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積雪寒冷地におけるアスファルト舗装各層の弾性係数に関する検討
A Study of Modulus for Each Asphalt Pavement Layer in Cold, Snowy Regions
安倍 隆二＊

田高

淳＊＊

Ryuji ABE, and Jun TAKO

舗装の構造設計に理論的設計法を導入する際の第一プロセスは、舗装各層の弾性係数とポアソン比
を設定することであり、この値はその後の多層弾性解析に大きく影響する。しかし、積雪寒冷地であ
る北海道では、アスファルトの針入度や、路盤の粒度などに積雪寒冷地独自の材料規格があり、舗装
各層の弾性係数は温暖な地域と異なる傾向を示す可能性がある。本研究は、積雪寒冷地における多層
弾性理論の確立を目指し、試験舗装や道内主要国道におけるFWD試験の計測結果から、積雪寒冷地
におけるアスファルト舗装各層の弾性係数の範囲について検討したものである。積雪寒冷地における
アスファルト混合物層における温度と弾性係数の関係や、設計に用いるべき路盤の弾性係数の範囲な
どについて報告する。
《キーワード：積雪寒冷地；ＦＷＤ；多層弾性理論》
The ﬁrst process of introducing a theoretical method into the design of asphalt pavement is to
set the modulus and Poisson

s ratio for each pavement layer. The numerical value gained by

it signiﬁcantly aﬀects the subsequent multilayer elastic analysis. Unlike the temperate regions in
Japan, however, cold and snowy Hokkaido has a history of setting unique regional standards of
binder penetration, granular grading as well as other properties. In addition, the modulus for each
pavement layer in the cold areas in Japan and those in the warm areas tend to be diﬀerent. In
this study, in order to establish a multilayer elastic theory for cold and snowy regions, the modulus
for each pavement layer will be examined. This is based on FWD measurement results obtained
from pavement testing on the major national roads in Hokkaido. The relationship between the
temperature and the modulus of elasticity in an asphalt mixture layer and the range of modulus in
granular will be explained.
《Keywords：cold, snowy regions, elastic modulas, FWD, multilayer elastic theory》
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１．はじめに
仕様規定から性能規定化への変更を定めた「舗装の
構造に関する技術基準」の通達に伴い、舗装の構造設
計法に関しては、T A法に加えて理論的設計法の導入
が可能となった。同設計法における第一プロセスは、
舗装を構成する各層に弾性係数とポアソン比を設定す
ることであり、この値はその後の多層弾性解析に大き
く影響する。しかし、アスファルト混合物は本来、粘
弾性体であるということに加えて、弾性係数は温度
に依存している。アスファルト混合物層（以下、As
層）は、車両の輪荷重を最も激しく受ける部分である
ことから、弾性係数を適切に設定することが重要であ
る。
一方、積雪寒冷地である北海道では、冬期のAs層
の温度は、基本的にマイナス領域であり、冬期におけ
るアスファルトの柔軟性を確保する目的から、一般に
針入度は本州より高めに設定されている。このことか
ら、As層の弾性係数は、温暖な地域と異なる可能性
がある。また、路盤についても、北海道では凍上や凍
結融解を抑制する目的から北海道開発局が独自に粒度
規格等 １）を定めており、弾性係数の値が北海道以外
と異なることが考えられる。
本研究は、積雪寒冷地における多層弾性理論による
設計方法の確立を目指し、試験舗装区間における舗装
各層の弾性係数の範囲について検討を実施したもので
ある。また、供用した道路における舗装各層の弾性係
数の傾向を把握する目的で、北海道内の一般国道25箇
所でFWD調査を実施し、算出した舗装各層の弾性係
数についても、併せて報告する。

路盤は切込砂利40㎜級を用いており、置換厚は
80cmである。なお、試験施工区間に用いられている
路床土の土質は、砂まじり礫
（G-S）
であり、CBR値は
7.4%である。
試験舗装区間のうち、1〜2工区および5、6工区は、
供用から平成20年6月末現在まで4年と半年程度、3、4
工区は2年と半年程度が経過している。なお、平成19
年秋期に実施した路面性状調査では、各路面にひび割
れは発生しておらず、平坦性は0.65〜1.53㎜、わだち
掘れ量は6.6〜8.7㎜であった。

写真-1

試験舗装箇所とFWD試験状況

２．試験舗装
（1）試験舗装区間の概要
試験舗装は、稚内市声問の一般国道238号に整備し
た試験舗装区間で実施した（写真-1）。本区間の道路
区分は第4種1級、舗装計画交通量は1000台以上3000台
未満/日（旧Ｃ交通）であり、片側2車線の走行車線を
試験舗装の区間としている。試験舗装は、図-1に示
す1工区から6工区の6断面である。TA法や理論的設計
法によって構造設計を行っており、As層の厚さは、
9cmから27cmまでとなっている。

