
 

積雪寒冷地における小段排水溝の 
変状メカニズムの解明 

 
 
 

安達 隆征1・中村 大2・川口 貴之3・ 
川尻 峻三4・渡邊 達也5・山下 聡6・佐藤 厚子7 

 
1正会員 北海道開発局 室蘭開発建設部 道路計画課（〒051-8524 北海道室蘭市入江町1番地14） 

E-mail: adachi-t22ab@mlit.go.jp 

2正会員 北見工業大学准教授 工部社会環境工学領域（〒009-8507 北海道北見市公園町165番地） 

E-mail: dnaka@mail.kitami-it.ac.jp 

3正会員 北見工業大学准教授 工部社会環境工学領域（〒009-8507 北海道北見市公園町165番地） 

E-mail: kawa@mail.kitami-it.ac.jp 

4正会員 北見工業大学准教授 工部社会環境工学領域（〒009-8507 北海道北見市公園町165番地） 

E-mail: skawajiri@mail.kitami-it.ac.jp 

5非会員 北見工業大学助教 工部社会環境工学領域（〒009-8507 北海道北見市公園町165番地） 

E-mail: twata@mail.kitami-it.ac.jp 

6正会員 北見工業大学教授 工部社会環境工学領域（〒009-8507 北海道北見市公園町165番地） 

E-mail: yamast@mail.kitami-it.ac.jp 

7正会員 国立研究開発法人寒地土木研究所（〒062-8602 北海道札幌市豊平区平岸1条3丁目1番34号） 

E-mail: atsuko@ceri.go.jp 

 

積雪寒冷地の切土のり面に設置された小段排水溝は，古くから凍上現象で変状することが報告されてい

る．本研究では凍上による小段排水溝の回転メカニズムを解明することを目的として，実際の1/10のスケ

ールで作製した小段を凍結融解させて排水溝の凍上・融解沈下挙動を再現する室内模型実験と，供用中の

道路のり面の小段に設置したU形排水溝の周辺地盤の温度や鉛直変位量を実測する現地計測を行った．そ

の結果，小段排水溝は小段平坦部の極表層で発生する凍着凍上によって持ち上げられ，横断方向で発生す

る不等凍上によって山側へ回転することが明らかとなった．また，簡易的な通水性能試験を実施して，設

置から3年経過した排水溝の通水性能が，回転に伴う接合部の段差によって土砂や落ち葉の堆積が助長さ

れ，大きく低下していることを確認した． 
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1. はじめに 

 

北海道のような積雪寒冷地域では，道路やその付帯構

造物が凍上現象によって被災し，機能不全に陥ってしま

うことが古くから報告されている（例えば，真井 1)）．

その被害は法枠 2)や擁壁 3)，補強土壁 4)，ボックスカルバ

ート 5)等，多岐にわたる．このような被害を発生させる

凍上現象は土質，温度，水分の 3つの因子に支配され，

これらは一般的に「凍上の 3 要素」と呼ばれている 6)．

まず，凍上現象が発生するには土が凍上すること，すな

わち凍上性を有する土質でなければならない．土の凍上

性は粒径との関係が強く，細粒分，特に適度な透水性を

有するシルト粒径を多く有するもので凍上性が高くなる

ことが知られている．次に，温度については当然ながら

土中水が凍結するだけの土中温度になる必要がある．た

だし，水分が集まってアイスレンズを形成するためには

十分な時間が必要であるため，適度な凍結速度でなけれ

ばならない．水分については凍結領域の周辺に十分な水

分が存在している必要がある．地下水位が高いほど凍上

量が多くなることはこのためであるが，凍結領域周辺に

地下水位がなくても，土中の含水量自体が多ければ，そ

の水分が吸い寄せられてアイスレンズは形成される．以

上の 3要素が全て揃うことによって凍上現象は発生する

ため，構造物の凍上対策としては，どれか 1つ以上を取
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り除くという手法が取られる．例えば，擁壁については

