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積雪寒冷地における既設コンクリート舗装の現状について

上野　千草＊　安倍　隆二＊＊　木村　孝司＊＊＊

１．はじめに

　近年、社会資本整備・維持管理に対するコスト縮減
への社会的要請から、道路舗装においても高耐久化・
長寿命化によるライフサイクルコストの縮減が求めら
れている。そこで、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期
待が高まっている。
　積雪寒冷である北海道におけるコンクリート舗装の
施工実績は、昭和初期から報告されており１）、昭和36
年度には、北海道の国道延長の約20％をコンクリート
舗装等のセメント系舗装が占めていた２）。
　しかし、昭和33年３月に「道路整備緊急措置法」が
公布されると、迅速な施工が可能であるアスファルト
舗装が多く採用されるようになり、コンクリート舗装
等のセメント系舗装が北海道の国道延長に占める割合
は、昭和40年に９％、昭和44年に５％、昭和52年には
２％までに低下した２）。
　一方、アスファルト舗装は、現在、北海道の国道舗
装延長の大部分を占めるに至っているが、アスファル
トの原料である原油はそのほとんどを海外から輸入し
ているため、国際情勢によっては必要量の入手が困難
となる場合や、購入価格が高騰する場合がある。また、
ガソリン等の石油製品の需要が環境保全の取り組みの
推進等により減少する傾向にあり、同じ原油から製造
される「連産品」であるアスファルトの製造量も減少
し、これまでのような入手が難しくなることが想定さ
れる３）。
　一方、コンクリート舗装は国内でほぼ全ての材料を
入手でき、安定供給が可能であり、生コン価格はアス
ファルト混合物と比較して安定している４）。
　本文は、積雪寒冷地におけるコンクリート舗装の利
用に際する課題抽出のため、現地調査およびコア採取
を実施し、現在使用されているコンクリート舗装の現
状把握を行った結果について報告するものである。

２．コンクリート舗装の舗設状況

　北海道における国道延長は、平成23年度時点で6,652
kmである。その内訳はアスファルト系舗装が6,466km
に対し、セメント系舗装が186km であり国道延長の
2.8％の比率に止まっている（図－１）。
　表－１に地域別（開発建設部毎）の国道舗装延長を示
す。セメント系舗装の比率が高い地域は、小樽および
留萌となっている。
　これは、トンネル舗装の他に海岸線の明かり部で比
較的長い延長のコンクリート舗装が舗設されているた
めである。

表－１　地域別国道舗装延長５)

図－１　北海道の国道管理延長および舗装種別５)
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３．設計基準の推移

　コンクリート舗装に関する過去からの設計基準を、
セメントコンクリート舗装要綱よりまとめた。年度別
の設計法を表－２に示す。
　コンクリート舗装の設計強度は昭和39年から変わら
ず4.4MPa（45kg/cm2）以上となっている。
　一方、コンクリート版厚については、設計年度によ
り異なり、昭和39・42年の設計では、通過する車両数
で決められる単位区間自動車交通量によって定められ
ていたが、昭和47年以降は大型車交通量によって決定
されている。なお、昭和39年、昭和42年の設計でも、
大型車交通量が多い箇所については、別途考慮し、舗
装厚を増やすよう記述がある６）、７）。
　鉄網および横収縮目地は、昭和39年から設計で考慮
されているが、設計年度によって使用する材料や寸法
が異なっている。

４．調査内容

４．１　調査項目

　調査箇所と調査項目を表－３に示す。調査は、明か
り部のコンクリート舗装を対象に行い、目視調査、
FWD調査、採取コアの室内試験を実施した。

４．２　調査目的

（１） 目視調査

　目視調査を実施し、表－４に基づき損傷原因の評価

表－２　コンクリート舗装の設計基準の推移６)～ 11）

表－４　コンクリート舗装の損傷の種類と原因12)、13)

