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２PART

コンクリート舗装の

設 計

コンクリート舗装の構造１

図－2.1 コンクリート舗装の構成

コンクリート舗装の構造設計２

概 説■
コンクリート舗装の構造設計方法は、 と に経験にもとづく設計方法 理論的設計方法

大別される。

理論的設計方法は、交通荷重と温度変化に伴いコンクリート版に発生する応力の繰

返しによる疲労ひび割れが、舗装の設計期間内に設定されたひび割れ度などを超えな

いように舗装構造を決定するものである。

経験にもとづく設計方法は、交通条件、基盤条件および環境条件をもとにして、路

盤およびコンクリート版のそれぞれについての厚さを設定するものである。

コンクリート舗装の種類には、普通コンクリート舗装、連続鉄筋コンクリート舗装

および転圧コンクリート舗装等があり、それらの特徴などを表－2.1に示す。
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普通道路の経験にもとづく設計方法■
経験にもとづく設計方法によるコンクリート舗装の構造設計の手順は、基盤条件で

ある路床の あるいは をもとにして路盤面における所要の支設計支持力係数 設計ＣＢＲ

持力係数が得られるように し、さらに および使用す路盤の厚さを設定 舗装計画交通量

る舗装用コンクリートの に応じて す設計基準曲げ強度 コンクリート版の厚さを設定

る。なお、コンクリート舗装各層に使用する材料の品質規格を表－2.2に示す。
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コンクリート舗装各層に使用する材料の品質規格表－2.2

使用する層 材料・工法 品質規格

設計基準曲げ強度
普通コンクリート舗装a

コンクリート （すべての舗装計画交通量）コンクリート 4.4MPa
（舗装計画交通量が 未満で、設計版 3.9MPa 250
基準曲げ強度 の確保にセメン4.4MPa
ト量が著しく増加するなどの場合）

連続鉄筋コンクリート舗装b
（すべての舗装計画交通量）4.4MPa

転圧コンクリート舗装c
（舗装計画交通量 未満の場合）4.4MPa 1,000
（施工上の理由等から版厚が制約され4.9MPa
る場合で、舗装計画交通量 以上100

未満の場合）3,000

粒度調整砕石 修正ＣＢＲ 以上、 以下(鉄鋼スラグは適用80 PI 4
粒度調整鉄鋼スラグ せず)
水硬性粒度調整鉄鋼 （試験路盤により支持力が確認できる場合は修上層路盤
スラグ 正ＣＢＲ 以上）40

2.0MPaセメント安定処理 一軸圧縮強さ〔７日〕

10 0.98MPa石灰安定処理 一軸圧縮強さ〔 日〕

密粒度アスファルト アスファルト中間層に使用する場合
混合物

粒状材料 修正ＣＢＲ 以上、 以下20 PI 6

0.98MPa下層路盤 セメント安定処理 一軸圧縮強さ〔７日〕

10 0.5MPa石灰安定処理 一軸圧縮強さ〔 日〕

構造設計条件●―
■交通条件

舗装計画交通量設計に用いる交通量は、アスファルト舗装と同じく、設定した

とする。

■基盤条件

基盤条件は交通条件とともに舗装構造を決定する直接の条件であり、構築路床

および原地盤を含めた路床（路床の厚さは１ｍを標準とする）の設計支持力係数

（Ｋ値）あるいは設計ＣＢＲである。

■環境条件

経験にもとづく設計方法による構造設計で、必要となる環境条件は気温データ

であり、寒冷地域等における凍結深さを求めるための条件であり 、必要に応じ、

て所要厚の を設ける。凍上抑制層
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路床の評価●―
路床は、平板載荷試験の測定結果から求まる 、またはＣＢＲ試験の設計支持力係数