背面土が凍上性を持つ場合に，凍結領域まで非凍上性材

料に置き換える置換工法や，壁背面に板状断熱材を設置

する断熱工法が提案されている 7)． 

上記のように，積雪寒冷地域において道路付帯構造物

を設置する場合には，設置箇所の気象条件や地盤の凍上

性に特段の注意を払う必要があり，これは道路のり尻や

小段平坦部に設置される排水溝でも同様である．一般に，

排水溝には熱伝導性の高い鉄筋コンクリート製のU形排

水溝が用いられるため，排水溝の側壁背面はU形排水溝

の内空面から冷却され，寒気の影響を受けやすい箇所と

なってしまう 8)．このため，U 形排水溝の破壊や接続部

の段差，回転といった排水溝の連続性を損なわせる変状

が発生する 9)． 寒冷少雪な道東地域ではこのような被害

が顕著であり，平成16年にNEXCO東日本北海道支社が

実施した調査によると，道東自動車道の帯広管内では調

査切土全体の約 8割にもおよぶ小段排水溝が凍上によっ

て変状し，排水機能が低下していたことが報告されてい

る 10)． 

以上のような変状のうち，道路のり尻に設置された U

形排水溝の破壊については鈴木・山田 11)がそのメカニズ

ムを明らかにしている．鈴木・山田は排水溝の側壁背面

がのりとなっている場合に，背面土中に凍結線が傾いて

進入していることを確認し，これにより凍上力あるいは

凍上変位に水平成分が現れて，U 形排水溝が押しつぶさ

れることを明らかにした．U 形排水溝の接続部の段差に

ついてはこれを明らかにした論文そのものは存在しない

が，土の凍上現象の不均一性で説明できると考えられる．

一般に，地盤の内部状態の不均一性に起因して，凍上量

も不均一となることが知られている 12)．U形排水溝の回

転については，そのメカニズムについてこの分野で度々

話題に挙がってきたものの 9), 10)，これを合理的に説明し

た論文は存在しない． 

U 形排水溝の回転については変状箇所における観察等

から，小段平坦部に設置された排水溝が山側に向かって

回転することが広く知られている 9)．これは U形排水溝

の側壁背面土が内空面から冷却されることに加えて，小

段では小段平坦部と谷側のり面の 2面が冷却面となって

しまうため，平地やのり面に比べて寒気の影響を受けや

すく 13)，複雑な凍結領域が形成されるためだと考えられ

る．外塚ら 10) は U 形排水溝周辺地盤の凍結深さを実測

し，その結果から得られた凍結線から凍上力の作用方向

を推測して，この回転を説明することを試みている．し

かしながら，計測から得られた凍結線はU形排水溝を囲

むように形成されているにも関わらず，ここで示されて

いる作用方向はのり肩からの一方向のみであり，幾分客

観性を欠いていると言わざるを得ない．以上を踏まえ，

本研究では凍上による小段排水溝の回転に着目し，排水

溝が凍上・融解の影響を受けてどのような挙動を示すの

か明らかにすることを研究目的とした． 

具体的な研究手法としては，室内模型実験と現地計測

を用いている．室内模型実験では，低温恒温室内に設置

した土槽に実際の1/10のスケールでのり面と小段を作製

し，これに凍結融解の影響を与えて小段排水溝の凍上・

融解沈下挙動を再現することに取り組んでいる．また，

現地計測では，供用中の道路のり面の小段に設置した U

形排水溝において，その周辺地盤の温度を詳細に計測す

るとともに，U 形排水溝の鉛直変位量についても計測す

ることに取り組んでいる．また，通水性能を簡易な試験

で確認・評価することにも取り組んだ．本論文では，こ

の試験施工や計測方法の詳細を示すとともに，各種計測

結果について報告する．  

 

 
2. 変状発生箇所の現地調査 

 

本研究を実施するにあたり，まず始めに寒冷で少雪な

北海道東部の 2地点において，小段排水溝の回転につい

て現地調査を実施した． 

表-1に，現地調査を実施した 2地点における各種の土

質試験結果について示す．A 地点においては，回転が発

生した箇所と，回転が発生しなかった箇所の 2箇所の試

験結果について示している．また，B 地点については，

地盤工学会基準 14)に準じて実施した凍上試験結果の値も

示している．まず，表のB地点で採取した土試料の凍上

試験結果に着目すると，凍上速度は 0.57 mm/h と非常に

大きい．地盤工学会基準では凍上速度 0.1 mm/h 未満を

「凍上性が低い」，0.1 mm/h以上 0.3 mm/h未満を「凍上

性は中位」， 0.3 mm/h以上を「凍上性が高い」と判定し

ており，「凍上性が高い」と判定される 0.3 mm/hを大き

く超えていることがわかる．なお，地盤工学会基準には

各種の土工に使用された土の凍上試験結果が添付されて

おり，「凍上性が高い」と判定される土では，多くのケ

ースにおいて凍上による変状が発生している．次に粒度

試験結果を見ると，シルト分と粘土分を合わせた細粒分

項目 
A地点 B地点 

回転発生 回転発生 回転未発生 

自然含水比 (%) 43.4 38.8 63.5 

土粒子密度 (g/cm3) 2.639 2.552 2.641 

礫 (%) 2.0 0.0 0.3 

砂 (%) 24.0 72.0 13.4 

シルト (%) 60.0 25.0 47.3 

粘土 (%) 14.0 3.0 39.0 

凍上速度 (mm/h) - - 0.57 

 

表-1 現地調査箇所における各種の土質実験結果 
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含有率は，A 地点の回転が発生した箇所で 74.0%，B 地

