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既設アスファルト舗装の打換えにあたり、耐久性の高いコンクリート舗装を用いる試験施工
を実施した。これに伴い置換厚が不足することから、従来の置換工法と比較してコストおよび
施工期間の縮減が図れる断熱工法を採用した。本文では冬期間に路肩の堆雪が少なく、路肩側
からの凍結の回り込みが懸念される当該施工箇所の気象条件を考慮して、断熱材の配置幅につ
いて検討を行い決定した舗装断面、および今後の調査計画について報告する。
キーワード：コンクリート舗装、断熱工法、置換厚、舗装打換え

実施し、供用後に断熱効果の検証および舗装構造への影
響について評価を行うこととした。

1. はじめに
道路舗装の高耐久化・長寿命化によるLCCの縮減が求
められており、修繕の段階においてもより高耐久な舗装
構造の検討が必要である。本検討では、既設アスファル
ト舗装の打換えにあたり、耐久性の高いコンクリート舗
装を用いる試験施工を実施した。これに伴い置換厚が不
足することから、従来の置換工法と比較してコストおよ
び施工期間の縮減が図れる断熱工法を採用し、試験施工
を実施した。
同様の施工事例として2019年度に北海道開発局札幌開
発建設部管内の一般国道234号岩見沢市栗沢（以下、施
工事例A）があり、本検討にあたってはこの事例を参考
にした。なお、本試験施工箇所は、施工事例Aと比較し
て、冬期間の積雪量が少なく、路肩側からの凍結の回り
込みが懸念されることから、断熱材の配置幅について別
途検討を行い舗装断面を決定した。

3. 舗装断面の検討
3.1 断熱材施工深さの決定
当該試験施工箇所の交通区分は N6 であり、道路設計
要領より、コンクリート舗装版厚 28 cm、加熱アスファ
ルト中間層 4 cm となる。断熱材は上層路盤以下に配置
されることとなるが、①加熱アスファルト混合物層施工
時の断熱材への熱の影響、②断熱材を配置することによ
る上層材料施工への影響、③断熱材の交通荷重に対する
耐力、の 3 点について評価を行い適切な設置深さを決定
する必要がある。図-2 に施工事例 A（交通区分：N6）の
試験施工断面を示す。施工事例 Aは当該試験施工箇所と
同一の交通区分であり、本検討では前例を踏襲し断熱材
の埋設深さを決定した。なお、施工事例 Aにおける断熱
材設置深さに関する検討結果は以下の通りである。

2. 試験施工箇所の概要

14000

試験施工箇所は、帯広開発建設部帯広道路事務所管
内の一般国道 241 号音更町下音更である。試験施工箇所
の既設アスファルト舗装の定規図を図-1 に示す。既設
舗装の置換厚は 101 cm であり、当該区間の 20 年確率理
論最大凍結深さは160 cmである。従来の置換工法を用い
た場合、置換厚が不足しているため、路面から160 cmの
深さまで掘削し、59 cm 分を新たに非凍上性の材料で置
き換える必要がある。そこで本試験施工では、凍上対策
として、従来の置換工法に替わる手法として、断熱材を
用いた断熱工法を採用した。
断熱工法の採用にあたり、断熱材の埋設深さおよび埋
設幅の検討を行った。この検討結果に基づき試験施工を
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図-1 既設舗装断面
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図-2 施工事例 A における舗装断面
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①断熱材への施工時の熱の影響
アスファルト中間層施工時における加熱アスファルト
混合物の熱の影響は、中間層より 100 mm 下で最大
57.3 ℃、中間層より 200 mm 下で最大 40.0 ℃となり、断
熱材の耐熱温度 70 ℃よりも低い値であり、両条件とも
断熱材への熱の影響は見られなかった。
②上層路盤施工への影響
断熱材上面の上層路盤の施工において、締固め度およ
び外観確認を実施した結果、上層路盤厚 100 mm の条件
でも締固め土 97.6 %が得られる結果となり、規格値の
97 %以上を満足したが、上層路盤厚 100 mm および 150
mm の条件において転圧時に上層路盤材料が断熱材上面
で滑るような状態となり、上層路盤面に転圧方向に対し
て直角方向に筋が入った。一方、上層路盤厚が 200 mm
の条件においてはこのような状況は見られなかった。
③交通荷重に対する耐力の照査
断熱材の供用時の交通荷重に対する耐力照査より、上
層路盤厚が200 mm以上の条件において十分な耐力が得
られる結果となった。
本試験施工箇所は前述の通り、施工事例Aと同一の設
計条件であることから、上記の評価結果に従い上層路盤
をt=200 mmで設けた下に断熱材を埋設することとした。
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図-3 過去20年間の年最大積雪深

