報 文

すべり止め材散布が粗面系舗装の性能に与える影響と散布効果に関する研究
Study on anti-skid materials’effect on the performance of rough-textured
pavements and the effectiveness of their application
田中

俊輔

安倍

隆二

高橋

尚人

武市

靖

木村

孝司

TANAKA Shunsuke, ABE Ryuji, TAKAHASHI Naoto, TAKEICHI Kiyoshi
and KIMURA Takashi

本論文では、粗面系舗装におけるすべり止め材散布に着目し、すべり止め材散布が舗装の性能に与
える影響と散布効果を明らかにすることにより、すべり止め材散布の適用区分や散布方法について検
証した。舗装性能の観点からは、粗面系舗装が有する性能の主な要因である路面テクスチャと透水機
能に着目し、すべり止め材散布による影響を室内試験で検証した。散布効果の観点からは、実道を想
定した室内走行試験を行い、すべり摩擦係数や路面のすべり止め材残存量を確認し、粗面系舗装での
すべり止め材散布効果を検証した。その結果、すべり止め材散布が粗面系舗装の性能に与える影響を
考慮した散布適用区分と、粗面系舗装の路面テクスチャがすべり止め材の飛散抑制やすべり抵抗の向
上に寄与することにより散布効果が高まることを明らかにすることができた。
《キーワード：冬期路面管理、すべり止め材、粗面系舗装、舗装性能》
Rough-textured pavements are constructed to improve the roadside environment and driving
safety. In addition, many are constructed in snowy cold regions as a measure against road icing.
The authors have conducted research to elucidate the effectiveness of rough-textured pavement
alone and the effectiveness of such pavement in combination with salting in terms of mitigating
slipperiness. Research results to date have mainly been obtained through laboratory tests; thus,
experiments on roads in service or under similar circumstances are needed. Further, large
amounts of data should be accumulated, such as traffic conditions, weather conditions and
pavement conditions. In this study, outdoor tests at the Tomakomai Winter Test Track and a skid
resistance monitoring survey on a section of National Highway 230 near the urbanized area of
Sapporo were done. The results were examined in terms of the effectiveness of rough-textured
pavement in mitigating road icing, considering the effectiveness of anti-freezing agent application
and the impact of road weather conditions.
《Keywords：winter road management, spreading with grit, rough-textured pavement, pavement
performance》
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可能延長が短く作業効率が低下すること、融雪後の清

１．はじめに

掃が必要になることなどから、相対的に凍結防止剤よ
粗面系舗装の一つである排水性舗装は、2000年代前

りも高コストになる5）。しかし、北海道において、すべ

半から雨天時の走行安全性の確保や走行車両による道

り止め材散布が必要となる状況は決して少なくない。

路交通騒音低減などを目的とした施工が増加し、さら
に凍結路面におけるすべり抵抗を確保する効果も室内
や屋外試験、実道での調査から確認されている1）、2）、3）。

表－1

近年では、北海道型 SMA4）など耐久性を向上させた粗

㊰㠃㹚Ẽ

すべり止め材散布等の基本的散布区分5）
Υ⛬ᗘ௨ୖ

Υ⛬ᗘ௨ୗ

ᅽ  㞷

ࡍࡾṆࡵᮦ

ࡍࡾṆࡵᮦ
㸦◁࣭○▼㸸㹼
g/m2㸧

ⷧ࠸ᅽ㞷
ị  ᯈ

⤖㜵Ṇ

ࡍࡾṆࡵᮦ

ị  ⭷
㸦⤖㜵Ṇ㸧

⤖㜵Ṇ

ࡍࡾṆࡵᮦ

面系舗装の研究・開発が積極的に行われ、北海道開発
局が管理する高規格幹線道路や、一般国道の交差点付
近における交通安全対策としての施工も増加している。
また、北海道開発局では、冬期路面対策の一つとして、
塩化物などに代表される凍結防止剤散布に限らず、砂
や砕石に代表されるすべり止め材の散布が行われてい
る。すべり止め材は、主に凍結防止剤による効果が低
下する低温下や、多量の散布が必要となる圧雪や厚い