点で 86.3%と，どちらの地点においても非常に高いこと

がわかる．一方，A 地点の回転が発生しなかった箇所に

ついては，細粒分含有率は 28.0%と前者に比べて低い．

武山ら 15)は地盤工学会基準に添付された測定例を整理し

て，細粒分含有率と凍上速度の関係についてまとめてお

り，細粒分含有率 30%未満では「凍上性が低い」と判定

される場合が多いことを報告している．これらの試験結

果は，シルトの凍上性が最も高くなることを解説した

Casagrande の研究成果（例えば，社団法人 地盤工学会

北海道支部 地盤の凍上対策に関する研究委員会 6)）と

も良い一致を示している．さらに，自然含水比を見ると，

A 地点の回転が発生しなかった箇所の値が最も小さく，

凍上の 3要素における水分の因子を満たしていない可能

性が高い．以上から，A，B 両地点において発生した U

形排水溝の回転は，凍上現象が原因であると考えること

が妥当である． 

 写真-1に，B地点で観察された小段排水溝の回転状況

の一例を示す．写真の U 形排水溝では山側に約 5 回転

していることがわかる．現地調査ではU形排水溝が写真

のように山側へ傾いている様子が多く観察された．外塚

ら 10) の調査においても，U形排水溝が山側へ回転してい

たことが報告されており，本研究の調査結果と既往の調

査結果との間に齟齬は無い．次に，U 形排水溝が回転し

た箇所の横断方向の変状に着目すると，小段ののり肩は

のり尻に比べて，大きく盛り上がっている様子が確認で

きる．このことから，U 形排水溝の山側への回転は，の

り肩とのり尻の凍上量の違いに起因するものであると推

測される．また，回転量は縦断方向においてU形排水溝

毎に異なり，場所によっては接合部で大きな段差が生じ

てしまっていた．これは土質やその含水状態等といった

地盤の内部状況や，地下水位や積雪状況等の地形・気象

条件に起因する縦断方向の凍上量のばらつきによって発

生したものと考えられる．排水溝の内空部分には土砂や

落ち葉が堆積しており，接合部の隙間からは植物が生え

ている様子も確認できた．接合部の段差は土砂や落ち葉

の堆積を助長して通水機能を低下させるだけでなく，接

合部の隙間が大きくなればのり面へ排水の浸透を許して

しまうことから，このような損傷を放置しておくことは

非常に危険である．北海道では 2015 年の初冬に，排水

溝内空に土砂と落ち葉，さらには雪が堆積して排水溝を

閉塞させ，流れ込んだ雨水と融雪水が排水溝を溢れ出て

切土のり面に浸透し，これがトリガーとなって表層崩壊

が発生した事例も報告されている 16)． 

 

 
3. 室内模型実験 

 

(1) 室内模型実験の概要 

本研究では積雪寒冷地の冬期における小段の状況を忠

実に再現した室内模型実験を実施した． 

図-1に室内模型実験に使用した土試料の粒径加積曲線

を示す．土質は細粒分質礫質砂（SFG）に分類され，細

粒分含有率は 48%と非常に大きい．実験にはこの試料を

2 mmふるいにかけ，通過させたものを用いた．図-2に2 

mm を通過した試料で行った締固め試験の結果を示す．

土粒子密度は 2.440 g/cm3である．また，この試料で地盤

工学会基準 14)に準じた凍上試験を実施したところ，得ら

れた凍上速度は 0.301 mm/hであり，「凍上性が高い」と

判定された．なお，本研究では試験方法として，「土の

粒度試験（JGS 0131-2009）」，「土粒子の密度試験

（JGS 0111-2009）」，「突固めによる土の締固め試験
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図-1 室内模型実験に使用した土試料の粒径加積曲線 

図-2 室内模型実験に使用した土試料の締固め曲線 

写真-1 B地点における小段排水溝の回転状況 
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（JGS  0711-2009）」のA-a法，「凍上性判定のための土