4. 断熱材施工幅の検討
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施工事例Aにおける断熱材の施工幅は図-2に示したと
おりコンクリート版施工幅と同一としている。これは施
工事例Aにおいて冬期間、車道除雪後の雪を路肩に堆雪
しており、路肩部からの凍結の回り込みの影響は小さい
と評価したためであり、本試験施工箇所においても冬期
環境を考慮の上、断熱材施工幅を検討する必要がある。
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4.1 冬期環境
試験施工箇所の気象条件を把握するため、試験施工箇
所近傍のAMeDAS観測点である帯広のデータを過去20年
分にわたって整理した。年最大積雪深を図-3に、日平均
気温より算出した凍結指数を図-4に示す。施工事例Aの
近傍AMeDASである岩見沢の値も併せて示す。
帯広の年最大積雪深さの20年間の平均値は71.2 cmであ
り、岩見沢と比較して50 cm以上少ない状況であった。
一方、帯広の凍結指数の20年間の平均値は543 ℃・days
であり、岩見沢と比較して140 ℃・days以上大きい状況
であった。
以上より、本試験施工箇所は施工事例Aと比較して、
路面が外気に曝されやすく、より寒冷な環境下にあるこ
とから、凍結が断熱材を配置していない路肩アスファル
ト舗装部からコンクリート舗装版下の路床に回り込み、
コンクリート舗装版下の路床が凍上する可能性がある。
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図-4 過去20年間の凍結指数
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図-5 検討断面
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4.2 凍結のシミュレーション
図-1に示す本試験施工箇所の既設舗装より、アスファ
ルト舗装および路盤の一部を撤去し、図-2の施工事例A
と同様にコンクリート版の下のみに断熱材を配置した断
面を図-5に示す。この舗装断面モデルにおいて、路肩側
から断熱材の下へ凍結が回り込む可能性の有無について
熱伝導解析によりシミュレーションを行った。
解析では、過去20年間で最も凍結指数の大きい2000年
度冬の外気温データを路面温度として入力し、0 ℃線の
深さを1時間毎に求め、最も0 ℃線が深くまで達した時
間帯において評価を行った。なお、熱伝導解析には2次
元熱伝導解析ソフトウェアG-HEAT/2D1)を用いた。
結果を図-6に示す。断熱材を設置していない図中左側
のアスファルト舗装下では、図中赤線の0 ℃線が路床ま
で達していることが分かる。一方、図中右側のコンクリ
ート舗装版下においては、断熱材上面で 0 ℃線が抑えら
れている。ここでアスファルト舗装とコンクリート舗装
の境界位置に着目すると、コンクリート舗装版下の下層
路盤および路床に0 ℃線が入っていることが分かる。こ
のような状態となった場合、図-7に示すようにコンクリ
ート舗装版の路肩側が凍上により持ち上がり、この上に
車輌の荷重が乗ることで、写真-1に示すような縦断ひび
割れが発生する懸念がある。そこで、コンクリート舗装
版直下の断熱材下への凍結を抑制するために、断熱材の
施工幅をアスファルト舗装側へ広げることとした。
図-6における凍結の回り込み幅は約700 mmであること
から、この幅以上を広げることとし、断熱材の施工幅を
路肩側に1,000 mm 広げた断面において再度解析を行った。
結果を図-8に示す。アスファルト舗装とコンクリート舗
装の境界位置に着目すると、コンクリート舗装版下の下
層路盤・路床に0 ℃線が入っていないことが分かる。こ
のことから、断熱材の施工幅を広げることによって、コ
ンクリート舗装版下での凍上を抑制できると考える。
以上の検討結果より決定した試験施工断面を図-9に示
す。断熱材の延伸幅は施工を考慮し、歩道側は集水枡前
面までの1,000 mm、中央分離帯側は縁石基礎コンクリー
ト前面までの710 mmとした。
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図-6 熱伝導解析結果(検討断面)
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図-8 熱伝導解析結果(断熱材延伸断面)
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5. コスト試算
当該試験施工箇所において、既設舗装のアスファルト
混合物層を①コンクリート舗装の場合に必要な置換厚
160 cmまで非凍上性の材料で置き換えコンクリート舗装
で打換えた場合、②図-9の条件で断熱工法を用いてコン
クリート舗装に打換えた場合、および③アスファルト舗
装にてアスファルト混合物層全層打換えた場合のコスト
比較を行った。なお、全ての工事費は2020年度の単価を
使用して直接工事費ベースで計算した。対象延長は200
mとし、施工幅は試験施工箇所同様の4車線の片側2車線
分とした。結果を図-10に示す。コンクリート舗装で打

