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国際摩擦指標（IFI）による舗装路面のテクスチャとすべり摩擦の評価
石田

樹＊
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１．はじめに
舗装路面のすべり摩擦は、道路利用者の安全に直結
するものであるため、舗装路面の最も重要な性能の一

FRS

するため、これまでに世界各国において様々な装置と
方法が開発されてきた。我が国においては、すべり摩
擦についてはすべり試験車のように実際の走行条件に

摩擦係数F

つである。すべり摩擦および路面のテクスチャを測定

FR60
FS’
F60

近い測定方法から、DF テスタや振り子式のスキッド
テスタのような簡便な方法までが用いられ、テクスチ
ャについては、砂置換法から最近ではレーザ計測によ
る各種手法が開発されている。
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これらの様々な装置・手法から得られる測定値を比

図－１

較し、基準化することを目的として、世界道路会議

スリップ速度S

PIARC モデル

（PIARC）では1992年に欧州で各国の関係機関が参加
した共同実験を行い、新たな共通指標として国際摩擦

IFI は、摩擦ナンバ F60 と速度ナンバ Sp から構成

指標（IFI: International Friction Index）を開発した。

され、IFI（F60,Sp）のように記述される。摩擦ナン

IFI は、砂置換法または CT メータ（写真－１）から

バ F60 は、速度60㎞ /h におけるすべり摩擦係数を表

求められる路面のテクスチャの評価値と、DF テスタ

し、速度ナンバ Sp は、すべり摩擦抵抗の速度依存性

から求められるすべり摩擦抵抗値から求められ、すべ

を表すものである。Sp は砂置換法または CT メータ

り摩擦の速度依存性が考慮されおり、IFI が求まれば

による路面のマクロテクスチャ測定値から算出され

任意の速度のすべり摩擦抵抗が算出できるのがその特

る。

徴である。

CT メータは、CCD レーザ変位センサが取り付け

本稿は、国際摩擦指標の概要を説明し、苫小牧寒地

られたアームが回転しながら路面凹凸を測定するもの

試験道路構内の各種舗装路面で実測したデータから求

で、DF テスタと同一円上のマクロテクスチャを測定

めた国際摩擦指標の結果を報告する。

することができるものである。

２．国際摩擦指標（IFI）
PIARC は国際共通試験の結果から図－１に示すス
リップ速度−摩擦係数モデルを開発した。このモデル
は、スリップ速度の増加に伴って摩擦係数が減少する
（摩擦の速度依存性）ことを表したものである。摩擦
の速度依存性は、路面のマクロテクスチャ（波長が
0.5 〜 50㎜の路面凹凸）の大小によって決定される。
図中の波線は、ある摩擦測定装置によって測定された
摩擦係数を示し、その値を装置固有の定数によって補
正し、実線で示される真値に換算するものである。
IFI が求まると任意のスリップ速度 S' における摩擦係
数 FS' を計算することができる。
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写真－１

CT メータ（底面）
寒地土木研究所月報

№640

2006年９月

IFI の算出手順は以下のとおりである。
・マクロテクスチャの測定結果から Sp を算出する。
・・・式（１）

Sp = a + b × TX

a、b：マクロテクスチャ測定装置固有の定数
TX：マクロテクスチャ測定から得られる指標
・スリップ速度 S における摩擦測定値 FRS をスリッ
プ速度60㎞ /h の摩擦係数 FR60 に変換する。

FR 60 = FRSe

S − 60
Sp

・・・式（２）
写真－２

苫小牧寒地試験道路

S：スリップ速度
FRS：スリップ速度 S における摩擦測定値
・摩擦ナンバ F60 を求める

F 60 = A＋B × FR60

・・・式（３）

A、B：摩擦測定装置に固有の定数
上式中の定数は測定装置及び測定方法固有のもので
ある。例えば、路面のマクロテクスチャを CT メータ

図－２

測定位置

による平均プロファイル（MPD）で評価し、スリッ
プ速度20㎞ /h における DF テスタ測定値から IFI を
求めようとする場合、既往研究の結果および ASTM

