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融雪水を排除し車道路面の凍結を防ぐ工法として路肩グルービングは有効である。しかし、
土砂の目詰まりにより遮水効果は経年的に低下していくことが懸念される。そこで、舗装表面
を薄層で研削する技術に着目し、新たな切削・研削処理形状を考案した。本稿では、路肩舗装
路面に融雪水車線流入抑制用の切削・研削処理を行い、融雪水の車線流入の抑制等に関する屋
外試験を行ったので、その結果について報告する。
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1. はじめに

2. 路肩部切削・研削処理技術の検討

積雪寒冷地の道路では、日中に融けた雪氷が夜間に再
凍結することにより、すべりやすい路面が出現すること
がある。特に日中気温が上昇し、かつ、夜間に低下する
日は、融雪水が発生した後再凍結が生じやすく、また、
積雪の多い地域では、路肩脇に除雪された雪山からの融
雪水が車線へ流入し、夜間の再凍結によってすべりやす
い路面となる場合がある。
このため、道路線形上、路肩脇に堆雪された雪山から
の融雪水の車線への流入が見られる箇所においては、路
肩部雪山からの融雪水の本線への浸入を防ぐため、路肩
グルービングによって、融雪水の車線部への融雪水流入
を遮断・抑制するなどの凍結路面対策が行われている1）。
路肩グルービングとは、路肩部を車両進行方向に切削し
て、溝を数本作り、この溝に融雪水が浸入すると、この
溝に沿って融雪水が流れて流末処理されることで、融雪
水自体の本線への流入を防ぐ技術である。
この既存の技術は、車道部へ流れる融雪水を路面上で
処理する対策技術として非常に有効な技術であるが、溝
への土砂の目詰まりにより、融雪水を抑制する遮断効果
は経年的に低下していくことが懸念される。そこで、比
較的清掃により土砂を除去しやすい形状として、平面的
に薄く舗装表面を削り取ることのできる表面研削技術2）
に着目し、新たな切削・研削処理形状を考案した。
本稿では、苫小牧寒地試験道路の路肩舗装路面に融雪
水車線流入抑制用の切削・研削処理を行い、融雪水の車
線流入の抑制等に関する屋外試験を行ったので、その結
果について報告する。

(1) 既存の路肩グルービングの仕様
既存の路肩グルービングは、路肩部に縦断方向の溝を
施工する工法である。カーブ区間における路肩グルービ
ングの設置例を図-1に示す。路肩部の雪が融けて道路の
横断勾配に沿って車道部に流れ込む場合には、路肩部に
切削溝を設けて、融雪水を路肩路面上で処理することで、
車道路面上に水が自然流下しないようにするものである。
標準的な仕様としては、図-2に示すとおり、切削溝の幅
が9mm、切削溝の深さが15mm、切削溝の間隔が50mm、
溝本数は7本、切削幅は300mmが標準となっている。

図-1 カーブ区間における路肩グルービングの設置例

図-2 路肩グルービングの標準的な仕様
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タイプ1：溝幅9mm×溝深さ15mm×溝間隔50mm×7本

