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積雪寒冷地域におけるグルービングの効果と
最適なグルービングパターンについて
Performance of Grooving Pavement and Optimal Grooving Pattern
in Snowy and Cold Region
早坂

保則＊

岳本

秀人＊＊

Yasunori HAYASAKA , Hideto TAKEMOTO

北海道において、グルービング工法は主に冬期路面対策を目的として施工されている。これま
で様々なパターンのグルービングが施工されてきたが、機能性や耐久性等から総合的に評価され
ていない。そこで、室内試験や現地における実証試験を基に、最適なグルービングパターン（溝
幅＊溝深さ＊溝間隔）について検討を行った。
グルービング工法は、路面の粗面化によるすべり摩擦抵抗を向上させ、排水機能により路面凍
結を抑制する特徴を有する。効果の評価にあたっては、一般舗装との比較により、乾燥・湿潤・
雪氷路面におけるすべり抵抗性、及び排水機能の評価を行った。
一方、路面の粗面化による道路交通騒音の増大が懸念されることから、騒音に対する評価を行っ
た。さらに、流動や摩耗に対するわだち掘れや溝つぶれに対する耐久性を確認し、総合的な評価
を行った。
この結果によると、グルービングのすべり摩擦抵抗性は排水機能と同様に溝本数が多く、溝面
積率の大きなグルービングほど有効である。また、細粒度ギャップアスコン１
３F５
５（改質Ⅱ型）
により耐流動性は改善された。機能の持続性を高めるには溝深さを深くすることが有効である。
また、これら耐久性に関する評価に基づき、舗装計画交通量や設置箇所の条件により、適切なグ
ルービングパターンを選定する方法の試案を提案した。
≪キーワード：グルービング；機能性；耐久性≫
In cold, snowy Hokkaido, pavement has been grooved mainly as a winter road measure. While
such grooves have been installed in various patterns, there has been no comparative evaluation of
the patterns in terms of functionality or durability. In laboratory and field tests of this study, we
observed grooving pavement to determine the optimal groove width, depth and interval.
Grooving improves the skid resistance of pavement by roughening the surface, and inhibits ice
formation by promoting drainage. Our evaluation focused on
（１）skid resistance（under each of
dry, wet and icy road conditions）
, and（２）drainage performance relative to non-grooved
pavement.
Because the roughened surface is expected to produce more traffic noise, we made a noise
evaluation. We also comprehensively evaluated the groovings through confirming the durability of
grooving against rutting and loss of groove edge due to asphalt flow and wear.
The results showed that the greater number of grooves and the greater ratio of groove area to
total surface area there were, the more effectively the grooving pavements give skid resistance
and drainage functions. Asphalt flow was found to be reduced by using fine‐graded gap asphalt
concrete１
３F‐
５
５（modified type‐２）
. It was found that to increase the sustainability of function, the
grooves should be deep. Based on the evaluation of durability, we tried to propose a method of
selecting grooving pattern by installation location and design traffic volume.
≪Keywords : grooving, functionality, durability≫
１
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１．はじめに
北海道における冬期路面対策の基本は除雪と凍結防
止剤等の散布であり、凍結抑制舗装による対策はこれ
を補う手段として位置付けられる。凍結抑制舗装は、
設置した箇所で連続的に効果を発揮する施設型の対策
であり、維持管理が容易で、熱エネルギーを用いて融
雪を行うロードヒーティングと比較し建設コストが低
い等の利点がある。しかし、ロードヒーティングとは

