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技術報文 

アスファルト舗装の地震対策型段差抑制工法の開発 
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１．はじめに 

2004 年新潟県中越地震では、路面の沈下や変形のために車両の通行が妨げられる事例が多数発

生した。特に、橋台やボックスカルバート等のコンクリート構造物と道路盛土の境界では、盛土

の沈下による路面の段差が広範囲に生じた。これらの箇所は、段差をオーバーレイする補修によ

って短時間で修復されたが、地震直後には大きな交通障害を起こす原因となった 1)。このため、

橋台背面の沈下が懸念される場合は、通行機能の確保のために、踏掛版などを設置することとし

ている。しかし、2011 年東北地方太平洋沖地震では、橋台に踏掛版が設置されていたにもかかわ

らず、背面土の沈下によって路面に段差が発生した事例が報告されている。このため、地震発生

直後においても、構造物と土工部の境界に発生する段差の発生を抑制し、緊急輸送車両の走行性

を確保することが急務な課題として挙げられる。 
そこで、著者らは、粒状材料（粒度調整砕石）による粒状層に、ジオグリッドを層状に敷設し、

拘束部材で拘束した「複合剛性層」を路床の上部に設置するアスファルト舗装の地震対策型段差

抑制工法を開発した。この地震対策型段差抑制工法の段差抑制効果を確認するため、通常の舗装

と複合剛性層を設けた舗装が構築されている路床を強制的に沈下させて、路面に段差を発生させ

る実物大現場実験を行った。この結果、地震対策型段差抑制工法を適用することにより、地震や

地盤の沈下によって構造物と路体の間に生じる路面の段差の発生を抑制し、最大 600mm 程度の

不同沈下量に対して，緊急時の車両の走行性を確保できることを確認した 2)。本報文では、地震

対策型段差抑制工法によるアスファルト舗装の段差抑制効果とそのメカニズムおよび適用性につ

いて報告する。 
 
２．地震対策型段差抑制工法に対する実物大現場実験 

(1) 地震対策型段差抑制工法の構造 

地震対策型段差抑制工法における複合剛性層

の構造を図-1に示す。複合剛性層は、粒度調整

砕石（M-40）による粒状層の間に、道路幅員に

合わせた幅のジオグリッド（引張強度 200kN/m、

破断ひずみ 4.5%）を0.2m間隔で４層敷設して、

拘束部材（のり面補強材を改良した先端部が拡

大する拘束アンカー、ロッド許容引張力 50kN）

で拘束した構造になっている。 

 

図-1 複合剛性層の構造 
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(2) 実物大現場実験 

ボックスカルバート等の構造物と土工部にお

ける地震対策型段差抑制工法の段差抑制効果を

確認するため、実物大現場実験を行った。実験

で構築した試験盛土の断面図を図-2に示す。試

験盛土は、高さ 2.0m、幅員 4.1m で、延長 25m

の試験盛土部と、延長 25m の乗入れ部で構成さ

れている。試験盛土の一部区間には、鉄筋コン

クリートピットに、H 型鋼、覆工板、10 台のマ

ルチコントロール 30t 油圧ジャッキを配置した

強制沈下装置を設置した。強制沈下装置の上部

に、複合剛性層を設置した舗装と、通常の舗装

構成による盛土を構築した。また、不同沈下が

生じる箇所へのアプローチ部として、最上層の

ジオグリッドは下層のジオグリッドよりも長く

した。試験盛土の構築状況を写真-1に示す。拘

束部材は、支柱打込み機を用いて所定の深さま

で打込み、油圧ジャッキを用いて先端部を拡大

させて、最下層のジオグリッドを反力として、

複合剛性層を拘束させる効果がある。拘束部材

の頭部には反力板を設置し、トルクレンチを用

いて、拘束部材に30kNの初期軸力を導入した。

複合剛性層の上部には、層厚 300mm の路盤と

厚さ 50mm のアスファルト舗装を舗設した。 

 実験は、図-2に示した油圧ジャッキをジャッ

キダウンさせ、延長 10m 区間の舗装を強制的に

沈下させて、強制沈下装置との境界に不同沈下

を発生させた。ジャッキを 50mm ずつ段階的に

沈下させることによって不同沈下を発生させ、

最終的に 550mm の不同沈下を発生させた。ま

た、不同沈下発生後には実際の車両を走行させ

て、車両の走行性を確認した。 
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図-2 実物大試験盛土 

 

