技術資料

アスファルト舗装における設計期間20年の構造設計基準 (案) について

久保

１. はじめに

裕一* 岳本

秀人** 安倍 隆二***

２. 新基準案の概要

平成13年策定の ｢舗装の構造に関する技術基準｣ に
おいて舗装の設計期間は､

従来の設計期間10年の設計基準と比較した､ 新基準

当該舗装の施工及び管理

案の変更点を図−１にまとめた｡ 変更点は設計期間の

にかかる費用､ 施工時の道路の交通及び地域への影響､

延長に伴う  の増加はもちろん､ スパイクタイヤの

路上工事等の計画等を総合的に勘案して､ 道路管理者

使用規制を考慮した摩耗層の廃止や､ 凍上対策として

が定める

の置換厚さの変更などである｡

とし､ 従来のアスファルト舗装の設計期間

10年から､ ライフサイクルコスト (以下､ LCCとい
う) を考慮した最適な設計期間を､ 道路管理者が適宜
設定することとなった｡ そこで､ 北海道における舗装
の長寿命化によるLCC低減を図るために､ アスファ
ルト舗装における設計期間20年の設計基準(案) (以下､
新基準案という) を作成した｡ 作成に際しては､ 従来
から北海道の舗装構造設計に採用されている積雪寒冷

新基準案の検討は､ 次の手順で進めた｡
１) 摩耗層､ 表層､ 基層､ 上層路盤の厚さについて検
討した｡
２) 支持力低下を考慮した､ 設計CBRの決定手法に
ついて検討した｡
３) 凍上対策として､ 20年確率による置換厚さを検討
した｡

地特有の舗装の破損に対する対策､ 例えば路床土の凍

４) 設計期間20年の  を用いた､ 舗装計画交通量お

上対策や､ 凍結した路床土の春期の融解による支持力

よび置換厚さ別の下層路盤および凍上抑制層の構

低下対策などを再検討し､ その結果を新基準案に反映

成を､ 設計CBR別に四つの表にまとめた｡
５) 高盛土における置換厚さの低減を検討した｡

させている｡
本報告では､ 新基準案の内容を紹介するとともに､

６) 各舗装断面のLCC評価を行った｡

その背景や根拠､ 及び運用方法について解説するもの
以下に､ 作成した新基準案について解説する｡

である｡

図−１
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３. アスファルト舗装における設計期間20年の構造設
計基準(案)
３.１

As混合物が用いられている表層､ 基層､ 上層路盤
の総厚 (以下､ As混合物層という) が薄くなると､

舗装の構成

低温クラックが増加する傾向がある｡ 舗装計画交通量

アスファルト舗装の構成は､ 図−２を標準とする｡

と低温クラック発生率を図−５に示す｡ 摩耗層の廃止
に際して､ 低温クラックの発生率を現状よりも増加さ
せないために､ As混合物層の厚さは変更せずに､ 摩
耗層２㎝分は  に含めることとした｡

図−２

アスファルト舗装の構成

各舗装計画交通量における､ 表層､ 基層､ 上層路
盤の構成は､ 図−３のとおりとする｡
図−５

３.２

舗装計画交通量と低温クラック発生率

設計CBR

３.２.１

各地点のCBR

各地点のCBRは､ 凍結融解試験後の室内CBR試
験結果から決定する｡

図−３

【解

舗装計画交通量の区分によるAs混合物層の構成

説】

スパイクタイヤ装着率と､ 全道における冬期間の表
層最大摩耗量の推移を調査した結果､ 図−４に示すよ
うにスパイクタイヤ使用規制後の表層最大摩耗量は､
1)

近年では大幅に減少していた ｡ よって､ 摩耗対策と
しての摩耗層２㎝を廃止することとした｡
※※凍結融解後のCBR試験は､ 日本道路公団が規定する方法 (ＪＨＳ 112) による

