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積雪寒冷地における歩道部の凍上対策
Preventive Measures for Frost Heave on SideWalks
in Cold, Snowy Regions
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積雪寒冷地における歩道部の凍上被害対策として、２種類の対策工法について検討を行った。北海
道の国道歩道部では、従来から凍上対策として置換え厚30㎝の置換工法を採用しており、この厚さは
全道一律である。しかし、道内において特に気象が厳しい道東地域などでは、路床土の凍上現象によ
る歩道路面のクラックや不陸、これに起因する水たまり等が、美観だけでなく歩行者や身体障害者の
通行の支障となる。
本報告では、北海道における歩道部の凍上対策として、凍上抑制層を従来のものより厚くする増厚
工法と、車道・歩道の凍上抑制層をすり付けるすりつけ工法の凍上抑制効果について、それぞれ検討
を行っている。さらに、道内主要都市における歩道の凍上調査結果から、全道各地における歩道凍上
量の傾向を推定してみた。この結果から考えられる、新設歩道において凍上対策を適用すべき地域に
ついても併せて報告する。
≪キーワード：歩道の凍上対策、歩道凍上量の推定、歩道バリアフリー≫
On sidewalks along national highways in Hokkaido, the replacement method has been the
traditional countermeasure to frost heave. The replacement thickness in this method is 30 ㎝
throughout Hokkaido. However, this thickness is not optimum in Eastern Hokkaido, where winters
are cold and less snowy. When frost heave occurs in the subgrade soil in Eastern Hokkaido, the
road surface cracks and becomes uneven, which produces puddles on sidewalks. Not only do such
conditions detract from the appearance of sidewalks, but they also hinder travel by pedestrians,
especially those who already have mobility impairments.
This report examines the sidewalk frost prevention effects of two new countermeasures: the
thickness-increase method and the transition method. In the thickness-increase method, the
thickness of frost blanket is greater than in the traditional replacement method. In the transition
method, the thickness of frost blanket of the sidewalk is gradually increased toward the thicker
frost blanket of the roadway. Also, from the results of a frost heave survey on sidewalks in
major cities of Hokkaido, the trends of frost heave depth were estimated for sidewalks in all
areas of the prefecture. In view of this estimation, the report discusses areas where frost heave
countermeasures should be taken for newly constructed sidewalks.
≪ Keywords: frost heave countermeasures for sidewalks, estimation of frost heave depth on
sidewalks, removal of barriers to pedestrian mobility on sidewalks ≫
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ˍȅ͉̲͛ͅ

るため、比較的気象が厳しい道東地域で試験施工を行

北海道のような積雪寒冷地特有の現象として土の凍

い、凍上量、クラック率、平坦性の比較検討を行なった。

上が挙げられる。一般国道の歩道部においては、路床

採用した凍上対策工法の断面および概略をȽˎ、

土の凍上現象により路面が隆起し、ৢ૯Ƚˍのように

Ƚˏにそれぞれ示す。なお、置換え厚には表層の細粒

クラックが発生、歩道が早期に破壊してしまう場合が

度アスコン層厚（t=3㎝）も含む。

ある。また、平成12年11月に通称、交通バリアフリー

①標準工法（北海道開発局道路工事設計基準）１）
･････置換え厚：30㎝

法が施行され、交通弱者に対する歩道部の交通円滑化
が一層重要視されるようになった。
路面の不陸・クラッ

北海道開発局が標準とする工法であり、表層の細粒

ク・剥離による平坦性の悪化や水たまりの発生は、車

度アスコン３㎝＋路盤10㎝＋凍上抑制層17㎝で構成さ

椅子や高齢者の通行の上で支障になると考えられるこ

れる。

とから、バリアフリーを考慮し、歩道部における凍上
対策工法および維持管理手法を早急に確立する必要が
ある。
本研究は、歩道部の凍上対策である２種類の置換工
法について、その試験施工結果から凍上抑制効果につ
いて検討するとともに、維持管理段階における適用手
Ƚˍȁດࢥ༹

法について考察している。また、道内12箇所の歩道部
における調査結果を基に、歩道凍上量の全道図を作成
した。同図において凍上量が比較的大きく、凍上被害

②増厚工法（凍上対策工法）
･･･置換え厚：45,48,50,60,65㎝

が予想される地域について報告を行う。

標準置換え厚である30㎝を増厚して、非凍上性材料
と置き換える。置換え厚の増加により、歩道部路床の
凍結土量を減少させる。凍上量を小さくすることに
よって、歩道路面の凸形の変形を抑制する工法と考え
られる。

