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要旨：
遮水型排水性舗装研究会では，ポーラスアスファルト舗装の基層保護の観点
より、ポーラスアスファルト混合物に遮水性等を付加し、ポーラスアスファルト
舗装を一層で構築する新技術を開発し、約 70 万㎡に及ぶ実績を積み重ねてきた。
本文では、遮水型排水性舗装の開発経緯を紹介するとともに、混合物の性状
について、現場での照査結果も含め報告する。

2．遮水型排水性舗装

1．はじめに
ポーラスアスファルト舗装の施工量が拡大

2－1

概

要

していく中で、側方流動やポットホールといっ

遮水型排水性舗装は、乳剤散布装置付アスファ

た早期破損事例が多数報告されるようになっ

ルトフィニッシャ（ＳＰＡＦ：Self Priming

てきた。これは、ポーラスアスファルト舗装の

Asphalt Finisher）を用いて高濃度改質アスフ

表基層間での付着性や基層の遮水性が乏しい

ァルト乳剤を多量（1.2L/㎡以上）に均一散布

場合に、基層以下に雨水が浸透し急速に脆弱化

し、即時分解させると同時にポーラスアスファ

することが主因と考えられている。

1)2)3)4)

ルト混合物を敷きならし、締め固めて構築する

こうしたポーラスアスファルト舗装特有の

ポーラスアスファルト舗装である。多量散布さ

破損に対しては、排水機能層のみではなく遮水

れた乳剤はタックコート本来の目的に加え、表

性の高い基層を含めた二層構築が有効な対応

層下部の空隙へも浸透・充填されることにより

策となる。しかし、施工時間の短縮や施工コス

基層への遮水性能が向上し、舗装体としての耐

トの縮減が求められている修繕工事において

久性が向上する。さらに、この部分は応力緩和

は、一概に基層を含めた修繕を実施するのでは

層として働き、既設路面からのリフレクション

なく、既設舗装の健全度に応じた効率的な修繕

クラックの抑制効果も期待できる。（図－1 参

工法の確立が望まれる。

照）

こうした背景により、遮水型排水性舗装工法

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ
混合物

研究会（略称：ＰＯＳＭＡＣ研究会）では、従

分解剤散布

来のポーラスアスファルト舗装の持つ機能を
乳剤散布

維持し、新たに遮水性能等を一層に持たせるこ
とで基層を保護する工法として遮水型排水性
舗装（POSMAC：Porous Surface Mastic
Asphalt Course）を開発し、その普及と技術
の向上等を目的に活動を行っている。
本文では、ポーラスアスファルト舗装の耐久
性向上に寄与する遮水型排水性舗装の概要と
特徴について紹介するとともに、既設基層の保
護を目的に新たに付加もしくは改善される混
合物の性状について報告する。
図－1
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特

徴

（３）分解剤

遮水型排水性舗装の性能と施工技術に関す

遮水型排水性舗装で使用する分解剤には、食

る特徴を以下に示す。

品添加物にも使用される材料を用いた水溶液

≪性能に関する特徴≫

を使用し、散布量は乳剤散布量の 10％程度を

○ 通常のポーラスアスファルト舗装と同様な

標準とする。

2－4

機能の確保
○ 多量散布された乳剤の表層下部への浸透・
充填による基層に対する遮水機能の増強
○ 高濃度改質アスファルト乳剤の採用による
基層との付着機能の改善

主な使用機械

遮水型排水性舗装で使用するアスファルト
フィニッシャには、所定の乳剤量を散布した直
後にアスファルト混合物を敷きならし・締め固
める機構を有する SPAF を採用する。さらに、

○ 既設舗装路面からのリクレクションクラッ
クの抑制効果

SPAF には改良を加えて、多量散布される乳剤
を即時分解させるための分解剤散布機構を装

≪施工技術に関する特徴≫

備している。（図－2 参照）

○ 多量の乳剤を散布するために高精度で散布
乳剤ﾀﾝｸ

量をコントロールできる SPAF の使用
○ 乳剤の流出防止のため、散布と同時に分解
剤を散布する強制的な分解機構
○ 通常のポーラスアスファルト舗装と変わら
ぬ良好な施工性
○ 乳剤散布から敷きならしまでを一工程で実

