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空港舗装の耐久性向上策の検討

　海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所構造研究領域空港舗装研究グループ長 伊　豆　　　太

１.港湾空港技術研究所の紹介

平成 28年４月に港湾空港技術研究所、
海上技術安全研究所、電子航法研究所の
３研究所が統合され　海上・港湾・航
空技術研究所となった。このうち、空港
舗装の研究については、港湾空港技術研
究所空港舗装研究グループで実施してい
る。当グループは、空港舗装に関して飛
行場の整備および保全に関する事業の実
施に係る技術に関する研究および開発を
行うこと、技術の指導および成果の普及
を行うことなどの研究を実施することと
なっている。端的に言うと空港舗装の材
料等基礎的な研究を中心に実施している。
構成員は残念ながら小職一人だけのグ
ループ（？）である。航空機の大荷重に
対応したホイールトラッキング試験機
（図－１）、載荷試験機などを保有すると
ともに横須賀の野比に小さいながら舗装
の試験場を有している。（ちなみに港湾
空港技術研究所は横須賀市久里浜に存す
る。）

２.空港アスファルト舗装の
特徴と課題

空港舗装であるが、まずユーザーにつ
いては、航空会社等が一次的なユーザー
であり、航空旅客は道路と違い、直接滑
走路の空港舗装に接する機会は少なく、
間接的に利用することとなる。おそらく
読者諸氏におかれても直接空港舗装に触
れる経験をされた方は少ないのではなか
ろうか。このため、乗り心地や不具合等
についての評価やクレームは航空会社等
を通じてなされることとなる。

次に使用される材料の種類であるが、
アスファルトとコンクリートに大別され
る。一般的に滑走路や誘導路については
補修の容易性等を考慮しアスファルト舗
装となっている。一方、エプロン（航空
機の駐機場）についてはアスファルト舗
装とした場合、重たい航空機の静止荷重
によるわだち掘れ等永久変形量が大きく
なることや給油時の耐油性の確保等のた
めコンクリート舗装となっている。本稿
では、アスファルト舗装を対象に以下の
通りその特徴等について述べる。

空港アスファルト舗装の大部分は地面
の下にあるため、目に触れる機会は少な
いが、表層、基層、路盤（上層、下層）

といった幾つかの層で構成され、その下
に路床が構築されている。これは、舗装
に作用する力を上層から比較的コストの
安価な下層に順に分散させていくという
考え方に基づいている。このためには舗
装体として一体化していることが求めら
れ、一般的にアスファルト混合物からな
る層間には付着を目的としてタックコー
トといわれるアスファルト乳剤が散布さ
れる。層間がしっかりと付着していない
と、層間のはく離にともなう問題が生じ
る。浸水した場合後述のブリスタリング、
また、一体的な構造とならないため、層
下面に大きな引張力が生じ、舗装の破損
や寿命を短くする原因となる。

他分野と比べたその特徴であるが、
・当然であるが大重量、高速の航空機が

利用する。一つのタイヤで20ｔ、タイ
ヤの圧力も1.5MPa（一般車の７倍、ト
ラックの２倍程度）といったレベルで
ある。このため舗装に働く応力等も非
常に大きなものとなる。（近年では、
タイヤ数が少なく、タイヤ圧の高い航
空機が就航してきている。）

・交通量的にはあまり多くない。羽田空
港等では多くの航空機が利用している
が、それでも、例えば滑走路は２分に
１機程度といった離着陸数である。高

図－１　当所ホイールトラッキング試験機の概要
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速道路等を考えると交通量的には少な
い。また、全幅60ｍ程度のうち、端の
部分の交通量は少なく、当該部分では
いわゆるニーディングは起きにくく、
空隙率の減少は小さい。

・空港舗装が破損した場合、破片等が発
生する可能性がある。万が一、この破
片等が航空機エンジン等に吸引された
場合、エンジンの破損や最悪の場合航
空事故につながるおそれがある。こ
うした破片等はFOD（foreign object 
debris）として可能な限り、その発生
を回避することが求められる。

・平坦で幅が広く、このため施工目地が
多い。アスファルト混合物は主に結合
材であるアスファルトと骨材から構成
されている。骨材によってはアスファ
ルトとの相性が悪く（水との相性の方
がよく）、水、温度、荷重等の作用に
より骨材表面からアスファルトがはく
離することがある。著しく進展した場
合には、アスファルトがバインダーと
しての役割を失い、砂利のような様相
を呈することがある。特に、粒度が
粗い骨材を使用した（表層の下の）基
層において生じる例が近年見受けら
れ、点検時に舗装表面に異常がない
にも関わらず、突発的に舗装が破損す
るため、悩ましい問題となっている。
骨材の種類による影響は大きいため、
本来は過去の使用実績と舗装のはく離
等を十分考える必要がある。このよう

