中央高速道路府中舗装工事の長期供用性良好 ➡ 総裁感謝状
２５年間修繕工事のなかった中央高速道路の存在 ➡ VMA の重要性
国益にかなうアスコン製造と舗装施工の真の技術とは ➡ AD can システム
中央高速道路府中舗装工事
元

主任技術者 郡司保雄 記

早 稲 田 大 学 理 工 学 研 究 所 客 員 研 究 員 （ 工博 ）
元

㈱NIPPO ygunji@jcom.home.ne.jp

ハナコプラス株式会社 代表 寺沢 透

tera@hanacoplus.jp
https://hanacoplus.jp

１．はじめに
「中央高速道路府中舗装工事」（調布～八王子インター間、以下、中央道工事とする）
筆者（以下、小生と記す）は主任技術者として本工事に従事しました。
本工事は 1967 年（昭和 42 年）の施工でした。施工後 25 年経過した 1992 年（平成 4 年）
日本道路公団総裁から感謝状が贈られました。（下記、感謝状）

追記：舗装構造が同じ隣接工区ではその時既に（25 年間で）、
「わだち掘れ」で 6 回の修繕工
事を施工していました（当時、日本道路公団八王子管理局で確認させて頂きました）。

わが国の高速道路建設は 1959 年名神高速道路（山科試験工区：旧日本鋪道㈱（㈱NIPPO）施
工、小生が新入社員の年）の施工から始まりました。初期の舗装ではクラックが入り、道路公

団ではアスファルト量 （以下、As 量） が少なかったと判断されたようであります。
この経過から、その後の東名高速道路をはじめ中央高速道路では As 量を多量にし、6.5％
以上とする時期がありました。当時は「マーシャル安定度試験法」の導入期であり、高安定
度になるよう多量の As 量としたようであります。それにしても、As 量 6.5％以上（特記仕様
書に記載）はあまりにも多量であり、当時としては （現在でも）、極度に多量の As 量であっ
たのであります。そこで、「わだち掘れ」が心配なので As 量の減量をお願いしたが、逆に多
量にする方針であり、改めて強く指示されたのであります。
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当時、アスファルト混合物（以下、アスコンとする）の配合設計は「アスファルト舗装要綱」
に採用されていた「マーシャル安定度試験法」だけが頼りでありましたが、通常の国道や県
道でも「わだち掘れ」は起きていて、現場では苦労していたのであります。
追記：小生が従事した前工事は「羽田空港 C 滑走路オーバーレイ工事」でした。滑走路のアス
コン配合設計は「マーシャル安定度試験法」でした。As 量は 6.5％で非常に多量であり
ました。尚、誘導路は流動しないコンクリート舗装でありました。

ここでは、
「中央道工事」が総裁感謝状を頂きましたが、実際の現場ではどのように考えて
施工したのか、当時に遡って振り返ってみたいと思います。少々お時間をください。

２．マーシャル安定度試験法 以外に頼れる施工技術はありませんでした
昔から強い舗装体を造る工法に「マカダム工法」という施工法がありました。これは骨材
の噛み合わせの考え方で、別名「クサビの理論：Key Stone Theory」とも言われていました。
舗装体を構成している各層の骨材が骨格構造（スケルトン：Skeleton）を形成していることで
あります。特に路盤工において、砕石を鉄輪ローラ （マカダムローラ） で締固めると骨格構
造が形成され強い路盤工ができるのです。
アスコンにおいても路盤工の「マカダム工法」と同様、アスコンの合成骨材の最大寸法の
骨材（この場合は６号砕石）が骨格構造を形成できれば良いと考えたのであります。今ここで
は、この先が重要なのですが、どうしたら良いのかよく解らなかったのであります。
そこで、アスコンを分解してみると、
「合成骨材」と「アスファルト（以下、
「As」とする）」
の２要素となります。ここで、問題なのは「As」であります。「As」は高温になると液状に
はなるが水のように“サラサラ”の液体にはなりません。「 As」が水のようになると仮定す
れば（あくまでも仮定の話です）、As 量の多少に関係なく、合成骨材は骨格構造が形成できる
のです。この考え方がポイントであり、解決の糸口をつかんだように感じました。
追記：小生は卒業論文で「コンクリート工学」を取ったので「骨材間隙率（VMA：Voids in Mineral
Aggregates、骨材のすき間 ）の研究」に興味を持っていました。コンクリートでは合成骨
材の VMA を小さくできれば、セメント使用量が少なくて同強度が得られるので「VMA
の研究」が昔から世界的に多くの研究者により盛んに行われていました。そこで、中央道
工事の「多量の As 量」は、コンクリートの考え方とは逆に、合成骨材の VMA を大きく
できれば良い筈だと単純に考えたのですが、その先の方法は解らなかったのであります。