図−６

【解

支持力低下を考慮したCBR試験の実施

説】

従来は､ 路床の種類を土､ 火山灰､ 砂､ 粗粒材の４
種類に大別して設計を行ってきた｡ 新基準案において
は､ 支持力低下を考慮したCBRを凍結融解後の室内
CBR試験から直接求めることとした｡ これにより路
床条件を舗装構成に細かく反映させられるようになり､
経済的な設計が可能となった｡
図−４
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【土の粒度試験】→ 細粒分20％未満の路床土の場合､
各地点のCBR ＝CBR×(51−27)／100
CBR×0.24
【凍上試験】→ 凍上率５％未満の路床土の場合､
各地点のCBR ＝CBR×(61−23)／100
CBR×0.38
３.２.２

設計CBRの設定

設計CBRは､ 表−２により求めることとする｡
表−２

図−７

【解

区間のCBRと設計CBR

凍結融解後のCBR推定フロー

説】

【解

説】

工事が比較的小規模の場合は､ 凍結融解後のCBR

路線の設計CBRは､ まず均一な舗装厚で施工する

を図−７に示すフローで推定してよいとした｡ これは

区間を決定し､ 各地点のCBRを用いて以下のように

路床土の土質を細粒分および凍上量で区分してCBR

区間CBRを求める｡ この区間CBRから､ 表−２によ

保存率を調査した結果1)によっている｡

り設計CBRを決定する｡

調査結果を表−

１に示す｡ 細粒分20％未満や凍上率５％未満の良質な
材料は､ CBR保存率の平均値が比較的高く､ ばらつ

区間CBR＝各地点のCBRの平均値 −

きも少ない｡
表−１

各地点のCBRの標準偏差
路床土の土質とCBR保存率

設計CBRの区分は､ ｢舗装設計施工指針｣ では12以
上20未満として設計CBR＝12を規定しているのに対
して､ 新基準では10以上として設計CBR＝10を規定
している｡ これは､ 凍上抑制層材料としての粗粒材の
CBRと路床CBRとの合成を考慮したものである｡ よっ
て､ 設計CBRの上限値は､ 凍上抑制層材料である粗
粒材のCBRである10となる｡ ｢舗装設計施工指針｣ で
は､ 上限を20としているが､ この値の採用については､
As混合物層厚の変更を検討する必要があり､ 今後試
験施工等による供用性の確認が必要と考えられる｡

上記結果に基づいて､ 次式により土質に応じたCBR

なお､ 各地点のCBR試験を実施するための試料採

保存率を採用し､ ばらつきを考慮して凍結融解後の

取は､ 調査区間が比較的短い場合や､ 路床土がほぼ同

CBRを求める｡ 凍結融解後の各地点のCBR推定にあ

一と見なされる場合であっても､ 道路延長上に最低３

たっては､ これらの結果から作成したフロー図−７を

箇所は必要である｡

用いて､ 土の粒度試験や凍上試験などの結果からCBR
を推定すればよい｡
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３.３

路線別置換厚さ

設計期間20年の置換厚さは､ 図−８によるものとする｡

図−８
※

設計期間20年の置換厚さ

凍結指数は､ 道内158箇所の気象観測所の気温データを用いて､ ｢道路土工−排水工指針｣ (日本道路協会) に従い計
算し､ 1980〜2000年の凍結指数から｢舗装設計施工指針｣ (日本道路協会) に従い20年確率の凍結指数を算出した｡