コンクリート舗装

図-9 試験施工断面

①コンクリート舗装
【置換厚160 cm】
②コンクリート舗装
【断熱工法】
③アスファルト舗装打換え
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図-10 コスト試算結果
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図-11 試験施工区間平面図

換える場合、②の断熱工法は①の置換工法と比較してコ
ストが約3割抑制された。また、コンクリート舗装とア
スファルトで打換えた場合を比較すると、②の断熱工法
は、③のアスファルト舗装打換えと比較して条件の場合
で約5.5割のコスト増であった。
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6. 試験施工
6.1 試験施工断面・延長
試験施工区間の平面図を図-11に示す。断熱工法を用
いた工区（以下、断熱工区）L=190 mと、比較対象とし
て図-12に示す断熱材工法を用いずにコンクリート舗装
を施工した断面（以下、比較工区）L=50 mを設けた。ま
た、図-1に示した既設アスファルト舗装（以下、As工区）
についてもL=50 mの区間で調査を実施した。

単位:mm

コンクリート舗装 t= 28 cm
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図-12 比較工区断面

6.2 試験施工概要
試験施工は、2020年度秋期に実施した。片側2車線の
中央分離帯を有する4車線道路において、下り2車線をア
スファルト舗装からコンクリート舗装に打換えた。これ
に際し、中央分離帯を一部区間撤去し、上り車線の交通
を下り車線に切り回し、片側1車線の対面通行とした。
規制開始から規制撤去までの期間は約3ヶ月で、敷砂
の敷設から断熱材の設置および上層路盤 t=200 mmの施工
までに合計4日間を要した。またコンクリート舗装版の
養生は供試体による強度確認を実施し13日間で終了した。
6.3 断熱材施工状況および上層路盤の品質管理
断熱材の設置状況を写真-2に示す。断熱材は施工事例
1と同様の製品（押出法ポリスチレンフォーム保温版 2
種bA、熱伝導率0.034 W/(m・K)以下、圧縮強度36 N/cm2以
上、厚さ50 mm、幅1,000 mm、長さ2,000 mm）を用いた。
断熱材上部の上層路盤t=200 mmの締固め度は、97.8～
98.8 %（n = 3）であり、規格値の97.0 %以上を満足する値
が得られ、転圧後の路盤面に変状は確認されなかった。

表
層
中 間 層
下層路盤
凍上抑制層

写真-2 断熱材設置状況
6.4 調査内容
試験施工時および供用後に凍上および凍結深さに関す
る調査を計画している。調査内容を以下に示す。
6.4.1 凍上試験
試験施工箇所の路床の凍上性を評価するため、施工時
に路床土を採取し、NEXCO基準による凍上試験および
地盤工学会基準による凍上試験を実施した。
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6.4.2 凍結深さ測定
各工区の舗装体内に熱電対温度計を埋設し、自動記録
装置を用いて1時間毎に舗装体温度を継続的に計測する。
凍結深さの整理にあたっては、熱電対温度計の各深さ
の計測値を用いて温度勾配を求め、土中温度が0 ℃とな
る深さを算出し、これを熱電対計測による凍結深さとし
て評価する予定である。

