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 積雪寒冷地の山間部に設けた農業用ダムでは、堤頂部保護層（アスファルト舗装）に亀裂が

生じる事例が確認されており、その劣化の進行が問題となっている場合がある。 
 これらの事象について、亀裂の形状とその要因の整理、気象等の条件と施工当時のアスファ

ルトの品質特性を踏まえた発生要因の推定結果を報告するとともに、ダム安全性の観点から、

監視や補修時に注意すべき事項について報告するものである。 
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1 まえがき 

(1)   富里ダムの概要 
 富里ダムは、国営畑地帯総合土地改良パイロット事業

北見地区の基幹水利施設として、2,505haの畑地を対象に

常呂川水系仁頃川上流に昭和62年に完成した農業用ダム

である（図－1）。 
ダムは、堤高44.30m、堤頂長280.00m、総貯水容量

2,800,000m³、有効貯水容量2,630,000m³の規模の中心遮水

ゾーン型ロックフィルダムであり、かんがい用水の供給

を目的としている（表－1、写真－1、図－2）。 
  

 
図-1 富里ダム位置図 

 
 
 
 

表－1 ダム諸元 

形 式 
中心遮水ゾーン型 

ロックフィルダム 

堤 高 44.30m 
堤 頂 長 280.00m 
堤 体 積 444,000m³ 
総 貯 水 容 量 2,800,000m³ 
有 効 貯 水 容 量 2,630,000m³ 

 

 
写真－1 富里ダム 

 
図－2 富里ダム標準断面図 

富里ダム 
〈上流側〉 〈下流側〉 
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(2)   ダム健全性評価の実施状況 
 ダム耐震性能の評価として、平成25年度からレベル２

地震動を与えた性能照査を実施している。その中で、ダ

ムの健全性を評価する際、ダム堤頂部保護層表層（アス

ファルト舗装）に亀裂（以下、クラックと称す。）が確

認され、検証を行っている。なお、ダム堤頂部は管理用

道路として位置付けられ、一般車両の通行は基本的にな

い。 

 

2 ダム堤頂部保護層のクラックについて 

 富里ダムの堤頂部は、雨水、凍結によるコア材の軟弱

化及び交通による損傷を防護するため、路盤工72cm及

びアスファルト舗装8cmによる計80cmの保護層が施され

ている。 

これら、保護層表層にはアスファルト舗装の延長方向

に対し、横断方向にクラックが生じている。（写真－2、

図－3、図－4）。 
このことから、ダムの安全性を確認するうえで本クラ

ックの発生要因を推定し対策方法等が必要とされた。 

 
写真－2 堤頂部のクラック全景（SP,91地点） 

 

図－3 堤頂部保護層断面図 

 

図－4 堤体堤頂部平面図 
 

3 調査解析の進め方 

 本クラックの調査解析は現状の詳細を把握し、各種

想定される要因に対し検証するものとし以下の順序で進

める。 

①現状の把握 

②特徴的な事象の洗い出し 

③想定される要因の検討 

④発生事象（各要因）の検証 

 

4 現状の把握 

(1)   定点調査 
 昭和62年の供用開始以後、クラックの顕在化した平成

9年から定点観測として、クラックの幅、延長を計測し

ている。測定頻度の違いはあるが拡大する傾向を示して

おり、クラックの幅、延長は経年的に発達する傾向が見

られる（図－5）。 

 
図－5 クラックの挙動調査 

  
(2)   詳細調査 
堤頂部保護層に生じたクラックの幅と延長の分布を確

認するため、クラックの延長5cm間隔毎に深さ及び開口

幅を確認した。その結果クラックは、最大の深さは

115mmとアスファルト舗装厚80mmを上回るものの、コ

アまでは到達しておらず保護層に留まること、開口幅と

関係なく一定の深さを保っていることが確認された。こ

のことから、本クラックは保護層表層に生じたクラック

であることがわかった。また、開口幅は最大で50mm程

度であり上流地覆に近いほど大きい（図－6）。 

 
図－6 クラックの幅、開口幅の分布 

〈
上
流
側
〉 

〈
下
流
側
〉 
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5 特徴的な事象の洗い出し 

これまでの現状の調査結果を踏まえ、保護層表層に生

じたクラックの特徴は以下のとおりである。 

①堤体上流側から下流側に向かい生じているほか、左右

岸地山部には存在しない。 

②上流側のみに発生しており、下流側には見られない。 
③堤体のほぼ全体にわたって概ね一定間隔（各測点間の

距離は約10m前後）で発生している。 
④経年的に延長が増加し、開口幅が拡大する傾向がある。 

⑤クラックの深さは、開口幅が拡大する傾向とは関係な

く一定の深さを保っている。 

⑥クラックの開口幅は、上流地覆に近いほど大きい。 

⑦クラック先端部では複数のクラックが発生しており、

主たるクラック周辺では皺状の多数の軽微なクラック

が観察される（写真－3）。 

  