図−２

横グルービングパターン

異なり、凍結抑制舗装単独で高度な路面管理水準を達
成することは難しいと考えられる。

タイヤが進行方向と同一方向に回転しているとき

凍結抑制舗装は、化学系凍結抑制舗装と物理系凍結

に、このタイヤに制動力を加えるとタイヤの接地面に

抑制舗装に分類される。化学系凍結抑制舗装とは、舗

進行方向と逆方向の摩擦力が生じる。制動力が十分大

装体から溶出する塩化物の氷点降下作用を利用し氷板

きい場合、タイヤは完全にロックされ、路面に対する

を除去するものである。また、物理系凍結抑制舗装と

タイヤ表面のすべり率は１
００％となる。このときのす

は、舗装体に配置したゴムやウレタン等の弾性体が通

べり摩擦抵抗力とタイヤ荷重との比を縦すべり摩擦係

行する車両の荷重によりたわむことを利用して氷板を

１）
数という。

破壊して除去するものと表面を凹凸にしてすべり摩擦

２．１．すべり摩擦抵抗試験の概要

抵抗を向上させるものがある。
これらの凍結抑制舗装のうち、北海道において最も

試験項目：すべり摩擦係数（縦）
使用器械：すべり試験車

実施例の多いのはグルービングである。この工法の特

試験速度：秋期〜４０km/h、５０km/h、６０km/h

徴は路面の粗面化によるすべり摩擦抵抗の向上と排水

冬期〜４０km/h、６０km/h

機能による路面凍結の防止効果と考えられるが、最適

対象区間：横グルービング４区間、一般舗装１区間

なグルービングパターン（溝幅＊溝深さ＊溝間隔）に

使用タイヤ：秋期〜夏タイヤ、冬タイヤ

ついては明らかにされていない。
そこで、苫小牧寒地試験道路に設置した４パターン
のグルービングに対するすべり抵抗、排水機能、騒音
等の比較試験と平成８年度に一般国道３
６号恵庭市に設
置した３パターンのグルービングに対するすべり抵
抗、耐久性等の比較試験を実施した。これらの結果を

冬期〜冬タイヤ
夏タイヤ；路面すべり測定標準タイヤ
（リブタイヤ）
冬タイヤ；冬期路面すべり標準タイヤ（スタッド
レスタイヤ）
路面状態：秋期〜湿潤
冬期〜氷版、湿潤、ブラックアイス

基に、北海道の凍結路面対策に適したグルービングパ
ターン等について報告する。

２．２．すべり摩擦抵抗試験の結果
２．２．１．すべり摩擦抵抗（秋期）

２．すべり摩擦抵抗

秋期のすべり摩擦抵抗試験の結果を図−３に示す。

苫小牧寒地試験道路の舗装材性状評価試験道路にお

夏タイヤを使用した場合、速度５
０km/h の条件にお

いて溝形状・溝間隔を変えた４パターンの横グルービ

いて、全てのグルービングは一般舗装より大きな値を

ングを設置した。苫小牧寒地試験道路の概要を図−１、

示し、速度上昇とともにその差は拡大傾向にあった。

横グルービングパターンを図−２にそれぞれ示す。

４パターンの中では６＊６＊３２（溝幅＊溝深さ＊溝間
隔、を示す。以下、省略する。）が最大、６＊１０＊７０
が最小を示した。
冬タイヤを使用した場合、夏タイヤを使用した場合
に比べ、一般舗装と同様にすべり摩擦係数が減少し
た。グルービングは全ての速度において一般舗装より
大きな値を示した。４パターンの中では夏タイヤと同
様に６＊６＊３２が最大、６＊１０＊７
０が最小を示した。

図−１
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２．３．すべり摩擦抵抗に関する考察
すべり摩擦抵抗試験結果から、グルービングは湿潤
路面、及びブラックアイスバーンにおいて、一般舗装
に比べすべり摩擦抵抗が大きいことを確認した。グ
ルービングパターンの特徴を表すための指標を表−１
に示す。これらの指標とすべり摩擦係数の関係を図−
５、６に示す。これらの図より、すべり摩擦抵抗には
主に溝本数と溝面積率の影響が大きいと考えられる。
表−１
図−３

グルービングの指数

すべり摩擦係数（秋期）

２．２．２．すべり摩擦抵抗（冬期）
冬期のすべり試験の結果を図−４に示す。路面が氷
版の場合、全ての舗装がすべり摩擦係数０．
２０以下を示
し、グルービングの効果は見られないが、ブラックア
イスの状態ではグルービングの効果が明確に現れ、一
般舗装のすべり摩擦係数が０．
２〜０．
３であるのに対し、
０．
５以上の値を示していた。
路面が湿潤の場合、速度４
０km/h の条件では一般舗
装との間に差は見られないが、速度６
０km/h の場合に
は、明らかな効果が見られた。これは秋期のすべり試
験の結果と同様の傾向である。
路面が湿潤あるいはブラックアイスの場合に、４パ
ターンの中では６＊６＊３
２と９＊１
０＊５
０の優位性が高
く、これは走行速度により違った傾向が見られ、速度
４０km/h の場合に６＊６＊３２、速度６
０km/h の場合に
９＊１
０＊５０のすべり摩擦係数が大きかった。
図−５ すべり摩擦係数と溝断面積、センサきめ深さの関係