写真-1 試験盛土の構築状況 
(d) 複合剛性層の完成 

(c) 拘束部材の設置 

(b) 粒状材料の敷均し・締固め 

(a) ジオグリッドの敷設 
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３．地震対策型段差抑制工法の性能 

(1) 段差抑制効果 

不同沈下量 250mm と 550mm における路面

の状況を写真-2 に示す。250mm 強制沈下させ

た時点で、通常の舗装では、路面に亀裂が生じ

始めた。この状態のまま、実験開始から 2 日後

の 2011年 3月 11 日に東北地方太平洋沖地震が

発生し、試験盛土が構築された地域でも震度 5
強の揺れを観測し、防災科学技術研究所の強震

観測網では最大 205gal の加速度が計測された。

地震後には、写真-2(b)に示すように、無対策の

舗装の路面に発生した亀裂は大きく拡大してい

た。一方、複合剛性層を設けた側の舗装の路面

は、地震前後で大きな変化はなく、地震時にお

けるアスファルト舗装の段差抑制効果があるこ

とが実証された。不同沈下量 250mm（地震前

後）と 550mm における路面の沈下量を図-3に

示す。地震対策型段差抑制工法を適用すること

によって、550mm 沈下させても、路面には亀

裂は発生せずになめらかな曲線状に変形し、ア

スファルト舗装の段差抑制対策として有効であ

ることを確認した。 
(2) 車両の走行性 

不同沈下発生後における路面の車両の走行性

を確認するため、写真-3に示すように、実際の

車両を用いた走行実験を行った。通常の舗装で

は、沈下量 250mm の時点で、車両の走行は不

可能となった。一方、複合剛性層を設けた舗装

では、不同沈下量が 550mm に達した状態でも、

車両の走行が可能であった。このとき、車両の

底部と路面の間には 70～100 mm 程度の余裕

があったことから、地震対策型段差抑制工法は

600mm 程度の不同沈下に対しても十分な車両

走行性を確保していると考えられる。なお、車

両走行実験は、写真-3 に示した RV 車の他に、

乗用車とトラックでも実施しており、それぞれ、

600mm 程度の不同沈下に対して、走行が可能

であることを確認している。 

 

複合剛性層なし 複合剛性層あり 

複合剛性層なし 複合剛性層あり 

複合剛性層なし 複合剛性層あり 

(a) 不同沈下量 250mm（地震前） 

(b) 不同沈下量 250mm（地震後） 

(c) 不同沈下量 550mm 
写真-2 不同沈下発生時の路面の状況 
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(a) 不同沈下量 250mm（複合剛性層なし） 

(b) 不同沈下量 550mm（複合剛性層あり） 
写真-3 車両の走行性 
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(3) 段差抑制メカニズム 

 実験後に試験盛土の側面を掘削して、不同沈

下発生箇所における複合剛性層の変形状況を確

認した結果を写真-4に示す。拘束部材は最下層

のジオグリッドを反力として複合剛性層を拘束

した状態を保っていた。不同沈下発生時のジオ

グリッドのひずみと拘束部材の軸力を計測した

結果、不同沈下の境界付近でジオグリッドのひ

ずみと拘束部材の軸力が大きくなる傾向にある

ことが確認されている 2)。これは、不同沈下が

発生する箇所では、ジオグリッドと拘束部材の

拘束効果により、粒状材料のダイレイタンシー

の発生を抑制し、路面の段差抑制効果が発揮さ

れたためと考えられる。 
 
４．複合剛性層の構造物への接続 

(1) 構造物への接続の考え方 
複合剛性層をボックスカルバート等の構造物

上部の路床に構築することにより、大規模な地

震発生時の地盤の不同沈下に伴う路面の段差の

発生を抑制することができることを示した。し

かし、拘束部材の打込み、先端拡大と拘束力導

入の施工上、構造物上部には所定の土被りが必

要となり、所定の土被りに満たない場合は、本

工法の適用が困難であった。そこで、図-4に示

すように、既設または新設のボックスカルバー

トや橋台等の構造物の側面に補強層を接続する

構造について検討を行った。 
(2) 補強層接続部材 
 複合剛性層を構造物の側面に接続する補強層

接続部材の構造を図-5に示す。補強層接続部材

は，①補強層と構造物を接続するアンカーボル

ト（接着系あと施工アンカーで接続）、②ジオグ

リッドが構造物に接することによる損傷を防止

するための樹脂製台座、③ジオグリッドを巻き

付けて、所定の層厚の粒状層を確保する鋼製固

定部材、④補強層接続部を一体化させる固定部

材で構成される。構造物側面への接続イメージ

 

