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積雪寒冷地におけるコンクリート舗装の設計法に関する検討

A Study on the Design Method of Concrete Pavement 
in Cold Snowy Regions

上野　千草　　安倍　隆二　　井谷　雅司　　木村　孝司

UENO Chigusa, ABE Ryuji, ITANI Masashi and KIMURA Takashi

報　文

積雪寒冷地におけるコンクリート舗装の実態調査を行い、損傷状況を把握した。この結果、既存の
設計法で施工されたコンクリート舗装は、供用後20年以上経過しても概ね健全な状態を維持していた
が、一部の調査区間において、凍上が要因と考えられるコンクリート舗装版のひび割れを確認した。
このことから、凍上対策における現設計法の課題を提示し、凍上により生じる路盤面の不陸を考慮
したFEMモデルを作成し、凍上がコンクリート舗装に及ぼす影響について解析を行った。その結果、
凍上により路盤面に不陸が生じると、コンクリート舗装版と路盤の間に生じる空間が影響し、舗装寿
命が低下する懸念があることが明らかになった。

《キーワード：積雪寒冷地；コンクリート舗装；凍上；FEM解析》

Field surveys were conducted on concrete pavements in cold snowy regions of Japan. The 
damages of the concrete pavements were evaluated and examined in terms of cracking. From 
the examination， it was found that most of the concrete pavements designed and constructed 
according to the current design method generally remain sound for 20 years after opening to 
service. Some of the pavements， however， show severe cracks that seem to be caused by frost 
heaving in subgrade， which strongly suggest the need to improve the design method for the 
concrete pavement in cold regions. An FEM model that is able to consider the influence of the frost 
heaving in subgrade was developed. The model assumes that the frost heaving causes the void 
at the bottom of base course and weaken the stiffness of the subgrade. The influence of the frost 
heaving on the fatigue life was simulated with the model， revealing that it significantly reduces the 
fatigue life.

《Keywords：cold snowy region; concrete pavement; frost heave; finite element analysis method》
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１．はじめに

近年、社会資本整備・維持管理面のコスト縮減に対
する社会的要請から、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関心
が高まっている。

積雪寒冷地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、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1）。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
されるようになった。その結果、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
％にまで低下し1）、平成26年4月1日現在では2.9%とな
っている2）。

現在、アスファルト舗装が舗装延長の大部分を占め
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ったり、購入価格が高騰
する懸念がある。また、昨今は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、コンクリート舗装については国内でほぼ全て
の材料を入手でき、安定供給が可能であり、コンクリ
ート価格はアスファルト混合物と比較して安定してい
る4）。

こうしたことから、今後コンクリート舗装の活用が
推進されていくことが考えられるが、積雪寒冷地にお
ける長期性状を踏まえた現設計法の検証は進んでいな
い。

そこで、本検討では、既存の設計法で積雪寒冷地に
施工されたコンクリート舗装の課題を抽出するため、
現地調査等の実態調査を実施した。その結果、積雪寒
冷地におけるコンクリート舗装の課題として、凍上等
の影響による構造的な破損を提示した。そこで、凍上
により生じるコンクリート舗装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」5)に示されている疲
労度を用いて評価を行った。

２．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」6）、「舗装設計便
覧」5)よりまとめた。年度別の設計基準を表－1に示す。

コンクリート舗装の設計強度については、昭和39年
から変わらず4.4MPa(45kgf/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、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、
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、舗装厚に留意するよう記載がある6）。鉄
網および横収縮目地は、昭和30年の設計から考慮され
ているが、年度によって使用する材料や寸法が異なる。

凍上に対する非凍上性材料の置換率については、昭
和39、42年までは「凍結する深さまで」と記載されて
いた。その後、昭和47年以降はアスファルト舗装要綱
に準拠した「理論最大凍結深さに対し70%の深さ」ま
で非凍上性の材料で置き換えることとされている。

