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一般国道5号は函館市～札幌市（282.8㎞）を結ぶ主要幹線道路である。そのうち茅部郡森町
字上台町付近における舗装（約3.1㎞）は昭和47年に供用したセメントコンクリート舗装（以後、
コンクリート舗装と略す）で、舗装補修を定期的に繰り返してきており、供用後40年以上経過
している。本工事はコンクリート舗装区間のうち、特に路面損傷が著しい区間（普通コンクリ
ート区間約0.4㎞）の補修を行ったことから、今後のコンクリート舗装補修の参考となるべく、
施工事例を報告するものである。
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２. コンクリート舗装の概要

一般国道5号茅部郡森町字上台町付近の舗装は、陸上
輸送の増加に伴い昭和47年に耐久性の向上が期待できる
コンクリート舗装を実施した。その後、交通量の増加お
よび冬期間のスパイクタイヤによる摩耗に伴い、わだち
掘れやひび割れ等の老朽化から、昭和58～63年にかけて
薄層コンクリートによる切削オーバーレイや打換えによ
り補修した。さらに、近年は、目地部のリフレクション
クラックやポットホール等のアスファルト舗装の劣化が
著しいことから、アスファルト舗装による切削オーバー
レイを行っている。
本工事はコンクリート舗装区間のうち、特に路面損傷
が著しい区間（普通コンクリート区間約0.4㎞）の補修
を実施した。

当該箇所のコンクリート舗装（延長L=3,090m）は、普
通コンクリート舗装（L=1,600m）、連続鉄筋コンクリー
ト舗装（L=1,000m）、PCコンクリート舗装（L=490m）か
ら構成されている（図-1）。以下に、コンクリート舗装
の概要を示す。
コンクリート舗装には膨張、収縮等を自由に起こさせ
るために横膨張目地が8.0m間隔で設けられ、構造はダウ
エルバーと目地材の構造となっている。縦目地は、車線
を区分する位置に設けられ、構造はタイバーと目地材の
構造である（図-2）。
当初のコンクリート舗装の厚さはセメントコンクリー
ト舗装要綱（昭和39年）1)の単位区間自動車交通量の
2,000以上7,500台未満（台/日/2車線）を用い、t=23㎝で
設計し、ひび割れ防止対策として鉄網（φ6）が3㎏f/m2
に配置されている（図-3）。
昭和60年（施工後13年経過）に、交通量のさらなる増
加に伴い、わだち掘れの進行やクラック等が発生し補修
が行われた。補修方法として、劣化した既設コンクリー
トを切削（t=3㎝）し、薄層コンクリート（t=5㎝）によ
るオーバーレイや打換えを行い、現況のコンクリート舗
装の厚さはセメントコンクリート舗装要綱（昭和55年）
2)
の旧B交通の設計条件により、t=25㎝の版厚とした。そ
の補修後、スパイクタイヤ等の影響により、版中央部の
横断クラックや目地付近の横断クラック等の発生により
アスファルト舗装（t=5㎝）によるオーバーレイを行っ
た (図-4) 。
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図-4 舗装定規図（現況）

【平成24年度】-アスファルト舗装のオーバレイ有
① 外観変状調査（ひび割れ調査、打音検査）
横膨張目地付近で、亀甲状のひび割れやポットホ
ールによる修繕跡が確認された（写真-3）。また、
打音検査により空洞音が確認された。
② 舗装切削調査
アスファルト舗装に亀甲状ひび割れが発生してい
る箇所は、コンクリート舗装上面において剥離や
砂利化が確認された。劣化深さは平均5㎝であった
（写真-4）。
③ コンクリートはつり調査
横膨張目地付近で調査を行った結果、ダウエルバ
ーの破断は確認されなかった。若干、鉄筋の腐食
が認められたが、腐食度はグレードⅠ（ごく表面
的な腐食）と小さかった（写真-5）。
※ ②、③については、①でアスファルト舗装面に損
傷が発生している箇所を抽出した。

３. コンクリート舗装の経年劣化状況
至 札幌

本区間は、平成4年度と平成24年度にコンクリート舗
装の経年劣化状況を調査している。調査結果は以下のと
おりである。
【平成4年度】-アスファルト舗装のオーバレイは未施工
① 外観変状調査（ひび割れ状況）
平均のひび割れ率は17.8%となっており、特に横
膨張目地付近に亀甲状のひび割れが集中的に発生
した（写真-1）。また、疲労が原因と考えられる横
断方向の線状クラックの発生も多かった。
② 解体調査（ひび割れ断面状況）
コンクリート舗装表面に発生しているひび割れは、
局部的に下面まで貫通していた（写真-2）。
③ わだち掘れ量および平坦性
平均わだち掘れ量は21.2㎜を示し、平坦性は
3.0mmであった。

至 函館

写真-3 外観変状調査（目地部付近）
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写真-1 ひび割れ状況
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４.健全度評価