ৢ૯Ƚˍȁ༜ൽ໐̤̫ͥͅൄષޙેٺ
ˎȅ༜ൽൄષచॐ̳ͥͅ۾দࡑঔࢥ
ˎȅ
ˍȁࡄٽݪါ
歩道の凍上被害を解消する手法としては、車道と同

Ƚˎȁ௩࢚ࢥ༹
③すりつけ工法（凍上対策工法）
歩道と道路の凍上抑制層を斜めにすりつけ、路肩側
から車道側へ向けて置換え厚を序々に厚くする。ただ

程度まで非凍上性材料で路床土を置換する置換工法が

し、路肩側の置換え厚は標準工法と同等の30㎝である。

考えられる。しかし、凍上自体は土質・地下水等に大

サイドウイング等により歩道部を一斉除雪した場合、

きく左右される現象であることや、歩道の除雪頻度か
ら積雪による断熱効果が見込めること、置換え厚増加
の費用対効果等を考慮して、北海道開発局ではȽˍ
に示す置換え厚30㎝の断面を、歩道の標準工法１） と
して採用している。一方、凍上被害が発生した歩道
の、維持修繕における対策手法は定まっていない状況
にあった。そこで、歩道部の凍上対策について検討す
22
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路肩は堆雪により断熱されるが、センターから縁石部

試験工区につき横断方向に３〜５測線とし、１測線あ

は凍上する。一方、車道部は十分な置換え厚が確保さ

たり30 〜 50㎝間隔で高さの測定を行った。

れているため、縁石付近に歩道と車道の凍上量の差に

②路面のクラック率・平坦性調査

よるクラックが発生する。すりつけ工法はこのような
凍上形態を抑制すると考えられる。

凍上による路面の被害状況を比較するため、歩道路
面のクラック（ひび割れ）率および平坦性を測定した。

各対策工法の試験施工概要を以下に示す。なお、試

クラック率の測定は、「舗装試験法便覧」３）に示され

験施工を実施した各年度における寒さの傾向として、

るメッシュ法を用いた。この方法は、ৢ૯Ƚˏに示す

各年度の凍結指数

２）

をນȽˍにまとめた。

（１）増厚工法の検討

ように歩道路面を縦横50㎝メッシュに分割し、クラッ
クの発生しているメッシュ数を数えてクラック面積を

年度：平成４〜７年度、14 〜 15年度

算出していくものである。ここで、クラック率は（1）

位置：別海町中西別・弟子屈町南弟子屈

式で定義される。

音更町新生
（２）すりつけ工法の検討

クラック率（％）＝

年度：平成元〜３年度、13 〜 15年度

クラック面積（㎡）

×100
調査対象区間面積（㎡）
・・・（1）式

位置：豊頃町統内・弟子屈町奥春別
音更町新生
試験施工箇所にて実施した調査項目および概要は以
下のようである。
①路面の凍上量調査
対策工法の凍上抑制効果を検証するため、歩道路面
の凍上量を測定した。凍上量は、路床土が未凍結の期
間（11月）の路面の高さと、冬季間の路面高さとの最
大差とした。
凍上量の測定状況をৢ૯Ƚˎに示す。測定箇所は各

ȁȁ!ৢ૯Ƚˏȁ༜ൽ໐̤̫ͥͅ·ρΛ·ၚ௶
ȁȁȁȁȁȁȁ!͈̹͈͛ιΛΏν
路面の平坦性は、
「舗装試験法便覧」３）に示される
3m プロフィルメータによる方法で実施した。平坦性
は、縦断における路面波高（凹凸）の標準偏差で表わ
され、値が大きいほど平坦性が悪化していることにな
る。

ৢ૯Ƚˎȁ༜ൽ໐̤̫ͥͅൄષၾ͈௶ેޙ
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③開削調査
すりつけ工法による凍上抑制効果を確認するため、