表－３　調査箇所および調査項目
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を行い、積雪寒冷地におけるコンクリート舗装の破損
形態および破損要因の把握を行った。
　ひび割れについては、図－２に示すひび割れ発生パ
ターンより、破損要因を推定した。
（２）FWD 調査

　ＦＷＤ試験機を用い、コンクリート舗装版目地部の
健全度を荷重伝達率等によって評価した。
（３） コアの室内試験

　コンクリート舗装版の健全度を、圧縮強度試験によ
る曲げ強度の推定、中性化深さ試験、および深さ方向
別塩化物含有量試験を行い評価した。
　中性化は、大気中のCO2により、コンクリートが本
来のアルカリ性から PHが下がる現象であり、これが
鉄網等の深さまで到達すると、鋼材が腐食する原因と
なる。なお、中性化深さは、アルカリ性で赤紫色を呈
するフェノールフタレイン試薬を用いて、中性化領域
を判断し、表面からの深さを計測した。
　また、塩化物含有量試験は、海水や凍結防止剤等の
鉄網等の鋼材への影響を把握するため、一定厚さ毎に
採取コアを切断し、硝酸による塩化物イオンの抽出に
より各層の塩化物含有量を測定した。

４．３　調査箇所概要

　調査箇所の舗装構成および概要を図－３に示す。
①一般国道229号積丹町・神恵内村

　昭和60～平成８年に施工され、供用後17～ 28年が経
過している。コンクリート舗装版厚はt=20cmである。
　この地区のコンクリート舗装は、岩盤路床の区間と
凍上抑制層で置換した区間がある。
②一般国道231号増毛町

　昭和54 ～ 61年に施工され、供用後27 ～ 34年が経過
している。コンクリート舗装版厚は t=25cmである。
　凍上抑制層材料には80mm級の粗粒材が用いられ、
路床はレキ質土である。
③一般国道231号石狩市浜益

　昭和54～ 61年に施工され、供用後27～ 34年経過して
いる。当初のコンクリート舗装版厚はt=25cmである。
　他の調査箇所と異なり、路床に凍上・風化のおそれ
のない岩ズリが用いられている。
④一般国道５号森町

　昭和47年に施工され、スパイクタイヤによる摩耗（当
初施工時より5.2cm 摩耗）に伴うわだち・ひび割れの
ため、昭和55 ～ 58年に薄層オーバーレイや打ち替え
が行われた。さらに補修後25 ～ 30年経過し、平成25
年度にさらなる補修が行われている。当初のコンクリ

図－２　ひび割れ発生パターン12)

図－３　調査箇所の舗装構成
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ート舗装版厚は t=25cmである。
⑤一般国道228号北斗市上磯

　昭和30 ～ 33年に施工され、供用後55 ～ 58年が経過
している。現在は厚さ t=3cm のアスファルト舗装の
オーバーレイが施されており、舗装構成は不明である。
⑥一般国道5号札幌市手稲

　今回の調査箇所では最も古い昭和28年に施工され、
供用後約60年が経過している。
　コンクリート舗装厚は t=20cmで、当時の記録では
曲げ強度3.9MPa（現在の規格は4.4MPa以上10））、鉄網
やダウエルバーは設置されていない。
　この区間は、スパイクタイヤなどによる摩耗（当初
施工時より4.4cm 摩耗）が確認され、現在アスファル
トによるオーバーレイが施されている。

図－４　破損形態の分類（一般国道229号） 図－５　破損形態の分類（一般国道231号）

写真－１　目地部の破損（角欠け）

写真－４　ひび割れ（横断方向）

写真－２　目地部の破損（隅角部）

写真－５　ポップアウト

写真－３　ひび割れ（縦断方向）

写真－６　目地部側面の状況

５．　調査結果

５．１　目視調査

①一般国道229号　積丹町・神恵内村

　延長 L=4.886km 上下車線を対象に破損状況把握調
査を実施した。破損形態の分類を図－４に示す。
　目地部の破損（写真－１、２）が７割（34件）を占めた。
ポットホールが１割（５件）、ひび割れ、スケーリング
がともに６％（３件）であった。
　破損は上下線で48件発生し、その頻度は100m程度
に１箇所の割合であり、比較的良好な路面状態である。
②一般国道231号　増毛町・石狩市浜益

