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報　文

機能性SMAの耐久性向上に関する基礎的研究

Fundamental Study on Improving the Durability of  
the High-performance SMA

田中　俊輔　　丸山　記美雄　　武市　靖

TANAKA Shunsuke, MARUYAMA Kimio and TAKEICHI Kiyoshi

機能性（北海道型）SMAは積雪寒冷地における高規格幹線道路の表層用混合物として開発され、従来適用され
てきた排水性舗装に替わり、2017年より本格的運用が開始された。しかし近年、融雪期のポットホール発生に代表
される舗装の破損が課題となり、舗装の高耐久化・長寿命化が社会の大きなニーズとなってきた。機能性SMAに
ついても、走行安全性能を確保しつつも、さらなる高耐久化が求められている。本研究は、機能性SMAのさらな
る高耐久化を目指し、配合や走行安全性評価に関する室内試験を行った。その結果、粒度およびアスファルト量と、
耐久性および路面テクスチャの関係を明確にできた。さらに、路面テクスチャと走行安全性能との関係を明確にし、
高耐久化を目指しつつ走行安全性も確保できる混合物の開発に向けて、基礎的知見を得ることができたので報告す
る。�
《キーワード：機能性SMA、耐久性評価試験、走行安全性能、路面テクスチャ》

The�high-performance�SMA�was� incorporated� in�the�design�procedure�of� the�MLIT�Hokkaido�Development�
Bureau� in�2017�and�has�been�widely�used�mainly� in�arterial�high-standard�highways.�However,�although�the�
high-performance�SMA�ensures� traveling� safety,� it� is�necessary� to� improve� the�durability� further�because�
the�pavement�maintenance�and�recondition�budget�decreased� largely�compared�with� that�of�20�years�ago.�
Improvement�of�the�durability�to�extend�the�life�of�pavement�is�becoming�a�social�need.�Therefore,�this�study,�as�
a�part�of�studies�aiming�at�the�improvement�of�the�durability�of�high-performance�SMA,�clarified�the�relationship�
of�durability�and�road�surface�texture�when�changing�the�aggregate�gradation�of� the�high-performance�SMA.�
Moreover,� the� indicator�to�determine�the�road�surface�texture�(MPD:�mean�profile�depth)�required�to�ensure�
the�traveling�safety� function�was�aimed�to�be�established�by�the�study.�As�a�result,� it�was� found�that�1)�the�
mixing�rate�for�the�high-durability�of�the�high-performance�SMA�causes�the�MPD�to�decrease,�which�may�lead�to�
degradation�of�traveling�safety,�2)�traveling�safety�can�be�ensured�even�if�the�MPD�is�decreased�to�0.5�-�0.7�mm.
《Keywords：high-performance�SMA,�durability�test,�traveling�safety,�road�surface�texture》
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１．はじめに

機能性SMAは、積雪寒冷地の高規格幹線道路にお
ける表層用アスファルト混合物として開発され、国土
交通省北海道開発局（以下、開発局）が管理する高規
格幹線道路において、従来適用されていた排水性舗装
に替わり、2016年より本格的に運用されている。
機能性SMAは、車両走行時の安全性向上や、環境
保全（騒音低減、水はねの防止）といった機能を有し
つつ、耐久性にも優れることが特徴である1)。
また、近年では、機能性SMAの適用範囲が高規格
幹線道路だけにとどまらず、一般国道へも拡大しつつ
ある。一般国道では、タイヤの据え切りや急制動・急
発進による影響を多く受けることから、高規格幹線道
路よりも高い耐久性が求められると考えられる。さら
に、融雪期のポットホール発生に代表される舗装の破
損が課題となっていることや、舗装の維持修繕費用が
20年前と比較して大幅に減少していることからも2)、
舗装の高耐久化・長寿命化が社会の大きなニーズにな
ってきている。
そのような現状から、本研究では、現状の機能性
SMAのさらなる高耐久化を目指し、基礎的な研究を
行った。まず、配合に着目し、耐久性評価に関する室
内試験および路面テクスチャ測定を行った。また、路
面テクスチャによる走行安全性の機能評価に関する試
験を行い、路面テクスチャと走行安全性の関係を明ら
かにした。

