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はじめに

効率的・効果的な
維持修繕⼯法が必要

道路ストックが年々増加する中、道路関係予算の⻑期的な停滞

出展：令和4年度道路関係予算概要（2022年1月19日）

✔舗装⼯事のコスト縮減
✔舗装の延命化が要求される



維持修繕⼯法
舗装点検要領（平成28年10月 国⼟交通省道路局)

アスファルト舗装の診断区分と⼯法
区分I：健全 −

区分Ⅱ：表層機能保持
段階(使⽤目標年数を
意識した管理に基づく
補修)

(耐ひび割れ) シール剤注入⼯法、フォグシール・
チップシール等の表⾯処理⼯法、パッチング、
わだち部オーバーレイ工法(レーンパッチング)、
薄層オーバーレイ工法 等
(対わだち掘れ) 切削⼯法、わだち部オーバーレイ⼯
法(レーンパッチング)、薄層オーバーレイ工法 等

区分Ⅲ-1：表層等修繕 切削オーバーレイ(表層等) 等

区分Ⅲ-2：路盤打替等

【詳細調査・修繕設計を実施した上で】
路盤を含めた舗装打替⼯法、路盤の強化(セメント安
定処理等)、コンクリート舗装やコンポジット舗装へ
の変更 等



クラック抑制シート＋タックコート

SAMI工法(乳剤＋骨材) 作業時間・コストの増加
再生困難

より簡便で低コストな⽅法は︖
⇒ ハイブローン⼯法

クラック充填剤注入＋タックコート

オーバーレイにおける
リフレクションクラック抑制対策

従来のリフレク
ションクラック
抑制対策

クラック充填剤注入 1⼯程増
クラック抑制シート 1⼯程増、再生困難
SAMI⼯法 1⼯程増、作業時間増
遮水型排水性舗装 排水性限定



従来のクラック処理⽅法(動画)



熱溶着型改質アスファルト乳剤「ハイブローンSA」を専⽤ディストリ
ビュータにて既設⾯に0.8ℓ/㎡以上散布することにより、厚層のアス
ファルト被膜を形成する。既設舗装のクラックに浸透・充填される。

舗装断⾯イメージ図

既設舗装

アスファルト膜の形成

ひび割れの充填

ハイブローン⼯法

ハイブローンSA散布状況

・シート等の前処理不要
・専⽤⾞による乳剤散布のみ

ハイブローンSA散布前 ハイブローンSA散布後
（0.8 ℓ/m2）



ハイブローン⼯法の性能(動画)



〇リフレクションクラックの抑制→延命化
⇒クラック貫通試験

〇高い遮水性→基層保護→延命化
⇒加圧透水試験

〇高い層間接着性→上下層の一体化（舗装構造強化）→延命化
⇒引張試験

〇リサイクル可能

〇施⼯が簡便（散布するだけ）

ハイブローン⼯法の特徴



ハイブローンSAの性状

ハイブロ－ンSAの性状と各種規格

試験方法 代表性状 社内規格 PKM-T規格
15 3~20 1~15

％ 0 0.3以下 0.3以下
2/3以上 2/3以上 2/3以上
陽（＋） 陽（＋） 陽（＋）

％ 62 60以上 50以上
針入度(25℃) 1/10mm 9 20以下 5を超え30以下
軟化点     ℃ JIS K 2207 68 55以上 55以上

％ JIS K 2208 0.5 1.0以下 1.0以下
％ JEEAT-6 1 10以下 10以下

貯蔵安定度（24時間）
タイヤ付着率(60℃）

蒸発残留物

JIS K 2208

試験項目
エングラー度(25℃)

付着度
粒子の電荷
蒸発残留分

フルイ残留分（1.18mm）



ハイブローンSAの特徴
〇エングラー度を高く設定

ハイブローン⼯法で散布する量は0.8 ℓ/m2以上と多く、散布
後に散布⾯から流出しにくくするため若⼲粘性を上げている。
〇蒸発残留分を高く設定

蒸発残留分を60％以上と高くすることにより、単位⾯積当たり
のアスファルト散布量を多くし、混合物間の熱溶着効果や基層へ
の遮水効果を向上させている。また、水分量が少ないため乾燥時
間の短縮にも寄与している。
〇蒸発残留物の針入度を低く設定

上層下層間で熱溶着して一体化させることにより、耐久性の高
いタックコート層を形成させることを意図している。



クラック貫通試験(リフレクションクラック抑制機能)

ゴムマット

ハイブローンSA

密粒度(13)

密粒度(13)

