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老朽化した広大な斜面アスファルトの補修方法 
～須山調整池（表面遮水壁型フィルダム）補修の実施設計～ 

㈱グリーン 

齋藤 晴道 

 １ はじめに 

裾野市須山に位置する「須山調整池」は、地域農業を支える基幹的水源施設として安定的に農

業用水を確保・供給するという重要な役割を担っている。調整池はアスファルト表面遮水壁型フ

ィルダムであるが、供用開始後半世紀が過ぎ、表面アスファルトは経年変化による老朽化が進行

し損傷が生じている。このため、施設管理者である静岡県東部農林事務所御殿場支所は補修工事

を計画している。 

調整池の補修設計にあたりクラック深さの確認は不可欠であるが、既設アスファルト面積が

25,000ｍ2 と広大であり全数調査が困難であること、補修に用いるアスファルト混合物に業界等

で統一された基本配合が無いこと、並びに施工計画において長大な斜面の補修工事の施工が難し

い箇所がある等の課題があった。 

本報では、改修方法、施工計画等の実施設計におけるこれらの課題の解決策について報告する。        

 

２ 須山調整池の概要 

須山調整池は、陸上自衛隊東富

士演習場における周辺農民に対す

る民生安定政策の一環として、昭

和 42 年（1967 年）に建設された

農業用の貯水ダムで、堤高 7.5ｍ、

堤長 614m、総貯水量 10 万ｍ3 の

表面遮水型均一式フィルダム（た

め池）である（図-1）。水源は主に

渓流から取水し、貯留した農業用

水を受益地へ供給している。              図-1 須山調整池 

築堤後は表面遮水壁の補修を幾度か実施しており、昭和 59 年度には堤体の全面改修を行って

いる。全面改修から 35 年が経過し、アスファルト表面遮水壁をはじめとする施設全体が補修又

は更新の時期を迎えている。 

2-1 既設 As 表面遮水壁工の構造 

火山地帯に位置する須山調整池は、築堤材料の制約により堤体部だけでは遮水性を確保でき

ないため、貯水池表面にアスファルト混合物を舗設して遮水性を確保する構造となっている。 

表-１ 既設舗装構成（斜面・底面） 

構  成 （単層構造） 材    料 斜面（mm） 底面（mm） 
表 層 密粒度アスファルト    50   50 

遮水層 
中間層 密粒度アスファルト    50   50 
基 層 粗粒度アスファルト    50 － 

舗装基盤層 
レベリング層 開粒度アスファルト    50 － 

トランシジョン 基礎処理層 砕石（C-30～0）    150   100 
合       計     350   200 
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2-2 既存堤体の安全度の検証 

過年度に漏水調査が実施されたが堤体からの漏水は確認されず、水位観測と水質検査の相関

から漏水の可能性は低いと判断された。また、ボーリング調査及び土質試験結果等から得られ

たデータを用い、3 断面における堤体の安定計算が実施されている。その結果、常時満水時・

空虚時、設計震度 kh=0.20、貯水池からの漏水がある場合のどのケースにおいても安全率

Fs=1.20 以上を満足しており、レベル１地震動における安定性が確認され、堤体自体は安定し

ていると判断された。 

2-3 既設 As 表面遮水壁工の機能診断結果 

平成 21 年度から平成 23 年度にかけて、「長期供用ダム機能診断マニュアル」に基づく施設

の機能診断を実施し、健全度Ｓ-３の「変状が顕著に認められる状態で、劣化の進行を遅らせ

る補修工事などの適用可能な状態」と判定され、早期に劣化対策が必要と判断された。 

 

３ 表面遮水壁劣化状況調査 

クラック調査において、クラックは調整池北側斜面や喫水線（HWL）より上部に多く発生し、

喫水線より下の斜面及び底面は比較的少ない状況であった。 

目視調査により既設遮水壁の比較的健全な箇所（健全部）とクラックが発生している劣化が著し

い箇所（破損部）において、３層（表層・中間層・基層）から試料を採取し試験（密度、抽出ふる

い分け、As 回収、針入度、軟化点、伸度試験）を実施した。試験結果において、破損部は密度が

低く針入度の値が小さく硬化し、伸びに対する抵抗性の低下が顕著であり、「老化」が進行してい

ることが判明した。健全部は回収アスファルトの性状から、中間層・基層の伸度試験の値が低伸度

の領域（15℃伸度が 20cm 以下）に近づいており、今後のひび割れの発生が予想された。 

3-1 クラック深度調査 

既設遮水壁の補修工法を検討する上で

クラックの深さの確認は不可欠であるが、

クラック数が膨大であるため全箇所の深

さを測定することは不可能である。また、

コア採取により既存遮水壁の遮水性能を

損なうことが懸念されるため、代表的なク

ラック箇所を最小限の数量でコア抜きを

行い、クラック幅と深度の相関性を求め、

補修工法の検討の基礎資料とした。  

アスファルト劣化試験の試料採取箇所

を含む 10 箇所と過年度に実施した 4 箇所

も含めたクラック幅と深度の関係を散布図        図-２ クラック幅と深度の関係（散布図） 

（図-２）に示す。               

クラック幅と深度の相関係数はｒ＝0.404 となり、正の相関がありクラック幅が広くなると深

度も深くなる傾向があると判断された。施工継目が原因と思われるクラック 9 箇所の内、6 箇所

が基層以下（深度 20cm 以上）まで達していたことも考慮し、クラック幅が 4ｍｍ以上は中間層

に達する深度 50ｍｍ以上と判断することとした。平成 27 年度実施の調査結果から全クラック数
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は 197 箇所となっているため、クラック幅から推定した深度 50ｍｍ以上のクラック数は 134 箇

