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1. はじめに 

 凍結抑制舗装は、冬季における道路交通の安全性を確保するため、路面の凍結遅延、凍結防止を目

的に開発された舗装である。筆者らは、舗装表面にグルービングを設け、凍結抑制効果を有する凍結

抑制材を充填し、その物理的および化学的作用を利用して路面の凍結を抑制する凍結抑制舗装に取り

組んできた。しかしながら、既設舗装へ適用する場合、グルービング深さを確保するために表層の厚

さは 4cm 以上を推奨しており、薄層舗装へは適用していない。 

本検討では、グルービング溝へ充填するタイプの凍結抑制舗装を薄層舗装へ適用するために、新た

な維持工法として位置付けられるもの 1)を採用することとした。この新たな維持工法は、路上表層再

生工法のリペーブ方式を簡易にしたもので、ヒータ車の後部にかきほぐし器であるスプリングタイン

を取り付けてあり、既設路面を加熱およびかきほぐし、その上に新規混合物を薄層で施工するもので

ある。本文は、新たな維持工法による凍結抑制舗装について、実路で実施した検証の結果を報告する

ものである。 

 

2. 検討の概要 

2-1.凍結抑制舗装の概要 

 凍結抑制舗装は、図-2.1.1 に示す通り分類されてい

る 2)。本検討で用いた凍結抑制舗装は、図中の物理化

学系の凍結抑制舗装であり、グルービング溝への充填

タイプに該当する。 

本凍結抑制舗装のメカニズムは、舗装表面に設けた

グルービングに、ゴムチップおよび顆粒状の酢酸カル

シウムマグネシウム(以下、CMA)をウレタン樹脂で混

合した凍結抑制材を充填しており、通行車両の荷重に

より弾性力のある凍結抑制材にたわみが発生して路面

に覆われた氷板や雪を破壊する。また、凍結抑制材か

ら CMA が溶出することで、氷点を低下させて路面凍

結を抑制するものである。概念図を図-2.1.2 に示す。 

本凍結抑制舗装は 1999 年から施工を行っており、

適用箇所は 200 箇所以上、施工面積は 13 万 m2以上の

実績がある。凍結抑制効果としては、通常の舗装と比

較して降雪後に路面が露出するまでの時間が大幅に早

くなる等の効果が確認でき、適用箇所の交通事故件数

が減少するなど、一定の評価を得ている 3)。供用状況

を写真-2.1.1～2.1.2 に示す。 

 

図-2.1.1 凍結抑制舗装の分類 

舗装

タイヤ

氷

道路管理者による散布

舗装舗装

氷

CMA

タイヤ

ゴムチップ
ウレタン

塩化ナトリウム
など

舗装

タイヤ

氷

道路管理者による散布

舗装舗装

氷

CMA

タイヤ

ゴムチップ
ウレタン

塩化ナトリウム
など

舗装

タイヤ

氷

道路管理者による散布

舗装舗装

氷

CMA

タイヤ

ゴムチップ
ウレタン

塩化ナトリウム
など

 

図-2.1.2 凍結抑制舗装の概要図 
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しかしながら、過去に実施した施工から、グルービングが浅い

場合は充填した凍結抑制材が飛散し易いという傾向を確認してい

る。そのため、グルービング溝の寸法は、幅 9mm、深さ 10mm

を基本とし、適用箇所にわだち掘れ等があるような場合でも、最

低 10mm の深さを確保できるよう、10～15mm の溝深さで施工

するようにしている。また、本凍結抑制舗装を適用する場合に、

表層の厚さが 2cm 程度の薄層舗装では、グルービング下部の舗装

厚さは 10mm 以下となり、舗装が早期に損傷する可能性が考えら

れる。そこで、表層の厚さはグルービング深さの 2.5 倍以上を満

足するように 4cm 以上としてきたが、コストの面で薄層舗装への

適用が課題となっている。 

 

2-2.新たな路面維持工法の概要 

 新たな維持工法には、リミックス方式を簡易にした工法とリペーブ方式を簡易にした方法がある。

本検討に用いたのは後者であり、路上表層再生工法を簡易にした機械編成とし、ヒータ車後部にかき

ほぐし器(スプリングタイン)を取り付け、既設路面を加熱してかきほぐし、その上に新たな混合物を

薄層でオーバーレイするものである。機械編成を図-2.2.1 に示す。 

 新たな維持工法では、薄層オーバーレイ層は 2cmであり、既設舗装のかきほぐし層と合わせて約 4cm

を 2 層同時に転圧する。これらの層間の接着力を確認するため、構内試験施工を実施して建研式によ

る引張接着強度を測定した。その結果、破断面はかきほぐし層の下部の既設舗装部分であり、強度は

1.2(N/mm
2
)であった。これは、一般的なタックコートの測定値 0.8(N/mm

2程度)以上の値であり、かき

ほぐし層と薄層オーバーレイ層との接着強度はそれ以上であると想定できるものである。 

 

 

図-2.2.1 機械編成 

 

     

図-2.2.2 舗装断面図            写真-2.2.1 舗装断面 

 

2-3.新たな維持工法による凍結抑制舗装 

 新たな維持工法において、薄層オーバーレイ層とかきほぐし層の付着力が強く、一体になっている

ことが確認できたため、本凍結抑制舗装の適用性を検証することとした。本凍結抑制舗装の舗装断面
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写真-2.1.1 供用状況(岩手県内) 