ここで、これらの考え方をまとめ、「わだち掘れ」にならないアスコンのためには、
１）骨材の骨格構造の形成が必要であることは当然のこととして、
２）合成骨材の VMA（骨材間隙率）を大きくし、As 量 （容積）が収容できれば （骨材のす
き間の中に収まれば）、１）の骨格構造が形成できるのではないかと考えたのです。

３）これを整理すると、１）を達成するためには、２）の条件が必要なのであります。
以上、述べた考え方を現場で実現するためには、理論などはないので、あとは感覚的な方
法しか思いうかばなかったのであります。それは以下のような方法でした。
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① 石粉量を減らす。しかし、あまり減らすとマーシャル安定度値が確保できないので、
安定度の下限値（500kgf）をクリアーできる最小量の石粉量として「3 ％」とした。
② 「Scr.（スクリーニングス）」 を水洗いして納入させた。これで微粒子分を減らせた。
③ プラントのサイクロン集塵機の回収ダストを混入しないことにした （廃棄した）。
上記３方法を確実に実行しました。これらは VMA（骨材のすき間）の中に入る微粒子分を
少なくしたいという考え方でありました （As が入るため）。しかし、安定度が低下したので
す。この方法は公団側には不評でした。安定度を重視する方向だったからであります。
以上、理論的なことは何も解らず「マカダム工法」の言葉だけを信じ、また、方法は解ら
なかったが、「VMA を大きくしたい」と考えながら、現場施工を実施したのであります。
中央道工事の施工は、確かな理論のない感覚的な施工だったのであります。
前段における「中央道工事」の施工に関する記述は、技術的なことを含め、これ以上述べ
ておくことはありません。これまでの記述をもって施工までは終了と致します。
この後、25 年間は「中央道工事」に関しては何もなく空白時間でありました。

３．中央道工事施工から公団総裁感謝状授与までの２５年間は空白時間であった
「中央道工事」は 1967 年に施工し、その年の 11 月
中央道施工 関連年表
に供用開始された。それから感謝状授与までの 25 年
（マーシャル試験普及）
間は本工事に関連する情報は何もなく皆無であった。
1960年
当初は時々思い出すことはあったが、そのうち忘れ去
1962年 AASHTO発表
1967年 中央道施工
ったようでした。25 年間は永い期間でありました。
（流動現象拡大）

1970年
（安定度試験消滅）

わが国では 25 年の期間で、As 舗装に関連する技術
的な考え方や提案など、小生の知るかぎりにおいては

（SHRP計画）

何も発表されなかったと思います。ここで、米国の舗
装状況を含めて「中央道施工関連年表」を作成したの

25年間
(実路試験中)

