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１．はじめに 

弊社では，弾性材料としてゴム粒子を使った物理系凍結抑制舗装について長年研究してきており，

要求される性能・機能に応じて各種工法を開発・改良し，施工実績に結びつけている1）。ギャップ型

凍結抑制舗装（以下，ルビット）は，廃タイヤを粉砕したゴム粒子をギャップ粒度のアスファルト混

合物に混合した代表的な物理系凍結抑制舗装である。薄層型凍結抑制舗装（以下，アイストッパーT）

は，骨材の最大粒径が5mm のアスファルト混合物中にゴム粒子を混合した凍結抑制舗装で，厚さ2～

3cm での施工を可能にしたものである。ポーラスアスファルト混合物型凍結抑制舗装（以下，オーク

サイレント）は，高い空隙率を持つ開粒度型アスファルト混合物中にゴム粒子を混合するとともに，

舗装表面にもゴム粒子を散布・接着させた多機能舗装である。粗面型凍結抑制舗装（以下，アイスト

ッパーR）は，粗面型砕石マスチック舗装（粗面型SMA）にゴム粒子を混合するとともに，舗装表面

にもゴム粒子を散布・接着させたもので，表面付近のテクスチャがポーラスアスファルト舗装と同等

であり，それ以下は砕石マスチック舗装と同等に骨材間隙がアスファルトモルタルで充填された緻密

な舗装である。本文は，これら4工法についての概要と各地域で確認した凍結抑制機能の実態を紹介す

るものである。なお，アイストッパーTとRは文献1）で紹介した工法以外の新規開発品である。 

 

２．工法概要 

２.１ ルビット 

ルビット舗装は，廃タイヤを粉砕したゴム粒子をギャップ粒度のアスファルト混合物に混合した物

理系凍結抑制舗装である。舗装表面を写真

－1に，概念図を図－1に示す。 

２.２ アイストッパーT 

アイストッパーTは，廃工業用ゴムを粉砕

したゴム粒子を骨材の最大粒径が5mm の

アスファルト混合物中に混合したものであ

る。前述したルビット舗装は骨材の最大粒

径が13mm または20mm であるため施工厚

は4～5cm であるのに対し，本工法では2～

3cm での施工が可能である。舗装表面を写

真－2に，概念図を図－2 に示す。 

２.３ オークサイレント 

オークサイレントは，廃工業用ゴムを粉

砕したゴム粒子をポーラスアスファルト混

合物の中に混合するとともに，舗装表面に

もゴム粒子を散布・接着させた多機能舗装
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である。舗装表面を写真－3

に，概念図を図－3に示す。 

２.４ アイストッパーR 

アイストッパーRは，廃

工業用ゴムを粉砕したゴム

粒子を粗面型SMAに混合

するとともに，舗装表面に

もゴム粒子を散布・接着さ

せたもので，表面のテクス

チャがポーラスアスファル

ト舗装と同等であり，表面

より下部は砕石マスチック舗装と同等に骨材間隙がアスファルトモルタルで充填された緻密な舗装で

ある。舗装表面を写真－4に，概念図を図－4に示す。 

 

３．工法の特徴 

 4工法の特徴の比較表を表－1に示す。いずれの工法も従来工法の替わりに適用できるようにルビッ

トおよびアイストッッパーTは密粒度舗装，アイストッパーRは粗面型 SMA，オークサイレントはポ

ーラスアスファルト舗装と同等以上の性状を有し，凍結抑制機能を兼ね備えている。 

 

表－1 4工法の特徴の比較表 

 

名　称 ルビット アイストッパーＴ オークサイレント アイストッパーＲ

混合物の種類 ギャップアスファルト混合物
5mmTOP

ギャップアスファルト混合物
ポーラスアスファルト混合物

（高機能舗装Ⅰ型）
粗面型砕石マスチック混合物
（機能性SMA・高機能舗装Ⅱ型）

粗骨材最大寸法
20mm，13mm

（標準は20mm）
5mm 13mm 13mm

施　工　厚 4～5cm 2～3cm 4～5cm 4～5cm

長　所

・除雪作業などで舗装表面
　が削られても舗装体内に
　混合されたゴム粒子が現
　れるため凍結抑制効果が
　持続する。
・混合物の粗骨材量とアス
　ファルト量が多い配合で
　あるため，耐摩耗性に優
　れている。

・除雪作業等で舗装表面が
　削られても舗装体内に混
　入されたゴム粒子が現れ
　るので凍結抑制効果が持
　続する。
・薄層化により建設コストの
　低減が可能。

・排水機能，騒音低減効果
　を有する。

・表面排水（水膜発生防止），
　騒音低減効果を有する。
・排水性舗装（オークサイレ
　ント含む）より，骨材飛散抵
　抗性，耐久性に優れる。
・舗装表面の凹部により凍結
　防止剤を残留させる効果が
　ある。

