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１．はじめに 
 わが国は，国土の約60％が積雪寒冷地域であり，総人口の20％程度に当たる約2,800万人の人々がそ

こで生活している．近年，積雪寒冷地域では過疎化と少子・高齢化が進行し，自助・共助が弱体化して

いる場所が多く，冬期の除雪については道路管理者等での対応が増加している状況にある．しかし，こ

れら地域の自治体等は財政的にも厳しいところが多く，広範囲を高頻度で除雪することが困難な状況に

ある１）．そのため，住宅や商業施設，福祉施設等周辺の歩道などの除雪は地域の住民が人力で行わなけ

ればならないことが多く，冬期における歩行空間の安全確保が重要な課題となっている． 
 このような背景のもと，筆者らは，積雪寒冷地域においてスコップなどの人力除雪の労力を軽減し，

比較的容易に路面の露出が可能な“除雪補助機能”を有する歩道用の薄層化学系凍結抑制舗装（以下，

開発技術）の開発を行っている．具体的には塩化物を添加したアスファルト混合物（以下，混合物）を

既設舗装上に15～20mmの薄層でオーバーレイすることによって，舗装表面から溶出する塩分による氷

点降下作用により，路面と雪氷の氷着を抑制するものである．本文では，開発技術の概要を述べるとと

もに，除雪補助機能の効果の程度やその持続性を検証するために行った室内実験や構内試験施工による

追跡調査（4シーズン目まで）の結果を報告する．なお，本開発は独立行政法人土木研究所と大成ロテ

ック（株）の共同研究「凍結抑制舗装技術の開発に関する研究」の成果の一部である． 
２．開発技術の概要 
 開発技術は，塩化物系の凍結抑制材をアスファルト混合物

に添加・混入し，薄層で舗装することで，混合物中から溶出

した塩分により，路面に雪氷が氷着するのを防ぐものである．

写真-1 に，成人女性が通常の力で人力除雪した際の路面の状

況を示す．写真の手前が通常のアスファルト舗装，奥が開発

技術であり，路面が容易に露出できる“除雪補助効果”が確

認できる．なお，除雪補助効果の持続性は 5 シーズン程度以

上を目標としている． 
３．室内実験 
３－１．実験の概要 
 塩化物系の凍結抑制舗装は，混合物中の塩化物が溶出することにより，凍結抑制効果を発揮するこ

とから，混合物の空隙率が効果の発現や持続性に影響を与えると言われている２）．そこで，凍結抑制

材の種類と混合物の空隙率を変化させた数種類の配合について，塩分溶出の持続性を室内実験により

評価し，長期間にわたり効果の持続が期待できる配合を選定した．  
３－２．実験の方法 
塩分溶出の持続性は，各混合物の供試体を長期間水浸させ，供試体表面から溶出する塩分量により

評価した．具体的には，①30×30×3cm の供試体を 20℃で水浸させ，②定期的に水から取り出し，

③供試体表面を流水で洗い流した後ふき取り，④供試体の表面に水を溜め（写真-2 参照），⑤2 時間後

写真-1 人力除雪後の路面の状況 
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の水中の塩分濃度を塩分量測定計（カンタブ）にて測定し，塩分溶