1980年

1990年

（SMAの普及）

1992年 中央道表彰

でそれを示します （右年表）。

1994年 SHRP発表

年表によれば、SHRP （Strategic Highway Research Program）が計画されたのは中央
道工事施工後であり、成果の発表は「中央道表彰」の２年後です。故に、中央道工事施工は
SHRP とは一切関係ありません。実はこの先の記述で、SHRP に関する記述が多く出てくる
ので、施工に関しては SHRP と関係ないことをはっきりさせておきたかったのであります。
さらに年表によれば、
「マーシャル安定度試験法」ですが、発祥の米国でも流動現象が極限
に達し、その原因が「マーシャル安定度試験」の「安定度」にあると判断され、
「安定度試験
（Stability test）」は姿を消すことになるのです。（以上は米国の話です）。
わが国では「安定度」を低く抑えるなどの工夫をしながら、
「マーシャル試験」を生かして
利用していました。このことは「アスファルト舗装要綱」に採用していたからでもあり、ま
た、マーシャルに代わる試験法がなかったからでもあります。
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４．中央道工事に日本道路公団総裁感謝状が贈られる
「中央道工事」に日本道路公団総裁から感謝状が贈られたのは 1992 年（平成 4 年）であり
ました。施工して 25 年後のことであります。（１ページに感謝状）
25 年の間、小生も転勤で移動していましたが、この年には東京に戻っていました。早速、
日本道路公団八王子管理局 （渡辺局長） に御礼のご挨拶に伺いました。
「しばらくご無沙汰しておりました。」と挨拶したら、「え・・・あなたがこの舗装工事をや
ったのか・・・」、と驚いた様子でした（局長は名古屋時代には工務部長で居られ、また、大学
の後輩でもあり、よくお会いしていました）。公団の黄色いパトカーに同乗させて頂き共に現

場を視察しました。As 量 6.5％の舗装だから 25 年たっても「舗装の姿」が見て取れること
を確認した次第であります。（懐かしい思い出でもありました。）
局長の話として、局内ではこの舗装があまりにも素晴らしいので“オバケホソウ”と言っ
ていたとのことでした。また、どの様な施工をしたのか説明してほしいとの要望もありまし
た。施工当時の状況なら話ができると言ったら、それで結構だから話して欲しいと云われ、
局員を集めて講演会を開きました。（ 講演内容を整理して「舗装」誌に投稿）
長期間供用性の良好な舗装，舗装誌，Vol.28，No.11，1993.11.

このような良好な舗装ができたので、ここには、解明しなければならない何らかの舗装技
術の「真髄」がある筈だと感じていたのです。前段でも述べましたが、
「マカダム工法」およ
び「VMA の大きさ」の延長線上に何かがある筈なのです。ここで何もしなければ「中央道
工事はたまたま偶然にできただけだ。」としてすべてが終わりとなり何も残りません。

５．中央道工事の総裁感謝状授与は偶然のできごとなのか
前段で小生が「VMA の研究」に興味があることを述べましたが、やはり「わだち掘れ」
対策には「VMA」が関与していると感じていました。ここで、世界的にも同意見を最初に述
べたのは「SHRP」でした。当然この意見には賛成なのだが、SHRP の VMA は「SGC 締固
め」供試体の「測定 VMA」なのです（SHRP ジャイレトリコンパクタ（SGC：SHRP Gyratory
Compactor）（以下、SGC 締固め））。これは締固めの程度によって VMA が変化するので、こ
の VMA では議論展開が先へ進まず、宙に浮いてしまったのであります。しかし、
「わだち掘
れ」が VMA に関係していることを述べている点は高く評価できるのであります。
毎日が忙しく少々時間の経過があって、感謝状のことも薄らいでいましたが、やはり気に
なっていて、技術研究所 （井上所長） に相談しました。そこで、基礎実験をお願いすること
にしたのです（後段で説明）。また、所長から「SGC 締固め」の話を聞きました。舗装誌に投
稿したが、そのデータが使えるものであれば提供できるとのことでした。この話にはたいへ
ん興味がありました。（この提供データが後段の論拠の主たる部分を占めることになるのです）。