結果から求まる によって評価を行い、設計に用いる基盤条件とする。設計ＣＢＲ

■路床の評価

設計支持力係数

３箇所以上の平板載荷設計支持力係数は、ほぼ同一材料の路床区間において

（一般には直径30ｃｍの載荷板を用いる）による実測値にもとづき次式試験

より求める。

設計支持力係数＝各地点の支持力係数の平均値－各地点の支持力係数の標準偏差
（σ ）ｎ-１

設計ＣＢＲ

設計ＣＢＲの求め方は、 。アスファルト舗装の構造設計に準じる

路盤厚の設計●―
路路盤厚の設計は、路床の設計支持力係数あるいは設計ＣＢＲをもとにして行い、

は一般に と とに分ける。なお、寒冷地域等にお盤が厚くなる場合に 下層路盤 上層路盤

いて凍上抑制層が必要となる場合には、これを路床の一部に含めるものとし、凍上抑

制層の厚さが20㎝以上では、通常、設計支持力係数あるいは設計ＣＢＲの見直しが必

要となる。下層路盤および上層路盤に使用される路盤材料の種類と適用方法の例を表

－2.3に示す。
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設計支持力係数による路盤厚の設計■

設計方法

路床の設計支持力係数をもとにして路盤厚を求めるには、路盤面における支持

力係数が表－2.4の値となるように、図－2.3の設計曲線を用いて行う。

留意事項

計算された路盤厚は とする。a ５cmごとに切り上げて設計厚

の場合は とする。b15cm未満 15cmを設計厚

には、アスファルト中間層４㎝に相当するcアスファルト中間層を用いる場合

厚さとして、通常、 では 、 では粒度調整砕石路盤 10㎝ セメント安定処理路盤

の してよい。ただし、低減後の厚さが15㎝未満となる場合に５㎝ 厚さを低減

は、15㎝とすることが望ましい。
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区間Ａは舗装計画交通量が2,000台/日･方向の普通道路練習問題１

である。この区間の６箇所で路床の支持力係数を測ったところ、96、121、

113、89、66および87 MPa/ｍであった。次に示す材料を使用して、普通コ

ンクリート舗装における、路盤構成を１層とする場合の路盤の設計厚を求

めなさい。

（１）クラッシャランを用いた場合

（２）粒度調整砕石を用いた場合

ただし、 γ(6，0.05）＝0.560、標準偏差（σ ）＝20とする。n-1

■解 説

６箇所の路床の支持力係数を小さい順に並べると 66、87、89、96、113、121となa

るが、最大値 121と最小値 66についてデータの棄却検定を行う。

最大値 について、121

121－113
γ ＝ ＝ 0.145 ＜ 0.560 ＝ γ(6，0.05）

121－ 66

従って、 は棄却しない。121

最小値 について、66

87－66
γ ＝ ＝ 0.382 ＜ 0.560 ＝ γ(6，0.05）

121－ 66

従って、 は棄却しない。66

設計支持力係数を求める。b

66＋87＋89＋96＋113＋121
支持力係数の平均値 Ｘ ＝ ＝95

６

設計支持力係数＝各地点の支持力係数の平均値－各地点の支持力係数の標準偏差

＝95－20＝75 MPa/ｍ

舗装計画交通量が2,000（台/日･方向）で、交通量区分はＮ となるから、路盤のc ６

所要支持力係数は表－2.4から200 MPa/ｍとなる。

路床の設計支持力係数と路盤の支持力係数を用いて、図－2.3から所要路盤厚を求

める。

Ｋ 路盤の支持力係数 200１
支持力係数比 ＝ ＝ ＝ ＝2.7

75Ｋ 路床の設計支持力係数２
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ａ．クラッシャランを用いた場合

図－2.3において、Ｋ Ｋ ＝2.7から立てた垂線と、クラッシャランの線との１ ２/

交点52㎝が求まる。５㎝ごとに切り上げるから、路盤の設計厚は55㎝となる。

ｂ．粒度調整砕石を用いた場合

同様に、Ｋ Ｋ ＝2.7から立てた垂線と、粒度調整砕石の線との交点29㎝が１ ２/

求まる。５㎝ごとに切り上げるから、路盤の設計厚は30㎝となる。

区間Ｂは舗装計画交通量が3,000台/日･方向の普通道路練習問題２

である。この区間の路床の設計支持力係数は MPa/ｍであった。次に示す60

材料を使用して、普通コンクリート舗装における、路盤構成を２層とする

場合の路盤の設計厚を求めなさい。

・下層路盤：クラッシャラン

・上層路盤：粒度調整砕石

■解 説

舗装計画交通量は3,000（台/日･方向）で、交通量区分はＮ となるから、路盤のa ７

所要支持力係数は表－2.4から200 MPa/ｍとなる。

路床の設計支持力係数と路盤の支持力係数を用いて、図－2.3から所要路盤厚を求

める。
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200Ｋ 路盤の支持力係数１
支持力係数比 ＝ ＝ ＝ ＝3.3

