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(57)【要約】
【課題】道路全体の構築および補修に際し、道路の品質
を維持しつつ容易に施工することができ、インフラ要素
の埋設等をも容易にする舗装道路構造体および施工方法
を提供する。
【解決手段】舗装道路構造体は、道路ユニット１００，
２００によって構成され、道路ユニットは、路面を構成
する表層モジュール１と、表層モジュールの下層に設置
される基礎モジュール２０とを備え、基礎モジュールの
敷設と該表層モジュールの積層によって所望単位のユニ
ットを形成させるものであり、道路ユニットが舗装道路
の幅員方向および延長方向に連続して設置されている。
舗装道路構造体の施工方法は、道路施工予定の適宜領域
を掘削する掘削工程と、路体上に基礎モジュールを敷設
する工程と、基礎モジュールの表面に表層モジュールを
積層する工程とを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　道路ユニットによって構成される舗装道路構造体であって、
　該道路ユニットは、路面を構成する表層モジュールと、該表層モジュールの下層に設置
される基礎モジュールとを備え、該基礎モジュールの敷設と該表層モジュールの積層によ
って所望単位のユニットを形成させるものであり、
　前記道路ユニットが舗装道路の幅員方向および延長方向に連続して設置されていること
を特徴とする舗装道路構造体。
【請求項２】
　前記基礎モジュールは、前記表層モジュールの下位において少なくとも路床モジュール
を含むものである請求項１に記載の舗装道路構造体。
【請求項３】
　前記路床モジュールは、所定の向きを有して形成される下層部と、該下層部に積層され
る上層部とを備え、
　該下層部の上面および該上層部の下面には、それぞれ所定方向に連続する空隙部が形成
されており、
　該下層部および該上層部のそれぞれに形成される前記空隙部を相互に対向させることに
より、所定方向に連通する空間部を形成させるものである請求項２に記載の舗装道路構造
体。
【請求項４】
　前記基礎モジュールは、路体上に敷設される路床モジュールと、該路床モジュール上に
積層される路盤モジュールと、該路盤モジュール上に設置される弾性構造モジュールとを
備え、該路床モジュールの敷設、該路盤モジュールの積層および該弾性構造モジュールの
設置によって所望単位のユニットを形成させるものであり、
　前記表層モジュールは、該弾性構造モジュール上に積層されるものである請求項２に記
載の舗装道路構造体。
【請求項５】
　前記路盤モジュールは、プレキャストコンクリートで形成されたブロック体であり、該
ブロック体の下面および一部の側面に突設された係止突起と、該ブロック体の一部の側面
に穿設され、該係止突起に係合する形状の被係止部とを備えている請求項４に記載の舗装
道路構造体。
【請求項６】
　前記表層モジュールは、プレキャストコンクリートによって構成されている請求項１～
５のいずれかに記載の舗装道路構造体。
【請求項７】
　請求項２～４のいずれかに記載の道路ユニットに用いられる路床モジュールであって、
　１または複数の低発泡の合成樹脂発泡ブロック成形体により構成され、一部の合成樹脂
発泡ブロック成形体にはライフライン要素を挿通するための空間部が形成されていること
を特徴とする路床モジュール。
【請求項８】
　請求項４または５に記載の道路ユニットに用いられる路盤モジュールであって、
　１または複数のプレキャストコンクリートで形成されたブロック体で構成され、該ブロ
ック体の下面および一部の側面に突設された係止突起と、該ブロック体の一部の側面に穿
設され、該係止突起に係合する形状の被係止部とを備えることを特徴とする路盤モジュー
ル。
【請求項９】
　請求項４または５に記載の道路ユニットに用いられる弾性構造モジュールであって、
　構造的性質または物質的性質によって弾性変形可能とした１または複数の材料によって
構成されていることを特徴とする弾性構造モジュール。
【請求項１０】
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　請求項１～６に記載の道路ユニットに用いられる表層モジュールであって、
　１または複数のプレキャストコンクリートによって構成され、少なくとも表面は路面を
形成する平滑面を備えていることを特徴とする表層モジュール。
【請求項１１】
　請求項１～６のいずれかに記載の舗装道路構造体による舗装道路の施工方法であって、
　道路施工予定の適宜領域を掘削する掘削工程と、路体上に基礎モジュールを敷設する工
程と、該基礎モジュールの表面に前記表層モジュールを積層する工程とを含むことを特徴
とする舗装道路の施工方法。
【請求項１２】
　請求項１～６のいずれかに記載の舗装道路構造体による舗装道路の補修工事方法であっ
て、
　補修すべき部分を含む道路ユニットについて、該道路ユニットの全部または一部を撤去
する工程と、新たな道路ユニットを構築する工程とを含むことを特徴とする舗装道路の補
修工事方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　舗装道路構造体と、その舗装道路構造体を使用する舗装道路の施工方法および補修方法
に関し、特に、所定単位のユニットを形成する道路ユニットを使用するものに関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な舗装道路の施工方法は、周知のとおり、道路を施工する範囲を適宜深さまで掘
