
大型 中型 小型 輪跡部 非輪跡部

　八戸市 根城　 1 5 91 11年 14% 　0～10% 68 78

　八戸市 塩入　 0 0 15  7年  9% 50～70% 75 78

　三戸郡 南部町 0 0 3 15年 12% 80～90% 78 81

　三戸郡 田子町 0 1 2 14年 16% 50～90% 77 80

※2．施工直後の溝深さ（φ9mm）に対する比
※1．H25.06.04　AM11:00～PM14:00の計測値

ＢＰＮ（横溝通過時)
適用場所

供用

期間
勾配

交通量※1
(台/h) 輪跡部溝

の残存率※2
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密粒G 開粒 ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ 型押舗装
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すべり抵抗標準1)（BPN)

65以上；良好

55以上；一般的に申し分ない

45以上；順調な場合だけ申し分ない

45以下；すべる可能性もある

※.進行方向に対する溝の向き

注）WT供試体による評価

型押模様；へリングボーン

適用場所；八戸市根城

すべり止め対策としての型押しアスファルト舗装の適用性について 
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１．はじめに 

型押しアスファルト舗装（以下，型押舗装）は，型押しされたブロック柄の模様やカラー化によっ

て多様な景観性が得られることから，主に歩道や構内通路等へ適用されている。 

青森県内の一部地域では，ブロック柄の溝が表面排水を促すことに着目し，冬期のすべり止め対策

として市道等の坂路に適用してきた経緯がある。しかし，型押し溝は供用にともなって深さが徐々に

低減し，交通量の多い輪跡部ではほとんど残存していない箇所が確認された。 

本報告は，型押し溝を長期にわたって確保し，すべり止め機能を持続させるための表層混合物の耐

久性向上策の検討および，表面排水をさらに効率化させた型押舗装（以下，多機能型押舗装）の概要

ならびに実路への適用事例について報告する。 

２．型押舗装のすべり抵抗性 

 すべり止め舗装（工法）のすべり抵抗値（以下，ＢＰＮ）は，図－１に示すとおりである。ＢＰＮ

は，一般的なすべり止め舗装（密粒Ｇ，開粒）＜グルービング≒型押舗装となり，舗装表面に溝を施

す工法が優位であることが判る。また，溝方向に対するＢＰＮは，縦溝＜横溝であり，横溝の角張り

が抵抗となることでＢＰＮが大になるものと考えられる。 

型押舗装（写真－１）は，舗

装面に縦横の溝を設けることで

表面排水を助長し，滞水の緩和

や路面乾燥が早まることから，

冬期路面のブラックアイス化の

抑制，すべり摩擦抵抗の早期回

復に寄与する。           写真－１ 型押し溝(φ9mm)の外観   図－１ すべり止め舗装(工法)のＢＰＮ 

３．坂路における供用性         表－１ 型押舗装の適用状況（適用 30箇所のうち代表的な 4箇所を選定） 

型押舗装の適用状況を表－１に示す。

交通量の多い路線（写真－２）では，

輪跡部の溝残存率が０～10％となって

いるものの，そのＢＰＮは微視的な荒

れや凹凸によって良好な値が得られて

いる。ただし、非輪跡部に比べて明らかに低位であり，溝潰れに

よるすべり止め機能の低下が確認された。一方，交通量が比較的

少ない他の路線（生活道路）では，輪跡部の溝残存率が 50％以上

を示し，かつ，ＢＰＮの低下（非輪跡部との差）も軽度であるこ

とから，すべり止め機能の持続は 10年程度以上が期待できる。こ

れより，すべり止めに係る型押舗装の有意性は，型押し溝の確保

にあることから，制動や駆動が繰り返し作用する主要路線への適

用に際しては型押し溝の耐久性を改善する必要がある。なお，型     写真－２ 供用路面の外観 



粒径評価※

(流下時間)

硬さ

(FDR)

粗　砂 34.3sec 1.52

細　砂 29.3sec 1.54

砕　砂 44.2sec 1.48

※．ＮＥＸＣＯ試験法による
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注）密粒Ｇの施工費を1.0とした場合の比率

※．密粒(13)ベース

Ａ配合
粗:細=1:1

Ｂ配合
砕:細=1:1

Ｃ配合
砕:細=1:2

   4.75 mm 62.7 62.7 62.7

　 2.36mm 42.6 42.6 42.6

 　0.075mm 6.0 6.3 6.1

(%) 5.7 5.7 5.7

 空隙率      (%) 4.3 4.5 4.4

 飽和度　　  (%) 75.1 74.3 74.7

6.84 8.62 7.68

28 31 33

704 1,452 750

(%) 3.79 2.78 2.85

 安定度　　 (kN)