２．機能性SMAの性能と課題

機能性SMAは、粗い路面テクスチャ（マクロテク
スチャ）による走行安全性の機能（雨天時および凍結
路面時）を保ちつつ、優れた耐久性も併せ持つことを
コンセプトに開発された表層用アスファルト混合物で
ある。
元来、開発局において採用されてきた排水性舗装（空
隙率17%）は、雨天時の湿潤路面に限らず、冬期の氷
膜（ブラックアイス）路面においても走行安全性の機
能を有することが確認されている3)、4)。しかしながら、
排水性舗装は耐久性の面から問題が散見された5)。
そのため、図－1に示すように、機能性SMAは粗い
路面テクスチャを有しつつも、内部をSMAのような
密実な構造にすることにより、十分な耐久性も併せ持
つように開発された。つまり、機能性SMAの品質と
して、粗い路面テクスチャを保ちつつも内部に不透水

層が形成されることが望ましい。
ここで機能性SMAの空隙率に着目すると、室内配
合時の基準値は3～7%である。2014年に開発局が管理
する高規格幹線道路で行った工事のうち、詳細な調査
を行った3工事において、施工後の採取コアより測定
した空隙率と締固め度の関係を図－2に示す。締固め
度は規格を満足しているが、空隙率は室内配合時の基
準値より大きい仕上がりとなっているものが散見され
る。このような場合、透水する可能性が考えられ、我
が国の積雪寒冷地では融雪水の凍結融解などの作用を
受けやすくなる6)ことから、耐久性の面で不利となる。
今後、一般国道などへ適用範囲が拡大される可能性
もあり、より過酷な環境下に対応する必要性が生じる
ことも考慮すると、耐久性向上は重要な課題となる。

３．機能性SMAの配合と耐久性の関係

機能性SMAの配合について、本章では骨材配合お
よびアスファルト量（As量）と、耐久性の関係につ
いて検討した。耐久性評価試験は、積雪寒冷地の環境
を考慮して、低温カンタブロ試験7)による骨材飛散抵
抗性と、チェーンラベリング試験7)による耐摩耗性の
2項目とした。また、CTメータを用いて路面テクスチ

図－1　機能性SMAの構造

図－2　空隙率と締固め度の関係（高規格幹線道路）
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ャ（MPD：平均プロファイル深さ）の測定も実施した。
低温カンタブロ試験は、試験温度および供試体温度
を-20℃とし、マーシャル試験用供試体をロサンゼル
ス試験機に入れて300回転させ、試験前後の供試体の
重量差から損失率（衝撃骨材飛散値）を求めた。
チェーンラベリング試験は、試験温度および供試体
温度を-10℃とし、タイヤチェーンをつけた車輪を90
分間回転させ、所定温度一定時間に摩耗した供試体の
断面積（すり減り量）を測定した。

３． １　骨材配合と耐久性の関係

機能性SMAの標準的な粒度範囲1)を参考に、上限粒
度、中央粒度、下限粒度を設定した。表－1に骨材の
配合割合、図－3に合成粒度を示す。
機能性SMAのマーシャル試験における基準値は表

－2のように設定されている1)。また、機能性SMAの
As量は5.0～7.0%を標準としているが、本検討では標
準値にとらわれず、各項目の基準値を満足する共通
範囲からAs量を求め、得られたAs量の中央値を設計
As量とした。その結果、各粒度における設計As量は、
上限粒度が5.7%、中央粒度が6.4%、下限粒度が6.9%と
なった。

表－3に各配合時のマーシャル試験性状を示す。ア
スファルトはポリマー改質Ⅱ型を使用した。
これらの配合において、低温カンタブロ用供試体（マ
ーシャル試験用供試体と同じ寸法）、チェーンラベリ
ング試験用供試体（150mm×300mm×50mm）、路面
テクスチャ測定用供試体（400mm×400mm×50mm）
を作製した。

図－4に、各粒度における低温カンタブロ試験、チ
ェーンラベリング試験、MPD測定の結果を示す。
低温カンタブロ試験による衝撃骨材飛散値およびチ
ェーンラベリング試験によるすり減り量は、上限粒度、
中央粒度、下限粒度の順で大きくなっている。したが
って、上限粒度が最も耐久性に優れている。上限粒度