乳剤ｽﾌﾟﾚｰﾊﾞｰ

施

2－3

図－2

分解剤ｽﾌﾟﾚｰﾊﾞｰ

SPAF の構造例

主な使用材料

（１）ポーラスアスファルト混合物

3．ＰＯＳＭＡＣ混合物の性状

母体となるポーラスアスファルト混合物に

POSMAC 混合物の主な性状を以下に示す。

は通常のポーラスアスファルト舗装に用いら

なお、POSMAC 混合物は、高濃度改質アスフ

れるものを使用する。

ァルト乳剤を多量散布（1.2L/㎡以上）し、即

（２）高濃度改質アスファルト乳剤

時分解させると同時にポーラスアスファルト

遮水型排水性舗装で使用する高濃度改質ア

混合物を敷きならし、締め固めて仕上げた混合

スファルト乳剤の規格を表－１に示す。この乳

物をいう。

剤は、遮水性能と分解性能を向上させるため蒸

3－1

遮水性能

発残留分を 65％以上の高濃度としており、さ

遮水性能は基層以下の耐水性能の有無に係

らに均一な散布を可能とするため機械安定性

らず不透水性を常に確保する働きを意味する

に優れたものとなっている。

のではなく、既設基層の耐水性能を向上させる

表－1

高濃度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤の規格

項
目
エングラー度（25℃）
ふるい残留分（1.18mm）
％
粒子の電荷
蒸発残留分
％
針入度（25℃）
1/10mm
℃
蒸 発 軟化点
残留物 タフネス（25℃）
Ｎ・m
テナシティー（25℃）
Ｎ・m
貯蔵安定度(24h）
％

品 質
15以下
0.3以下
陽（+）
65以上
60～100
48以上
4.0以上
2.0以上
1.0以下

働きをいう。ここでは、遮水性能の代表的な指
標である透水係数の改善効果を示す。
加圧透水試験での試験条件を以下に示す。
① 24 時間加圧（150ｋPa）後、一定時間に
滴り落ちる透水量より算出し、透水が確認
できない場合はさらに 24 時間加圧（500
ｋPa）後に実施
② POSMAC 適用前の事前評価では既設基

2

層（一層）を、適用後の評価は表基層（二

ルトラッキング試験を行った結果を図－5、写

層）で実施

真－1 に示す。

（１）遮水性能を改善する乳剤散布量

POSMAC（高濃度改質アスファルト乳剤：

POSMAC 混合物と粗粒度アスファルト混合

1.2L/㎡）を適用した場合は、通常のポーラス

物の二層構造とした供試体により、高濃度改質

アスファルト舗装（PKR-T：0.4L/㎡）に比べ、

アスファルト乳剤の散布量に対する加圧透水

基層の剥離率が小さく、直接雨水等が作用する

試験結果を図－3 に示す。

基層に対して剥離抵抗性を大幅に改善する。

遮水性能の改善効果が平衡状態となる高濃

なお、試験条件は「舗装調査・試験法便覧」

度改質アスファルト乳剤の散布量は、変曲点

の内容と以下の点で異なる。

（最小値）である 1.2L/㎡となる。

① 下層供試体にはポーラスコンクリート版で
はなく、アスファルト混合物を使用
② 表層からの浸水のみを想定し、供試体（二
層構造）の底面をシール

1.0E-05

③ 型枠の底板には無孔板を使用
1.0E-06

④ 試験水位は供試体上面より 1cm 上に設定

1.0E-07

1. 2
0.5
1.0
1.5
乳剤の散布量（L/㎡）

0.0

図－3

50

2.0

乳剤散布量に対する改善効果

（２）遮水性能の照査
実路において、既設基層の遮水性能の改善効
果を加圧透水試験より照査した結果を図－4 に
示す。既設基層の透水係数は本工法適用後にお
いて確実に改善されており、遮水性能の向上が
認められる。

剥離率（％）

透水係数（cm/s）

1.0E-04

40

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（乳剤無散布）
ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（PKR-T：0.4L/㎡）
POSMAC（高濃度改質As乳剤：1.2L/㎡）