写真-2.1.2 供用状況(新潟県内) 
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図を図-2.3.1 に示す。本凍結抑制舗装を通常の舗装に適用した場合の供用性や凍結抑制効果は、これ

までに十分な性能が得られているため、それらと同様に施工をすることができれば、同等の性能が得

られると考えられる。 

また、施工費用については、従来通りに厚さ 4cm の切削オーバーレイにより本凍結抑制舗装を行う

場合を施工単価比率 100%とすると、新たな維持工法により本凍結抑制舗装を行う場合の施工単価比

率は 90.9%となり、施工費用の削減となることを確認した。 

 

図-2.3.1 凍結抑制舗装の舗装断面図 

 

3. 実路検証 

3-1.検証概要 

新たな維持工法による凍結抑制舗装について、グルービ

ング施工時の不具合の有無、供用性および凍結抑制効果を

確認するために、実路において検証を行った。現場概要を

表-3.1.1、工区配置図を図-3.1.1に示す。 

 

3-2.検証結果 

（1）グルービング施工 

 新たな維持工法により薄層オーバーレイを行った後、

グルービングを施した。施工は、一般的な乾式グルービ

ングマシンを用い、従来通りに本凍結抑制舗装を施す手

順で行ったが、特に問題は確認されなかった。施工状況

を写真-3.2.1 に示す。 

 

（2）供用性 

本凍結抑制舗装の供用性を確認するため、施工後の平た

ん性、ひび割れ率およびわだち掘れ量から MCI を算出する

と共に、乗り心地性能の確認のために IRI（クラス 2 相当）の

測定を行い、さらに供用三ヶ月後に供用負荷と除雪作業に

よる影響を確認するため目視観察を行った。供用性に関す

る調査結果を表-3.2.1に、観察結果を写真-3.2.2～3.2.3に示

す。 

施工直後の路面性状は、凍結抑制舗装と一般舗装でMCI、IRI共に同程度であった。さらに供用三ヶ月後

の目視観察では、横断勾配の頂点となる中央線部で、除雪車のブレードによる削り取りの痕跡が見られたが、
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表-3.1.1 現場概要 

 
 

 
図-3.1.1 工区配置図 

 

 
写真-3.2.1 グルービング施工状況 

 

表-3.2.1 供用性調査結果 

項目 MCI IRI(mm/m) 

凍結抑制舗装 8.18 2.53 

一般舗装 8.17 2.55 

 

項目 内容

場所
国道253号

新潟県上越市浦川原区日向地内

交通条件
センサスデータ
24時間交通量[大型]1271台

施工面積 448m
2　

(延長70m、幅6.4m)

施工時期 平成26年10月

年間降雪合計 728cm(2014:気象庁・安塚地点)

工法
A工区：新たな維持工法

B工区：新たな維持工法による凍結抑制舗装

表層：凍結抑制舗装
(ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ溝への充填タイプ)

表層：一般舗装

A工区 35m B工区 35m

全延長 70m



その他の箇所ではグルービングの影響による薄層オーバーレ

イ層の早期損傷、剥離といった状態は確認されなかった。 

以上の事から、新たな維持工法による薄層オーバーレイの

後に、グルービング溝へ充填するタイプの凍結抑制舗装を施

工した場合においても、一般的なオーバーレイと同等の供用性

と強度は確保されているものと思われる。ただし、除雪作業など

が繰り返された場合の影響は不明であり、長期供用性につい

ては今後の観察結果を待つ必要があると思われる。 

 

（3）凍結抑制効果 

平成 26年 12月に降雪時の供用状況を観察し、凍結抑制効

果を確認した。代表的な観察結果を写真-3.2.4 に示す。目視

観察では、工区の境目がはっきりと確認出来る程度の凍結抑

制効果が確認された。 

なお、本工法は凍結抑制工法としては通常のグルービング

溝に充填するタイプと同一の施工方法であることから、通常の

グルービング溝に充填するタイプと同等の凍結抑制効果が期

待できると考えられる。 

 

4. まとめ 

新たな維持工法による凍結抑制舗装について、本検討で

得られた知見を以下に示す。 

① グルービング溝へ充填するタイプの凍結抑制舗装は、

新たな維持工法による薄層オーバーレイ層に施工可能

である。 

② 施工費用は、一般的な切削オーバーレイによる凍結抑

制舗装と比較して安価となる。 

③ 供用性は、新たな路面維持工法で施工した一般舗装と同程度である。 

④ 凍結抑制効果は、通常のグルービング溝へ充填するタイプと同等の効果を期待できる。 

 

5. おわりに 

グルービング溝へ充填するタイプの凍結抑制舗装は、薄層舗装への適用が課題であったが、新たな維持

工法を用いることで、薄層舗装への適用が可能であることを確認した。本工法は、薄層オーバーレイ程度の維

持工事を検討している箇所に、凍結抑制効果を付加したい場合に効果を発揮すると考えられる。 

最後に、実路検証にご協力を頂いた、新潟県上越地域振興局地域整備部上越東維持管理事務所の関係

各位に感謝の意を表します。 
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写真-3.2.2 供用三ヶ月後の舗装の状況 1 

写真-3.2.3 供用三ヶ月後の舗装の状況 2 
 

 
写真-3.2.4 凍結抑制の効果 
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