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１．はじめに

舗装路面のすべり抵抗性能を確保することは、車両
の走行安全性にとって非常に重要である。すべりやす
くなった路面の対策として、ダイヤモンドカッタによ
り舗装表面を薄層で研削することによりすべり抵抗性
能を改善させる工法がある1)。これは、ダイヤモンド
カッタを組み合わせた円筒状の集合体を回転させ、舗
装表面を数mm程度で縦断方向に研削して、路面の表
面性状を改善させる工法である。この工法は、国内で
は主に既設のコンクリート舗装を対象として施工され
ており、これまでアスファルト舗装に適用された事例
はほとんどない。この理由として、アスファルト舗装
が摩耗ですべるという課題がコンクリート舗装と比較
して少ないことや、アスファルト舗装の冬期路面対策
としての研削方法や研削深さの品質規格が未確立であ
ることなどが考えられる。
しかし、積雪寒冷地のアスファルト舗装は、冬期に
凍結してすべりやすい路面になることから、このよう
な路面にダイヤモンドカッタによる表面研削工法を適
用すれば、路面に凹凸形状を形成させることによって
路面摩擦力や排水能力の向上が見込まれ、冬期路面対
策としての効果が期待できる。さらに、騒音の低減な
どの機能の向上も期待できる。そこで、この工法のア
スファルト舗装への応用を試みた。
アスファルト舗装にダイヤモンドカッタによる表面
研削処理技術を適用するにあたっては、最大骨材粒径、
配合、アスファルトバインダの影響により、コンクリ
ート舗装と同様の研削方法では良いテクスチャ、持続
性が形成できない可能性がある。そのため、アスファ
ルト路面に適した研削方法の検討が必要と考えられ
る。そこで、表面研削処理を施したアスファルト舗装
供試体を用いて、研削初期、ホイールトラッキング試
験後、凍結路面時において、すべり抵抗値、及びきめ
深さを測定した結果とその考察について報告する。

２．試験に用いた表面研削形状・供試体の種類

室内試験で使用した供試体の研削処理は、タイプ
1（従来のコンクリート舗装に用いられているダイヤ
モンドカッタによる表面研削処理、ブレード幅3mm、
スペース幅2.35mm、切削深さ3mm）、タイプ2（ブレ
ード幅6mm、波形、深さ1mm）、タイプ3（タイプ2の
カッタブレードのスペースを1.5mmとしたもの）の3
種類に加え、比較のため無処理の4種類とした。
各タイプ別のカッタの研削形状とそれにより想定さ
れる供試体の研削表面の形状イメージを図－1に示す。
タイプ1は、排水機能を持たせた深溝とその間の浅溝
を組み合わせた形状をしており、既存の国道で多数施
工されているタイプである。タイプ2、タイプ3は通常
のダイヤモンドカッタによる研削形状より凹凸が小さ
い形状をしている。このうち、タイプ2はスペースの
ないカッタの凹凸部分のみで路面の凹凸形状を形成さ
せるものであるのに対し、タイプ3はスペース部分で
も同様の凸部形状を形成させることを意図したもので
ある。これらのタイプは、削る量が少なくなるのでカ
ッタの損耗費が安くなり、施工費が安く抑えられる可
能性がある。また、泥水の処分費の抑制、施工速度の
向上などの利点も考えられる。
また、母体となる舗装供試体のアスファルト混合物
の種類・配合は、表－1、表－2に示すとおりである。
北海道の国道において主に使用されている密粒度13F
（StAs）、密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）、細密粒度ギャ
ップ13F55（改質Ⅱ型）、密実なSMA（改質H型）、排
水性（改質H-F型）の計5種類とした。使用した供試
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図－1　カッタの研削形状と供試体の研削表面のイメージ
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体の数は各タイプ2個を基本とした。