削し、掘削させた後の基礎地盤を路体として、その路体の表面に路床を構築し、さらに路
盤を構築したうえで舗装面を構成するものである。舗装面はアスファルト舗装のほかにコ
ンクリート舗装があり、いずれの場合も路面が平滑に構築されるものである。路盤は、専
ら採石等を堆積して構築され、路面等の上層の分布荷重を受け止めて舗装部分全体を維持
する機能を有し、路床は、専ら砂等を堆積して構築されるものであり、上層の路盤の不陸
および下層の路体の不陸を解消させつつ、上層の分布荷重を路体に伝達する機能を有して
いる。また、路床には、情報通信用のケーブルや上下水道用の配管等が埋設され、インフ
ラ整備に供されるものである。
【０００３】
　ところで、上述の場合には、掘削工事、土砂の堆積工事および舗装工事によることとな
るが、これらは全て施工現場において実施されるものであり、構築される舗装道路の品質
は、現場における熟練者の能力に頼ることとなっていた。また、これらの工事が施工現場
で構築されることから、工事期間が長期化し、雨天における工事不能な期間等を含めると
さらに工事期間が長期化することとなっていた。工事期間の長期化は、特に、補修工事に
おいて、当該道路を通行できない期間が長期化するという問題点を招来することとなって
いた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－１２８００６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述のような工事の長期化を解消すべく、従来は、プレキャストコンクリート版を製造
し、これを接合することにより、広範囲における舗装面を構築する方法があった（特許文
献１参照）。この技術は、老朽化した床版の取り替えや道路の舗装を短い工事期間で施工
することを目的とするものであった。



(4) JP 2019-78003 A 2019.5.23

10

20

30

40

50

【０００６】
　ところが、前掲の従来技術は、舗装面に関する工事期間の短縮を図るものであり、道路
全体、すなわち路盤および路床を含めた構成全体の施工に至るものではなかった。特に、
橋梁における床版、空港のエプロン舗装または駐車場施工のように、地中（路床）にイン
フラ要素を埋設する必要のない場所における舗装面の構築または補修として使用させるも
のである。そのため、地中（路床）にインフラ要素を埋設し、またはインフラ要素を追加
または修理することまで想定されていないものであった。
【０００７】
　本発明はこのような事情に鑑みて為されたものであり、道路全体の構築および補修に際
し、道路の品質を維持しつつ容易に施工することができ、インフラ要素の埋設等をも容易
にする舗装道路構造体および施工方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者はこの課題を解決すべく鋭意研究した結果、道路に必要な要素を所定単位のユ
ニットとして構築し、これを接合することにより道路を構築することを着想した。この着
想を発展させ、具体化することにより、以降に述べる本発明を完成するに至った。
【０００９】
≪舗装道路構造体≫
（１）本発明の舗装道路構造体は、道路ユニットによって構成されるものであって、該道
路ユニットは、路面を構成する表層モジュールと、該表層モジュールの下層に設置される
基礎モジュールとを備え、該基礎モジュールの敷設と該表層モジュールの積層によって所
望単位のユニットを形成させるものであり、前記道路ユニットが舗装道路の幅員方向およ
び延長方向に連続して設置されていることを特徴とする。
【００１０】
（２）本発明の舗装道路構造体によれば、基礎モジュールと表層モジュールによって所望
単位の道路ユニットが形成され、この道路ユニットを舗装道路の幅員方向および延長方向
に連続させることにより、道路全体を構築させることができる。これらの各モジュールは
予め向上において製造されたものであり、道路施工現場においては、所定の手順にしたか
って設置することにより舗装道路構造体を構成することができる。この舗装道路構造体は
、道路ユニットを単位として構築されることから、新設道路の施工にあっては、道路の施
工予定範囲を広範に掘削する必要がなく、また、現場において全てを構築する必要がない
。道路の補修工事にあっては、補修箇所の道路ユニットのみを交換することが可能となる
。
【００１１】
　インフラ要素は、基礎モジュールに埋設されることにより、道路ユニットを構成する一
部のモジュールを使用することにより容易に埋設することができる。具体的には、基礎モ
ジュールに予め空間部を構成しておくことにより、当該空間部を使用してインフラ要素を
設置することが可能となる。
【００１２】
（３）本発明に係る基礎モジュールは、路床モジュールのみで構成してもよいが、路体上
に敷設される路床モジュールと、該路床モジュール上に積層される路盤モジュールと、該
路盤モジュール上に設置される弾性構造モジュールとを備える構成としてもよい。この場
合、該路床モジュールの敷設、該路盤モジュールの積層および該弾性構造モジュールの設
置によって所望単位の基礎ユニットを形成させることができる。
【００１３】
　路床モジュールのみで基礎ユニットを構築する場合は、歩道のように比較的路面に与え
る荷重が小さい道路の構築に利用され、車道のように路面に高荷重が作用する道路では、
路床モジュールのほかに、路盤モジュールおよび弾性構造モジュールが積層される。路面
等の上層の分布荷重を受け止めて舗装部分全体を維持するためである。
【００１４】