60Ｋ 路床の設計支持力係数２

下層路盤厚を30㎝と仮定し、図－2.3の縦軸（路盤厚）の30㎝から水平線を引き、b

粒度調整砕クラッシャランの線との交点①を求め、この点①から上層路盤に用いる

を引く。この平行線とＫ Ｋ ＝3.3から立てた垂線との交点②が石の線に平行線 １ ２/

所要路盤厚52㎝となる。

・下層路盤（クラッシャラン）の設計厚 Ｔ＝ ㎝30

・上層路盤（粒度調整砕石）の設計厚 Ｔ＝ － ＝ ㎝ → 25㎝52 30 22

上記の路盤厚で、力学的にもバランスが取れている。
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設計ＣＢＲによる路盤厚の設計■

普通コンクリート舗装、連続鉄筋コンクリート舗装

路床の設計ＣＢＲをもとにして路盤厚を求めるには、表－2.5に示す値を用い

る。

〔注〕

１．粒度調整砕石の欄で（ ）内の値は、セメント安定処理路盤とした場合の

厚さを示す。

２．クラッシャランの欄で（ ）内の値は、上層路盤にセメント安定処理路盤

を使用した場合のクラッシャランの厚さを示す。

３．路床（原地盤）の設計 のときには、 や遮断層の設置ＣＢＲが２ 路床の構築

を検討する。

４．設計ＣＢＲ算出時の路床の厚さは１ｍを標準とする。ただし、その下面に

生じる圧縮応力が十分小さいことが確認される場合においては、この限りで

はない。
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転圧コンクリート舗装

路床の設計ＣＢＲをもとにして路盤厚を求めるには、表－2.6に示す値を用

いる。

〔注〕

１．路盤構成がＢの場合における（ ）内の値は、アスファルト中間層を用い

ない場合を示す。

２．路盤の選定においては、Ｎ およびＮ の場合にはセメント安定処理路盤ま５ ６

たはアスファルト中間層を設けることを原則とし、Ｎ ～Ｎ の場合でもセメ１ ４

ント安定処理路盤とすることが望ましい。

３．路床の支持力は、 とし、必要に応じて路床構築等設計ＣＢＲで４相当以上

を行う。

４．設計ＣＢＲ算出時の路床の厚さは１ｍを標準とする。ただし、その下面に

生じる圧縮応力が十分小さいことが確認される場合においては、この限りで

はない。
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区間Ｃは舗装計画交通量が2,500台/日･方向の普通道路練習問題３

である。この区間の路床の設計ＣＢＲが６％の場合、普通コンクリート舗

装における路盤構成および路盤厚を求めなさい。

アスファルト中間層を設けるものとする。ただし、

■解 説

舗装計画交通量は2,500（台/日･方向）で、交通量区分はＮ となる。表－2.5から、６

交通量区分Ｎ 、設計ＣＢＲ６％における路盤構成を選択する。６

アスファルト中間層を設けることが条件であるので、下記の路盤構成となる。

・アスファルト中間層 Ｔ＝４㎝

・粒度調整砕石 Ｔ＝15㎝
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区間Ｄは舗装計画交通量が700台/日･方向の普通道路で練習問題４