表－2

氷板の時に散布されることが多い5）。
北海道においては、低温下および厚い氷板・圧雪路

ᩓᕸᮦ

面になることも頻繁に発生することから、すべり止め
材の散布も多く見られる。排水性舗装におけるすべり
止め材の散布は、空隙詰まりを助長し透水機能が低下
することから望ましくないとされている。一方で、排
水性舗装のような粗い路面テクスチャを持つが透水機
能は有さない北海道型 SMA については、すべり止め

⤖㜵Ṇ
㸦NaCl㸧
ࡍࡾṆࡵᮦ
㸦◁㸧

散布可能延長5）

ᩓᕸ㔞
 g/m2
 g/m2
 g/m2
 g/m2
 g/m2
 g/m2

ᩓᕸ㌴ࡢつ᱁
 m3 ⣭  m3 ⣭













材散布が舗装性能に与える影響や、すべり抵抗を向上
させる効果に関する知見は非常に少ない。そのため、
すべり止め材の使用可否を判断する根拠が不十分な現

（２）粗面系舗装におけるすべり止め材散布の現状6）

状にある。したがって、効果的・効率的な冬期路面管

北海道では、冬期間に基本的散布区分で凍結防止剤

理手法を確立するためには、すべり止め材散布につい

からすべり止め材へと切り換える目安とされる－8℃

ても、十分な検討が必要と考えられる。

以下になることは少なくない。そのため、すべり止め

以上を考慮して本研究では、粗面系舗装においてす

材散布は一般的な路面管理方法の一つとなっている。

べり止め材散布が舗装の性能に与える影響および散布

図－1に北海道開発局開発建設部別の凍結防止剤とす

効果を明らかにすることにより、粗面系舗装における

べり止め材の使用比率を示す。函館開発建設部のよう

すべり止め材散布の適用性について検証した。

な降雪量が少なく、気温が比較的高い地域では凍結防
止剤の使用比率が高く、稚内や網走開発建設部のよう

２．凍結防止剤とすべり止め材による冬期路面管理

な降雪量が多く、気温が比較的低い地域では、すべり
止め材の使用比率が高くなる。なお、すべり止め材と
しては、7号砕石や焼砂が多く使用されている5）。

（１）北海道開発局の基本的散布区分
北海道開発局では、気温と雪氷量を総合的に判断し、

粗面系舗装は、高規格幹線道路や一般道、近年は交

状況に合わせて効果的な散布を心がけている。原則と

差点付近の交通安全対策としても、広く施工されてい

して、表－1のように、初冬期・終冬期など気温が－8

る。その中で、排水性舗装は、基本的に透水機能を確

℃程度以上となる場合は凍結防止剤、厳冬期などの気

保する観点から、すべり止め材を散布しないこととし

温が－8℃程度以下となる場合や路面の雪氷量が多い

ている。しかし、すべり止め材の使用比率が高い地域

5）

場合にはすべり止め材の散布を推奨している 。
ただし、

では、排水性舗装にすべり止め材を使用できないこと

一般的にすべり止め材の散布は、表－2のように散布

で路面管理費用にも負担が生じていることも散見され
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る7）。また、供用後年数が経過し、透水機能が低下し

を、供試体の性状に影響を与えない程度の常温（20℃

た排水性舗装や、透水機能を持たない北海道型 SMA

程度）
で60分間行った。走行後の供試体は、空隙部に充

では散布する場合がある。しかし、すべり止め材の使

填されていないすべり止め材を刷毛で除去し、面的に

用可否を判断する根拠がなく、すべり止め材散布が舗

路面テクスチャを評価できる ST メータ9）による MPD

装性能に与える影響も明確にされていない。

（Mean Profile Depth）と現場透水試験による透水量を
測定した。これらの測定は、治具などを設置すること
により、常に同じ箇所で測定を行うようにした。なお、
刷毛によって空隙部に充填されていないすべり止め材
の除去を行ったのは、実道においても空隙に充填され
ないものは、車両走行や風雨などの影響により、容易
に移動すると考えられるためである。
（２）使用した舗装供試体とすべり止め材の基本性状
本試験では、目標空隙率17％の排水性舗装、透水機
能の経年低下を想定し、人為的に空隙潰れを発生させ