表-2 コンクリートの室内試験

平成24年実施のひび割れ調査では、普通コンクリート
舗装区間（L=1,600m）において、ひび割れ延長と舗装修
繕範囲を目視調査した結果、本補修対象区間
（ KP=42,188 ～ 42,600 、 L=412m ） の ひ び 割 れ 延 長
（L=1,069m）や舗装修繕範囲（2.173m2）は、普通コンク
リート舗装区間（L=1,600m ）の平均値（ひび割れ延
長：0.709m、舗装修繕範囲：0.750m2）を大きく上回る結
果となった。これらの損傷が集中している目地部付近で
は、施工前の事前調査（劣化深さ調査）において、部分
的にダウエルバーの破断が確認された箇所があった（写
真-6）。
一方、損傷箇所のコンクリート舗装下面の路盤支持力
調査として平板載荷試験と砂置換法による土の締固め試
験を行った結果、平成4年度と比較して支持力の低下は
確認されなかった（表-1）。また、目地部におけるコン
クリート版の段差を確認した結果、調査箇所42箇所中、
段差が発生していない箇所は39箇所であり、約93%で段
差は発生していない結果となった。この要因としては、
供用期間が長いため、路盤や路床の圧密沈下が収まり、
十分な支持力を有したと考えられる。
表-2に普通コンクリート舗装区間から採取したコアを
用いた室内試験の結果を示す。なお、コンクリート版の
健全部分から採取したコアを用いて行った。圧縮強度か
ら換算した曲げ強度は、コンクリートの設計曲げ強度
4.5MPaを上回る値を示した。また、コンクリートの中性
化の平均深さは最大値2.5mmであり、鉄網には達してい
ないと考えられる。また、塩化物イオンの試験では深さ
0-30mmの値は4.88kg/m3となっているが、深さが60mm以上
の箇所は塩化物イオンの影響が小さい結果となった。
上記の結果より、健全なコンクリート舗装版やコンク
リート舗装を支持する路盤や路床には問題はないと考え
られる。一方で，浸透水や荷重などの影響によりコンク
リート舗装版を連結するダウエルバー、コンクリートの
剥離（砂利化）やひび割れによるコンクリート舗装の損
傷度が大きく、車両の走行性を維持することが困難にな
っている状況である。
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５. 舗装補修方法
（1）コンクリート版補修方法
平成24年度に実施された外観変状調査、打音検査、舗
装切削調査により確認されたコンクリート舗装版上面の
損傷のうち、コンクリート舗装上面に敷設されるアスフ
ァルト舗装に大きく影響する剥離（砂利化）とひび割れ
について補修を行うこととした。
1）剥離（砂利化）
剥離部（砂利化）については、人力ピックにより劣化
部を除去し、早強コンクリートによる部分打換え工を計
画した（図-6）。コンクリート舗装版のはつり厚及び最
小補修厚は、以下の条件によりt=5㎝としている。施工
手順は、図-5に基づいて行った。
① H24年度舗装切削調査結果によるコンクリート劣化
深さ（平均t=5㎝）を考慮
② 昭和59年度に試験採用された薄層コンクリート舗
装・オーバーレイ最小厚t=5㎝以上を確保
③ H24年度コンクリート微破壊試験結果から、既設コ
ンクリート舗装と薄層コンクリート舗装の境界部
の付着性確保
但し、補修工事の際に、各損傷箇所の劣化深さが異な
ることが想定されることから、劣化部の確実な除去を行
うとともに、劣化が深い場合（残厚t=5㎝以下）は、全
断面打換え工（図-7）で計画した。
表層切削
切削後-外観変状調査(目視調査，打音検査)
【部分打換え工】
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アスファルト舗装(撤去)
t=50㎜

コンクリート舗装(撤去)
t=250㎜

鉄網切断・撤去

250

50

50

As舗装
薄層Co舗装

既設Co舗装

【全断面打換え工】
コンクリート取り壊し
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（2）目地補修方法
コンクリートの劣化・ダウエルバーの破断に伴う横膨
張目地（図-10）や縦目地（図-11）の補修方法は、舗装
施工便覧（平成18年）3)に準拠し、補修を行った。施工
手順は、図-9に基づいて行った。
表層切削
切削後-外観変状調査(目視調査，打音検査)
【全断面打換え工】
コンクリート取り壊し
ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ・ﾀｲﾊﾞｰ設置
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図-11 縦目地部補修方法