図-1
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写真-2

FWD試験のセンサー部

試験施工断面図
3

表-2

（2）試験舗装における使用材料
試験舗装において使用したアスファルトの性状、お
よびマーシャル性状を表-1、表-2にそれぞれ示す。表
層には密粒度アスコン（13F）に再生材を20％混入し
たものを用いている。アスファルトの針入度は90であ
り、本州等で一般に使用される針入度60-80のアスフ
ァルトより軟らかい。これは低温時の温度応力緩和の
ために使用されている。また、アスファルト量は6.0
％、空隙率は3.3％であり、空隙率は規格の下限に近
い値となっている。表-1中には、北海道以外の地域
で使用される針入度60-80のアスファルト性状を示し
たが、この他40-60のグレードが使用される場合もあ
る。
試験舗装において使用した下層路盤の粒度を図-2に
示す。北海道開発局では、図中の一点鎖線に示すよう
な粒度範囲を下層路盤材に定めている。また、凍上対
策として75μmフルイ通過率を12％以下 １）（破砕面
30％以上の切込砂利の場合）と規定している。
（3）FWD試験
FWD試験は、舗装表面のたわみ量をセンサーで測
定し、現位置における舗装各層の支持力特性の推定、
および舗装構造評価に用いる試験である（写真-1、2）。
FWD試験は、平成15年秋期の施工初期から、平成
19年11月まで、各工区において複数回実施した。
試験は車両の走行位置であるOWP（外側わだち
部）で実施し、期間を通して常に同じ位置で測定して
いる。測定は春期、夏期および秋期に行い、測定時
のAs層の温度は秋期の4℃から夏期の36℃までの範囲
である。なお、FWD測定時のAs層の温度は、舗装調
査・試験法便覧２）による、厚さ方向3箇所の平均値か
ら求めている。
（4）逆解析による舗装各層の弾性係数の算出
FWD試験で計測した表面たわみを用いて、 東京
電機大学の松井教授が作成した静的逆解析ソフト
（BALM）３） および動的逆解析ソフト（DBALM）に
より、舗装各層の弾性係数を算出した。逆解析におい
ては、舗装構造を図-3に示すような①アスファルト混
合物層（アスファルト安定処理層を含む）、②路盤、
③路床、④基盤（風化泥岩）の4層に区分し、表-3に
示す各種条件を使用して解析を実施した。なお、舗装
各層の弾性係数の初期値については、過去の調査結果
４）５）
や文献等６）を参考に値を選定した。

表-1

4

マーシャル性状値１）

下層路盤材（切込砂利）の粒度１）

図-2

図-3

逆解析における4層解析モデル

表-3

逆解析における入力条件

使用アスファルトの性状１）
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（5）As層下面の引張ひずみ測定
試験舗装においては、各工区のAs層下面にひずみ
計４）を埋設している。これらのひずみ計の直上におい
てFWD試験を実施し、FWD試験の荷重に対するAs層
下面の引張ひずみを計測した。ひずみの計測において
は、FWD試験直前にひずみ計の初期化を行うととも
に、予備載荷を除く3回のひずみ値に原点補正を実施
して、平均のひずみ値を算出した。本研究では、ひず
みの実測値と、逆解析から求めた弾性係数を用いた多
層弾性解析による解析ひずみを比較し、弾性係数の妥
当性について検証している。検討方法のフローを図-4
に示す。

図-4

2）逆解析における舗装各層の弾性係数
a）アスファルト混合物層
As層の弾性係数について、層厚を10cmと15cm、
25cmに大別した逆解析の解析結果のうち、静的逆解
析を用いた場合を図-6に、動的逆解析を用いた場合を
図-7にそれぞれ示す。静的逆解析で求めた弾性係数
は、温度の上昇とともに小さくなる傾向を示し、ほと
んどが舗装設計便覧 ６）に示されている一般的な弾性
係数の範囲（図中の点線）内に分布している。

As層の弾性係数検討におけるフロー

（6）試験結果
1）FWD試験における表面たわみ
FWD試験結果であるD0たわみ（載荷板直下の位置
のたわみセンサー）について、施工初期から昨年11
月までの傾向を図-5に示す。なお、D 0たわみについ
ては、文献7）に従い載荷荷重と温度補正を実施してい
る。舗装全体の強さを表すD0たわみは、施工後1年ま
では比較的大きく減少しており、As層厚が薄いほど
勾配が急になっている。1年経過後は減少傾向が緩や
かになるが、4年経過後も少しずつ減少していること
がわかる。また、経年変化では支持力が安定してきて
いる傾向が見られる。