所（約 68％）とした。 

3-2 クラック発生の原因 

斜面のクラックの発生は施工継目で多く約 60％を占め、ほぼ全ての調査ブロックに見られ、

主な原因は太陽光線や昼夜の温度差や降雨等による急激な温度低下によると考えられる。その他、

収縮ヒビ割れが 26％、スロープフロー※１が 13％を占め、共に太陽光線の西日が当たる北側斜面

に多く見られた。 

  喫水線（HWL）より下の斜面及び底面は常時水に浸水しており日光の影響を受けず、特に底

面は斜面のような引張り応力が働かず垂直応力しか受けないため、クラックの発生度は低い。 

地震の影響によるクラック発生は外力による堤体変形が見られないことから、無いと判断した。 

 

４ 表面遮水壁補修工の検討 

調整池機能を長期間にわたり健全な状態で維持するには、アスファルト表面遮水壁の劣化、損傷

が生じる前、或いはそれが許容できる範囲において維持補修を行うことが重要である。斜面部全面

にクラック等の損傷が発生していること、前回の補修時から 35 年が経過し健全部も老朽化が進行

していることから、機能更新や性能向上を目的とした「大規模補修」が適当であると判断した。 

補修工法には、既存遮水層を撤去して新たに遮水層を再構築する打換工法と既存遮水層の上に 1

層から複数層の遮水層を構築するオーバーレイ工法がある。オーバーレイ工法には表面保護層を除

去した後に表面保護層の施工を行う場合と、旧表面保護層を残したまま施工を行う場合がある。 

4-1 遮水壁補修工法の検討 

機能診断結果及び既設アスファルト表面遮水壁の物理試験結果を踏まえ、斜面部は全面表層補

修とし、工法は比較検討の結果、比較的経済的で一般的な工法である「5cm 切削＋5cm オーバー

レイ工法」を採用することとした。この工法によれば 5cm 切削により中間層まで到達していな

いクラックと縦断クラックの処理が不要となるため、処理費用が軽減される。 

底面部は垂直応力しか受けないためクラックが発生し難く、過年度の劣化調査により底面の劣

化度合は低いことから、底面部補修はクラック補修のみとした。 

4-2 クラック補修工法の検討 

補修工法は近傍で同種の施工実績のある東富士ダムの工法を参考に、以下の通り決定した。 

                     

図-３ クラック補修工法 

  クラック幅 4mm 以上の中間層を帯状切削（標準幅 1.0m、深さ 5cm）し、クラック同士が近

い箇所はまとめて切削する。帯状切削面にクラックが残る場合はクラック充填処理を行い、切削

面にリフレクション※２防止のため抑制シートを施工した後に埋戻しすることとした。 
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５ アスファルト混合物の配合設計 

5-1 表面遮水壁に要求される機能 

  遮水壁に必要な主な性能は、遮水性及び貯水池の下部構造(盛土材等)の変形に対する追従性で 

ある。特に表面遮水壁の場合は、斜面のせん断安定性、厳しい気象条件に対する耐久性が要求さ 

れる。 

5-2 アスファルト混合物の検討 

遮水壁工のアスファルト基本配合は、材料メーカーと施工業者が技術提携している研究所で独

自に開発しているため、業界で統一されている基本配合はない。このため、施工業者よりヒアリ

ングを行い決定した。 

本業務では、遮水壁工アスファルト舗装に求められる特性を踏まえ、実用化されている舗装材

料を比較検討した結果、①大量供給が可能であること、②品質が安定していること、③施工性に

優れていることより「改質アスファルトⅡ型中温化混合物」を採用することとした。 

改質アスファルトはストレートアスファルトに熱可塑性エラストマー、ゴム、または熱可塑樹

脂等の各種改量材を加え、性状を向上させるアスファルトである。ストレートスファルトに改質

材を混合すると、アスファルトがゴム弾性を持ち、一般的に改質材の添加量が増加することによ

り、軟化点と粘度が上昇する。 

各業者のアスファルト混合物におけるアスファルト量はほぼ同じであったが、骨材混合率には

差異がある。本業務では、メーカーの最新の配合設計を基本配合とした（表-２）。 

                       表-２ アスファルト混合物の基本配合 

骨材の混合比率（％） アスファルト量 
（％） 

植物繊維 
（％） 砕石 6 号 砕石 7 号 砕 砂 細 砂 石 粉 

8.3 0.3 26.0 13.0 22.0 25.0 14.0 

                  ※バインダー※３：改質アスファルトⅡ型中温化混合物 

    植物繊維は、流動抵抗性を向上させるために混入する増粘材である。 

最終的には施工時に舗設試験を実施し、施工性などを勘案して配合の微調整を行う必要がある。 

 

