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路面テクスチャと湿潤・凍結路面における走行安全性との関係に関する研究
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報　文

粗面系舗装は、粗い路面テクスチャによる走行安全性の機能を期待して、施工実績が増加している。
特に近年、北海道開発局が管理する路線において施工が増加している機能性SMAは、粗い路面テク
スチャによる走行安全性の機能を有しており、施工における出来形として路面テクスチャに対する規
格値を設定している。そのため、路面テクスチャと走行安全性の機能の関係について詳細な検討が必
要である。そこで、本研究は、路面テクスチャと走行安全性の関係を検証した。その結果、1）路面
テクスチャと水膜や氷膜が発生する水分供給量には関係があること、2）路面テクスチャと水膜や氷
膜が発生する水分供給量の関係を用いて、実道における走行安全性評価を行うことができる可能性が
あることを示すことができた。 

《キーワード：路面テクスチャ、走行安全性、機能性SMA》

Rough-textured pavements have been increasingly installed because the pavement’s rough surface 
texture affords greater traveling safety than conventional pavements. High-performance SMA, 
whose installation has been increasing on routes managed by the Hokkaido Regional Development 
Bureau, affords good traveling safety because of its rough surface texture. The Bureau tentatively 
specified construction standard values for the finished road surface texture, and it plans to further 
improve the standards. To contribute to the improvement of the standards, detailed examination 
of the relationship between road surface texture and traveling safety is required. In this study, the 
relationship between the road surface texture and traveling safety was examined. The results of 
examination were as follows: 1) the road surface texture and the water supply that contributes 
to the formation of water and ice films are closely related; and 2) it is possible to assess traveling 
safety on an actual road by using the relationship between road surface texture and water supply 
that contributes to the formation of water and ice films. 

《Keywords：road surface texture, traveling safety, high-performance SMA》



寒地土木研究所月報　№772　2017年９月  11

１．はじめに

排水性舗装などに代表される粗面系舗装は、湿潤路
面や凍結路面における走行安全性の確保、騒音などの
環境負荷軽減効果が期待される1)、2)、3)、4)ことから、我
が国においても多く施工されてきた。また、北海道開
発局では、高規格幹線道路や一般国道において、粗い
路面テクスチャによる走行安全性上の機能と高い耐久
性を併せ持つ機能性SMAの施工実績が増加している。
粗面系舗装、特に機能性SMAは、走行安全性上の主
な機能が路面テクスチャに起因していることから、こ
れらの機能との関係を明確にすることは、非常に重要
である。また、現時点で明らかになっている関係を基
に道路管理者により、路面テクスチャの品質管理上の
規格値が設けられている5)。路面テクスチャと走行安
全性の関係に関しては、湿潤路面時における路面テク
スチャとすべり抵抗値との関係が世界的に研究され
ており、測定装置の開発なども積極的に行われてい
る6)、7)、8)。また、世界道路協会（PIARC）は、国際共
同実験を1992年に行い、その成果として国際摩擦指標

（International Friction Index : IFI）が開発された9)。
しかしながら、積雪寒冷地特有の路面状況や舗装にお
いて、走行安全性の検証事例3)はあるが、路面テクス
チャと走行安全性の機能の関係に着目した詳細な検討
事例は少なく、実用上十分ではない。

そこで本研究は、積雪寒冷地における路面テクスチ
ャと走行安全性の機能に関して、夜間雨天時の視認性
と凍結路面時のすべり抵抗性に着目した検証を行った。

２．機能性SMA

機能性SMAは、粗い路面テクスチャ（マクロテクス
チャ）により、雨天時のハイドロプレーニング現象発生
の抑制や視認性の確保、凍結路面時のすべり抵抗性確
保などの走行安全性能を保ちつつ、優れた耐久性も併
せ持つことをコンセプトに開発された表層用アスファ
ルト混合物である5)。元来、北海道開発局において採
用してきた排水性舗装（空隙率17%）は、湿潤路面に限
らず、冬期の氷膜（ブラックアイス）路面においても走
行安全性の機能を有することが確認されている。しか
しながら、積雪寒冷地では、冬期間の除雪作業による
摩耗や融雪水による凍結融解作用など、舗装にとって、
過酷な環境下におかれることとなることから10)、排水
性舗装は耐久性の面から問題が指摘されている11)。

