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本研究は、わだち掘れやひび割れなどの舗装路面の機能低下に対して、予防的修繕工法などの維持修繕
工法を適用する場合の将来路面状況の推移予測や、舗装維持修繕の年度計画立案を支援するマネジメント
システムを構築することを目的としている。
従来主として行われている切削オーバーレイ工法による修繕に加え、シール材注入や切削工法による予
防的修繕に関する機能を追加し、予防的修繕工法を適用した場合の修繕箇所選定や修繕計画立案、および
将来の路面性状予測ができるシステムを開発した。これにより、予防的修繕箇所などの選定や、年度計画
の立案作業の効率化を図ることができると考えられる。
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1. はじめに

2. 開発の経緯とシステムの概要

維持管理費の削減努力が求められ、限られた予算範囲
内で効率的な維持管理を行うことが社会的な要請となっ
ており、北海道開発局が管理する約6,400kmにおよぶ延
長の道路舗装に対しても、走行性を一定レベル以上に保
ちつつ、効率的に維持・補修していくことが求められて
いる。
また、舗装体の更なる延命と維持管理のコスト削減を
目的として「予防的修繕」の視点から修繕候補区間の選
定と工法選定を行う試みが平成18年度から実施されてい
る。ここで、予防的修繕とは、舗装の維持管理において、
従来主として行なわれてきた切削オーバーレイに代わり、
シール材のクラック注入や切削工法を適用し、一定期間
（3年程度以上）同工法の効果を持続させることによっ
て舗装を延命し、コスト縮減を図ろうとするものであり、
既存舗装の破損状況を、図-1に示すようなひび割れ率と
わだち掘れ量の２つの指標値によって判断し、適用工法
を選定するものとなっている。今後は、舗装の修繕候補
区間を選定したり修繕計画を立案する場合に、従来の修
繕工法に加えて予防的修繕の視点が欠かせなくなるもの
と考えられる。
そこで、本報告では、膨大な舗装を効率的に維持管理
するために、予防的修繕工法を適用した場合の修繕箇所
選定や修繕計画立案、および将来の路面性状予測ができ
る「舗装修繕計画策定支援システム」を開発した結果を
紹介するものである。

(1) 開発の経緯
予防的修繕工法は平成18年からその導入が進められて
おり、北海道の国道においても施工されて調査が行われ
ている1) ものである。今後、わだち掘れやひび割れなど
の舗装路面の機能低下に対して、予防的修繕工法の適用
が進められることを踏まえると、予防的修繕工法を含め
た様々な維持修繕工法を適用する場合の舗装の現状把握、
将来路面状況の推移予測や、舗装維持修繕の年度計画立
案を支援するマネジメントシステムを構築する必要があ
ると考えられた。また、積雪寒冷地である北海道におい
て予防的修繕工法を適用する場合には、その地域特性を
考慮する必要があり、北海道の地域特性を考慮可能なシ
ステムの開発が必要であると考えられた。
そこで、ひび割れ、わだち掘れ、平たん性、MCIなど
の路面性状データをはじめ、過去の舗装工事データ等、
これまでに蓄積してきた各種のデータを活用して、積雪
寒冷地である北海道において予防的修繕工法を適用した

図-1 予防的修繕の工法区分
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場合の修繕箇所選定や修繕計画立案、および将来の路面
性状予測ができるマネジメントシステム（舗装修繕計画
策定支援システム）の開発に取り組んだ。道路管理者に
よる補修箇所の意思決定ツールのひとつとして資料を提
供することが可能なシステムである。
(2) システムの概要
開発したシステムは、路面性状調査データベースを基
に、図-2に示す初期入力画面において計算に必要な各種
条件（初年度の補修予算、将来の予算伸び率、社会的割
引率、車両走行速度、ＬＣＣ解析年数、補修の参考補修
費）を入力し、条件に応じた補修計画を選択・解析する
システムである。従来の切削オーバーレイ工法だけでな
く、予防的修繕を考慮した条件設定が行えるように、
図-2の赤枠で示す予防的修繕を適用した場合の項目を設
けているのが特徴である。システムの機能を大別すると