出量を求めた．なお，既往の研究成果から，塩分溶出量が 0.1g／㎡

程度以上あれば，除雪が容易に行えることがわかっており３），除雪

補助機能の持続性を判断する目安とした． 
３－３．混合物の種類 

塩化物系の車道用凍結抑制舗装の既往の研究によると，塩分溶出

の持続性を考慮すると，混合物の空隙率は，おおむね 4～6％が最適

であり，6～9 年の長期にわたり塩分の溶出が持続し，凍結抑

制効果が発揮されたとの報告がある２）．このことから，検討

する混合物の目標空隙率を 4％および 6％とした．また，混

合物に添加する凍結抑制材は，混合物中のフィラーと置き換

える粉末タイプと，細骨材の一部と置き換える粒状タイプの

2 種類とした．混合物の種類を表-1 に，骨材の合成粒度を表

-2 に示す．なお，各凍結抑制材の添加率については，それぞ

れの車道での実績から粉末タイプ 6%，粒状タイプ 5%とした． 
３－４．実験結果および考察 

180 日間水浸した供試体の塩分溶出量の測定結果を図-1 に

示す．図より以下のことを考察した． 
① 粒状タイプは，水浸初期の塩分溶出量が粉末タイプの 4

～7 倍程度多く，優れた除雪補助機能が期待できるもの

の，比較的早期に塩分溶出量が減少しており，除雪補助

機能が消失する可能性がある． 
② 粉末タイプは，水浸初期の塩分溶出量が粒状タイプと比

較して少ないものの，日数に伴う減少が少ないため，長

期にわたり塩分溶出が持続する可能性がある． 
③ 空隙率による塩分溶出量の違いに着目すると，粒状タイ

プでは，空隙率 6%の方が 4%と比較して水浸初期の塩分溶出量は多く，空隙率が大きいほど早期

に塩分が溶出し易い可能性がある．粉末タイプでは，空隙率の違いによる溶出量の差は見られな

かった． 
以上のことから，混合物の種類によって，水浸初期の塩分溶出量に差が見られたものの，いずれも

水浸 180 日の時点では，塩分溶出量に差は見られず，除雪が容易に行える目安の 0.1g／㎡以上を満足

しており，除雪補助機能が長期間持続する可能性が認められた．このため，4 種類全ての混合物で試

験施工を実施し，実路にて除雪補助機能の検証を行うこととした． 
４．試験施工 
４－１．試験施工の概要 

2011 年 9 月に，（独）土木研究所 雪崩・地すべり研究セン 
ター（新潟県妙高市）構内にて試験施工を実施し，施工性お 
よび除雪補助機能の持続性について検証した．試験施工の概 
要を表-3 に，施工した混合物の種類を表-4 に示す．ここでは， 
室内実験で選定した 4 種類（配合 A～D）に加え，より一層 
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図-1 塩分溶出量の測定結果 

写真-2 塩分溶出量測定状況 

表-2 骨材の合成粒度 
ふるい
(mm)

13.2 4.75 2.36 0.6 0.3 0.15 0.075

合成粒度
(%)

100.0 98.3 73.0 40.1 29.1 20.0 15.1

表-3 試験施工の概要 
時　期 2011年9月14日

場　所 雪崩・地すべり研究ｾﾝﾀｰ（妙高市）

面　積 126㎡（1.5m×14m×6種類）

厚　さ 15mm（ｵｰﾊﾞｰﾚｲ）

種　類 5種類+比較用細粒（表-4参照）

混合物の

種類 添加率 設定空隙率

4%
6%
4%
6%

凍結抑制材

6%

5%粒状タイプ

粉末タイプ

表-1 検討混合物の種類 



の効果の向上を期待し，粉末および粒状タイプの凍結抑制材 
を両方とも混合した“配合 E”と，比較用として通常の細粒

度混合物も併せて施工した．なお，混合物の目標空隙率は，

凍結抑制効果の持続性が期待できる 4～6％に対し，実施工で

の締固め度の低下を考慮して，試験施工では 3%と 4%に設定

した．また，各混合物から溶出した塩分が他工区へ流れ出る

ことを避ける為、隣接工区とは 1m 以上の間隔を空けて舗設

した． 
４－２．施工性 
施工状況を写真-3 に示す．試験施工は，厚さ 15ｍｍの薄層

で行ったが，混合物の引きずりもなく，施工性は良好であっ

た．また，混合物の温度低下による締固め不足が懸念された

が，施工後の切取コアの締固め度は表-5 に示す通り 97.7～
99.0%，実測空隙率は 4.3～5.5%であり，長期の塩分溶出が

期待できる空隙率 4～6％が確保できた． 
４－３．除雪補助機能および持続性 
各工区の除雪補助機能とその持続性を確認するために，追

跡調査を実施した．調査項目および試験方法を表-6 に示す． 
除雪補助機能は，実際の積雪を利用し，スコップを用いた

人力除雪により路面を露出させようとした時の容易さを，被

験者のアンケート結果をもとに評価する「除雪の容易さ試験」

にて検証した．また，除雪補助機能の持続性を間接的に評価

するために，路面からの塩分溶出量を定期的に測定した． 
なお，4 冬目の「除雪の容易さ試験」の 1 ヶ月前（施工後

39ヶ月後）に，各工区の舗装表面の一部を 5mm程度研削し，

塩分溶出量の増加や，除雪補助機能の向上が見られるかにつ

いても検討した．路面の研削状況を写真-4 に示す． 
（１）除雪の容易さ試験（アンケート調査） 
施工 4 ヶ月後（1 冬目）と施工 40 ヶ月後（4 冬目）の１月