一方、機能性SMAは粗い路面テクスチャを有しつ

つも、内部をSMAのような密実な構造にすることに
より（図－1）、十分な耐久性も併せ持っている。この
機能性SMAは、北海道開発局において、施工の出来
形管理に路面テクスチャの規格値を設けている唯一の
アスファルト混合物である一方で、その規格値は今後、
適宜検討を行う必要があるとされている5)。

機能性SMAの性能検討の方向性としては、機能性
の面では、路面テクスチャを確保することが必要であ
るが、一方で、耐久性を確保するために、十分な締固
めを行う必要があるという二面性があり、既往の研
究12)、13)により、路面テクスチャと締固め度は逆相関
の関係にあることが確認されている。こうした走行安
全性の機能と路面テクスチャの関係はいまだ不明確な
部分があり、これを明らかにすることは、極めて重要
な課題である。

なお、機能性SMAの路面テクスチャは、CTメー
タなどで測定された平均プロファイル深さ（MPD：
Mean Profile Depth）で規格されており、本研究にお
いても、路面テクスチャの指標としてMPDを用いて
いる。

３．路面テクスチャと貯留可能水分量の関係

湿潤路面や凍結路面における、路面テクスチャによ
る走行安全性能は、粗いテクスチャを持つ路面の凹部
に供給された水分が貯留することにより、路面のタイ
ヤ接地部分の水膜（凍結路面では氷膜）が薄くなる、
もしくは発生自体が抑制されることにより発現すると
考えられる。こうした機能発現メカニズムを検証する
ために、まず、路面テクスチャを変化させた供試体を
作製し、路面テクスチャと路面から流入した水分が貯
留される量（貯留可能水分量）の関係を明らかにした。

（１）貯留可能水分量の定義と測定方法

路面から供給された水分が、粗いテクスチャを持つ
路面の凹部に貯留することのできる限界量を貯留可能
水分量と定義する。本研究では、供試体の乾燥重量と、
路面から注水してあふれる直前の重量との差を求め、
1m2あたりに換算したものを貯留可能水分量（g/m2）

図－1　機能性SMAの構造
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とした。なお、貯留可能水分量は、路面テクスチャの
空隙のみに着目しており、排水性舗装が有する排水機
能は考慮しない。

（２）供試体の作製

本研究で使用した供試体は、路面テクスチャを
CTメータで測定したMPDで管理し、0.15mmから
1.50mmの間で7枚の供試体を作製した。供試体の寸
法は、縦400×横400×厚さ50mmである。各供試体の
MPDを表－1に示す。なお、MPDは供試体の中心近
傍3箇所で測定し、その平均値を用いた。また、この
後の試験において、MPDの測定は、常に同じ位置に
なるようにした。

供試体は機能性SMAの配合設計（骨材最大粒径
13mm、目標空隙率5.0%）を基本とし、アスファルト
量や転圧方法などを変化させることで、路面テクスチ
ャを調整した。作製した供試体は、写真－1のように
側方および底面を供試体形状に沿ってコーティング
し、透水しないようにすることで、路面テクスチャに
よる影響のみを検証できるようにした。

（３）MPDと貯留可能水分量の関係

図－2に、機能性SMAの路面テクスチャ（MPD）
と貯留可能水分量の関係を示す。MPDと貯留可能水
分量には相関関係が見られ、MPDが大きくなるにつ
れて増加している。

MPDと貯留可能水分量の関係式を、直線回帰によ
り求めた。MPDが0mmの時、路面は平滑であると考

え、原点（0，0）を通過する回帰直線とした。式(1)
に関係式を示す。

　　　　　　　 y = 708.8x � (1)