凍上による路面形態は、標準工法では横断的に路面
の中央部が大きく凍上しているのに対して、増厚工法

平成元年〜３年に実施した標準工法とすりつけ工法の

では路面を横断方向にある程度均等に凍上させてい

歩道断面を平成13年度冬期に開削し、０℃分布線を測

る。

定した。０℃分布線とは、開削時にデジタル温度計を

増厚工法と標準工法の路面クラック率の比較をȽ

用いて地中温度を測定した結果から、地温０℃の分布

˒に示す。別海町では、標準工法と比較して増厚工法

線を求めたものである。

のクラック率が14 〜 30％小さくなった。これは標準

ˎȅˎȁࠫࣉ͍̤͢ضख़

工法と比較して凍上量が小さいためである。一方、

Ȫˍȫ௩࢚ࢥ༹͈ൄષဲଷ࢘ض
別海町、弟子屈町、音更町で実施した、層厚工法と
標準工法の路面凍上形態の比較をȽˑに示す。

Ƚˑ中段に示すように、凍上量が４㎝未満の弟子屈町
の場合は、置換え厚48㎝のクラック率が標準工法を上
回り、置換え厚60㎝としても増厚によるクラック抑制
効果は９％である。凍上量が４㎝未満のような比較的
小さな箇所では、増厚工法と標準工法のクラック抑制
効果の差が小さいと考えられる。このことから、増厚
工法の凍上抑制効果が明確に発揮されるためには、少
なくとも凍上量が４㎝以上の箇所において同対策をと
る必要がある。

Ƚ˒ȁ௩࢚ࢥ༹̤͍͢ດࢥ༹͈Ⴙ࿂·ρΛ·ၚ

Ƚˑȁ௩࢚ࢥ༹̤͍͢ດࢥ༹͈Ⴙ࿂ൄષࠁఠ
凍上量が７㎝と比較的大きな値を示す別海町では、
増厚工法は標準工法と比較し歩道路面の凍上量を４㎝
程度軽減する効果が見られる。一方、弟子屈町では置
換え厚48㎝とした増厚工法の凍上量が、標準工法のそ

Ƚ˓ȁ༜ൽ໐Ȇಎ؇໐ȆႹࡈ໐͈·ρΛ·ၚ͈ڛ

れを上回っており、置換え厚48㎝程度では凍上抑制効
果に地域差があることがわかる。いずれの調査地にお

増厚による凍上抑制効果が見られた別海町におけ

いても、凍上量の抑制に効果を発揮した置換え厚は、

る、置換え厚60㎝の増厚工法と標準工法のクラック率

60㎝以上であった。

を歩道横断の縁石・センター・路肩部ごとに比較した

24
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結果をȽ˓に示す。増厚工法の歩道中央部における

Ȫˎȫ̳̫ͤ̾ࢥ༹͈ൄષဲଷ࢘ض

クラックは、標準工法と比較し40％程度小さな値を示

豊頃町、弟子屈町、音更町で実施した、すりつけ工

す。増厚工法の路面凍上形態は、Ƚˑ上段に示すよ

法と標準工法の路面凍上形態の比較をȽ21に示す。

うに横断的に均等であるため、中央部のクラックが比

なお、図中における㎝単位の数値は、Ƚˏに示す車

較的少ないものと考えられる。

道側置換え厚を表わしている。この厚さの最大値は、

標準工法と増厚工法における路面クラック率と凍上
量の関係をȽ˔に示す。ここで、標準工法の凍上抑

試験施工を行なった路線の車道部の置換厚と同等で
100㎝である。

制機構は増厚工法と同一として取り扱っている。路面
クラック率と凍上量には R=0.864の相関があり、凍上
量を抑えることで、路面クラックの低減、換言すれば
凍上被害の低減が可能であることがわかる。

ȁȽ˔ȁ௩࢚ࢥ༹̤͍͢ດࢥ༹͈·ρΛ·ၚ͂
ȁȁȁȁȁडఱൄષၾ

Ƚ21ȁ̳̫ͤ̾ࢥ༹̤͍͢ດࢥ༹͈Ⴙ࿂ൄષࠁఠ
３箇所いずれにおいても、すりつけ工法は標準工法
と比較し歩道路面の凍上量を２㎝程度軽減する効果が
Ƚ˕ȁ௩࢚ࢥ༹̤͍͢ດࢥ༹͈