に実施した除雪の容易さ試験結果を図-2 に，4 冬目の試験状

況を写真-5 に示す．なお，アンケートによる評価は表-7 に示

す 5 段階とし，『少しはがし易い』・『非常にはがし易い』を

「除雪補助機能あり」と判定した．被験者数は，1 冬目が 9
名，4 冬目が 10 名で，「除雪補助機能あり」と評価した割合

を縦軸に百分率で表した．図-2 より，粒状の凍結抑制材を使

用した C,D 配合の 1 冬目の評価は，「除雪補助機能あり」が

90％と高かったが，4 冬目には 20％以下となった．一方で，粉末の凍結抑制材を使用した A，B 配合

は，A 配合の１冬目の評価は低かったものの，４冬目に A，B 配合ともに 50％以上の人が「除雪補助

機能あり」と回答した．また，粉体と粒状の両方を混入した E 配合は１冬目，4 冬目とも 90%以上の

人が「除雪補助機能あり」と回答し，比較用の細粒度混合物は１冬目および４冬目ともすべての人が

写真-3 施工状況 

写真-4 路面の研削状況 

表-4 混合物の種類 

配合
凍結抑制材

種類
目標

空隙率

A 4.0%
B 3.0%
C 4.0%
D 3.0%
E 粉末＋粒状 4.0%

粉末タイプ

粒状タイプ

表-6 調査項目および試験方法 
調査項目 試験方法

除雪の容易さ
試験

積雪を厚さ10cmを残して機械除
雪した後，スコップで人力除雪を
行い，路面の露出させ易さを被
験者の感覚で評価

塩分溶出量
測定

内径135mmの円筒を路面に設置
し，200ccの水を2時間溜めた後，
ｶﾝﾀﾌﾞにて塩分溶出量を測定

表-5 コアの締固め度および空隙率

配合 締固め度
実測

空隙率
長期の塩分溶出が
期待できる空隙率

A 99.0% 5.0%
B 98.6% 4.3%
C 98.5% 5.5%
D 97.7% 5.2%
E 98.9% 5.0%

4～6%



「除雪補助機能なし」と回答した．これらの結果から，

除雪補助機能の持続性に関しては，E 配合もしくは A，

B 配合に期待が持てると考えられる．なお，4 冬目の

1 ヶ月前に舗装表面を 5mm 程度研削した結果，A，D
配合で「除雪補助機能あり」の割合が増えた． 
（２）塩分溶出量の測定 
 塩分溶出量の測定結果を図-3 に示す．ここでは，凍

結抑制材が同じ A・B 配合および C・D 配合はそれぞ

れ試験結果に大差がなかったため，2 つの平均値を図

に示した．図から，粒状の凍結抑制材を使用した C・

D 配合の初期の塩分溶出量は A・B 配合と比較して多

いが，13 か月以降ほぼ差がなくなり，39 ヶ月後には

逆転した．これは室内の長期水浸試験とも同様な傾向

であった．なお，どの配合も 13 か月以降は，目標値

0.1 g/㎡から 0.3 g/㎡程度の間を推移していたが，39
ヵ月後に舗装表面を研削した直後の塩分溶出量は，施

工直後程度まで回復した．このことより，塩分溶出量

が減少した場合，路面を研削することで，除雪補助機

能を回復できる可能性が見出せた．  
5．おわりに 
人力でも容易に路面を露出させることが可能な凍結

抑制舗装の開発を目標に，室内実験および雪崩・地すべ

り研究センター構内での試験施工および追跡調査を実

施してきた結果，施工40ヵ月後(4冬目)の追跡調査でも

除雪補助機能を維持していることが確認できた．また，

舗装表面を研削することで塩分溶出量が回復すること

も分かった．今後は，研削後の塩分溶出量の経時変化の

確認等，当該舗装の除雪補助機能の持続性について更に

検討を進め，積雪寒冷地の安全な歩行空間の確保に貢献

できる舗装技術を開発したいと考えている． 
最後に，試験施工場所を提供頂き，アンケート調査に

ご協力頂いた（独）土木研究所雪崩・地すべり研究セン

ターの秋山所長および松下主任研究員に感謝の意を表

します． 
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図-2 除雪の容易さ試験結果 
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表-7 アンケート評価 
除雪補助機能 評　価

非常にはがし易い

少しはがし易い

普通

少しはがしにくい

非常にはがしにくい

あり

なし

写真-5 除雪の容易さ試験状況（4 冬目）
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図-3 塩分溶出量の測定結果 