ここに、xはMPD、yは貯留可能水分量である。
なお、R2値は0.9程度となり、式(1)より得られる値

は、十分に信頼できると考えられる。このため、以降、
この関係式を用いて、湿潤路面および凍結路面におけ
る走行安全性の検証を行うこととした。

なお、本研究における水膜とは、路面テクスチャの
凹部が水に満たされ、路面に平滑な水膜が発生する状
態を示しており、路面に供給される水分が貯留可能水
分量に達した時に、夜間湿潤路面時の視認性低下や凍
結路面時のすべり抵抗性の低下が発生するような、平
滑に近い水膜が発生すると仮定した。

４．夜間湿潤路面の視認性と路面テクスチャの関係

走行安全上求められる路面テクスチャに関わる機能
としては、雨天時のハイドロプレーニング現象発生の
抑制、水けむり抑制による視認性確保、夜間雨天時の
視認性確保、凍結路面時のすべり抵抗性確保などがあ
る。ここでは、夜間雨天時の視認性に着目した室内試
験を行った。夜間湿潤路面では、対向車や街灯などの
高輝度光源が周囲の物体の視認性を低下させる眩しさ

（グレア）を発生させることがあり、事故を引き起こ
す一因となり得る14)。

本試験は、対向車のヘッドライトが運転者の視認性
に与える影響を想定し、式(1)に示した路面テクスチ
ャと貯留可能水分量との関係を用いて、路面テクスチ
ャと視認性の関係を検証した。

（１）路面反射グレア

夜間の湿潤路面、冠水路面、凍結路面などでは、対
向車のヘッドライトの直射だけではなく、路面からの
鏡面反射もあり、運転者にグレアを引き起こす。乾燥

表－1　作製した供試体の路面テクスチャ（MPD）

供試体 路面テクスチャ（MPD）

A 0.15 mm
B 0.33 mm
C 0.50 mm
D 0.69 mm
E 0.88 mm
F 1.20 mm
G 1.50 mm

※CT メータで 3 回測定したものの平均値

※機能性SMAの規格値はMPD0.9mm以上（平均値）

写真－1　作製した供試体（左：表面、右：底面）

図－2　MPDと貯留可能水分量の関係
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路面時、路面に入射した光の多くは拡散反射する。し
かし、湿潤路面になると一部が鏡面反射するようにな
り、路面が平滑な水膜や氷膜に覆われると完全に鏡面
反射し、路面反射グレアが強く感じられるようになる。

（２）試験概要

前述のように、路面反射グレアは路面からの鏡面反
射によって強く感じるようになる。ここでは、輝度に
着目し、人為的に発生させた湿潤路面で散水量を変化
させ、光源光の反射状況との関係を明らかにすること
により、夜間湿潤路面時の視認性評価手法を提案した。

本試験は、北海学園大学の実験施設内の、舗装が直
線的に10m設置されている恒温室内において、外部か
らの光を遮断した状態で行った。恒温室内にはMPD
が1.45mm（3箇所の平均）の機能性SMAと、0.68mm
の密粒度アスファルト混合物13F（以下、密粒度）が
設置されている。

そこに、図－3に示すように、ヘッドライトの代用
としたハロゲンライトと、輝度を測定するためのデ
ジタルカメラを設置した。ハロゲンライトは、光束
20000lm、照射角30°であり、光度は93000cdになる。
設置高さは0.9mとし、普通乗用車程度の高さを想定
した。デジタルカメラは1.2mの高さに設置した。こ
れは、我が国の道路構造令で定められる視距が、目の
高さ1.2mを標準としていることによる。輝度測定に
用いる画像は250×250（pixel）の画角が供試体内に
収まる範囲とし、常に同じ座標でトリミングした。な
お、光源は、カメラの視野に入らないようにした。散
水量は500～3000g/m2の間で6条件を設け、1条件終了
後に、必ず供試体を乾燥させ、試験を繰り返した。表

－2に試験条件を示す。

（３）デジタルカメラによる輝度測定

デジタルカメラで撮影した画像は、画素ごとに光の
3原色であるRGB（Red, Green, Blue）の集合として記
録されている。本試験では、まず濃度ヒストグラムか
らRGBそれぞれの平均濃度を求めた。