６．中央道工事の技術的考察
舗装体の強弱は舗装体を構成する各層の骨材の噛合わせによる骨格構造（Skeleton）の形
成にあるのです。ここで、アスコンにおいてもこの原則は変わるものではない筈だと考えた
のであります。アスコンで骨格構造の形成を考えるとき、アスコンでは「As」を混合します。
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この「As」が問題なのです。ここで、VMA（骨材間隙率）より As 量（容積）が多くなって、
これが VMA の中に入り切れなくなった場合、どのようになるか・・・、ここのところが「ポ
イント」なのだと感じたのです。やはり「VMA」の大きさが問題なのであります。
アスコンを混合するとき高温の「As」は液状にはなるが「水」のように“サラサラ”の液
体ではなく粘性があり、
“ドロドロ”の液体なのです。
「骨材と As」は混じり合って一体とな
ります。ここで、As 量 （容積） がアスコン合成骨材の「VMA（骨材のすき間）」 より大きく
なると、その結果として、一体となった「骨材と As」は VMA の中に入りきれなくなった
As 量の分だけ全体積が膨張し、その結果として、骨材の噛合わせがゆるみ、骨格構造が形成
できなくなって「わだち掘れ」に繋がってゆくことになります。ここで、やはり「VMA」の
大きさが問題になるのです。
このように考えてくると、VMA の大きさが解れば、最適な As 量も解るのだが、しかし、
締固めた供試体から求めた VMA は締固めの程度によって変化するので、結局、VMA の大き
さは締固めた供試体からでは解らないことになります、ここでどうしても、VMA の大きさ
を知る必要があり、正しい VMA が解ればすべてが解決できるからであります。
暗中模索しながら時間経過があり、合成骨材の粒度 （容積粒度） から VMA が計算で求め
られないだろうか、との考え方になって行くのであります。最後はこの考え方で「骨材間隙
率計算方程式」（以下、VMA 計算方程式） の誘導にたどり着くのであります。
追記：「VMA 計算方程式」の誘導は、純数学の問題として解析したものであります。難解な解
析の問題でありました。その解析には６年の歳月が必要でした。1994 年から 2000 年ま
での間、仕事のあい間に行ってきましたが、それまでに取り組んできた作業とは別であ
り、単純に数学の解析として取り組みました。（方程式の誘導は次項で述べます）。

これを土木学会で発表し論文に掲載したのであります。
「骨材粒度に基づく加熱アスファルト混合物の骨材間隙率推定法に関する研究」
土木学会論文集，No.648／V-47，pp191-202，2000.5.

７．骨材間隙率計算方程式（VMA 計算方程式）の誘導
前項の「６．中央道工事の技術的考察」とここで述べる「７．VMA 計算方程式の誘導」
は難解な数学の問題なので、軽く目を通す程度にして下さい。これらの理論は俗にいう「縁
の下の力持ちの存在」であり、表舞台には表れないものなのです。理解は不要です。
追記：計算式の誘導は基礎実験（技術研究所にお願いした）として球形のセラミックボール（粒
径の異なる８種類）を準備し、それらの２種および３種混合を繰り返し行い、それらから
VMA を求めて、それら混合の際の規則性 から実験式を作成した。その先は純粋に「数学
（代数学、対数処理，微分積分学など）」の問題として解析したものであります。

ここで、
「誘導の理論」や「計算方程式」などは俗にいう「絵に描いた餅」のようなもので
食べることはできません。それを食べられるようにしたものが「プログラム化」であります。
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以下，「VMA 計算方程式」とその諸元および計算方程式を組み込んで「プログラム化」し
た「VMA 計算シート」（Excel Sheet）を示します。
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0.30 -0.26 -0.59 0.38

0.53
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0.005

0.0
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0.16
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0.00
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0.97
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0.00 -0.70 1.16

0.00

0.00

① VMA 計算シートの左側から 2 行目は粒度です。ここに粒度を入力します。
② 右側最後の行の上段に VMA が計算されています。これが計算結果です。

８．骨材間隙率計算方程式（VMA 計算方程式）の検証
SHRP の発表と共に「SGC 締固め」も発表されました。今ここでは、その締固め効果を確
認する目的で、
「マーシャルランマ締固め（MR 締固め）」との比較を行った実験データがあり、
技術研究所から提供されました。
「砕石マスチックへのジャイレトリコンパクタの 適用検討」
技術研究所

SGC 締固めに使用した配合の合成粒度を、ここに示した
「VMA 計算シート」の合成粒度欄に入力すると、その合成
粒度の「計算 VMA」が求められます。ここで「SGC 締固め
空隙率」と、「計算 VMA」 に As 量を考慮して「計算空隙
率」が求められ、これらの「空隙率」の関係をグラフにした
ものが「G1 グラフ」であります。（右図 ）。
「G1 グラフ」から、この両者の「空隙率」には強い相関

荒井孝雄、井上武美

G1
空隙率 6％以上 非採用

SGC 締固め空隙率(％)

株式会社 NIPPO

舗装誌、1998.9.