図−６
図−４

すべり摩擦係数（冬期）

すべり摩擦係数と溝本数、溝面積率の関係

３．排水機能
グルービングの排水機能を比較するため、路面に散
水した後、路面の水の乾燥面積の変化を測定した。
３．１．排水機能試験の概要
試験区間：各工区ともに車線幅員３．
５m、延長２．
０m
試験方法：一定水量（２!／m２）を散水後、乗用

１
８
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車走行の有無の２条件で試験を行う。なお、乗用
車の走行は１
０分間に１回で計１
０回の走行とする。
測定方法：散水直後及びその後１
０分毎に乾燥するま
で試験路面の湿潤部分の面積を測定する。同時に
路面温度、外気温、日照の有無、路面の写真撮影
を行う。測定はあらかじめ路面に５
０cm のメッシ
ュを設置し、最初の１
０分間においては１分間隔ま
たは５分間隔、その後は１
０分間隔で測定を行い、
全てが乾燥するまで行う。外側線から５０cm 部分
は水が残留しやすいため、
測定対象から除外する。
３．２．排水機能試験の結果
測定時の条件を表−２に、５回目及び６回目の測定
結果を図−７、８に、測定状況を写真−１に示す。
表−２

測定条件
図−８

温度（上）と乾燥率（下）
［６回目］

路面が全面乾燥するまでの時間は、どの条件におい
＊ ＊
６＊
６＊３
２

ても一般舗装が最長であった。また、４パターンの中
では、特に６＊６＊３
２が全面乾燥時間（排水性能）に
おいて最上位であり、６＊１
０＊７
０が全般的に最下位で
あった。車両走行の有無による違いは、走行有りの場
合の全面乾燥時間が概ね短い傾向となった。
全乾燥までに要した時間差の最大は６回目（図−
８）の５
０分間であった。このときも最も優位性を示し

＊ ＊
６＊
１
０＊５
０

＊
６＊＊１
０＊
７
０

たのが６＊６＊３
２であり、全乾燥間に要した時間は５０

＊
９＊＊１
０＊
５
０

写真−１

配水機能試験（６回目３０分後）

分であった。なお、この時の一般舗装は１０％の乾燥面
積しか示していなかった。
全乾燥では６＊６＊３２が有利であったが、全乾燥す
る前の段階では９＊１０＊５
０が有利であり、他のパター
ンとの差は最大で約１０分程度あった。

図−７

温度
（上）と乾燥率
（下）
［５回目］
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３．３．排水機能に関する考察

めに路肩部までグルービングを施工した事例は少ない。

全てのグルービングパターンが一般舗装に比べ、排

そこで、グルービングの設置幅員は車道幅員に加

水機能に優れている事を確認した。６回目の排水機能

え、外側線１５cm を含めた路肩部３０cm 程度にも設置

試験の経過時間３
０分における乾燥率と溝本数、溝面積

することを推奨したい。この路肩部に縦グルービング

率、溝断面積の関係を図−９、全乾燥時間と溝本数、

を設置し、流末は集水桝まで伸ばすべきだと考える。

溝面積率、溝断面積の関係を図−１
０に示す。初期の排

図−１１のように、一般舗装とグルービングの乾燥率

水能力は溝面積率・溝断面積に、全乾燥までの時間は

の差の時間積分を排水効率と定義する。また、７回実

溝面積率・溝本数に主に依存すると考えられる。

施した排水機能試験の排水効率を図−１２に示す。６回
目の排水機能試験における、排水効率と溝本数、溝面
積率、溝断面積との関係を図−１３に示す。

図−９

乾燥率と溝本数、溝面積率、溝断面積［６回目３０分後］
図−１１ 排水効率

図−１０ 全乾燥時間と溝本数、溝面積率、溝断面積［６回目］
排水機能はグルービング工法の特徴の一つである。
本試験箇所では流末排水として、グルービング施工幅

図−１２ グルービングの排水効率

員の外縁部である外側線位置に、縦溝が１本連結して
設置されていた。しかし、排水機能試験では路肩側路
面の乾燥が遅く、
この程度の流末排水処理では不充分
であったためと考えられる。
これまでは、
このような施
工事例が多く、
写真−２のように、
排水効果を高めるた