画像のRGB濃度値から輝度を算出する方法として、
我が国のアナログ放送でも採用されていた、全米テ
レビジョン放送方式標準化委員会（NTSC：National 
Television System Committee）方式の映像信号にお
ける輝度信号に着目した。これは、モノクロ放送にお
ける画像の濃淡を算出するために活用されていたもの
で、NTSC方式の映像信号における輝度信号Yは、R：G：
B＝0.30：0.59：0.11の割合で混合し、伝達される15)。

よって、輝度信号Yは式(2)で求められる。

　　　 Y = 0.30R + 0.59G + 0.11B � (2)

ここにR、G、Bは各色の濃度であり、ここでは、既
に求めた平均濃度を用いることとする。

（４）試験結果

図－4に一例として500g/m2散水時における光の反
射状況（輝度測定用画像）、図－5に輝度信号値の測定
結果を示す。密粒度と機能性SMAを比較すると、乾
燥路面において輝度信号値はほぼ同値だが、500g/m2

散水すると、密粒度は水膜により輝度信号値が高く
なり、3000g/m2散水までほぼ一定の値を示した。し
たがって、本試験で用いた密粒度（MPD＝0.68mm）
では500g/m2散水までに、水膜の増加に伴う鏡面反
射が発生し、対向車ヘッドライトによるグレアが発
生すると推測される。それに対し、機能性SMAは、
500g/m2散水では乾燥路面時とほぼ変わらない値を示
し、1000g/m2散水でも密粒度より低い輝度信号値を
維持し、1500g/m2以上の散水となると、密粒度の輝
度信号値に近づき、その後ほぼ一定の値を示した。

したがって、本試験で用いた機能性SMA（MPD＝
1.45mm）は、1000～1500g/m2で平滑な水膜が発生し、
対向車ヘッドライトの鏡面反射によるグレアが発生す
ると推測される。

なお、式(1)を用いて路面テクスチャ（MPD）から
算出した貯留可能水分量は約1030g/m2であり、これ
より散水量が多くなると水膜のほぼ全面が平滑面にな
ると考えられるこの算出値は、1000～1500g/m2で平

図－3　試験の状況

表－2　夜間湿潤路面時の視認性に関する試験の条件

試験舗装
密粒度（MPD＝0.68mm）

機能性 SMA（MPD=1.45mm）

路 面 湿潤路面

散水量 500、1000、1500、2000、2500、3000g/m2

光 源
ハロゲンライト 高さ 0.9m に設置

光度 93000cd、照射角 30°、光束 20000lm

輝 度
デジタルカメラの画像より輝度信号を

測定、高さ 1.2m に設置
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滑な水膜が発生したと推測される本試験結果と一致す
るものである。

以上の通り、本試験結果と貯留可能水分量の推定法
を組み合わせることにより、路面テクスチャによる夜
間湿潤路面の視認性評価の可能性が示された。

５．凍結路面の走行安全性と路面テクスチャの関係

粗い路面テクスチャを有する舗装は、粗ではない従
来の舗装に対し、凍結路面において高いすべり抵抗性
を維持することから、高い走行安全性の機能発現を期
待して施工される事例もある16)。実際に凍結路面にお
ける走行安全性の機能発現は、路面テクスチャが確保
できる状況（薄いシャーベットや氷膜など）において
効果が認められている16)。そのため、効果発現は、路
面テクスチャと発生する雪氷膜の厚さに依存すると考
えられる。

ここでは、凍結路面時のすべり抵抗に着目した室内
試験を行い、路面テクスチャとすべり抵抗値の関係に
ついて、式(1)に示した路面テクスチャと貯留可能水
分量との関係に着目し検証した。

（１）試験概要

この試験は、路面テクスチャと貯留可能水分量の
関係を明らかにする際に使用した供試体を使用した。
表－3に、試験条件を示す。まず試験温度を+2℃に設

定し、供試体と散布する水を同温度にするため、12
時間以上養生した。次に、散水を行い、徐々に室内
温度を低下させて凍結路面を作製し、DFテスタを用
いてすべり抵抗値を測定した。散水量は500、1000、
1500g/m2とし、時間当たりの散水量を調整し、供試
体をできる限り水平に設置するなど、水分が流出せず、
かつ氷膜が一様な厚さで生成されるように努めた。

