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積雪寒冷地における舗装マネジメントに向けた路面性状予測について
Estimation of Pavement Surface Conditions for Pavement Management in Cold, Snowy Regions
森

修二＊ 岳本

秀人＊＊

丸山記美雄＊＊＊

Syuji MORI, Hideto TAKEMOTO, and Kimio MARUYAMA

我が国では、高度経済成長期に建設された数多くの道路構造物の老朽化が進み、今後、維持、
修繕や更新に多額のコストを要する更新時代を迎えようとしている。このため、建設費、供用後
の維持・修繕費や更新費を含むライフサイクルコストの縮減を図るため、将来の舗装、橋梁、ト
ンネルなどの道路施設の健全度を予測し、道路資産全体を計画的かつ効率的に管理するアセット
マネジメントの導入が必要である。
現在、舗装の分野では、将来のわだち掘れ量やひび割れ率、平坦性の各路面性状予測値やこれ
らの総合評価指標である MCI（維持管理指数）が管理目標値として舗装管理支援システムで運
用され、将来における国道の維持修繕計画や補修箇所選定の目安となっている。このため、舗装
を合理的・経済的に管理し、ライフサイクルコストの低減を図る PMS（舗装マネジメントシス
テム）の構築に向けて、路面性状及び支持力などの将来予測は重要である。本検討では、路面性
状予測式の見直しを行い、予測精度及び予測結果について考察し報告する。
≪キーワード：ライフサイクルコスト、PMS、路面性状予測、ひび割れ、わだち掘れ、MCI≫
In Japan, many road structures built during the period of rapid economic growth have become
decrepit. In the future, we will enter a phase of rebuilding that will entail high costs. The concept
of asset management should be introduced to reduce lifecycle costs, including those for
maintenance, routine and large-scale repair and major replacement. Asset management aims to
predict the soundness of road structures, such as pavements, bridges, and tunnels, and to
promote the systematic and efficient management of all road infrastructures.
At present, the indicators employed by the Pavement Maintenance Management System
（PMMS）are forecast values of pavement surface conditions（rutting, cracking ratio, and
evenness）and the forecast MCI（Maintenance Control Index）value, which is comprehensive index
of these components. These indicators are used to support decisions on when to perform repairs
and maintenance of national highways.
Forexample, these indexes are the basis for maintenance and repair plans and for the
identification of sites in need of repair. Forecast of future pavement surface conditions and
bearing capacity is important for development of the Pavement Management System（PMS）．The
PMS aims for rational and economical management of pavements and reduction of life-cycle costs.
This report reviews equations for forecast of pavement surface conditions, and analyzes the
forecast results of the equations and their accuracy.
≪Keywords : life cycle cost, PMS, estimation of pavement surface conditions, cracking, rutting, MCI ≫
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１．はじめに
道路は、国民の生活を支え、産業経済の発展に欠く
ことができない最も基本的な社会基盤である。北海道
の国道は、約６，
４
００Km にわたる舗装道路のストック
があり、安全性、快適性などのサービス水準の確保を
図りながら、この膨大な社会資本を如何に効果的に維

図−１

経年数別橋梁数

持管理していくかが課題となっている。
道路の建設費、供用後の維持費、更新費を含むライ
フサイクルコストの縮減を図るため、これらをトータ
ルで考えるアセットマネジメントの概念を一刻も早く
導入する必要がある。
アセットマネジメントの舗装に関するマネジメント
システム（Pavement Management System：以下 PMS
と略す）の構築に向けて、舗装の供用性予測が重要で
あり、本資料では、わだち掘れ、ひび割れ、平坦性な
どの路面性状予測手法の検討を行った。
図−２

