省

略

省

略

【問

2】舗装の設計に関する下記の(1) ～(3)の問に答えなさい。

(1)

次の文章の①～②に当てはまる適当な数値を解答欄に記入しなさい。

疲労破壊輪数は、舗装路面に
①
kN の輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひ
び割れが生じるまでに要する回数をいう。一方、塑性変形輪数は、表層温度が
②
℃
の舗装路面に
①
kN の輪荷重を繰り返し加えた場合に当該舗装路面が下方に1mm変
位するまでに要する回数をいう。
【解答】① 49
② 60
【解説】舗装の性能規定；車道及び側帯の舗装の必須の性能指標
① 疲労破壊輪数
疲労破壊に対する耐久力を表す指標である。
普通道路においては舗装路面に49 kN の輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび
割れが生ずるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質が
同一である区間ごとに定められるものをいう。
小型道路では、輪荷重を17 kN とする。
［注］小型道路とは、自動車専用道路では小型自動車等（小型自動車その他これに類する小型の自動
車）のみ、その他の道路では小型自動車等、歩行者および自転車のみを通行させる道路をいう。普
通道路とは、小型道路以外の道路をいう。小型道路は、普通道路の整備が困難な箇所において、沿
道へのアクセス機能を持つ必要がなく、かつ近くに大型自動車が迂回できる道路がある場合に整
備することができる。

② 塑性変形輪数
わだち掘れに対する抵抗力（わだち掘れの出来にくさ）を表す指標である。舗装の表
層の温度を 60℃ とし、舗装路面に49 kN の輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装
が下方に1mm 変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である
区間ごとに定められるものをいう。
単路部でも,交差点部でも,排水性舗装区間でも,同様の路面サービスを提供する場所で
は同様の値となるものである。
③ 平たん性
路面の平たん性の指標である。車道の中心線から 1m 離れた地点を結ぶ、中心線に
並行する 2 本の線のいずれか一方の線上に延長 1.5m につき 1 箇所以上の割合で選定
された任意の地点について、舗装路面と仮想平たん舗装路面との高低差を測定するこ
とにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ
及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。
④ 浸透水量（雨水を路面下に円滑に浸透させる構造の舗装の場合のみ）
雨水等の透水能力を表す指標である。※浸透水量とは、直径15cmの円形の舗装路面
の路面下に15秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間
ごとに定められるものをいう。

(テキスト2章P2,3)( 舗装の構造に関する技術基準2章)
(2) ある工事区間の7 地点におけるCBRｍを求めたところ、小さい値から並べて2.2、3.8、
4.0、4.5、4.8、5.1、5.2であった。最小値が極端に小さい場合の棄却判定式の①～④に当
てはまる数値を解答欄に記入しなさい。また、γを求め、小数点以下第四位を四捨五入し
て第三位までを⑤に記入し、γ(7、0.05)を0.507として最小値の棄却判定を行ったうえ
で、⑥のどちらか正しいものを〇で囲みなさい。

γ＝

①

－

②

③

－

④

＝

⑤

①

3.8

②

2.2

⑥

③

5.2

④

2.2

棄却する

⑤

0.533

棄却しない

【解答】① 3.8 ② 2.2 ③ 5.2 ④ 2.2 ⑤ 0.533 ⑥ 棄却する
【解説】路床の地点のCBRｍの棄却判定を求める場合、数値的な外れ値の検定方法である
Grubbsの方法を用いることとしている。この方法は、JIS Z 8402及び ISO 5725に規
定されている一般的な方法で、検定限界値 γ(n、0.05) (両側確率5% 下表参照)より大
きい値で外れ値として棄却する方法である。（舗装関係の調査･設計では従来から用い
ている。）
事例として設問のデータ（2.2、3.8、4.0、4.5、4.8、5.1、5.2）を検定すると、
(例1) 最大値が極端に大きい場合の検定
Xn－Xn-1
5.2－5.1
γ ＝
＝
＝ 0.033 < 0.507 = γ(7、0.05)
Xn－X1
5.2－2.2
判定計算値(0.033)は棄却限界値(0.507)より小さいことから、大きい方の値(5.2)は棄
却しない。
(例2) 最小値が極端に小さい場合の検定
X2－X1
3.8－2.2
γ ＝
＝
= 0.533 > 0.507 = γ(7、0.05)
Xn－X1
5.2－2.2
判定計算値が棄却判定値より大きいことから、小さい方の値(2.2)は棄却する。
棄却判定に用いるγ(n、0.05) の値
ｎ