に水に起因する舗装の不具合が近年散
見され、対応が求められている（図－
２）。また、層の間に浸水し、層間は
く離（はく離とは別物）、ブリスタリ
ングという現象が発生することもあ
る。
最後となるが、ご多分にもれず、空港

舗装分野においても、その経験者等が減
り、技術力の継承等が課題となっている。
また、空港運営の効率化等を図るため空
港のコンセッションが進展してきている
ところであるが、技術面についていうと
各空港に関する技術の蓄積、全国的な知
見への統合、技術の継承といった点で今
後どのようにしていくべきかについて課
題がないとは言えない。その点でも研究
所の果たす役割はますます重要なものに
なるものと認識している。

３.当所で取り組んでいる研
究の紹介

当所で取り組んでいるいくつかの研究
について概要を紹介する。字数の関係で、
わかりやすさ等を優先しているところも
あり、若干正確性を犠牲にしているとこ
ろもあるかもしれないが、ご容赦いただ
きたい。

(１)アスファルト混合物のはく離に
関する研究

上述した通り、昨今課題となっている
アスファルト混合物のはく離については、

図－３の通り対応策が考えられる。
はく離に対する対応として、まず、ホッ

トジョイントによる施工により施工目地
の開きを抑制することやひび割れや施工
目地の開きが生じた場合、注入等により
可能な限り舗装体内に水を入れないこと
が挙げられる。ただし、ひび割れ幅が狭
い場合、十分注入ができない場合もあり、
不明の浸水経路があることも懸念される。
また、はく離と水は切っても切れない関
係にあるため、舗装体内の水の検出も有
効な点検方法であると考えられるが、現
在のところ、相当量の水が入れば別であ
るが、はく離の兆候を含めて有効な検出
方法は確立されていない。

なお、本研究の対象とした部分は赤線
で囲った部分である。以下概要を述べる。

まず、はく離の判定基準であるが、い
くつかの判定試験方法について検討を行
い、海外で新材に対するはく離判定試験
として用いられている方法（修正ロット
マン試験）をベースに判定の基準案につ
いて検討を行った。この際現場で比較的
容易に採取できるコアサンプルが利用可
能であることについて考慮した。成果に
ついては、国土技術政策総合研究所と共
同でとりまとめ、「空港舗装補修要領」（国
土交通省航空局）に反映された。

続いてはく離しにくい材料の検討につ
いて述べる。対策として、製品化されて
いる既存の改質アスファルトとはく離防
止材の組み合わせの効果について水浸ホ

図－２　水に起因すると考えられるアスファルト舗装の不具合
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イールトラッキング試験による検討を
行った。同試験は、供試体を水浸させた
状態で、横方向にトラバースさせながら、
ホイールトラッキング試験を行い、所定
の回数後、供試体を割って、断面のはく
離率を算出するものである。結果を図－
４に示す。図中中丸が各測定データ、菱
形が平均値である。空港で一般的に使わ
れる改質アスファルトの種類は改質Ⅱで
あり、これとの関係を中心に述べる。荷
重が低い場合（図－４中青丸Ｌ）には、
改質アスファルトのはく離防止効果は高
かったが、荷重を大きくした場合（図－
４中赤丸Ｈ）には、改質Ⅱでもはく離率
が若干高くなったものの、改質Ⅱにはく
離防止材を加えた場合一般的な改質アス
ファルトの中ではく離防止効果がかなり
高いⅢ－Ｗとほぼ同等のはく離防止効果
を示し、はく離防止効果、費用対効果の
点で比較的優れていた。これは、荷重が
大きな場合には、改質Ⅱであっても変形
が進み、これによりはく離が促進される
ためではないかと考えられる。一方で、
改質Ⅱにはく離防止材を添加した場合に
は、防止材がはく離を抑制し、高いはく
離防止性を示したものと推測される。実
際の空港舗装について、弾性計算を行っ
た結果では、基層表面にはかなりの応力
が発生することもあり、改質Ⅱでもはく
離を抑制できない場合には、はく離防止
という観点からは、改質Ⅱにはく離防止
材を加えることが有効な方策であると考

える。
なお、図－４中のはく離率５％のライ

ンについては、現在技術基準上明確な閾
値はないが、基層に再生材を使用する場
合におけるはく離率の閾値である５％を
目安として参照したものである。

今後の対応として、引き続き、はく離
を検出するための非破壊試験方法等につ
いて検討を行って行く必要があるものの、
以下は私見であるが、重要な舗装につい
ては、ひび割れの進展や目地の開き等に
より浸水が不可避で混合物のはく離の傾
向が高い場合やコア抜き等の結果はく離
の兆候を示しているなどの場合、予防保
全的に車輪の走行部について補修を行う
ことも有効な方策として検討していくべ
きではないかと考えている。