表-1 凍上量計測概要
工区名

調査数量

断熱工区

30 m区間 コンクリート舗装版3枚

比較工区

30 m区間 コンクリート舗装版3枚

As工区

20 m区間

表-2 FWD調査概要

6.4.3 凍上量測定
通常期である11月、および北海道地域で凍上量が最大
となる2月下旬、3月上旬頃に路面上でレベル測量を行い、
通常期との路面高の差を算出し、凍上量を求める。調査
は最低3年実施する計画である。調査数量は表-1に示す
とおりである。

工区名

調査点数

断熱工区

版央：5点 目地部5点

比較工区

版央：5点 目地部5点

As工区

5 m間隔で10点

表-3 凍上試験結果
項目

路床土

凍上抑制層(既設) 下層路盤(既設)

NEXCO基準による凍上試験結果

6.4.4 支持力測定
FWD測定で舗装体の支持力を評価する。調査位置は
表-2に示すとおりであり、施工直後の11月、一冬経過後
の5月、および凍上が確認された場合等に実施する計画
である。

凍結膨張率
凍結様式
判定
凍結融解後のCBR

14.1%

0.5%

0.5%

コンクリート状凍結 コンクリート状凍結 コンクリート状凍結
要注意

合格

合格

0.5%

25.8%

52.8%

0.12 mm/h

0.11 mm/h

地盤工学会基準による凍上試験結果
凍上速度

1.08 mm/h

600

7. 調査結果
7.1 凍上試験
凍上試験結果を表-3に示す。路床土のNEXCO基準の
凍上試験による凍結膨張率は14.1 %、凍上形式はコンク
リート状凍結であり要注意の判定であった。また、地盤
工学会基準の凍上試験による凍上速度は1.08 mm/h とな
り、凍上性が高い材料に分類された。このため、凍結が
路床まで達した場合、凍上によりコンクリート舗装版へ
損傷が生じる可能性が高いと考えられる。また、既設下
層路盤および既設凍上抑制層材料については、NEXCO
基準の凍上試験ではともに合格であり、地盤工学会基準
の凍上試験による凍上速度では0.1 mm/h程度であった。

D0たわみ量（mm）

500
400

断熱工区 版央
比較工区 版央
As工区(98kN換算）

断熱工区 目地部
比較工区 目地部

300
200
100
0
初期値
2020.11.18

図-13 FWD測定結果

8.まとめ

本検討で得られた知見を以下に示す。
7.2支持力測定
・熱伝導解析の結果より、路肩側からのコンクリート舗
支持力測定として実施したFWD測定により得られた
装版下への凍結の回り込みに対し、断熱材をコンクリ
コンクリート舗装版施工直後のD0たわみ量を図-13に示
ート舗装版施工幅よりも広い幅で施工することで有効
す。また、参考としてAs工区の値も併せて示す。なお、
な対策となり得ることを明らかにした。
コンクリート舗装における載荷荷重は98 kNを用い、ア
・施工直後においては断熱材を用いたことによる支持力
スファルト舗装における載荷荷重は49 kNを用いたが、
への影響は確認されなかった。
図中では全て98 kNに換算した値にて整理している。
今後、追跡調査を行い、断熱材による凍上抑制効果、
および舗装体支持力への影響を調査し、断熱材を活用し
施工直後の11月時点での比較工区と断熱工区の版央の
D0たわみ量はほぼ同程度であり、断熱材を配置したこと
たコンクリート舗装修繕工法の検証を行っていく予定で
による支持力への影響は見られなかった。ただし、目地
ある。
部においては断熱工区のD0たわみ量が比較工区と比べて
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