3

4

5

6

7

8

γ(n、0.05)

0.941

0.765

0.642

0.560

0.507

0.468

ｎ

9

10

11

12

12

14

γ(n、0.05)

0.437

0.412

0.392

0.376

0.361

0.349

ｎ

15

16

17

18

19

20

γ(n、0.05)

0.338

0.329

0.320

.0313

0.306

0.300

(テキスト2章P23)(舗装設計便覧第5章)

(3) 次の文章の①～④に当てはまる適当な数値を整数で解答欄に記入しなさい。
図－1に示す当初設計時の舗装計画交通量が200（台／日・方向）の舗装断面において、供用年数
の経過と交通量の増大により補修断面の設計をすることとなった。なお、図－1の各層の末尾に示
す【

】内の数値は、補修断面の設計時における既設層の破損の状態にもとづき設定した換算係数

を表している。
表-1 アスファルト舗装の必要等値換算厚(cm)
表層(密粒度アスファルト混合物
【0.9】
上層路盤
(粒度調整砕石路盤)【0.30】
下層路盤
(クラッシャラン)【0.20】

路床（設計CBR=8)

5cm
15cm
15cm

舗装計画交通量

路床の設計CBR

（台/日・方向）

4

6

8

12

3,000以上

41

37

34

30

1,000以上 3,000未満

32

28

26

23

250以上 1,000未満

24

21

19

17

100以上 250未満

18

16

14

13

40以上 100未満

12

12

11

10

図-1 当初設計時の舗装断面

1)

図－1に示す現況の舗装断面の残存等値換算厚は ① cmである。

2)

補修断面設計時の舗装計画交通量が350（台/日・方向）であり、路床の設計CBRは6に低下し
ていた。よって、表－1から補修断面の設計に必要な等値換算厚は ② cmとなる。

3)

補修工法としてオーバーレイが可能な場合のオーバーレイ厚は ③ cmとなる。

4)

しかし、舗装の仕上がり高さが変えられなかったので、上層路盤に加熱瀝青安定処理路盤材
（等値換算係数： 0.8）を適用し、その上層に基層（粗粒度アスフアルト混合物）と表層（ポー
ラスアスファルト混合物）を設ける補修断面とした。この条件において、図－1に示す既設舗装
の上層路盤までを打ち換える場合、最も経済的な補修断面となる加熱瀝青安定処理路盤の厚さは
④ cmとなる。

【解答】① 12
② 21 ③ 9 ④ 10
【解説】① 15cm×0.2 ＋ 15cm×0.3 ＋5cm×0.9 ＝3＋4.5＋4.5＝12
② 表－１の路床設計CBRと交通量250以上 1,000未満の欄の交点数値＝21
③ 必要な等値換算厚は②(21cm)で現在の評価は①(12cm)。従って必要なオーバーレイ
厚さは(必要厚さ21cm)－(現状評価厚12cm)= 9cmである。
④ まず表層にポーラスアスファルト混合物層を設定する場合、原則として基層は不透
水層とする。交通量が少ないことからか、設問は基層に粗粒度アスファルト混合物を設
定しているが、実用的には寿命の短い排水性舗装となる可能性がある。但し、本設問は
厚さ設計の問題であるので、取りあえず構造設計に注視し、論を進める。過去の実績か
ら表・基層の各層厚さは5cmとする。その場合、表層･基層で等値換算厚10cm、かつ下
層路盤の等値換算厚は3cmであるので、総必要厚さ②(21cm)から3+10を差し引くと上層
路盤の等値換算厚は21-13＝8cmとなる。上層路盤の加熱瀝青安定処理路盤材の等値換算
係数は0.8であるので、t =8／0.8 ＝10cm。以上から④は10である。
(テキスト2章P102)(舗装設計便覧第4章)
【問 3】舗装の材料や試験に関する下記の(1)～(4)の問に答えなさい。