は、各配合の中で最も細骨材の配合率が高く、アスフ
ァルトモルタル分に満たされた密実な構造が内部に形
成されたことにより、耐久性が向上したと考えられる。
一方でMPDは、上限粒度が最も小さい。このこと
から、耐久性を向上させつつも、MPDによる走行安
全性の機能を失わないように検討しなければならない

粒度

材料種

配合割合（%） 
上限粒度 中央粒度 下限粒度

6 号砕石 70.9 73.7 77.3 
7 号砕石 1.4 2.0 1.5 
粗目砂 9.9 7.2 3.9 
細目砂 5.3 4.9 5.7 
石粉 12.5 12.2 11.6 

植物性繊維 0.3%（外割） 

空隙率 (%) 3～7 
飽和度 (%) 65～85 
安定度 (kN) 4.9以上 

フロー値 (1/100cm) 20～50 

As 量 
（改質Ⅱ型） 

(%) 

実際密度

(g/cm3) 
理論密度

(g/cm3) 
空隙率

(%) 
As 容積率 

(%) 
骨材間隙率

(%) 
飽和度

(%) 
安定度

(kN) 
フロー値

(1/100cm) 

上限粒度 5.7 2.371 2.478 4.3 13.2 17.5 75.4 7.96 26 

中央粒度 6.4 2.352 2.452 4.1 14.7 18.8 78.3 6.63 30 

下限粒度 6.9 2.313 2.432 4.9 15.6 20.5 76.1 6.53 30 

※実際密度の測定は、かさ密度による。

表－3　各配合におけるマーシャル試験性状

粒度

材料種

配合割合（%） 
上限粒度 中央粒度 下限粒度

6 号砕石 70.9 73.7 77.3 
7 号砕石 1.4 2.0 1.5 
粗目砂 9.9 7.2 3.9 
細目砂 5.3 4.9 5.7 
石粉 12.5 12.2 11.6 

植物性繊維 0.3%（外割） 

空隙率 (%) 3～7 
飽和度 (%) 65～85 
安定度 (kN) 4.9以上 

フロー値 (1/100cm) 20～50 

As 量 
（改質Ⅱ型） 

(%) 

実際密度

(g/cm3) 
理論密度

(g/cm3) 
空隙率

(%) 
As 容積率 

(%) 
骨材間隙率

(%) 
飽和度

(%) 
安定度

(kN) 
フロー値

(1/100cm) 

上限粒度 5.7 2.371 2.478 4.3 13.2 17.5 75.4 7.96 26 

中央粒度 6.4 2.352 2.452 4.1 14.7 18.8 78.3 6.63 30 

下限粒度 6.9 2.313 2.432 4.9 15.6 20.5 76.1 6.53 30 

※実際密度の測定は、かさ密度による。

表－1　配合割合

表－2　マーシャル試験における基準値

図－3　合成粒度
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と考えられる。

３． ２　As量と耐久性の関係

前節で求めた骨材配合のうち、中央粒度において
As量を変化させ、耐久性評価およびMPD測定を行っ
た。
中央粒度における共通範囲に対応するAs量は、5.4
～7.4%となっている。このAs量の共通範囲で5条件の
0.5%刻みでAs量を設定した。表－4に設定したAs量を
示す。

図－5に、各配合における低温カンタブロ試験、チ
ェーンラベリング試験、MPD測定の結果を示す。
低温カンタブロ試験による衝撃骨材飛散値および
チェーンラベリング試験によるすり減り量は、As量
が増加するにつれて小さくなっている。したがって、
As量の多い方が耐久性に優れることがわかる。
一方でMPDは、As量6.4%より増加すると低下し始

め、As量7.4%では、6.4%のときよりMPDが約0.2mm
低下した。
以上の結果より、配合設計において高耐久化を目指
すには、骨材粒度を細かくする、または、As量を多
くすることが有効であるが、MPDが小さくなり、走
行安全性の機能を少なからず犠牲にしなければならな
い。また施工においても、既往研究8)で行った試験施
工の結果より、耐久性向上を目指して締固め度を高め
ると、MPDは小さくなることが明らかになっている。
したがって、機能性SMAの高耐久化を目指すために
は、一定の走行安全性の機能を確保するために必要な
路面テクスチャの粗さも明確にする必要がある。

