
表面研削処理アスファルト舗装路面の騒音低減及び骨材飛散抵抗性について

佐藤　圭洋　　田中　俊輔　　丸山　記美雄

１．はじめに

　ダイヤモンドカッタによりコンクリート舗装表面を
薄層で研削し、すべり抵抗性等を改善する研削工法が
ある1）。本工法のアスファルト舗装への応用を試みて
おり、これまで、研削形状を変えた供試体を用いて、
研削した舗装表面のすべり抵抗値の初期性能やその持
続性、凍結路面時の性能について試験を行っている2）。
これらの試験結果によると、研削形状によりその性能
に多少の違いはあるものの、アスファルト舗装の表面
研削により、舗装表面のすべり抵抗性を向上させるこ
とができること、また、凍結路面時のすべり抵抗性の
向上に効果があることが確認されている。
　一方、表面研削処理によるアスファルト舗装路面へ
の機能性の付与については、すべり抵抗値の向上以外
にも、騒音の低減などの機能の付与が考えられるが、
アスファルト舗装に表面研削処理を施した場合の騒音
低減効果の有無や、その効果の発現度合については不
明な点が多い。例えば、溝の深さや間隔等の研削形状
によって騒音低減効果の発現の度合は異なると考えら
れる。
　また、研削舗装路面の耐久性については、供試体を
用いた輪荷重走行により性能の持続性の比較試験を行
い、浅めの溝を組み合わせた形状のきめ深さ及びすべり
抵抗値の持続性が比較的高いことを確認している2）。
しかし、舗装表面の耐久性の観点では、タイヤのねじ
り作用や摩耗による骨材の飛散が考えられ、アスファ
ルト舗装に表面研削処理を施した場合のこれらの性能
の耐久性については不明な点が多い。例えば、表面研
削によって、骨材飛散抵抗等の耐久性にどの程度の影
響が及ぼされるのかなどについて、明らかになってい
ない。
　そこで、過年度に実施した研削形状の中から、きめ
深さ及びすべり抵抗値の持続性が比較的高かった研削
形状に着目し、深めの溝を組み合わせた研削形状も含
めて、さらなる性能の検討を行うこととした。
　本稿では、これらの表面研削路面が有する路面騒音
低減の効果の有無や、表面研削による骨材飛散抵抗性

等の耐久性について把握するため、当研究所が保有す
る苫小牧寒地試験道路に表面研削アスファルト舗装路
面を作製し、騒音低減や骨材飛散抵抗に関する試験を
行ったので、その結果について報告する。

２．研削舗装試験箇所

　寒地土木研究所が保有する苫小牧寒地試験道路にお
いて、研削舗装試験箇所を作製した。図－1に苫小牧
寒地試験道路の研削舗装試験箇所の概略図を示す。研
削舗装試験箇所は苫小牧寒地試験道路のバックストレ
ート側外回りの密粒度ギャップアスコン（改質Ⅰ・
13F）区間100mとし、その内、研削舗装試験箇所
は、延長50mとした。
　写真－1に3種類の研削舗装試験区間の外観を示す。
苫小牧寒地試験道路の表面研削舗装区間の研削幅は各

写真－1　苫小牧寒地試験道路の表面研削舗装区間

図－1　苫小牧寒地試験道路の研削舗装試験箇所平面図
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タイプとも1列あたり0.5mとし、各タイプ2列の計6列
とした。外側線から1列目と4列目がタイプA、2列目と
5列目がタイプB、3列目と6列目がタイプCとした。各タ
イプの中心間隔は、タイヤ／路面騒音測定において乗
用車のタイヤの左右両輪を同じタイプの研削舗装レー
ンに乗せるため、1.57mとした。
　図－2に試験走路の研削表面形状を示す。表面研削
処理の形状は、タイプA（アスファルト用浅溝、浅溝
深さ1mm）と、タイプB（タイプAに排水機能用深溝
入り、深溝間隔小）、タイプC（タイプAに排水機能
用深溝入り、深溝間隔大）とした。タイプA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、タイプBは、タイプAの浅溝に深溝を交互に
組み合わせた形状、タイプCは、タイプAの浅溝に深
溝をタイプBより広い間隔で組み合わせた形状とし
た。これに比較のため無処理を加え、4種類の舗装に
対し、試験を行った。
　表－1に、タイプ別の溝幅、溝間隔（上面幅）、溝
深さなどの研削形状の測定結果を示す。