(1) 密粒度アスファルト混合物(13)の粒度範囲を表-1に示す。粒度調整による流動対策と
しての考え方を具体的に記述し、その際、ふるい目2.36㎜および75μmについての目標と
する粒度を整数で記述しなさい。
表－1 密粒度アスファルト混合物(13)の粒度範囲 （％）
ふるい目

19.0mm

13.2mm

4.75mm

2.36mm

600μｍ

300μｍ

150μｍ

75μｍ

粒度範囲

100

95～100

55～75

35～50

18～30

10～21

6～16

4～8

＜解答欄＞
①

具体的な考え方

②

2.36mm

骨材粒度は、中央値以下を目標とし、75μm ふるい通過分は少なめにする。
37

(%)

③

75μｍ

5

(%)

【解答】解答は上記解答欄に記入。
【解説】配合上の耐流動対策；
・骨材粒度は、粒度範囲の中央値以下を目標とし、75μm ふるい通過分は少なめにす
る。
・2.36mm 通過分の中央値((35＋50)/2＝42.5)以下の整数は 42 %。従ってそれ以下(35～
42)となる。本来は骨材による耐流動要因としては稜角の状態(デコボコが多い)、石質
(硬い石か柔らかい石か)を考慮して、粒度的には中央値以下で検討することから、設問
の条件では厳密には決められない。あえて答えを出すとしたら、その中間((35＋40)／
2＝37.5≒37)程度が良い。75μm 通過分の粒度範囲の中央値は 6 であるので 5%程度が
適当。少なすぎる(例えば 4%)と、石質によっては剥離しやすくなる傾向もあり得るの
で注意が必要である。(アスファルトのフィラビチュメンとしての粘り強さ機能が損な
われる可能性がある。)
・アスファルト量は、共通範囲の中央値か、それ以下を目標とする。なお、骨材によっ
てはアスファルト量を減少させることで剥離しやすくなることがあるので注意する。
・マーシャル安定度は 75 回突き固めで 7.35kN 以上、安定度／フロー値は 25 以上を目
標とする。
・75μm ふるい通過分のうち、回収ダスト分は 30%を超えないようにする。
(テキスト 2 章 P65)(舗装施工便覧第 6 章)

(2) 密粒度アスファルト混合物(13)のマーシャ
ル安定度試験を行い、各基準を満たすアスフ
ァルト量として右図の結果を得た。共通範囲
とこの結果から流動対策として設定する設計
アスファルト量をいずれも小数点第一位まで
記述し、設定理由も簡潔に記述しなさい。

＜解答欄＞

①

共通範囲(%)

②

設計アスファルト量(%)

③

設定理由

5.1

～

6.3

5.4

流動対策では、共通範囲の中央値から下限値の範囲で減らす。

【解答】解答は上記解答欄に記入。
【解説】マーシャル安定度試験結果の各試験値の共通範囲は、図の赤線で示す範囲(5.1～
6.3%)となる。一般にはその中央値(平均値)を設計アスファルト量とする。ただし，一
般地域で交通量の多い道路では，中央値から下限値の範囲内で減らすことができ、交
通量の少ない道路では，中央値から上限の範囲内で増やすことができる。
したがって本設問では、中央値(5.7%)から下限(5.1%)の範囲で減らすこととなるが、
どの程度減らすかは経験による(ここでは範囲の平均値5.4とするが、他の条件が示され
ていないので解答は5.6～5.3の間での設定なら問題は無い)、原則的には、アスファル
ト量を決定した後、ホイールトラッキング試験でのDSが、目標とする流動抵抗性を満
足するか確認する。なお、減らしすぎると(1)の設問解説に示したように剥離の原因と
なることもあるので注意する。ストレートアスファルトで対応出来ない場合は改質ア
スファルトの使用を検討する。
(テキスト 2 章 P61､62)(舗装施工便覧 6 章)
(3) アスファルト混合物に使用するフィラーの役割を簡潔に記述しなさい。また、フィラ
ーとして使用する代表的な材料の名称を 3 つあげなさい。
<解答欄>
①
②