３．表面研削供試体の性能測定

３．１　表面研削形状の状態確認

表－1に示すアスファルト舗装供試体33個（40cm×
40cm×5cm、混合物別：密粒度=6個、密粒度ギャッ
プ=7個、細密粒度ギャップ=7個、SMA=6個、排水性
=7個、タイプ別：タイプ1=10個、タイプ2=10個、タ
イプ3=8個、無処理=5個、測定のため運搬した際に破
損させた供試体を除いた）について、表面研削後に研
削形状の状態を確認した。各タイプ別の供試体の表面
研削形状は図－2に示すとおりである。また、ノギス
により細密粒度ギャップ供試体の表面研削形状の寸法
を測定したので、溝幅、溝間隔（上面幅）、溝深さ、
凸部本数の測定結果を表－3に示す。

３．２　研削初期の性能の測定

研削初期の性能として、CTメータによる平均きめ
深さMPD（Mean�Profile�Depth）測定、及びDFテス
タによるすべり抵抗値の測定を行った。結果を図－3、
図－4に示す。なお、すべり抵抗値は測定時にDFテス
タより散水された路面湿潤状態での測定結果である。

図－3より、いずれの混合物においても、タイプ1が

最もきめ深さが大きく、タイプ2とタイプ3は同程度も
しくは、タイプ3のほうが若干きめ深さが大きい結果
となっている。また、表面に空隙のある排水性につい
ては、タイプ2とタイプ3は無処理よりもきめ深さが低
下したが、それらを除けば、無処理供試体よりもタイ
プ1～3の研削供試体のほうがきめ深さが大きい結果と
なった。SMA（改質H型）のタイプ1のきめ深さが大
きくなった理由としては、バインダとして改質H型を
使用していることで、研削したときの凸部分が高いま
ま保持されたことによるものであると考えられる。

図－4より、タイプ1が最もすべり抵抗値が大きく、
次いでタイプ2とタイプ3が同程度となった。タイプ1
についてはきめ深さがタイプ2とタイプ3と比較して大
きかったことから、すべり抵抗値もそれに応じて大き
めな値となったと考えられる。また、供試体の種類に

表－1　舗装供試体のアスファルト混合物の種類

表－2　舗装供試体のアスファルト混合物の配合

表－3　表面研削形状の寸法（測定結果）

図－2　各タイプ別の供試体の表面研削形状

図－3　きめ深さの測定結果（無処理との比較）
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よる違いよりも削り方の違いのほうが、すべり抵抗値
やきめ深さ等に及ぼす影響が大きいことがわかった。

図－5にきめ深さとすべり抵抗値を整理した結果を
示す。全体としては、きめ深さが大きいとすべり抵抗
値が大きい傾向にある。各タイプ別に程度の差はある
が、無処理の供試体よりも研削処理により舗装表面に
溝形状を形成させることで、きめ深さを大きくし、す
べり抵抗性を向上させることが可能であると言える。
ただし、タイプ1の混合物ごとのきめ深さの大小とす
べり抵抗値の大小を比べると、きめ深さが大きくても、
すべり抵抗値が他のタイプよりも小さな値となるケー
スもある。この要因は、きめが深すぎるとかえって凸
部が折れるか、もしくは変形してしまうことで、すべ
り抵抗値の保持が難しくなるためと考えられる。その
ため、アスファルトを研削するための最適な溝形状の
検討が必要であることがわかった。

３．３　ホイールトラッキング試験後の性能の測定

表面研削形状及び混合物種類の異なる各供試体につ
いて、ホイールトラッキング輪荷重走行による表面研

削形状の耐久性を確認する試験を行った。試験に使用
した供試体は表－1のうち、密粒度のタイプ1～3の3
個、密粒度ギャップのタイプ1～3の3個、細密粒度ギ
ャップのタイプ1～3の3個、SMAのタイプ2、3の2個、
排水性のタイプ3の1個（研削初期のDFテスタによる
すべり抵抗値の測定で凸部が折れたか、もしくは変形
した供試体は除く）の計12個とした。各供試体ともホ
イールトラッキング輪荷重走行（60℃、トラバース走
行1時間）後にきめ深さ及びすべり抵抗値を測定した。
試験条件は表－4のとおりである。