本検討においては、積雪寒冷地特有の事項である凍
上に対する非凍上性材料の置換率に関する設計基準の
検証を主体に行った。

表－1　コンクリート舗装の設計基準の推移

設計年度 S30 S39・S42 S47 S55 S59 H18

コンクリートの設計強度

　曲げ強度（kg/cm
2
） 30～40 －

　曲げ強度（MPa） 4.4以上

コンクリート版の厚さ

  将来交通量より計算 ○

　単位区間自動車交通量

 　　2,000（台/日/2車線）未満 － 20cm

 　　2,000以上7,500（台/日/2車線）未満 － 23cm

 　　7,500（台/日/2車線）以上 － 25cm

　大型車交通量

　　250（台/日・1方向）未満

　　250～1,000（台/日・1方向）未満

　　1,000～3,000（台/日・1方向）未満

　　3,000（台/日・1方向）以上

鉄網

  4～6mmの鉄筋 3kg

　6～8mmの丸鋼または異形鉄筋 － 3kg

　6mmの丸鋼または異形鉄筋 3kg

　6mmの異形鉄筋

横収縮目地間隔

　区分無し 4～6m 6～10m

　版厚25cm未満 8.0m －

　版厚25cm以上 10.0m －

　交通量区分N4 8.0m

　交通量区分N5、N6、N7 10.0m

置換率

　凍結深さを考慮する ○

　10年間の理論最大凍結深さに対し ー 凍結深まで

　10年確率の理論最大凍結深さに対し －

　n年確率の理論最大凍結深さに対し 70%

－

－

－

－

－

7.5m,8.0m,10.0m －

3kg

30cm

－

－

－

－

－

－

－

－

70%ー

－

－

－

－

25cm 20cm

25cm

25cm 28cm

45以上

－

－

－

－
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３．既設コンクリート舗装の評価

既存の設計法で積雪寒冷地に施工されたコンクリー
ト舗装の現地調査等を実施し、長期供用後の性状評価
を行った。

３． １　調査箇所および調査項目

調査箇所の概要を表－2に示す。調査箇所は全6箇所
であり、交通量区分、舗装厚、施工時期は調査箇所に
よって異なっている。なお、調査箇所名については以
降表－2に示す略称を使用する。

調査内容は表－3に示すコア採取、目視調査、FWD
調査の3項目である。コア採取については、道路管理
者の協力を得られた5箇所において実施し、目視調査
については、表－3に示すようにアスファルト舗装に
よってオーバーレイされていない3箇所にて実施した。
FWD調査については、後述する目視調査にてひび割
れ発生頻度の高かったR231増毛と同一路線のR231石
狩で行った。
３． １． １　採取コアによる室内試験

採取コアに対し表－4に示す塩化物イオン濃度、中
性化深さ、曲げ強度の3項目について試験を行った。
３． １． ２　目視調査

コンクリート舗装区間全延長に対し、徒歩による目
視調査を行い、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。なお、ひび割れについては、

「舗装の維持修繕ガイドブック2013」7)、「舗装の維持
修繕」8)を参考に破損要因を表-5とおり整理し、これに
基づき調査結果を評価した。
３． １． ３　FWD試験

R231増毛、R231石狩にてFWDによるたわみ量測
定法9)（以下、FWD）により、D0たわみ量を測定し、
舗装体の健全度を評価した。

３． ２　 調査結果

３． ２． １　 採取コアによるコンクリート舗装版の評価

表－6に塩化物イオン濃度の測定結果を示す。塩化
物イオン量は、2.5～3.0cm毎に採取コアを切断し、各
層の塩化物含有量を測定した。舗装表面の塩化物イオ
ン濃度は高い値となっているが、鉄網の設置位置にお
いては最大でも0.8kg/m3であり、いずれの箇所におい
ても鉄網の腐食は確認されなかった。