見られた。図中段の弟子屈町においては、すりつけ工
法の車道側置換え厚を40㎝にすると、凍上抑制効果が

平成13年度に調査した、増厚工法と標準工法の歩道

見られない場合もあるが、車道側置換え厚を80㎝〜車

縦断方向における平担性をȽ˕に示す。凍上抑制効

道部と同等にすれば、凍上量の抑制に効果があるとい

果が見られた別海町では、標準工法の平坦性5.2㎜と

える。

比較し、それぞれ2.8㎜と2.2㎜、増厚工法の平担性が

凍上による路面形態は、標準工法では歩道センター

良くなっている。これは増厚工法の凍上量が標準工法

付近が凍上し、路面が凸型の形態を示す。一方、すり

より小さいため、凍上収束後の路面平坦性が大きく変

つけ工法は路面が縁石または路肩方向に斜めに凍上す

化しないものと考えられる。

るが、路面自体は平坦であり、横断的に極端な凹凸は
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見られない。また、すりつけ工法では路肩側から縁石
に向かって置換え厚が除々に深くなるため、縁石付近
の凍上量は標準工法より小さくなっている。
凍上量が比較的大きい弟子屈町における、すりつけ
工法と標準工法の路面クラック率の比較をȽ22示
す。測定は歩道施工後２冬期を経過した平成３年11月
に実施した。すりつけ工法のクラック率は、標準工法
と比較し同程度か３〜 19％小さくなっている。また、
車道側置換え厚を厚くするほど路面のクラックが減少
し、同厚を車道と同等の100㎝とした場合に路面のク

Ƚ23ȁດࢥ༹͈ٳॉऔࠫض

ラック率が最小となった。すりつけ工法の車道側置換
え厚は、出来るだけ車道部の置換え厚と差を設けず、
車道から路肩までなめらかに路床をすりつけるとよ
い。

Ƚ24ȁ̳̫ͤ̾ࢥ༹͈ٳॉऔࠫض

Ƚ22ȁ̳̫ͤ̾ࢥ༹̤͍͢ດࢥ༹͈Ⴙ࿂·ρΛ·ၚ
平成13年度に実施した、開削調査結果をȽ23、
Ƚ24にそれぞれ示す。標準工法では、縁石付近の置換
え厚が30㎝しかないため、常時除雪されている車道か
ら寒気が入り、
０℃分布線が歩道路床に進入している。
一方、すりつけ工法においては、置換え厚が路肩部か

Ƚ25ȁ̳̫ͤ̾ࢥ༹̤͍͢ດࢥ༹͈

ら縁石部方向に向かって除々に深くなっているので、
０℃分布線は路床に進入していない。車道からの寒気
の進入を抑制するために、車道側置換え厚は出来るだ
け大きくとることが望ましい。
施工後13年経過した平成13年度に、すりつけ工法と

ˎȅˏȁ༜ൽൄષచॐ͈ഐဥ༹
凍上被害が目立っており、維持修繕において凍上対
策をとる場合は、前述した試験施工結果を基に、以下
の項目を考慮して対策を施工するとよい。

標準工法の歩道縦断方向における平坦性を調査した結
果をȽ25に示す。すりつけ工法では、２箇所の調査
地ともに標準工法と比較し平坦性が良くなっている。

＜郊外地＞
郊外地は、ৢ૯Ƚːに示すように歩道に電柱や植樹

これは、標準工法と比較して凍上量が小さく、路面横

帯が少ないことから、サイドウイングによる除雪が行

断に極端な凹凸が発生しないためと推測される。

なわれることが多い。このような除雪状況では、縁石
部にクラックが発生しやすいため、すりつけ工法が凍
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上対策として適している。車道側置換え厚は、凍上抑

凍上被害箇所に凍上対策を採用すれば、被害の繰り

制効果が最も発揮できる車道部と同等を標準とする。

返しを防ぐとともに、平坦性が向上して車椅子の走行
がより円滑化される。ひいては北海道の歩道部のバリ
アフリー化に寄与すると考えられる。
ˏȅ༜ൽൄષచॐ͈ഐဥ౷֖͈൦
ˏȅˍȁࡄٽݪါ
前項に示した２種類の対策工法は、凍上被害の再発
防止に有効と考えられるが、標準工法で歩道を新設す
る場合は、気象や土質など凍上を起こす条件が揃って
いれば、全道どの地域においても歩道の凍上被害を起
こす可能性がある。将来の路面状況を考えれば、凍上
被害が見込まれる地域において新設段階から対策工法