役

割

材料の名称

アスファルトと一体化して骨材の間隔を充填し、混合物の安定性や耐久性の
向上させる役割がある。
ⅰ

石粉

ⅱ

消石灰

ⅲ

セメント

出典：舗装施工便覧 H18

P.34、P.35

【解答】解答は上記解答欄に記入。
【解説】フィラーには、石灰岩やその他の岩石を粉砕した石粉、消石灰、セメント、回収ダ
ストおよびフライアッシュなどを用いるが、石灰岩を粉砕した石粉が最も多く用いられ
る。ただし、ポーラスアスファルト混合物には、原則として石灰岩を粉砕した石粉を使
用する。
フィラーは、アスファルトと一体化して骨材の間隔を充填し、混合物の安定性や耐
久性の向上させる役割がある。
フィラーの添加量は，混合物の性状のほかに，施工性にも影響を与えるため，配合
設計において総合的に検討する必要がある。
(テキスト 2 章 P45､46)(舗装施工便覧 3 章)
(4) コンクリート舗装のアスファルト中間層について、その役割を 2 つ簡潔に記述しなさ
い。また、アスファルト中間層に一般的に用いられる混合物の名称を 1 つあげなさい。

<解答欄>
役

①

②

ⅰ

路盤の耐水性・耐久性を改善

ⅱ

打設コンクリートの水分移動の防止

割

混合物の名称

密粒度アスファルトコンクリート（13）

【解答】解答は上記解答欄に記入。
【解説】アスファルト中間層は、路盤の耐水性・耐久性を改善、均一な施工基盤の確保お
よび打設コンクリートの水分移動の防止などの目的で、路盤の最上部に設けるものであ
る。一般に密粒度アスファルトコンクリート（13）を用い、厚さは４㎝を標準とする。
(テキスト2章P30) (舗装設計施工指針第4章)
問4．舗装の施工に関する下記の(1)～(4)の問に答えなさい。
(1) 加熱アスファルト混合物の縦継目の施工に関して、継目位置と舗設方法に関する留
意点を簡潔に記述しなさい。
＜解答欄＞
留意点
①

継目位置

原則としてレーンマークに合わせるようにする。
縦継目部は，レーキなどで粗骨材を取り除いた新しい混合物を，既設舗装に

②

舗設方法

5cm程度重ねて敷きならし，直ちにローラの駆動輪を15cm程度かけて転圧す
る。

【解答】解答は上記解答欄に記入。
【解説】縦継目；
1) 縦継目は道路幅員を車線数に分けて施工する場合に道路中心線に平行に設ける継目で
ある。締固めが十分でないと継目部の開きや縦ひび割れなどが生じやすい。
2）表層の縦継目の位置は，原則としてレーンマークに合わせるようにする。
3）各層の継目の位置は，既設舗装の補修・拡幅の場合を除いて，下層の継目の上に上層
の継目を重ねないようにする（図－1参照）。また縦継目は，上・下層とも車輪の走行位
置直下にしないようにする。
4）縦継目部は，レーキなどで粗骨材を取り除いた新しい混合物を，既設舗装に5cm程度
重ねて敷きならし（図一2参照），直ちにローラの駆動輪を15cm程度かけて転圧する
（図－3参照、）。
5）ホットジョイントの場合は，縦継目側の5～10cm幅を転圧しないでおいて，この部分

を後続の混合物と同時に締め固める。

(テキスト第2章P81､82)(舗装施工便覧第6章)
(2) 普通コンクリート版の施工手順を示した下図の①～④の空欄に当てはまる作業工程を
答えなさい。なお、解答欄の上段は、当該工程に使用する施工機械の例である。
＜解答欄＞
コンクリートフィニッシャ

