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「積雪寒冷地における舗装技術検討委員会」において，試験施工を行いながら，北海道の高
規格幹線道路の表層混合物に関する品質向上，コスト縮減等について検討が行われた．その結
果，北海道型SMAの走行安全性・耐久性向上等の効果が確認された．本報告では，平成26年7
月に公表された「北海道型SMAの施工の手引き（案）」の中から，北海道型SMAの材料（植物
性繊維の効果），施工，品質管理・出来形管理，耐久性について，得られた知見を述べる．
キーワード：北海道型SMA，高規格幹線道路，品質管理，耐久性向上

1. はじめに
北海道開発局が管理する高規格幹線道路では，高速走
行時の安全性を考慮して，排水性舗装が用いられてきた．
排水性舗装は，図-1に示すように，表面のきめが深く，
排水機能を有しており，ハイドロプレーニング現象の発
生の抑制，視認性の向上，氷膜路面時等の路面のすべり
抵抗の向上といった効果が確認されている1),2)．
しかし，長く供用された排水性舗装区間で，写真-1の
ようなタイヤ走行部や橋梁ジョイント接続部等にポット
ホールやひび割れ，骨材飛散等の破損が発生し，走行性
の機能が低下している状況が散見される．また，補修作
業にかかる費用や，透水機能の確保のため冬期路面管理
にすべり止め材を使用することができないことから，日
常の路面管理費用にも負担が生じており，維持管理費の
抑制が必要とされている中で，大きな課題となっている．
そのような現状もあり，積雪寒冷地における舗装の品
質と技術的な発展及び促進に向けて，産学官の構成によ
り，評価や技術的検討を行うため，平成22年に「積雪寒
冷地における舗装技術検討委員会」（北海道開発局主催）
が設立された．その中で，現状で北海道の高規格幹線道
路に必要とされる，1) 雨天時の安全な高速走行性能を有
し，空隙詰まり等の経年による性能低下が少ない，2) 冬
期の除雪をはじめ，路面管理に対する影響を受けにくい，
3) 維持管理コストの縮減が可能となる十分な耐久性能を
有する，という性能を満足する表層用混合物の検討が行
われ，平成26年7月に「北海道型SMAの施工の手引き
（案）」（以下，手引き（案））がとりまとめられ公表
された．
当研究所も委員会に参画し，表層用混合物の材料，
施工，機能等について調査・研究を行ったので，本報告
では，手引き（案）の内容の中から，北海道型SMAの
材料（植物性繊維の効果），施工，品質管理・出来形管
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理，耐久性について，これまでに得られた知見を述べる
ものである．

2. 北海道型SMAの施工の手引き（案）について
「積雪寒冷地における舗装技術検討委員会」では，北
海道の高規格幹線道路の表層混合物に関する品質向上，
コスト縮減等について検討が行われた結果，北海道型
SMAの適用が提案された．北海道型SMAとは，図-2に
示すように，表面は排水性舗装に似たテクスチャを有し
つつ，内部は骨材間隙にフィラーとアスファルトを多く

