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１. はじめに

　積雪寒冷地では，冬期に凍着凍上現象によって持

ち上げられた構造物が，春期に周辺地盤が融解して

も元の位置に戻りきらないことが多い 1）。また，凍

着凍上現象は毎年繰り返されるため，変形は年々蓄

積し，構造物によっては不具合が生じたり，大きな

被害につながることもある。

　以上のような凍着凍上現象による被害がマンホー

ル 2）やのり面保護に用いられるのり枠 3）といった構

造物において発生し，安全性が損なわれてしまうこ

とは，土木分野において古くから問題視されており，

今日までに様々な研究が実施されてきた。例えば，

木下ら 4）は屋外に鉛直に管を埋設して，凍上量や凍

着凍上力の季節変動を計測し，凍着凍上対策を検討

する上で最も基礎的なデータの収集に取り組んだ。

また，鈴木ら 5）は杭の凍着凍上対策として，形状を

テイパーにすることや杭側面にペンキを塗布するこ

とが有効であることを報告している。ただし，一般

に普及した対策は存在しておらず，未だに多くの課

題が残されていると言える。

　住宅などの建築分野においては，近年は凍着凍上

現象による被害が極めて少なくなっている 6）。これ
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は，昭和30年代頃までは住宅の基礎に束石などの

簡素なものが多く用いられていたのが，現在では剛

性の高いRCの布基礎が用いられるようになったた

めである。また，建築基準法施行令において，埋設

深さを凍結深さ（一般的には地表面から地中の0 ℃

等温線までの距離）以深とすることが定められ，地

域ごとの凍結深さが考慮されるようになったことも

大きな要因である。さらに，これらの対策に加えて

断熱工法や置換工法も併用されるため，住宅の凍上

被害はほぼ回避されるようになった。なお，住宅そ

のものからの熱供給があることや，積雪による断熱

効果も，住宅において凍上被害が発生しない一助と

なっていると考えられる。

　一方で，近年では建築物とみなされない太陽光発

電施設において，凍着凍上現象による被害が散見さ

れるようになってきた。これは，施設そのものから

の熱供給がないことや，太陽電池アレイが屋根の役

割を果たして積雪による断熱効果が期待できず，架

台を支える各種の基礎や杭が寒気の影響を直接的に

受けやすいことが原因であると考えられる。また，

太陽光発電施設の設計ガイドライン 7）では布基礎の

埋設深さについて，基礎底版が凍結深さまで達して

いることと定めているが，ここで用いられる凍結深

さは住宅に用いられる値と同様のものである。太陽

電池アレイを支える基礎が寒気の影響を受けやすい

ことを勘案すると，住宅に用いられる凍結深さは幾

分危険側の値となっていると懸念される。さらに，

杭については凍結の影響に配慮して設計することと

記載されているのみで，具体的な対策については全

く明示されていない。以上を背景として，筆者らは

太陽光発電施設のような，これまで想定されてこな

かった新たな構造物の凍上被害を防止するために

は，構造物の凍着凍上挙動を把握した上で，対策を

立案する必要があるという考えに至った。特に，太

陽光発電施設のような高い経済性が求められる構造

物では，凍着凍上特性を踏まえた上で，安価で長期

間の供用にも耐えることができる対策を検討してい

く必要があると考えられる。

　そこで本研究では，研究手法に室内模型実験を採

用して，構造物の凍着凍上挙動を明らかにすること

に取り組んだ。具体的には断面形状，埋設深さ，上

載荷重，摩擦，密度といった様々な要素を変化させ

た構造物を作製し，これを土中に埋設して，土の凍

結に伴う構造物の凍着凍上量，融解に伴う沈下量を

計測している。この実験結果をもとに，各種の要素

が構造物の凍着凍上挙動に及ぼす影響について明ら

かにした。

２．模型実験の概要

2.1　本研究に用いた土試料

　土試料には北海道河西郡更別村で採取した風化火

山灰を用いた。図1に粒径加積曲線を，図2に締固

め試験の結果を示す。この土試料の土粒子密度ρsは

2.762Mg/m3である。なお，従来，密度の単位とし

て用いられたg/cm3は，Mg/m3と同じ数値を示す。

本研究ではこの土試料を含水比w＝80％に調整した

　　 24 

0.001 0.01 0.1 1 10
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

 (
%

)