の凍上試験方法（JGS 0172-2009）」を採用した．本論文

ではこれ以降も土の物性値について記述しているが，本

研究で実施した物性値試験は全て上述の基準に準じてい

る． 

図-3に使用した土槽および構築した小段模型の概要を

示す．土槽の寸法は内寸で深さ35 cm，長さ3 m，奥行き

幅 20 cmである．側壁は透明なアクリルでできており，

外部からの観察を容易に行うことができる．また，土槽

内壁には摩擦を軽減する目的で，シリコングリースを塗

布したPET素材の透明シートも設置している．この土槽

内に上述の試料を投入して，締固めで小段を作製した．

このとき目指した締固め度は Dc=90%で，最適含水比よ

りも湿潤側の含水比 w=55%に調整した試料を用いた．

これは外部から水分供給を行わず，土が保持している水

分のみで凍上させることを目的としたためである．なお，

この値は先述した現地調査で，A 地点において回転が発

生した箇所の自然含水比 43.4%に比べて大きな値であり，

凍上の 3要素における水分の因子を十分に満たす値だと

考えられる．小段幅は 15 cm であり，実際の小段幅 150 

cm の 1/10 のスケールである．のり面の高さは 15 cm と

し，角度は 45とした．このように作製した小段の中央

を掘削し，小段排水溝の模型（モルタル製，密度 1.95 

g/cm3）を設置した．この模型も一般的に良く施工され

るプレキャストU形側溝（300B，300C）の1/10のスケー

ルを目指して作製している．模型の具体的な寸法は，外

寸が幅 4 cm，高さ 4 cm，長さ 19 cmであり，内空の断面

は幅 2.5 cm，深さ 3.3 cmである．また，小段およびのり

面の表面には，積雪の影響を明らかにする目的で，断熱

材を敷設した．外塚ら 10)の報告を参考にして，図の

ようにのり尻の断熱材を厚く，のり肩の断熱材を薄く敷

設することで初冬の積雪を再現している．なお，断熱材

には押出発泡ポリスチレン（XPS：1 種 b，熱伝導率

0.036W/m・K）を使用した 6)． 

 上記の土槽は恒温低温室に設置されており，この室温

を制御して，小段の模型に凍結融解の影響を与えた．ま

た，土槽底部の温度は恒温低温室外に設置した恒温水槽

で制御を行うことが可能であり，地熱を模擬して常にプ

ラス（+3 C から+5 C）で制御した．具体的には，凍結

は恒温低温室の室温を+5 C で一定とした後，室温をマ

イナス（-3 Cから-6 C）で制御して，凍結線をゆっくり

と小段へ進行させた．融解については，恒温低温室の室

温をプラス（+1 Cから+20 C）で制御した． 

図-4に小段平坦部における変状の様子と，この画像を

一例としたのり肩およびのり尻の鉛直変位量と凍結深さ，

小段排水溝の鉛直変位量の計測方法とそれぞれの読み取

り位置について示す．本研究では小段平坦部における変

状を，土槽側面から一眼レフカメラを用いて10分に1枚

の間隔で自動撮影した．この撮影によって得られた静止

画像から，のり肩，のり尻（谷側に 1 cm ずれた位置）

における鉛直変位量，凍結深さ，小段排水溝の鉛直変位

量および回転角度を読み取った．鉛直変位量は凍結開始

時の小段面から凍上発生後の地表面までの距離とし，凍

結深さについては凍結開始時の小段面から凍結線までの

距離とした．なお，本研究で行った実験では土槽と PET

シートの境界の水分が凍結に伴って白色となっており，

本論文ではこの白色となった領域の最深部を凍結線と定

義した．これは小段模型の実際の凍結線とは幾分異なる

ものと考えられ，信頼性は低いと考えられるものの，概

ねの凍結線の形状や位置を把握するものとしては十分で

ある．また，この凍結線が0 Cであるかは確認していな

図-3 本研究に使用した土槽および構築した 
小段模型の概要 
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図-4 のり肩およびのり尻の鉛直変位量と凍結深さ， 

小段排水溝の鉛直変位量の計測方法とそれぞれ 

の読み取り位置 
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い．  

さらに，恒温低温室の室温を，サーミスタ温度計と温

度ロガーを用いて，10分間隔で計測した． 

 

(2) 室内模型実験の結果および考察 

図-5に恒温低温室の室温と土槽底部の設定温度，のり

肩，のり尻における凍結深さおよび鉛直変位量，小段排

水溝の鉛直変位量の経時変化を示す．図中の凡例は凍結

深さ，鉛直変位量，小段排水溝の鉛直変位量の読み取り

位置を示している．なお，図中では，凍上による鉛直変

位量の増加は正の方向，融解による鉛直変位量の減少は

負の方向となる．また，土槽底部の温度は実測していな

いため，恒温水槽の設定温度を示している． 

本研究では凍結開始から 380時間まで凍結線を凍結開

始時の小段面から深さ4 cm付近（初期の排水溝底部），

380時間以降は深さ 4 cm以深となるよう恒温低温室の室

温と土槽底部の温度を制御した．図から，凍結開始から

130 時間後に試料が過冷却状態を脱して，小段平坦部に

凍結線が入り始め，鉛直変位量が増加し始めていること

がわかる．鉛直変位量は常にのり肩がのり尻よりも大き

な値を示しており，これは現地調査において観察された

小段平坦部分の変状と良く一致している．排水溝の鉛直

変位量に着目すると，380 時間までは谷側が山側に比べ

て幾分大きな値となっているが，凍結線が排水溝底部以

深となる 380時間を境に逆転し，山側の方が谷側より大

きな値となっていることがわかる． 

写真-2に凍結融解によって生じた小段平坦部における

変状の様子を示す．写真から，凍結深さ（白色部分）は

のり尻に比べてのり肩の方が深いことがわかる．また，

凍結線の形状は外塚ら 10)の野外計測結果と良い一致を示

した．凍結時における小段排水溝の挙動に着目すると，

排水溝が凍上によって徐々に持ち上がっていく様子を観

察できる．240 時間経過時では排水溝直下に空洞が形成

されていることが確認でき，これは凍結線が排水溝底部

以浅の場合，排水溝が凍着凍上によって持ち上げられて

いることを表わしている．このことから，実際の小段に

おいても，排水溝は凍着凍上によって持ち上げられてい

る可能性が高いと考えられる． 

 図-6は写真-2をトレースして，凍結融解時の小段排水

溝の位置と地表面の形状（一点鎖線），アイスレンズ

（点線），凍結線（長破線）を示したものである．また，

図中の矢印は凍上力の作用方向を表わしており，アイス

レンズに対して垂直となるように作図している．なお，

アイスレンズは土槽側面から撮影したものであり，凍上

現象の不均一性を考慮すると，土槽の奥行き方向に発生

したアイスレンズの形状は必ずしも等しくはならないと

推測される．ただし，小段模型に与えた温度環境は奥行

き方向に等しいことから，観察されたアイスレンズはこ

の実験を代表するものと考えられる． 

写真-2 凍結・融解によって生じた小段平坦部における 

変状の様子 

図-5 恒温低温室の室温と土槽底部の設定温度，凍結深 

および凍上量の時間変化 
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まず，凍結時の挙動に着目すると，凍結線が浅い 240