なお、本試験は、湿潤路面が気温と路面温度の低下
によって、氷膜路面が生成されるような状況を想定し
ている。実道において、すべり抵抗値が著しく低下す
る状況としては、ある程度まとまった降雪後に発生す
る圧雪路面なども考えられるが、このような路面は、
舗装の路面テクスチャによる走行安全性の機能発現は
ほぼ期待できない。

（２）路面テクスチャに着目したすべり特性

図－6に、路面テクスチャ（MPD）とDFテスタで
測定した20、40、60km/h時のすべり摩擦係数（μ20、
μ40、μ60）の関係を、図－7に、散水量とすべり摩
擦係数の関係を示す。

すべり摩擦係数の傾向をみると、すべり摩擦係数の
上昇幅が明確に大きいMPDが存在している。散水量
500g/m2ではMPDが0.33mmから0.50mmの間にすべり
摩擦係数が0.60程度上昇しており、散水量1000g/m2で
はMPDが0.50mmから0.88mmの間に0.50程度、散水量
1500g/m2ではMPDが0.88mmから1.20mmの間に0.30
程度上昇している。凍結路面において、凍結面が路面
の凸部より上にある場合、すべり摩擦係数は低くなる
が、凍結面が路面の凸部より下、つまり路面の凸部が
露出する状態になると、すべり摩擦係数が大きくなり、
場合によっては湿潤路面に近い値になることが既往研
究からも明らかになっている17)、18)。したがって、本
試験では、すべり摩擦係数が大きく変動したその区間
に、平滑な氷膜が生成されるか否かの境界が存在する
可能性がある。

なお、本試験では、散水量が少ないほどすべり摩擦
係数の変動幅は大きく、散水量が増えるにつれて緩や
かになる傾向がある。したがって、路面テクスチャに
よる走行安全性の機能が発現しやすいブラックアイス

図－4　500g/ｍ2散水時における光の反射状況

図－5　輝度測定の結果

表－3　凍結路面の走行安全性に関する試験の条件

試験温度
試験開始時+2℃、散水後 10 分ごとに

1℃低下させ、-8℃まで低下。

散水量 500g/m2、1000g/m2、1500g/m2

測定項目 すべり摩擦係数（DF テスタで測定）
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バーンのような氷膜路面では、貯留可能水分量に着目
して、すべり抵抗性を明確にすることが、路面テクス
チャと凍結路面における走行安全性との関係を明らか
にする上で重要と考えられる。

（３）路面テクスチャに着目した走行安全性の検証

路面テクスチャと貯留可能水分量の関係式である式
（1）より各散水量で平滑な水膜が発生するMPDを求
め、試験結果と比較した。なお、氷膜路面を作製する
際に、水の蒸発や氷の昇華などにより187.5g/m2程度、
水分の減少があった（供試体とほぼ同じ表面積の容器
に水を張って測定）ため、その減少分を考慮している。

この方法により、平滑な氷膜が発生するMPDを
予測した結果、散水量500g/m2ではMPDが0.40mm、
1000g/m2散水では1.10mm、1500g/m2散水では
1.80mmであった。図－6の補間曲線により予測した
MPDの時、試験で測定したすべり摩擦係数を求める
と、散水量500g/m2および1000g/m2散水では乾燥路面
に近い値である0.60以上であり、1500g/m2散水でもす
べり摩擦係数が0.50以上になると推測される。

この図では、散水量500g/m2では、すべり特性を検
証する上で明らかになったすべり摩擦係数の大きく変

動する区間とほぼ一致したMPDとなっている。また、
散水量1000g/m2および1500g/m2の結果は、すべり摩
擦係数の大きく変動する区間よりも大きいMPDの値
となっている。このように、予測値が試験結果よりも
大きく安全側のMPDを示した要因としては、若干の
供試体の傾斜による氷膜厚のむらや水の蒸発、氷の昇
華など、いくつかの要因が考えられるため、今後、試
験の精度を高めることが必要である。