図－6にきめ深さの測定結果を示す。タイプ1のきめ
深さの低下割合が大きく、タイプ1では、ホイールト
ラッキング輪荷重走行により、溝の凹凸形状が大きく
変形する様子が確認された。また、タイプ2、タイプ
3とも走行前よりも走行後のほうがきめ深さが減少し
た。いずれのタイプにおいても、走行後の研削表面の
凹凸形状は、溝の上面から潰され、凸部分が消失した。

図－7にすべり抵抗値の測定結果を示す。タイプ1、
タイプ2、タイプ3とも、ホイールトラッキング後のす
べり抵抗値は低下した。特にタイプ1のホイールトラ
ッキング後のすべり抵抗値の低下が大きかった。タイ
プ2、タイプ3については、ほぼ同様の結果となった。

図－8にきめ深さに対するすべり抵抗値の残存率（ホ
イールトラッキング走行後／研削初期）を示す。タイ
プ2、タイプ3ではすべり抵抗値の残存率がタイプ1と

図－4　すべり抵抗測定結果（無処理との比較）

図－5　きめ深さとすべり抵抗値の関係

図－6　�ホイールトラッキング試験前後のきめ深さの

測定結果（無処理との比較）

表－4　ホイールトラッキング輪荷重走行試験条件
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比較して高く、タイプ2とタイプ3を比較すると、すべ
り抵抗値の残存率は同程度の結果となった。

図－9にきめ深さの残存率（ホイールトラッキング
走行後／研削初期）を示す。きめ深さの残存率は、タ
イプ2が最も高く、タイプ3はタイプ1に比べて高い結
果となった。
タイプ1は、図－5よりホイールトラッキング試験前
のきめ深さ、すべり抵抗値がタイプ2やタイプ3と比較
して大きかったが、図－7、図－8よりホイールトラッ
キング試験後のすべり抵抗値の低下が大きかったこと
から、溝の持続性をより高めることができれば、すべ
り抵抗性能の発揮という観点においてより望ましいと
考えられる。溝の持続性をより高めるためには、溝形
状の流動による変形が起こりにくい配合のアスファル
ト混合物やバインダ種に対し適用することが考えられ
るが、今回の研削初期のきめ深さとすべり抵抗値の測
定結果に見られるように、性能を期待して過度に研削
の凹凸深さを大きくすることは、かえって溝の耐久性
の観点から逆効果であり、走行荷重に対する溝折れや
変形への抵抗性を考慮した研削深さの設定が必要にな
ってくると考えられる。
一方、図－9から読み取れるように、タイプ2とタイ
プ3のきめ深さがタイプ1より高めの残存率となったの
は、タイプ1の溝深さがタイプ2とタイプ3と比較して
大きく、より垂直に切り立った形状をしているのに対
し、タイプ2とタイプ3は、タイプ1より溝深さが小さ
く、溝の勾配がゆるやかな形状をしているため、溝直
下の母体となる供試体本体に溝からの荷重を分散しや
すく、これにより変形が少なかったのではないかと考
えられる。また、タイプ3よりもタイプ2できめ深さの
低下割合が小さいものが多くみられたのは、タイプ2
の表面凹凸形状の凸部分が均一であったため、走行荷
重に対して、均一な溝全体で変形に抵抗したことで、
溝上面部に係る荷重が分散し、凸形状がより大きいタ
イプ3と比較して変形が少なかったのではないかと考
えられる。このため、流動による変形をより考慮しな
ければならないアスファルト舗装においては、凹凸形
状の変形抵抗持続性の観点から言えば、タイプ2の形
状のほうがより望ましいと考えられる。

３．４　凍結路面時の性能の測定

研削形状を設けることで凍結路面時の性能の向上が
見られるのか、研削形状により凍結路面の形成に伴う
路面特性の推移に違いが見られるのかを確認するた
め、タイプ1、タイプ2、タイプ3、無処理の4種類を