30
20
10
0
基層面 ： 切削なし
（表層：50mm、基層：50mm）

使用した粗骨材（基層）
：剥離しにくい

図－5

基層面 ： 切削
（表層：40mm、基層：60mm）

使用した粗骨材（基層）
：剥離しやすい

水浸ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験結果

1.0E-03
： 施工後で不透水

表 層

1.0E-04

施
工
後 1.0E-05
で
の
透 1.0E-06
水
係
数 1.0E-07

善
（改

18%

44%

効

；有
果

4%

り）

基 層
3%

3%

3%

10%

4%

8%

【 ブランク 】
3%

表 層

1.0E-07 1.0E-06 1.0E-05 1.0E-04 1.0E-03
施工前での透水係数

図－4
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遮水性能の改善効果（相対度数）

基層の剥離抵抗性

POSMAC を適用した場合での、基層の剥離
抵抗性の評価結果を以下に示す。

（１）水浸ホイールトラッキング試験による評価
POSMAC 混合物と粗粒度アスファルト混合
物の二層構造とした供試体を用い、水浸ホイー

基 層

【 高濃度改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 1.2L/㎡ 】

写真－1

試験終了時での剥離状況
（表層：4cm、基層：6cm）

（２）水浸マーシャル安定度試験による評価
POSMAC 混合物と密粒度アスファルト混合

3

物の二層構造とした供試体を用い、水浸マーシ

実路において、修正ロットマン試験により既

ャル安定度試験を行った結果を図－６、写真－

設基層の剥離抵抗性を事前に評価した結果を

２に示す。POSMAC（高濃度改質アスファル

図－7 に示す。

ト乳剤：1.2L/㎡）を適用した場合は、通常の

標準圧裂強度（剥離促進を行わない場合）と

ポーラスアスファルト舗装（PKR-T：0.4L/

圧裂強度比（水浸／標準）のどちらかが危険側

㎡）に比べ、基層の水浸前後でのマーシャル安

に評価された場合には、POSMAC 等の適用と

定度の比率が大きく、基層の脆弱化を遅延し、

いった何らかの基層保護が必要となる。

耐久性を持続させる効果がある。
の内容と以下の点で異なるため、図中では残留
安定度ではなく（水浸後の安定度／水浸前の安
定度）と記した。
① 二層構造の供試体の基層部分の側・底面を

標準圧裂強度(MPa)

2.0

なお、試験条件は「舗装調査・試験法便覧」

1.6
1.2
0.8
0.4
危険領域
0.0

コーティングし、基層に作用する水を表基

1.0

層界面からの浸水に限定

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

6.0

7.0

8.0

空隙率(%)

② 水浸時間は 48 時間と 96 時間の 2 種類

1.0
0.8
圧裂強度比

（水浸後の安定度/水浸前の安定度）
×100 （％）

2.0

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（乳剤無散布）
ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（PKR-T：0.4L/㎡）
POSMAC（高濃度改質As乳剤：1.2L/㎡）

125

空隙率20％

100

0.6
0.4
0.2
危険領域

0.0
1.0

75

2.0

3.0

4.0

5.0

空隙率(%)

図－７

50
48ｈ水浸

図－６

96ｈ水浸

水浸ﾏｰｼｬﾙ安定度試験結果

修正ロットマン試験による既設
基層の事前評価結果（剥離抵抗性）

また、POSMAC を適用した箇所での追跡調
査結果例を表－２に示す。標準圧裂強度は、供
用年数は短いが、施工前と同程度となっており、
良好な状態を維持している。
表－２

基層

写真－２

水浸後の供試体

（３）圧裂試験を用いた評価

3－3

基層の剥離抵抗性を、圧裂試験を用いて評価
する新たな手法として修正ロットマン試験
加圧剥離促進試験

3)

標準圧裂強度（MPa）の推移例

現 場 交通量区分
事前評価
N7
1.66
A
N7
B
1.25
N7
C
－
注）表中の各値は平均値（ｎ=3）

2)

