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1．はじめに 

安全で円滑な冬期道路交通確保対策の一環と

して施工している各種凍結抑制舗装は、各メーカ

ーによって開発され、その構造特性や機能は様々

であり、現状では道路構造や地域・気象特性等の

条件に適した凍結抑制舗装技術を検証するための

指標が少ない。 

このような背景を踏まえ、現在供用中の国道 17

号（新潟県長岡市川口地先）の試験フィールド（図 

1 参照）において、新技術活用システムの「フィー

ルド提供型」で公募し、採用された 11技術の凍結

抑制舗装（表 1 参照）を対象として、その凍結抑

制効果や持続性等の比較・検証方法を舗装技術の

専門家等からなる「凍結抑制舗装技術に関する調

査検討委員会」（以下、委員会という。）にはかり、

調査を実施しているところである。 

委員会は 7名の専門家からなり、第 1回委員会

を平成 26 年 11 月 5 日（水）に実施した。第 1 回

委員会では、委員会設立趣意や規約の説明のほか、

調査・試験内容の妥当性について検討いただいた。 

本報文は、11 の凍結抑制舗装技術について、今

冬の追跡調査等の状況を報告するものである。 

 

2．調査場所の現地状況 

凍結抑制舗装の試験フィールドは、新潟県内

においても指折りの豪雪地域であり、過去 10年

間の年間の累積降雪量は、少雪の平成 18 年度、

平成20年度を除くと10mを超える（図2参照）。 

気温については、最低気温が 0℃を下回る日

数は、過去 5 年間で年間 100 日前後、凍結防止

剤の散布日数は年間 80日前後である。 

また、本フィールドの縦断勾配は、約 2％～

6％で、管轄である小出維持出張所管内で最も登

図 1 凍結抑制舗装試験フィールド 

No. 技術名称
材料

分類
施工
延長

会社名

1 ゴムパウダ型凍結抑制舗装 物理系 100ｍ 佐藤渡辺

2 ザペック工法タイプG
物理・
化学系

100ｍ 世紀東急工業

3 グルービングウレタン工法 物理系 100ｍ 鹿島道路

4 アイストール その他 100ｍ オサダ技研

5 アイスクラッシュペイブ 物理系 100ｍ 大成ロテック

6
アメニウレタン舗装-多機能型
砕石マスチック

物理系 100ｍ 日本道路

7 アイス・インパクト 物理系 100ｍ 福田道路

8 ゴムロールド 物理系 100ｍ NIPPO

9 ルビット舗装 物理系 100ｍ 大林道路

10 アイストッパー 物理系 100ｍ 大林道路

11 フル・ファンクション・ペーブ 粗面系 100ｍ ガイアートT・K

表 1 採用した凍結抑制舗装技術 

起点側 

終点側 

図 2過去 10 年間の累積降雪量（坂塚[R17]） 



坂不能車が発生している区間であり、管轄内の国道 17号で発生した登坂不能車の約 4割がこの地区

で発生している。この対策として、最も勾配のきつい区間の登坂車線にはロードヒーティングが敷

設されており、今回併せて凍結抑制舗装の試験フィールドとして選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．調査項目および調査方法 

凍結抑制舗装の凍結抑制効果、持続特性を比較・検討するための調査として、委員会での検討結

果を踏まえて調査項目および調査方法を選定した。 

 

3.1．凍結抑制効果に係る調査 

(1)氷着引張強度試験 

現地での切取り供試体（コア抜き）を用い、舗装性

能評価法 別冊 1-5 氷着引張強度に準拠した室内試験

を実施した。氷着引張強度試験は、凍結抑制舗装 11

区間のほか、比較試験として、試験舗装区間前後の密

粒舗装 2 区間も対象とした。 

試験状況を写真 1に示す。 

 

(2)路面すべり抵抗値 

独立行政法人土木研究所所有のすべり抵抗測定車（写真 2）を用い、舗装調査・試験法便覧に

準じて測定を行った。測定は、降雪時を対象とし、表 2 に示す測定条件のもと、「除雪前」、「除

雪後」、「凍結防止剤散布後」の 3 路面状態で実施した。 

なお、測定にあたっては、試験舗装区間前後の密粒舗装 2 区間も対象とした。 

 

 

写真 1 氷着引張強度試験状況 

図 3 試験フィールド詳細図 

：今年度凍結抑制舗装施工箇所 



項目 測定条件

測定路面 除雪前、除雪後、凍結防止剤散布後

冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）

（タイヤ内圧1.7kgf/cm3）

すべり測定項目 縦すべり（100%制動）

測定速度 安全走行速度30km/hの一定速度

路上1mの外気温

路面温度

雪氷路面分類（目視観察）

塩分濃度

測定タイヤ

気象観測

その他測定項目

 