 (mm)

図1　粒度試験結果
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図2　締固め試験結果
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後，後述する実験土槽内に投入し，締固め度Dc＝

90％を目標として締固めて模型実験を行った。この

ように最適含水比を上回る高い含水比で実験を行っ

た理由は，外部から水分供給を行わず，可能な限り

土が保持している水分のみで凍上させようと試みた

からである。また，模型実験に用いた土試料と同様

の含水比w＝80％，締固め度Dc＝90％で供試体を

作製して，地盤工学会学会基準 8）に準拠した凍上試

験も実施した。図3に凍上試験結果を示す。試験か

ら得られた凍上速度は1.294mm/hourであり，地盤

工学会基準に基づいて凍上性判定を行うと「凍上性

が高い」と判定される。ただし，本研究に使用した

土試料は非常に高い凍上性を有していたことから，

基準の凍結速度1.0 ～ 2.0mm/hourを満たすために，

ここでは下盤の冷却速度を通常適用される－0.1℃/

hourの4倍の－0.4℃/hourとした。

2.2　実験装置と凍結融解方法

　図4に本研究で使用した実験装置の模式図を示す。

土槽の寸法は内寸で深さ0.30m，横幅0.35m，奥行

き0.15mである。厚さ10mmの透明なアクリルでで

きており，外部から観察することができる。この土

槽に凍上性の高い風化火山灰を投入し，構造物を設

置しながら高さ0.20mになるまで締固めた。土槽底

部には厚さ0.05mの排水材を敷設して帯水層を設け

ており，この排水材を水で満たすことで凍上時にお

ける地下水の供給を再現している。実験は上記の装

置を，常に0 ℃で制御した恒温室に設置して行った。

また，地表面からの一次元の凍結融解を再現する

ため，地表面にはステンレス製の冷却板を設置して

いる。この冷却板の上面には地表面との密着性を高

め，融解時の沈下をスムーズにすることを目的とし

て，1 kgの重錘を載せた。

　図5に冷却板の設定温度について示す。凍結融解

は上述の冷却板の温度を恒温水槽で制御して行った。 

まず，冷却板の温度を0 ℃とし，48時間かけて土試料

全体の温度を0 ℃付近まで下げて一定とする。次に， 

過冷却現象を防ぐ目的で，冷却板の温度を－10℃

まで急降下させ，－4 ℃まで急上昇させるサーマル 

ショックを与えた。その後，冷却板の温度を－0.15  

℃/hourの冷却速度で，－11.5℃までゆっくり降下さ
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せた。融解は冷却板の温度を＋2 ℃ /hourで＋25℃ 