６. 舗装補修フロー
(1) 施工状況
① 表層切削
切削機械によりアスファルト舗装（t=5㎝）を切削
した。コンクリート舗装面が平滑でないことから、部
分的に残った箇所は人力により除去した（写真-7）。
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図-9 施工フロー（目地部）
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2）ひび割れ
コンクリート舗装版のひび割れは、アスファルト舗装
のリフレクションクラックの発生要因となることが想定
されることから、ひび割れ部に対してクラック抑制シー
トを貼り付けることとした。クラック抑制シートは、コ
ンクリート舗装の目地部やコンクリート舗装版上での実
績が多く、引張強度が比較的高い傾向にあるガラス繊維
を基材とした材質を採用した。
特に、リフレクションクラックが顕著に発生すること
が予想される横断方向の目地部は、引張強度が一般的な
ものより3倍程度高いガラス繊維（タイプA）、目地部以
外のコンクリート舗装のひび割れ、新旧コンクリート打
継ぎ部や縦方向の目地部は、外観変状調査結果より横断
方向の目地部に比べ損傷が小さいことから、引張強度が
小さく、安価なガラス繊維（タイプB）を採用した。施
工手順は、図-8に基づいて行った。
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写真-7 表層切削

② コンクリート舗装の調査
アスファルト舗装切削後に目視調査と打音検査に
より既設コンクリート表面の浮きや砂利化の範囲を決
定した（写真-8）。

写真-8 浮き・砂利化
③-1 コンクリート取り壊し（部分）
部分打換え工のコンクリートはつり工は、劣化部
はコンクリート表面から5㎝程度を目安に劣化部を
除去した。但し、5㎝以上の深さにおいて劣化部が
確認された場合には確実に劣化部を除去した（写真
-9）。

⑤ 端部補強鉄筋・金網設置（全断面）
部分打換えや全断面打換えによって撤去された溶
接金網やタイバー・ダウエルバーを所定の高さに配置
した。端部には補強鉄筋を配置した（写真-12）。

写真-12 端部補強鉄筋・金網設置
⑥ コンクリート打設
部分打換え部と全断面打換え部ともに早強コンク
リートにより打設を行った（写真-13）。

写真-13 コンクリート打設状況

写真-9 部分取り壊し
③-2 コンクリート取り壊し（全断面）
劣化深さが大きく、残りコンクリート厚が5㎝以下
であれば全断面の取り壊しとした（写真-10）。

⑦-1 クラック抑制シート工（タイプB）
ひび割れ幅が小さい場合や新旧コンクリート打継ぎ
部には、防水機能を有しているクラック抑制シートの
タイプBを敷設した（写真-14）。

写真-14

シート敷設状況(タイプ B)

⑦-2 クラック抑制シート工（タイプA）
クラック抑制シートのタイプAについては、防水機
能がないことから、コンクリート表面に防水工を敷設
④ コンクリート削孔（全断面）
し、アスファルトモルタルを1㎝敷設後、クラック抑
縦目地のタイバーを設置するため、既設コンクリ
制シートを敷設した（写真-15、16、17）。
ート側面にコンクリート削孔を実施した（写真-11）。
写真-10 全断面取り壊し

写真-11 コンクリート削孔状況
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写真-15

防水工敷設

伴うコンクリート舗装版を連結するダウエルバーの破断、
コンクリートの剥離やひび割れによるコンクリート舗装
の損傷が大きく補修の必要性が認められた。

写真-16 アスファルトモルタル敷設状況

2） 補修時の留意事項
実施工の際には、アスファルト舗装の切削後に、再度、
コンクリート舗装の外観変状調査を行い、補修範囲や劣
化深さを決定し補修を行った。劣化損傷の範囲等の変更
はあったが、劣化箇所は概ね事前調査結果とさほど差異
は見られなかった。
コンクリート舗装の補修については、アスファルト舗
装の切削後に、補修範囲や補修方法を決定するため、切
削後の路面評価が重要である。補修に当たっては、打換
え箇所、シートによる補修等の補修方法を決定し、最適
な補修方法を選定することがポイントとなる。また、コ
ンクリート舗装版の目地部の段差はダウエルバーの評価、
路盤、路床の支持力の評価の判断材料となる。

写真-17 シート敷設状況(タイプ A)
８．おわりに
⑧ 表層施工
アスファルト混合物の施工は、ロードローラやタ
イヤローラを用い締固めを行った（写真-18）。

写真-18 表層施工

７. まとめ
本工事では事前の劣化状況調査及び補修前の現況コン
クリート舗装の健全度評価を行い、それを基にコンクリ
ート舗装が有している高耐久の回復を目指した補修を行
った。本工事で得られた知見をまとめると以下のように
なる。
１）補修前のコンクリート舗装の状況
本工事区間は、コンクリート舗装上にアスファルト舗
装による表層オーバーレイ（t=4㎝）が舗設されており、
直接、コンクリート舗装表面の損傷を確認することが困
難であった。そのため、事前調査において、アスファル
ト舗装表面から目視調査、打音検査や舗装切削調査等か
らコンクリート舗装の劣化範囲を推定する必要があった。
その結果、健全部については，コンクリート舗装版の
強度、コンクリート舗装を支持する路盤に問題のない事
を確認できた。劣化部については、浸透水や交通荷重に
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今後は、補修後の車両走行性保持の観点から，路面状
況は道路巡回等で確認していく必要がある。
本報告が損傷の特に著しい普通コンクリート舗装の補
修事例として一参考として頂ければ幸いである。
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