タイプ2：幅200mm、深さ5mmの平型形状

タイプ3：幅200mm、深さ10mmの平型形状

タイプ4：上面幅200mm、深さ5mmの斜め平型形状

タイプ5：上面幅200mm、深さ10mmの斜め平型形状、端部溝付

タイプ6：上面幅200mm、深さ10mmの三角形状

タイプ7：溝幅9mm×溝深さ15mm×溝間隔25mm×13本

タイプ8：幅200mm、深さ5mmの平型形状＋深さ10mm溝

タイプ9：幅200mm、深さ10mmの平型形状＋深さ5mm溝

タイプ10：上面幅200mm、深さ5mmの斜め平型形状＋深さ5mm溝

タイプ11：上面幅200mm、深さ10mmの斜め平型形状＋深さ5mm溝

タイプ12：上面幅200mm、深さ10mmの三角形状＋深さ5-15mm溝

タイプ13：上辺300mm、深さ5mmの台角形状＋深さ10-15mm溝

タイプ14：溝幅6mm×溝深さ10mm×溝間隔20mm×16本

図-3 路肩路面切削・研削形状
(2) 新たな切削・研削形状の検討
既存のグルービングに代わる新たな切削・研削形状の
検討を行った。形状の検討にあたっては、平面的に薄く
舗装表面を削り取ることにより、薄く平たく凹んだ部分
で融雪水を処理する性能を付与することとし、それにさ
らに溝形状も加えることで、溝部分でも融雪水を処理で
きる性能を持たせた形状とした。また、路肩を自転車が
走行する場合の走行安全性にも配慮することとし、段差
を最大10mmまでとした。
図-3に考案した路肩路面切削・研削形状を示す。既存
技術である路肩グルービングのタイプ1のほか、タイプ2
～14を今回の検討対象とした。形状を大きく分類すると、
切削溝タイプ、薄層研削タイプ、切削溝付き薄層研削タ
イプに分けられる。
切削溝タイプとしては、既存のグルービング溝である
タイプ1、溝の本数を多くしたタイプ7、溝の本数を多く
し溝深さを浅くしたタイプ14の3種類とした。
薄層研削タイプとしては、研削により全面的に薄く舗
装を削る形状とした。これは、溝がないため砂等の目詰
まりが発生しにくく、道路清掃作業で溝から土砂を取り
除きやすい形状としている。深さ10mmの平型形状であ

るタイプ2、深さ10mmの平型形状であるタイプ3、これ
に勾配を設けた斜め平型形状のタイプ4、タイプ4の端部
に溝を付けたタイプ5、両側から勾配の付いた三角形状
のタイプ6を検討の対象とした。
切削溝付き薄層研削タイプとしては、切削により溝を
形成させつつ、研削により全面的に薄く舗装を削る方法
とした。薄層研削タイプに溝が付加された形状となって
いる。研削面に付加した溝幅は6mmとし、グルービング
溝で通常使用されている溝形状よりも小さい形状とした。
深さ5mmの溝付き平型形状であるタイプ8、深さ10mmの
溝付き平型形状であるタイプ9、深さ5mmの溝付き斜め
平型形状であるタイプ10、深さ10mmの溝付き斜め平型
形状であるタイプ11、両側からの勾配の付いた三角形状
溝付きタイプ12、研削幅を広くした溝付き台形形状溝付
きタイプ13を検討の対象とした。
(3) 切削・研削形状の排水断面積の比較
切削・研削形状の最大排水断面積を図-4に示す。切削
溝タイプは、切削溝の凹部のみで融雪水の車線への流入
を遮断するものであり、薄層研削タイプは、薄層研削部
分で遮断するもの、切削溝付き研削タイプは、切削溝の
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施工した箇所はカーブ区間で横断方向に片勾配の道路
凹部と薄層研削部分の両方で遮断するものとなっている。
となっている。カーブ外側の路肩部に、各切削・研削タ
今回検討対象とした切削・研削形状は、既存技術のタイ
イプ延長7.5mずつ、縦断方向に14種類の切削・研削作業
プ1の排水断面積と比較すると、その断面積の0.5～2.3倍
程度となっている。
を行った。切削・研削幅20～30cm幅で、外側線から
10cm離れた位置に施工した。施工後の状況例を写真-1
に示す。

写真-1 施工後の状況例
(2) 試験方法
各路肩切削・研削箇所において、遮断効果を確認する
図-4 切削・研削形状の排水断面積
試験を行った。図-7に実験の概要図を示す。路肩勾配の
高い側にポリタンクまたは噴霧器により融雪水を模擬し
た水の供給を行った。水は道路の横断勾配によって路肩
3. 融雪水流入遮断性能の確認試験
部から車道部の方向に流れていくが、水の道路横断方向
の流れは路肩切削・研削溝により遮断・緩和されること
(1) 試験箇所
になる。この遮断効果が各切削・研削タイプによってど
苫小牧寒地試験道路の西側カーブ区間の路肩部路面に、 のように異なるのか、路面に一定時間連続的に供給し続
タイプ1～14の切削・研削形状を施工した。図-5に試験
け、切削・研削路面による遮断状況を路外に設置したタ
施工箇所、図-6に各切削・研削タイプの施工箇所を示す。 イムラプスカメラにてインターバル撮影した。単位時間
当たり・単位幅当たり流水量は0.01～0.10m3/(h･m)の間で
6水準設けて測定した。撮影時間は30分程度を基本とし
た。