まで上昇させ，土試料全体がプラスの温度になるま

で行っている。上記のように冷却板の温度を制御す

ると，凍上が発生する位置（以下，凍上発生位置）

は，最大で凍上発生前の地表面から概ね0.10mの

深さになることを，事前の予備実験において確認し

た。凍上発生位置はアイスレンズが成長している箇

所であり，本研究で実施した実験では土中に発生し

たクラックとして観察することができる。なお，一

般的にアイスレンズは0 ℃で成長するのではなく，

マイナスの温度で成長することが知られており 9），

凍上発生位置は凍結深さに比べて幾分浅くなる。こ

れを踏まえて，本研究では凍上発生位置と，凍結深

さを区別して述べていく。

　実験中は地表面の凍上量と構造物の持ち上がり

量（以下，凍着凍上量）およびそれぞれの融解沈下

量（以下，沈下量）を実験装置上部に設置した変位

計で，土中温度を地表面から0.05m毎に配置した熱

伝対で，毎分1回の間隔で測定した。土中に埋設し

た熱電対の計測値からは，単純な比例配分で凍結深

さ（凍上発生前の地表面から0 ℃等温線までの距離）

の算出も行っている。ただし，本研究ではこの計算

に，凍上による熱伝対間の距離の増加は加味してい

ない。さらに，凍結中は構造物を，インターバルカ

メラを用いて10分間隔で撮影し，その凍着凍上・融

解沈下挙動の観察を実施した。

2.3　9種類の構造物

　図6に本研究で作製した10種類の構造物を，表

1に各ケースにおける構造物の設定を示す。構造物

は9種類（Case 1からCase 9）を軽量で熱の影響を

受け難い断熱材（XPS）で，1種類（Case10）をコ

ンクリートで作製した。また，土試料と接触する構

造物の側面にはCase 5，Case10を除いて，アクリル

シートを貼り付けた。断面形状については，Case 1

からCase 5までをべた基礎や杭を想定した直方体

（以下，I字型），Case 6からCase10までをフーチン

グを有する布基礎を想定した凸型（以下，逆T字

型）とした。具体的な寸法は図6の通りで，奥行き

は全て0.145mである。

　Case 1は本研究の基準となる構造物で，断面形状

を I 字型としたものである。密度ρは0.108Mg/m3，

土試料とアクリルシートとの間の静止摩擦係数μは

0.645である。埋設深さは0.10mであり，凍結終了
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図6　作製した10種類の構造物

表1　各ケースの構造物の設定

 Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5 Case 6 Case 7 Case 8 Case 9 Case 10 