写真－3 クラック先端部（左）、クラック周辺（右） 

 

6 想定される要因の検討 

(1)   アスファルト舗装におけるクラック 
 アスファルト舗装に生じるクラックは線状クラック

（縦・横断方向）、亀甲状クラックに大別され、クラッ

クの形状に応じ発生要因は異なり、クラック形状と主要

な要因をまとめた（表－2）。 
表－2 クラック形状及び主要な要因 

冬期間に路床土が凍結する際に凍結面の下部
から水分を吸い寄せて結晶が厚く発達し、路盤を
隆起させることが要因。

低温クラック

ヘアクラック

亀甲状クラック

疲労クラック

わだち割れ

施工継目クラック

凍上クラック

線状クラック
（縦断方向）

リフレクション
クラック

舗装の施工時の継目に沿って線上に進行するク
ラックで、施工継目の接着不良や施工時の新旧
舗装の温度差などが原因で発生。

古いコンクリート舗装の上にアスファルト混合物を
オーバーレイしたとき等に、下地の層の目地やク
ラックの真上に同じような形でできるクラック。

クラック形状 要因

施工当初の路盤材締固め不足や、当初設計より
通行車両が増加、大型化することによるクラック。

車両の繰り返し載荷によってアスファルト混合物
が疲労し底面から進行するクラック。

車両の繰り返し走行等による、路盤以下の圧密
沈下によって、舗装表面から底面に向かって進
行するクラック。

急激な温度の低下によって舗装体が収縮し延長
方向に引っ張られることで、横断方向に生じ、経
年的な変化に伴い、クラック幅の拡大やクラック
本数が増加するのが特徴。

アスファルト混合物の温度管理の不適によるク
ラック。

線状クラック
（横断方向）

 
 
a) クラック発生要因の分類 

 クラックの発生要因は大きく以下のものに分類される。 
①車両の繰り返し載荷による要因。 
②施工、管理時の不備による要因。 
③急激な温度の低下による要因。 

④下層基礎の影響による要因。 
 
(2)   保護層表層に生じたクラックの発生要因の検討 
a) 車両の繰り返し載荷によるクラック要因 
本要因により発生するクラックは疲労クラック、わだ

ち割れ、亀甲状クラックが該当するが、以下のように当

ダムにおけるクラックの発生要因として、本要因は考え

られない。 
①疲労クラックは、車両の繰り返し走行により走行方向

（縦断方向）に沿って発生するクラックである。現地

クラックは、走行方向に直角（横断方向）に入ってい

るため、現地クラックは本要因で発生したものではな

い。 
②わだち割れは、車両の繰り返し走行により路盤が沈下

することで舗装表面から底面に向かって進行するクラ

ックである。普段は車両が堤頂部を通行できないよう

管理されているため、当ダムではこのクラックの発生

は想定されない。 
③亀甲状クラックは、通行車両の増加、大型化により発

生するクラックである。普段は車両が堤頂部を通行で

きないよう管理されているため、当ダムではこのクラ

ックの発生は想定されない。 
 
b) 施工、管理時の不備による要因 

本要因により発生するクラックは施工継目クラック、

ヘアクラック、亀甲状クラックが該当するが、以下のよ

うに当ダムにおけるクラックの発生要因として、本要因

は考えられない。 
①施工継目クラックは、継目の接着不良により舗装の施

工継目に沿って線状に進行するクラックである。現地

クラックは、継目に発生したクラックでないため、現

地クラックは本要因で発生したものではない。 
②ヘアクラックは、舗装材料の温度管理が不適であるこ

とにより発生するクラックである。施工時のアスファ

ルト管理記録より安定した管理がされているため、当

ダムではこのクラックの発生は想定されない。 
③亀甲状クラックは、路盤材の締固めが不足することに

より発生するクラックでもある。路盤材の施工管理記

録は残っていないものの、路体となる堤体コア部は盛

立時の記録から十分な施工管理がされているため、当

ダムではこのクラックの発生は想定されない。 
 
c) 急激な温度の低下による要因 
本要因により発生するクラックは低温クラック、凍上

クラックである。以下のように、当ダムにおいては本要

因により低温クラックが生じていることは想定される。 
①低温クラックは、温度低下により舗装体が収縮するこ

とで横断方向に発生するクラックである。北見地区は

積雪寒冷地であり冬期には急激な温度の低下が発生す

るため、当ダムでこのクラックの発生は想定される。 
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②凍上クラックは、路盤土が凍結することで水分が膨張