図－1

凍結防止剤とすべり止め材の使用比率6）

て透水機能を低下させた排水性舗装（以下、機能低下
排水性）
、北海道型 SMA の3類を用いた。供試体は、7
号砕石散布用に各1枚、焼砂散布用に各1枚用意した。

３．すべり止め材散布が舗装性能に与える影響

各舗装の基本性状を表－3に示す。すべり止め材は、
一般的に使用される7号砕石（写真－1左）と、北海道開

粗面系舗装が有する性能は、主に舗装表面の粗い路

発局では稚内開発建設部など道北地方での使用が多

面テクスチャや透水機能により発現するとされている
4）、8）

。ここでは、すべり止め材の繰り返し散布による

路面テクスチャと透水機能への影響を、室内試験によ

表－3

使用した舗装供試体の基本性状

り得た定量的な結果を基に検証した。
᭱㦵ᮦ⢏ᚄ

（１）繰り返し散布試験の概要

Ỉᛶ

ᶵ⬟పୗ
Ỉᛶ

ᾏ㐨ᆺ
SMA

13mm

13mm

13mm

図－2に本試験の流れを示す。すべり止め材は150g/

య✵㝽⋡

16.7%

―

5.0%

2

MPD (mm)

2.04 / 1.94

1.51 / 1.71

1.58 / 1.43

㏱Ỉ㔞
(ml/15s)

1214 / 1290

494 / 489

㏱Ỉ

m を1回の散布とし、供試体表面に均一に散布した。次
にホイールトラッキング試験機によるトラバース走行

ͤ7 ྕ○▼ᩓᕸ⏝౪ヨయ㸭↝◁ᩓᕸ⏝౪ヨయ

㸯㸧ࡍࡾṆࡵᮦࡢᩓᕸ㸦㸯ᅇ g/m2㸧

㸰㸧ࢺࣛࣂ࣮ࢫ㉮⾜  ศ㸦WT ヨ㦂ᶵ㸧

㸱㸧౪ヨయ⾲㠃ࡢࡍࡾṆࡵᮦࡢ㝖ཤ
㸦✵㝽㒊ሸࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡍࡾṆࡵᮦ㸧

㸲㸧ࡁࡵ῝ࡉࡢ ᐃ㸦ST ࣓࣮ࢱ㸧
つᐃᅇᩘ
㸳㸧⌧ሙ㏱Ỉヨ㦂㸦Ỉᛶ⯒ࡢࡳ㸧
図－2
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繰り返し散布試験のフロー

写真－1

7号砕石（左）と焼砂（右）
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図－3

すべり止め材の粒径加積曲線

図－4

すべり止め材散布回数と MPD の関係

く、7号砕石よりも細粒分が多く含まれる焼砂
（写真－1
右）
を用いた。すべり止め材の粒径加積曲線は図－3に

7ྕ○▼

示すとおりである。
（３）すべり止め材散布による路面テクスチャの変化
すべり止め材の繰り返し散布による各舗装の MPD
の推移を図－4、試験後の排水性舗装の状況を写真－2
に示す。全ての舗装で、散布回数5回程度まで MPD は
低下し、その後、7号砕石を散布した供試体は MPD が

↝◁

1.5mm 程度、焼砂を散布した供試体は1.0mm 程度でほ
ぼ横ばいとなった。焼砂の方が7号砕石散布に比べて
MPD が小さくなるのは、焼砂が7号砕石よりも細粒分
を多く含み、路面凹部に充填されやすいためと考えら
れる。そこで、排水性舗装のすべり止め材散布前と焼
砂を10回散布した後の、同一測線のプロファイルを比
較したものを図－5に示す。すべり止め材が路面凹部
に充填されることによるプロファイルの変化が明確に

写真－2

排水性舗装の状況（左：1回，右：10回散布）

読み取れる。この状況を詳細に検討するため、平面的
に路面プロファイルを図示した。図－6に排水性舗装、
図－7に北海道型 SMA の焼砂散布時の変化をそれぞれ
示す。なお、使用した路面プロファイルは、あらかじ
め路面テクスチャよりもはるかに低周波数の変動成分
（トレンド）
を除去した10）。
すべり止め材散布による MPD の低下は、散布され
たすべり止め材が舗装表面の凹部に充填されることに
よるものであることが明確に読み取れる。しかし、こ
のような状況でも、図－4で示したように、排水性舗
装は1.5mm 程度、北海道型 SMA は1.0mm 程度の MPD
を確保している。北海道型 SMA の施工の手引き
（案）4）