図－7　�ホイールトラッキング試験後のすべり抵抗値の

測定結果（無処理との比較）

図－8　きめ深さに対するすべり抵抗値の残存率

（ホイールトラッキング走行後／研削初期）

図－9　きめ深さの残存率

（ホイールトラッキング走行後／研削初期）
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対象とし、-5℃に保たれた低温室に静置した40cm×
40cmの供試体に水の噴霧により凍結路面を段階的に
形成させたときのすべり抵抗値等の測定を行った。散
水する水は、温度を0℃とし、きめ深さを測定するCT
メータのレーザを反射させるために白色に着色したも
のを使用した。また、供試体の端部からの漏水を防止
するための端部処理を実施し噴霧を行った。実験フロ
ーと凍結路面作製途中の供試体の状況を図－10に示
す。
凍結路面生成に伴うきめ深さ[MPD]（CTMにて測
定）の測定結果を図－11に示す。全てのタイプで、散
水量の増加に伴い、きめ深さは低下していったが、タ
イプ1については比較的きめ深さは高いまま推移して
いくことが確認された。
また、図－12にすべり抵抗値の測定結果を示す。タ
イプ2、タイプ3は散水量が0.5ℓ/m2まではすべり抵抗
値の低下はなく、散水による氷膜成長の影響を比較的
受けにくい。またタイプ1では、すべり抵抗値は最も
高く推移した。これは、散水量が2ℓ/m2程度までは散
水した水が凹部に溜まり、その分氷に覆われていない
表面研削形状の凸部が路面氷膜上に露出しやすくなっ
たためと考えられる。
さらに、車両の進行方向に対して溝方向・溝直角
方向のすべり抵抗値の違いを確認するため、振り子
式スキッドレジスタンステスタを進行方向に対して
溝方向・溝直角方向に設置し、方向別のすべり抵抗
値[BPN]�を測定した結果を図－13に示す。氷膜生成前
の段階（散水量0ℓ/m2）においては、タイプ1の溝直
角方向、次いでタイプ2及びタイプ3の溝直角方向の
BPNが高い値を示し、タイプ1ではさらに散水量が増
えても高い値で推移し続けることが確認できた。

４．まとめ

表面研削処理を施したアスファルト舗装供試体を用
いて、研削初期、ホイールトラッキング試験後、凍結
路面時等において、すべり抵抗値、きめ深さ等を測定
した。測定結果から以下のことがわかった。
（１）�舗装表面を薄層で研削し、溝形状を形成させる

ことで、すべり抵抗値の向上がみられること、
また、配合による違いよりも削り方の違いのほ
うが、すべり抵抗値やきめ深さ等に及ぼす影響
が大きいことがわかった。

図－11　きめ深さの推移

図－10　実験フロー（凍結路面時の性能の測定）

図－12　すべり抵抗値の推移

図－13　測定方向別BPN推移
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（２）�排水機能を持たせた深溝とその間の浅溝を組み
合わせた形状のタイプ1では初期性能が優れ、
研削形状をアスファルト舗装用に工夫したタイ
プ2、タイプ3ではすべり抵抗値のホイールトラ
ッキング試験後の残存率がタイプ1と比較して
高く、タイプ2とタイプ3を比較するとほぼ同様
の結果となった。きめ深さの残存率は、タイプ
2が高い結果となった。

（３）�凍結時の性能として、タイプ1は凍結路面発生
時にはすべり抵抗値が比較的低下しにくく、タ
イプ2、タイプ3は、タイプ1と比較して上記の
性能は劣るが、無処理と比較すると、散水量が
少ないときはすべり抵抗値が改善される。

今後は、初期性能に優れ、研削形状やすべり抵抗値
が持続し、さらに排水機能や凍結路面（ツルツル路面）
になりづらい研削形状について、検討を進めたい。
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