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　路床モジュールは低発泡の合成樹脂発泡ブロック成形体によって構成することができ、
この合成樹脂発泡ブロック成形体に予め空間部を構成することにより、構築後の路床には
、インフラ要素を埋設することができる空間を形成することができる。例えば、路床モジ
ュールの空間部を連続して配置することにより、所定長さの貫通孔が形成されることとな
るから、この貫通孔に情報通信用のケーブルや上下水道用の配管等を挿通させることがで
きる。このときの各種管等をも予め設置する場合には、当該管等を順次連結しつつインフ
ラ要素を構築することができる。
【００１５】
（４）本発明に係る路床モジュールは、適当な形状の単なる合成樹脂発泡体によるブロッ
ク状に構成してもよいが、所定の向きを有して形成される下層部と、該下層部に積層され
る上層部とを備え、該下層部の上面および該上層部の下面には、それぞれ所定方向に連続
する空隙部が形成されており、該下層部および該上層部のそれぞれに形成される前記空隙
部を相互に対向させることにより、所定方向に連通する空間部を形成させるものとしても
よい。
【００１６】
　本発明に係る路床モジュールによれば、下水道管などの大型のインフラ要素は、上下に
区分された二つのブロックに跨がって埋設することができる。インフラ要素として上下水
道を埋設する場合、下位の路床モジュールを設置した後に、埋設管を設置すれば、路床の
構築とともにインフラ要素の埋設工事も同時に行うことが可能となる。なお、下水管の敷
設を前提とする場合は、予め所定の勾配が形成されるように空隙部に勾配を設けることが
好ましい。
【００１７】
（５）本発明に係る路盤モジュールは、プレキャストコンクリートで形成されたブロック
体であり、該ブロック体の下面および一部の側面に突設された係止突起と、該ブロック体
の一部の側面に穿設され、該係止突起に係合する形状の被係止部とを備える構成とするも
のである。
【００１８】
　路盤は、本来的に深さ数十ｃｍ程度に採石等を堆積させる構成であるから、路盤モジュ
ールは肉厚を数十ｃｍとする平板状のプレキャストコンクリートで形成したものを使用す
ることができる。この場合、幅員方向および延長方向に連結させるための係止手段を構成
することが好ましい。また、下面に係止突起を構築することにより路床モジュールとの連
結を可能としている。すなわち、路床モジュールが合成樹脂発泡ブロック成形体である場
合は、係止突起が当該合成樹脂発泡体を変形させる状態で侵入させることとなる。なお、
下層の路床モジュールとしては、路盤モジュールの下面に形成される係止突起が係入でき
る被係止部（凹部）を予め構築したもの使用してもよく、また、路盤モジュールは、一層
で構成される場合に限らず、二層に分けて構成してもよい。
【００１９】
≪各モジュール≫
　道路ユニットを構成する各モジュールは、道路ユニットを構成するための要素としての
みならず、部品として個々のモジュールとして把握することができる。この場合、路床モ
ジュールは、１または複数の低発泡の合成樹脂発泡ブロック成形体により構成され、一部
の合成樹脂発泡ブロック成形体にはライフライン要素を挿通するための空間部が形成され
ていることを特徴とするものと把握できる。
【００２０】
　また、路盤モジュールは、１または複数のプレキャストコンクリートで形成されたブロ
ック体で構成され、該ブロック体の下面および一部の側面に突設された係止突起と、該ブ
ロック体の一部の側面に穿設され、該係止突起に係合する形状の被係止部とを備えること
を特徴とするもの、弾性構造モジュールは、構造的性質または物質的性質によって弾性変
形可能とした１または複数の材料によって構成されていることを特徴とするものと把握で
きる。さらに、表層モジュールは、１または複数のプレキャストコンクリートによって構
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成され、少なくとも表面は路面を形成する平滑面を備えていることを特徴とするものと把
握できる。
【００２１】
≪舗装道路の施工方法≫
　本発明は、道路ユニットによって構成される舗装道路構造体のほか、道路ユニットを構
成するモジュールを使用した舗装道路の施工方法としても把握できる。この場合の舗装道
路の施工方法は、道路施工予定の適宜領域を掘削する掘削工程と、路体上に基礎モジュー
ルを敷設する工程と、該基礎モジュールの表面に前記表層モジュールを積層する工程とを
含むことを特徴とするものと把握できる。ここで、基礎モジュールは、路床モジュールの
みが積層される場合もあるが、路床モジュールの上層に路盤モジュールおよび弾性構造モ
ジュールが積層される場合もある。
【００２２】
　本発明に係る舗装道路の施工方法によれば、広範に掘削することが要求されず、限られ
た適宜領域を掘削し、掘削されている範囲においてのみ道路ユニットを構築することがで
きる。この道路ユニットを幅員方向および延長方法へ連続して構築させることにより、所
定の範囲における舗装道路を施工することができる。従って、極めて限定的な領域ごとに
、施工現場での路床等の構築を要せず、容易に舗装道路を構築することができることとな
る。
【００２３】
≪舗装道路の補修工事方法≫
　本発明は、さらに舗装道路の補修工事方法としても把握できる。この場合の舗装道路の
補修工事方法は、補修すべき部分を含む道路ユニットについて、該道路ユニットの全部ま
たは一部を撤去する工程と、新たな道路ユニットを構築する工程とを含むことを特徴とす
るものと把握できる。
【００２４】
　本発明に係る舗装道路の補修工事方法によれば、補修すべき部分の道路ユニットを交換