時間経過時では，排水溝は山側へ2回転していることが

確認できる．この時，のり肩側のアイスレンズは上に凸

の形状，のり尻側のアイスレンズは排水溝側壁に沿って

深くなる形状を示しており，排水溝は山側からの凍上力

を受けて谷側へ水平方向に移動している．しかしながら，

積雪を模擬した断熱材の影響で，小段平坦部の鉛直変位

量は冷気の影響を受けやすいのり肩側で大きくなるため，

排水溝の鉛直変位量は谷側が山側に比べて幾分大きくな

り，山側へ傾いたものと考えられる．なお，この時間の

画像（写真-2の 240時間）ではのり肩側の凍結線以深に

も，2 本のクラックが確認できるが，これは前後の画像

からアイスレンズではないと判断した．先述したように，

排水溝は山側からの凍上力を受けて谷側へ水平移動する

が，この際に排水溝底部に集中荷重が生じて，せん断破

壊が発生したものと考えられる．この後，凍結線が深部

に形成された624時間経過時では，排水溝は谷側へ 1 回
転していることが確認できる．この時，のり尻側のアイ

スレンズはのり尻から排水溝底部に向かって傾斜するよ

うに形成されており，このアイスレンズからの凍上力を

受けて谷側へ回転したものと考えられる．以上のことか

ら，凍結線が排水溝底部よりも浅い場合には山側へ，凍

結線が底部より深い場合には谷側に向かって排水溝が回

転することが明らかとなった． 

次に，融解時の挙動に着目すると，小段排水溝は凍着

凍上によって持ち上がっているため，排水溝直下には大

きな空洞が形成されていることがわかる．排水溝は時間

の経過とともに，排水溝を設置した際の掘削溝に沿って

沈下する挙動を示した．ただし，実験開始から 678時間

経過後から，排水溝は徐々に山側へ回転するような挙動

を示し，最終的には排水溝の底部を起点に山側へ 3 回
転した．排水溝は凍上力を受けて変形した掘削溝の谷側

側壁に乗り上げるような挙動を示しており，これによっ

て沈下が妨げられたものと考えられる．また，先に示し

た図-5のように，小段平坦部そのものの鉛直変位量は凍

結時においてはのり肩の方がのり尻に比べて大きく，融

解時においてはこの大きな変位がのり肩において残留し

て，のり尻に比べて大きくなっていることがわかる．こ

の小段平坦部の変位挙動も，排水溝を山側へと回転させ

る一因となっているものと考えられる． 

さらに，実際の小段においては，排水溝側壁背面の土

がアイスレンズが融解することによって高含水状態にな

ることに加えて，凍結融解作用を受けて脆弱化（例えば

長沢・梅田 17)）すると考えられる．このため，のり肩側

の掘削溝が崩壊し，その土砂が凍着凍上によって形成さ

れた空洞に回り込むことで，排水溝の山側への回転を助

長することもありうると考えられる．  

 

 

4. 現地計測の概要 

 

(1) 現地計測箇所 

写真-3に現地計測を行った切土のり面の様子を示す．

現地計測については，網走開発建設部北見道路事務所に

計測箇所を提供いただき，北見市内の供用中の道路のり

面で実施した．本来であれば，前述の凍上被害が発生し

た現地調査箇所で計測を実施することが望ましかったが，

定期的な計測が困難なこともあって，現地調査箇所とは

異なる．なお，計測箇所については複数の候補地があが

ったが，事前に土を採取して凍上試験を行い，凍上被害

が発生する可能性の高い箇所を選定している．対象のり

面は切土で，勾配 1：1.1，高さ約 5 mであり，のり面保

護工には植生工が実施されている．また，のり面よりも

上方は自然斜面となっている．  

図-7に現地計測箇所で採取した土の粒径加積曲線を示

す．土質は細粒分質礫質砂（SFG）に分類され，細粒分

含有率は33%である．前述した武山ら15)が行った地盤工

学会基準の測定例の整理によると，細粒分含有率30%以
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図-6 U形排水溝の位置と地表面の形状，アイスレンズと 

凍結線の経時変化 

写真-3 現地計測を行った切土のり面の様子 
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上40%未満では「凍上性は中位」もしくは「凍上性が高