４．路面テクスチャによる走行安全性の評価

機能性SMAの高耐久化を目指す場合には、路面テ
クスチャによる走行安全性の機能確保の観点も必要不
可欠である。これは、前述のように、配合設計や施
工において、耐久性を向上させる方向を志向すれば、
MPDは小さくなる傾向が明らかになったからである。
本章では、湿潤路面および凍結路面において、路面
テクスチャによる走行安全性の機能を評価するための
室内試験を行った。

４． １　湿潤路面における走行安全性評価

湿潤路面において、路面テクスチャによる走行安全
性の機能としては、ハイドロプレーニング現象発生の
抑制、水けむり抑制による視認性確保、夜間雨天時の
視認性確保などがある。その中で本研究は、夜間雨天
時の視認性に着目し、走行安全性能を評価した。
夜間雨天時の視認性に着目した理由は、ハイドロプ
レーニング現象や水けむりによる視認性悪化といった
現象と比較したとき、夜間雨天時の視認性の悪化が最
も路面上の水量が少ないときに発生すると考えられる
からである。例えば、ハイドロプレーニング現象につ
いて、土木研究所の試験走路コンクリート舗装上で
165/80R13のラジアルタイヤを用いて行われた試験で
は9)、水膜1mmでは走行速度140km/hでも完全なハイ
ドロプレーニング現象は発生せず、水膜5mmでは走
行速度100km/h付近でハイドロプレーニング現象が発
生したと報告されている。一方で、夜間湿潤路面にお
ける視認不良は、対向車ヘッドライトなどが鏡面反射
することが必要条件である。したがって、平滑な水膜
が発生した時点で鏡面反射するため、視認不良になる
可能性がある。

① ② ③ ④ ⑤

As量（%） 5.4 5.9 6.4 6.9 7.4 

図－4　すべり摩擦係数の測定結果

図－5　各As量条件における試験結果

表－4　設定したAs量
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４． １． １　路面反射グレアに着目した視認性評価

夜間湿潤路面では、対向車や街灯などの高輝度光源
が周囲の物体の視認性を低下させるまぶしさ（グレア）
を与えることがあり、事故を引き起こす一因となり得
る10)。乾燥路面時、路面に入射した光の多くは拡散反
射する。しかし、湿潤路面になると一部が鏡面反射す
るようになり、路面が平滑な水膜や氷膜に覆われると
完全に鏡面反射し、写真－1のように路面反射グレア
が強く感じられるようになる。
本試験では、複数のMPDおよび散水量を設定し、
輝度を測定することにより鏡面反射によるグレアが発
生する状況であるかを判断し、視認性評価とした。
４． １． ２　試験概要

本試験では、路面テクスチャを変化させた供試体
を使用した。路面テクスチャはCTメータで測定した
MPDで管理し、0.15mmから1.20mmの間で6種類の供
試体を作製した。供試体の寸法は400mm×400mm×
50mmである。各供試体のMPDを表－5に示す。なお、
MPDは供試体の中心近傍3箇所で測定し、その平均値
を用いた。供試体は機能性SMAの標準的な配合1)を
基本とし、As量や転圧方法などを変化させることで、
MPDを調整した。作製した供試体は、写真－2のよう
に側方および底面を供試体形状に沿ってコーティング
し、透水しないようにすることで、路面テクスチャに
よる影響のみを検証できるようにした。
光源、供試体、輝度計の設置状況を図－6に示す。

ヘッドライトの代用としてハロゲンライトを使用し、
輝度測定のための輝度計を設置した。ハロゲンライト
は、光束10000lm、照射角30°であり、光度は46500cd
になる。設置高さは0.9mとし、普通乗用車程度の高
さを想定した。輝度計は1.2mの高さに設置した。こ
れは、我が国の道路構造令で定められる視距が、目
の高さ1.2mを標準としていることによる。供試体は、
なるべく勾配が発生しないように設置した。散水量は
500～3000g/m2の間で、6条件を設けた。表－6に試験
条件を示す。
４． １． ３　試験結果