独立空隙の存在

計算 空隙率 (％)

SGC締固め空隙率 と 計算空隙率の関係

関係が確認できます。目的を別にした実験データを用いての
検証ですが、この相関性の「１：１の対応」は素晴らしいものであります。
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「G1 グラフ」に赤丸囲いしたデータがあります。このデータ
の「SGC 締固め空隙率」は、本来もう少し小さくなるべきもの

アスファルト膜
骨材粒子

ですが （赤矢印）、1～2％程度のところで止まってしまったので
す。これは「独立空隙」による影響であります。この「独立空隙」
の存在はこの「G1 グラフ」から解ったものであります。

独立空隙 （排除できない） ≒ 2％

今まで「SGC 締固め」について、締固めが不十分ではないの

独立空隙の存在イメージ

かと言われてきましたが、その原因は「独立空隙」の存在にあっ
たことが判明したのであります。これは「G1 グラフ」から解った新発見であり、非常に重要
な注目すべき発見なのであります。（右図、独立空隙の存在イメージ図）
独立空隙は強力な締固めを行っても排除することはできません。アスコンの空隙率を締固
めで「0 ％」にすることはできません。ここで見方を変えて考えてみます。アスコン内に排
除することができない独立空隙が存在することは、結果として、As 量（容積）が独立空隙量
（容積）の分だけ増量したことに等しいとする考え方であります。独立空隙量を 1.5％と仮定

し、密粒度アスコンの As 量 5.5％で設定したとすると、このアスコンの見掛けの As 量は、
1.5％を加算して、7.0％になったと解釈する訳です。この 1.5％が問題なのであります。

フ」には、赤丸囲いしたデータがありました。そのデータを
含め、空隙率 1.5％以下のデータを消去した「G2 グラフ」を
示しました （右グラフ）。このグラフで見る限り、「実験空隙
率」と「計算空隙率」の両者「空隙率」がこれほど素晴らし
く「１：１の対応」を示していることは他に例を見ません。

G2
空隙率 6 以上 非採用

SGC 締固め空隙率(％)

「SGC 締固め空隙率」と「計算空隙率」の関係「G1 グラ

限界空隙率 2.0％

σ＝0.158

ｙ

= 0.975 x + 0.041

これは、
「実験」が正しく行われ、誘導した「VMA 計算方程
式」も正しく計算しているからであります。このことは、パ

計算 空隙率 (％)

SGC締固め空隙率と計算空隙率の関係

ソコンで （計算で） アスコン配合設計ができることを示し、
アスコンはパソコンで配合設計ができることを証明したことになるのです。

９．配合設計システム「 AD can」の開発
「VMA 計算シート」を組み込んだ「アスコン配合設計システム（ AD can ）（参考資料１）」を
開発・作成しました。開発の考え方は、配合設計するときの手順のとおり、材料の準備から
進めて行けば順次操作でるようになっています。すべてのシート（画面）の下段左側に Help
が準備してあり、それを押すと操作説明が表示されます。
更に、「簡易の（ AD can 2）（参考資料２）」も準備しました。合成粒度と２、３の必要データを
入力すれば VMA を計算し、配合の良否判断ができるシステムであります。
ここで、「独立空隙率 1.5％」を若干多めに「2％」と定め、これを「限界空隙率」として
決定値と致します。ここで、計算空隙率が「2 ％以下」になると「骨格構造」が形成できず
「わだち掘れ」配合になると解釈します。そこで、「 AD can 」では「計算空隙率 2 ％」を境
にして、アスコン配合の良否を判定することにしています。即ち、計算空隙率が「2 ％以上
は安全配合」、「2 ％未満はわだち掘れ配合」と判定し、これが最後の結論なのであります。
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１０．おわりに
「中央高速道路府中舗装工事」（調布～八王子インター間）の 施工は 1967 年 （昭和 42 年）
でした。
「長期供用性良好な舗装」として旧日本道路公団総裁から感謝状が贈られたのは施工
後 25 年経過（1992 年）して修繕工事等がなかったからであります。
感謝状を頂いた当時に書いた不備な記述はありましたが、書き直しをすることに致しまし
た。現在に至って 50 有余年の時間経過があるのですが、この「中央道工事」には「アスフ
ァルト舗装工事」の原点に触れた思いがあり、改めて書き改めた次第であります。また、そ
の価値があると判断しました。お読みいただきありがとうございました。
「G2 グラフ」を７ページに示しましたが、目的を別にした実験の SGC 締固め供試体の「測
定空隙率」と、その配合データから「 AD can 」システムで計算した「計算空隙率」の「G2
グラフ」の整合性（1：1 の対応）は素晴らしものです。これは、目的を別にした「実験」で
すが正しく行われ、誘導した「VMA 計算方程式」も正しく計算しているからであります。
これからのアスコン舗装工事は、アスコン製造を含めて、パソコンによる安全確認と製造
原価の安いアスコンを製造・舗設する方向になると思います。そこで、安全配合のできるソ
フトがないと安い配合はできません。それは、危険な配合になるからであります。特に、細
粒材として「粗砂」の代わりに原価の安い「Scr.」を用いて、安全配合の密粒度アスコンで
500 円／t