圧縮強度試験の結果より、「舗装調査・試験法便覧」
に示されている換算式9)を用い推定した曲げ強度を図

－1に示す。また、文献1）より得た施工時の曲げ強度を

表－2　調査箇所の概要

一般国道229号神恵内村 R229神恵内 N4 20cm H7～8 19～20年

一般国道231号増毛町 R231増毛 N４ 25cm S55～61 29～35年

一般国道231号石狩市 R231石狩 N4 25cm S54～58 32～36年

一般国道5号森町 R5森 N6 25cm S47 40年

一般国道228号北斗市 R228北斗 N6 23cm S30～33 54～57年

一般国道5号札幌市 R5札幌 N7 20cm S28 59年

版厚 施工年
調査時の
供用年数

調査箇所 略称
交通量
区分

コア採取 目視調査 FWD

R229神恵内 － ○ － パッチング

R231増毛 ○ ○ ○ パッチング

R231石狩 ○ ○ ○ パッチング

R5森 ○ － － オーバーレイ（アスファルト舗装）

R228北斗 ○ － － オーバーレイ（アスファルト舗装）

R5札幌 ○ － － オーバーレイ（アスファルト舗装）

補修状況
調査項目

調査箇所

表－3　調査項目

調査項目 試験名 備考

塩化物イオン濃度
硬化コンクリート中に含まれる

塩化物イオンの試験
JIS A 1154準拠

中性化深さ コンクリートの中性化深さの測定 JIS A 1152準拠

曲げ強度 コンクリートの圧縮強度試験 JIS A 1180準拠

表－4　採取コアによる試験項目

ひび割れの種類 主な原因

横断ひび割れ 供用による疲労、設計不良、施工不良、凍上

縦断ひび割れ 供用による疲労、沈下、凍上

隅角ひび割れ 供用による疲労

Dクラック 材料不良

面状、亀甲状 供用による疲労

乾燥によるひび割れ 施工不良

円弧状ひび割れ 施工不良

不規則ひび割れ（拘束ひび割れ） 設計不良

表－5　ひび割れの種類と主な原因

舗装表面 鉄網位置

R231　増毛 8.0 0.2 約8cm

R231 石狩 17.5 0.4 約8cm

R5　森 4.9 0.8 約8cm

R228　北斗 2.7 0.1 約7cm

R5　札幌 3.2 0.2 約6cm

塩化物イオン濃度(kg/m
3
) 鉄網設置位置

（路面からの深さ）

表－6　塩化物イオン濃度

2.0
2.8
3.6
4.4
5.2
6.0
6.8
7.6
8.4

施工時 現在 施工時 現在 施工時 現在 施工時 現在 施工時 現在

R231増毛 R231石狩 R5森 R228北斗 R5札幌

曲
げ
強

度
（

M
Pa

）

最大値 最小値 平均値

現在の規格値 4.4MPa以上

図－1　曲げ強度
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併せて示す。なお、文献の記載が代表値のみの箇所に
ついては、最小値および最大値を記載していない。昭
和39年度以降に施工されたR231増毛、R5石狩、R5森
においては、現在の曲げ強度の規格値である4.4MPa
を施工時および現在においても満足している。一方、
それ以前に施工された箇所においては、現在の規格値
を下回る値が見られる。

図－2に各調査箇所の中性化深さを示す。中性化深
さは、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。いずれの箇所
も15mm以内であり、表－6に示した鉄網の設置され
ている深さに達していない。

以上の採取コアによる評価から、現在の設計基準を
用いて施工されたコンクリート舗装は、供用後20年以
上を経ても基準値以上の曲げ強度を有し、鉄網等の腐
食は見られず、健全な状態であることが確認された。
３． ２． ２　目視調査による評価

平成24、27年度の2度にわたり調査した結果を図－3

に示す。 破損の内訳を見ると、目地材の抜け出し等に
よる目地部の破損が50～60％、次いで、穴あき（ポッ
トホール等）が20%程度、構造的な損傷である縦断ひ
び割れが4％程度であり、横断ひび割れは5～8％発生
している。なお、調査区間の目地部において、FWD
を用いた荷重伝達率11)の確認、および開削箇所におけ
る目視調査を実施し、目地機能は健全であることを確
認している12)。

また、ひび割れについては表－5より、縦・横断ひ
び割れの原因の一つに凍上が考えられるため、この点
に着目し検討を行った。図－4に各調査箇所の代表的
な舗装断面1)と、ひび割れの発生割合を示す。ひび割
れの発生割合の低いR229神恵内、R231石狩において
は、路床が岩盤および凍上・風化のおそれがない岩ズ
リとなっている。一方、発生割合の高いR231増毛では、
路床がレキ質土であり、凍上試験を行った結果、凍上
性の材料であることが確認された。

調査箇所近傍の浜益（石狩市）、増毛、積丹の
AMeDASデータ過去12年分を用いて凍結指数を算出
し、「寒冷地地盤工学」13)に示される「凍結指数と予想
凍結深さの関係」の式より求めた凍結深さを図－5に
示す。これより、3箇所とも凍結が路床まで到達する
冬を経験しており、R231増毛では凍上性の路床が凍
結し、凍上現象が生じた可能性が高いと推察される。