短　所

・排水機能は無い。 ・排水機能は無い。 ・除雪作業等により表面散
　布ゴム粒子が飛散減少す
　ると凍結抑制効果が初期
　値より小さくなる場合もあ
　る。

・オークサイレントと比べ表面
　ゴム粒子は飛散しにくいが，
　除雪作業等により飛散減少
　すると凍結抑制効果が初期
　値より小さくなる場合もある。

耐流動性
（動的安定度　回/mm）

800～1,000程度 800～1,000程度 3,000＋ 3,000＋

排水機能 × × ○ △（水膜発生防止）

騒音低減効果※1) 1.5dB程度 －　(未実施) 8dB程度 3dB程度

適用箇所

・従来の密粒度舗装の替
　わりに凍結抑制機能が
　望まれる箇所。

・橋面舗装など舗装厚さが
　確保できない箇所。
・既設舗装が健全で薄層
　オーバーレイとして適用
　したい箇所。

・排水機能および低騒音機
　能が求められ，凍結抑制
　機能を付加したい箇所。

・雨天時の走行安全性が望ま
　れる，重交通量路線や除雪
　作業による骨材飛散が懸念
　される路線において，凍結抑
　制機能を付加したい箇所。

NETIS　登録番号 KT-990006-V － KK-980011-V KT-140064-A

※1) 騒音低減効果は，普通タイヤによるタイヤ路面騒音測定方法（舗装調査・試験法便覧S027-1T）による騒音値について密粒度アス
　　　ファルト舗装と比較した場合の低減値。

  
図－1 ルビットの概念図   図－2 アイストッパーT の概念図 

 

   

図－3 オークサイレントの概念図  図－4 アイストッパーRの概念図 
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４．混合物製造および施工 

４.１ 混合物の製造 

アスファルトプラントでの製造において混合用ゴム粒子は，ドライミキシング時にミキサ内に機械

または人力投入される。この点以外は，4工法とも通常のアスファルト混合物と同様に製造することが

できる。 

４.２ 施工 

ルビット舗装とアイストッパ

ーTの施工機械編成例を図－5に

示す。2工法とも機械編成は共通

であり，一般的な舗設機械で施工

が可能である。なお，施工直後の

すべり抵抗性確保のために硬質

骨材を散布・定着させる。 

オークサイレントとアイストッパーRの施工機械編成例を図－6に示す。2工法とも機械編成は共通

であり，ディスク散布方式のゴムチップスプレッダを使用する以外は，一般的な舗設機械で施工が可

能である。ゴムチップスプレッダはアスファルトフィニッシャのスクリードステップに取り付けるこ

とで，フィニッシャの進行とともにゴム粒子を所定量散布できる機構となっている。 

 

５．室内における凍結抑制機能の検証 

氷着引張試験2）結果の一例を図－7に，氷板ホイールトラッキング試験3）結果の一例を図－8に示す。

図－7より，凍結抑制舗装の4工法は，いずれも密粒度アスファルト混合物（密粒度アスコン）および

細粒度ギャップアスファルト混合物（細粒度ギャップアスコン）と比較して氷着引張強度は小さく雪

氷がはがれやすいことが確認できる。図－8より，ポーラスアスファルト混合物や粗面型SMAの氷板・

ひび割れはくり率は10%以下であるのに対し，凍結抑制舗装の4工法は，いずれも80%以上となってお

り雪氷を破砕しやすいことが確認できる。 

６．現道における凍結抑制機能の実態 

現道における凍結抑制機能の検証は，固定カメラやライブカメラ等で冬期間中終始一貫して映像に

残して解析するか，冬期間中に随時現場近くで待機して調査することが望ましいが，現実的には難し

いものがある。以降で紹介する現道における凍結抑制機能発揮状況の紹介は，走行中の車載ビデオの

映像の静止画像や現場脇の歩道から撮影したものである。 

 
図－5 ルビット，アイストッパーT の施工機械編成例 

 

 
図－6 オークサイレント，アイストッパーR の施工機械編成例 
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図－7 氷着引張試験結果の一例        図－8 氷板ＷＴ試験結果の一例 
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６.１ ルビット 

写真－5（左） は北陸地域の最近の事

例で供用二冬目の冬期路面状況である。

写真－5（右） は北海道地域における供

用14年目の冬期路面状況である。いずれ

も隣接の通常舗装と比較して路面が露

出しやすいことが確認できている。 

６.２ アイストッパーT 

写真－6 は四国地域における一冬目

の冬期路面状況である。写真－6（左）

から工区境で雪氷のはがれやすさの違

いが見てとれる。写真－6（右）は積雪

10cm の時の除雪後の状況である。除雪

担当オペレータへのヒアリングによれ

ば，ほぼ1 回で綺麗に除雪できるとの結

果であった。 

６.３ オークサイレント 

写真－7 は北陸地域における一冬目

の冬期路面状況である。オークサイレン

トの方が，通常舗装と比較して路面が露

出しやすいことが確認できている。 

６.４ アイストッパーR 

写真－8は北陸地域で施工したアイス

トッパーRの一冬目と二冬目の冬期路

面状況である。一冬目と二冬目の調査に

おいて，アイストッパーRはタイヤ走行

箇所の黒路面が露出しているが，通常舗

装は雪氷が洗濯板状に路面に付着した

状態であった。 

 

７．まとめ 

室内試験および現道における検証により，4工法ともに優れた凍結抑制機能を有していることを確認

した。引き続き，長期にわたる凍結抑制機能の検証を行うとともに耐久性についても追跡調査で検証

する所存である。 
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写真－5ルビットの冬期路面状況 
 

 

写真－6 アイストッパーTの冬期路面状況 
 

 

写真－7 オークサイレントの冬期路面状況 
 

 
写真－8 アイストッパーRの冬期路面状況 
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