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1. はじめに 

ウレタン充塡型凍結抑制舗装は、ポーラスアスファルト舗装の表面空隙部へウレタン樹脂混合物（以

下、ウレタン樹脂）を充塡するもの（以下、従来工法）で、雪氷のはく離、破砕を促進することで凍結

抑制効果を発揮する物理系凍結抑制舗装である。しかし、供用によって舗装表面の骨材飛散等が進行し、

それに伴いウレタン樹脂が消失し、凍結抑制効果が十分に発揮できないことが考えられる。そこで、ウ

レタンを充塡する母体の強度を向上させるため、ポーラスアスファルト舗装（以下、ポーラス舗装）に

近い表面空隙を有し、骨材飛散抵抗性に優れた多機能型砕石マスチックアスファルト舗装（以下、多機

能型 SMA）を母体に用いた高耐久型凍結抑制舗装（以下、本工法）について、室内試験、試験施工およ

び追跡調査を実施した。本報告は、その検討結果についてまとめたものである。 

 

2. 従来工法の課題と改良点 

 従来工法は、母体のポーラス舗装の表面空隙にウレタン樹

脂（主剤、硬化剤、ゴム粉）を格子状またはゼブラ状に充塡し

たものである。ウレタン樹脂混合物の充填量は、母体アスコン

の空隙率を 20%、平均充填厚さを 15mm とし、3.0kg/m2 を標準

としている。 

2.1.課題 

(1)母体アスコンの強度 

母体となるポーラス As 舗装は、積雪寒冷地でのチェーンに

よる摩耗や除雪作業、または交差点などの車両制動が多い箇所

において、骨材飛散等の舗装自体の損傷が散見され（写真-1）、

従来工法の長期的な耐久性の向上が課題としてあげられた。 

(2)ウレタン樹脂の塗布面積の統一 

従来工法のウレタン樹脂の塗布パターンは、現場ごとに独自のパターンで施工されており、統一され

ていない現状であった。また、凍結抑制効果を高めるためにウレタン樹脂の面積を多くした場合、所定

のすべり抵抗性が確保できないことも考えられたため、ウレタン樹脂の塗布面積率の統一が課題として

あげられた。 

2.2.改良点 

上記の課題を踏まえた改良点を、以下に示す。 

� 母体となるアスファルト舗装の耐久性を向上さ

せる。 

� 所定のすべり抵抗性および凍結抑制性能を確保するウレタン面積率を設定する。 

本検討では、舗装の耐久性の向上とウレタン樹脂の舗装表面への充填性を踏まえ、耐摩耗性に優れ、

 

写真-1 凍結抑制舗装の損傷状況 

(供用 4年） 

表-1 評価項目と目標値 

 

評価項目 評価指標 目標値

すべり抵抗性 RSN値(60km/h)※1 0.33以上

凍結抑制性能 氷着引張強度※2 0.3MPa以下

※1：道路構造令の解説と運用を参考に設定

※2：舗装性能評価法別冊を参考に設定



ポーラス舗装表面のきめに近い多機能型 SMA を母体として採用した。 

本検討の評価項目と目標値を表-1 に示す。また、本検討のフローを

図-1に示す。本検討では、室内試験で、多機能型 SMA を母体とした場

合のウレタン樹脂充塡量および塗布面積率を設定し、室内試験結果を

踏まえた実路での試験施工により、改良したウレタン充填型凍結抑制

舗装の供用性を確認した。 

 

3. ウレタン充填型凍結抑制舗装の改良検討 

3.1.室内試験 

(1)ウレタン樹脂充填量の検討 

①概要 

多機能型 SMA は、舗装表面の空隙が確保できるが、

ポーラス舗装と比べて路面テクスチャはやや小さく

なり、また舗装内部はアスファルトモルタルによって

緻密な状態となっていることから、従来工法の標準充

塡量（3.0kg/m2）では、ウレタン樹脂量が過大となり、

すべり抵抗性や快適な走行性が確保できないおそれ

がある。そこで、路面テクスチャの異なる 3 種類の

多機能型 SMA（上方粒度、中央粒度、下方粒度）とポ

ーラス舗装の母体供試体により、路面テクスチャに

応じた充填量と凍結抑制性能を確認し、標準充填量

を決定した。本ウレタン充填工法は、すべり抵抗性

と凍結抑制性能を両立させる上で、舗装表面空隙部

にウレタン樹脂を擦り込み、骨材がわずかに露出す

る程度の仕上がりを標準としており、本検討では、

図-2 に示す状態を仕上がりの目標とした。なお、凍結

抑制効果は、氷着引張試験により確認した。 

②結果 

 ウレタン充塡量ときめ深さの関係を、図-3 に、氷着

引張試験の結果を図-4 に示す。多機能型 SMA の充填量

は、上方粒度から下方粒度にかけて 1.21～1.94kg/m2の

値となっており、きめ深さにより充填量が異なり、その

関係はほぼ比例していることが確認された。氷着引張試

験の結果は、多機能型 SMA はいずれの場合でも密粒度ア

スコン（13）より、氷着引張強度が低くポーラス舗装を

母体とした場合と同程度の凍結抑制性能を有することが確認できた。以上の結果から、長期供用による

ウレタン樹脂の摩耗、また、アスコン母体とウレタン

樹脂の付着表面積を大きくし付着強度を高めることを

考慮し、きめ深さが 1.8mm 以上となる多機能型 SMA を

母体とし、ウレタン樹脂の標準充填量を 2.0kg/m2とす

 