6 施工計画 

6-1 斜面施工における機械の選定 

  調整池の内側斜面部（勾配 1：2.5）のアスファルト補修工事は、ウィンチポータ（牽引機）に

より牽引した切削機や小型アスファルトフィニッシャーを用いて斜面施工する。 

  特殊機械であるウィンチポータを天端道路に設置するため、小型ウィンチポータ（10t 級）を

選定した。切削機は斜面用スイーパーを、斜面用アスファルトフィニッシャーは一般的に使用さ

れている舗設幅 B=3.0m 級（4t）を用いることとした。アスファルト混合物の供給は経済比較に

よりバックホウ 0.45m3 級＋ホッパーカー方式により敷均し、牽引した１t 級振動ローラにより

転圧・締固めを行うこととした。 

  牽引作業のため一度の施工幅は 3ｍであり、これを繰返して施工する。 

6-2 斜面施工における仮設計画 

  現況の天端道路（B=4.5～3.0ｍ）ではウィンチポータを設置できないため、拡幅し必要幅を確

保しなければならない。ウィンチポータの牽引角度を 1:1.5 に改良することによって設置におけ

る必要幅は 6.5m となるため、場所ごとに天端道路を拡幅する仮設計画を策定した。 
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  天端道路北側から南側、東側については堤体裏法面に大型土のうを設置し、盛土することによ

って必要幅を確保する計画とした。北側及び西側の一部にはブロック積が設置されているため、

一時撤去・拡幅し、工事完了後にはブロック積は復旧する。大規模な仮設工となるが、既設ブロ

ックも老朽化が進み、構造的にも布積みであるため更新することとした。なお、盛土部には敷鉄

板を、切土部には敷砂利を施工する。 

  天端道路の拡幅計画を表-３に示す。 

                表-３ 天端道路拡幅計画 

場 所 
現況天端 

道路幅（m） 
延長(m) 拡 幅 方 法 備  考 

北側１ 4.00  12.0 盛土 
大型土のう２段 
敷鉄板（t=22mm、B=3.0m） 

 

北側２ 4.00  20.0 盛土 
大型土のう３段 
敷鉄板（t=22mm、B=3.0m） 

 

北側３ 4.50  85.0 切土 
ブロック取壊し L=44.0m 
敷砂利（t=10cm、B=3.0m） 

 

東側 4.50 190.0 盛土 
大型土のう１段 
敷鉄板（t=22mm、B=3.0m） 

 

南側 4.50 117.0 盛土 
大型土のう１段 
敷鉄板（t=22mm、B=3.0m） 

 

西側１ 3.00 127.0 切土 
ブロック取壊し L=76.0m 
敷砂利（t=10cm、B=3.0m） 

民地借地

A=312.6m2 

西側２ 3.00  63.0 切土 
ブロック取壊し L=79.8m 
敷砂利（t=10cm、B=3.0m） 

取合道路含む 

計  614.0    

 

  斜面部の舗装施工体制図を図-４に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               図-４ 斜面舗装施工体制図 
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6-3 底面部の仮設計画 

調整池内への進入路がないため斜路を設置することとし、盛土部には荷重分散と舗装面への損

傷を避けるためゴムマット（t=10mm）を敷設する。底面部の施工には排土処理、切削屑の搬出及

び補修作業があるが、既設舗装は道路舗装と異なりアスファルト量が多く硬度が低いため、夏の

高温時には柔らかくなりねじれ現象や轍が発生する。このため、作業機械や運搬車の輪荷重を直

接舗装面に掛けないように、ゴムマット（t=20mm）及び緩衝材として型枠用合板を敷設する計画

とした。 

 

７ あとがき 

須山調整池は、建設当時としては新しい工法であるアスファルトフェーシングフィルダムとして

建設され、全国の先駆けとなった貴重な土木建造物である。表面遮水壁の改修設計に当たり、現在

でも施工実績が少ない状況の中、建設当時（昭和 42 年）や改修時（昭和 59 年）の資料を参考に、

また施工業者の指導を受けながら業務を実施することができた。 

本業務の成果を基に無事に工事が施工され、貴重な土木建造物が甦り、今後も調整池の機能を維

持し将来にわたってその役割を果たすことを願っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-１ 斜面施工状況（他地区） 

【語句の説明】 

 ※１ スロープフロー：アスファルト混合物が施工直後や夏季等の高温時に、斜面下方に流動 

し変形する現象。 

※２ リフレクション：既設舗装の上にアスファルト混合物を施工した時に、下層のクラック

等が原因で上層部分に生じるクラック（反射クラック）のこと。 

※３ バインダー  ：接合材（binder）、結合するもの、接着剤。舗装業界でバインダーと

いえばアスファルトのことを指す。 

アスファルト混合物のバインダー：アスファルト単体。 