図-1 排水性舗装の断面

図-2 北海道型 SMA の断面

写真-1 排水性舗装の破損事例（タイヤ走行部（左）と
橋梁ジョイント部（右）のポットホール）

低温カンタブロ損失率（%）

また，H 型繊維有りとⅡ型繊維有りを比較すると，H
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
しており，表面機能と耐久性を併せ持った混合物である． 型繊維有りが 0.1～0.3%高い値となった．これは，H 型
その設計・施工に際して，所定の品質が確保されるよう， がⅡ型より粘度が高い影響と考えられ，耐久性の向上に
寄与すると思われる．
手引き（案）が作成されたものである．
b) 低温カンタブロ試験
本試験は，アスファルト混合物の骨材飛散抵抗性を評
3. 北海道型SMAの施工
価するために行われるもので，低温カンタブロ損失率が
北海道型 SMA を施工するには，材料の選定，配合設
低いほど耐久性が高いと考えられる．なお，試験方法は，
計，施工の段階において様々な留意点がある．特に，混
「舗装調査・試験法便覧 B010 カンタブロ試験方法」4)に
よる．試験条件は，試験温度-20℃，供試体温度-20℃と
合物製造から舗設までの温度・施工管理が重要であり，
した．
所定のきめ深さを満足し，かつ適切な締固めを行うこと
平成 24 年度に行った試験施工による，低温カンタブ
で高い耐久性が得られるよう，留意する必要がある．
ロ試験のデータを図-4 と表-1 に示す．
ここでは，手引き（案）の内容のうち，材料（植物性
北海道型 SMA の繊維有りは，繊維無しと比較して，
繊維の効果），施工，品質管理・出来形管理，耐久性に
低温カンタブロ損失率が低い傾向が確認された．したが
ついて，これまで得られた知見を報告する．
って，植物性繊維を混合することにより，耐久性の向上
(1) 材料（植物性繊維の効果）
が期待される．また，H 型繊維有りは，Ⅱ型繊維有りと
手引き（案）では，北海道型 SMA は植物性繊維を使
Ⅱ型繊維無しよりも低温カンタブロ損失率が低くなった．
用することを標準としており，植物性繊維の添加量は重
これは H 型繊維有りの最適アスファルト量がⅡ型より
量比で，全体重量に対して 0.3%（外割）を標準として
も多いことや，高粘度であることにより，骨材飛散抵抗
いる．これは，室内試験や試験施工の結果から，植物性
性が向上したものと考えられる．
繊維を混入することで，耐久性向上，施工性向上等の効
排水性舗装では，低温カンタブロ損失率の規格値とし
果が期待できることが確認されたためであり，以下に，
て 20%以下と定められている．試験結果より，北海道型
植物性繊維を混合することによる効果の詳細を述べる．
SMA は，排水性舗装と比較して骨材飛散抵抗に優れて
a) 最適アスファルト量
おり，特に，植物性繊維を添加すると，骨材飛散抵抗性
北海道型 SMA の材料や配合設計は，アウトバーン等
が向上することが確認された．
で SMA の施工実績を多く有するドイツの推奨配合率を
参考としており，ドイツにおいても植物性繊維を混合と
c) ダレ試験
することが一般的となっている 3)．
ダレとは，本来は粗骨材の周りに厚く被膜しているべ
図-3 に，平成 24 年度に行われた試験施工箇所（名寄
きアスファルトモルタルが，温度が高く粘性が低くなる
バイパス，深川留萌道，函館新道）の最適アスファルト
ことや運搬時の振動により，骨材の周りに厚く被膜する
量を示す．なお，この試験施工では，耐久性やきめ深さ
ことができずに分離し，下部に溜まる現象である．ダレ
を確保しやすいポリマー改質アスファルトⅡ型（以下，
が発生すると、その混合物は不均一な状態になり，十分
Ⅱ型）に植物性繊維を混合したもの（以下，繊維有り）
な性能や耐久性を発揮することができない．
と，コスト縮減を目的として混合していないもの（以下，
北海道型 SMA は粗骨材主体の粒度構成であるため，
繊維無し），ポリマー改質アスファルト H 型（以下，H
型）で植物性繊維を混合したものについて検討を行った．
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図-3 北海道型 SMA の最適アスファルト量
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図-4 北海道型 SMA の低温カンタブロ損失率
表-1 低温カンタブロ損失率の測定結果
北海道型SMA
ポリマー改質Ⅱ型 ポリマー改質H型
平均値（μ）
11.6%
8.5%
標準偏差（σ）
2.8%
2.5%
試験箇所数（n）
9個
7個

密粒度アスファルト混合物に比べて，アスファルトモル
タル分のダレが発生しやすい傾向がある．また，高い混
合物温度での施工が要求されるが，そのために混合温度
を高くしすぎると，写真-2 のようにダレが発生し，写
真-3 に示すように混合物が不均一になった例もある．
そのため，ダレ試験を行い，室内配合で作製した各アス
ファルト混合物のダレ量を確認した．