図-3 ウレタン充填量ときめ深さの関係 1) 
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図-1 検討フロー 

ウレタン樹脂充塡量の検討
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図-2 ウレタン樹脂の仕上がりのイメージ 

 

図-4 氷着引張試験結果 1) 
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表-2 格子サイズと面積率 

 

充填パターン
格子サイズ(cm) － 5×5 12×12 20×20 －
ウレタン面積率

(%)
0 25 50 75 100

格子状



ることとした。 

(2)ウレタン面積率の検討 

①概要 

ウレタン面積率の検討では、ウレタンを充填す

る面積率とすべり抵抗性および氷着強度の関係を

把握し、ウレタン面積率の評価を行った。また、

ウレタンを充填するパターンとして、従来工法で

は格子状およびゼブラ状があるが、より走行性の

良い（圧雪段差ができにくい）格子状について検討した。格子サイズとウレタン面積率の関係を表-2 に、

供試体の模式図を図-5 に示す。本検討では、ウレタン面積率を 5水準に変化させて、RSN 値の測定およ

び氷着強度試験を実施した。 

②結果 

 ウレタン面積率と RSN 値の関係を図-6 に、ウレタン面

積率と氷着強度の関係を図-7 に示す。この結果から、ウ

レタン面積率の増加に伴い、RSN 値が低下する傾向がみ

られ、面積率が 50％程度で RSN 値の目標値を（0.33）を

満足する結果となった。また、氷着強度に関しても、ウ

レタン面積率 50％程度で目標値を満足した。以上から、

ウレタン面積率は、すべり抵抗性と凍結抑制性能を考慮

し 50％（格子サイズ 12cm 角）とした。 

3.2.試験施工 

(1)概要 

 室内試験結果を踏まえ、実路において改良した高耐久

型凍結抑制舗装の試験施工を実施した。施工箇所は、四

国の山間部の坂道であり、冬期は定期的に除雪管理がな

される路線である。表-3 に試験施工の概要を示す。 

(2)結果 

 施工は、型枠テープで格子状(12cm 角)にマスキングをし

た後、母体アスコンにプライマー（0.2kg/m2）を塗布した。

ウレタン樹脂の充填量は、使用量と施工面積の関係から

2.3kg/m2 となり、マスキング材についた樹脂等のロスを考

慮すると、ほぼ標準充填量（2.0kg/m2）であった。施工完了

後の路面状況を写真-2 に示す。 

 

4. 改良したウレタン充填型凍結抑制舗装の供用性 

 改良したウレタン充填型凍結抑制舗装の供用性を把握

するため、施工箇所の追跡調査を実施した。 

4.1.追跡調査の概要 

試験施工箇所において、供用 1年後の追跡調査を実施し

た（2015 年 1 月）。調査内容は、目視による母体アスコン

 

図-6 ウレタン面積率と RSN 値の関係 1) 
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図-5 格子サイズと面積率 
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表-3 試験施工概要 

 

施　工　日 2014年1月

施 工 面 積 200m2（延長100m、幅員2m）

舗 装 母 体 多機能型SMA

ウレタン面積率 50%（格子サイズ12cm角）

設計充填量 2.0kg/m2

 

写真-2 ウレタン樹脂充填完了 

 

図-7 ウレタン面積率と氷着強度の関係 1) 
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の破損状況および凍結抑制性能の確認である。 

4.2.追跡調査の結果 

供用 1年後の路面状況を、写真-3に示す。目視観察の結

果、母体アスコンの骨材飛散やひび割れ等の損傷はなく、

またウレタン樹脂も舗装表面の空隙にほぼ残っており、健

全な状態を維持していることが確認された。 

冬季の供用状況（2014 年 12 月撮影）を写真-4 に示す。

写真左側は凍結抑制舗装、右側は通常の密粒度アスファル

ト舗装である。凍結抑制舗装は圧雪が少なく、路面が露出

しているのが確認され、凍結抑制性能を発揮しているもの

と推察された。 

4.3.長期供用路線の路面状況 

 長期供用路線の供用状況を確認するため、供用 5年以上

が経過した2カ所の改良型ウレタン充填型凍結抑制舗装の

調査を行った。両路線の路面状況を、写真-5 に示す。 

 目視観察から、両路線とも骨材飛散やひび割れの損傷も

なく健全な状態を維持していることが確認された。また、

ウレタン樹脂も舗装表面の空隙に残っていることが確認さ

れた。 

 

5. まとめ 

 本検討における室内試験および実路での試験施工、追跡調

査の結果から、以下の知見が得られた。 

� 路面テクスチャから、母体の種類による最適なウレタン

樹脂充填量を把握することができた。 

� ウレタン面積率を 50％とすることで、良好なすべり抵

抗性および凍結抑制性能を確保することができた。 

� 母体を多機能型 SMA とした本工法は、健全な状態を維持

しており、供用 5年の路線においてもウレタン樹脂の剥

がれや母体の損傷はみられなかった。 

 

6. おわりに 

 冬期の安全で快適な走行性の確保は重要な課題であり、凍

結抑制舗装のニーズは今後さらに増えると考える。本工法においては、引き続き施工箇所の追跡調査を

実施しデータを蓄積していくとともに、補修方法についての検討を行い、適用箇所の拡大を図っていき

たい。 
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写真-3 供用 1年後の状況 

 

写真-4 冬期の供用状況 

 

写真-5 路面状況 