写真-4 複合剛性層の変形状況 
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③鋼製固定部材  

(直径 190.7mm，肉厚 5.3mm) 

④固定部材  

図-5 補強層接続部材の構造 

写真-5 構造物への接続イメージ 

(a) 橋台の側面への接続 

(b) ボックスカルバート側面への接続 
図-4 構造物側面への接続イメージ 
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を写真-5に示すように、アンカーボルトを通し

た樹脂製台座と鋼製固定部材の間にジオグリッ

ドを通して、鋼製固定部材の内側に固定部材を

配置して、鋼製のプレートとナットによって接

続部材を一体化させる構造になっている。 
(3) 補強層接続部材の照査 
 地震対策型段差抑制工法に対する実物大現場

実験では、約 600mm の不同沈下が発生すると、

ジオグリッドには最大で約70kN/mの引張力が

作用した 2)。このとき、写真-6 に示すように、

ジオグリッドは水平面に対して約 20°の角度

で引っ張られることが確認された。この実験結

果に基づいて、図-6に示すような計算モデルを

仮定し、ジオグリッドに作用する引張力がアン

カーボルトに伝達されると考えて、アンカーボ

ルトの引張、せん断、引抜きに対する照査を行

う。アンカーボルトは、600mm の不同沈下に

対して所定の許容値を満足し、さらに、ジオグ

リッドが破断したとしても降伏には至らないも

のとした。鋼製固定部材は、固定部材を支点と

した連続ばりを仮定して、ジオグリッドが破断

する荷重を作用させても、鋼材が降伏しない肉

厚とした。また、固定部材の周辺で鋼製固定部

材に応力が集中する可能性が懸念されたため、

図-7に示すように、鋼製固定部材にジオグリッ

ドの破断荷重に相当する荷重を与える有限要素

解析を実施した。その結果、鋼製固定部材が降

伏するような応力は作用せず、変形量も非常に

小さいことを確認した。また、段差発生後に車

両による荷重（軸重 10t）が作用した場合でも、

アンカーボルトに作用するせん断力は小さく、

鋼製固定部材の変形も十分に小さいことを確認

している。 
(4) 補強層接続部材に対する引張試験 

 補強層接続部材の性能を確認するため、接続

部材に対する引張試験を行った。実験装置を写

真-7 に示す。実験は、構造物を模擬した H 型

鋼に鋼製固定部材を設置して、幅 250mm のジ

 

20° 

写真-6 複合剛性層の変形 
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図-6 補強層接続部材の計算モデル 
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図-7 有限要素解析の結果 

写真-7 実験装置 
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オグリッドを鋼製固定部材に巻き付け、もう一

方のアンカーボルトを通した鋼製固定部材を、

ジオグリッドが破断するまで油圧ジャッキで引

っ張る方法で行い、引張力と引張変位を計測し

た。実験で得られた引張力と引張変位の関係を

図-8に、実験後のジオグリッドと接続部材を写

真-8に示す。なお、図-8の引張力は単位奥行き

あたりの値に換算してある。ジオグリッドは

340～360kN/m の引張力で破断しており、現場

実験で確認された 600mm の段差発生時にジオ

グリッドに作用する引張力（2×70kN/m=140 
kN/m）に対して、約 2.5 の安全率を確保してい

ることを確認した。また、ジオグリッドが破断

するような荷重が作用しても、補強層接続部材

を構成するアンカーボルト、鋼製固定部材、固

定部材に有害な変形は生じないことを確認した。 
 
５．おわりに 
 道路橋示方書の改定により、橋台背面アプロ

ーチ部では地震時における路面の連続性の確保

の必要性が明記された 3)。本報文で示したアス

ファルト舗装の地震対策型段差抑制工法は、最

大 600mm 程度の不同沈下量に対して，車両の

走行性を確保できることから、地震直後におい

ても、緊急車両の通行が可能となり、人命救助

や物資運搬を迅速に行うことができると考えら

れる。今後も、本工法の合理的な設計方法を確

立するための検討を行っていく予定である。 
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写真-8 実験後の補強層接続部材 
(c) 固定部材 

(b) 鋼製固定部材 
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