路面状態は良好である。それぞれの路面に対し、外側

、
（３）の各定数
（米国材料試験協会）から、式（１）

車輪走行位置で３箇所、内側車輪走行位置で１箇所、

（５）のように規定される。なお、ASTM
は式（４）、

内外車輪走行位置の中間で１箇所の計５箇所でマクロ

では、スリップ速度20㎞ /h における DF テスタ測定

テクスチャとすべり摩擦を測定した（図－２）。

値から IFI を求めることを推奨している。

マクロテクスチャは CT メータから得られる MPD
の平均値、すべり摩擦は DF テスタから得られるスリ

Sp = −3.8 + 107.6 × MPD

・・・式（４）

F 60 = 0.081＋0.732 × FR60

・・・式（５）

ップ速度20㎞ /h の摩擦係数の平均値を用いた。
先述した手順に従い IFI を算出する。まず、マクロ
テクスチャの測定値（MPD）と式（４）から、速度
ナンバ Sp を求める。各路面の Sp を図－３に示す。Sp

３．実測したデータから求めた国際摩擦指標（IFI）
実際の舗装路面でマクロテクスチャとすべり摩擦を
測定し、IFI を算出した例を紹介する。
苫小牧寒地試験道路構内に舗設されている６種類の

は粗骨材分が多く、路面のきめが粗い砕石マスチック
や排水性舗装で非常に大きな値を示すのに対し、細骨
材分が多く、きめが緻密な密粒度及び細粒度ギャップ
では非常に小さな値を示す。

舗装路面を対象とした（写真－２）。路面種別は、密

次に、DF テスタで計測したスリップ速度20㎞ /h

粒度、砕石マスチック、砕石マスチック（ゴムチップ

の摩擦係数（DFT20）を図－４に示す。DFT20は路

入り）、排水性舗装（空隙率17％）
、排水性舗装（空隙

面種別間で大きな差異は見られず、全ての路面で高い

率20％）、および細粒度ギャップである。いずれも施

値を示している。

工年度は平成11年であるが、累積交通量が少ないため
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得られた Sp と DFT20 を式（２）に代入し、DFT20
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をスリップ速度60㎞ /h の摩擦係数 FR60に変換する。

摩擦ナンバ F60は、砕石マスチックと排水性舗装で

さらに式（５）により FR60 から摩擦ナンバ F60を求

比較的高い値を示すのに対し、密粒度と細粒度ギャッ

める。各路面の摩擦ナンバ F60を図－５に示す。

プは0.3程度の低い値を示した。これは図－４に示す
ように、スリップ速度20㎞ /h においては各路面の摩

Sp (mm )

擦係数には大きな差はなかったが、スリップ速度が60

250

㎞ /h になると、路面のマクロテクスチャの違いによ

200

以上により求められた各路面種別の IFI（F60、Sp）

る摩擦の速度依存性が明瞭に現れたものである。
を、表－１に示す。
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IFI(0.533、163)

砕石マスチック
排水性舗装(17％)

IFI(0.581、142)
IFI(0.594、196)
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IFI(0.254、35)

における摩擦係数（DFT20）
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IFI が求まれば、任意のスリップ速度 S' における摩
擦係数 FS' を式（６）の関係から算出することが可能
である。

４．おわりに
路面の摩擦を評価する新たな指標として国際摩擦指
標（IFI: International Friction Index）の考え方を概

FS ' = F 60e

説し、さらに実測データによる IFI 算出例を紹介した。

60 − S '
Sp

・・・式（６）

IFI ではすべり摩擦の速度依存性が考慮されており、
マクロテクスチャおよびある速度における摩擦係数が

表－２に示した IFI（F60、Sp）と式（６）から、

得られれば、任意の速度におけるすべり摩擦を算出し、

各路面種別のスリップ速度40、60、80、100㎞ /h に

評価できることが最大の利点といえる。我が国では路

おける摩擦係数を算出し、図－６に示す。粗骨材分が

面のすべり摩擦を評価する場合、規定された速度にお

多く、路面のきめが粗い砕石マスチックや排水性舗装

けるすべり摩擦係数のみによる評価が一般的である

では、スリップ速度の増加に伴う摩擦係数の低下率が

が、IFI の様に速度依存性を考慮し、広い速度域での

低いのに対し、細骨材分が多く、路面のきめが緻密な

路面評価を可能とする手法は、性能評価の観点から有

密粒度および細粒度ギャップでは非常に大きな低下率

効と思われる。

を示し、速度依存性が大きいことが良く分かる。

が極めて少なく、実際に利用するにはデータの蓄積と
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であり、精度検証や既存のすべり摩擦評価手法との比
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他方、IFI に関しては我が国での実測および算出例

較などは行っていないことに留意していただきたい。
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各スリップ速度における摩擦係数
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