図－5

排水性舗装の路面プロファイルの変化（焼砂）

では、きめ深さの規格値を0.9mm 以上としており、湿
潤路面時のウォータースプレー（水煙）の低減や、夜間
の湿潤路面時の自車ライトによる明るさの確保、対向
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図－6

図－7

排水性舗装の焼砂散布時の路面変化（左：散布前，右：10回散布後）

北海道型 SMA の焼砂散布時の路面変化（左：散布前，右：10回散布後）

車ライトによるグレア（まぶしさ）の低減、凍結路面（特
に氷膜路面）時のすべり抵抗の確保などの機能を有す
ることが確認されている。そのため、すべり止め材散
布により路面テクスチャによる性能は低減するもの
の、機能の発現は期待できる程度の低下であると考え
られる。
（４）すべり止め材散布による透水量の変化
次に、排水性舗装と機能低下排水性を対象に、すべ
り止め材が透水機能に与える影響について検証した。
図－8にすべり止め材散布による透水機能の変化を

図－8

すべり止め材散布回数と透水機能の関係

示す。すべり止め材の散布回数の増加に伴い、透水量
は低下した。すべり止め材の違いに着目すると、細粒
分を含む焼砂の方が、7号砕石に比べて透水量の低下

いる機能低下排水性舗装は、焼砂で6回程度、7号砕石

が大きく見られる。
「北海道開発局

道路河川工事仕

でも12回程度でほぼ透水機能が失われた状態になっ

様書」では、排水性舗装の規格値として透水量800

た。なお、北海道型 SMA は透水機能を有していない

ml/15s と設定しているが、7号砕石散布時は22回程度

ため、すべり止め材の散布によって、透水機能が低下

の散布、焼砂では8回程度の散布で800ml/15s 程度ま

することを懸念する必要がない。

で低下した。また、あらかじめ透水機能を低下させて
14
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（５）すべり止め材散布の影響を考慮した散布区分
本試験で得られた結果より、すべり止め材散布が舗
装性能に与える影響を考慮して散布区分を考察すると
以下のようになる。
a） 透水機能が確保されている排水性舗装では、すべ
り止め材散布により透水機能が低下することか

表－4

試験条件

ヨ㦂⯒

ᾏ㐨ᆺ SMA㸪ᐦ⢏ᗘ 13F

ヨ㦂 ᗘ

-8Υ

㊰㠃≧ែ

ị⭷㊰㠃㸦ᩓỈ㔞 1.0 l/m2㸧

ị⭷ཌ
㸦ヨ㦂ᖹᆒ㸧

ᾏ㐨ᆺ SMA㸦ฝ㒊㸧
㸸0.84mm
ᐦ⢏ᗘ 13F㸸0.87mm

ら、散布は望ましくない。特に、焼砂は細粒分が

ᩓᕸᮦ

7 ྕ○▼

透水機能を大きく低下させる。7号砕石散布でも、

ᩓᕸ㔞

⧞ࡾ㏉ࡋ㉮⾜㸸150g/m2
ไືヨ㦂㸸0㹼400g/m2

ᩓᕸ᪉ἲ

i) ᘧᩓᕸ
ii) ‵ᘧᩓᕸ㸦Ỉ㐨Ỉ 0
㹼1Υ㸪
㉁㔞ẚ 20%ΰྜ㸧

焼砂に比べて少ないものの機能が低下する。
b） 空隙潰れなどで透水機能が大きく低下もしく失っ

ࡍࡾṆࡵᮦ

た排水性舗装は、すべり止め材の散布により MPD
が若干低下するが、路面テクスチャによる機能の
発現が期待できる程度であるため、7号砕石、焼
砂ともに散布可能と考えられる。
c） 北海道型 SMA では、すべり止め材の散布により
MPD が若干低下するが、路面テクスチャによる機