　延長 L=11.739kmの上下車線を対象に破損状況把握
調査を実施した。破損形態の分類を図－５に示す。
　目地部の破損が６割（96件）を占め、ひび割れ（写真

－３、４）が約３割（47件）であった。また、ポップア
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　写真－９は、増毛地区のコンクリート版下面の状況
である。コンクリート版と下層路盤の間に、シルト系
の土砂が数 cm堆積している状況が確認された。これ
は、コンクリート版目地部からの浸水と、車輌荷重の
繰り返し作用によるポンピングの影響と考えられる。
③一般国道５号森町

　前回の補修から25 ～ 30年経過し、平成25年度にひ
び割れ等の破損のため補修が行われている。
　疲労破壊等による縦断方向のひび割れや亀甲状のひ
び割れが一部の区間に発生している（写真－10）。
　亀甲状のひび割れが発生した箇所では、コンクリー
ト舗装版が沈下し、鉄網は切断された箇所があり、局
部打換えが実施され、バーステッチ工法で補修された。
　写真－11はダウエルバーが切断した状況である。切
断した目地部のダウエルバーには、数 cm程度の段差
が確認され、走行荷重により路盤や路床が沈下し、切
断したものであると推察される。
　ただし、目地部のコンクリート舗装版の上面部の段
差は発生していないことから、昭和55 ～ 58年の補修
前に破断していたと考えられる。
④一般国道５号札幌市手稲

　本調査箇所のコンクリート舗装版は、アスファルト
舗装でオーバーレイされているため、表面部の舗装が
剥離しコンクリート舗装版が露出した箇所において目
視調査を行った。

ウト（写真－５）も１割程度（19件）を占めた。
　破損は上下線で163件であり、破損の頻度70m程度
に１箇所の割合となっており、比較的良好な路面状態
である。
　供用年数が長い一般国道231号は、一般国道229号と
比較して写真－３に示すような疲労破壊や凍上の影響
とみられる縦断ひび割れが多く発生している。
　目地部の側面の状況を写真－６に示す。カッター目
地の箇所からクラックが発生しており、目地が有効に
機能していることが確認できる。
　図－５に示すようにコンクリート舗装版の横断方向
のひび割れが、比較的少ない割合であったことからも、
目地部が健全に機能していると推測される。
　一方、目地部のシール材の抜け出しが原因となり、
写真－１のような角欠けが多く発生している。
　写真－７に石狩市浜益地区における開削箇所の舗装
断面の状況を示す。
　上層路盤には切込砕石、路床には岩ズリが使用され
ており、高い支持力が期待できる状態であった。
　写真－８に増毛地区における開削箇所の舗装断面の
様子を示す。写真はコンクリート版が撤去された後の
状況である。上層路盤、下層路盤には切込砕石、凍上
抑制層は80mm級の粗粒材、路床にはレキ質土が用い
られている。なお、路床土を採取した試料による凍上
試験において、凍上性の判定が不合格となった。

写真－７　舗装断面（浜益地区）

写真－10　疲労破壊による亀甲状

ひび割れ　

写真－８　舗装断面（増毛地区）

写真－11　破断したダウエルバー

写真－９　下層路盤上のシルト分   

写真－12　疲労破壊によるひび割れ  
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　コンクリート舗装版には、一般国道５号森町よりも
密に縦横断方向にひび割れが見られ、疲労破壊に至っ
ていることが確認できる（写真－12）。