 I  T  

 (m) 0 0.05 0.05 0.03 0.01 0.05 

 (m) 0.10 0.15 0.20 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 

 (kg) 0 3 0 

 0.645 0.867 0.645 0.978 

  (Mg/m3) 0.108 2.201 

�

�
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時には構造物全体が凍上発生位置以浅に含まれるこ

ととなる。Case 2は埋設深さを0.15m，Case 3は埋

設深さを0.20mにしたものである。

　Case 4はCase 1の埋設物に3 kgの重錐を載せ，上

載荷重を加えたものである。Case 5は側面にアクリ

ルシートを張り付けないことで，Case 1よりも側面

摩擦を大きくしたものである。なお，土試料と断熱

材との間の静止摩擦係数μは0.867である。

　Case 6は断面形状を逆T字型としたものであり，

地表面から深さ0.05mの位置に左右0.05mずつの張

出部を設けた。埋設深さは0.10mであり，凍結終了

時には構造物全体が凍上発生位置以浅に含まれるこ

ととなる。

　Case7，Case10は形状をCase 6と同様に逆T字型

としたものであるが，埋設深さは0.15mとしており，

張出部は常に凍上発生位置以深に存在することとな

る。先述したように，Case10はコンクリートで作製

しており，側面にはアクリルシートを張り付けてい

ない。密度ρは2.201Mg/m3，土試料とコンクリー

トとの間の静止摩擦係数μは0.978で，いずれも他

の構造物より大きい。

　Case 8，Case 9もCase 7と同様の形状であるが，

張出部の長さはそれぞれ，0.03mと0.01mである。

３．模型実験の結果および考察

3.1　Case 1の構造物における凍着凍上・融解沈下挙動

　ここでは，まず本研究の基準となるI字型形状の

Case 1の構造物の凍着凍上，融解沈下挙動について

詳細に述べる。図7にインターバルカメラを用いて

撮影した構造物の凍着凍上，融解沈下の様子を示

す。また，図8にはCase 1における凍結・融解深さ

（0 ℃等温線），構造物の凍着凍上量，地表面の凍上

量の経時変化について示す。

　凍結時に着目すると，地表面は凍結開始直後（実

験開始から49時間後）から凍上し始めているのに対

し，構造物はこれから0.5時間遅れて持ち上がり始

めていることが確認できる。この構造物の持ち上が

りの遅れは，凍着凍上現象が土と構造物とが凍着し

た後に発生するためである。その後，構造物は地表

面の凍上に追従して持ち上がったが，その傾きは土

のそれとほぼ同様であった。これは本研究に用いた

構造物が軽量な断熱材でできていたためだと考えら

れる。

　融解時に着目すると，地表面は108時間後から融

解し始めていることが確認できる。地表面の凍上

量はこの直前の106時間後にピークを迎え，最大凍

上量は27.1mmであった。一方，構造物は，地表面

が融解して沈下し始めた後も，持ち上がり続けて

いることが確認できる。構造物の凍着凍上量は121

図7　Case 1における構造物の凍着凍上，融解沈下挙動
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時間後にピークを迎えており，最大凍着凍上量は

32.1mmであった。図7（b）から確認できるように，

土は地表面から0.05m程度まで融解しているものの，

それ以深ではまだ凍土が残存しており，凍上現象が

継続していることがわかる。その後，地表面からの

融解が深さ0.10mの位置に到達すると，構造物と土

との凍着が切れ，地表面の沈下に追従して，構造物

も沈下し始めていることが確認できる。融解時に生

じた沈下量は9.4mmであった。しかしながら，実験

終了時，構造物は元の位置には戻っておらず，最終

的な持ち上がり量は22.7 mmであった（以下，実験

終了時の変位量を残留変位量と表す）。図７（c）から

確認できるように，構造物直下には空洞が形成され

ていた。本研究で使用した風化火山灰は細粒分を多

く含んでおり，高い粘性を有していたため，このよ

うに壁が自立して空洞が形成されたが，砂質土のよ

うな流動性のある土質の場合には空洞に土が流入し

て閉塞するものと推測される。

　以上の実験で観察できた構造物の凍着凍上挙動

は，武田ら 10）によって解説されている凍着凍上現象

の原理そのものであった。このことから，本研究で

実施した模型実験で，凍着凍上現象を良く表現でき

ていると言える。また，実現象においても，春先に

地表面が融解し始めた後も，地中で凍上現象が継続

して発生している場合には，構造物は持ち上がり続

けているものと考えられる。

3.2　埋設深さが凍着凍上量に与える影響

　図9に埋設深さが異なるCase 1，Case 2，Case 3

における構造物の凍着凍上量の経時変化について示

す。ここでは，凍結を開始した49時間以降の実験結

果について図示している。また，図10は埋設深さと

最大凍着凍上量および沈下量の関係を表している。

両図から，埋設深さが大きくなるに従って，構造物

の凍着凍上量が小さくなっていく傾向を確認するこ

とができる。特に，Case 3では未凍結領域において，

土との接触面積が増大し，側面摩擦が大きくなった

ことにより，構造物が持ち上がり始めるまでに16.3

時間を要しており，凍着凍上量はCase 1の1/2程度

まで低減していた。しかしながら，Case 3では融解
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図10　埋設深さと最大凍着凍上量および沈下量の関係
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図12　上載荷重と最大凍着凍上量および沈下量の関係
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時に構造物の沈下が全く発生していない。このこと