以下の2つの機能を有する。
1) 補修箇所・時期選定支援機能
2) 路面性状将来予測機能
路面性状値の劣化予測には表-1、 表-2に示す予測式
を用いており、ひび割れ率とわだち掘れ量の予測値に応
じて、図-1に示すとおり修繕（切削オーバーレイ等）、
切削、シール材注入、シール材注入＋切削の4種類の工
法を適用する。修繕後の初期値の扱いについては、切削
オーバーレイで修繕した場合の初期値はわだち掘れ量
5.1mm、ひび割れ率0％、平坦性1mmとしており、予防
的修繕工法で切削した場合の初期値は、わだち掘れ量は
5.1mm、シール材注入後はひび割れ率は変化しないもの
として扱っている。なお、予防的修繕工法が適用された
箇所は、その後3年間は修繕対照箇所としてカウントし
ないこととしている。

表-1 各路面性状の予測式（アスファルト舗装）
道
央
・
道
南

道
北

道
東

区分
L交通
Ａ交通
Ｂ交通
Ｃ交通
Ｄ交通
L交通
Ａ交通
Ｂ交通
Ｃ交通
Ｄ交通
L交通
Ａ交通
Ｂ交通
Ｃ交通
Ｄ交通

ひび割れ率
Ci+1 ＝ 1.210×Ci + 0.776
Ci+1 ＝ 1.210×Ci + 0.745
Ci+1 ＝ 1.210×Ci + 0.634
Ci+1 ＝ 1.210×Ci + 0.295
Ci+1 ＝ 1.210×Ci + 0.049
Ci+1 ＝ 1.056×Ci + 0.018
Ci+1 ＝ 1.056×Ci + 0.030
Ci+1 ＝ 1.056×Ci + 0.075
Ci+1 ＝ 1.056×Ci + 0.213
Ci+1 ＝ 1.056×Ci + 0.313
Ｄi+1 ＝ 1.170×Di + 0.327
Ｄi+1 ＝ 1.170×Di + 0.313
Ｄi+1 ＝ 1.170×Di + 0.261
Ｄi+1 ＝ 1.170×Di + 0.103
Ｄi+1 ＝ 1.170×Di + 0.000

わだち掘れ量
Ｄi+1 ＝ 0.991×Di + 1.130
Ｄi+1 ＝ 0.991×Di + 1.166
Ｄi+1 ＝ 0.991×Di + 1.298
Ｄi+1 ＝ 0.991×Di + 1.699
Ｄi+1 ＝ 0.991×Di + 1.990
Ｄi+1 ＝ 1.000×Di + 1.258
Ｄi+1 ＝ 1.000×Di + 1.299
Ｄi+1 ＝ 1.000×Di + 1.448
Ｄi+1 ＝ 1.000×Di + 1.905
Ｄi+1 ＝ 1.000×Di + 2.236
Ｄi+1 ＝ 1.018×Di + 0.769
Ｄi+1 ＝ 1.018×Di + 0.796
Ｄi+1 ＝ 1.018×Di + 0.896
Ｄi+1 ＝ 1.018×Di + 1.201
Ｄi+1 ＝ 1.018×Di + 1.423

平たん性
Si+1＝ 0.995×Si + 0.105
※ Si+1≦Siの時
Si+1＝Si + 0.01
Si+1＝ 0.995×Si + 0.085
※ Si+1≦Siの時
Si+1＝Si + 0.01
Si+1＝ 0.995×Si + 0.065
※ Si+1≦Siの時
Si+1＝Si + 0.01

表-2 各路面性状の予測式（コンクリート舗装）
区分
Ｌ交通
Ａ交通
Ｂ交通
全域
Ｃ交通
Ｄ交通

わだち掘れ量

ひび割れ率

平たん性

Ｄi+1=1.040×Di+0.050

Ci+1=1.020×Ci+0.140

Si+1=0.940×Si+0.240
* Si+1≦Siの時
Si+1≦Si+0.01

図-2 開発したシステムの初期入力画面
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能になると考えられる。