写真-2 ダレが発生し荷台にアスファルトモルタルや混
合物が付着した状況

写真-3 ダレによってアスファルトモルタル分が浮き出
し，舗装表面がフラッシュしている状況

表-2 に試験条件を示す．なお，試験方法は「舗装調
査・試験法便覧 B009 ダレ試験方法」4)による．
図-5 に試験施工で用いた混合物のダレ試験の結果を
示す．なお，この結果は，北海道開発局の河川・道路工
事仕様書におけるアスファルト混合物の混合温度上限値
である 185℃を試験温度に設定して行ったものである．
Ⅱ型繊維無しのダレ量が多くなり，一方で植物性繊維
を混合した混合物は，ほぼダレが見られなかった．この
ことから，植物性繊維を混合することで，北海道型
SMA はダレが発生しにくくなり，耐久性等の品質が安
定し，施工性の確保が容易になると考えられる．しかし，
寒冷期施工等，混合温度を高めて出荷する場合は，極力
温度低下を生じないような保温対策を講じて運搬する等，
ダレの発生に対して，十分に留意する必要がある．
(2) 施工
手引き（案）では，北海道型 SMA は準備作業，施工
時の温度管理，転圧方法等により品質に大きな影響を受
ける混合物であることから，施工にあたっては，乳剤散
布，敷均し，転圧等において，検討する必要があるとし
ている．以下に，敷き均しや転圧が混合物に影響を及ぼ
す状況を例示する．
これまでに行った試験施工における転圧機械の転圧回
数と目標温度の例を表-3 に示す．使用した施工機械に
ついて，初転圧に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，高い温度で締固めた．2 次転
圧には線圧が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，締固め度を高めた．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
果もある．仕上げ転圧にはタイヤローラを使用した例も
ある．
次に，苫小牧寒地試験道路において，北海道型 SMA
（Ⅱ型繊維有り）を用い，転圧方法（施工機械や転圧回
数）のみ変化させて施工したときの舗装の性状を確認し
た．表-4 に転圧パターンを示す．
この試験では，写真-4 に示す CT メータ（回転式きめ

表-2 ダレ試験の条件
ダレ量

試験方法
ダレ試験方法
舗装調査・試験法便覧B009

備考
・設定したアスファルト量で実施
・試験温度は最適混合温度と185℃の2条件で実施

表-3 転圧時の施工機械，転圧回数及び転圧温度の例
ケース①

目標温度

8

ケース②

北海道型SMA(H型繊維有)

ダレ量（%）

6

転圧機械

北海道型SMA(Ⅱ型繊維有)

5.6

北海道型SMA(Ⅱ型繊維無)

転圧機械
目標温度

ケース③

転圧機械
目標温度

マカダムローラ（10t） タンデムローラ（6t級） タイヤローラ（8-12t）
6回
6回
6回
155±5℃
130±10℃
70±10℃
マカダムローラ（10t） タンデムローラ（6t級） タイヤローラ（8-12t）
6回
6回
2回
155±10℃
130±10℃
80±10℃
マカダムローラ（10t） タンデムローラ（6t級） タイヤローラ（8-12t）
6回
6回
4回
155±5℃
130±10℃
70±10℃

排水性舗装
4

3.6

2

0

表-4 苫小牧寒地試験道路における試験施工の
転圧パターン
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図-5 試験施工によるダレ試験の結果（試験温度 185℃）
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パターン
初期転圧
2次転圧
仕上げ転圧
①
敷均しのみ（転圧なし）
②
マカダムローラ 3回
－
－
③
マカダムローラ 11回
－
－
④
マカダムローラ 7回
タンデムローラ 7回 タイヤローラ 3回