図−１３ 排水効率と溝本数、溝面積率、溝断面積
排水効率は乾燥率と同様に溝断面積や溝面積率（特
写真−２
２
０

グルービングの流末処理事例

に溝断面積）に相関しており、溝断面積の大きいグルー
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ビング程排水効率が高いことを確認した。
これらのことより、溝形状別では９＊１
０＊５
０と６＊
６＊３
２が優位だと考えられる。また、全乾燥する前の

１４、１５にそれぞれ示す。
これらの図から乗用車・大型車共に騒音レベルは速
度に依存していることがわかる。

段階の乾燥速さを考察すると、全乾燥しないまでも乾

乗用車の場合、一般舗装と比べ、グルービングの騒

燥率が何割かあることによって、ブラックアイス対策

音レベルが高くなった。同じ速度では冬タイヤ装着時

となることも考えられ、早期にブラックアイス対策の

の騒音レベルが低減する傾向を示し、特に、６＊１０＊

効果を発揮させるとの観点から、実際に敷設する場合

７０の場合には２〜３dB（A）低減した。

には、この点も考慮する価値があろう。

大型車の場合、一般舗装との差はほとんど無く、同
じ速度では冬タイヤ装着時の騒音レベルが２〜５dB

４．騒音

（A）高くなり、乗用車とは逆の傾向にあった。

グルービングによる道路交通騒音の増大が懸念され
ることから、苫小牧寒地試験道路において自動車騒音
測定を実施した。

４．３．騒音に関する考察
乗用車と大型車の騒音レベルの違いはタイヤのトレ
ッドやゴム質（硬軟）が影響していると考えられる。

４．１．騒音測定の概要

大型車の騒音レベルは、乗用車に比べ１
０dB
（A）
以上

使用器械：積分型普通騒音計（RION NL−０
４）

大きく、自動車騒音に対する影響が大きいことがわか

試験項目：沿道騒音

る。大型車において、グルービングの騒音レベルは一

試験速度：４
０km/h、５
０km/h、６
０km/h

般舗装と差がほとんど無い。すなわち、グルービングに

対象区間：横グルービング４区間、一般舗装１区間

よる騒音レベルの増大への影響はあまり大きくない。

走行車両：乗用車（１，
８
０
０cc ステーションワゴン）、

走行速度６０km/h で夏タイヤを装着した乗用車の場

大型車（１
１t ダンプトラック）
使用タイヤ：夏タイヤ、冬タイヤ（スタッドレスタ
イヤ）

合の騒音レベルと溝本数、溝面積率、溝断面積の関係
を図−１６に示す。この図から、溝本数や溝面積率が大
きくても必ずしも騒音レベルが大きくならないが、溝

路面状態：乾燥

断面積が大きくなると騒音レベルが大きくなる傾向を

４．２．騒音測定の結果
乗用車と大型車の単独走行時の騒音測定結果を図−

示した。したがって、市街地等沿道への騒音の影響を
考慮する場合には、溝断面積の小さなタイプを選定す
る等の注意が必要だと考えられる。

図−１
４ グルービングの騒音
（乗用車）
図−１６ 騒音レベルと溝本数、溝面積率、溝断面積
５．耐久性
グルービングの溝断面は摩耗や流動による溝深さの
低減や溝幅の縮小、或いは角欠けによる溝幅の拡大な
ど機能低下の要因となる変化が生じる。
（以下、この
現象を溝つぶれと呼ぶ。）
グルービングパターンを選定する際の指標として、
機能性とともに溝つぶれに対する耐久性が重要とな
る。そこで、室内における耐流動性と耐摩耗性に対す
図−１
５ グルービングの騒音
（大型車）
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る試験と国道における実証試験を実施した。
２
１