3. システムの機能
(1) 補修候補箇所・時期選定支援機能
補修候補箇所・時期選定支援機能における具体的な作
業フローを図-3に示す。最初に、対象とする道路網や各
種の計算条件を入力すると、路面性状調査データを基に、
システムが将来の路面性状を自動予測し、予測結果に基
づいて最大15年後までの修繕候補箇所の選定と修繕実施
時期の選定を図-4に示すように自動的に行う機能である。
必要に応じて、システムによる自動選定の後に道路管理
者が計画を修正できるようにもなっている。最終的に、
確定した各年度の修繕箇所、工法、工事費を図-5のよう
に一覧表の形式で帳票表示できる。
一般に道路管理者が補修計画を立案する場合には、巡
回パトロールや路面性状値をもとに、将来（数年分）の
補修箇所を選択し、予算を考慮した優先順位付けを行い、
補修を実施するが、本機能はこの一連の作業を支援する
ものと位置づけられる。このようなシステムによって、
効果的、効率的な補修計画の立案を容易に行うことが可

計算条件の入力
・解析道路網の設定
・条件の設定
(予算、計画作成年数、
走行速度、補修単価など)
1) 路面性状値の予測
※自動計算、100m区間毎
2) 要修繕候補区間を抽出、
補修工法の選定（※自動計
算、100m区間毎）
3) 補修工事区間の連結・再選定
※手動設定、任意延長区間

4) 補修工法の再選定
※手動設定、任意延長区間

5) 計画期間内の補修箇所、補修
工法出力、工事費の算出
（※自動計算）

図-3 補修箇所・時期選定機能のフロー

補修工法の選定
（自動選定）

要求区間の連結と
補修工法の再設定
（手動選定）

図-4 予防的修繕工法における修繕箇所・時期選定画面

図-5 補修箇所と工事費の出力帳票
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(2) 路面性状将来予測機能

4. 試験運用による意見の収集

予防的修繕をはじめ、予算や管理目標など様々な条件
で維持修繕を行った場合の、将来的な路面性状値の推移
を予測する機能である。予測は最大40年まで可能である。
この機能により、道路管理者が中長期的な道路の管理計
画を立案する場合に、路面性状や費用の推移を試算する
ことによって、施策の妥当性を検討することができると
考えられる。
計算の例として、北海道内の国道で予防的修繕工法の
みを適用した場合の今後40年の平均路面性状値の推移を
図-6に示す。なお、計算条件は以下のとおりである。
対象道路網：全道
実施工法：予防的修繕
予算、伸び率：予算の上限設定なし、伸び率0%
分析年数：40年
図-6より、予防的修繕のみを適用した場合には、ひび
割れ率やわだち掘れを主として路面性状値が低下してい
く傾向となる結果となった。
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舗装修繕計画策定支援システムの課題点や改良点を抽
出するために、北海道開発局の4つの道路事務所の舗装
維持修繕担当者を対象にシステムを試験的に使用しても
らい、開発したシステムに対する意見収集を行った。そ
の結果、システムの操作や入力方法などを中心に表-3の
様な意見が得られた。これらの意見を含め、システムの
利便性や実用性を高める努力を今後続ける必要があると
考えられた。

5. まとめ
本研究をまとめると以下のとおりである。
(1) 従来主として行われている切削オーバーレイ工法に
よる修繕に加え、シール材や切削工法による予防的
修繕に関する機能を追加し、予防的修繕工法を適用
した場合の修繕箇所選定や修繕計画立案、および将
来の路面性状予測ができる舗装修繕計画策定支援シ
ステムを開発した。
(2) 本システムにより、予防的修繕箇所などの選定や、
年度計画の立案作業の効率化を図ることができると
考えられる。
操作性の改善や、出力帳票形式などについては現在も
改良を鋭意進めている段階である。維持修繕の実務担当
者による試用などを経て、実用性の高いものにしていき
たいと考えている。

図-6 予防的修繕を適用した場合の
路面性状将来予測の計算例
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表-3 意見収集で挙がった改善点

補修箇所の自動選定について
・100m区間での評価でなく、1000m単位の方が実用的でないか。
・隣接する区間の工事が多年度にまたがらないよう、一括して扱うことができないか。
・連続区間として扱う延長を任意で設定できないか。
補修箇所・時期選定の手動設定の操作性向上
・補修工法を変化すると費用も一緒に変更されるのが望ましい。
・コピーや貼付けできるようにして、操作性を向上してほしい。
・複数の区間を一度に指定して変更できる方が良い．
システムの機能について
・予算の平準化方法を試算、提案する機能を追加してほしい。
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