
N6交通量　施工例 構内施工例（重交通対応）

概　要
　「リラクスファルトHT」は、低温時の「変形追従性（たわ
み性）」や「応力緩和性」、高温時の「塑性変形抵抗性」を改
良した特殊改質アスファルトである。
　リラクスファルトHTを使用したアスファルト混合物は、
ひび割れが生じにくく流動わだち掘れの発生も抑制できるの
で、重交通路線の長寿命化舗装として活用できる。

特　長
１．コンクリート舗装やひび割れが残存したアスファルト舗
装上にアスファルト混合物をオーバーレイした場合、リフ
レクションクラックの発生が懸念される。リラクスファル
トHT舗装は混合物の特性により、クラック抑制シート等
の対策工法を併用しなくても、リフレクションクラックの
発生を抑制することができる。

２．リラクスファルトHT舗装を寒冷地で適用した場合、発
生しやすい低温クラックの抑制効果が高い舗装となる。

３．リラクスファルトHTは以下の混合物に適用可能である。
①密粒度アスファルト混合物
②細粒度アスファルト混合物
③砕石マスチックアスファルト混合物
④機能性砕石マスチックアスファルト混合物
　（ハイブリッド混合物、高機能舗装Ⅱ型）
⑤薄層舗装用混合物

混合物性状（密粒度アスファルト混合物への適用例）

●ひび割れ抵抗性（改質Ⅱ型の50倍以上の抵抗性を確認）
　　　　繰り返し曲げ試験結果例

●流動わだち掘れ抵抗性（改質Ⅱ型と同等の耐流動性を確認）
　　　　 ホイールトラッキング試験結果例

舗装断面例
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アスファルト舗装修繕 コンクリート舗装上オーバーレイ

特殊舗装工

リラクスファルトHT舗装
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概 要

「NPロック」は、FRP（強化プラスチック）製型枠の自然
石擬岩型プレキャストブロックで、河川・海岸などにおける
護岸・根固めを主な用途とする。見た目は天然石によく似て
おり、景観護岸や親水施設などさまざまな場面に用いること
ができる。また大型のブロックなので、施工性も良好である。

特 長

１．表面が擬石模様なので、景観に配慮した施工が可能。
２．ブロック１個当たりの占有面積が大きく、経済性に優れ
ている。

３．工場製作の二次製品、現場製作の型枠リースの両方に対
応できる。

４．現場製作型枠リースは、脚付タイプ、段積用積上げタイ
プ、階段タイプとさまざまな現場に対応可能。

５．KD値は水理模型実験により１２．０に定めている。

施工例（H２５ 中部横断飯富地区工事用道路設置工事）

２t型（基本タイプ）型枠 ３t 型（基本タイプ）型枠

製品規格詳細図（基本タイプ）

●２t型（製品型）

 2（厚：40 型） 2.052 0.892 ― 400（415） 220 30
 2（厚：50 型） 2.592 1.127 ― 500（515） 320 30

寸法（㎜）公称トン数
（ｔ）
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（ｔ）
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（㎥）

型枠面積
（㎡）  H h C

H：平均高さ、（　　）内は最大高さ

●２・３t型（型枠賃貸型）

 2（厚：43 型） 2.171 0.944  6.00  430（495） 250 30
 2（厚：50 型） 2.528 1.099 6.53 500（565） 250 100
 3 3.222 1.401 7.16 630（695） 450 30

寸法（㎜）公称トン数
（ｔ）

実重量
（ｔ）

体積
（㎥）

型枠面積
（㎡）  H h C

H：平均高さ、（　　）内は最大高さ

２t型（型枠賃貸型） ３t 型（型枠賃貸型）

●４・５・６t型（型枠賃貸型）

 4 4.119 1.791 8.74  500（620） 300
 5 5.336 2.320 10.02 650（770） 450
 6 6.150 2.674 10.87 750（870） 550

寸法（㎜）公称トン数
（ｔ）

実重量
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H：平均高さ、（　　）内は最大高さ

消波根固めブロック
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土木工事 河川海岸

商F–102／土木工事／河川海岸商F–94／土木工事／河川海岸
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