から，埋設深さを大きくして側面摩擦を増大させる

ことは，融解時の構造物の沈下を妨げるように働い

てしまうことが明らかとなった。

　以上の実験結果から，杭のような構造物の場合，

埋設深さを最深凍上発生位置に対して2倍程度大き

くしても，凍着凍上対策として効果が得られない可

能性があると考えられる。埋設深さをより大きくし

ていけば，大きな効果が得られると考えられるが，

経済性の観点から考えると，この方法は凍着凍上対

策として難しいかもしれない。杭周辺を非凍上性材

料で置換するなど，他の方法との併用についても検

討する必要があると考えられる。

3.3  上載荷重および静止摩擦係数が凍着凍上量に与

える影響

　図11にCase 1と，これに上載荷重を加えたCase 4， 

側面の静止摩擦係数が大きいCase 5における構造物

の凍着凍上量の経時変化について示す。また，図12

は上載荷重と最大凍着凍上量および沈下量の関係を

表している。まず，Case 1とCase 4を比較すると，

上載荷重を加えることで凍着凍上量が幾分低減さ

れ，融解時の沈下量も増大していることがわかる。

このことから，構造物の形状と側面の摩擦が同条件

の場合，上載荷重が大きい構造物のほうが多少は，

凍着凍上量を低減できることが明らかとなった。た

だし，凍結時の上方への変位を許すことができない

構造物では，上載荷重を大きくするという手法は，

凍着凍上対策として用いることは難しいものと考え

られる。一方で，Case 4の融解時の沈下量はCase 1

の約2倍であり，上載荷重の影響が明瞭に表れる結果

となった。ただし，太陽光発電施設の太陽電池アレ

イのように，基礎が支える上部の構造物が軽量な場

合，これを上載荷重としては期待できないため，別

途，凍着凍上対策を講じる必要があると考えられる。

　次に，Case 1とCase 5を比較すると，静止摩擦係

数を大きくすることで，若干ながら凍着凍上量が小

さくなっていることがわかる。しかしながら，実験

終了時の残留変位は概ねCase 1と同様であり，静止

摩擦係数を増加させることは凍着凍上量を低減させ

る手段として，適切ではないことが確認された。

3.4  逆T字型形状のCase 6の構造物における凍着凍

上・融解沈下挙動

　ここでは，逆T字型形状のCase 6の構造物の凍着

凍上，融解沈下挙動について詳細に述べる。図13

にインターバルカメラを用いて撮影した構造物の凍

着凍上，融解沈下の様子を示す。また，図14には

Case 6における凍結・融解深さ（0 ℃等温線），構造

図13　Case 6における構造物の凍着凍上，融解沈下挙動
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物の凍着凍上量，地表面の凍上量の経時変化につい