５．１．室内における耐久性試験の概要
室内試験として、耐流動性と耐摩耗性に関する試験
を実施した。試験に用いた供試体は混合物２種類に対

コン１３F５５（改質Ⅱ型）を母体とした６＊６＊３２の６０
分後の溝つぶれの状況を写真−３に示す。
写真−３から、流動によるグルービングの溝つぶれ

し、舗装表面に表−３に示すグルービングパターンを

の発生が見られるが、細粒度ギャップアスコン（１
３F

設置するともに、溝無しとの比較も行った。

５５，改質Ⅱ型）を母体とした供試体の DS は、溝の有

表−３

供試体の種類

無を問わず、流動対策を目的とした場合の規格値の
１，
５００（回／mm）を満足した。

写真−３

ホイールトラッキング試験後の断面

◆耐流動性
測定項目：動的安定度、溝つぶれ形状（幅、深さ）
試験方法：ホイールトラッキング試験機により、舗
装試験法便覧２）に基づき実施する。走行回数４２
±１回／min×６０min、試 験 温 度６０℃、試 験 輪 荷
重６
８
６±１
０N。
◆耐摩耗性
測定項目：摩耗量、溝つぶれ形状（幅、深さ）
試験方法：スパイクラベリング試験機により実施す
る。走行速度４０km/h、走行時間１時間、試験輪
加重３，
１３
８N／輪。

図−１８ 動的安定度

摩耗量は、図−１
７に示すようにグルービング溝
の影響を最小限とするような位置、すなわち、摩
耗量の大きい位置２側線の断面積の変化の平均を
採用した。

図−１９ ホイールトラッキング試験前後の溝幅の変化

図−１
７ 摩耗量測定位置
５．２．室内における耐久性試験の結果
５．２．１．耐流動性
夏期の流動による溝つぶれに対する評価を目的に、
ホイールトラッキング試験を行い、動的安定度
（以下、
DS と呼ぶ。
）と試験前後の溝形状の変化量を測定し
た。DS の結果を図−１
８に示す。細粒度ギャップアス
２
２

図−２０ ホイールトラッキング試験前後の溝深さの変化
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また、密粒度アスコン（１
３F，ストアス）はいずれ
も３０
０（回／mm）以下の DS しか得られなかった。
試験後のグルービング溝は、上部（開口部）が溝の
内側方向に側方流動すると共に沈下し、溝幅は狭く、
溝深さは浅くなる。このような試験前後の溝形状の変
化（幅、溝つぶれ深さ）を図−１
９、２
０に示す。
同一混合物では溝深さ、溝幅、溝間隔の違いによる
影響はほとんど現れず、差は母体混合物の違いによる

量の関係は明確には現れなかった。
試験前後の溝幅の変化（溝つぶれ幅）を図−２２、溝
深さの変化（溝つぶれ深さ）を図−２３にそれぞれ示す。
溝深さは変化したが、溝幅はほとんど変化しなかっ
た。
試験前後の溝形状変化（溝つぶれ幅、深さ）は、グ
ルービングパターンの違いや母体混合物の種別の違い
による差は見られなかった。

ものであった。
５．２．２．耐摩耗性
冬期のスパイクタイヤやタイヤチェーンによる溝つ
ぶれに対する評価を目的に、スパイクラベリング試験
を実施し、摩耗量と試験前後の溝形状の変化量を測定
した。摩耗量の結果を図−２
１に示す。グルービングの
摩耗量は、
溝無しに比べ若干多く、
母体の舗装種別では
密粒度アスコン１
３F（ストアス）
が細粒度ギャップアス
コン１
３F５
５
（改質Ⅱ型）
に比べ若干多い傾向を示した。
細粒度ギャップアスコン１
３F５
５（改質Ⅱ型）の中で
は、６＊１
０＊３
２が大きい傾向を示した。これは６＊１０

図−２３ スパイクラベリング試験前後の溝深さの変化

＊３２の溝深さが１
０mm と大きいこと、溝間隔が３
２mm
のため溝本数が多いことから、他のパターンに比べ角

５．３．実証試験の概要

欠けによる摩耗量が多くなったことが要因と考えられ

グルービングパターンを選定するため、一般国道３６

る。しかし、その他においては溝形状・溝間隔と摩耗

号恵庭市において３パターンのグルービングを施工
し、実証試験を実施した。
実証試験箇所におけるグルービングの配置を図−
２４、種別を表−４に示す。当該箇所において、溝形状
（溝幅、溝深さ）・わだち掘れ深さの測定とすべり摩
擦抵抗試験を行った。