 ﾌﾛｰ値 (1/100cm)

 動的安定度(DS) (回/mm)

※1．密粒度アスコン(13)

※2．条件；クロスチェーン，試験温度-10℃，試験時間90分

※2．損失率=摩耗体積※3/試験前体積(975cm3)×100

※3．摩耗部分を珪砂で置換え、その密度(1.44g/cm3)により換算
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押舗装を走行した際の環境騒音は，一般舗装の場合と同程度（65dB前後）であり，生活道路への適用

に支障のないことを確認した。          表－２ 細骨材の性状   表－３ アスファルトの性状 

４．型押し溝の耐久性向上に係る検討 

４．１検討方針 

型押し溝の耐久性の向上（溝潰れの抑制）

には，混合物自体の変形抵抗性を高めること

が有効である。ここでは，細骨材の形状と硬さが混合物 

の変形抵抗に影響する 2)ことを踏まえ，表－２に示す細  表－４ 細骨材の配合比率による混合物特性値 

骨材の最適組成を検討した。また，アスファルトの種類

（表－３）ごとに溝残存率およびＢＰＮを評価し，その

選定資料に供することとした。 

４．２検討結果および考察 

（１）細骨材種の組成と混合物特性 

細骨材種の組成と混合物特性との関係を表－４に示す。 

これより，混合物の耐久性(マーシャル安定度，ＤＳ等)

は，Ａ配合（粗砂：細砂＝１：１）＜Ｃ配合（砕砂：細

砂＝１：２）＜Ｂ配合（砕砂：細砂＝１：１）となり，

硬質な砕砂の混合が変形抵抗性の向上に大きく寄与する

ことを確認した。 

（２）混合物の変形抵抗 

混合物の変形抵

抗（トラバース後

の溝残存率）は，

アスファルトの軟

化点と相関が有意

であり，軟化点が

高いほど残存率は

大となる（図－２）。   図－２ 軟化点と溝の残存率の関係    図－３ 溝幅の残存率とＢＰＮの関係 

また，溝潰れは，深さ方向に比べ，幅で顕著であることが確認された。トラバース後のＢＰＮは，溝

幅の残存率の低下にともなって低減し，ＢＰＮで 65を確保するためには 20％程度以上の残存率（溝

幅で約２㎜）を確保する必要があり（図－３），そのためには，ポリマー改質アスファルトの使用が有

効であることを確認した。以上のことより，溝潰れを抑制し，すべり止め機能を安定的に維持するた

めには，細骨材の組み合わせに留意することに加え，「ポリマー改質アスファルトⅡ型」を使用するこ

とが効果的と判断された。 

（３）型押舗装の施工費 

型押舗装の施工費を図－４に示す。型押舗装

の施工費は，開粒や密粒Ｇ（ギャップ）アスコ

ンの２倍程度であるが，同種のグルービングと

比べて同等または安価となる。また，実用上の

耐久性の改善策として改質Ⅱ型Ａｓを使用した       図－４ すべり止め舗装(工法)の施工費 



【部分型Ａ】 【部分型Ｂ】 【全面型】

部分型Ａ
 あらゆる道路勾配に対して排水機能を付与する

 配置パターンの自由度が高い

部分型Ｂ
 道路勾配に合わせた向きと配置パターンの設定が可

 排水機能のさらなる向上が期待

全面型Ａ
 中央線と外側線に囲まれた範囲に対する型押し
 車線外へ確実な排水機能が期待
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場合，従来までのＳｔ.Ａｓ60/80に対してコストは約１割アップするが，すべり止め機能は２割弱向