５．２　FWD 調査

　FWD調査14）は、目地部の健全度を評価するために
実施した。この調査はFWD試験装置（写真－13）を用
いて行う非破壊試験であり、舗装体の支持力を評価す
る試験である。
　図－６に目地部の健全度を評価する荷重伝達率14）に
ついて概略を示す。
　FWD試験装置の載荷版をコンクリート舗装版の端
部に載荷し、D0たわみセンサーと載荷版中心から
30cm離れたD30たわみセンサーによって、隣接する
コンクリート舗装版のたわみ量を測定し、測定値を式
（1）に代入し、荷重伝達率を計算する。
　この数値が、65％以下であると荷重伝達が不十分で
あり、80％以上であれば、ダウエルバーが正常に機能
し、目地部の伝達が良好であることが評価できる15）。
①一般国道231号　石狩市浜益

　目地部における荷重伝達率を図－７に示す。荷重伝
達率は平均で92.9％を示している。
　荷重伝達率は全調査箇所において80％以上であるこ
とから、目地部の健全度は良好に機能していると判断
できる。
　図－８に目地部の D0たわみ量（載荷重98KN）を示
す。D0たわみ量は平均211.5μmを示し、後に述べる一
般国道５号札幌市手稲よりも小さなたわみ量を示した。
　たわみ量が小さい理由は、コンクリート版厚が厚い
ことや（浜益24.5cm、札幌15.6cm）、コンクリート版
の健全度の違い、および上層路盤以下の層に岩ズリを
使用し、路体に異なる材料を使用していることが挙げ
られる。
②一般国道５号札幌市手稲

　FWD調査は目地部３測線、ひび割れ発生箇所、お
よび健全部箇所において実施した。
　調査に先立ちダウエルバーの位置および鉄網の埋設
位置を確認するため、電磁波レーダを用いたが、金属
の反応が現れなかった。
　北海道舗装史によると、北海道のコンクリート舗装
は、昭和30年代の前半から鉄網が使用され始め２）、そ
れ以前のコンクリート舗装には、鉄網は入れない設計
であった。また、敷網、ダウエルバーともに昭和39年
のセメントコンクリート舗装要綱より記述があり６）、
設計で考慮されるようになっている。

写真－13　FWD 調査

図－６　荷重伝達率の概要

図－７　荷重伝達率（一般国道231号石狩市浜益）

図－８　D0たわみ量（一般国道231号石狩市浜益）
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　当該調査箇所の施工年度は昭和28年であり、当時の
設計では、ダウエルバーや鉄網を使用する設計になっ
ていなかったため施工されていないものと考えられる。
　ダウエルバーが設置されていないため、荷重伝達率
による目地部の健全度を適切に評価できないことか
ら、D0たわみ量（載荷荷重98KN）を用い、目地部の評
価を行った。
　図－９に調査結果を示す。目地部のD0たわみ量の
平均値は917.7μmを示し、クラック発生箇所の平均値
834.4μmと比較しても大きい値を示した。健全部では
650μm程度であり、目地部に支持力の低下している
箇所があることが確認された。

５．３　採取コアを用いた室内試験

①圧縮強度試験による曲げ強度の推定

　コンクリート舗装箇所から採取したコアを使用し、
圧縮強度試験を実施し、舗装調査・試験法便覧に示さ
れている換算式16）を用い、曲げ強度を推定した。
　図－10に推定した現在の曲げ強度と施工時の曲げ強
度の平均値および試験値の最大・最小を示す。
　昭和38年以前に施工された一般国道228号北斗市上
磯および一般国道５号札幌市手稲では、曲げ強度の規
格値が3.9MPa程度であり、当時の曲げ強度も現在の規
格値を下回っていたが、今回の試験では、全ての調査
箇所において平均値が現在の曲げ強度の規格値4.4MPa
以上を満足する値となった。
　供用年数の短い箇所では、試験値のばらつきが比較
的小さいが、供用年数が60年程度経っている一般国道
228号北斗市上磯、および一般国道５号札幌市手稲で
はばらつきが大きかった。一般国道228号北斗市上磯
では部分的に現在の規格値を下回る箇所も見られた。
②中性化深さ