し、上層の舗装を隆起させることで、一般に積雪が少

なく路肩から離れている舗装中央部にて縦断方向に発

生するクラックである。現地クラックは、横断方向に

入っているため、当ダムではこのクラックの発生は想

定されない。 
 
d) 下層基礎の影響による要因 

本要因により発生するクラックはリフレクションクラ

ックが該当するが、以下のように当ダムにおけるクラッ

クの発生要因として、本要因は考えられない。 
①リフレクションクラックは、下地の層に存在する目地

やクラックの真上に同じような形で生じるクラックで

ある。当ダムでは施工目地、下地の層に至るクラック

は発生していないため、現地クラックは本要因で発生

したものではない。 
②コア部は盛立時の記録から十分な施工管理がされてい

るため、現地クラックは本要因で発生したものではな

い。 
 
e) 堤体変形時の応力による要因 

 堤体の変形により堤頂部に曲げ引張力が発生した場合、

アスファルト舗装に引張応力が発生しクラックが生じる

可能性がある。現地クラックはダム堤頂部で発生してい

ることから、当ダムにおいては本要因によりクラックが

生じていることは想定される。 
 
(3)   検討結果のまとめ 
これまでの検討から、本ダムにおけるクラックは急激

な温度の低下、もしくは堤体変形時の応力により生じた

ものと推定される。 

このことから、クラックの発生要因を推定するため、

次の2つについて検証を進めるものとする。 

①堤体変形時の応力による要因（堤体変位に伴うもの） 

②急激な温度の低下による要因（低温クラックに伴うも

の） 

 

7 発生事象の検証 

(1)   堤体の変形時の応力によるクラック発生の可能性 
 表面変位計の計測結果をもとにクラックの発生要因の

検証を行う（図－7）。 

 
図-7 表面変位計位置図 

a) 鉛直方向への堤体変形 

堤頂部3箇所の表面変位は全て20～40mm程度の沈下傾

向を示している（図－8）。また、中央に位置するNo.8
の計測数値が一番大きいことから、堤体は凹型に変形し

ているため、アスファルト舗装に対し圧縮側に作用して

いる状況である。 

クラックはアスファルト舗装に対して引張側の作用が

生じることにより発生することから、鉛直方向の堤体変

形は現地クラックの発生の要因ではないと判断できる。 

 

図－8 堤頂部の表面変位（鉛直方向） 

 

b) 水平方向への堤体変形 

 堤体は下流側に変形していることが確認されている。

このような堤体の変形による曲げ引張力によりクラック

が発生する場合、クラックは引張領域となる下流側で生

じると考えられるが、本ダムにおいては上流側に発生し

ていることから、水平方向への堤体変位は現地クラック

の発生の要因ではないと判断できる（図－9）。 

以上の検証から、堤体の変形により堤頂部にクラック

が発生したものではないと判断する。 

 
図-9 表面変位計の計測結果による堤体の挙動 

 

(2)   急激な温度の低下によるクラック発生の可能性 
 積雪寒冷地である北海道では、低温クラックが多数発

生しており1)、その特徴は以下の通りである。 

①急激な温度低下によって舗装体が収縮し延長方向に引

っ張られることで、舗装の延長方向に対し横断方向に

ほぼ一定間隔に生じる（図－10）。 

②経年的変化に伴い、クラック幅の拡大やクラック本数

の増加が生じる。 
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図-10 低温クラックのメカニズム 

 

a) アスファルトの適用限界最低気温と低温クラック発

生の関係 

本ダムの堤頂部舗装に用いられたアスファルト安定処

理材及び細粒度ギャップアスコンは、ともに針入度級

80/100のストレートアスファルトである。この材料につ

いて、フラース脆化点試験によりその低温性状評価を行

った研究成果によれば、本アスファルト規格のフラース

脆化点（鋼板の表面に作成したアスファルト薄膜を曲げ

たときに亀裂の生じる最初の温度）は-14℃であり、こ

れに対応する適用限界最低気温の推定値は-24℃と報告

されている２)（図－11）。 
 また、アスファルトの針入度は劣化により緩やかに低

下することが報告されており３)（図－12）、これより施

工後に針入度が低下することによって、より低温クラッ

クの生じやすい状況になると想定される。 

 
図-11 フラース脆化点と適用限界最低気温 

 

図-12 高速道路の調査事例による針入度の変化 

 

b) 北見地区の最低気温と低温クラック発生の関係  
 天端舗装の工事が実施された昭和58年度から昭和63年
度までは毎年最低気温が-24℃を下回っており、それ以

降は最低気温が-24℃を下回ることはないが-20℃を下回

る年度が多い（図－13）。加えて、ダム地点は山間部で

あるため、当地点は観測データと比べてより低い最低気

温であったことが推定される。対して、今回使用した針

入度級80/100のアスファルトの適用限界最低気温は-24℃
であり、施工後には針入度の低下とともに適用限界最低

気温も低下することも考えられ、本地区では低温クラッ

クが発生しやすい状況であるといえる。 

 