することで補修を完了させることができる。このときの道路ユニットを構成する各モジュ
ールは、その全部を交換する必要はなく、破損や老朽化した一部のモジュールのみを交換
することでもよい。
【００２５】
≪その他≫
　本発明で使用するユニットおよびモジュールの用語は、単一体のみを指すものではなく
、複数が集合した状態であってもよい。すなわち、道路ユニットは、各モジュールが結合
した状態のみを意味するものではなく、施工現場で積層された結果として構築された集合
体をも意味する。そして、ユニットとしているのは、所定の大きさを単位として区分可能
であることを意味している。また、同様にモジュールは、単一の部材としての意味に限ら
ず、複数の部材の集合体をも意味するものであり、例えば、同種または異種のブロック体
を積層することにより一塊のモジュールを形成する場合がある。
【００２６】
　また、上述の舗装道路の施工方法は、道路ユニットの使用方法、各モジュールの使用方
法として把握することができる。同様に、舗装道路の補修工事方法についても道路ユニッ
トまたは各モジュールの使用方法として把握することができる。
【００２７】
　なお、本明細書では、歩道というときは、車両が通行しない舗装道路を意味し、専らイ
ンフラ要素が埋設される領域の代表的な意味で使用することがある。また、車道というと
きは、専ら車両の通行を予定した舗装道路を意味するが、インフラ要素を埋設しない領域
の代表的な意味で使用する場合がある。単一舗装道路においても路肩が歩道であり、中央
が車道となる場合もあり得る。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
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【図１】道路ユニットの一例を示す模式図である。
【図２】路床モジュールの一例を示す概略図である。
【図３】路盤モジュールの一例を示す概略図である。
【図４】舗装道路の施工方法の一例を示す模式図である。
【図５】舗装道路の施工方法の一例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　上述した本発明の構成要素に、本明細書中から任意に選択した一つまたは二つ以上の構
成要素を付加し得る。本明細書で説明する内容は、本発明の舗装道路構造体のみならず、
道路ユニットまたはそれを構成する個々のモジュールにも該当し、さらに、工事方法にも
適宜該当する。いずれの実施形態が最良であるか否かは、対象、要求性能等によって異な
る。
【００３０】
≪道路ユニット≫
　道路ユニットは、複数のモジュールを積層して構成されるものであり、個々のモジュー
ルが所定の位置に配置されることで全体として形成されるものである。最上層には、表層
モジュールが積層され、下層には基礎モジュールが設けられる。この基礎モジュールは、
用途に応じて適宜必要な個別のモジュールが設けられる。なお、最上層の表層モジュール
は、舗装路面を構成するものであり、一般的な道路表面となるものである。
【００３１】
　道路ユニットの形態としては、二種類に大別することができる。第１の形態は、表層モ
ジュールの下層に路床モジュールが設けられた構成であり、基礎モジュールが路床モジュ
ールのみで形成される形態である。この形態の道路ユニットは、路面からの荷重が比較的
小さい歩道などに適用される。第２の形態は、基礎モジュールとして、路床モジュールの
ほかに、路盤モジュールおよび弾性構造モジュールを用いた構成である。具体的には、路
体の表面に路床モジュールが敷設され、その上に路盤モジュールが積層され、さらに弾性
構造モジュールが積層されたうえで、表層モジュールが最上層として配置された構成であ
る。この形態の道路ユニットは、路面からの荷重が比較的大きい車道などに適用される。
【００３２】
　なお、道路ユニットは、所望単位をもってユニット化した状態であり、各ユニットが単
数である場合もあるが、一部または全部のモジュールが複数の集合体で構成される場合も
あり得る。
【００３３】
　これらの具体例を図１（ａ）および（ｂ）に示す。図１（ａ）は前述の第１の形態を具
体化したものであり、図１（ｂ）は、前述の第２の形態を具体化したものである。なお、
図において、各モジュールは、平面視における面積を同じもとし、それぞれを積層するこ
とにより、道路ユニット１００，２００を形成するものとしているが、これらのモジュー
ルは、平面視において複数に分割した（区分された）小型のモジュールを集合させた形態
もあり得る。
【００３４】
　第１の形態の道路ユニット１００は、図１（ａ）に示しているように、表層モジュール
１と、上下に積層された二つの路床ユニット２によって構成したものである。この場合の
基礎モジュール２０は、二つの路床モジュール２のみによって構成されたものである。
【００３５】
　図示のように、各モジュール１，２は、本来的には個別に製造され、施工現場において
一体化されるものである。施工現場においては、単に整列および積層する程度の単純な作
業であり、予定した大きさを有する各モジュール１，２を積層することにより、道路ユニ
ット１００が形成できるようになっている。ただし、複数の道路ユニット１００を連続さ
せる場合には、隣接する部分の連結を要する場合がある。
【００３６】
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　第２の形態の道路ユニット２００は、図１（ｂ）に示しているように、基礎モジュール