ৢ૯Ƚːȁࣕٸ౷͈༜ൽੰୱેޙ

を採用することが、
維持管理上は合理的と考えられる。
そこで、新規歩道における対策工法の積極的導入に向
けて、全道の国道歩道部において、気象条件の違いに
よる凍上量の推定を試みた。
凍上に影響を及ぼす要因としては気象条件の他に土
質や地下水位などがあり、一元的な把握は非常に難し
い。本研究では、これら複数の要因のうち、広域的で
かつ時系列データの収集が可能な、気温から算出され

＜市街地＞

る凍結指数に着目して調査を実施した。凍結指数から

市街地は、ৢ૯Ƚˑに示すように除雪した雪を縁石

凍上対策としての置換厚さを決定する手法は、既に車

部に堆雪させることが多く、歩道センター部の凍上を

道部で一般的に用いられている。しかし、歩道は車道

考慮して増厚工法を採用するとよい。置換え厚は、凍

と比較し除雪頻度が少なく、路面が常時露出している

上抑制効果が発揮できる60㎝以上が望ましい。

訳ではない。よって、冬期間に歩道路面が暴露される
期間（頻度）を考慮し、積雪による断熱効果が凍上量
に影響を与えると想定して、降雪日数を要因に加えて
調査を行った。
調査箇所における凍結指数の算出は、「道路土工−
排水工指針」 ２） に従っている。一方、降雪日数は、
時間単位の積雪の深さが増加したデータを含む日を降
雪日と定義して日数を算出した。
調査箇所の一覧をນȽˎに示す。調査は道内６都市、
合計12箇所で実施した。現地踏査により凍上被害が見
られる任意の２路線を、それぞれ１㎞以上調査路線に
選定し、歩道横断の平均凍上量を測定した。

ৢ૯Ƚˑȁঌځ౷͈༜ൽੰୱેޙ

ˏȅˎȁࠫࣉ͍̤͢ضख़
凍上量と凍結指数との関係をȽ26に示す。凍結指
数の増加に伴い、凍上量が大きくなる傾向が見られる。
この増加傾向は、降雪日数が80日以上の札幌・旭川よ
り、降雪日数が20 〜 40日と比較的少ない帯広・釧路
などの道東地域で顕著である。前者のような多積雪地
域では、歩道路面が絶えず積雪状況にあるため、路床
土の土質や地下水位条件の違いによる凍上量の差は相
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ນȽˎȁൄષၾ՜͈̹͈͛औؿਫ਼֚။

対的に小さくなる。一方、後者のような降雪日数が少

ນȽˏȁܨڎયૄ͂ൄષၾ̧͈͊ͣ̾

ない地域では、冬期間に歩道路面が暴露されている期
間が長く、路床に進入する凍結深はより大きいものと
なる。その結果、大きな凍上を起こす場合があり、路
床の土質条件等によって、凍上量は大きくばらつくこ
ととなる。

かる。これは、凍結指数が大きく小積雪で寒冷な地域
では、凍上量に1.6㎝程度のばらつきが発生する可能
性を示唆している。そこで、Ƚ26に示す凍結指数と
凍上量の関係について、前述したばらつきを考慮し凍
上傾向の修正を行った。結果をȽ27に示す。降雪日
数が60日以上の場合については、一定のばらつきσ₁
=0.79㎝を、降雪日数が60日未満ではσ₂=1.52㎝をそ
れぞれ考慮している。これにより、推定した凍上量
より、さらに大きな凍上量が発生する確率は、全体の
Ƚ26ȁൄࠫঐତ͂ൄષၾ

16％以下とすることができる。

以上の結果から、道内各地の凍結指数と降雪日数の
データを基に、全道における歩道凍上量の推定を実施
した。ここで、凍上量は前述した路床土等の条件によ
るばらつきを有することから、このばらつきを定量化
するため降雪日数および凍結指数の範囲を任意に設定
し、範囲別に凍上量の標準偏差σを算出してみた。算
出結果をນȽˏに示す。降雪日数が60日以上の地域に
おいては、凍結指数の値にかかわらず、凍上量のばら
つきσは0.7㎝程度であった。一方、降雪日数が60日
未満と少ない地域では、凍結指数が400℃・days 以上
と以下において、標準偏差が１㎝程度異なることがわ
28