次に、図－7に示す散水量とすべり摩擦係数の関係
から走行安全性を検証する。前野らが提案した雪氷分
類19)によると、路面上に厚さ1.0mm以下の氷層が形成
されている状態のことを氷膜路面としている。本試験
において、散布した水が全て一様に凍結した仮定する
と、散水量1000g/m2において、ほぼ平滑な路面上に
は約1mmの氷膜ができる。以上から、本試験におけ
る散水量1000g/m2は、マクロテクスチャの小さい密

図－6　MPDとすべり摩擦係数の関係

図－7　散水量とすべり摩擦係数の関係
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粒度において厚さ1.0mm程度の氷膜路面が発生する状
態であると仮定する。この状況の時、すべり摩擦係数
を冬期路面管理目標に採用している北欧の国々（ノル
ウェー、スウェーデン、フィンランド、アイスランド
など）が0.25～0.4020)を管理目標値としていることを
考慮すると、本試験においてMPDが0.69mmの場合、
すべり摩擦係数が0.4以上確保されていることから、
MPDが0.7mm程度以上であれば、すべり抵抗の確保
を期待することができると推測される。

なお、この結果はあくまでも室内試験を基にした検
証であり、即現場に適用できるものではない。現在、
機能性SMAにおける路面テクスチャの規格値は、こ
れまでの試験施工の結果などから、所定の測定箇所数
の平均値でMPDが0.9mm以上とされているが5)、今後、
現場への適用を考慮した更なる検討が必要である。

以上ように、本研究で行った試験の結果から、湿潤
路面や凍結路面における走行安全性の評価方法とし
て、路面テクスチャと貯留可能水分量の関係に着目す
る方法が有効である可能性を示すことができた。しか
しながら、実道への適用に際しては、さらに実験など
による検証を必要とすると共に、道路構造（勾配、排
水能力など）や気象条件など、考慮すべき環境条件を
明確にする必要があるため、今後の研究における課題
は多く存在している。

６．結論

本研究で得られた知見についてまとめると、以下の
とおりになる。
（１） 路面テクスチャ（MPD）と貯留可能水分量に

は高い相関関係がある。したがって、得られた
関係式より、路面上に水膜が発生する時の水分
供給量を推定することができる。

（２） 室内試験の結果より、路面テクスチャと夜間湿
潤路面におけるグレアの発生が予測される散水
量には関係があり、路面テクスチャと貯留可能
水分量の関係式から推定される水膜が発生する
時の水分供給量と試験結果はほぼ一致した。し
たがって、路面テクスチャから推測することが
できる可能性がある。

（３） 室内試験の結果より、路面テクスチャと凍結路
面におけるすべり摩擦係数に関係があることを
確認した。また、試験結果および路面テクスチ
ャと貯留可能水分量の関係式から推測される結
果から、路面のすべり抵抗を確保することがで

きる路面テクスチャを評価することができた。
（４） 湿潤路面や凍結路面における走行安全性を確保

するために必要な路面テクスチャを推定するに
は、実道の環境条件など、考慮すべき課題は多
い。しかし、本研究によって、路面テクスチャ
に着目することで走行安全性を評価できる可能
性を示すことができたと考えている。

７．おわりに

本研究では、積雪寒冷地における環境も考慮して、路
面テクスチャと走行安全性の関係について検証した。

本研究は、室内試験をもとにした検証を行っており、
走行安全性を確保するために必要な路面テクスチャを
明らかにする方法の一つとして、路面テクスチャと水
膜や氷膜が発生する水分供給量の関係に着目した。そ
の結果、路面テクスチャから走行安全性の機能を評価
できる可能性を示すことができた。しかし、実道への
適用を考えると、環境条件など検証すべき課題は多い。

今後、室内試験に加え、実道を想定した検証を進め、
走行安全性を確保するために必要な路面テクスチャを
推定できる手法を確立していきたい。
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