㉮⾜㏿ᗘ

⧞ࡾ㏉ࡋ㉮⾜㸸5km/h
ไືヨ㦂㸸10km/h

㉮⾜㍯Ⲵ㔜

㸳kN㸦᥋ᆅᅽ 0.196MPa ⛬ᗘ㸧

⏝ࢱࣖ

ᮇࡍࡾ ᐃ⏝ᶆ‽ࢱࣖ
165/80R-13

能の発現が期待できる程度であるため、7号砕石、
焼砂ともに散布可能と考えられる。

ᐃ㡯┠

i) ࡍࡾṆࡵᮦṧᏑ⋡㸦⧞ࡾ㏉ࡋ㉮⾜
0㸪50㸪100㸪500㸪1000 ᅇᚋ ᐃ㸧
ii) ࡍࡾᦶ᧿ಀᩘ㸦ไືヨ㦂㸧

４．凍結路面におけるすべり止め材散布効果
ここでは、北海学園大学所有の室内凍結路面走行試

表－5 試験に使用したアスファルト混合物の基本性状

験装置
（写真－3）を用いて、実道の車両走行を想定し

ᾏ㐨ᆺ
SMA

た室内走行試験を行った。すべり摩擦係数や路面上の
すべり止め材残存状況を確認し、粗面系舗装における
すべり止め材散布効果を検証した。

ᐦ⢏ᗘ 13F
13mm

㦵ᮦ᭱⢏ᚄ
MPD㸦㸲⟠ᡤᖹᆒ㸧

1.45mm

0.68mm

‵₶㊰㠃ࡢ
ࡍࡾᦶ᧿ಀᩘ

0.62

0.62

規定回数繰り返し走行を行い、すべり止め材の残存率
を測定した。すべり止め材には7号砕石を用いた。こ
れは、焼砂のように細粒分を多く含むものを散布する
と、空隙の奥部に入り込み、試験後の路面清掃で除去
しきれず、繰り返し行う試験の結果に影響する可能性
があるためである。試験室内には排水性舗装、北海道
型 SMA、密粒度アスファルト混合物13F（以下、密粒
写真－3

室内凍結路面走行試験装置

度13F）
が設置されているが、前述のように排水性舗装
は基本的にすべり止め材を散布しないこととなってい

（１）室内走行試験の条件
表－4に室内走行試験の条件を示す。本試験では、
試験温度で路面温度と室温が安定するまで十分に養生
した後、凍結路面を作製して、すべり止め材散布後に、

るため、試験対象は北海道型 SMA、比較舗装は密粒
度13F とした。表－5に試験に使用したアスファルト
混合物の基本性状を示す。
試験温度は－8℃、路面状態は氷膜路面とし、氷膜

走行速度10km/h で行った制動試験によりすべり摩擦

厚は、全試験の平均で北海道型 SMA が0.87mm（路面

係数を測定した。また、同じくすべり止め材散布後に

凸部）
、密粒度13F で0.84mm であった。すべり止め材
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は7号砕石150g/m2を、写真－4のように均等に散布し、

が残った氷膜路面が作製されていると考えられる。そ

散布方法は乾式および湿式散布とした。これらの散布

のため、北海道型 SMA がすべり止め材の残存に対し

方法は、北海道開発局において一般的に行われている

て優位になったと考えられる。また、散布方法に着目す

5）

ものである 。

ると湿式散布の方が乾式散布に比べて高くなった。
以上より、すべり止め材散布効果の発現および持続
において、北海道型 SMA の粗い路面テクスチャや湿
式剤混合によるすべり止め材の路面定着による影響が
優位に働くと考えられる。
（３）路面のすべり止め材量とすべり摩擦係数の関係