て示す。

　凍結時に着目すると，地表面は凍結開始直後（実

験開始から49時間後）から凍上し始めているのに

対し，構造物は凍結開始直後には全く持ち上がって

いない。それどころか，若干ではあるが沈下挙動を

示していることを確認することができる。これは構

造物の下端に設けた張出部に，凍結時には凍上圧

の反力が作用し，構造物の持ち上がりを防いだため

だと考えられる。その後，構造物は凍結深さが深さ

0.05mに達した57.9時間後，地表面の凍上開始から

8.9時間遅れて，持ち上がり始めていることが確認

できる。これ以降，構造物は時間の経過とともに持

ち上がっていくが，その傾きは土のそれとほぼ同様

であった。

　融解時に着目すると，地表面は107時間後から融

解し始めていることが確認できる。地表面の凍上量

はこの時にピークを迎え，最大凍上量は25.8mmで

あった。この凍上量はCase 1とほぼ同様の値であり，

本研究で実施した模型試験の再現性の高さを裏付け

ている。地表面はこれ以降，沈下し始めるが，地表

面から0.05mの深さに構造物の張出部が存在するた

め，これに阻害されて沈下できず，変位量は一時的

に停滞している。一方，構造物はCase 1と同様に，

地表面が融解して沈下し始めた後も，持ち上がり続

けていることが確認できる。構造物の凍着凍上量は

121時間後にピークを迎えており，最大凍着凍上量は

21.4mmであった。その後，地表面からの融解が深

さ0.10mの位置に到達すると，構造物と土との凍着

が切れ，地表面の沈下に追従して，構造物も沈下し

始めていることが確認できる。融解時に生じた沈下

量は11.0mmであり，Case 1に比べて若干大きな値と

なっている。これは構造物の両端に設けた張出部に，

融解時にも土圧が作用して，構造物の沈下を促進さ

せたためだと考えられる。しかしながら，実験終了

時，構造物は元の位置には戻っておらず，残留変位

量は10.4mmであった。ただし，この残留変位量は

Case 1の残留変位量の22.7mmの1/2程度である。

　以上の実験結果から，逆T字型の形状には構造物

の凍着凍上現象による持ち上がりを防止，軽減する

効果があることが確認できた。

3.5  埋設深さが逆T字型形状の構造物の凍着凍上量

に与える影響

　図15に逆T字型形状で埋設深さが異なるCase 6，

Case 7の構造物の凍着凍上量の経時変化について示

す。先にも述べた通り，Case 6の埋設深さは0.10m

であり，凍結終了時には構造物全体が凍上発生位置

以浅に含まれることとなる。一方，Case 7の埋設深

さは0.15mであり，張出部は常に凍上発生位置以深

の未凍結領域に存在する。図から，埋設深さが大き

いCase 7では，構造物の凍着凍上量が小さくなって

いることを確認することができる。具体的には，最

大凍着凍上量が3.7mm，残留変位量も3.0mmであ

り，どちらも極めて小さい。

　この結果から，逆T字型形状の構造物は張出部が

凍上発生位置以深となるように，適切な深さに埋設

することができれば，凍着凍上現象による持ち上が

りを極めて小さくできることが確認できた。一方で，

逆T字型の形状であっても埋設深さが不十分な場合

には，持ち上がりを防止する効果が十分に発揮され

ないことも明らかとなった。

3.6　張出部の長さが凍着凍上量に与える影響

　図16に埋設深さが同一でI字型形状のCase 2

と，逆T字型形状で張出部の長さが異なるCase7，

Case 8，Case 9の構造物の凍着凍上量の経時変化に

ついて示す。Case 7，Case 8，Case 9の埋設深さは

0.15mであり，張出部は常に凍上発生位置以深の未

凍結領域に存在する。図から，張出部の長さが大き

くなるに従って，構造物の凍着凍上量が小さくなっ

ていく傾向を確認することができる。張出部の長さ

が0.01mしかないCase 9においても，最大凍着凍上
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量が13.6mm，残留変位量が6.4mmであった。