図－2　試験走路の研削表面形状（タイプA、B、C）

図－3　タイヤ／路面騒音測定試験結果表－1　タイプ別の研削形状測定結果

理の各延長約50mのタイヤ／路面騒音を測定した。タ
イヤ／路面騒音の測定は、普通タイヤによるタイヤ路
面騒音測定方法（舗装調査・試験法便覧3）S027-1T）
に準じて行った。集音マイクを、マフラーが付いてい
ない後輪タイヤ付近に取り付け、走行速度50km/hの
条件でタイヤ／路面騒音を測定した。
　図－3にタイヤ／路面騒音測定試験結果を示す。測
定データは、10Hz（0.1秒毎）で等価騒音レベルをサ
ンプリングしたデータより、路面騒音レベルと外気温
の関係から標準外気温20℃温度補正、路面騒音レベル
と区間走行速度の関係から50km/h速度補正し、各タ
イプの騒音値を整理した。路面タイヤ騒音は、無処理
（密粒G13F）＞タイプB＞タイプC＞タイプAの順で
小さくなる結果となった。研削タイプA、B、Cの路
面タイヤ騒音は、標準路面と比べ1.0～2.2dBの差があ
った。また、全てのタイプで標準路面と比べ騒音レベ
ルが低くなっていた。3種類のタイプの中ではタイプ
Aが最も小さかった。

３．騒音低減に関する比較試験

３．１　タイヤ／路面騒音（苫小牧寒地試験道路）

　苫小牧寒地試験道路バックストレート側外回りの密
粒度ギャップアスコン（改質Ⅰ・13F）試験舗装区間
100m内において、タイプA、タイプB、タイプC、無処

３．２　沿道騒音（苫小牧寒地試験道路）

　タイヤ／路面騒音測定と同様に走行速度50km/hの
条件にて沿道騒音を計測した。沿道騒音測定の集音マ
イクの位置は、各工区延長の中央にて路面からの水平
距離1.5m、高さ1.2mとした。
　図－4に沿道騒音測定試験結果を示す。無処理（密
粒G13F）＞タイプB＞タイプA＞タイプCの順で小さ
くなる結果となった。研削タイプA、B、Cの沿道騒音
は、標準路面と比べ0.3～0.8dBの差があった。また、
全てのタイプで標準路面と比べ騒音レベルが低くなっ
ていた。3種類のタイプの中ではタイプCが最も小さ
かった。

３．３　騒音低減効果に関する考察

　タイヤ／路面騒音及び沿道騒音の試験結果より、タ
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表－2　タイヤすえ切り試験条件

図－6　すえ切り前後の路面状況

イプA、タイプB、タイプCの騒音値は、無処理路面
よりも騒音値が低かった。これは、縦溝の効果と考え
られ、表面を薄層で平坦に研削したことにより、車両
進行方向の凹凸が平坦に改善されていることによると
考えられる。また、タイヤの回転による空気の圧縮を
溝が逃がすことより、空気の圧縮音が軽減されている
可能性が考えられる。これらのことから、縦溝の研削
路面は標準路面よりも騒音が低くなっているのではな
いかと考えられる。
　また、タイプ別では、浅い溝のみとしたタイプA、
及び深い溝の数が少ないタイプCの騒音値が低い傾向
にあった。このことは、騒音を低減するのに適した溝
形状が存在する可能性が示唆されたものと考えられ
る。今回試験を行った深めの溝は、騒音の低減にはあ
まり効果がないが、浅めの溝は、騒音の低減に寄与し
ている可能性が高く、騒音低減に資する形状と考えら
れる。