(3)車載式ビデオカメラによる路面露出率測定 

ビデオカメラを搭載した路面画像自動撮影車を

通常走行させ、道路進行方向 5ｍごとの路面画像を

撮影した。調査は降雪時の日中 3 日間を対象とし、

2時間毎に 5回／日の撮影を行った。 

露出率の解析は、5ｍごとに撮影した路面画像（写

真 3）において、路面が露出している面積率を 10％

単位で目視評価し、20 枚（100ｍ）の写真から露出

率を算出した。 

なお、測定にあたっては、試験舗装区間前後の密

粒舗装 2区間も対象とした。 

 

(4)固定式インターバルカメラによる路面露出率の測定 

凍結抑制舗装区間および前後の密粒舗装区間を対象に、固定

式カメラ（写真 4）を設置し、1 月～3 月まで継続して 1 時間

毎に路面の撮影を行った。撮影後はデータを回収し、降雪日を

対象として試験舗装区間内 20ｍの路面露出率の解析を行い、舗

装種毎に比較・検討を行った。 

なお、路面の露出状況の整理にあたっては、除雪車稼働時間

を考慮し、除雪状況ごとに整理した。 

 

3.2．舗装の耐久性に係る調査 

(1)塑性変形輪数（ホイールトラッキング試験） 

路面の変形抵抗性を把握することを目的として、凍結抑制舗装を対象に、ホイールトラッキン

グ用供試体（30cm×30cm×5cm×締固め度 3水準）を用いて、舗設前に室内試験を行った。 

試験は、舗装性能評価法に準拠して実施した。 

 

(2)路面性状調査（ひび割れ率・わだち掘れ量・平たん性） 

舗装の耐久性を把握するため、積雪期終了後に路面性状調査を実施した。路面性状調査は、路

面性状測定車（写真 5）を用いて行い、舗装調査・試験法便覧に準じた。 

表 2 すべり抵抗測定条件 

写真 4 固定式カメラ 

写真 3 路面露出率解析範囲（例） 

写真 2 すべり測定車 

5m 



調査結果は、ひび割れ率、わだち掘れ量、平たん性のそ

れぞれについて、試験舗装ごとに延長 20m ピッチで整理し

た。また、測定結果は舗設時の保有性能と比較し（ひび割

れ率、わだち掘れ量はそれぞれ 0％、0mm とした）、越冬後

の路面性状を評価することとしている。 

 

3.3．現地の基礎データ収集に係る調査 

(1)気象観測（気温、風向・風速、降雪量等） 

本試験舗装区間は、縦断勾配 2％～6％の山間部であることから、

工区によって気象条件が異なる可能性がある。そこで、冬期間（1 月

～3月）の気象観測（気温、風向・風速、積雪深、視程）を 3地点（工

区①付近、工区⑥付近、工区⑪付近）で行うこととした。 

気象観測は、気象観測装置を設置することにより実施した。気象観

測状況を写真 6 に示す。 

 

(2)除雪業者へのヒアリング調査 

除雪業者に対し、凍結抑制舗装区間の除雪効率に対してヒアリン

グを実施した。ヒアリングは積雪期終了後に実施し、凍結抑制効果

に関する質問（剥がれやすさ等）のほか、工区・密粒度舗装との違

いなどについて聞き取りを行った。 

 

4．調査状況の概要 

現在の調査状況の概要を以下に示す。 

4.1 凍結抑制効果に係る調査 

氷着引張強度試験、路面すべり抵抗値、車載式ビデオカメラによる路面露出率測定は、いずれ

も試験・調査を完了し、現在結果を整理中である。また、固定式インターバルカメラによる路面露

出率の測定については、平成 27 年 3 月 31 日まで撮影した。 

 

4.2 舗装の耐久性に係る調査 

塑性変形輪数は、試験及びデータ整理も完了している。路面性状調査については、融雪後の平

成 27年 4月に調査を実施する予定である。 

 

4.3 現地の基礎データ収集に係る調査 

気象観測は、平成 27年 3月 31 日まで観測しており、除雪業者へのヒアリング調査については、

除雪時期が過ぎた平成 27年 4 月頃に実施する予定である。 

 

5．今後の展開 

調査の結果については、第 2回委員会への報告後、次回の道路舗装会議で発表の予定である。 

写真 6 気象観測状況 

写真 5 路面性状測定車 