路床に凍上が発生した場合、図－6に示すようなメ
カニズムによりコンクリート舗装版にひび割れが入る
と考えられる。凍上性の材料で構成された路床まで凍

図－2　中性化深さ
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図－3　コンクリート舗装の損傷状況
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図－4　舗装断面の違いによるひび割れ発生状況
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結が入り、路肩からの水分の供給がある場合、図－6

の左図ように、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。ここに車輌荷重が
繰り返しかかり縦断的にひび割れが発生する。またこ
の場合、融解期には路肩端部の支持力の低下をまねき、
新たなひび割れの発生要因となる。一方、図－6の右
図のように路床にアイスレンズが発生した場合、車輌
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、融解期には舗装版直下の支持
力の低下をまねき、新たなひび割れの発生要因となる。

R231増毛で縦・横断ひび割れが高い頻度で発生し
ている要因として、図－6のようなメカニズムが考え
られる。R231増毛では理論最大凍結深さの70%を非凍
上性の材料で置換しているが、コンクリート舗装では
このような対策を施しても、凍上性の路床まで凍結が
到達するとひび割れが生じる可能性が示唆された。
３． ２． ３　FWDによる評価

R231増毛・石狩にて道路管理者の承諾を得てFWD
試験を載荷荷重98kNの条件にて実施した。調査時期
はR231増毛が融解期である4月、R231石狩は通常期で
ある9月である。D0たわみ量を図－7に示す。R231増
毛・石狩ともに健全部のD0たわみ量は概ね150～250
μmの範囲にあるが、ひび割れが検出されている箇所
におけるD0たわみ量の最大値は400μmを超え健全部
の平均値の約2倍であった。この結果は、融解期の路
床の支持力低下や凍上によるコンクリート舗装版と路
盤の間に生じた空間の影響と推察される。

以上の現地調査における評価から、路床に凍結が達
したことにより、凍上や路床の支持力低下が引き起こ
され、特に凍上性の材料が凍結深さ内の路床に用いら
れているR231増毛において、構造的なひび割れが他
の路線と比較して高い割合で発生したものと考える。

４．FEMによる凍上の影響の評価

前章の調査結果より、凍上による路盤とコンクリー
ト舗装版の間に生じた空間等がひび割れ発生の要因と
考えられることから、これらの現象が舗装版へ与える
影響を検証するためFEMを用い、評価を試みた。

４． 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
析に用いるコンクリート舗装版のサイズに合わせた
3.5m×10.0mの範囲において凍上形状の計測を行っ
た。

図－6　凍上によるひび割れ発生のメカニズム
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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。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。計測結
果をコンター図で表したものを図－8に示す。凍上量
は一様ではなく不陸が生じている。

この計測結果を用い、平面と仮定したコンクリート
舗装版下面と、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、コンクリート版と路
盤面の間に最大約19mmの空間が生じた。また、図－

8のA－A断面では図－9のように、図－6右図の同様
の形状の空間が生じていることを確認した。このこと
から、今回計測した凍上による不陸形状を凍上による
コンクリート舗装版への影響検証を行うことが可能と
判断し、以後の解析に用いることとした。

検証モデル（以下、凍上モデル）は、図－10に示
すとおりであり、空間幅5mm未満をコンクリート版
と密着、5mm以上10mm未満を5mmの空間、10mm以
上15mm未満を10mmの空間、15mm以上20mm未満を
15mmの空間としている。

４． ２　解析条件

FEM解析はPave3D14)を用い、モデルサイズはコン
クリート舗装版1枚を想定した幅3.5m×長さ10.0m×
深さ3.5mとした。

解析モデルの地盤条件を表－7に示す。コンクリー
ト舗装、粒状材料の弾性係数およびポアソン比は、「舗
装設計便覧」に示されている代表的な値を用いた5)。
なお、融解期の路床の支持力低下時における弾性係数
については設計CBRの下限値である3に10を乗じた値
とした。5)、15）

また、舗装厚についてはR231石狩・増毛における
現在の20年設計の断面より決定し、凍結深さは当該地
区の20年確率理論最大凍結深さである100cmとした。

解析に用いた要素分割間隔はX、Y軸方向ともに
12.5cmとし、コンクリート舗装版におけるZ軸方向の
要素分割間隔は5.0cmとした。

荷重条件は、実際にダンプトラックを用いた計測に
より得られた図－11の条件16)を用いた。載荷位置は、
図－12の赤色の着色の位置であり、X軸方向は前輪路
肩側の荷重中心位置が縦自由端部から100cm離れとな
る位置とし、Y軸方向はコンクリート舗装版に生じる
引張応力が最大となる位置を繰り返し計算により求
め、凍上モデルにおける路盤表面とコンクリート舗装
版の間の空間上に後輪8輪が載荷される位置とした。
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図－9　A-A断面形状

