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１．まえがき 

プレキャスト RC 版舗装（以下、PRCP）は、工場で製作された鉄筋コンクリート舗装版（以下、RC 舗

装版）を路盤などの上に敷き並べて構築するコンクリート舗装の一種である。現場での養生期間を必要

としないので、トンネル内舗装の補修など早期開放が必要な場所に使用されている。全国での施工実績

95,000 ㎡（平成 26 年 3 月現在）のうち約 80％がトンネル内

で施工されている。 

PRCP は 1986(昭和 61)年に初めて施工され、現在では供用

後 20年以上経過した箇所が 58％となり、維持修繕の時代を

迎えている。トンネル内に施工された面積のうち約 20％が

再設置され、アスファルト中間層を設置した後、健全な RC

舗装版は利活用する修繕工事が行われている。現行品の RC

舗装版は反転して両面で供用できるリバーシブル型である

が、初期のものは反転できないものを使用しており、補修し

て利活用した事例は少ない。本報告は、国道 7号蒲萄トンネ

ルの反転できない RC 舗装版の補修事例について報告するも

ので、特に検討を要した「RC 舗装の交換か再利用かの判定」、

「搬出時の吊り上げ冶具と再設置後の高さ調整冶具の設置」に関する部分を中心に報告する。 

２．施工概要 

蒲萄トンネル（新潟県村上市蒲萄）の舗装は、1988(昭和 63)年に普通コンクリート舗装から PRCP に

全面打換えされたものである。施工後約 24 年が経過し、坑口付近や坑内湧水部において破損や段差が

発生し、補修箇所が年々増してきたことから、通行の安全確保と段差の進行を防止するため、平成 25・

26 年の 2カ年で修繕工事を行った。工事概要を表-1 に示す。 

破損が大きい RC 舗装版は新版に交換し、破損等が少なくまだ使用可能な版はトンネルから一旦搬出

し、別の場所にて清掃・加工をしたうえで再設置する修繕工法を採用した。 

表-1 工事概要 

工事期間 H25.5～H26.3 および H26.3~H26.11 
RC 舗装版の撤去・設置数量 92 枚 

RC 舗装版のサイズ 5m×1.65m×0.25ｍ （5160kg/枚） 

RC 舗装版の修繕面積  759 ㎡（新 42 枚・再利用 50 枚：ﾄﾝﾈﾙ内全枚数の 36％） 

裏込めグラウト(超速硬ﾓﾙﾀﾙ t=15) 759 ㎡ 路肩ｺﾝｸﾘｰﾄ(超速硬 t=265) 6.38m3

後付けアンカー(6 本/枚) 552 本 高さ調整インサート(6 本/枚) 300 本 

目地注入 396ｍ  

中間層(再生密粒度ｱｽｺﾝ 13 t=40mm) 807 ㎡  

図-1 適用場所別の PRCP の施工実績（面積）
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３．既設の PRCP の状態 

蒲萄トンネル内の路面は、パッチングによって段差やひび割れ箇所はほぼ補修されている。RC舗装版

の表面は摩耗やわだち掘れの発生は少なく、強度や耐久性を有していると考えられる。版と版の間の段

差は、版下の路盤が不陸や湧水の影響で強度低下し、版が沈下したことが主たる原因とみられる。 

４．維持修繕の考え方（既設 RC 舗装版の交換/再利用の判定） 

プレキャスト RC 版舗装協会の設計施工マニュアルには維持修繕要否判断の目標値が示されている。 

しかし、蒲萄トンネル内の修繕は、これまでの PRCP 修繕のように一定区間を連続的に実施（再設置）

するのではなく、傷んでいる版だけを部分的に飛び飛び修繕するため、新版の交換はパッチング等の補

修歴、ポットホール・角欠けを目視で確認し、クラックが版の横断方向に 1.5ｍ以上入っているかで判

断することとした。 

表-2 設計施工マニュアルの維持修繕判断と 
蒲萄トンネルにおける判断基準 

維持修繕要否判断の目標値 

（設計施工マニュアル） 

蒲萄トンネルに

おける判断基準

項目 打換 再設置
新版 

交換 
再利用

わだち掘れ 

30～40mm 
○  －  

段差 

15mm 
－ ○ － ○ 

縦断方向の凹凸 

5.0mm 
－ ○ － ○ 

ひび割れ度 

30cm/㎡ 
（版底面までに 

 達するもの） 

○ － 
○ 

1.5ｍ 

以上

－ 

目地の破損 
（異常が認められたとき）

－ － － － 

すべり摩擦係数 

0.25 
－ ○ － ○ 

版下空隙 － ○ － ○ 

（その他）   
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ

角欠け

【新版に交換】 

・パッチングした版には、角欠け、ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ、亀甲状

のひび割れがある。 

・進行した角欠けや、連結溝から発生したひびがわだ

ち部まで進行している場合は、ひび割れ度 30cm/m2

以下でも、パンチアウトへ進行するおそれがある。

【再利用】 

・過去の再設置や反転工事で、ひび割れが版下面まで

到達したものは確認されていない。 

写真-1 坑口付近のパッチング補修状態    写真-2 トンネル内部でのパッチング補修状態 
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図-2 既設プレキャスト RC 舗装版の判断フロー 