図－7に、輝度の測定結果を示す。乾燥路面時（散
水量0g/m2）は、MPDの違いによる輝度の差は見られ
ないが、散水量の増加に伴い輝度も上昇し、ある一定
の散水量を超えると、高い輝度値で一定となった。こ
の状況の時、供試体の表面は水膜で覆われ、ハロゲン
ライトの光を鏡面反射していると考えられる。実道で
このような路面状況になると、路面反射グレアが強く
なり、視認性に影響を与える可能性がある。

供試体 路面テクスチャ（MPD） 

A 0.15 mm 

B 0.33 mm 

C 0.50 mm 

D 0.69 mm 

E 0.88 mm 

F 1.20 mm 

※CTメータで3回測定したものの平均値

供試体
供試体A～F（計6枚） 
路面テクスチャ（MPD）：0.15～1.20mm 

路面 湿潤路面

散水量 500、1000、1500、2000、2500、3000g/m2 

光源
ハロゲンライト 高さ0.9mに設置 
光度46500cd、照射角30°、光束10000lm 

輝度 輝度計を用いて測定：高さ1.2mに設置 

供試体 路面テクスチャ（MPD） 

A 0.15 mm 

B 0.33 mm 

C 0.50 mm 

D 0.69 mm 

E 0.88 mm 

F 1.20 mm 

※CTメータで3回測定したものの平均値

供試体
供試体A～F（計6枚） 
路面テクスチャ（MPD）：0.15～1.20mm 

路面 湿潤路面

散水量 500、1000、1500、2000、2500、3000g/m2 

光源
ハロゲンライト 高さ0.9mに設置 
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光源
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光度46500cd、照射角30°、光束10000lm 
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写真－1　強いグレアの発生状況（左：発生、右：未発生）

供試体 路面テクスチャ（MPD） 

A 0.15 mm 

B 0.33 mm 

C 0.50 mm 

D 0.69 mm 

E 0.88 mm 

F 1.20 mm 

※CTメータで3回測定したものの平均値

供試体
供試体A～F（計6枚） 
路面テクスチャ（MPD）：0.15～1.20mm 

路面 湿潤路面

散水量 500、1000、1500、2000、2500、3000g/m2 

光源
ハロゲンライト 高さ0.9mに設置 
光度46500cd、照射角30°、光束10000lm 

輝度 輝度計を用いて測定：高さ1.2mに設置 

表－5　作製した供試体の路面テクスチャ（MPD）

表－6　試験条件

供試体 路面テクスチャ（MPD） 

A 0.15 mm 

B 0.33 mm 

C 0.50 mm 

D 0.69 mm 

E 0.88 mm 

F 1.20 mm 

※CTメータで3回測定したものの平均値

供試体
供試体A～F（計6枚） 
路面テクスチャ（MPD）：0.15～1.20mm 

路面 湿潤路面

散水量 500、1000、1500、2000、2500、3000g/m2 

光源
ハロゲンライト 高さ0.9mに設置 
光度46500cd、照射角30°、光束10000lm 

輝度 輝度計を用いて測定：高さ1.2mに設置 

写真－2　作製した供試体（左：表面、右：底面）

図－6　光源、供試体、輝度計の設置状況
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MPDが0.15～0.33mmでは散水量500g/m2、0.50mm
では散水量1000g/m2、0.69～0.88mmでは散水量1500�
g/m2、1.20mmでは散水量2000g/m2で一定となってい
る。このように、MPDが大きいほど、鏡面反射が発
生するのに必要な散水量は多くなっている。
ここで、散水量500g/m2に着目する。MPDが0.15�
mmおよび0.33mmの供試体は鏡面反射が発生した。
0.50mm以上では鏡面反射は発生しておらず、夜間の
視認性に影響を与えるような水膜は発生していない。
500g/m2の水を平滑面1m2に散布した場合、水膜厚
は0.5mmになる。本試験の結果は、この程度の少量な
水でも、MPDが0.15mmや0.33mm程度の路面テクス
チャであれば、鏡面反射が発生するような水膜が存
在する可能性を示唆するものである。一方、MPDで
0.50mm以上の路面テクスチャを有する舗装であれば、
水膜の発生を抑制することが期待できる。