図-5

各工区におけるD0たわみの推移

図-6

静的逆解析により算出した舗装体温度とアス
ファルト混合物層の弾性係数
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一方、動的逆解析では、弾性係数は総じて静的逆解
析結果より小さく、As層が薄い場合には一般的な弾
性係数の範囲の下限値を下回る場合も見られた。
これら弾性係数の妥当性を検証するため、ひずみ計
により計測したアスファルト混合物層下面の引張ひず
みの実測値と、逆解析した弾性係数を代入して多層弾
性構造プログラム（GAMES）8）より順解析した解析
ひずみとの比較を行った。静的逆解析から求めた弾性
係数を使用した場合を図-8に、動的逆解析から求めた
場合を図-9にそれぞれ示す。

相関係数の比較では、既存の報告のように動的逆解
析の結果を用いて算出した解析ひずみは、静的から求
めたそれよりばらつきが大きい結果となっている。し
かし、静的逆解析の結果を用いた解析ひずみは実測ひ
ずみより総じてやや小さいのに対して、動的逆解析の
場合は逆にやや大きくなる傾向を示している。
なお、As混合物層が比較的薄い1、2工区について
は、既存の報告9）から逆解析による弾性係数値がばら
つく傾向が強いため、比較の対象から除外した。

図-8

実測ひずみと静的逆解析の弾性係数を用いた
解析ひずみとの比較

図-9

実測ひずみと動的逆解析の弾性係数を用いた
解析ひずみとの比較

図-7

動的逆解析により算出した舗装体温度と
アスファルト混合物層の弾性係数
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図-10および図-11には、試験舗装区間における静的
および動的な逆解析から求めた各工区の弾性係数を集
約して示した。参考として、1996年に一般国道36号苫
小牧市の美々試験道路に関して行った、表層用混合物
の間接引張試験結果10)を、図中の実線および破線に示
した。美々試験道路の試験で用いた混合物は、試験舗
装の混合物と同じ針入度（80-100）のアスファルトを
使用し、かつ室内試験が稚内における試験舗装の供用
初期における荷重履歴状態と同等と考え、参考値とし
て掲載した。表層用アスファルト混合物とアスファル
ト安定処理の弾性係数は、20℃においておおよそ弾性
係数3500〜5000ＭPaとなっている。静的逆解析から
求めた弾性係数の方が、室内間接引張試験の結果と近
い値であることがわかる。一方で、実測ひずみに対し
て安全側と考えられる動的逆解析から算出した弾性係
数の回帰直線は、静的逆解析から求めた弾性係数の下
限に位置している。
図-10および図-11の試験舗装データから求めた回帰
式を、舗装体温度の基準を20℃として変換すると、
（1）
式および（2）式のようになる。北海道の国道において、
従来から用いられている60 〜 110cmの置換厚など、
温暖な地域と異なる舗装構造を考慮した場合、（1）式
および（2）式を用いると、As層における弾性係数の推
定が可能である。なお、
（1）、（2）式は施工直後から供
用初期のアスファルト舗装を対象としており、As層
の厚さが9cm以上を想定したものである。
静的逆解析
（1）
動的逆解析
（2）
ここに、E :As混合物層の弾性係数（ＭPa）
T :舗装体平均温度（℃）

図-10

試験舗装における静的逆解析から求めた
弾性係数
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図-11

試験舗装における動的逆解析から求めた
弾性係数

b）路盤
路盤の弾性係数について、As層厚が等しく主応力
和がほぼ等しいと考えられる1、2工区と5、6工区の2
ケースについて図-12、13に示す。逆解析で求めた各
層の弾性係数の平均値は、図中に示すとおりである
が、As層のような温度依存性は見られない。また、
弾性係数の平均値は、静的および動的逆解析の違いに
よる差も、As層ほど見られない結果となっている。
これらの値については、図-14に示す室内試験によ
り弾性係数を推定するレジリエントモデュラス試験結
果により、各工区における主応力和の範囲を検証し、
既存の論文で報告している11）。 路盤の主応力和に対
するレジリエントモデュラス（弾性係数）の範囲は、
逆解析により求めた弾性係数と比較すると、下限に位
置することがわかる。逆解析から求めた路盤の弾性係
数における全工区の平均値は、静的逆解析の場合252
ＭPa、動的逆解析では227ＭPaを示し、大きな差はみ
られなかった。これは、粒状材料の温度依存性が、
As混合物より小さいことが原因のひとつと推察され
る。

図-12

舗装体温度と路盤の弾性係数
（静的逆解析）
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(2)逆解析における舗装各層の弾性係数
1) アスファルト混合物層
As層の弾性係数について、逆解析の解析結果を図
-17に示す。調査時期の舗装体温度は20〜40℃の範囲
であり、調査位置はクラック率が比較的高い区間もあ
ったことから、弾性係数は低いと考えられたが、総じ
て値は大きく舗装設計便覧 ６）に示されている一般的
な範囲を上回る値が多数存在した。これら調査位置の
舗装の供用年数は15年以上が経過している。既往の報
告等から、As層の劣化・老化による針入度の低下が
報告されて12）13）おり、経年によるアスファルトの硬
化が解析値に影響しているものと推察される。