　図17に，張出部の長さと最大凍着凍上量および残

留沈下量の関係を示す。図のように，張出部の長さ

と最大凍着凍上量の関係は，指数関数で表わすこと

ができた。この関係から，最深凍上発生位置よりも

深部に，適切な長さの張出部を設けることができれ

ば，凍着凍上現象による構造物の持ち上がりを大き

く低減できる可能性が高いと推察できる。また，残

留変位量についても同様で，張出部の長さとの関係

を指数関数で表わすことができた。この関係から，

適切な長さの張出部を設けることができれば，融解

時の構造物の沈下を促進させて，残留変位量を低減

できるものと考えられる。

　以上の逆T字型の形状による凍着凍上現象の防止

効果については，今後，実物大の模型実験を実施し

て，実際の設計に反映することが可能か否か検証を

行っていきたい。

3.7  密度が逆T字型形状の構造物の凍着凍上量に与

える影響

　図18に埋設深さが同一で，密度の異なる逆T字型

形状のCase 7，Case10の構造物の凍着凍上量の経時

変化について示す。図から，Case 7に比べて密度が

大きいCase10の方が，構造物の凍着凍上量が幾分

小さくなっていることが確認できる。Case10の構造

物は質量が大きいこともあり，持ち上がり始めるま

での時間も長く，最大凍着凍上量，残留変位量はと

もに1.7mmで，全ケースの中で最も小さくなった。

Case10は縮尺こそ異なるものの，実際に用いられる

布基礎を模擬した構造物であり，これが概ね持ち上

がっていないことから，フーチングを有する布基礎

を適切な深さに埋設することは，凍着凍上対策とし

て極めて有効であると言える。

3.8　布基礎の埋設深さの提案

　以上の室内模型実験結果から，布基礎の逆T字型

の形状は，構造物の凍着凍上現象による持ち上がり

を防止する手段として効果的であることが確認でき

た。ただし，その埋設深さや張出部の長さを適切に

設定しなければ，十分な効果が得られないことも明

らかとなった。これらを踏まえて，ここでは布基礎
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図19  (a)現行の布基礎の埋設深さと，(b)本研究で

提案する布基礎の埋設深さ
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の埋設深さについて提案したい。

　図19に，太陽光発電施設の設計ガイドライン 7）

において示されている現行の布基礎の埋設深さと，

本研究で提案する布基礎の埋設深さについて示す。

図19（a）のように，現行の布基礎の埋設深さは，基

礎底版（フーチングの底面）が凍結深さまで達し

ていることと定められている。室内模型実験結果

（Case 6とCase 7の比較）に基づくと，この埋設深

さではフーチングの上面に凍結深さが達した段階で

凍着凍上現象が発生してしまう可能性があり，凍着

凍上対策としては不十分と言える。そこで本研究で

は，フーチングの上面を最深凍上発生位置よりも深

部とすることを提案したい。ただし，最大凍結深さ

よりも幾分浅くなる最深凍上発生位置を実地盤にお

いて求めることは難しいため，ここでは一般的に設

計に用いられる最大凍結深さとの関係で提案する。

図19（b）のように布基礎を埋設することで，凍結時

にはフーチングの上面に凍上圧の反力が作用して基

礎の持ち上がりを防ぐことができ，融解時にはフー

チングの上面に土圧が作用して基礎の沈下を促進で

き，凍着凍上対策として大きな効果が得られるもの

と考えられる。

４．まとめ

　本研究では研究手法に，これまで実施されること

が少なかった室内模型実験を採用して，構造物の

凍着凍上挙動を解明することに取り組んだ。断面形

状，埋設深さ，上載荷重，摩擦，密度といった要素

を変化させた構造物を土中に設置して実験を行い，

各種の要素が構造物の凍着凍上挙動に及ぼす影響を

把握することで，効果的な凍着凍上対策について検

討を行った。以下に模型試験によって得られた知見

についてまとめる。

1） 埋設深さを大きくして側面摩擦を増大させるこ

とで，凍結時の凍着凍上量を低減できることが

確認できた。しかしながら，融解時には構造物

の沈下を妨げるように働いてしまうことが明ら

かとなった。

2） 構造物の形状と側面の摩擦が同条件の場合，上

載荷重を大きくすることで，凍結時の凍着凍上

量を低減でき，融解時の沈下量を増大できるこ

とが明らかとなった。

3） 逆T字型の形状が構造物の凍着凍上現象による

持ち上がりを防止する手段として，有効である

ことが確認された。また，実験結果は最深凍上

発生位置よりも深部に，適切な長さの張出部を

設けることができれば，凍着凍上現象による構

造物の持ち上がりそのものを大きく低減できる

ことを示唆していた。さらに，逆T字型の形状

には融解時における構造物の沈下を促進させ，

残留変位量を低減する効果も期待できることか

ら，毎年繰り返し発生する凍着凍上現象による

残留変位量の累積を防止する手段としても有効

であると考えられる。

　以上を踏まえて，本研究では上記の室内模型実

験から得られた知見を利用して，布基礎の埋設深さ

について提案した。布基礎の埋設深さについては，

フーチングの上面を最大凍結深さ以深とすること

で，凍着凍上対策として大きな効果が得られるもの

と考えられる。今後は実物大の布基礎，杭などで実

験を行い，研究を継続させていくとともに，それぞ

れに最適な凍着凍上対策について検討していきたい

と考えている。
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