い」と判定される場合が多い．図-8に締固め試験の結果

を示す．土粒子密度は2.590 g/cm3である．さらに，再構

成供試体で地盤工学会基準14)に準じた凍上試験を実施し

たところ，得られた凍上速度は0.568 mm/hであり，「凍

上性が高い」と判定された．本来であれば現地は切土の

ため，現場密度試験等を実施して密度を把握し，現地密

度で試験を実施すべきであったが，ここでは再構成試料

の締固め度を標準的な盛土工の管理基準18)である締固め

度Dc≒90%とした．なお，この凍上速度は，回転の発生

したが確認された箇所（B地点）と概ね同様の値である．

以上の試験結果をもとに，当該箇所は現地計測を実施す

る場所として，適切であると判断した． 

図-9は現地計測箇所の概要および計測器の設置箇所を

まとめた平面図である．小段幅は一般的な1.5 mであり，

この中心（小段山側ののり尻から0.75 mの位置）に標準

的なU形排水溝（300A）を設置した．排水溝の延長は18 

mであり，末端は雨水枡に接続した．図の右側から左側

に向かって3%の縦断勾配がついており，排水溝で集め

られた表流水は雨水枡へと排水される．さらに，雨水枡

には縦排水溝が接続されており，小段で集水された表流

水はのり尻から皿型の道路側溝へと導水される．  

 

(2) 計測方法 

 図-10に温度センサの配置および変位計の配置につい

て示す．地中温度の計測には木材に温度センサ（サーミ

スタ）を10 cm間隔で固定して作製した温度測定ロッド

を用いた．温度計測ロッドは小段横断方向に5本設置し

ており，小段横断面の凍結深さを2次元的に捉えること

が可能である．なお，現地の気温は別途センサを設置し

て計測した．変位計は小段横断方向の4カ所に設置して，

のり肩，のり尻における地山の凍上量，U形排水溝の鉛

直変位量（谷側，山側の2箇所）を計測した．いずれの

変位計も不動点（下端をモルタルで固めたL型アングル）

に固定した．なお，変位計，温度計ともに計測間隔は1

時間とした．以上の変位挙動を確認する目的で，不定期

ではあるが，スラントを用いた排水溝の回転角度の計測

も実施している． 

上記に加えて，現地には小段平坦部を観察する目的で，

インターバルカメラも設置した．また，小段のり肩との

り尻にはスノーポールを設置しており，これをインター

バルカメラで撮影することで積雪深さを計測している．  

 さらに，本研究独自の簡易通水性能試験を実施して， 

凍結前後における小段排水溝の通水性能を評価すること

も試みている．実施した通水性能試験は，小段排水溝の

上流部から10 Lの水を流し，その水が下流の雨水枡から

排水されるまでの時間をストップウォッチで計測すると

いう簡便なものである．水の投入場所は雨水枡から17 m

の地点である．  
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図-8 現地計測箇所で採取した土の締固め曲線 
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5. 現地計測結果および考察 

 