※※設計期間20年の置換厚さは､ 上記に示す20年確率の凍結指数から凍結深さを算出し､ 置換率に理論値である70％を採
用して求めた｡

【解

説】

設計期間20年を考慮し､ 20年確率凍結指数から置換

を受けた箇所を置換率に着目し分析した｡ 置換率を区

率を70％とした置換厚さを策定した｡ 全道の置換厚さ

分した被害箇所の割合を図−10に示す｡ 凍上被害を受

を図−８に示す｡ 凍結深から置換厚さを決定する際に

けた箇所のうち､ 置換率が55％及び60％の小さな値を

用いる置換率は､ 従来は経験値として図−９に示す値

使用している箇所は､ 全被害箇所の８割であった｡ こ

が用いられていた｡ この値の見直しを図るため､ 凍上

れらを考慮して､ 置換率を70％に統一して､ 設計期間

被害の実態調査を各開発建設部に対して実施し､ 被害

20年の置換厚図を作成した｡
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３.４

アスファルト舗装構成の決定

舗装の構成を決定するには､ 表層と基層の最小厚
さおよび路盤各層の最小厚さの規定に従い､ 従来用
いられていた実績のある断面を参考として､ 設定し
た断面の等値換算厚 () が必要  を下回らな
いように構成を定める｡
【解

説】

舗装構成を決定するための設計期間20年の必要等値
換算厚  は､ 設計CBRおよび表−３に示す20年の疲
労破壊輪数から､ 信頼性を90％として下式2)から求め
た｡  法により求めたアスファルト舗装の必要等値
換算厚を表−４に示す｡
図−９

置換厚さの決定手法

なお､ 摩耗層の廃止に伴い､ 従来の摩耗層２㎝分は､
他の層と同様に必要等値換算厚()に含め､ 交通荷
重を受け持つことになる｡

  
ここで

(信頼性 90％)

 ：必要等値換算厚
：疲労破壊輪数 (回)
：路床の設計CBR

表−３

図−10

舗装計画交通量と疲労破壊輪数

凍上被害箇所の割合
表−４

３.５

アスファルト舗装の必要等値換算厚 
(設計期間20年､ 信頼性90％)

路床と凍上抑制層の合成CBR

 アスファルト舗装の設計CBRは､ 表−５によ
り凍上抑制層と路床の設計CBRを合成して求める｡
この場合､ 凍土抑制層材料のCBRは次の値とする｡
火山灰＝４

砂＝５

粗粒材＝10

ただし､ 凍上抑制層材料のCBRが路床のそれよ
写真−１

凍上被害箇所の例

り小さい場合は､ 合成しないで､ 凍上抑制層材料の
CBRを設計CBRとする｡
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 在来路床の設計CBRと３種類の凍上抑制層の
組み合わせにおける合成した設計CBRを求めると

に下層路盤と凍上抑制層厚を算定することになる｡ 設

表−５のようになる｡

置換厚さから､ 下層路盤厚と凍上抑制層厚の組み合わ

表−５

合成設計CBR

計においては､ 設計CBR値および凍上抑制層材料､
せ表を表−６から選定すればよい｡ なお､ 風化・凍上
する岩盤路床や安定処理した路床などの設計CBRは､
別途検討が必要である｡
３.６

アスファルト舗装の路盤構成

アスファルト舗装の路盤工の厚さは､ 置換厚さ､
舗装計画交通量よび路床の設計CBRと凍上抑制材
料の種類から求める｡
所要の下層路盤の厚さと凍上抑制層の厚さは表−
７〜表−10に示すものとする｡
表−７

路床の設計CBR＝３の場合 (設計期間20年)

表−８

路床の設計CBR＝４の場合 (設計期間20年)

 設計CBRと凍上抑制層の種類の組み合わせに
よって､ 表−７〜表−10のどの表を適用するかは表−
６によればよい｡
表−６

【解

組合わせ表

説】

北海道においては､ 路床に占める凍上抑制層の割合
が本州と比較して大きいことから､ 路床の設計CBR
と凍上抑制層のCBRを合成することが従来から行わ
れている｡ 凍上抑制層に用いられている材料は､ 火山
灰､ 砂､ 粗粒材 (切込み砂利など) が主で､ 新基準案
においては､ 上記３種類の凍上抑制層材料のCBRを
従来通りとし､ 細分化した路床の設計CBRと凍上抑
制層のCBRを合成した合成設計CBRを表−５のよう
に設定した｡ ただし､ 凍上抑制層のCBRがその下層
にある路床土のCBRよりも小さい場合には､ 合成し
ないで上層の凍上抑制層のCBRを設計CBRとする3)｡
設計CBR＝６または８で凍上抑制層に火山灰または
砂を用いる場合などは､ 凍上抑制層のCBRにて舗装
断面が設計される｡
新基準案における舗装構成は､ As混合物層の厚さ
が､ ３.１項に示すように従来と同様であることから､
３.３､ ３.４項に示す置換厚さおよび設計期間20年の
 を考慮して､ ３.２項に従って求めた設計CBR別
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表−９

