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コンクリート舗装の凍上対策

国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所寒地保全技術研究グループ寒地道路保全チーム研究員  上　野　千　草

１.はじめに

近年、社会資本整備費や維持管理コス
トの縮減が求められている。道路舗装分
野においては高耐久化・長寿命化による
ライフサイクルコストの縮減が要請され
ており、アスファルト舗装よりも耐久性
が高く長寿命化が期待できるコンクリー
ト舗装への関心が高まっている。
このような中、平成 24 年度に国土交
通省において耐久性に優れるコンクリー
ト舗装の積極的活用が施策として示され、
平成 25 年４月改訂の設計業務等共通仕
様書においては、トンネル部の舗装以外
の箇所でもアスファルト舗装とコンク
リート舗装のライフサイクルコストを比
較検討するように明記された。
しかし、積雪寒冷地である北海道にお
いては、凍上や融解期の路床の支持力低
下による構造的な破損が懸念されており、
依然としてトンネル部以外の明かり部で
の施工実績は少なく、国道延長に占める
コンクリート舗装の割合は全国平均の
５％よりも低い３％程度（平成 26 年４
月１日現在）となっている１）。
そこで、当研究所では凍上に起因する
コンクリート舗装版（以下、Co版）の破
損の状況を把握するため、既設コンク
リート舗装の実態調査を行った。さらに、
凍上により生じる Co 版と路盤の間の空
間が、コンクリート舗装の寿命に及ぼす
影響について、FEM 解析および「舗装設
計便覧」２）に示されている疲労度を用い
て評価を行った。
その結果、現行の置換率 70％（凍結
深さに対して 70％の深さまで非凍上性
の材料で置換）の設計法では凍上等によ
る破損を抑制することは難しく、凍結深
さまで非凍上性材料で構成させることが
最善であることが確認されたことを報告
するものである。

２.凍上対策に関する設計基準

コンクリート舗装に関する過去からの
凍上対策に関する設計基準を、「セメン
ト・コンクリート舗装要綱」３）、「舗装
設計便覧」２）よりまとめたものを表－１
に示す。凍上対策としては、路床材料の
非凍上性材料への置換えが示されており、
置換厚については、実測による方法、経
験値による方法の他に、凍結指数から計
算により求める方法が示されている。昭
和 39、47 年版では「凍結指数より求め
た凍結深さまで」とされていたが、昭和
55 年版以降は「凍結指数より求めた凍
結深さに対し 70％の深さ」まで非凍上
性の材料で置き換えることとなっている。
なお、この凍結深さの考え方については
アスファルト舗装要綱に準拠している。
本文においては、積雪寒冷地特有の現象

である凍上に対する非凍上性材料の置換
厚に関する設計基準の検証を行った結果
について報告する。

３.凍上に起因する Co版破損
のメカニズム

路床に凍上が発生した場合、図－１に
示すようなメカニズムにより Co 版にひ
び割れが入ると考えられる。舗装の下に
凍上する土が存在し、その深さまで寒さ
が到達すると、土中の水分が凍結してア
イスレンズ（氷の層）が形成される場合
がある。図－１の左図ように、路肩から
水分が供給されると、路肩側の路床にア
イスレンズが発生・発達し、舗装版が持
ち上げられる。ここに車両荷重が繰り返
しかかると縦断的にひび割れが発生する。
また、融解期に路肩端部の支持力が低下
し、新たなひび割れの発生要因となる。

図－１　凍上によるひび割れ発生のメカニズム

表－１　設計基準の推移
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一方、図－１の右図のように路床にアイ
スレンズが発生した場合、車両荷重がか
かることにより横断方向にひび割れが発
生する。また、先述と同様に融解期には
路床・路盤の支持力が低下し、新たなひ
び割れの発生要因となる。

４.既設コンクリート舗装の
実態調査

凍上に起因する Co 版の破損の状況を
把握するため、北海道内のコンクリート
舗装の実態調査を行った。調査箇所はア
スファルト舗装によってオーバーレイさ
れていない舗装構成の異なる明かり部の
コンクリート舗装２箇所とした。調査箇
所の概要を表－２に示す。調査箇所名に
ついては以降表中に示す略称を使用する。
調査内容は、目視調査、凍上量調査、
FWD 調査の３項目とした。なお、凍上量
調査、FWD 調査については、後述する目
視調査にて構造的なひび割れが確認され
た増毛のみで実施した。