２０が、路床モジュール２、路盤モジュール３および弾性構造モジュール４によって構成
されたものである。最下層には、路体に埋設されるべき路床モジュール２が設けられ、そ
の上層に路盤モジュール３を積層し、土台部分が形成され、さらに表層モジュール１との
中間に弾性構造モジュール４が配置されるように、この弾性構造モジュール４を路盤モジ
ュール３の上層に配置している。
【００３７】
≪路床モジュール≫
　路床モジュールは、路体に埋設されるものであり、路体の不陸を吸収するとともに、路
面等から作用する分布荷重を路体に伝達し、道路ユニット全体を支えるものである。また
、上部に積層される他のモジュールに生じる不陸を吸収させる機能を発揮させる場合もあ
る。具体的には、低発泡の合成樹脂発泡ブロック成形体によって構成することができ、合
成樹脂発泡ブロックの変形性を利用して、路体等の不陸を吸収させることができる。路体
は、舗装道路構築領域を掘削することにより、掘削底部の地盤によって構成されることか
ら、建設機械または手作業により地盤表面を平滑化した場合でも少なからず不陸が発生す
る。そこで、従来は砂の堆積により不陸を吸収させていた。これに対し、合成樹脂発泡ブ
ロック成形体を敷設することにより、上述の現場作業を不要にするのである。また、路床
モジュールとして使用する合成樹脂発泡ブロック成形体は、低発泡による適宜強度（圧縮
強度）を有することから、分布荷重に対する耐久性を発揮させることができる。発泡率は
、発泡ビーズの種類によっても異なり、要求される耐荷重によっても異なるが、これらに
応じて適宜調整されるものである。
【００３８】
　この合成樹脂発泡ブロック成形体は、成形性に優れることから、種々の形状に成形する
ことが可能であり、インフラ要素を埋設する際に、当該インフラ要素の大きさ・形状に応
じて所望の空隙を形成することができる。インフラ要素の延伸方向に連続する空間部（例
えば貫通孔）を設けることも可能であり、表面（上面または下面）に切欠き状の空隙部を
形成することも容易である。なお、インフラ要素を路床モジュールに埋設することにより
、当該インフラ要素は、低発泡の合成樹脂発泡ブロック成形体によって包囲されることと
なり、その保護を可能にすることができる。すなわち、合成樹脂発泡ブロックの変形性お
よび耐荷重性により、インフラ要素の周辺に作用する分布荷重は合成樹脂発泡ブロックに
よって支えるとともに、インフラ要素の表面に対しては柔軟に当接して、損傷の原因を抑
制することができる。
【００３９】
　これらの具体例を図２（ａ）～（ｃ）に示す。各図は、いずれも低発泡の合成樹脂発泡
ブロック成形体によって形成された路床モジュールを示している。説明の便宜上、１個の
合成樹脂発泡ブロック成形体によって１個の路床モジュールが形成されるものとしている
。図２（ａ）に示す第１の形態の路床モジュール２Ａは、上面２１に空隙部２２を形成し
たものである。この形態の路床モジュール２Ａの全体は、例えば、直方体に成形すること
により長手方向（所定の方向）を有する構成としており、空隙部２２は、その長手方向に
連続して設けられている。また、図２（ｂ）に示す第２の形態の路床モジュール２Ｂは、
下面２３に空隙部２４を形成したものである。この形態の路床モジュール２Ｂについても
、長手方向（所定の方向）を有し、空隙部２４は長手方向に連続して形成されている。
【００４０】
　上記の二つの形態による路床モジュール２Ａ，２Ｂは、両者を積層することにより、空
隙部２２，２４を一体化させた空間部を形成することができるものである。具体的には、
これらの路床モジュール２Ａ，２Ｂを同じ形状で構成しておき、第１の形態の路床モジュ
ール２Ａを下層とし、第２の形態の路床モジュール２Ｂを上層とするのである。この積層
により、第１の路床モジュール２Ａの上面２１と第２の路床モジュール２Ｂの下面２３と
が当接することとなり、二つの空隙部２２，２４が対向する状態で一体的な空間部を形成
させることができるのである。なお、両路床モジュール２Ａ，２Ｂは、空隙部２２，２４
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を対向させて一体の空間部を掲載させるため、同じ形状としたが、肉厚（高さ寸法）につ
いては、形成するべき路床の高さに応じて適宜変更が可能である。
【００４１】
　ところで、第１および第２の形態の路床モジュール２Ａ，２Ｂは、長手方向を横向きと
して配置することにより空間部も横向きとして形成させることができる。同種の路床モジ
ュール２Ａ，２Ｂを同じように積層し、さらに複数を長手方向に連続させることにより、
空間部を連続させることができる。このときの空間部は、路床モジュール２Ａ，２Ｂが連
続する長さに相当する長尺なものとなり、所望の長さを有するインフラ要素を当該空間部
に埋設することが可能となる。なお、インフラ要素が下水管である場合には、所望の勾配
を設ける必要があるため、個々の路床モジュール２Ａ，２Ｂの空隙部２２，２４に勾配を
形成させるほか、これに連続する路床モジュールについては、さらに勾配が継続される状
態として空隙部２２，２４を形成したものが用いられることとなる。
【００４２】
　他の形態として、図２（ｃ）に第３の形態の路床モジュール２Ｃを示す。この形態の路
床モジュール２Ｃも前記の他の形態と同様に、長手方向（所定の方向）を有する形状（例
えば、直方体）に形成されている。この路床モジュール２Ｃには、その長手方向両側に位
置する一方の端面２５から他方の端面２６に至って貫通する空間部（貫通孔）２７，２８
が設けられている。従って、この空間部２７，２８にインフラ要素を挿入することが可能