図−２４ 実道施工箇所概要
図−２
１ 摩耗量
（スパイクラベリング試験）

表−４

グルービング種別

◆耐溝つぶれ（溝形状・わだち掘れ深さ）
測定項目：溝形状（溝幅、溝深さ）・わだち掘れ深さ
試験方法：溝形状はノギス、わだち掘れ深さはプロ
フィルグラフを使用
◆すべり摩擦抵抗試験
図−２
２ スパイクラベリング試験前後の溝幅の変化
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試験項目：すべり摩擦係数（縦）
２
３

使用器械：すべり試験車
試験速度：４
０km/h
対象区間：横グルービング３区間、一般舗装１区間
使用タイヤ：夏タイヤ
路面状態：湿潤
５．４．実証試験の結果
車線毎の溝形状・わだち掘れ量とすべり摩擦係数を
図−２５、２
６に示す。同一溝形状（６＊１
０）において、
溝間隔３
２mm は５
０mm に比べ溝つぶれ深さが大きい傾
向を示した。しかし、わだち掘れ深さとすべり摩擦抵

図−２７ 溝つぶれ深さとわだち掘れ深さ比較

抗はグルービングの有無及びパターンに関わらず、差
がない。

この図より、溝断面が同じでも、溝間隔の違いによ
り溝つぶれ深さに差異が生じることがわかる。２つの
パターンは、わだち掘れ深さでは両者のほとんどが６
〜１０mm の範囲にあるが、溝つぶれ深さでは６＊１
０＊
５０が小さい傾向を示している。耐用年数をグルービン
グの溝が０mm となるまでの期間と考え、わだち掘れ
深さから溝つぶれ深さを求める関係式の検討を行う。
図−２７に示したデータにはわだち掘れ深さが小さい
ときのデータが含まれていないが、あえてこれらの
データから原点を通る近似式を求め、溝つぶれ深さと
わだち掘れ深さの関係式とする。このときの溝つぶれ
深さ（x）とわだち掘れ深さ（y）の関係式を以下に示す。
図−２
５ 測定結果比較
（外側車線）

６＊１０＊３２の場合、y＝１．
１１９７x ………式（１）
６＊１０＊５０の場合、y＝１．
６４８６x ………式（２）
これらの関係から、それぞれの溝間隔の場合の溝深
さが０mm となるわだち掘れ深さは、以下のとおりと
なる。
６＊１０＊３２の場合、１１．
２mm
６＊１０＊５
０の場合、１６．
５mm
両者とも溝深さを上回るわだち掘れ深さを示した
が、これは圧密沈下や流動による変化量も含んでいる
ためであり、差が生じた要因はグルービングパターン
による舗装体温度の違い等が考えられる。
６＊１０＊３
２の関係式（１）を用いて、６＊６＊３２の溝

図−２
６ 測定結果比較
（内側車線）
５．５．耐久性に関する考察

深さが０mm となるわだち掘れ深さを求めると、６．
７
mm となる。６＊６＊３２の調査箇所１２箇所の平均わだ

母体に細粒度ギャップアスコン１
３F５５（改質Ⅱ型）

ち掘れ深さは８．
９mm であった。このうち溝深さが０

を使用することで、耐流動性を確保することが確認で

mm の箇所が５箇所あり、溝深さが０mm となるわだち

きたことから、これまでと同様にこの混合物の使用を

掘れ深さが６mm 以上となった予測結果と一致する。

推奨したい。

溝形状については、ホイールトラッキング試験やス

ところで、ここで累計大型車交通量によるグルービ

パイクラベリング試験では溝幅、溝深さ、溝間隔によ

ングの耐用年数の推定について試行してみる。６＊１
０

る違いは見られなかった。したがって、流動や摩耗に

＊３２と６＊１
０＊５
０の溝つぶれ深さとわだち掘れ深さの

よる溝幅、溝深さの縮小は、そのパターンに影響され

関係を図−２
７に示す。

ないことから、溝深さが深いほどグルービングそのも

２
４
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表−５

大型車交通量の算出

た予測式及び実証試験箇所は対象が通過交通であるた
め、舗装に対する負荷は少ないが、交差点等のように
制動力の加わる箇所では更に耐用年数が短くなると考
えられる。
０年に１回維
丸山ら３）は、北海道の国道の舗装は約１