図－13 アメダス[北見]の最低気温 

 

c) アスファルトの収縮ひずみ 
 これまでの調査から、保護層表層に生じたクラックは

約10mの等間隔で発生していることがわかっており、各

地点における最大開口幅の合計から求めた舗装の鉛直方

向の収縮ひずみは約0.2%である。       

この数値が妥当かどうか、横断方向の舗装幅を測定し

出来形の舗装幅と比較することで収縮ひずみを確認した。

その結果、横断方向の測定値は出来形の幅に比べ約2cm
収縮していることがわかり、収縮ひずみを計算すると約

0.3%であることから、延長方向と横断方向の収縮ひずみ

は概ね整合する結果と判断される。 

以上より、アスファルトの収縮ひずみの観点からは、

ダム堤頂部に10m間隔で現れたクラックはアスファルト

の収縮により生じるものと推定される。 

 

d) 冬期のダム天端状況 
冬期のダム天端状況として、堤体の上流側から吹く風

の影響を受け、下流側では天端全体にわたって積雪が確

認されるが、上流側（ダム中央部から左右岸付近）は冬

期間もアスファルト表面が露出している。一方、左右岸

付近ではダム中央部と異なり、上流側にも積雪が見られ

る（写真－4）。 
このことから、下流側と左右岸側は積雪による保温効

果が認められる一方で、上流側の表面が露出している範

囲は急激な温度低下が生じるため低温クラックが発生し

やすいといえる。 

 

写真-4 冬期のダム天端状況（平成27年3月19日撮影） 

上流側 

左岸側 

右岸側 

下流側 

低温 

路盤層（砂利層） 

アスファ ルト層 

ひび割れ 

縮む 縮む 
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e) クラック先端の複数のクラック及び周辺の皺状のク

ラックについて 
 既往の研究によると、コンクリートなどのクラック先

端には大きな引張応力が生じて微細なクラックが発生す

ること、また、応力の増大に伴ってその数が増加するこ

とがわかってきている4)。現地クラックについても、一

旦生じたクラックをさらに広げようとする力が作用した

結果、その先端部に応力が集中し、多数の軽微なクラッ

クが生じたと推定される。 

 このメカニズムを検証するため、切り欠きを設けた粘

土を用い実験した結果、切り欠きが拡大すると先端部に

多数の軽微なクラックが確認され、その様子は現地クラ

ックの先端部及び主たるクラックの周辺に発生している

皺状のクラックと類似することが確認された（図－14）。 

  
図-14 粘土による実験結果 

 

f) 管理用道路におけるクラック発生状況 
 富里ダムの管理用道路では、堤体アスファルト舗装に

使用しているものと同様の材料で施工されており、低温

クラックが複数発生している。このため、管理用道路に

おいてクラックの発生状況を確認したところ、クラック

は一定の間隔で発生しており、5～15mの頻度が最も多

く、ダム堤頂部の10m間隔に発生することと類似してい

る（写真－5、図－15）。 

 
写真-5 管理用道路におけるクラック 

 

図-15 管理用道路におけるクラック発生状況 

 

(3)   発生要因の推定 
 本ダムにて確認されたクラックの形状、アスファルト

の性質及び想定される発生メカニズムから、クラックの

発生は低温クラックが要因となり生じたものと推定する。 

 

8 今後の監視について 

(1)   監視時に注意するべき事項 
本ダムの堤頂部は、コア材の軟弱化及び交通による損

傷を防護するため保護層が施されているが、クラックの

開口部より雨水等が浸透すると保護層の構造的な破壊に

繋がる可能性が危惧されている。今後、堤体の挙動によ

り新たにクラックが発生、進行する可能性もあり、引き

続き表面変位の計測結果を監視することが必要である。 

 

(2)   補修時に注意するべき事項 
 シール材注入、Vカット工法といった補修を講じる際

には、クラックがコア部まで達していないかを確認し、

コア部を傷つけないよう作業を進めることが求められる。 

同様に、アスコン層打換え、オーバーレイのような補修

を行う際には、下層礎盤の状況を入念に確認するととも

に、気象条件から使用可能なアスファルトを選定し、今

後このようなクラックが生じないよう施工管理すること

が求められる。 

 

9 おわりに 

 本論文はダム堤頂部保護層に生じたクラックについて、

クラックの形状とその要因を整理し、気象等の条件と施

工当時のアスファルトの品質特性を踏まえ発生要因を推

定し結果報告を行ったものであり、本クラックについて

は、クラックの状況や発生要因から低温クラックである

と推定された。 

今後も本クラックが発達する可能性があるため、引き

続き監視に努めるとともに、その対処について検証を図

るものとしている。 
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