となっていえるのである。この第３の形態の路床モジュール２Ｃは、二つの路床モジュー
ル２Ａ，２Ｂを積層して空間部を形成されるものとは異なり、単独の合成樹脂発泡ブロッ
ク成形体によってインフラ要素を保持することができる。そして、この空間部２７，２８
が連続するように同種の路床モジュールを所定方向へ連続させることにより、当該路床モ
ジュール２Ｃが連続する範囲においてインフラ要素を埋設することが可能となる。
【００４３】
≪路盤モジュール≫
　路盤モジュールは、路床モジュールの上層として積層されるものであり、路面等から受
ける分布荷重を路床モジュールに伝達するものである。この路盤モジュールは、十分な強
度を有するもので構成され、上層部分の全体を維持する機能を発揮させるものである。具
体的にはプレキャストコンクリートのブロック体によって構成され、表層モジュールを含
めた上層部分が荷重により変形しないように土台として機能させている。
【００４４】
　プレキャストコンクリートのブロック体は、路盤を構成するための所定の肉厚（高さ）
を有し、路面全体を下方から支持できる十分な面積を有するものが好ましい。そのため、
例えば、直方体に成形されたブロック体を使用することができる。また、プレキャストコ
ンクリートは、高強度を得るために内部に必要な鉄筋を配筋した鉄筋コンクリート（ＰＲ
Ｃ）としてもよい。
【００４５】
　路盤モジュールは、所定の肉厚（高さ）を有するブロック体を路床モジュールに積層さ
せることにより路盤を形成するものである。形成された路盤が強固となるように、接合す
る各路盤モジュールは、相互に連結されることが好ましい。そこで、水平方向に連続する
複数の路盤モジュールは、一方に係止突起が形成され、他方に被係止部（凹部）が形成さ
れることにより、これらを嵌合させて強固に連結させることができる。また、路盤モジュ
ールの下層には路床モジュールが積層されていることから、この路床モジュールとの一体
性を確保するために、路盤モジュールの下面側にも係止突起を設けることが好ましい。な
お、下層の路床モジュールには、当該係止突起と嵌合できる被係止部（凹部）を形成する
構成としてもよいが、係止突起によって路床モジュール上面を変形させつつ一体化させる
構成でもよい。
【００４６】
　この路盤モジュールの具体例を図３に示す。図はプレキャストコンクリートによるブロ
ック体の外観を示しており、（ａ）～（ｃ）はいずれも同じ路盤モジュールである。この



(10) JP 2019-78003 A 2019.5.23

10

20

30

40

50

形態の路盤モジュール３は、図示のように、全体形状として、例えば略直方体とすること
ができる。ブロック体には、片方の端面３１に係止突起３２，３３が、他方の端面３４に
被係止部（凹部）３５，３６が設けられている。従って、複数の同種形態の路盤モジュー
ル３は、一方の路盤モジュール３の被係止部（凹部）３５，３６に対し、他方の路盤モジ
ュール３の係止突起３１，３２を嵌合させることにより、両者は一体化した長尺な層を形
成することができるのである。
【００４７】
　また、図示を省略しているが、路盤モジュールの側面についても、片側端面に係止突起
と、他方側端面に被係止部（凹部）を形成することにより、短尺方向へも連結された一体
化したブロックを形成することができる。さらに、この形態の路盤ブロック３は、下面３
７においても係止突起３８，３９を設けており、下層の路床モジュールとの一体化を可能
にしている。
【００４８】
　前述のように、路盤モジュール３は、連結すべき端面３１，３４，３７のそれぞれに、
係止突起３２，３３，３８，３９または被係止部（凹部）３４，３５を形成し、連結時に
おいて一体化させるものとしているが、これらの係止突起および被係止部（凹部）の形状
や大きさまたは数等については、適宜変更することができる。図示の形態は、説明の便宜
上、各面において各２個とし、それぞれ円形断面として示しているが、数は適宜増減する
ことができ、形状は他の形状（例えば矩形断面）であってもよい。また、下面３７の係止
突起３８，３９に代えて、無数の針状突起として構成してもよい。前述のように、下面３
７は路床モジュール（合成樹脂発泡ブロック成形体）に当接することから、このような針
状突起の場合は、路床モジュール（合成樹脂発泡ブロック成形体）に被係合部（凹部）を
設けることなく、路床モジュールに侵入させて一体化させることができる。また、側面に
設けられる係止突起３２，３３は、道路の幅員方向または延長方向の末端に配置されるも
のについては、敢えて備えない構成とすることができる。
【００４９】
≪弾性構造モジュール≫
　弾性構造モジュールは、構造的性質により弾性変形可能な材料によって構成する場合と
、物質的性質により弾性変形可能な材料による場合とがある。構造的性質による弾性変形
可能な材料とは、バネ状構造を有するような場合を意味し、具体的には、金属状の線状部
材を螺旋状態の長尺な円筒体に構成し、この円筒体の軸線を横向きに配置するようなもの
である。他方、物質的性質による弾性変形可能な材料とは、材料そのものが弾性変形する
ようなものであり、具体的には、エラストマなどを使用した板状部材がある。
【００５０】
　螺旋状円筒部材を使用する場合は、所定の長さおよび面積を有する程度に複数の円筒部
材を並列して所定の大きさのモジュールが構成される。他方、エラストマ等による板状部
材は、所望の面積と厚さで構成され、路盤モジュールの表面に積層される。
【００５１】
　なお、弾性構造モジュールを路盤モジュールに一体的に積層するために、路盤モジュー
