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【ポーラスアスファルト舗装の耐久性能】

近年施工量が増加してきたポーラスアスファルト舗装では、骨材飛散やポットホールなどの従来の

密粒度アスファルト舗装にはない特有の破損が散見されていました。また、交差点など車のタイヤによ

るねじれや水平せん断力が作用する箇所では、ねじれや水平せん断力に対する抵抗力が不足し、施工後

短期間で骨材が飛散する例が見受けられていました。これらの破損原因として、骨材間の結合力が失わ

れて飛散しているものが大半を占めていることが分かってきました。

ポーラスアスファルト舗装に用いているアスファルト混合物と同等のものをクールベーブにも使用して

いるため、大型車両が通行する道路で骨材が飛散する事例が一部で発生しました。このため、耐久性の

向上に関する研究開発を
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クールベーブはポーラスアスファルト舗装の空隙に、保水性能に優れた微

粒珪砂を保水材として充填して保水性能を高めた舗装です。舗装体内に蓄

えられた水分が蒸発して、路面温度の上昇を抑制します。
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微粒珪砂を混合した保水性路盤

骨材飛散発生

ポーラスアスファルト改質Ⅱ型
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クールベーブ・ファインは路面温度の上昇を抑制し、浸透性があり、

滑りにくく、タイヤのネジレにも強い、クールベーブ・ファインは様々

な色調を表現できます。

次世代

クールベーブ・ファイン

【次世代の保水性舗装『クールベーブ・ファイン』
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路面

自転車道・歩道

クールベーブ・ファインは路面温度の上昇を抑制し、浸透性があり、

滑りにくく、タイヤのネジレにも強い、クールベーブ・ファインは様々

な色調を表現できます。

次世代の保水性舗装

クールベーブ・ファイン

次世代の保水性舗装『クールベーブ・ファイン』

新しいクールベーブでは新たな

表面処理により、路面のカラー化とポーラスアスファルト舗装で問題となってい

の抑制が可能となりました。
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クールベーブ・ファインの夏季路面温度の一例（ライトグレー）

クールベーブ・ファインは路面温度の上昇を抑制し、浸透性があり、
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クールベーブ・ファインの夏季路面温度の一例（ライトグレー）
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次世代の保水性舗装『クールベーブ・ファイン』

表面処理工法を開発し
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透水性舗装の透水係数

クールベーブ・ファインの夏季路面温度の一例（ライトグレー）
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