図-5 試験施工箇所

図-6 各切削・研削タイプの施工箇所

図-7 実験の概要図

Sato Takahiro, Maruyama Kimio
－ 628 －

(3) 試験結果
試験の結果、水の供給後の水の流れ方に違いが見られ
た。一つ目は完全遮断のケースで切削・研削路面で車道
部への水の流入を完全に防ぐもの、二つ目は流入緩和の
ケースで、遮断により本線への水の流入を緩和するもの
（車道部への流入が反対車線の外側線まで達しないも
の）、三つ目は遮断不可のケースで本線への水の流入を
緩和しつつも本線への流水横断が見られたもの（車道部
への流入が反対車線の外側線まで達するもの）の3種類
のケースが見られた。
図-8に遮断効果の確認試験結果を示す。全遮断のケー
スでは、タイプ7、12、14において流量が多くても完全
に遮断できるケースがあった。また、流量が少なければ
完全に遮断できるケースが増加した。流入緩和のケース
では、タイプ8、10において流量が多くても流入を緩和
できるケースがあった。遮断不可のケースでは、無処理
からタイプ6までにおいて、遮断不可のケースが多く見
られた。また、タイプ9、10、13において、流量が多く
なると遮断不可のケースが見られた。

図-8 遮断効果の確認試験結果
図-9に各タイプの遮断継続時間の割合を示す。ポリタ
ンクまたは噴霧器にて水を供給してから、水が横断方向
に流下し、各タイプの路肩切削・研削溝を越えて、外側
線を越えるまでの時間を遮断継続時間と定義した。その
遮断継続時間が全体の計測時間30分に占める割合を縦軸
に表したものである。無処理については、遮断する溝が
ないため、そのまま路面上を勾配に沿って流下していき、
比較的早い段階で路肩部を通過し、本線に流入している。
それに対し、既存技術である路肩グルービングのタイプ
1や今回検討対象としたタイプ2～14では、無処理に比べ
てその時間の割合は高まっている。
切削溝のタイプ1では、単位時間当たり・単位幅当た
り流量が0.02m3/(h･m)程度と少なければ遮断継続時間の
割合は100％となり、車道部には水は流入していない。
溝方向に流れた水は切削溝端部から流末処理されている。

図-9 遮断継続時間の割合
単位時間当たり・単位幅当たり流量が0.02m3/(h･m)を超
えると、切削溝を越えて車道部に水が流入するケースも
あった。また、タイプ7、14の切削溝タイプでは、いず
れの流入量に対しても遮断の効果が継続的に見られた。
遮断効果としては、溝本数を単に増やすことだけではな
く、より小さい溝形状にて切削溝の本数を追加すること
でも性能を確保できることを確認した。
薄層研削のタイプ2～6では、研削面の凹凸が少ないた
め、比較的勾配下側の研削溝の端部に早い時間帯で到達
しやすく、そのため、端部を水が越流する時間帯も比較
的早い時間で起こる傾向があった。この理由として、平
型形状などの凹凸なしの薄層形状は、溝がないことで流
水を遮断する抵抗力が小さくなり、流入遮断性能が低下
したと考えられる。端部の深さが5mmのタイプと10mm
のタイプで比較すると、10mmのタイプの方が5mmのタ
イプよりも遮断性能が高い傾向にあった。
切削溝付き薄層研削のタイプ8～11、13では、時間当
たり流量が多ければ、車道部に水が流入するケースもあ
ったが、時間当たり流量が少なければ、遮断継続時間の
割合は100％となった。切削溝付き薄層研削のタイプ12
では、いずれの流量に対しても路肩部での融雪水の遮断
の効果が見られた。

4. 融雪期流入遮断性能の確認
苫小牧寒地試験道路に施工した路肩部切削・研削箇所
において、融雪期に流入遮断性能の確認を行った。図10は、晴天で日中路温が上昇した昼間の時間帯に路肩部
の雪山を路肩部上部に崩して残置し、2時間程度融雪さ
せた後の状況である。路肩部の表面切削・研削は、車道
部への融雪水の流れを遮る性能を有することを確認した。
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図-11 走行方法
図-10 流入遮断性能の確認