(1) 凍結深さおよび凍上・融解沈下による鉛直変位量 

 図-11に 2014年 11月から 2017年 7月までの 3シーズ

ンの積雪深さ，凍上・融解に伴う地山およびU形排水溝

の鉛直変位量と回転角度について示す．1 シーズン目

（2014年冬－2015年春）は，設置から約 1カ月後（2014

年 12月中旬）に 50 cmを超える大雪が降った影響で最大

鉛直変位量が10 mmと小さく，計測箇所による違いも生

じなかった．この経験から，2 シーズン目（2015 年冬－

2016年春）は 2015年 12月下旬に 50 cm積もった雪を，

のり肩から平坦部にかけて除雪した．この結果，鉛直変

位量は地山（のり肩）で 40 mm，排水溝で 20 mmにまで

達したものの，このシーズンは凍結深さ（0 C線）が短

期間（2016年 1月上旬の 1週間）で排水溝底部にまで進

行した影響で凍上する期間が短く，排水溝の鉛直変位量

に差が生じることはなかった．以上を踏まえて，3 シー

ズン目（2016年冬－2017年春）は除雪は行わず，積雪は

自然にまかせた．このシーズンの降雪は過去 2シーズン

に比べて少なく，積雪深さが 50 cmに達したのは 2017年

1 月に入ってからであった．小段平坦部に浅く堆積した

雪の影響を受けて，小段では横断方向に不等凍上が発生

し，U 形排水溝の変位にも谷側と山側で差が生じた．次

に，回転角度について見ると，U 形排水溝は変位に差が

生じなかった 2シーズン目までは回転が発生しておらず，

3シーズン目において 1 以上山側へ回転していることが

確認できる．以下では，U 形排水溝の変位に差が生じた

3シーズン目（2016年冬-2017年春）の計測結果について

詳細に見ていく． 

 図-12に 3シーズン目（2016年 11月から 2017年 7月）

の積雪深さ，各計測地点における凍結深さ，地山および

U 形排水溝の鉛直変位量について示す．ここで示す鉛直

変位量は 2016年 11月 1日からの変化量である．積雪深

さを見ると，雪が積もり始めた当初はのり肩，のり尻の

積雪深さに差は見られないものの，2016 年 12 月中旬か

ら徐々に差が開き始め，その差は2017年2月初旬に最大

で約 30 cmとなった．一般的に，雪は小段のり肩部にお

いては風で飛ばされやすく着雪し難いが，のり尻部にお

いては吹き溜まってしまうため，積雪深さはのり肩から

のり尻に向かって大きくなる． 

U 形排水溝の凍結深さを見ると，のり肩は 11 月中旬

から 1月下旬まで常に表層が凍結した状態であり，のり

尻は冬期間を通して常に積雪の影響を受けて未凍結状態

であることがわかる．排水溝側壁背面土で比べると，谷

側は山側より凍結深さが大きくなった．また，凍結深さ

は非常に浅く，最大でも地表面から 10 cm程度であり，

冬期を通して排水溝底部（地表面から 30 cm）にまで達

していない．このことから，U 形排水溝において冬期に

計測された変位は，小段平坦部の極表層で発生した凍着

凍上によるものと考えられる． 

図-13 には温度計測ロッドから得られたデータを用い

て作成した小段横断方向における地中温度の 2次元分布

を示す．この温度分布図は 1 cm メッシュで作成してお

り，センサ間の温度を単純な比例配分で算出したもので

ある．図の白色部分は0 C付近の温度を示しており，サ

ーミスタ温度計の誤差が±0.5 C であることを考えると，

概ね凍結領域と考えて差し支えないと思われる．また，

図中には図-12 で示した凍結深さも重ねて表示している．

図から，冬期の小段のり肩部分は常に，のり尻部分より

も凍結領域が大きいことがわかる．また，春先の 4 月 1

日においても，のり肩部分には凍結領域が残存している

ことも確認できた． 

次に，U 形排水溝の冬期における凍上量を見ると，鉛

直変位量は地山（のり肩）で最も大きく，排水溝（谷

側），排水溝（山側），地山（のり尻）の順に小さくな

っており，先述したように小段平坦部において横断方向

図-11 3シーズンの積雪深さ，凍上・融解に伴う地山 
およびU形排水溝の変位量と回転角度 
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に不等凍上が発生していたことが確認できた．これは，

小段では小段面と谷側のり面の 2面が冷却面となり，の

り肩部分が寒気の影響を受けやすいためであり 13)，被害

発生箇所の現地調査や室内模型実験の結果と良い一致を

示している．U 形排水溝の春期における融解沈下量を見

ると，排水溝および地山（のり尻）は2017年1月中旬か

ら，地山（のり肩）は 4月初旬から沈下し始めているこ

とがわかる．また，沈下の終了時期は地山（のり尻）が

最も早く，排水溝（山側），排水溝（谷側），地山（の

り肩）の順に遅くなっていることもわかる．これも，小

段のり肩部分が寒気の影響を受けやすいことに起因して

おり，のり肩部分に春先まで凍結領域が残存するためと

考えられる．以上のように，U 形排水溝は冬期に排水溝

の谷側が大きく凍上し，春期に山側から先に沈下し始め

ることが明らかとなった．この変位挙動の結果として，

U形排水溝は山側へと回転しているものと考えられる． 

最後に，U 形排水溝の春期の残留変位に着目すると，

谷側は約 5 mm 凍上変位が残留し，山側は元よりも約 2 

mm 沈下している．U 形排水溝が春先に山側から沈下し，

凍着凍上に伴う空洞が谷側において残留しやすいことや，

大きく変位するのり肩部分の地山がアイスレンズの融解

で脆弱化することを考慮すると，谷側の排水溝底部にお

いて土砂の回り込みが発生した可能性も考えられる． 

以上のような変位挙動が長期間に渡って繰り返され，

U 形排水溝谷側の凍上変位が蓄積されることで，U 形排

水溝は山側へと回転していくものと考えられる． 

 