(１)調査内容
目視調査は、コンクリート舗装区間全
延長に対し、徒歩による調査を行い、Co
版の構造的な破損である写真－１に示す
ような横断方向に貫通する横断ひび割れ
と、版の縦断方向に版延長の半分以上の
延長にわたる縦断ひび割れが発生してい
る Co版の枚数をとりまとめた。
凍上量調査は、目視調査によって確認
されたひび割れと凍上との関連性を把握
するため増毛にて実施した。調査期間は
平成 28 年 12 月～ 29 年３月であり、調
査箇所は横断ひび割れが発生しているCo
版と、これに隣接する健全な Co 版とし
た。12 月に凍上前の路面高を計測し、
当該地域において凍上量が最大になると
考えられる２月下旬と３月上旬に再度路
面高を計測し、その差を凍上量として整
理した。
FWD 調査は、FWD によるたわみ量測定
法により、荷重載荷位置直下のたわみ量
である D0 たわみ量を測定した。

(２)調査結果
①目視調査
調査結果と調査箇所の舗装構成を図－
２に示す。調査区間の舗装構成は、とも
に当該路線の 20 年確率の理論最大凍結
深さの 70％にあたる深さまで凍上性の
低い材料で構成されている。神恵内の路
床材料は凍上性が低いと考えられる岩盤

である。一方、増毛は NEXCO 基準の凍上
試験で不合格となるレキ質土である。
ひび割れの発生数、発生頻度に着目す
ると、路床が凍上性の材料である増毛は
神恵内と比較すると高い値となっており、
ひび割れの発生に路床材料の凍上性が影
響していることが推察される。
②凍上量調査
調査年においては、路床まで凍結が
入ったと考えられ、調査期間に最大 13
㎜の凍上が観測された。調査期間の凍結
指数を調査箇所近傍の AMeDAS データよ
り整理した結果、調査を実施した年度の

凍結指数は 272.4（℃ /days）と過去 10
年の平均値である 256.6（℃ /days）並
みであったが、最大積雪量は 69㎝と過
去 10 年の平均値である 136㎝と比較し
て非常に少なく、路面が外気にさらされ
やすい環境であったと推察される。
③FWD調査
最大 13㎜の凍上が確認されたため、
平成 29 年４月 20 日に Co 版下の支持力
等を確認するため、FWD 調査を実施した。
FWD 調査の結果を図－３に示す。また、
FWD調査位置および Co版のひび割れ発生
状況を図－４に示す。D0 たわみ量は、健

表－２　調査箇所の概要

写真－１　Co版の構造的な破損(左:横断ひび割れ、右:縦断ひび割れ)

図－２　舗装構成と目視調査結果
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全な版では平均値が版央で 160μ m程度、
目地部で 240 μ m程度であり、ばらつき
は小さい状況であった。一方、ひび割れ
の生じた版では、D0 たわみ量は最大で
587 μ mであり、たわみ量、ばらつきと
もに大きい傾向となった。特に、図－４
の図中に赤線で示した新たなひび割れが
確認された位置（L5、R4）において、た
わみ量が大きく、支持力の低下が顕著で
あった。
④実態調査における考察
凍上が生じた Co 版では 400 μ m を超
える D0 たわみ量が計測されたことから、

路盤面に不陸が生じ Co 版下に空間が発
生していると考えられる。このことから、
図－１に示したように凍上に起因して、
疲労によりひび割れが発生したと判断さ
れる。また、最大凍上量観測日からひび
割れ発生を確認するまでの期間は２ヶ月
程度であり、凍上による不陸が発生する
と短い期間で構造的な破損に至ることが
確認され、設計における凍上対策の見直
しが必要と考えられる結果となった。

５.FEM による凍上の影響の 
評価

実態調査の結果より、凍上によって路
盤と Co 版の間に生じた空間が早期のひ
び割れ発生の要因となったと考えられる
ことから、この現象が舗装版へ与える影
響を検証するため FEM 解析を用い、評価
を試みた。