深さ測定装置）を用いてきめ深さと，写真-5 に示す非
破壊式（電磁波式）アスファルト舗装密度測定器（PQI）
を用いて密度を測定した．なお，CT メータで測定され
たきめ深さは，平均プロファイル深さ（以下，MPD）5)
である．
図-6 に北海道型 SMA のきめ深さと密度の関係を示す．
本試験で施工された北海道型 SMA は，MPD と密度には
相関が見られ，きめ深さが大きくなるほど，密度は低下

する傾向が顕著に現れた．そのため，転圧回数を少なく
すると，きめ深さは大きくなるが，密度は低下し，耐久
性も低下する可能性があることから，きめ深さを満足さ
せるために，転圧回数を少なくする等の対応は行わない
こととした．
また，パタ－ン④は，マカダムローラによる初期転圧
回数は 7 回であるものの，タンデムローラによる 2 次転
圧やタイヤローラによる仕上げ転圧を行うことにより，
マカダムローラによる初期転圧を 11 回行ったものとほ
ぼ同等の密度を得られていることが確認された．前述し
たように，タンデムローラには平坦性を向上させる効果
もあるため，表-3 に示したような転圧方法が望ましい
と思われるが，今後，さらに検討を行う予定である．
(3) 品質管理・出来形管理
手引き（案）では，品質管理について，現場密度の測
定は，かさ密度によることとした．また，前述したよう
に，締固め度（密度）が低下すると，きめ深さは大きく
なるが，耐久性は低下する．そのため，締固め度は規格
値（96%）以上とするが，目標値は 100%としている．
また，出来形管理の項目のうち，きめ深さの規格値，測
定方法，測定頻度は，表-5 に示すとおりとしている．
測定方法は， CT メータ，写真-6 に示す MRP（マルチロ
ード・プロファイラ），サンドパッチング方法のいずれ
かで測定することとしている．
図-7 に CT メータで測定した MPD と MRP で測定した
MPD との関係を，図-8 にサンドパッチング方法で測定
した平均テクスチャ深さ（以下，MTD）5)と CT メータ
で測定した MPD を示す．なお，この結果は，前述の苫
小牧寒地試験道路において行った北海道型 SMA の施工
試験時に測定したものである．CT メータと MRP の関係
は，MRP での 1 測線（約 10m）あたり，CT メータで 10
測点（1m 毎に測定）の平均値を用いた．また，CT メー
タとサンドパッチング方法は同じ測定点である．

写真-4 CT メータ

表-5 出来形管理の項目と規格値
写真-5 電磁波式アスファルト密度測定器（PQI）
2500
①（敷均しのみ）
②（マカダムのみ3回）

非破壊密度 (kg/m3)

2300

③（マカダムのみ11回）
④（マカダム，タンデム，タイヤ）

2100

測定項目

規格値

測定（試験）方法

（サンドパッチング方法）
砂を用いた舗装路面のきめ深さ測定方法，「舗装調
測定箇所における測定値の平均が
査・試験法便覧」 S022-1
0.9mm以上
※サンドパッチング方法・ＣＴメータの場 （CTメータ）
合は20箇所以上の平均値，ＭＲＰの場 回転式きめ深さ測定装置を用いた舗装路面のきめ深
きめ深さ
さ測定方法，｢舗装調査・試験法便覧｣S022-2T(CT
合は10m毎のデータとし，平均する
メータ)
（MRP）
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（マルチロード・プロファイラ： MRP ）
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図-6 きめ深さ（MPD）と密度（非破壊）の関係
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写真-6 MRP（マルチロード・プロファイラ）
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図-9 きめ深さの経年変化
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図-10 わだち掘れ量の経年変化
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図-8 CT メータとサンドパッチング方法による
きめ深さの関係
CT メータと MRP により測定されたきめ深さは，R2 値
も高く，良好な相関関係が見られている．一方，CT メ
ータとサンドパッチング方法により測定されたきめ深さ
の関係を見ると，ばらつきが大きく見られた．
サンドパッチング方法によるきめ深さの測定は，人的
誤差が懸念されるが，本試験の結果においても，その傾
向が確認された．そのため，きめ深さの測定には，CT
メータや MRP を用いることで客観性が保たれると考え
られる．
しかし，これらの測定機器は比較的高価で，市場で保
有されている台数も多くないため，手配が容易でない面
がある．そのため，きめ深さを測定する計測機器につい
ては，表-8 に示す 3 種類の測定方法の内，どの方法で測
定してもよいこととした．
また，表-5 に示した北海道型 SMA の出来形の規格値
は，これまでの施工箇所で測定した実測データに基づい
て設定したものであるが，今後さらにデータが蓄積され
た段階で適宜検討を行うことが必要と考えられる．