北海道の国道における路面の経年数分布

２．アセットマネジメントの必要性
アメリカでは、１
９７
０年代から、公共施設の破損や老
朽化、大きな被害をもたらした事故が社会問題化し、

３．PMS の概念

アセットマネジメントに関する研究、合理的なシステ
ムの開発、導入に早くから取組まれてきた。

舗装は道路構造物の中でも比較的ライフサイクルが

近年、我が国においても、構造物からのコンクリー

短く、路面の供用性がドライバーへのサービスレベル

ト片や付属物の落下事故の発生に伴い、維持管理の重

に直接影響し、建設及び維持管理段階における道路管

要性について、社会的認識が高まっている。
図−１に、

理者としての対応に関して、多くの選択枝が存在する

北海道における経年数別の橋梁数を、表−１は、供用

という特色を有している。

後の経過年数毎の橋梁数を示す。現在供用後５
０年以上

PMS は既に米国で１
９６０年代に研究が始まり、１９７
０

経過している橋梁は２
９橋であるが、１
０年後には３
７１橋

年代に導入されている。北海道においても、舗装のス

と１０倍以上となり、２
０年後には１，
５４８橋と５
０倍以上と

トックが年々増大していく中、その維持管理に必要な

なる。図−２は、北海道の国道における舗装の経年数

費用の増加は避けられない状況となってきており、将

ごとの延長によるシェアを示したものであるが、何ら

来、公共投資の多くを占め、多くの予算を要すること

かの補修を必要とする経年数が１
１年以上の舗装路面が

が予想される。このため、
「限られた予算を最も効率

全体の６
６．
７％となっている。

的に活用して、道路利用者のため、安全、快適で経済

このように今後、我が国で高度経済成長期に建設さ
れた数多くの道路構造物の老朽化が進み、維持、修繕

的な舗装を提供する。」ことが求められ、PMS はこれ
を合理的に実行するための支援システムである。

や更新に多額のコストを要する更新時代を迎えようと

図−３に PMS の概念をフローチャートとして示し

しており、アセットマネジメントの導入が求められて

ており、支持力や路面性状など舗装の現状を舗装デー

いる。

タベースに登録し、登録したデータから将来の路面性
状を予測し、その結果から、経済比較を行い、最適な

表−１

供用後５
０年以上の施設数（橋梁）

設計手法の検討、補修箇所の選定を行うものである。
ネットワークレベル分析は、全国道（管内全体）の道
路網に対して全体的視野を置き、各国道の路面性状値
及び支持力などの将来予測を行う。これと、各路線の
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３

利用状況、各補修箇所候補の経済比較等から、補修箇

表−２

諸外国の路面評価の例

所の優先順位の決定、投資計画の策定を行う。プロジ
ェクト分析はネットワークレベル分析で策定された計
画に基づいた補修箇所に対し、求められるサービス水
準を満足するような経済的な構造・材料・工法につい
て分析検討する。
以上のように PMS の概念は広いため、PMS の構築
には、段階的な目標の設定と、それに沿った各方面の
調査研究、開発が必要となってくる。

図−３ PMS 概念図
３．管理指標
舗装は供用後、経年とともに、路面のひび割れ、わ
だち掘れ、縦断凹凸（平坦性）
、摩耗、ポットホール等
の影響により、道路利用者へのサービス性能が次第に
低下していくため、道路管理者は管理目標値をもとに
維持修繕を行っている。諸外国ではそれぞれ独自の路
面評価方法が設定されており、表−２に例として示し
た。我が国の国道では管理指標として MCI
（Mente-