４．骨材飛散抵抗に関する比較試験

４．１　タイヤすえ切り試験（苫小牧寒地試験道路）

　苫小牧寒地試験道路バックストレート側外回りの密
粒度ギャップアスコン（改質Ⅰ・13F）試験舗装区間
100m内において、4種類の舗装（タイプA、タイプB、
タイプC、無処理）に対し、タイヤすえ切り試験を行
い、表－2に示す試験条件にてねじりによる荷重の負
荷を与えた。一定のすえ切り回数ごとに舗装表面の剥
離状況を確認し、剥奪した深さをノギスで測定した。
試験は、旋回数60回までのすえ切り作業を行った。
　すえ切り回数と剥奪深さの関係について、図－5に
試験結果を示す。60回旋回後の剥奪深さについて比較
すると、タイプBの剥奪深さが最も大きく、次いで、
タイプC、タイプA、無処理の順となった。
　図－6にすえ切り前後の路面状況を示す。すえ切り0

図－4　沿道騒音測定試験結果

図－5　きめ深さの測定結果（無処理との比較）
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４．４　骨材飛散抵抗に関する考察

　タイヤすえ切り試験、ねじり骨材飛散試験、チェー
ンラベリング試験を行った結果、タイプBはタイヤの
すえ切り、ねじり、チェーン等の破壊作用に対し、耐
久性は低い結果が得られたことから、骨材飛散抵抗性
が低いと考えられる。
　一方、タイプAは、無処理とほとんど変わりなく、
溝形状による飛散への影響がほとんどなかったことか
ら、骨材飛散抵抗性が高いと考えられる。
　また、タイプCについては、剥奪深さや、ねじり骨
材飛散率、すりへり量ともに、タイプAよりも若干高
い傾向があったが、深溝が存在するタイプBと比較す
ると、かなりその値は小さく押さえられていることが
わかった。よって、同じ深溝が存在しても、深溝の間
隔を広げることで、骨材飛散への影響を小さくできる
可能性があると考えられる。

５．すべり抵抗性能向上に関する確認試験

　タイプAのほか、深めの溝を組み合わせたタイプ
B、タイプCのすべり抵抗性能の向上について確認す
るため、すべり抵抗値等の測定を行った。

５．１　すべり抵抗値等の測定結果（苫小牧寒地試験

　　　　道路）

　苫小牧寒地試験道路研削試験舗装のすべり抵抗値の
測定結果を図－9に示す。すべり抵抗値はDFテスタに
て測定した結果である。タイプA、タイプB、タイプ
Cのすべり抵抗値は、無処理と比較して高い結果とな
った。

４．３　チェーンラベリング試験（研削供試体）

　各種表面研削アスファルト舗装供試体に対し、室内
でチェーンラベリング試験を行った。試験温度は－10
℃とし、表面の凹凸形状の耐摩耗性を評価するため
に、試験時間は15分とし、経過時間後のすり減り量を
測定した。チェーンはクロスチェーン「JIS�G�3505」
を用いた。
　図－8にチェーンラベリング試験結果について示
す。すり減り量は、タイプBが飛び抜けて大きく、次

いでタイプCがやや大きく、無処理（密粒G13F）と
タイプAは同程度となった。

回とすえ切り60回後の舗装表面の状況を比較すると、
タイプBは舗装表面の深溝の凹凸が消失した状態にな
っていることがわかる。また、タイプCについては、
深溝に一部角欠けが生じているものの、タイプBのよ
うな中央部が陥没する状態までは至っていない。ま
た、タイプAについては、無処理と同様に骨材の飛散
の程度は小さかった。