試験条件
項目 条件

試験温度 20〜25℃

⾛⾏速度 42回/分
載荷荷重 100kg

ゴムマット硬度 30

スリット幅 3mm

試験イメージ

各種⼯法のクラック貫通時間

 ハイブローン⼯法は熱溶着による上下層の
一体化とともにクラック部への浸透・充填
により高いリフレクションクラック抑制効
果を示した

0 20 40 60 80 100 120

PK-4

クラック防止シート工

ブローンアス注入工

ハイブローンSA0.8ℓ/㎡

ハイブローンSA1.0ℓ/㎡

クラック貫通時間(min)



加圧透水試験（遮水機能）

散布量ー透水係数
加圧透水試験機

ポーラス4cm

密粒度(13)1cm

試験⽤供試体

0.8 ℓ/m2以上散布することで
未散布時に比べ透水係数が二乗オーダー程度
小さくなり、高い遮水機能を示した

タックコート



引張試験(層間接着⼒)

Ａ︓タック部分の破壊 B︓表層混合物の破壊
引張試験後の破壊状況

乳剤散布量と接着強度

 ハイブローンSAの接着強度はPKR-Tより高い値を示した
 ハイブローンSAはタック部分ではなく、混合物層が破壊した

表層

基層
タックコート

試験⽤供試体



適⽤箇所
〇一般的なアスファルト舗装
〇表層に排水性舗装を舗設する場合
〇既設密粒舗装にひび割れが発生している場合
〇薄層舗装
〇橋⾯舗装等

 排水性舗装の基層保護

ハイブローンSA散布後

表層ポーラス混合物舗設

遮水層形成



施⼯状況(動画)



施⼯⽅法

適⽤不可
・降⾬等により路⾯が濡れている場合
・気温が5℃以下の場合
・ポンピング現象が発生している場合
・勾配９％以上の坂道(傾斜)がある箇所

路⾯清掃 乳剤が完全に分解していること
たまり等がある場合はバーナー等で乾燥させる
寒冷地及び夜間は通常より⻑い養生時間を取る

(切削)
ハイブローン

SA散布 表層舗装



実路での供⽤例１
既設舗装のリフレクションクラック抑制

ハイブローンSA散布後 施⼯4年後

比較⼯区施⼯4年後

クラックほぼ発生なし

項目 内容
場所 ⻑野県上水内郡飯綱町牟礼

施⼯時期 2015年7月
調査日 2019年7月, 2020年11月,2022年5月

⼯法 オーバーレイ補修⼯（切削無）
表層︓再生密粒度混合物(13)

乳剤 ハイブローンSA 1.0ℓ/m2

PK-4 0.4ℓ/m2(比較⼯区)

クラック多数発生
施⼯概要

施⼯ 6年10か月後

健全な状態を維持



ひび割れ率測定
舗装調査・試験法便覧 S029 (舗装路⾯のひび割れ測定⽅法)

 ハイブローン⼯法の施⼯場所において健全な状態

スケッチによる⽅法
アスファルト舗装では、路⾯上に0.5mごとのマス目を想定し、各

マス目のひび割れ状況を1⾞線ごとに記録し、ひび割れ率を算出する。

供用期間 ひび割れ率
4年0か月 0.4%

5年4か月 3.5%

6年10か月 4.6%

ひび割れ率



実路での供⽤例２

施⼯前 供⽤3年11か月 供⽤5年5か月

項目 内容
場所 新潟県上越市富岡

施⼯時期 2016年12月
調査日 2020年11月, 2022年5月

⼯法 切削オーバーレイ補修⼯
表層︓再生密粒度混合物(13)

乳剤 ハイブローンSA 0.8ℓ/m2

 施⼯場所において健全な状態

供用期間 ひび割れ率
3年11か月 1.4%

5年5か月 3.8%

クラックほぼ発生なし

施⼯概要 ひび割れ率

健全な状態を維持



施⼯前 供⽤2年6か月

実路での供⽤例３
項目 内容
場所 富山県富山市水橋（国道8号線）

施⼯時期 2020年11月
調査日 2022年5月

⼯法 切削オーバーレイ補修⼯
表層︓細粒度ギャップ混合物(13)

乳剤 ハイブローンSA 1.0ℓ/m2

 施⼯場所において健全な状態

供用期間 ひび割れ率
2年6か月 0.1%

クラックほぼ発生なし

施⼯概要 ひび割れ率



ハイブローン⼯法は
 室内試験より

・クラック抑制機能
・遮水機能
・層間接着⼒

 施⼯事例より
・供⽤6年10か月後もクラックの発生を抑制
・舗装の延命化が図れることが証明

（比較⼯区は約4年未満で修繕が必要）

まとめ

 ライフサイクルコスト削減に貢献可能

左記性能が高いタックコート
であると評価できる。



ご清聴ありがとうございました

https://www.shoreki.co.jp/