ルの上面にも少数の針状突起または棒状突起を形成し、弾性構造モジュールを貫通させる
構成とすることができる。特に、弾性構造モジュールがエラストマで構成される場合には
、棒状突起を貫通させることにより、容易に一体化させることができる。
【００５２】
≪表層モジュール≫
　表層モジュールは、路面を構成するものであり、その表面は平滑な状態として構成され
るものである。この表層モジュールは、例えば、車道の場合には、車両からの荷重を受け
て、下層に対して分散して伝達することで舗装路面としての耐久性を維持し、継続して舗
装路面として機能し得るものである。
【００５３】
　そのために、具体的には、プレキャストコンクリートの板状部材によって構成されるも
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のである。このプレキャストコンクリートによる板状部材は、親水性、耐久性およびすべ
り抑制性等を発揮させるため、コンクリートの混和剤が調整されている。また、下層への
荷重を軽減するために、軽量化される混和剤が使用される。プレキャストコンクリートは
、強度を得るために、内部に鉄筋を配筋してなる鉄筋コンクリート（ＰＲＣ）で構成する
ことができる。
【００５４】
　ところで、表層モジュールは、路面を構成することから、道路の幅員方向および延長方
向に連続して設けられることを前提としている。そのため、周縁部には連結用の部材が配
置されるものである。例えば、機械的に連結する場合には、ボルトおよびナットによるこ
ともあり、複数枚を同時に締着させる場合には、表層モジュールの表面に平行な締着部材
を挿通させ、両端を固定して締着するなどの方法があり得る。
【００５５】
≪舗装道路の施工方法≫
　舗装道路の施工方法は、施工現場において必要な各種のモジュールを積層し、道路ユニ
ットを構築することにより実施される。道路ユニットは、所定単位で構成されることから
、この道路ユニットを連続して幅員方向および延長方向に構成することにより、道路全体
が構築されるものである。
【００５６】
　道路ユニットは、前述のとおり、要請される道路の種類等により、また、埋設されるイ
ンフラ要素の有無または内容に応じて適宜変更される。例えば、歩道を構築する場合には
、路床モジュールと表層モジュールのみにより道路ユニットが構成され、路床モジュール
のうち、インフラ要素が埋設される領域か、埋設不要な領域かに応じて異なる構成となる
。また、車道を構築する場合には、路床モジュール上に路盤モジュールと弾性構造モジュ
ールが積層され、その上層に表層モジュールが積層される構成となる。なお、車道にもイ
ンフラ要素を埋設する場合には、最下層の路床モジュールは、当該インフラ要素が埋設さ
れる領域と不要な領域では構成が異なることとなる。また、これらの異なる構成の道路モ
ジュールは、幅員方向の位置（路肩付近か中央付近か）によって区分されることがあり、
このような場合にあっては、異なる種類の道路ユニットを幅員方向に区分されつつ設置し
、その状態を維持しながら延長方向に連結されることとなる。
【００５７】
≪歩道の施工方法≫
　歩道を構築する場合の具体例を図４に示す。図は同一箇所を断面で示すものであり、（
ａ）から順次（ｆ）に至る順序で施工されるものである。まず、図４（ａ）に示されるよ
うに、道路の建設予定場所は掘削され、その掘削部分の底面には路体１０が形成される。
路体１０は、道路建設予定地の地盤そのものであり、地質によっては地盤改良が行われる
こともあるが、特別な場合を除けば、一般的な掘削工事によって路体１０が構築される。
【００５８】
　次に、路体１０の表面に路床モジュール２が敷設される（図４（ｂ）参照）。ここで敷
設される路床モジュールは、一部（図中では右半分）には、通常の路床モジュール（単な
る直方体の発泡体）２が敷設されるが、残りの一部（図では左半分）には、上面に空隙部
を有する形態の路床モジュール２Ａが敷設される。この空隙部を有する形態の路床モジュ
ール２Ａを敷設する場所はインフラ要素が埋設されるべき領域としているからである。従
って、この領域における路床モジュール２Ａの空隙部には、インフラ要素（インフラ要素
の部品またはインフラ要素そのもの）５，６が設置される（図４（ｃ）参照）。
【００５９】
　この後、上層に他の路床モジュール２が積層される（図４（ｄ）参照）。このとき、イ
ンフラ要素５，６が設置された領域には、下面に空隙部を有する路床モジュール２Ｂが積
層される。これにより、インフラ要素５，６は、路床モジュール２Ａ，２Ｂによって包囲
された状態となる。インフラ要素５，６が設置されない路床モジュール２には、これまた
通常の路床モジュール２が積層される。
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【００６０】
　さらに、所定の高さまで路床モジュール２を積層することにより、路面を構築できる状
態となり（図４（ｅ）参照）、この上層に表層モジュール１を積層するのである（図４（
ｆ）参照）。このとき、構築される道路ユニットは、いずれも路床モジュールのみの積層
によるものであり、第１の形態の道路ユニット１００である。ただし、厳密には、インフ
ラ要素が埋設されるタイプの道路ユニット１００Ａと、埋設されないタイプの道路ユニッ
ト１００Ｂに区別することができる。なお、この図における道路ユニット１００Ａ，１０
０Ｂは、表層モジュール１の１枚分をもって所定単位としている。
【００６１】
≪車道の施工方法≫
　車道を構築する場合の具体例を図５に示す。この図においても同一箇所を断面で示すも