4. 北海道型SMAの耐久性評価
平成24年度に試験施工が行われた名寄バイパスにおい
て，北海道型SMAの経年変化状況を確認した．
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図-9 に試験施工箇所のきめ深さの経年変化状況，図10 に試験施工箇所のわだち掘れ量の経年変化状況を示
す．なお，試験施工区間の平成 22 年度道路交通センサ
ス一般交通量調査 6)によると，24 時間交通量は 5751 台/
日であり，うち大型車は 1053 台/日であった．
供用約 2 年後のきめ深さは，いずれの混合物も大きな
変化がなく，初期のきめの状態を維持していることが確
認された．
わだち掘れ量は，施工直後の初期わだちから，追跡調
査で測定したわだち掘れ量を差し引き評価した．北海道
型 SMA のうち，H 型繊維有りおよびⅡ型繊維有りは，
Ⅱ型繊維無しや排水性舗装と比較してわだち掘れ量が少
なくなり，植物性繊維を混合したり高粘度アスファルト
を使用することによって，耐久性に優れた混合物になる
ことが確認された．

5. まとめ
本研究から得られた知見を以下に示す．
(1) 北海道型SMAは，植物性繊維を混合することによ
り，耐久性の確保に必要なアスファルト量を確保
することができる．また，ダレの発生を抑えるこ
とから施工の耐久性の確保が容易になり，耐久性
等の品質を安定させる効果が期待される．
(2) きめ深さと密度には相関が見られ，きめ深さが大
きくなるほど，密度は低下する傾向が明らかにな
った．そのため，転圧回数を少なくすると，きめ
深さは確保できるが，密度が低下し，耐久性も低

(3)

(4)

下する可能性があることから，十分な転圧が必要
である．
出来形管理の項目のうち，きめ深さの測定方法に
ついて，サンドパッチング方法によるきめ深さの
測定は，人的誤差が懸念され，比較試験の結果で
もばらつきがみられた．しかし，CTメータやMRP
は手配が容易ではない現状のため，サンドパッチ
ング方法で測定してもよいこととした．
平成24年度に試験施工が行われた名寄バイパスに
おいて，舗装のきめ深さとわだち掘れ量の経年変
化を調査した結果，北海道型SMAは，植物性繊維
を混合したり高粘度アスファルトを使用すること
により，耐久性に優れた混合物になることが確認
された．

6. おわりに
今回の報告では，「積雪寒冷地における舗装技術検討
委員会」で検討された内容と，それらの成果をとりまと
め公表された「北海道型SMAの施工の手引き（案）」
の一部について紹介した．なお，「北海道型SMAの施
工の手引き（案）」は，寒地土木研究所ホームページ内
のダウンロードページ（http://www2.ceri.go.jp/jpn/iji/hokkaid
ogatasma_tebiki/）からダウンロード可能である．
今後，新規及び継続する試験施工箇所の長期耐久性を
検証するため，破損状況，きめ深さ，わだち掘れ等の追
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跡調査を行うとともに，配合や転圧方法等の施工，品質
管理や出来形管理の方法について，試験施工をさらに進
めながら，より詳細に検証を行っていく予定である．
謝辞：本研究を進めるにあたり，産学官により構成され
た「積雪寒冷地における舗装技術検討委員会」の委員各
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