上する（図－３）ことから，利用者の便益や維持管理の観点からも有意な対策となる。 

５．多機能型押舗装 

５．１概 要 

多機能型押舗装は，従来の意匠性に配慮した

ブロック柄から格子状柄の型押し溝（図－５）

に替え，機能性の向上を図ったものである。格

子状の溝は車両の進行方向に対し 45度で転写

し，雨水を隣接する溝へ導くとともに道路勾配

を利用して輪跡部の外へ効率的に排水する。ま

た，流末に設けた突き出し溝が溝内の円滑な排

水と中央箇所への逆流を防止する。 

５．２特 長                    図－５ 多機能型押舗装用テンプレートの特長 

（１）視認性の向上 

 格子状の溝の有無にともなう降雨路面の状況を写真－３に

示す。降雨路面の反射光は溝有り＜溝無しであり，目視にお

いて溝有り箇所の水膜が低減していることが判る。すなわち，

溝有り箇所では降雨水が溝から排水されることにより水膜の

形成が抑制され，視認性が明らかに向上している。 

（２）すべり抵抗性の向上                  

 格子状の溝の有無にともなう動的摩擦係数を図－６に示す。  写真－３ 多機能型押舗装の降雨路面 

動的摩擦係数（μ）は溝有り＞溝無しであり，溝有りは溝無

しに比べて約 20％向上していることが判る。すなわち，溝有

り箇所では舗装表面の水膜形成が低減し，溝の角張り抵抗と

ともにすべり抵抗性の向上に寄与する。 

（３）凍結抑制剤の流出低減                     

 格子状の溝の有無にともなう回収水の塩分濃度を図－７に

示す。回収水の塩分濃度は溝有り＜溝無しであり，溝有りは

溝無しに比べて塩分濃度が１％弱低減していることが判る。   図－６ 多機能型押舗装の動的摩擦係数 

すなわち，散布後の凍結防止剤は溝内に留まり，融雪水等と

ともに徐々に排水されることにより，持続的にブラックアイ

ス路面の抑制に寄与する。 

５．３適用場所と範囲 

 多機能型押舗装は生活道路を中心に適用し，N3 交通以下

の一般道路を対象範囲とした。住宅地・山岳地の坂道やカー

ブ手前の減速部分，横断歩道などの停止線の手前やスリップ

事故の多発地点など，新設・既設（著しい損傷箇所を除く）   図－７ 多機能型押舗装の回収水塩分濃度 

路面を問わず，すべり抵抗性の向上を要する場所への適用を推奨する。施工方法は，舗設同時施工と

後付け施工があり，後付け施工では専用の路面ヒーターを使用して確実に格子状の模様（溝）を舗装

路面に転写する。 
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５．４実路における適用事例 

 多機能型押舗装の適用実績を図－８に示す。試行から間もなく，

平成 26年 12月時点の施工面積は約 660ｍ2と僅かであるものの，そ

の大半は積雪地域（雪寒県）へ適用され，冬期路面のすべり止め舗

装として期待されている。 

以下に青森県の適用事例を紹介する。施工は，根城地内の生活道

路（勾配６～８％）と新井田地内の通学路（勾配 14～18％）におい 

て実施した。いずれも既設路面を専用ヒーターで加熱し、部分型の  図－８ 多機能型押舗装の適用実績 

テンプレートを用いて型押しを施した。

根城地内（生活道路）の施工状況を写真

－４に示す。中央線がない当該箇所では

走行車両のすれ違いを考慮し，テンプレ

ートを中央位置につなげた２枚と左右の

路側線脇に１枚配置して，想定される輪

跡部に型押しを施した。部分型のテンプ

レートは繋げて配置することにより，外

郭形状の自由度が増し任意に型押し面積

を広げられることで，現場状況にあわせ

た機能性を有意に付与できることを確認

した。 

５．５供用性                  写真－４ 根城地内（生活道路）の施工状況 

 降雪時の路面状況を写真－５に示す。

積雪路面では車両走行による圧雪が型押

し溝を閉塞させるものの，融雪水により

開放され機能性が回復することを確認し

た。一方，今回の積雪路面においては，

凍結防止剤散布にともなう溝内の残留塩

分を微量程度検知したものの，明確な差

異を確認するには至らなかった。今後，

機能性の効果を検証すべく，継続的な追

跡調査により供用性を確認する。                   

６．おわりに 

路面のすべり抵抗性は，道路利用者の        

安全を確保するうえで重要な要求性能で      写真－５ 降雪時の路面状況（青森県内） 

あり，型押舗装はすべり止め対策として有意な工法であること，長期にわたってその特長である溝を

保持するためには使用材料の吟味と組成がより重要であること等を確認した。今後，生活道路の景観

ならびに機能性舗装として，多様な地域や路線に適用されることが考えられるため，供用条件に適し

た仕様等を確立する必要があり，その検討を継続するものとする。 

【参考文献】1)市原ほか「路面のすべりとその対策」技術書院，平成９年３月 

【参考文献】2)林ほか「高機能舗装混合物の耐骨材飛散性向上に関する検討」舗装，平成 14年８月 