性の各路面性状データが舗装管理支援システムに登録

nance ControlIndex：維持管理指数）
が用いられている。

され、これら路面路面性状データを①〜④に入力して
得られる MCI 値の内、最小となる MCI 値をデータ測

３−１．MCI の定義と運用

定時の路面評価の目安としている。また、このシステ

MCI は、路面の供用性を１０点法で採点し、ひび割

ムには将来的な路面性状を予測するため、路面性状予

れ、わだち掘れ、平坦性（縦断凹凸）の各測定値の重

測式（ひび割れ率予測式、わだち掘れ量予測式、平坦

回帰分析を行って求められたものであり、下記の①〜

性予測式）が組込まれており、将来的な各路面性状値

④の式で表わされる。

を予測している。これら予測値を①〜④の MCI 式に

２
９D０．７−０．
４７σ０．２
①式：MCI＝１
０−１．
４
８C０．３−０．

入力した最小の MCI 値を予測 MCI 値とし、将来の路

②式：MCI＝１
０−１．
５
１C０．９−０．
３
０D０．７

面の評価の目安としている。この予測 MCI 値は、シ

③式：MCI＝１
０−２．
２
３C０．９

ステム上で将来的な路面管理水準・補修量の将来推

④式：MCI＝１
０−０．
５
４D０．７

移、補修箇所予測の優先順位決定の目安となる指標で

ここに

ある。ここで、MCI 値と道路補修の関係を示した。

C：クラック率（％）
、D：わだち掘れ（mm）

（MCI 値と補修の関係）

σ：平坦性（mm）の各路面性状を示す。

・MCI 値≧５：望ましい管理水準（補修不要）

上記①〜④の MCI 式は、舗装管理支援システムで

・MCI 値≦４：補修の必要あり

運用されている。運用までの流れとして、路面性状測

・MCI 値≦３：早急に補修の必要あり

定車により測定されたクラック率、わだち掘れ、平坦

の３区分から補修箇所の評価を行う。

４
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つの計測を行っており、３年で全管理延長を計測して
いる。管理延長全体について、３地域区分別の路面性
状予測式の作成には、路面性状測定時の路面性状デー
タと次回測定である３年後の路面性状データから路面
性状の推移を把握しなければならないため、計６年分
を一組としたデータが必要になる。路面性状予測式の
見直しは、スタッドレスタイヤへ移行後における H４
〜H１３年度迄の路面性状データの中で、６年分のデー
タの組合せで比較的欠損データが少なく、路面性状状
態の変化が連続的に把握できるデータとして、舗装管
写真−１

路面性状測定車

理支援システムの H４〜H９年度迄の路面性状データ
を用いた。但し、D 交通路線データが不明であったた
め、D 交通路線については、A〜C 交通路線のデータ

４．路面性状予測式の検討

群から路面性状予測式の推定を行った。検討での使用
データを表−３に示すが、表中の条件は、②〜⑥まで

次の理由により今後の路面評価精度向上を図るた

の条件が単独もしくは複数含まれていると、舗装路面

め、路面性状予測式の見直しを行った。また、見直後

の新設、及び補修時から３年後の正確な路面性状変化

の路面性状予測値と実測値の比較結果について報告す

の把握ができなく、路面性状予測式の作成が困難とな

る。

るため検討から除外し、②〜⑥に該当しない①の条件
として約１
２０００個の路面性状データを用いた。これら

（１）現行の路面性状予測式は S６
２〜H７年迄の路面性

約１２０００個のデータを表−４に示 す 各 地 域 区 分 に 分

状データから解析、構築されており、S６
２〜H２

け、各地域区分ごとに、H４・H５・H６の測定デー

年までのデータにはスパイクタイヤによる摩耗の

タと３年後の H７・H８・H９測定データについて重

影響が大きい路面性状変化を含んでおり、スタッ

回帰分析を行い、路面性状予測式の作成を行った。

ドレスタイヤに移行後の路面性状変化に対する路
面性状値の予測式とすることが望ましい。

（予測式検討の概略）
各地域区分のそれぞれの交通量区分により回帰分析

（２）実際に、わだち掘れ変化量をみると、図−４より

を行う手法も考えられたが、D 交通のデータが不明な

H４〜H９のわだち掘れ変化量が減少しており、

ため、この方法では D 交通の路面性状予測式の作成

スパイクタイヤからスタッドレスタイヤへの移行

ができない。このため、表−４に示す各地域区分のお

による、路面性状変化の違いがうかがえる。

のおので、（１）式の重回帰式に示すように、I 年度測
（K）を説明変数、３年後の測
定値（Di）と大型車交通量
定値（Di＋３）を目的変数とした重回帰分析を行った。わ
だち掘れ量の重回帰分析結果を例に示すが、表−５に
示すような地域区分係数を求め、さらに
（１）式の K に
表−６に示す交通量区分ごとの係数を与えることによ
り（１）式 の B×K＋C
（＝B′）を 定 数 項 と し、３年 後 の
路面性状予測式（２）
を求め、
１年後の予測式（３）
へ変換し
た。ひび割れ率についても同様の手法で、１年後の予
測式を作成している。舗装管理支援システムでは、単