と

が挙げられる。両者とも剥

供用1年後
1.61
1.18
1.28

付着性能

表基層間の付着性能は、直接引張試験
（JEAAT-5 に準拠）による評価方法とし、試
験条件を以下に示す。

離促進を行った供試体と剥離促進を行わない

① 引張速度：60mm／min

供試体を用い、圧裂強度または圧裂強度比を指

② 試験温度：20℃

標として劣化度を評価する。

4

（１）乳剤の多量散布による付着力向上

（２）付着性能の照査

ＰＯＳＭＡＣ混合物と密粒度アスファルト

実路において、既設基層の付着性能の改善効

混合物の二層構造とした供試体、およびＰＯＳ

果を直接引張試験より照査した結果を図－９

ＭＡＣ混合物とコンクリート平板の二層構造

に示す。なお、図中では、各破壊形態（凝集、

とした供試体を用い、引張試験を行った結果を

界面）による分類を行っている。

図－８、写真-３に示す。

付着強度の分布にはバラツキが認められる

POSMAC（高濃度改質アスファルト乳剤：
1.2L/㎡）を適用した場合は、通常のポーラス

が、本工法適用により良好な付着力を有してい
る。

アスファルト舗装（PKR-T：0.4L/㎡）に比べ、

24
界面破壊

既設面との付着性能が向上する。さらに、乳剤

20

凝集破壊

8
ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（乳剤無散布）
ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（PKR-T：0.4L/㎡）
POSMAC（高濃度改質As乳剤：1.2L/㎡）

0.4

図－９

0.2
0.0

0.5

1.0
変位（mm）

1.5

2.0

0.70 未満

0.70～0.79

0.80～0.89

0.90～0.99

1.00～1.09

1.10～1.19

1.20～1.29

0

付着強度（MPa）

付着性能の改善状況例

塑性変形抵抗性

ＰＯＳＭＡＣ混合物の塑性変形抵抗性を確

【 基層：ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 】

認するため、高濃度改質アスファルト乳剤の散

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（乳剤無散布）
ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（PKR-T：0.4L/㎡）
POSMAC（高濃度改質As乳剤：1.2L/㎡）

1.2

3－4

1.30～1.39

1.40～1.49

採取した切取供試体】

0.6

1.50～1.59

【切削面での施工から

0.8

1.60～1.69

1.70 以上

1.0

0.0

引張強度（MPa）

4

1.0

布量を変えてホイールトラッキング試験を行
った結果を図－１０に示す。

0.8

乳剤散布量に関係なく動的安定度（ＤＳ）は

0.6

一定の値で推移しており、乳剤を多量散布する

0.4

ことによるＤＳへの影響は認められない。また、

【室内で作製した供試体】

0.2

回転式舗装試験機を用いた試験輪走行後での

0.0
0.0

0.5

1.0
変位（mm）

1.5

【 基層：ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 】
図－８

直接引張試験結果例

2.0

“わだち掘れ量”の比較測定結果では、ＰＯＳ
ＭＡＣ混合物（高濃度改質アスファルト乳剤：
1.2L/㎡）の適用により、良好な塑性変形抵抗
性が得られているとの報告 4)も行われている。
100000

【基層：As】

【基層：Co】

動的安定度（回/mm）
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直接引張試験状況

図－10
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乳剤散布量と塑性変形抵抗性
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3－5

リフレクションクラック抑制効果

ＰＯＳＭＡＣ混合物と密粒度アスファルト
混合物の二層構造とした供試体を用い、繰返し
載荷試験 5)を行った結果を図－１１、写真-４に
示す。繰返し載荷試験はホイールトラッキング

【施工前】

試験機を使用し、下層混合物（厚さ 5cm）に
はクラックを想定した 3mm 幅のカッタ目地を
入れて表層上部にクラックが貫通するまでの
車輪通過回数を計測するものである。図中では、
通常のポーラスアスファルト舗装での車輪通
過回数を基準に比で示している。
なお、試験条件は「舗装調査・試験法便覧」
の内容と以下の点で異なる。
① 載荷荷重：1079N
② 試験温度：20℃

【供用 4 年経過後】

写真－５

鋼床版上での施工例

4．おわりに
遮水型排水性舗装は、路面下に雨水を浸透さ
せるポーラスアスファルト舗装の耐久性向上

POSMAC（高濃度改質アスファルト乳剤：

に寄与する基層保護工法となる。特に、切削オ

1.2L/㎡）を適用した場合は、リフレクション

ーバーレイ工法（一層構築）による更新時では、

クラック抑制シートを敷設した場合と同程度

費用対効果に優れた工法として適用の拡大が

の効果が認められる。

期待されるものである。

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（PKR-T：0.4L/㎡）
ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（ﾘﾌﾚｸｼｮﾝ抑制ｼｰﾄ）
遮水型排水性舗装（高濃度改質As乳剤：1.2L/㎡）

クラック貫通比

2.0
1.5
空隙率20％

遮水型排水性舗装研究会では、様々な施工条
件・箇所でのデータを収集するとともに、継続
的な追跡調査を実施しており、今後も得られた
知見等を発信していきたい。
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