写真－4

すべり止め材散布後の路面状況

規定した量のすべり止め材を散布した直後に制動試
験を行い、路面上のすべり止め材量とすべり摩擦係数
の関係を明らかにした。図－10に試験結果を示す。な

（２）すべり止め材の路面残存率
規定回数の繰り返し走行後に、すべり止め材残存率
を測定した。図－9に試験結果を示す。

お、繰り返し走行によるすべり止め材残存率の結果か
ら、湿式散布のみで試験を行った。
北海道型 SMA は、すべり止め材量の増加に伴いす

繰り返し走行回数の増加に伴い、すべり止め材残存

べり摩擦係数も高くなり、すべり止め材量150g/m2で

率は低下した。乾式散布では、繰り返し走行50回で、

はすべり摩擦係数が0.25、400g/m2では0.4程度まで増加

北海道型 SMA は50％以下の残存率となり、密粒度13F

した。一方、密粒度13F は、200g/m2までは、北海道型

については、すべり止め材がほぼ残存しなかった。一

SMA とほぼ同様にすべり摩擦係数が増加したが、そ

方、湿式散布では、北海道型 SMA は繰り返し走行50

の後すべり摩擦係数の増加がほぼ見られず、400g/m2

回で10％程度の飛散に留まり、1000回走行後も70％以

でもすべり摩擦係数は0.3以下だった。これは、北海道

上すべり止め材が残存した。密粒度13F は、50回走行

型 SMA に生成された氷膜路面は路面テクスチャによ

で40％程度が飛散し、1000回走行後の残存率は40％程

る凹凸が残っており、すべり止め材が凹部に留まりや

度となった。

すいことから，タイヤによる引きずりの際にグリップ

このように、舗装の種類に着目すると、北海道型

しやすいと推測される。一方で密粒度13F の路面上に

SMA の方が密粒度13F に比べて残存率が高くなった。

は平滑な氷膜が生成されたことにより、北海道型 SMA

本試験条件において作製した氷膜路面の氷膜厚は0.85

よりもすべり止め材がグリップしにくいことが考えら

mm 程度となっており、密粒度13F の MPD よりも大

れる。したがって、北海道型 SMA は粗い路面テクス

きく、北海道型 SMA の MPD よりも小さい。したが

チャの影響から、密粒度13F に比べて，すべり止め材

って、密粒度13F の路面上には、ほぼ平滑な氷膜路面

の散布量増加に伴うすべり抵抗値の向上が期待できる

が作製され、北海道型 SMA の路面上には表面に凹凸

と考えられる。

図－9
16

繰り返し走行によるすべり止め材残存率の変化（左：乾式散布，右：湿式散布）
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SMA は1.0mm、排水性舗装は1.5mm 程度で低
下がほぼ収まったことから、路面テクスチャに
よる性能発現は確保されると考えられる。
（２） 排水性舗装では、すべり止め材散布により透水
機能が低下することから、散布は望ましくない。
特に、焼砂は細粒分が透水機能を大きく低下さ
せる。7号砕石散布においても、焼砂に比べて
少ないものの機能が低下する。一方で、北海道
型 SMA は、透水機能を有さないため、すべり
止め材散布による透水機能の低下を懸念する必
図－10

すべり止め材量とすべり摩擦係数の関係

要がない。
（３） 室内走行試験より、繰り返し走行後のすべり止
め材残存率は、北海道型 SMA は密粒度13F に

なお、我が国では、冬期路面管理目標としてすべり
5）

比べて高くなった。したがって、粗面系舗装の

摩擦係数の具体的な基準値は設定されていないが 、

路面テクスチャが車両走行によるすべり止め材

フィンランド、スウェーデン、ノルウェーなどの北欧

の飛散を抑制し、すべり止め材散布効果の発現

ではすべり摩擦係数によって冬期路面管理を行ってお

および持続を期待することができる。

11）

り、0.25前後の値を管理基準としていることが多い 。

（４） 本試験条件下において、路面上のすべり止め材

すべり摩擦係数の測定方法は、各国で独自に定めら

量150g/m2で密粒度13F および北海道型 SMA

れており、直接的な比較はできないが、本試験におけ

のすべり摩擦係数は0.25以上となった。しかし、

る湿式散布の条件下では、路面上のすべり止め材量

その後、密粒度13F はすべり摩擦係数の向上が

2

150g/m 時にはいずれの舗装ですべり摩擦係数は0.25

ほぼ確認できなかったのに対し、北海道型 SMA

を上回った。しかし、実道においては、車両走行など

は400g/m2散布ですべり摩擦係数が0.4程度まで

により、
すべり止め材散布効果の発現や持続に対して、

向上したことから、粗面系舗装ではすべり止め

より過酷な環境になると考えられる。そのため、粗い

材のより高い散布効果の発現が期待できると考

路面テクスチャによりすべり止め材の散布効果を高め

えられる。

る効果が期待される北海道型 SMA は、一般的な密粒

本論文は室内試験を基にまとめたものであるが、現

度アスファルト混合物に比べ、特に氷膜路面などの路

在、屋外の試験道路における走行試験なども行ってい

面テクスチャによる凹凸が残るような状況下において、

る。今後、より実道に近似した環境における試験・調

すべり止め材による路面管理にも適した舗装であると

査を基に、粗面系舗装におけるすべり止め材の適用範

考えられる。また、北海道型 SMA は、すべり止め材

囲や散布効果を明確にしていきたいと考えている。

の残存率を高めるだけでなく、既往の研究

7）
、12）

より、

氷膜路面時のすべり抵抗値の確保や凍結防止剤の散布
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