(１)検討モデルの作成
当研究所所有の苫小牧寒地試験道路に
て、FEM 解析に用いる Co版のサイズに合
わせた 3.5 ｍ× 10.0 ｍの範囲において
凍上形状の計測を行った。計測は冬期間、
アスファルト舗装の標高をメッシュ状に
計測し、秋期に計測した初期値との標高
差より凍上量を算出する方法を用いた。
計測結果をコンター図で表したものを図
－５に示す。凍上量は一様ではなく不陸
が生じていることがわかる。なお、軸方
向は FEM 解析モデルにおける軸方向と一
致させている。
この計測結果を用い、平面と仮定した
Co版下面と凍上により不陸の生じた路盤
表面の間に生じる空間幅を計算した結果、
Co 版と路盤面の間に最大約 19㎜の空間
が生じていることが示唆された。そこで、
今回計測した凍上による不陸形状をモデ
ルとして、凍上による Co 版への影響の
検証を行うことが可能と判断し、以後の

図－３　FWD調査結果

図－５　凍上による不陸高さのコンター図

図－４　FWD調査位置およびCo版のひび割れ発生状況
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解析を実施した。
検証モデル（以下、凍上モデル）は、
空間幅５㎜未満を Co 版と密着、５㎜以
上 10㎜未満を５㎜の空間、10㎜以上 15
㎜未満を 10㎜の空間、15㎜以上 20㎜未
満を 15㎜の空間として作成した。

(２)解析条件
FEM 解析は Pave3D４）を用い、モデル

サイズは Co 版１枚を想定した幅 3.5 ｍ
×長さ 10.0 ｍ×深さ 3.5 ｍとした。
解析モデルの地盤条件を表－３に示す。
また、荷重条件は実際にダンプトラック
を用いた計測により得られた条件５）を用
いた。

(３)解析内容
路盤上面に不陸の発生していない①標
準モデルと、凍上により路盤と Co 版の
間に空間が生じた②凍上モデル、融解期

における路床の支持力低下を考慮し深さ
85 ～ 100㎝の位置の支持力を 100MPa
から 30MPa に低減した③支持力低下モデ
ル、および FWD 試験結果より、凍上が発
生した箇所が融解期を迎え、Co版と路盤
の間に空間が生じている可能性や路床の
支持力が低下している可能性が示唆され
たことから、凍上モデルにおいて深さ
85 ～ 100㎝の位置の支持力を 30MPa に
低減した④複合モデルを作成し、解析を
行った。

(４)解析結果
凍上モデルにおける FEM 解析結果を図
－６に示す。また、検討モデル別に最大
引張応力と発生位置を整理したものを表
－４に示す。
凍上モデルの最大引張応力は 1.42MPa
となり、標準モデルの 0.23MPa と比較
して、約６倍の引張応力が生じる結果と

なった。また、両モデルとも最大引張応
力の発生位置は版中央部の下面端部であ
り、この位置から版下面の横断方向に高
い値で引張応力が分布していた。このこ
とから、疲労によりひび割れが生じる場
合、版端部下面より横断方向にひび割れ
が生じると想定される。一方、支持力低
下モデルでは、最大引張応力は 0.46MPa
であり、支持力低下を起こしていない標
準モデルの２倍の値となった。また、複
合モデルでは、最大引張応力は凍上モデ
ルより大きな 1.60MPa となり、標準モ
デルの約７倍の値となった。以上より、
凍上による不陸や路床の支持力低下に
よって Co 版に生じる引張応力が増大す
ることが確認された。

６.疲労度による凍上の影響
の評価

FEM 解析を行った結果、最大引張応力
に差が見られた標準モデルと凍上モデル
を用い、凍上により生じる Co 版と路盤
間の空間が舗装体の寿命に及ぼす影響を
評価した。ここでは、舗装寿命を「舗装
設計便覧」２）のコンクリート舗装の理論
設計方法を用いて、疲労度を算定し評価
を行った。疲労度を算定する期間は、標
準モデルでは標準的な設計期間である
20年、増毛の供用期間である 35年、お
よび Co 版の横断方向に貫通する一本の
ひび割れが入る状態と判断される疲労度
1.0 を超えるまでの期間とした。

(１)合成応力の算出
「舗装設計便覧」に示されている疲労
度の算定方法には、式（1）に示すよう
に凍上を考慮する項目がないため、式（2）
に示すように凍上による影響を反映させ
た。
σｍ=σｅｉ,ｊ+ σｔｋ 　　（1）
σｍ=σｅｉ,ｊ+ σｔｋ+ σｆｉ ,ｊ（2）