図-13

舗装体温度と路盤の弾性係数
（動的逆解析）

図-15
図-14

北海道内におけるFWD調査箇所

路盤のレジリエントモデュラス
表-4

FWD調査箇所の調査位置および交通量区分

３．現道調査
（1）北海道内におけるFWD調査の概要
現道における舗装各層の弾性係数の傾向を把握する
ため、北海道内の一般国道25箇所において供用15年以
上経過した箇所においてFWD調査を実施し、静的逆
解析によって舗装各層の弾性係数を算出した。調査箇
所を図-15、表-4に示す。現道の舗装構成は、図-16
に示す3断面が基本であるが、下層路盤を含めた置き
換え深さについては、北海道は地域によって置換厚
が異なることから、函館地域の60cmから帯広地域の
100cmまで、深さは変化している。なお、路盤材の規
格は2.（2）節で解説したとおりであり、凍上抑制層は
切込砂利、または切込砕石の80㎜級が一般に用いられ
る。本調査では、25箇所の調査箇所のうち旧A交通区
分を3箇所、旧B交通区分を12箇所、旧C交通区分を10
箇所で春期、秋期に2回調査を実施し、計50個のデー
タを取得した。FWD試験および逆解析方法は2.
（3）、
（4）節と同様で、As層厚は補修等によって設計値から
変化している可能性を考慮して、コア抜きにより厚さ
を確認している。
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図-16

北海道内のFWD調査箇所における現道断面図

図-17 現道調査でのアスファルト混合物層の弾性係数

2）路盤
現道における、路盤の弾性係数を図-18に示す。 稚
内における試験舗装における結果よりばらつきは大き
いが、逆解析から求めた路盤の弾性係数の平均値は
285ＭPaであり、稚内における弾性係数の平均値とさ
ほど差はみられない。さらに、これらの弾性係数を一
定範囲ごとに頻度分けした分布図を図-19に示した。
路盤の弾性係数については、50個のデータのうち約
80％が100〜300ＭPaの範囲内にあり、便覧６）に示さ
れる粒度調整砕石の300ＭPaやクラッシャランの200
ＭPaとほぼ同等の結果となっている。便覧による一
般値や、試験による路盤の弾性係数値の比較を図-20
に示した。図に示すデータ範囲は平均値±標準偏差σ
の区間を示している。今回実施した室内試験や現地調
査から得られた値は、舗装設計便覧の粒状材料として
の弾性係数100〜600ＭPaの範囲に入り、特異な値は
示していない。北海道における下層路盤材料の弾性係
数は、室内試験や現地調査の結果から判断すると、
100〜400ＭPa程度を設定することが妥当と考えられ
る。
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図-18

図-19

図-20

現道調査での路盤の弾性係数

現道調査における路盤の弾性係数の分布図

便覧や調査から求めた路盤の弾性係数の範囲
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４．まとめ
稚内に施工した試験舗装区間において、FWD
試験を4年間計測した。また、北海道内の一般
国道25箇所でFWD調査を実施し、舗装各層の弾
性係数を算出した結果、以下の事項が確認され
た。
（1）As層の実測と解析ひずみの比較から、静的
逆解析による弾性係数を用いて算出した解
析ひずみは、実測ひずみより総じてやや小
さいのに対して、動的逆解析の場合は逆に
やや大きくなる傾向を示していた。しかし
ながら、どちらの逆解析手法によっても解
析値と実測値の相関は高く、理論的設計法
の妥当性が示された。
（2）北海道の国道において、従来から用いられ
ている60〜110cmの置換厚など、温暖な地域
と異なる舗装構造を考慮した場合、（1）式お
よび
（2）式を用いると、As層における弾性係
数の推定は可能である。そのため、理論的
設計法に用いるアスファルト舗装の弾性係
数は温度条件を考慮し、設定することが可
能である。
（3）路盤の弾性係数については、室内試験や現
地調査から判断すると、設計に用いる弾性
係数は100〜400ＭPa程度に設定することが
妥当と考えられる。
５．おわりに
今後、積雪寒冷地における理論的設計手法の
確立に向け、融解期における路盤、路床の物理
定数の検討を行う予定である。また、試験施工
箇所の供用性状も含めて、破壊規準式の検討や
路面損傷のモデル化も併せて行いたいと考えて
いる。

安倍

隆二＊

Ryuji ABE
寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地道路保全チーム
主任研究員
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