Ƚ27ȁാৗ൝̧͈͊ͣ̾ͬࣉၪ̱̹ൄࠫঐତ͂ൄષၾ
北海道開発土木研究所月報

№ 624

2005 年５月

凍上量推定に用いる道内各都市の凍結指数および降

同様の手法で10年確率の降雪日数も算出し、Ƚ27

雪日数は、アメダスと気象官署のデータを用い、時間

におけるばらつきを考慮した値（図中の点線）を用い

毎の積雪の深さがある1999年以降のデータを用いて解

て、降雪日数および凍結指数から道内各地における凍

析を行った。また、解析に用いた凍結指数および降雪

上量を推定した。

日数は、安全を考慮して、いずれも10年確率値とした。

ˏȅˏȁ༜ൽൄષచॐ͈ഐဥ౷֖

10年確率の凍結指数は、1999 〜 2003年（５年間）の

全道における、歩道の推定凍上量の分布をȽ28に

２）

各年度の凍結指数Ｘ i を「道路土工−排水工指針 」

示す。歩道における凍上対策工法の試験施工の結果か

に従い算出し、ｎ確率凍結指数Ｘを「舗装設計施工指

ら、凍上量４㎝以上の場合は増厚工法による凍上抑制

４）

針 」に従い（2）式によって求めた。

効果が発揮できる。よって、これ以上の凍上量が見込
まれる地域においては、対策を積極的にとるべきであ

Log₁₀Ｘ = σ₀・ζ + Log₁₀Ｘ₀

･･･（2）式

Ｘ：ｎ年確率凍結指数
（ｎ年に１回起こると推定した凍結指数、℃・days）

ろう。同図から、推定凍上量が４㎝を超えている帯広
など道東地域や道南の一部では、新設歩道においても
凍上対策工法を積極的に導入すべきである。

ζ：確率年数（ｎ）に対応する統計値
Ｘ₀：凍結指数対数値の平均値
（∑ Log₁₀Ｘ i / k ）= Log₁₀Ｘ₀となるＸ₀の値
σ₀：Log₁₀Ｘ i の標準偏差
Ｘ i：各年の凍結指数（℃・days）

Ƚ28ȁൽ͈༜ൽ໐̤̫ͥͅଔൄષၾȪ21ාږၚȂດ౯࿂͈ાࣣȫ
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ːȅ͂͛͘

（５）歩道における推定凍上量の全道図から、凍上量

歩道の凍上被害について、十勝管内および釧路管内

４㎝以上が見込まれる道東地域や道南の一部では、

において標準工法を含めた凍上対策工法の試験施工を

新設歩道においても積極的に対策工法を導入するこ

行ない、その凍上抑制効果について検討した。また、

とが望ましい。

全道凍上量調査を行い、被害が発生しやすい地域を把
握した。検討の結果、以下に示す項目が明らかとなっ
た。

ˑȅ̤ͩͤͅ
今回報告した対策工法は、いずれも標準断面より置
換厚を増加させる必要があることから、歩道の埋設物

（１）増厚工法は従来の標準工法と比較し凍上量が小

が比較的多い都市部などでは、今後、断熱工法につい

さくなることから、路面の横断的変形が減少する。

て検討を行う必要がある。また、交通バリアフリーを

よってクラックも減少する。

ネットワーク的に考慮するため、破損した歩道路面の
維持管理基準の確立が望まれる。

（２）増厚工法における置換え厚が45㎝程度では凍上
抑制効果に地域差がある。よって、凍上抑制効果が

४ࣉࡃ

発揮できる60㎝以上（標準工法＋30㎝）を、置換え

１）道路工事設計施工要領：北海道開発局建設部道路

厚の標準とする。

建設課

監修、pp.1 5 36、2004.4

２）道路土工−排水工指針：社団法人 日本道路協会、
（３）すりつけ工法は従来の標準工法と比較し、路肩
側から縁石に向かって凍上量が除々に小さくなるた
め、路面に横断的な凹凸を発生させない。よってク
ラックも減少する。

pp.230、1987.6
３） 舗 装 試 験 法 便 覧： 社 団 法 人 日 本 道 路 協 会、
pp.951および pp.931、1988.11
４） 舗 装 設 計 施 工 指 針： 社 団 法 人 日 本 道 路 協 会、
pp.146 〜 148および pp.172 〜 173、2001.12

（４）すりつけ工法の車道側置換え厚は、凍上抑制効
果が最も発揮できる車道部と同等を標準とする。
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