のが長く確保されると推察できる。
当該箇所は供用開始（平成８年１
１月）から今回の測
定（平成１
２年１１月）までの期間が４年間であった。こ
の間の大型車交通量を平成１１年交通センサスから求

持修繕が行われ、このうち、C、D 交通箇所は重点的
に行われており、維持修繕間隔は１０年よりも短いと報
告している。
３パターンのグルービングの耐用年数と舗装計画交
通量の関係を図−２８に示す。舗装計画交通量毎に耐用

め、表−５に示す。
３）

また、丸山ら は北海道の国道における細粒度ギャ

年数１０年以上のグルービングを選定する場合、各舗装

ップアスコン１
３F５
５
（改質Ⅱ型）
の n 年後のわだち掘れ

計画交通量の累計線（L１００〜L３，
０００）と各グルービ

深さ（流動、
摩耗）の予測式を求めた。この予測式は夏

ングの溝深さが０mm となる大型車交通量（T１、T

期間の流動わだちと冬期間の摩耗わだちそれぞれにつ

２、T３）の線との交点が A 領域に得られるようなグ

いて求めており、１年間のわだち深さはこれらの合計

ルービングパターンを選ぶことになる。

したものとしている。これらの予測式を表−６に示す。

つまり、１０年程度グルービングの機能を確保するに

予測式より、
当該箇所の４年後のわだち深さを求める

は、舗装計画交通量１００台／日以上２５０台／日未満（交

と、約７．
６mm となり、実測値である外側車線平均８．
７

通量区分 A 交通）には６＊６＊３２、同２
５０台／日以上

mm、
内側車線平均７．
６mm とほぼ近い数値を示した。

１，
０００台／日未満（交通量区分 B 交通）には６＊１０＊
３２（ただし、１，
０００台／日に近い交通量の場合は耐久

表−６

わだちの予測式

性が１０年保たれない可能性があるので今後さらに検討
する余地がある。）、同１，
０００台／日以上３０００台未満（交
通量区分 C 交通）には６＊１０＊５
０の適用が目安とな
る。なお、同３，
０００台／日以上（交通量区分 D 交通）

この予測式を用いて、３種類のグルービングパター

については、耐用年数が５年以下となることが推定さ

ンの溝深さが０mm となるまでの累計大型車交通量を

れるため、今後、耐久性向上を図るためのグルービン

求め、グルービングの舗装計画交通量毎の耐用年数を

グパターンや混合物種別等の対策検討が必要である。

試算した。その結果を表−７に示す。ただし、適用し

これらから総合的に判断すると、表−８のようなグ
ルービングパターンの適用が考えられる。
また、武田ら４）の報告にあるように、角欠けや溝つ
ぶれ対策として、アスファルト混合物の舗装後、なるべ
く多くの安定期間を置いてグルービングを切削するこ
とも耐久性の向上に対する重要な対策と考えられる。
表−８

舗装計画交通量毎のグルービングパターン

図−２８ グルービングの耐用年数と舗装計画交通量
表−７
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２
５

６．自動二輪ライダーの評価

同じであることから、これを用いることを標準とすべ

６．１．聞き取り調査

きである。

一般国道２
３
０号喜茂別町中山峠と一般国道２
７
４号長沼
町馬追の横グルービング箇所を通過したライダー２
１０

６．２．各国における縦グルービングの現状
各国における縦グルービングの実態について紹介す

人に対し、走行安定性に関する聞き取り調査を実施し

５）
による
る。欧米コンクリート舗装調査報告書［２］

た。その結果を図−２
９に示す。

と、フランスでは、溝幅が大きすぎるとオートバイの
走行安定性が悪くなるとして、溝幅を２．
４mm と定め
ている。また、アメリカのカリフォルニア州では、縦
グルービングによりオートバイや小型自動車の操縦安
定性は悪くなるが、溝の幅が小さく間隔の狭いものを
用いれば、この問題はある程度解消されるとして、溝
幅を２．
４mm と定めている。
報告された各国の縦グルービングパターンを表−１０
に示す。各国の現状を見ると溝幅が２．
４mm〜５mm
と北海道の国道等で実施しているものに比べ狭い。こ