敷きならし(下層)→鉄網・縁部補強鉄筋設置→敷きならし(上部)→

①

締固め

↓
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞﾌｨﾆｯｼｬ

ほうき目仕上げ機械
初期養生←

↓

④

粗面仕上げ

後期養生

【解答】解答は上記解答欄に記入。
【解説】コンクリ-版施工の流
れを右図に示す。
締固め機械；締固め機械は，
敷きならされたコンクリートを
表面から締め固め，荒仕上げで
きるものとし，一般にはコンク
リートフィニッシャが用いられ
る。コンクリートフィニッシャ
には，通常型と加圧型があり，
硬練りコンクリートの締固めに

← ③

平たん仕上げ

コンクリートフィニッシャ

← ②

荒仕上げ

おいては，通常型より加圧型の方が能力は大きい。また，内部振動式の締固め機械（バイブレ
ータをコンクリート中に挿入し，内部から締め固める）もあり，この場合には荒仕上げを行う
コンクリートフィニッシャとの併用が必要となる。荒仕上げは、フィニッシャのフィニッシン
グスクリードで行う。
平坦仕上げ機械；平たん仕上げ機械（レベリングフィニッシャ）は荒仕上げされたコンクリ
ートの表面を徽密堅硬で平たんに仕上げることができるものとする。平たん仕上げ機械は，ス
クリードを縦方向にしょう動(摺動)させる縦型平たん仕上げ機械が一般に用いられる。
粗面仕上げ機械；粗面仕上げ機械は，コンクリートの表面を所定の粗面に仕上げることがで
きるものとする。粗面仕上げ機械には，ほうき目仕上げ機械，タイングルーバおよび骨材露出
機械があり，施工箇所の環境条件，交通条件などにより使い分けられる。なお，ほうき目仕上
げ機械には，養生剤散布機械を兼ねるものが多い。

コンクリート版の施工に用いる主な施工機械をまとめると下表の通りである。
工

法

セットフォーム工法

目的・機械の種類

運搬車の方向転換

転圧工法

スリップフォーム工法

ターンテーブル(自走式、牽引式)

荷下ろし機械

横取り型、縦取り型

敷きならし機械

スプレッダ

プレーサスプレッダ

－
アスファルトフィニッシャ

(プレート型、ボックス型)

締固め機械

コンクリート
フィニッシャ

平坦仕上げ機械

(強化型、併用型)

スリップフォーム
ペーバ-

レベリング

振動ローラ
タイヤローラ

フィニッシャ
目地打込み機械

振動目地切り機械

粗面仕上げ機械

－

粗面仕上げ機械(ほうき目地仕上げ機械、
タイングルーバ、骨材露出機械)

－
－

(テキスト第2章P84～86)(舗装施工便覧第4章)
(3) 路上路盤再生工法の種類および全層打換え工法と比較した場合、施工上優位となる特
徴を、それぞれ2つあげなさい。
＜解答欄＞
①
②

種

類

施工上優位となる特徴

ⅰ 路上再生セメント安定処理路盤工法
ⅱ 路上再生セメント・瀝青安定処理工法
ⅰ 舗装発生材が少ない。
ⅱ 施工速度が早く，工期短縮が図れる。

【解答】解答は上記解答欄に記入。
【解説】路上路盤再生工法は，路上において既設設アスファルト混合物層を現位で破砕
し，同時にこれをセメントや瀝青系材料などの安定材と既設路盤材料とともに混合，転