ある。この区間の路床の設計ＣＢＲが４％の場合、転圧コンクリート舗装

における路盤構成および路盤厚を求めなさい。

とする。ただし、 舗装用コンクリートの設計基準曲げ強度は4.4 MPa

■解 説

（ ） 、 。 、舗装計画交通量は700 台/日･方向 で 交通量区分はＮ となる 表－2.6から５

交通量区分Ｎ 、設計ＣＢＲ４％、舗装用コンクリートの設計基準曲げ強度4.4MPa５

における路盤構成を選択する。

下記の路盤構成となる。路盤構成Ｂとし、

・アスファルト中間層 Ｔ＝４㎝

・粒度調整砕石 Ｔ＝10㎝

・クラッシャラン Ｔ＝25㎝



- 13 -

特殊な箇所における路盤■

路床が岩盤である場合の路盤

ならしコンクリートを切土部等において路床が岩盤である場合には、一般に

して支持力を均等にする方法を検討するとよい。このならしコンクリート打設

の とする。なお、ならしコンクリートとする場合には、目地を厚さは10㎝程度

設けず、表面に するものとする。石粉等を塗布

トンネル内の路盤

クラッシャラン等で埋めトンネル内のインバートの箇所では所定の位置まで

、その上に 方法を検討するとよもどして路床とみなし 15㎝程度の路盤を設ける

い。トンネル内は湧水等の影響を受けることが多いので、十分な排水対策を行

うと同時に、路盤も水の影響を受けにくい を用いる必セメント安定処理工法等

要がある。

コンクリート版厚の設定●―
舗装計画交通量 コンクリーコンクリート版厚は、交通条件として設定した に応じ、

と使用する をもとにして すト舗装の種類 舗装用コンクリートの設計基準曲げ強度 設定

る。コンクリート版厚を設定したら、路盤厚の設計で設定した路盤構成と組み合わせ

て、各コンクリート舗装の する。舗装構造を決定

コンクリート版厚の設定■

普通コンクリート舗装
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連続鉄筋コンクリート舗装

転圧コンクリート舗装
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区間Ａは舗装計画交通量が2,500台/日･方向の普通道路練習問題５

である。この区間の路床の設計ＣＢＲが６％の場合、普通コンクリート舗

装における舗装構造を決定しなさい。

ただし、 舗装用コンクリートの設計基準曲げ強度は4.4 MPa 路盤にとし、

はアスファルト中間層を設けるものとする。

■解 説

（ ） 、 。 、a舗装計画交通量は2,500 台/日･方向 で 交通量区分はＮ となる 表－2.5から６

交通量区分Ｎ 、設計ＣＢＲ６％における路盤構成を選択する。６

アスファルト中間層を設けることが条件であるので、下記の断面となる。

・アスファルト中間層 Ｔ＝４㎝

・粒度調整砕石 Ｔ＝15㎝

同様に、交通量区分Ｎ 、舗装用コンクリートの設計基準曲げ強度4.4MPaにおけるb ６

コンクリート版厚は、表－2.7から28㎝となる。
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決定した断面構成

コンクリート版（ｆ ＝4.4 MPa） 28㎝bk

４㎝アスファルト中間層

上層路盤（ ） 15㎝粒度調整砕石

合計厚47㎝

区間Ｂは舗装計画交通量が900台/日･方向の普通道路で練習問題６

ある。この区間の路床の設計ＣＢＲが６％の場合、転圧コンクリート舗装

における舗装構造を決定しなさい。

とする。ただし、 舗装用コンクリートの設計基準曲げ強度は4.4 MPa

■解 説

舗装計画交通量は900（台/日･方向）で、交通量区分はＮ となる。表－2.6から、a ５

交通量区分Ｎ 、設計ＣＢＲ６％における路盤構成を選択する。５
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下記の路盤構成となる。路盤構成Ｂとし、

・アスファルト中間層 Ｔ＝４㎝

・粒度調整砕石 Ｔ＝15㎝

同様に、交通量区分Ｎ 、舗装用コンクリートの設計基準曲げ強度4.4 MPaにおけb ５

るコンクリート版厚は、表－2.9から25㎝となる。

決定した断面構成

コンクリート版（ｆ ＝4.4 MPa） 25㎝bk

４㎝アスファルト中間層

上層路盤（ ） 15㎝粒度調整砕石

合計厚44㎝