 
  

 

Y:版縦断方向
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図－10　凍上モデル

表－7　解析モデルの地盤条件

層厚 弾性係数 ポアソン比 密度

(mm) (MPa) (kg/m
3
)

コンクリート舗装 250 28,000 0.2 2,500

上層路盤 300 200 0.35 2,040

下層路盤 300 200 0.35 2,040

路床 2650 100 0.4 -

路床（支持力低下時） 150 30 0.4 -

(196.2kN)
全重量

荷重車 走行

後輪2軸

（35.4kN)

後輪1軸

（35.4kN)

前輪

（27.3kN)

25.65cm

7.15cm

33
8.

5c
m

13
0.

0c
m

図－11　荷重条件

図－12　荷重載荷位置
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４． ３　解析結果

４． ３． １　凍上に対する検討

路盤上面に不陸の発生していない標準モデルと、図

－9で示した路盤上面に不陸を設けた凍上モデルに対
して、車輌荷重の載荷を行い、応力度コンター図で表
した結果をそれぞれ図－13、14に示す。

図－13の標準モデルの最大引張応力は、0.23MPaで
あり設計曲げ強度4.4MPaの約5％であるが、図－14の
凍上モデルでは1.42MPaと設計曲げ強度の32%となっ
た。

この結果より、凍上により15mm程度の不陸が生じ
ても、全重量196.2kN(20t)のダンプトラック1回の交
通荷重ではコンクリート舗装版にひび割れは発生しな
いことが分かる。だたし、凍上の影響がない標準モデ
ルと比較して約6倍の引張応力が発生しており、舗装
版の寿命に与える影響が増大している。また、両モデ
ルとも最大引張応力の発生位置は矢印で記した版中央
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。
４． ３． ２　支持力低下に対する検討

融解期における路床の支持力低下を考慮し、深さ85
～100cmの位置の支持力を100MPaから30MPaに低減
した支持力低下モデル作成し、同様の解析を行った。
なお、このモデルでは凍上による不陸は考慮しないモ
デルとしている。結果を図－15に示す。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0.23MPaの2倍の値となった。また、最大引
張応力発生位置は前述のモデルと同様となった。
４． ３． ２　 凍上と融解期の支持力低下の複合作用の

検討

FWD試験結果より、凍上が発生した箇所が融解期
を迎え、コンクリート舗装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、不陸を再現した凍上モデルにお
いて、さらに深さ85～100cmの位置の支持力を30MPa
に低減した複合モデルを作成し、同様の解析を行った。
結果を図－16に示す。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。また、最大引張応力発生位置は前述のモデルと
同様となった。

以上より、凍上による不陸や路床の支持力低下によ
ってコンクリート舗装版に生じる引張応力が大幅に増
大することが確認された。

最大引張応力

Y:版縦断方向

X:版横断方向

Z:深さ方向

最大引張応力発生位置

図－13　応力度コンター図（標準モデル）

最大引張応力

Y:版縦断方向
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最大引張応力発生位置

図－14　応力度コンター図（凍上モデル）
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最大引張応力発生位置

Y:版縦断方向
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図－15　応力度コンター図（支持力低下モデル）
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図－16　応力度コンター図（複合モデル）
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５．疲労度による凍上の影響の評価

FEM解析を行った結果、最大引張応力に大きな差
が見られた標準モデル、凍上モデルを用い、凍上によ
り生じるコンクリート舗装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。本検討では、舗装寿
命を「舗装設計便覧」5)のコンクリート舗装の理論設
計方法に沿い算定した疲労度により評価した。

５． １　条件の設定

積雪寒冷地におけるコンクリート舗装の供用状況を
再現するため、以下のように条件を設定した。
５． １． １　温度応力

温度応力の算定にあたっては、図－17に示すように
「舗装設計便覧」に示されている温度分布と実測値を
比較し、発生頻度分布が近似している「温度差の小さ
いところ」の分布を引用した。なお、実測値はR231
石狩・増毛と同一路線の石狩市浜益区送毛のコンクリ
ート舗装に埋設した温度計のデータを用いている。
５． １． ２　舗装厚・車線数・車線幅員