図−２
９ 聞き取り調査結果

れはコンクリート舗装に対して設置する場合であり、

「全く問題なし」と「やや不安定になったが問題な

アスファルト舗装では、５．
２．
１．に述べたように、流動

し」が８
９％を占めていたことは、横グルービング設置

により溝つぶれが発生するものと考えられる。このよ

箇所が曲線部であったことを考慮し、走行安全性につ

うに溝幅の大きいことが、聞き取り調査を実施したラ

いてはほとんど問題がないと考えられる。しかし、急

イダーが縦グルービングの不安を指摘した要因の一つ

激に路面が変わることが４
５％のライダーにやや不安と

であったと考えられる。

感じさせた要因の一つだと考えられることから、標識

表−１０ 各国の縦グルービングの現状

を設置し事前にグルービングの存在を知らせる必要が
あると思われる。
聞き取り調査のフリーアンサーのうち、グルービン
グに関する意見を表−９に示す。この中には、
縦グルー
ビングに対して不安を持つ意見が多い。縦グルービン
グについて、走行に不安を感じると意見が出されてい
ることから、設置に対して慎重に検討を行う必要があ
ると思われる。排水効果については横グルービングも
表−９

２
６

聞き取り調査（フリーアンサー）
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７．まとめ

８．おわりに

これまでの調査結果から、グルービングに関して明
らかとなったことについて以下に示す。
（１） 摩 擦

グルービングは冬期路面対策として比較的安価で、
場所や施工時期の制約が少ないことから、今後も冬期
路面対策の主体となるものだと思われる。今回の報告

・氷板より湿潤、湿潤よりブラックアイスにおい

は、これまでの調査結果を基に述べてきたが、９＊１０

て、一般舗装よりすべり摩擦係数の面において効

＊３２のように大きな断面で間隔の狭いパターンの有効

果が大きい。

性や舗装計画交通量１，
０００台／日以上の場合の耐久性

・摩擦力は溝本数、溝面積率の影響が大きい。

に優れたパターンの選定等の調査研究を実施し、新た

・ブラックアイスでは６＊６＊３
２と９＊１
０＊５
０のパ

な知見を得た段階で報告したい。

ターンの効果が大きい。
（２） 排 水

最後に、実施調査及び聞き取り調査に当り、ご協力
を頂いた開発建設部の方々にお礼を申し上げます。

・乾燥率、排水効率には溝面積率が大きく関係す
参

る。
・全乾燥で６＊６＊３
２、初期乾燥で９＊１
０＊５
０が優
位である。
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（３） 騒 音

２）!日本道路協会：舗装試験法便覧別冊（暫定試験

・乗用車では騒音が増大するが、大型車では変わら
ない。

方法）、平成８年１０月
３）丸山他：北海道における改質Ⅱ型アスファルトを

・溝断面積が大きいと騒音レベルも大きくなる傾向

用いた耐流動舗装適用条件について、開発土木研究
所月報 No．
５６７ 平成１２年８月

が見られた。
（４） 耐久性

４）武田他：冬期路面対策としてのグルービング工法

・耐久性は材料と溝深さのみに依存する。
（５）
（１）
〜
（３）
から、溝本数・溝面積率が大きくすべり
摩擦係数及び排水性能に優れ、なおかつ、溝断面積
が比較的小さく、騒音の面で有利な６＊６＊３
２が優

について−アスファルト舗装における効果と耐久性
−、開発土木研究所月報 No．
４８９ 平成６年２月
５）!日本道路建設業協会：欧米コンクリート舗装調
査報告〔２〕、道路建設、昭和５２年１月

位である。
（６） また、舗装計画交通量から耐用年数を推定する
ことも可能である。
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保則＊

北海道（積雪寒冷地域）に適したグルービング工法
について、試案を次のように提案する。
北海道（積雪寒冷地域）に適したグルービング工法
（案）
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道路部
維持管理研究室
主任研究員

岳本

秀人＊＊

Hideto TAKEMOTO
北海道開発土木研究所
道路部
維持管理研究室
室長
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