圧して，新たに安定処理路盤を築造するものである。また，既設アスフアルト混合物層
をすべて取り除き，既設路盤材料のみに安定材を添加して新たに安定処理路盤を築造す
る場合も含めるものとする。
本工法は以下のような特徴を有している。
① 全層打換え工法と比較して舗装発生材が少ない。
② 全層打換え工法と比較して施工速度が早く，工期短縮が図れる。
③ 全層打換え工法よりコスト縮減が図れる。
④ 既設路盤材料のみで安定処理を行う場合，かさ上げを行うことなく舗装の構造強化が
図れる。
⑤ 舗装発生材や路盤材料などの運搬量が少ないことから，施工時の C02 排出量の抑制
が期待できる。
路上路盤再生工法には，路上再生セメント安定処理工法，路上再生セメント・瀝青安
定処理工法がある。路上再生セメント・瀝青安定処理工法には，瀝青系材料に石油アス
ファルト乳剤を使用する路上再生セメント・アスファルト乳剤安定処理工法と，フォー
ムドアスファルトを使用する路上再生セメント・フォームドアスファルト安定処理工法
がある。
上記のほか、路上再生瀝青安定処理工法として瀝青系材料にフォームドアスファルト
を使用する路上再生フォームドアスフアルト安定処理工法がある。
(テキスト第2章P155､156)(舗装再生便覧第3章)
(4) 加熱アスファルト混合物のタックコート工において，寒冷期の施工で瀝青材料散布後
の養生時間を短縮する方法を2つ、タックコート面の保護と瀝青材による施工現場付近
の汚れを防止する方法を1つ記述せよ。
＜解答欄＞
①

養生時間の短縮

②

汚れ防止

ⅰ アスファルト乳剤を加温して散布する
ⅱ ロードヒータにより路面を加熱する
乳剤散布装置を搭載したアアスファルトフィニッシャ使用

【解答】解答は上記解答欄に記入。
【解説】タックコート施工上の留意点は以下の通り。
1) 寒冷期の施工や急速施工の場合，瀝青材料散布後の養生時間を短縮するために以下の
方法などを採ることがある。
① アスファルト乳剤を加温して散布する方法
② ロードヒータにより加熱する方法
③ 所定の散布量を2回に分けて散布する方法
2) コンクリート版の表面に施工する場合には，ゴム入りアスフアルト乳剤や接着力を高
めた溶剤型のゴムアスフアルト系接着剤，ゴム系接着剤などを用いることもある。
3）タックコート面の保護や，乳剤による施工現場周辺の汚れを防止する場合，以下のも

の等を使用することもある。
① 乳剤散布装置を搭載したアアスファルトフィニッシャ
② 運搬車両や舗設機械のタイヤに付着しにくい乳剤(タイヤ付着抑制型乳剤)
(テキスト第2章P79)(舗装再生便覧第6章)
問5．舗装の調査および維持修繕に関する下記の(1)～(4)の問に答えなさい。
(1) 次に試験機器を用いて求める舗装の評価指標をそれぞれ１つ記述しなさい。
＜解答欄＞
試験機器

評価指標

(例)現場透水量試験器

(例)路面の浸透水量

①

振り子式スキッドレジスタンステスタ

路面のすべり摩擦抵抗値

②

横断プロフィルメータ

路面のわだち掘れ量

③

CTメータ

路面のきめ深さ

【解答】解答は上記解答欄に記入。
【解説】◎ すべり抵抗性の性能指標は、すべり摩擦抵抗値であり、振子式スキッド・レ
ジスタンステスターやダイナミック・フリクション・テスタ（DFテスタ）により求め
る。湿潤路面で歩行者や自転車がすべりやすさを感じないすべり抵抗の目標値とし
て、BPNで４０以上を目標とすることがある。
◎ 舗装の性能指標については、下記のような定量調査を行う。
① ひび割れ率・ひび割れ度：スケッチによる方法か路面性状測定車により行う。
② わだち掘れ量：横断プロフィルメータや路面性状測定車により行う。
③ 平たん性：3mプロフィルメ－タまたは同等結果の得られる方法により行う。
④ 浸透水量：現場透水量試験により行う。
◎ 舗装路面の粗さ測定方法
舗装路面の粗さ測定方法は路面粗さの目安となるきめ深さを測定することを目的と
して実施する。きめ深さの測定方法には，一定量の砂を路面に敷き広げることできめ深さ
を測定する方法と，レーザセンサを用いて路面の微視的な凹凸形状を計測することできめ
深さを測定する方法があり，レーザを用いる方法には，センサきめ深さ測定装置と回転式
きめ深さ測定装置の2種類がある。回転式きめ深さ測定装置として， CTメータがある。
CTメータは計測装置本体とパーソナルコンビュータ
からなる試験装置で，回転するレーザーヘッドに取り
付けられたレーザセンサ(右図)により，直径284mmの
円周上の凹凸形状を0.87mm間隔で計測する装置であ
る。
(テキスト第2章P94､134､)(舗装調査・試験法便覧〔第1分
冊〕)