路床の設計CBR＝６または８で凍上抑制層が
粗粒材の場合 (設計期間20年)

３.７

凍上抑制層・置換厚の低減

６ｍ以上の盛土で施工含水比が25％以下の場合は､
凍上抑制層に粗粒材を用いて置換厚の低減を行う｡
ここでいう盛土高さとは､ 現地盤から土工基面ま
でであり､ 採用する断面は設計CBR別に表−11に
示す構成とする｡
ただし､ 凍上抑制層材料は粗粒材を用いることと
し､ 当該箇所に採用する図−８の設計期間20年の置
換厚さが70㎝未満の場合は､ 置換厚さが小さいほう
の舗装構成を採用する｡
表−11

盛土高さ６ｍ以上で施工含水比が25％以下の
場合 (設計期間20年)

表−10

路床の設計CBR＝10または凍上抑制層の
CBRを用いる場合 (設計期間20年)

【解

説】

盛土高さ６ｍ以上で施工含水比が25％以下の場合に
ついては､ 置換厚さの削減を実施することとした｡
従来､ 北海道開発局では盛土高さが６ｍ以上で､ か
つ施工含水比が25％以下の場合には､ 凍上対策として
の置換厚さを低減出来る4)とした運用を行っていた｡
一方､ ｢日本道路公団

設計要領｣ では､ 盛土箇所の

凍上対策を表−125)に示すように規定し､

６ｍ以上の

盛土については凍上対策なしとしている｡
表−12

【解

盛土部における凍上対策５)

説】

表−６から選択される下層路盤厚および凍上抑制層

同要領において､ 凍上抑制層なしとした場合の置換

厚の組み合わせ表を表−７〜10に示す｡ 前述した凍上

厚 (舗装厚) は､ 道内のほとんどの地域において図−

抑制層のCBRを設計CBRとした場合は､ 路床の設計

11左に示すように35㎝となる｡ しかし､ 上部路床30㎝

CBRが実際の地盤より小さくなることから､ 必要 

は修正CBR10以上の比較的良質な材料で構築されて

が大きくなり､ 凍上抑制層が不要となる場合がある｡

おり､ 凍上抑制層と同一の粗粒材が用いられているこ

このような条件は表−10中に

とから､ 実態として置換厚さは65㎝が確保されている

−

記号で示した｡

として､ 盛土高さ６ｍ以上､ かつ施工含水比25％以下
では､ 置換厚さ70㎝まで低減が可能とした｡
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アスファルト舗装の設計方法については､ 今後とも
盛土高さに応じた設計CBRの採用7)など現場条件に応
じたキメ細かな設計や理論的設計法の導入によって､
より合理的な設計手法を確立し､ コスト縮減に取組む
必要がある｡
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提案した各舗装計画交通量毎の舗装断面については､

スファルト舗装の構造設計に関する研究､ 北海道

既往の報告6)においてケーススタディを実施し､

開発土木研究所月報､ No.610､ pp.40､ 2004.3

長寿

命化によるLCC低減効果が確認されている｡

7)

今後は北海道開発局において現場の声を反映し､ 新

久保､ 岳本､ 安倍：盛土構造を有する舗装道路の
融解期における路床支持力について､ 北海道開発
土木研究所月報､ No.610､ pp.50〜56､ 2004.3

基準案に修正を加え､ ｢北海道開発局 道路設計要領｣
に反映される予定である｡
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