5. 自転車による走行試験
(1) 試験箇所・試験方法
苫小牧寒地試験道路西側カーブ区間KP2.5 ～2.6におい
て、自転車による走行試験を行った。試験箇所は、タイ
プ1～14の14種類の各切削・研削区間と無処理区間の計
15種類の路肩路面とした。
自転車の前輪タイヤの真上に3軸加速度計を取り付け、
各路肩路面上を自転車で走行した。各切削・研削路面の
走行延長は7.5mとし、その間の加速度データを各走行区
間において取得した（写真-2）。

(3) 試験結果
切削・研削路面走行試験において取得した走行加速度
測定データを整理し、各切削・研削タイプの走行安定性
について比較した。鉛直方向加速度は、重力により通常
の状態で1(g)と計測する加速度計を用いている。直進走
行における鉛直方向加速度の測定結果（平均値、最大値、
最小値及び標準偏差）を図-12、図-13に示す。

図-12 鉛直方向加速度測定結果①（直進走行）

写真-2 路肩路面自転車走行状況
試験条件を表-1に示す。走行方法は、路肩切削・研削
路面上の直進走行、及び切削・研削路面を横切る蛇行走
行の2種類とした（図-11）。走行速度は走行区間内で一
定とし、各路面・各速度当たり計6回（1往復3回）の走
行を行った。
表-1 走行試験条件

図-13 鉛直方向加速度測定結果②（直進走行）
図-12より、加速度の最大値、最小値についてタイプ
により多少違いが見られ、また、図-13より、標準偏差
についてタイプにより多少違いが見られた。標準偏差の
無処理とタイプ1の値の範囲を利用者の許容範囲と考え
ると、タイプ3、タイプ9はその範囲を外れる傾向が見ら
れたが、無処理、タイプ14、タイプ4、タイプ10、タイ
プ13の標準偏差は小さく、加速度の最大値及び最小値の
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平均値との差が小さい傾向が見られた。
また、蛇行走行における鉛直方向加速度の測定結果
（平均値、最大値、最小値及び標準偏差）を図-14、図15に示す。

いと考えられる。

6. まとめ
今回、様々な切削・研削処理形状にて路肩部路面の遮
断・排水性能等を確認する試験を行い、以下のことがわ
かった。
1)無処理路面と比較して、路肩グルービング路面や今回
検討対象とした路肩切削・研削路面では、融雪水の遮
断もしくは緩和の効果が見られた。
2)既存技術である路肩グルービングや同類の切削溝のタ
イプでは、路肩から融雪水の遮断もしくは緩和の効果
が見られた。
3)平型形状などの薄層研削形状タイプは、今回の試験に
おいては、遮断効果が発揮できないケースが存在した。
この理由として、溝がないことで流水の遮断抵抗が小
さくなり、融雪水流入遮断性能が低下したと考えられ
る。
4)切削溝付き薄層研削タイプでは、切削溝が付加されて
いることにより、付加されていない薄層研削タイプよ
りも遮断性能は高かった。
5)走行試験結果から、切削溝のタイプ及び研削深さが浅
いタイプの走行安定性が良好な傾向が見られた。
今後は、溝内部の土砂の清掃のし易さなどについても
調査し、路肩路面研削処理技術の構築に向けて引き続き
検討を進める予定である。

図-14 鉛直方向加速度測定結果①（蛇行走行）

図-15 鉛直方向加速度測定結果②（蛇行走行）
図-14より、加速度の最大値、最小値についてタイプ
により多少違いが見られ、また、図-15より、標準偏差
についてタイプにより多少違いが見られた。タイプ3、
タイプ8、タイプ11は、無処理とタイプ1の標準偏差の範
囲から外れる傾向が見られたが、無処理、タイプ4、タ
イプ6、タイプ13は標準偏差が小さく、加速度の最大値
及び最小値の平均値との差が小さい傾向が見られた。
これらのことから、切削溝のタイプや研削深さが浅い
タイプは、研削深さが深いタイプよりも走行安定性が高
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