図−４

わだち掘れ変化量の比較

年度ごとの１０年迄の予測機能があり、これに対応する
ため（３）
式の作成を行った。今回の重回帰分析の手法
として説明変数である大型車交通量区分に表−６の大

４−１．路面性状予測式の検討手法
北海道の路面性状測定は毎年、管理延長の１／３ず
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型車交通量の中央値を用い、D 交通では３０００
（台／日）
以上のため、３０００を用いることとした。
５

表−３

解析データ内訳表

測を行い、予測年迄の途中で補修を行うと仮定した場
合に、補修の時点で与える路面性状値である。わだち
１
掘れでは補修後のわだちを５．
１mm となり、DI に５．
mm を代入し予測年迄の路面性状予測を行うことにな
る。この補修後初期値は路面補修後の全道平均値を表
している。表−８は現行の平坦性予測式を示す。
表−７

表−４

わだち掘れ量・ひび割れ率予測式

地域区分

（重回帰式）
（１）
DI＋３＝A×DI＋B×K＋C …………………………
ここで
A, B, C：地域区分別係数（わだち掘れ量）
DI : I 年度測定値（わだち掘れ量）

表−８

平坦性予測式

DI＋３：I＋３年度測定値（わだち掘れ量）
K：交通量区分係数（千台／日）
表−５

地域区分別係数（わだち掘れ量）

表−６

交通量別係数

４−３．予測式検討後の予測値と実測値の比較
表−９は３地域の区分に着目した３年後の路面性状
の実測値と３年後の予測値についての相関係数を示
す。各地域区分は、A〜C の交通路線が含まれている。
表−９から各地域区分別では、道央・道南地域のひび
割れ率と予測 MCI がやや低い相関となり、今後、地

３年後予測式：Di＋３＝A×Di＋B′ ………………
（２）

域区分の再検討により、精度向上を図っていかなけれ

（３）
１年後予測式：Di＋１＝a×Di＋b′…………………

ばならない。道東・道北地域については、わだち掘れ

ここで

量、ひび割れ率、MCI とも、実測値と予測値の相関

=B′
／（a２＋a＋１）
a=A１／３，b′

係数が０．
８以上となり高い相関となった。地域の３区
分と大型車交通量区分の視点から、一例として道央・

４−２．検討後の路面性状予測式

道南地区の C 交通路線について、３年後のわだち掘

わだち掘れ量予測値とひび割れ率予測値は、平坦性

れ量とひび割れ率の予測値と実測値の相関関係を図−

予測値に比べ予測 MCI 値の精度に与える影響が大き

５〜６に、予測 MCI 値と実際の MCI 値は図−７に示

いため、わだち掘れ・ひび割れ率予測式の再検討を

した。いずれも、相関係数０．
６以上の相関を示してい

行った。表−７は、検討後のわだち掘れ量・ひび割れ

るが、個別箇所毎の予測と実測に着目するとバラツキ

率予測式を示し、補修後初期値は、将来の路面性状予

が見られる。

６
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表−９

地域区分別相関係数（３年後）

以上のことから、今回の予測式は地域内の平均的な
路面性状の将来予測には適用できると考えられるが、
個別箇所の予測のためには混合物の種類、舗装構造、
気象条件、交通条件などに応じたより精度が高い予測
手法の確立が必要と考えられ、今後の課題である。
４−４．路面性状の将来予測結果
表−７に示す路面性状予測式を用いて、北海道の全
国道に対しわだち掘れ量、ひび割れ率、MCI につい
て１０年後迄の長期予測を行った。尚、D 交通のデータ
は不明のため、長期予測は困難と考え除外した。実測
の路面性状値（Di、Ci）から一年後の予測値（Di＋１、
Ci＋１）を算出し、２年後の予測は（Di＋１、Ci＋１）を再
度（Di、Ci）に代入し、（Di＋２、Ci＋２）を算出する。
（地域区分別予測）
C 交通を一例として、各地域区分毎の路面性状予測
を行った。
図−８のわだち掘れ予測では、道央・道南、道東地
域は経過年数に対し、ほぼ同程度のわだち掘れ推移を
示すが、道北は２つの地域に比べわだち掘れがやや大