σｍ：合成応力
σｅｉ,ｊ：輪荷重Piが走行位置ｊを通過
した場合の輪荷重応力
σｔｋ：コンクリート版上下面温度差ｋ
による温度応力
σｆｉ,ｊ：輪荷重Piが走行位置ｊを通過
した場合の凍上に起因する輪荷重応
力の増分

(２)疲労度の算定
上記にて設定した条件、および得られ
た合成応力を疲労度の算定式に入れ、計

表－４　FEM解析結果

図－６　FEM解析結果（凍上モデル）

表－３　解析モデルの地盤条件
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算を行った。なお、疲労度の算定にあたっ
ては、「舗装設計便覧」２) に示されてい
る「わが国のコンクリート舗装の実績に
よって検証されている疲労曲線」（以下、
Ａ曲線）、および「最近の研究成果によっ
て定められた疲労曲線」（以下、Ｂ曲線）
の双方の計算を行い、Ｂ曲線については
「舗装設計便覧」に示される破壊確率
50％を用いた。
結果を表－５に示す。黄色部分は、写
真－１に示したような版全幅にわたり貫
通する１本の横断ひび割れが生じること
となる疲労度 1.0 を上回る結果を示して
いる。
標準の条件では増毛の現在の供用年数
である 35 年においても疲労度が 1.0 を
上回らない結果となり、供用 48 年の条
件においてＡ曲線で疲労度が 1.0 を超え
た。一方、凍上した条件には、Ａ曲線に
おいて 18日の供用で、Ｂ曲線では 90日
で疲労度が 1.0 を上回った。
以上の結果より、凍上が発生しなけれ
ば、20 年以上構造的な損傷が生じない
舗装でも、凍結が路床まで到達し、凍上
に伴う不陸が発生した場合、数十日で Co
版に構造的な損傷の発生する可能性があ
ることが確認された。

(３)実態調査結果との比較
前述した実態調査において、横断ひび
割れ等が他の路線より高い割合で確認さ
れた増毛においては、FEM 解析と疲労度
の算定で示されたように、凍上により生
じた Co 版と路盤面の間の空間や、路床
の支持力低下によって、車両走行により
Co版に生じる引張応力が増加し、短い期
間に疲労度が 1.0 を超え構造的な損傷で
ある横断ひび割れの発生に至ったと判断
される。また、実態調査では最大凍上量
確認後から 60 日程度でひび割れが確認
されたが、FEM 解析を用いた疲労度の算
定においても同様の結果となった。

表－５　疲労度の試算結果
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７.結論

本研究より得られた主な知見を以下に
示す。
①凍上性材料が凍結深さ内の路床に用
いられていた箇所において、凍上と
路床の支持力低下が要因と考えら
れるCo版のひび割れの発生を確認し
た。
②解析の結果、凍上が発生しない場合
には、20年以上構造的な損傷が生じ
ないCo版でも、凍結が路床まで到達
し、凍上に伴い路面に不陸が発生し
た場合、数十日で構造的な損傷が発
生する結果となった。
以上より、凍上性材料が凍結深さ内の
路床に用いられ、凍上により Co 版下面
に不陸が発生すると舗装寿命が低下する
ことが明らかになった。アスファルト舗
装においては、「20 ～ 30㎜の凍上を毎
年繰り返してもひび割れを発見できな
い」と報告されている６）が、コンクリー
ト舗装においては、わずか 10 数㎜の不
陸であっても Co 版のひび割れの発生に
つながることが現地調査および解析によ
り確認されたことから、積雪寒冷地のコ
ンクリート舗装の路床設計においては、
凍結深さまで非凍上性材料で構成させる
ことが最善と考える。

８.おわりに

当研究所を含む産・学・官から構成さ
れた北海道土木技術会において、「積雪
寒冷地におけるコンクリート舗装の設
計・施工に関する手引き（案）」が平成
29 年９月にとりまとめられ、本検討の
成果である路床設計に関する事項が反映
されている。なお、この手引き（案）は、
北海道土木技術会および当研究所の HP
よりダウンロード可能である。




