機能性SMAは、準備作業、施工時の温度管理、
転圧方法などにより、品質が大きな影響を受けるた
め、①乳剤散布、②敷均し、③転圧、④切削オーバー
レイなどの各段階で適宜検討が必要になります。ここ
では、上記のうち、転圧について述べます。

機能性SMAの施工は、汎用性のある一般的な施工
機械で作業を行うことができます。過去に実施した機
能性SMAの試験施工の様子を写真－2に示します。　
これまでに実施されている施工で最も一般的な施工
方法について説明します。初転圧では十分な密度を得
るために、線圧の大きいマカダムローラを用い、高い
温度（試験施工では155℃程度）で締め固めます。2次
転圧では線圧の低いタンデムローラを使用することで
きめ深さを確保し、締固め度をさらに高めます。また、
タンデムローラにはローラマークを消すことで平坦性
を向上させる効果も期待できます。仕上げ転圧ではタ
イヤローラを使用し、表面の骨材飛散抵抗性を高めま
す。
きめ深さと締固め度には関係性があり、図－6に示
す試験施工の結果からわかるように、きめ深さが大き
くなると締固め度は低くなる傾向が見られます。つま
り、転圧回数を少なくするときめ深さは大きくなる傾
向を示します。しかし、同時に耐久性が低下すること
も考えられるため、施工時の天候（日射）、気温、風
速などの気象条件を考慮し、転圧温度や転圧回数を設
定しなければならず、施工時において例えばきめ深さ
を満足しようとするために、転圧回数を少なくするな
どの対応は行わないように留意しなければなりませ
ん。
なお、近年では、水平振動ローラを用いた施工が、
世界的に注目されています。欧州ではSMAの施工に
おいて水平振動ローラの普及が進み、米国も州により
ますが普及が進んでいます。

図－6のうち、条件Eが水平振動ローラを用いた施
工となっており、最も締固め度が高くなっています。
したがって、試験施工の転圧条件のうち、最も高い耐

写真－1　植物性繊維（左：綿状タイプ、右：粒状タイプ）

写真－2　機能性SMAの試験施工の様子
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図－6　機能性SMAのきめ深さと締固め度の関係

（苫小牧寒地試験道路における試験施工の結果より）
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久性が期待できる仕上がりになっていると言えます。
我が国では、表層用アスファルト混合物の施工で水平
振動ローラを使用した実績は非常に少ないですが、そ
の効果は耐久性の面で期待できると考えており、今後、
水平振動ローラを用いた施工方法の確立、さらなる効
果の明確化を目的とした研究を進めていきたいと考え
ています。

Ｑ４：機能性SMAの品質管理・出来型管理の方法に関

する留意事項は何ですか？

Ａ４：機能性SMAの品質管理に関する項目・規格値
は、基本的に、北海道開発局の道路・河川工事仕様書
に記載された所定の規格値を満足するものとします。
品質管理項目のうち締固め度については、規格値で

は96%以上（所定箇所数の平均値）としています。し
かし、前述のように、機能性SMAは締固め度が低下
すると耐久性が低下する懸念があるため、目標値を
100%と定めて管理することとしています。
出来型管理について、北海道開発局の道路・河川工
事仕様書に記載された項目に加えて、きめ深さを追加
しています。きめ深さの測定方法はCTメータ（回転
式きめ深さ測定装置、写真－3）やMRP（マルチロー
ドプロファイラ、写真－4）での測定を原則としてい
ます。これらの測定装置はレーザ変位計を使用した装
置となっており、測定に人為的な誤差が入らず、客観
性が保たれます。なお、規格値は0.9mm以上（所定箇
所数の平均値）と定めており、この規格値を満足して
いる場合、湿潤路面時や凍結路面時において、車両走
行における安全性確保の効果が期待できます。
� （文責：田中　俊輔）
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