図−５

予測値と実測値の相関（わだち掘れ量）

きくなる傾向が見られる。
図−９のひび割れ率予測では、道北、道東は経過年
数に対しほぼ同程度のひび割れ率の低下を示し、道
央・道南地域はひび割れ率の傾きが大きい。
図−１０の MCI 予測では経過年数に対し各地域とも
同様な低下推移を示しているが、A 交通路線（図−
１１）、B 交通路線では道央・道南の低下推移がやや大
きい。
（交通量区分別予測）
地域区分別予測と同様に、道央・道南地域を例に交
通路線別に１０年後迄を予測した。

図−６

予測値と実測値の相関（ひび割れ率）

図−１２にわだち掘れ量の予測結果を示すが、重交通
路線ほど年数が経過するに従い、わだち掘れ量が大き
い。
図−１３にひび割れ率の予測結果を示すが、重交通路
線ほどひび割れの発生が小さい。これは、舗装断面は
重交通路線ほど厚く、支持力が大きい設計となってお
り、支持力と交通荷重とのバランスや低温ひび割れの
発生が影響していると考えられるが、今後要因分析を
していきたい。
図−１４の予測 MCI では、A〜C 交通の各交通 路 線
ともほぼ同じような MCI の低下勾配を示している。

図−７ 予測 MCI と実際 MCI の相関
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図−８ わだち掘れ量の地域区分別比較（C 交通）の予測

図−１２ わだち掘れ量の交通量区分別予測（道央・道南）

図−９

図−１３ ひび割れ率の交通量区分別予測（道央・道南）

ひび割れ率の地域区分別比較
（C 交通）の予測

図−１
０ MCI 予測の地域区分別比較（C 交通）

図−１４ 予測 MCI の交通量区分別予測（道央・道南）
６．まとめ
今回、スパイクタイヤ使用規制以降の路面性状調査
データを用いて路面性状予測式の内、予測 MCI 値の
予測精度への影響が大きいわだち掘れ量・ひび割れ率
予測式の見直しを行った。地域区分及び交通量区分毎
に求めた予測式について予測精度及び将来予測結果に
基づく特性について以下にまとめた。
（１）地域区分別におけるの路面性状値の３年後の実測
値と３年後の予測値について、道央・道南地域の
ひび割れ率がやや低い相関となったが、道東・道

図−１
１ MCI 予測の地域区分別比較（A 交通）
８

北地域はわだち掘れ量、ひび割れ率、予測 MCI
北海道開発土木研究所月報 !５
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とも０．
７以上の相関が得られた。

域、道東地域では、経過年数に対し、A〜C 交通

（２）地域区分別によるわだち掘れ量の予測では、道央・

路線がほぼ同じ低下傾向を示した。

道南、道東地域は経過年数に対し、ほぼ同程度の
わだち掘れ量の推移を示すが、道北地域は２つの
地域に比べわだち掘れがやや大きくなる傾向が見
られる。

７．あとがき
合理的な舗装マネジメントに向けては、路面性状や
支持力の将来予測が重要である。今回求めた路面性状

（３）地域区分別によるひび割れ率の予測では、道北、

予測式の精度について検討した結果、地域内の平均的

道東地域は経過年数に対し、ほぼ同程度のひび割

な将来予測には十分適用できると考えられる。今後、

れ率の推移を示しているが、道央・道南地域はひ

個別路線や箇所の将来予測に向けては、混合物の種

び割れ率が大きくなっている。

類、舗装構造、気象条件、交通条件などに基づく予測

（４）地域区分別による MCI 予測では、C 交通路線で

精度の更なる向上や、舗装の支持力評価に基づく供用

は経過年数に対し各地域とも同様な低下傾向であ

性予測手法の検討に取組んでいかなければならない。

るが、道央・道南地域の低下がやや大きくなっ

また、これらの舗装の供用性予測に基づくライフサイ

た。A、B 交通路線では、道央・道南の低下が大

クルコストの算定やライフサイクルコストを最小化す

きくなっている。

るための合理的な維持修繕計画手法の確立が重要な課

（５）交通区分別による予測では、重交通路線ほど経過

題である。

年数に対し、わだち掘れ量の増加が大きくなって
参

いる。
（６）交通区分別によるひび割れの発生は、道央・道南
地域、道東地域では重交通路線ほど小さくなって
いる。
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