４．２　ねじり骨材飛散試験（研削供試体）

　苫小牧寒地試験道試験舗装区間と同様に、密粒度ギ
ャップアスコン（改質Ⅰ・13F）を母体とした供試体
を用いて、4種類の舗装（タイプA、タイプB、タイプ
C、無処理）に対し、室内でねじり骨材飛散試験を行
った。試験は、ねじり骨材飛散試験方法（舗装調査・
試験法便覧3）B021�供試体旋回タイプ）により、タイ
ヤ寸法直径200mm×幅65mm、載荷荷重490N、試験
温度50±2℃の条件にて行った。
　経過時間とねじり骨材飛散率の関係について、図－

7に試験結果を示す。60分経過後のねじり骨材飛散率
について比較すると、タイプBのねじり骨材飛散率が
最も大きく、次いでタイプCの順となり、最後にタイ
プAと無処理が同程度となった。

図－7　経過時間とねじり骨材飛散率の関係

図－8　チェーンラベリング試験結果
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　タイプA、タイプB、タイプCは、深い溝の有無や
間隔に違いがあるが、すべり抵抗値がほぼ同様の値に
なっていることから、すべり抵抗値は、タイヤと路面
が接する上面部分の浅溝部分の形状に大きく依存する
と考えられる。

６．まとめ

　表面研削処理を施したアスファルト試験舗装におけ
る騒音及び骨材飛散等による試験結果から以下のこと
がわかった。
（１）タイヤ／路面騒音及び沿道騒音測定結果から、

縦溝の研削路面は標準路面よりも騒音が低いこ
とがわかった。また、タイプ別では、浅い溝の
みとしたタイプA、及び深い溝の数が少ないタ
イプCの騒音値が低い傾向にあることがわかっ
た。

（２）ねじり骨材飛散試験、すえ切り試験、チェーン
ラベリング試験による試験結果から、タイプA
の骨材飛散抵抗性が最も高く、深い溝の数が多
いタイプBの骨材飛散抵抗性が最も低いことが
わかった。

（３）きめ深さ・すべり抵抗値の測定結果から、研削
舗装区間は標準舗装（無処理）よりもきめ深さ
が大きくなり、すべり抵抗値の性能が向上する
ことを確認した。浅溝形状が同じであれば、タ
イプA、タイプB、タイプCのすべり抵抗値に

５．２　すべり抵抗値等の測定結果（研削供試体）

　苫小牧寒地試験道路研削試験舗装と同じ舗装種類の
供試体に対し、DFテスタによるすべり抵抗値、CTメ
ータによるきめ深さの室内試験を行った。
　図－11にすべり抵抗値の測定結果について示す。タ

イプA、タイプB、タイプCのすべり抵抗値は、無処
理と比較して高い結果となった。
　図－12に、きめ深さの測定結果について示す。苫小
牧寒地試験道路の測定結果と同様に、タイプBのきめ
深さが高く、次いでタイプC、タイプA、無処理の順
となった。

　図－10に苫小牧寒地試験道路研削試験舗装のきめ深
さの測定結果を示す。きめ深さは、CTメータにより
測定した結果である。タイプBのきめ深さが高く、次
いでタイプCとなり、タイプAと無処理はほぼ同様の
値となった。

図－9　すべり抵抗値測定結果

（苫小牧寒地試験道路研削試験舗装）

図－10　きめ深さ測定結果

（苫小牧寒地試験道路研削試験舗装）

図－11　すべり抵抗値測定結果（研削供試体）

図－12　きめ深さ測定結果（研削供試体）
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による表面研削マニュアル（案），令和元年9月.
　　https://www2.ceri.go.jp/jpn/iji/diamondcutter_
manual/index.htm
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3）�公益社団法人�日本道路協会：舗装調査・試験法
便覧（平成31年度版），平成31年3月

それほど大きな差はなかったことから、すべり
抵抗値は、タイヤと路面が接する浅溝部分の形
状に大きく依存すると考えられる。
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