(2) 供用の比較的初期段階にアスファルト舗装に発生した次の破損について、発生原因お
よび修繕工法をそれぞれ１つ簡潔に記述しなさい
＜解答欄＞
破損の種類

①
②

流動による
わだち掘れ
車輪走行部の
亀甲状ひび割れ

発生原因

修繕工法

表層の塑性変形抵抗性の不足

切削オーバーレイ工法

路床、路盤の支持力低下

打換え工法

【解答】解答は上記解答欄に記入。
【解説】
ひび割れ、わだち掘れの主な原因
破損の種類

主な原因等

亀甲状ひび割れ

舗装厚さ不足、路床、路盤の支持力低下・沈

（主に走行軌跡部）

下、計画以上の交通量履歴

亀甲状ひび割れ（走行軌跡部～舗
装面全体）
線状ひび割れ

原因と考えられる層

混合物の劣化・老化
わだち割れ

（走行軌跡部縦方向）
ひび割れ

表層

基層以下

○

○

○

○

◎

○

線状(温度)ひび割れ（横方向）

温度応力(急激な温度低下)

○

○

線状ひびわれ（ジョイント部）

転圧不良、接着不良

◎

○

リフレクションクラック

コンクリート版、セメント安定処理の目地・

◎

ひび割れ

ヘアークラック

混合物の品質不良、転圧温度不適

構造物周辺のひび割れ

地盤の不等沈下

橋面舗装のひび割れ

床版のたわみ

わだち掘れ（沈下）

舗装厚不足、路床の支持力不足、路盤以下の

◎
◎
○

◎

締固め不足（路床・路盤の沈下）
わだち掘れ（塑性変形）

◎

表層の塑性変形抵抗性の不足・アス
フアルト混合物の締固め不足・外的

わだち掘れ

要因（交差点等で車両の載荷時聞が

◎

長い，交通量が多い，路面温度が高
温となる期聞が長い）
わだち掘れ（摩耗）
〔注〕◎：原因として特に可能性の大きいもの

タイヤチェーンの走行
○：原因として可能性のあるもの

◎

○

アスファルト舗装の主な破損の種類と修繕工法の例
舗装の種類

破損の種類

修繕工法の例
打換え工法、表層・基層打換え工法、切削オーバーレイ
ひび割れ
工法、オーバーレイ工法、路上路盤再生工法
表層・基層打換え工法、切削オーバーレイ工法、オーバ
アスファルト わだち掘れ
ーレイ工法、路上表層再生工法
舗装（表層） 平たん性の低下
表層打換え工法、切削オーバーレイ工法、オーバーレイ
すべり抵抗値の低下
工法、路上表層再生工法
ひび割れ、目地部の破損 打換え工法オーバーレイ工法、切削オーバーレイ工法、
局部打換え工法
わだち掘れ
コンクリート
オーバーレイ工法、切削オーバーレイ工法、局部打換え
平たん性の低下
舗装（路面）
工法
段差
オーバーレイ工法
すべり抵抗値の低下 オーバーレイ工法、切削オーバーレイ工法

以上から①の「流動によるわだち掘れ」は
表の塑性変形に当たり、原因として表
層の塑性変形抵抗性の不足・アスファ
ルト混合物の締固め不足・外的要因
（交差点等で車両の載荷時聞が長い，
交通量が多い，路面温度が高温となる
期聞が長い）がある。この場合の補修
工法は上表および右図の切削とオーバ
ーレイの組合せが適当である。
②の車輪走行部の亀甲状ひび割れの原
因は、路床、路盤の支持力低下が多い。
亀甲状の場合の補修工法は一般に上表
にあるように打換え工法が多い。
(テキスト第2章P135～139､)(舗装施工便覧第11章) (舗装の維持修繕ガイドブック2013付録4)