程安くなります。これは大きな差額なので無視することはできません。

ここで、過去において「Scr.」で失敗した経験があり、それ以来避けている工場があり、
それは当然のことと思います。しかし、理論のない経験から生まれた「配合設計システム」
では「Scr.」を使うことはできません。今、見直すべき時期だと思いますが・・・。
また、「 AD can 」システムの配合の良否判断は「VMA（骨材間隙率）」の大小関係なので、
再生アスコンには適したシステムであります。そこで、再生骨材がどのように変化しても、
過去に経験した再生骨材の標準偏差を統計処理した約 500 データがあり、それを考慮して計
算するので、正しい配合計算ができるようになっています。
この「 AD can 」システムの完成までには 50 有余年の歳月が必要でした。本システムは安
全な「配合設計」のための「設計計算ソフト」であり、「アスコン試験法」ではありません。
しかし、
「マーシャル安定度試験法」が機能不全になった現在、その代役を務められるのでは
ないかと考えています。製造工場の試験室に常備しておいては如何でしょうか、提案してい
るのであります。必ず役立つ道具になります。それは、VMA が計算できるからであります。
最後に、長々と述べましたが、本稿の要点は６ページの「VMA 計算シート」に集約され
ており「 AD can」システムの柱になっています。今後、さまざまな問題解決に「 AD can」
システムをお役立て下さい。必ず必要になると思います。また現在、世界的に見ても「VMA」
の計算ができるシステムは「 AD can」以外にはありませんので・・・。（以上）
追記：「 AD can 」の命名：（As con） の （Design） が （can

できる ） の略称（頭文字）
。

追記：「 AD can 」デモ版は https://hanacoplus.jp（ ハナコホームページ） から ダウンロード できる。
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（参考資料１）（ AD can Excel VBA 日本語版 ）
ハナコプラスホームページ（https//:hanacoplus.jp）のダウンロードページから入手できます。
ダウンロードファイルは zip ファイルですので Windows PC で展開（解凍）してご試用下さい。
追記：ダウンロードファイルは zip ファイル （圧縮ファイル） です。（参考説明）
Zip ファイルはたくさんありますので、その中から
「ADcan.V01-20220108.zip」を選択して下さい。
但し、「20220108」は 2022 年 01 月 08 日で日付の意味です。
この日付は変わるので、最新のファイルを選択して下さい。
次に、右クリック ➔ フォルダに表示 ➔ 解凍する ➔ Start を押す（OK）

（ AD can 初期シート：初期画面）

上記、下段左側の Help を押すと下記の説明シートが開きます。
下記、 Help シートは総てのシート（画面）に準備してあります。（見本）
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（参考資料２）（AD can VMA 64Bit 版）
①ハナコプラスホームページ（https//:hanacoplus.jp）のダウンロードページから入手できます。
②ダウンロードファイルは zip ファイルですので Windows PC で展開（解凍）してご試用下さい。
③プログラムはカプセル化されているので展開後は、Windows OS の設定には一切影響を与えず、
④起動元ドライブ等の制限もございません。
⑤アンインストールは展開した EXE.プログラムを削除して下さい。

（ AD can VMA 64）
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