のであり、やはり（ａ）から順次（ｆ）に至る順序で施工されるものである。図５（ａ）
に示されるように、車道の施工においても、道路の建設予定場所を掘削することにより路
体１０が構築されるものである。
【００６２】
　これに続き、路床モジュール２が敷設される（図５（ｂ）参照）。このときの路床モジ
ュール２は、２個の合成樹脂発泡ブロック成形体を積層した形態とし、上層に積層すべき
他のモジュールの積層領域を確保している。二層目（上位）の路床モジュールは、基本的
には一層目（下位）の路床モジュールと同じ形態であるが、上層に積層される路盤モジュ
ール３の下面に設けられる係止突起の係入を受けるための被係止部（凹部）が構成された
ものとしている。
【００６３】
　そこで、この二層目（上位）の路床モジュール２に路盤モジュール３を積層するのであ
る（図５（ｃ）、（ｄ）参照）。路盤モジュール３には、下面に係止突起が設けられたも
のが使用され、上述のように路床モジュール２の被係止部（凹部）に係止突起を係入しつ
つ積層される。このとき、片方の路盤モジュール（図の左側）３は、側面に被係止部（凹
部）が形成されたものが使用され（図５（ｃ）参照）、側面に係止突起が形成された路盤
モジュール（図の右側）は、当該係止突起を被係止部（凹部）に係入させつつ、さらに路
床モジュール２に積層されるものである（図５（ｄ）参照）。このように、側方に隣接す
る路盤モジュール３が相互に係止されることにより、全体として連続する路盤が構築され
るのである。なお、路盤モジュール３の上面には、棒状突起３０が設けられたものが使用
され、後述の弾性構造モジュールおよび表層モジュールとも連結可能としている。なお、
被係止部（凹部）有する路盤モジュール３（図中左側）は、敢えて係止突起を有しない形
態のものが使用されている。
【００６４】
　引き続き、路盤モジュール３の上層に弾性構造モジュール４が積層される（図５（ｅ）
参照）。ここでは、物質的性質により弾性変形可能な材料（例えばエラストマ等）によっ
て板状に形成されたものが使用されている。これを路盤モジュール３の棒状突起３０によ
って貫通された状態で積層するものである。弾性構造モジュール４は、複数の路盤モジュ
ール３に跨がるように設置されることにより、路盤モジュール３の上面の不陸を吸収させ
るようにしている。
【００６５】
　最後に表層モジュール１が積層されることにより車道が構築される（図５（ｆ）参照）
。このとき、表層モジュール１に対しても路盤モジュール３の棒状突起３０の先端が到達
するように配置される。この棒状突起３０が表層モジュール１に到達することにより、表
層モジュール１の位置を固定化するのである。なお、棒状突起３０を設ける場合には、表
層モジュール１の下面側に被係入部（凹部）を構成したものが使用される。また、棒状突
起３０を設けない場合には、表層モジュール１のみにより隣接する他の表層モジュール１
との間で連結されることとなる。
【００６６】
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　上述の工程により構築される道路ユニット２００は、弾性構造モジュール４の１枚分を
もって単位としている。図５では、道路の幅員方向に１枚の弾性構造モジュール４が積層
され、単一の道路ユニット２００によって幅員方向全域が構築されている状態となってい
るが、これは説明の便宜であって、現実には、幅員全体には複数枚が使用されるものであ
る。その際には、複数の道路ユニットが構成されるとともに、幅員方向に連続されること
となる。また、同様に道路の延長方向に対しても多数の道路ユニットが連続され、道路全
体が構築されることとなる。
【００６７】
≪舗装道路の補修工事方法≫
　上述のように構築される歩道および車道は、補修工事にあっては、補修すべき道路ユニ
ットを単位として工事することができる。例えば、インフラが埋設される歩道の補修工事
の場合であって、インフラ要素を変更する場合には、図４（ｆ）に示される道路ユニット
のうちの一方（図中左側）１００Ｂのみを対象とすればよいものとなる。図４に示される
インフラ要素５，６の変更または修繕する際には、その道路モジュール１００Ｂの表層モ
ジュール１を撤去し、さらに上層に積層される路床モジュール２を順次撤去し、変更する
インフラ要素が埋設される路床モジュール２を交換することとなる。このとき、他の道路
ユニット（他方の道路ユニット１００Ａ）は、撤去または解体することなく当該部分のみ
について工事することができる。
【００６８】
　また、車道における一部の路盤モジュール３を交換する場合には、対象となる道路ユニ
ット２００について、表層モジュール１および弾性構造モジュール４を撤去し、交換すべ
き路盤モジュール３を交換すればよい。なお、車道および歩道のいずれの場合であっても
、表層モジュール１を交換する場合は、道路ユニット１００，２００を構成する表層モジ
ュール１のみを撤去し、交換すればよいものである。
【符号の説明】
【００６９】
１　表層モジュール
２，２Ａ，２Ｂ　路床モジュール
３　路盤モジュール
４　弾性構造モジュール
５，６　インフラ要素
１０　路体
２０　基礎モジュール
２１　路床モジュール上面
２２　空隙部
２３　路床モジュール下面
２４　空隙部
２５，２６　路床モジュール端面
２７，２８　空間部（貫通孔）
３０　棒状突起
３１，３４　路盤モジュール端面
３２，３３，３８，３９　係止突起
３５，３６　被係止部（凹部）
３７　路盤モジュール下面
１００，１００Ａ，１００Ｂ，２００　道路ユニット
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