(3) 舗装の構造としての性能に大きな変状が現れる前に、路面の性能回復、あるいは構
造劣化を予防することを目的として行う維持工法(予防的維持工法)を3つあげなさい。
＜解答欄＞
①

表面処理工法

②

薄層オーバーレイ工法

③

シーリング工法

【解答】解答は上記解答欄に記入。
【解説】予防的維持工法は、既設舗装の性能が、設定した値を下回っている場合、近い将来下回
ることが予想される場合などには、舗装の維持、修繕を計画する。

舗装の維持とは、計画的に反復して行う手入れまたは軽度な修理で、既設舗装の機能を特に高
めない範囲の修理を指す。維持の対象は主に路面または表層であり、日常的な維持と予防的維持
とがある。
予防的維持は、舗装の性能低下を遅延させることを目的として行う。すなわち、路面性状に
大きな変状が現れる前に行うもので、その有用性は、維持や修繕までの期間の延長、舗装の供
用性の向上、ライフサイクルコストの低減などにある。一般に行われる予防的維持工法の例を
下表に示す。
表
舗装の種類

予防的維持工法の例

破損の種類

予防的維持工法の例
シール材注入工法

ひび割れ
アスファルト舗装

コンクリート舗装

わだち掘れ
平たん性の低下
すべり抵抗値の低下
ひび割れ、目地部の破損
平たん性の低下
すべり抵抗値の低下

表面処理工法、薄層オーバーレイ工法
シーリング工法
表面処理工法、薄層オーバーレイ工法

上表以外にも、チップシール工法、マイクロサーフェシングなどがある。

解答は上表から3つ選定する。
(テキスト第2章P138、139､)(舗装施工便覧第11章)

(4) コンクリート舗装のすべり抵抗性を回復するために実施する工法を1つあげ、その
工法の概要を簡潔に記述しなさい。
＜解答欄＞
① 工

法

粗面処理工法

② 概

要

コンクリート版表面を、機械又は薬剤により粗面化する工法

【解答】解答は上記解答欄に記入。
【解説】コンクリート舗装の機能的対策としての補修工法を下表に示す。
工

法

概

要

・コンクリート版表面を、機械又は薬剤により粗面化する工法
粗面処理工法

・主にコンクリート版表面のすべり抵抗性を回復させる目的で実施される。
・機械には，ショットブラストマシン，ウォータジェットマシンなどがある。
・薬剤としては主に，酸類が使用される。
・グルービングマシンにより，路面に深さ× 幅が6×6,6×9mmの寸法の溝を，
20～60mm間隔で切り込む工法

グルービング
工法

・雨天時のハイドロプレーニング現象の抑制，すベり抵抗性の改善などを目的
として実施される。
・溝の方向には，縦方向と横方向とがあり，通常は施工性がよいことから縦方
向に行われることが多い。

・縦方向の溝は，横滑りや横風による事故防止に効果的である。横方向の溝
は，停止距離の短縮に効果があり，急坂路，交差点付近などに適する。
・コンクリート版に生じた，欠損箇所や段差等に材料を充填して，路面の平た
パッチング
工法

ん性等を応急的に回復する工法。
・パッチング材料にはセメント系，アスファルト系，樹脂系があり、処理厚に
よりモルタルまたはコンクリートとして使用する。いずれの場合でも、コン
クリートとパッチング材料との付着を確実にすることが肝要である。
・コンクリート版にラベリング，ポリッシング，はがれ（スケーリング），表

表面処理工法

面付近のへアークラック等が生じた場合，版表面に薄層の舗装を施工して，
車両の走行性，すべり抵抗性や版の防水性等を回復させる工法。
・使用材料や施工方法は，パッチング工法に準ずる。

シーリング
工法

・目地材が老化，ひび割れ等により脱落，剥離などの破損を生じた場合や，コ
ンクリート版にひび割れが発生した場合，目地やひび割れから雨水が浸入す
るのを防ぐ目的で注入目地材等のシール材を注入または充填する工法。

解答は上表アンダーラインのある工法および概要を記述する。
(テキスト第2章P144、139､)(舗装施工便覧第11章)