　図－11に中性化深さの試験結果を示す。中性化深さ
は試験用供試体の最大値および平均値を示した。大気
中の二酸化炭素による中性化の影響は、最大で10mm
程度であり、供用年数等との関係性は見られなかった。
③深さ方向別塩化物含有量

　図－12に採取したコアの塩化物イオン量を示す。
　一般国道231号石狩市浜益と一般国道231号増毛町の
値が他の調査箇所と比較し大きな値を示した。これは、
海岸線から近いことから海水の影響が原因と考えられ
る。一般国道228号北斗市も沿岸部であるが、コンク
リート版の上にアスファルト舗装が舗設されているた
め、その影響は小さかったと考えられる。
　一方、内陸部（一般国道５号札幌市・森町）における

図－９　D0たわみ量（一般国道５号札幌市手稲）

図－10　曲げ強度

図－11　中性化深さ

図－12　深さ方向別塩化物含有量試験
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降の設計基準により施工された箇所は、疲労破壊や凍
上等の影響による破損が発生している箇所があるが、
概ね健全な状態を維持していることが把握できた。

７．今後の予定

　
　コンクリート舗装は、イニシャルコストは高いが、
耐久性が高くライフサイクルコストが安価になること
が期待されている。
　今後の課題としては、コンクリート舗装のライフサ
イクルコストの算定や適用範囲が挙げられる。
　また、コンクリート舗装は設計期間を長くすること
が期待できるため、今回の現状把握により、積雪寒冷
地では凍上の影響と考えられるクラック等の破損が見
られたことから、凍上がコンクリート舗装版に及ぼす
影響を技術的に把握し、凍上の影響を低減するための
置換厚の見直しや、理論的設計方法の検討を行う予定
である。
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塩分は凍結防止剤の影響と推察される。
　なお、ダウエルバー、鉄網のコンクリート舗装版の
上面からの埋設深さは、前者がコンクリート版厚の1/2
の深さ、後者がコンクリート版厚の1/3の深さである。
　表面から浅い位置にある鉄網においても、一般国道
５号札幌市の箇所で約７cm、その他の箇所では約８
cmの深さであり、鉄網埋設深さにおいて腐食発錆限
界塩化物イオン濃度1.2kg/m3以上17）を越える値が検出
された箇所はなかった。

６．まとめ

　コンクリート舗装の目視調査、FWD調査、採取コ
アを用いた室内試験等から以下のことが明らかになっ
た。
１）�一般国道229号および231号は、供用後17 ～ 34年
経過しているが、比較的良好な路面性状を示して
おり、破損形態としては、目地部の破損が多いが、
供用年数の長い区間では、疲労破壊や凍上等の影
響とみられる縦断ひび割れが確認された。

２）�重交通路線である一般国道５号札幌市手稲・森町
においては、スパイクタイヤによる摩耗により舗
装厚が薄くなっている箇所が確認され、さらに層
厚不足が原因とみられる疲労ひび割れが発生して
いる。

３）�FWD調査による荷重伝達率の評価方法により、
一般国道231号石狩市浜益における目地部の健全
を確認することができた。

４）�ダウエルバーが施工されていない一般国道５号札
幌市手稲において、D0たわみ量による評価によ
り、クラック発生部および目地部にて支持力低下
が確認された。

５）�採取コアの圧縮強度より換算した曲げ強度は、一
部を除き現在の規格値である4.4MPaを満足し、健
全な状態であることが確認された。

６）�中性化深さは、最大でも10mm程度のであり、供
用年数等との関係性は見られなかった。

７）�塩化物イオン量は、海岸部の道路の含有量は多く、
表面から7.5cm の深さまで腐食発錆限界塩化物イ
オン濃度1.2kg/m3以上を越える箇所があった。

８）�アスファルトによりオーバーレイされた箇所は、
海水等の影響が小さく抑えられ塩化物イオン量が
小さくなる傾向が見られた。

　以上から、スパイクタイヤによる摩耗や設計基準の
違いにより、構造的な破壊が見られたが、昭和47年以
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