４． ２　凍結路面における走行安全性評価

凍結路面において、路面テクスチャによる走行安全
性の機能発現が期待できるのは、ブラックアイスに代
表される比較的薄い氷膜やシャーベットなどの時であ
り11)、圧雪や厚い氷板では除雪や凍結防止剤、防滑材
散布などの対策が必要になる。
本試験では、すべり摩擦係数を指標にして、凍結路
面における走行安全性能を評価した。
４． ２． １　試験概要

本試験は、湿潤路面時の走行安全性評価試験で使用
した供試体を用いて行った。表－7に、試験条件を示
す。まず試験温度を-5℃に設定し、試験室内および
供試体を十分に養生した。次に、散水を行い、凍結
路面を作製した後、写真－3に示す膜厚計を用いて骨
材凸部の氷膜厚を測定し、最後にDFテスタを用いて

40km/h時のすべり摩擦係数（μ40）を測定した。散
水量は500、1000、1500g/m2とし、供試体をできる限
り水平に設置するなど、氷膜が一様な厚さで生成され
るように努めた。
４． ２． ２　試験結果

図－8に、MPDとDFテスタで測定したすべり摩擦
係数の関係を示す。
MPDが大きくなるにつれて、すべり摩擦係数も大
きくなる傾向が見られ、散水量500g/m2ではMPDが
0.69mm以上、1000g/m2ではMPDが1.20mmですべ
り摩擦係数が0.25を上回った。散水量1500g/m2では
MPDが大きくなっても、すべり摩擦係数は0.1程度で
変化が見られなかった。

試験温度 -5°C
散水量 500g/m2、1000g/m2、1500g/m2 

測定項目
すべり摩擦係数（DFテスタで測定） 
氷膜厚（骨材凸部5箇所で測定） 

図－7　輝度の測定結果

試験温度 -5°C
散水量 500g/m2、1000g/m2、1500g/m2 

測定項目
すべり摩擦係数（DFテスタで測定） 
氷膜厚（骨材凸部5箇所で測定） 

表－7　凍結路面の走行安全性に関する試験の条件

試験温度 -5°C
散水量 500g/m2、1000g/m2、1500g/m2 

測定項目
すべり摩擦係数（DFテスタで測定） 
氷膜厚（骨材凸部5箇所で測定） 

写真－3　膜厚計

試験温度 -5°C
散水量 500g/m2、1000g/m2、1500g/m2 

測定項目
すべり摩擦係数（DFテスタで測定） 
氷膜厚（骨材凸部5箇所で測定） 

図－8　すべり摩擦係数（μ40）の測定結果
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ここで、この試験結果を基に、冬期路面管理につ
いて考察する。開発局の冬期路面管理目標12)におい
て、最も高い管理目標は、粉雪、粒雪、シャーベット
の路面を24時間確保するものであり、都市部の日交
通量20000台以上の路線に適用される。粉雪、粒雪、
シャーベットの時、すべり摩擦係数は0.25～0.35であ
る12)。そこで、すべり摩擦係数0.25を基準として考察
する。氷膜路面が形成される散水量500g/m2において、
MPDが0.69mm以上の供試体は、すべり摩擦係数が
0.25を上回った。一方、密粒度系の舗装に近いMPDが
0.50mm以下の供試体のすべり摩擦係数は、0.20以下
と非常にすべりやすくなり、車両走行の安全性に影響
を与えるような氷膜路面が発生している。この結果に
基づくと、氷膜路面において走行安全性能を確保する
ためには、MPDが0.69mm程度の路面テクスチャが必
要といえる。ただし、この考察は、あくまでも本室内
試験の結果によるものである。
次に、図－9にMPDと氷膜厚の関係を、図－10に氷
膜厚とすべり摩擦係数の関係を示す。
一般的にブラックアイスバーンなどに代表される
氷膜路面は、氷膜厚が1.0mm以下のものである13)。図