(2) 簡易通水性能試験 

図-14にU形排水溝の3シーズンにわたる簡易通水性能

試験結果を示す．いずれの試験日も直前に降雨は無く，

自然の流水がない状態であった．試験は毎回2回ずつ実

施したが，1回目から2回目にかけて排水までにかかる時

間が短くなる傾向が見られた．これは，1回目ではU形

排水溝の接続部に堆積した土砂が通水時に水を吸着し，

排水までにかかる時間を長くしたためと思われる．凍結

前におけるU形排水溝の排水時間を見ると，排水時間は

43 sと短く，通水性能が高いことがわかる．しかしなが

ら，シーズンが経過するに従って，排水時間は徐々に長

くなっていることもわかる．最終的に，3シーズン経過

後の 排水時間は590 sと非常に長くなっており，凍結前

に比べて10倍以上になっていることが確認できる．この

ことから，3シーズン経過後では，U形排水溝の通水性

能が大きく低下していることが明らかとなった． 

 図-15 に U形排水溝の谷側と山側の鉛直変位差と 2回

目の簡易通水性能試験における排水時間の関係を示す．

ここで，U 形排水溝の谷側と山側の鉛直変位差は，谷側

の鉛直変位量から山側の鉛直変位量を引いた差であり，

谷側が高い場合にはプラス，山側が高い場合にはマイナ

スで示される．なお，鉛直変位差は各年，融解沈下量が

終息する 5月 1日の値を用いた．変位の計測箇所は縦断

方向に設置された1つのU形排水溝のものであり，あく

まで代表値であるが，排水時間は明らかに鉛直変位差が

大きくなるに従って，長くなっていることがわかる． U

形排水溝に生じた変状が，排水溝の通水性能を低下させ

ることに寄与していることは明らかである． 

写真-4に簡易通水性能試験実施日のU形排水溝の様子

と観察された代表的な変状について示す．1 シーズン経

過後，U 形排水溝の接続部において段差が発生し，土砂

の堆積が観察できる．このことから，U 形排水溝の縦断

方向における連続性は凍上によって損なわれていると考

図-13 小段横断方向における地中温度の 2次元分布 
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図-15 U形排水溝の谷側と山側の鉛直変位差と排水時間 
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えられる．特に，3 シーズン経過後では排水溝内に大量

の落ち葉の堆積が確認されており，通水性能の大幅な低

下は，これによって引き起こされたものと推測できる． 

堆積物の量については，各年の降雨や気温などの気象条

件，周辺の植生状況に大きく影響を受けるものの，少な

くとも凍上現象によって発生したU形排水溝の接続部の

段差が，土砂や落ち葉の堆積を助長した可能性があると

考えられる．これを放置しておくと，堆積物が排水溝を

詰まらせ，豪雨時には排水が溢れ出てのり面に浸透し，

これがきっかけとなってのり面崩壊が発生する可能性も

考えられる．さらに，凍上現象は毎年繰り返されるため，

接合部の段差は年々蓄積していくことが予想できる．最

終的には大きな隙間が発生し，排水の切土のり面内への

浸透を許して，のり面崩壊を引き起こす恐れも生じてし

まう．  

 

 

6. おわりに 

 

本研究では，凍上による小段排水溝の変状メカニズム

を解明するため，室内模型実験と現地計測に取り組んだ．

本研究で得られた知見について以下にまとめる． 

1) U 形排水溝は小段平坦部の極表層で発生する凍着凍

上現象によって，持ち上げられていることが明らか

となった． 

2) 冬期の小段では，積雪等の影響で横断方向に不等凍

上が発生するため，U 形排水溝の凍上量は谷側が山

側に比べて大きくなることがわかった．また，春期

の小段のり肩部では春先まで凍結領域が残存するた

め，U 形排水溝の沈下は谷側が山側に比べて遅くな

ることも明らかとなった．この変位挙動の結果とし

て，U 形排水溝は山側へと回転しているものと考え

られる． 

3) U 形排水溝の通水性能は，落ち葉や土砂等が堆積す

ることによって，大きく低下することが明らかとな

った．凍上現象によって発生したU形排水溝の接続

部の段差が，土砂や落ち葉の堆積を助長した可能性

があると考えられる．堆積物は小段排水溝の排水機

能を大きく低下させてしまうことから，このような

損傷を放置しておくことは非常に危険である． 

以上のように，本研究によって積雪寒冷地における小

段排水溝の回転メカニズムが明らかとなった．また，凍

上による小段排水溝の変状が，道路の維持・管理上の弱

点となりうることも明らかとなった．今後は上記のメカ

ニズムを踏まえ，耐凍上性を有し，長期的に通水性能の

維持が可能な小段排水溝の開発に力を入れて，研究を進

めていきたいと考えている． 
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ELUCIDATION ON THE DEFORMATION MECHANISM OF BERM DITCH  
IN SNOWY COLD REGION 

 
Takayuki ADACHI, Dai NAKAMURA, Takayuki KAWAGUCHI,  

Shunzo KAWAJIRI, Tatsuya WATANABE, Satoshi YAMASHITA and Atsuko SATO 
 

As has been reported since old times, a berm ditch installed in a cut slope in a snowy cold region is 
deformed due to frost heaving. The purpose of this research is to elucidate the rotating mechanism of the 
berm ditch by frost heaving. We constructed a 1/10 scale model of an actual berm to conduct an indoor 
model experiment for reproducing the frost heaving, thawing, and settlement behavior of a berm ditch. 
Meanwhile, we used a U-shaped ditch installed in the berm of a road slope in service and conducted onsite 
measurements of the temperatures and displacements of the ground around the ditch. The results show that 
the berm ditch moves up due to adfreeze and frost heave occurring in the extreme surface layer of the flat 
part of the berm and turns to the mountain side due to nonuniform frost heave occurring in the transverse 
direction. In addition, results of a simple water transmission test confirm that the water transmission per-
formance of the berm ditch three years after the installation was significantly degraded by accumulation of 
sediment and fallen leaves, which had been promoted by the step of the joint caused by the rotation. 

 

土木学会論文集C（地圏工学）, Vol. 76, No. 1, 77‐87, 2020.

87