舗装厚・車線数・車線幅員については、温度計を設
置している石狩市浜益区送毛のコンクリート舗装の
値を用い、舗装厚25cm、車線数2、舗装版延長10.0m、
舗装版幅3.5m、車線幅員3.25mとした。
５． １． ３　軸荷重応力と作用度数

一般国道231号において既往の車両重量調査結果が
無いため、この区間の交通量（交通量区分N4：大型
車交通量341台/日)と同等程度の交通量である一般国
道238号稚内市声問(交通量区分N4：大型車交通量547
台/日)の調査結果を用い、表－8に示す軸荷重群と通
過輪数を設定した。
５． １． ４　設計期間の設定

疲労度を算定するための設計期間は、標準モデルで
は標準的な設計期間である20年、R231増毛の供用期
間である35年、および疲労度1.0を超える期間とした。

凍上モデルでは1シーズンの凍上期間を想定した期
間および疲労度1.0を超える期間とした。この凍上期
間は、今回作成したモデルの路床にあたる80cm以深
のコンクリート舗装箇所に設置した温度計および水分
計によって毎正時に取得したデータより決定した。す
なわち、図－18より路床温度が初めて0℃以下となっ
た1月20日を凍結開始日とし、凍結終了日については、
温度データにおいて路床温度が0℃以上となった3月23
日、と同箇所において設置した水分計の測定結果から
含水比が上昇し始めた3月18日の平均を取り3月20日と
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図－17　コンクリート舗装版の温度分布

表－8　軸荷重群と通過輪数

1日 1シーズン（60日） 20年間

9.8 2,365 141,900 17,264,500

19.6 493 29,580 3,598,900

29.4 481 28,860 3,511,300

39.2 138 8,280 1,007,400

49.0 41 2,460 299,300

58.8 26 1,560 189,800

68.6 9 540 65,700

78.4 5 300 36,500

88.2 0 0 0

98.0 2 120 14,600

輪荷重（kN）
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図－18　路床深さにおける温度と含水比の推移

表－9　疲労度の計算条件

設定された舗装の目標

ひび割れ率〔性能指標値〕(cm/m
2
) 10

信頼度（％） 90

舗装版の条件

舗装の種類 普通コンクリート舗装

曲げ強度(MPa) ※R231増毛,R231石狩の採取コアの平均値 5.4

弾性係数(MPa) 28,000

ポアソン比 0.2

温度膨張係数(1/℃) 10×10
-6

横目地間隔(m) 10

目地 ダウエルバー使用

交通条件

大型車混入比率 郊外部

　温度差が正の時に走行する大型車数/大型車の全交通量 0.60

　温度差が負の時に走行する大型車数/大型車の全交通量 0.40

舗装した十分な幅の路肩 ある

着目点

着目点 縦自由端部

想定ひび割れ 横ひび割れ
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した。これにより、設計に用いる凍上期間は1月20日
から3月20日までの60日間とした。
５． １． ５　疲労度の計算条件

疲労度の計算条件を表－9に示す。FEM解析結果を
もとに横断ひび割れを対象とし、疲労着目点を縦自由
端部・横ひび割れとした。また、曲げ強度は、実態調
査を行ったR231増毛、R231石狩における採取コア9体
の試験結果の平均値である5.4MPaを用いた。

５． ２　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
ることを試みた。

 σm=σei,j+σtk  (1)

ここに、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

 σm=σei,j+σtk+σfi,j  (2)

ここに、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

σfi,jは表－10に示す様に、輪荷重Piが走行位置jを通
過した場合の「モデル間における各条件の最大引張
応力の差」より求めた。表－10では算出した最大引
張応力の代表値として、走行位置jが縦自由端部から
105cmおよび15cmの位置に輪荷重Piが作用した場合
の計算値と応力差を示している。軸荷重が大きくなる
ほど、また載荷位置が縦自由端部に近いほど、標準モ
デルと凍上モデルにおける応力差が大きくなり、合成
応力に加算される値が増加する傾向となっている。

５． ３　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」に示されてい
る「我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

－11に示す。網掛け部分は、写真－1に示すような版
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R231増毛・石狩の現在の供用年数
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
用で疲労度1.0を上回る結果となった。また、B曲線で
は90日で疲労度が1.0を上回った。