(２)アスファルト混合物の骨材粒度
の研究

アスファルト混合物は、骨材とアス
ファルトで構成されており、その性能は
両者の特性により決定される。今回の検
討では骨材の特性のうち粒度に着目して
検討を行った。骨材粒度は「空港土木工
事共通仕様書」（国土交通省航空局）で
定められているが、基本的に大型機が使
用する空港舗装で用いられるアスファル
ト混合物については最大粒径 20㎜が使
用され、マーシャル配合設計の規格等は
異なるものの、骨材粒度については、道
路舗装と同一のものが使用されている。

空港舗装には航空機荷重を適確に支持す
る他、耐流動性、耐久性、水密性等バラ
ンスのとれた性能が求められる。現在、
上述した空港舗装の特徴を踏まえて、よ
り空港舗装に適した粒度がないものかに
ついて、特に耐流動性の向上に着目して、
室内試験による検討を行っている。室内
試験の種類としては、ホイールトラッキ
ング試験、透水性試験等を実施し、いく
つかの粒度のアスファルト混合物の比較
検討を実施したところである。これまで
の検討の範囲では、骨材種類等限られた
範囲に基づく結果であるが、既往の表層
と基層の境界付近の骨材粒度の性能がよ
い結果となった。ただし、これはあくま
で、限られた特定の骨材に関する結果で
あるので、骨材種類を変え、また、骨材
粒度については上下限といった範囲も必
要であると考え、引き続き検討を行うこ
ととしている。

実際の現場における骨材粒度の決定は、
一般には、半自動的に、共通仕様書で定
められた範囲の中央を採用することが多
い。今回の検討結果により、粒度を工夫
することにより舗装のパフォーマンスの
向上が図れる可能性を示すことができた
と考えている。今回は既存の配合設計を
ベースとして性能を比較したが、将来的
には配合設計法についてもレビューして
いく必要もあるかもしれないと考えてい
る。海外ではアメリカで SHRP（strategic 
high way research program）の一環と

図－３　はく離対策として考えられる方策
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して近年開発されたスーパーペーブ配合
設計法では、アスファルトの性質やより
現場の施工機械による締固め方法に近い
アスファルト混合物の作成方法と試験方
法等が検討されたが、試験の費用等から
まだ、耐ひび割れ性や耐わだち掘れ性と
いった舗装のパフォーマンスと配合を完
全にリンクはさせきれていないとのこと
である。現実的には多くの課題があり難
しいことは重々承知しているが、パ
フォーマンスと連携させた配合方法によ
り近づけていくなにかよい方法はないか
と考えている次第である。

(３)連携研究について
冒頭述べたように３つの研究所が統合

し、その効果が模索されているところで
ある。それぞれ、独自の研究分野につい
て研究・発展してきた経緯もあり、小職
の研究領域に関して効果的な連携を確立
していくことについて「産みの苦しみ」
といった難しさを感じているところであ
るが、現在、電子航法研究所との間で連
携の取り組みを進めている。

電子航法研究所は航空機の空の交通あ
るいは地上走行等が主たる研究対象であ
り、港湾空港技術研究所における空港舗
装は冒頭述べたように縁の下の力持ち的
な施設であるため地面から下が研究の対
象となる。このため接点である地上交通
を介した連携について模索している。電
子航法研究所は航空機の地上走行につい
て、マルチラテレーション等のデータ等
から交通量や速度分布の特性、走行パ
ターン等を解析している。こうした交通
量データを舗装の厚さの設計や維持管理
に有効に活用ができないかについて連携
の可能性を模索しており、現在、空港整
備や維持管理の現場からのご意見等を伺

いつつ、空港の設計、整備や補修等に有
効に活用していく方策について、両研究
所間で意見交換等を実施しているところ
である。

(４)その他
上記以外にも、空港舗装の耐久性を高

め、長寿命化に資するため、タックコー
トの散布量等に関する研究やコンクリー
ト舗装の目地材に関する研究等を実施し
ているところである。また、過去、舗装
の施工は新設が多く昼間施工が中心で
あったが、改修等については夜間が中心
となり、かなりの低温となるなど施工温
度について厳しい環境にある。締固めが
不十分となり密度等が十分確保できない
ことも想定される。海外の例では FAA（ア
メリカ連邦航空局）の AC150/5370-10G-
Standards for Specifying Construction 
of Airports（日本の工事共通仕様書に
該当）では施工厚さに応じて、施工時の
温度制約を設けている。品質を確保しつ
つ施工性を高めるため施工改善型中温化
材の使用等を含め何らかの対策が必要と
なる可能性についても考えているところ
である。

４.おわりに

空港舗装に関する研究については、全
国の空港舗装の経年劣化等にともなう施
設更新や維持管理を含めて多くの課題が
存在しているものの、時間、費用、マン
パワー等の関係から少しずつ取り組んで
行かざるをえない状況である。今後とも、
関係機関を含め皆様からのご指導、ご協
力をいただきつつ研究を通じ微力ながら
航空輸送の安全性や安定性の向上に少し
でも貢献していくことができれば幸甚で
ある。

図－４　水浸ホイールトラッキング試験結果