写真-5 引抜き試験状況 

① 案（接着式アンカー）          ② 案（打込み式アンカー）：採用案 

図-3 引抜き試験を行った吊上げアンカーの断面図 

また、蒲萄トンネルの PRCP 修繕では下記の点にも留意した。

① 現在運用している設計法では、RC舗装版を 18cm とすることができるが、路盤高の整合を図る

ために既設版厚に合わせて 25cm とする。 

② 既設の RC舗装版は連結鉄筋（タイバー）で連結されているが、連結部からひび割れが進行し

ている箇所があることと、トンネル内では舗装版は連結しないとしている現設計法に準じ、既

設版と再設置した RC 舗装版は連結しない。 

③ 再設置は施工性と規制時間を考慮して日々4枚の施工とし、RC 舗装版 4枚を 1単位として修繕

検討を行う。 

５．再利用のための検証実験 

蒲萄トンネルの RC 舗装版には吊り上げ用の鋼製イン

サートがあったが、版を設置して高さ調整に使用された

後は、グラウトで充填されたため、今回の修繕工事では

吊り上げ用に利用できない状態となっていた。 

RC 舗装版を再利用するには、トンネルからの版を搬出

し加工場で荷卸しするための「吊り上げアンカー」と、

加工場で積み込み、トンネル内で設置・高さ調整するた

めの「高さ調整インサート」が必要となる。 

これらを検討するため引抜き試験を実施し、使用材料

と設置方法、安全率の確認を行った。 

１）吊り上げアンカー 

写真-3 版の角欠け（要交換）    写真-4 連結部から進行しているひび割れ（要交換）



① 案（吊り上げ不可）          ② 案（吊り上げ兼用）：採用案 

図-4 引抜き試験を行った高さ調整インサートの断面図

表-3 吊上げアンカーの引抜き試験結果 

① 案：接着式アンカー （×不採用） ② 案：打込み式アンカー（○採用） 

特

徴

・湿潤状態でも使用可能なセメント系接着材 

・水硬性材料なため、孔内を乾燥させる必要は

なく施工が容易（養生時間の確保必要） 

・アンカー設置後直ぐに舗装版撤去が可能 

・アンカー打ち込みは、作業する人によってバ

ラツキが生じる可能性がある 

結

果

結果：8kN(3 時間)～26kN（4 時間養生） 

【許容引張強度 36.9kN】 判定× 

・凝集破壊よりもアンカーの抜けが先行 

・養生時間が長ければ長いほど引抜耐力は増加

（養生に 5時間以上必要） 

・養生時間が確保できない場合不採用 

結果：45kN～58kN  

【許容引張強度 38.8kN】  判定○ 

・許容値を満足し安全率は 1.31(平均) 

・気温などの現場条件に左右されることはない

（削孔は原則ドリルで行う） 

・6点吊りの場合、安全率 4 となる 

２）高さ調整インサート

表-4 高さ調整インサートの引抜き試験結果 

① 案：吊り上げ不可 （×不採用） ② 案：吊り上げ兼用（○採用） 

特

徴

・高さ調整のみのインサート 

・接着剤（エポキシパテ）の充填に確実性がな

く、バラつきが生じやすい 

・吊上げも兼ねた高さ調整インサート（削孔径

を 2 段に変化。インサートが抜け難い確実で

安全な構造） 

結

果

荷重 20kN（6点吊り、安全率 2） 判定× 

・1 供試体は試験荷重に達する前にインサート

抜け発生→接着剤の充填不足を確認した 

荷重 30kN（6点吊り、安全率 3） 判定○ 

・120kN まで引張しても異常なし 

・3供試体とも全く問題ない結果 

６．おわりに 

PRCP の RC 舗装版は、供用開始から 20 年以上を経ても十分な強度と耐久性を有しているが、版下の路

盤の不陸や湧水の影響で版が沈下し部分的に補修が必要となっている。また、今後の老朽化により補修

が必要となってくると思われる。PRCP の初期に導入した反転できない RC 舗装版の補修方法としては、

トンネル内の全てを新版に交換するのでなく、破損が大きい版や段差が大きい箇所を部分的に補修する

ことが経済的に妥当と考える。破損等が少なく再利用可能な版は、本工事の事例より一時撤去、清掃、

再設置により再利用が可能であることが示された。今後、同じタイプの RC 舗装版を使用しているトン

ネルの補修において、本報告がその一助になれば幸いである。 