－9より、本試験条件において、散水量が1000g/m2以
上になると、すべての供試体で厚さ0.5mm以上の氷
膜が形成されていることがわかる。また図－10より、
すべり摩擦係数が0.25以上となるには、氷膜厚0.5mm
以下であることとMPD0.69mm以上であることが必
要条件となっており、氷膜厚0.5mm以上、もしくは
MPD0.69mm以下では、すべり摩擦係数0.1前後の非常
にすべりやすい路面状態となっている。

４． ３　走行安全性能を考慮したMPDの基準値

走行安全性評価のための室内試験の結果から、走
行安全性を確保するために必要な路面テクスチャ
（MPD）の大きさを考察した。
まず、前述の室内試験において、散水量500g/m2時
の試験結果を基に考察した。この状況を現場に置き換
えると、雨天時では密粒度系の舗装に水膜が発生する
ような状況、冬期路面においては密粒度系の舗装にブ
ラックアイスのような氷膜路面が発生する状況と考え
られる。

図－11に湿潤、凍結路面それぞれの試験結果を示す。
雨天時、路面に水膜の発生が懸念される状況では、走
行安全性の確保が可能なMPDは0.50mm以上である。
また、氷膜路面が発生する懸念がある状況では、走行
安全性を確保するためにMPDが0.69mm程度必要と考

えられる。
３．で述べた配合試験や試験施工の結果から、機能

性SMAのさらなる高耐久化を目指した場合、耐久性
とMPDによる走行安全性能にはトレードオフの関係
があり、両者のバランスを考慮する必要があると思わ
れるが、本室内試験による走行安全性評価の結果に基

図－9　MPDと氷膜厚の関係

図－10　すべり摩擦係数と氷膜厚の関係

図－11　走行安全性能を考慮したMPDの指標
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づけば、MPDが0.5mmもしくは0.69mm以上確保され
ていれば、走行安全性の機能が期待できなくなること
はないと考えられる。

５．結論

以下に、本研究で得られた知見を示す。
（1）�機能性SMAの配合設計において、耐久性向上を

目指した配合にすると、MPDは小さくなる。
（2）�湿潤路面では夜間の視認性、冬期路面では氷膜路

面のすべり摩擦係数に着目した室内試験を行っ
た。その結果、MPDと走行安全性能の関係を明
確にすることができた。

（3）�機能性SMAの耐久性とMPDによる走行安全性
能にはトレードオフの関係があり、両者のバラ
ンスを考慮することの必要性が明らかになった。
そこで、室内試験の結果を検討し、MPDが0.5～
0.7mm程度の路面テクスチャを確保できれば、雨
天時の水膜発生や、冬期のブラックアイスバーン
の発生が懸念される状況において、走行安全性の
機能発現が期待できることを示した。したがっ
て、耐久性と走行安全性能を兼ね備えた仕上がり
は、MPDが0.5～0.7mm程度の路面テクスチャに
なると考えられる。ただし、この結果はあくまで
も室内試験に基づくものであり、実道の環境条件
を考慮した検討が必要と考えられる。

６．おわりに

本研究では、機能性SMAの高耐久化を目的とした
研究の一環として、配合設計を変化させたときの耐久
性と路面テクスチャの関係を明確にした。また、走行
安全性の機能を確保するために必要な路面テクスチャ
（MPD）の判断指標の構築を目指した。その結果、高
耐久化と走行安全性の確保を可能にする機能性SMA
の改良に向けて、重要な知見を得ることができた。
しかしながら、本研究は室内試験が主であるため、
実施工による検証や、供用開始後の追跡調査から得ら
れる路面テクスチャなどの路面性状の変化傾向を考慮
した検証、実道に近似した条件下での走行安全性評価
試験などが必要と考えている。したがって、新たな表
層用混合物を開発し、実道への適用までの道のりを
考えると、検討すべき課題は多い。しかし、機能性

SMAの高耐久化は、我が国の積雪寒冷地における社
会的ニーズに応えるために必要と考えている。
今後、室内試験や屋外試験道路における試験施工な
どを行い、機能性SMAのさらなる高耐久化を実現す
るために、研究を進めていきたい。
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