表－10　最大引張応力

走行位置
j=105cm

走行位置
j=15cm

走行位置
j=105cm

走行位置
j=15cm

走行位置
j=105cm

走行位置
j=15cm

9.8 1,229 0.03 0.12 0.25 0.43 0.22 0.31

19.6 252 0.06 0.23 0.42 0.80 0.37 0.57

29.4 274 0.09 0.35 0.60 1.16 0.52 0.82

39.2 49 0.12 0.46 0.78 1.53 0.67 1.07

49.0 23 0.15 0.58 0.97 1.90 0.82 1.32

58.8 10 0.18 0.69 1.14 2.26 0.97 1.57

68.6 2 0.21 0.81 1.32 2.63 1.12 1.82

78.4 2 0.23 0.92 1.50 3.00 1.27 2.07

88.2 0 0.26 1.04 1.69 3.37 1.42 2.33

98.0 0 0.29 1.15 1.87 3.73 1.57 2.58

応力差（MPa)
標準モデル 凍上モデル

軸荷重
Pi

（kN）

1日の
通過
輪数

舗装版端部にかかる最大引張応力（MPa)

表－11　疲労度の試算結果

A曲線 B曲線

4.10E-01 4.00E-02

7.40E-01 5.00E-02

1.01E+00 7.00E-02

1.06E+00 2.00E-02

3.14E+03 7.90E-01

3.29E+03 1.03E+00

疲労度
設計期間

20年

35年（供用年数相当）

18日

60日(1シーズン)

90日

凍上した条件

標準の条件

48年

写真－1　コンクリート舗装版幅全幅にわたるひび割れ
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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、凍上が発生した場合、1～2シーズンでコンクリ
ート舗装版に構造的な損傷の発生する可能性があると
考えられる。

５． ４　現地調査結果に対する評価

前述した現地調査において、横断ひび割れ等が他の
路線より高い割合で確認されたR231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
より生じたコンクリート舗装版と路盤面の間の空間
や、路床の支持力低下によって、車輌走行によりコン
クリート舗装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に至ったと判断さ
れる。

６．結論

本研究では、積雪寒冷地におけるコンクリート舗装
の実態調査を行い、損傷状況を把握した。また、凍上
の影響を考慮したFEMモデルを作成し、凍上がコン
クリート舗装に及ぼす影響について解析を行った。本
研究より得られた主な知見を以下に示す。
(1) 現設計基準で施工されたコンクリート舗装は、供

用20～40年経過後においても、規格値以上の曲げ強
度を維持し、中性化、塩化物イオンによる鉄網の腐
食は見られず、物性的に概ね健全な状態を維持して
いた。

(2) 一部の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
因と考えられるコンクリート舗装版のひび割れを確
認し、凍上対策における現設計法の課題を提示した。

(3) 今回作成した凍上を再現したモデルによるFEM
解析により、凍上により生じるコンクリート舗装版
と路盤間の空間の影響により、コンクリート舗装版
に生じる引張応力が、コンクリート舗装版と路盤間
に空間がない標準モデルと比較し、6倍程度になり
得ることを確認した。

(4) 「舗装設計便覧」に示されている疲労度の算出式
において、凍上による引張応力の増大分を、合成応
力に加算し、疲労度を求めた結果、標準モデルでは
20年以上の供用に耐えられる設計条件でも、凍上が
発生した場合、1～2シーズンで構造的な損傷が発生
する可能性のあることを明らかにした。
　以上より、現設計法の積雪寒冷地における課題を

抽出し、凍上により生じるコンクリート舗装版と路盤
の間の空間と路床の支持力低下が、舗装の寿命に影響
を及ぼすことを把握した。

アスファルト舗装では20～30mmの不陸が発生して
も、ひび割れが発生しないが、コンクリート舗装では
10mm内外の不陸でも許容できずひび割れが発生する
ことが報告されており1）、今回の検討結果と合致する。

現在のコンクリート舗装の設計法では、アスファル
ト舗装の設計法に準拠し、n年確率の理論最大凍結深
さに対し70%の深さまで非凍上性の材料で置き換える
こととしているが、本研究より、凍上性材料が凍結深
さ内の路床に用いられ、コンクリート舗装下面に不陸
が発生すると舗装寿命が低下することが明らかになっ
たことから、積雪寒冷地のコンクリート舗装において
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。
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