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橋梁の劣化要因の一つとして、凍結融解による橋梁床版の損傷が挙げられる。その対策とし
て、橋面舗装と地覆部等との境界に、水の浸入を防止するための目地材が設置される。本論文
では、既存の目地材の現状を現地調査により把握した結果、及び、目地材に使用しうる数種類
の材料において室内試験により舗装材との付着性、変形追従性等を比較検討した結果を報告す
る。
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1. はじめに
橋梁床版の損傷は、水が存在する環境下で促進される
ことが知られており、橋梁床版に水を浸入させないため
の技術が求められる。一般的に橋梁床版上には、交通荷
重や雨水等の気象作用などから床版を保護し、車両の走
行性を確保する役割を担うために、混合物層と防水層で
構成される橋面舗装が設けられる。混合物層と防水層の
部分で水の浸入を防ぐことが望ましいが、交通荷重など
の力学的作用や、日照や降雨降雪、温度変化などの気象
作用を複合的に受ける橋面舗装においては、隙間やひび
割れの発生が避けられず、水の浸入を完全に防ぐことが
できていないのが実態といえる。橋梁床版への水の浸入
は複数あると考えられ、その中から浸入口の延長が長い
地覆と舗装の境界からの止水対策は特に重要と考えられ
る。

橋面舗装の止水設計の一例として、北海道開発局の基
準1)を図-1に示す。図-1のとおり表層と構造物の接面に
目地材を設置することとされている。図-1の黒く塗りつ
ぶされた部分が目地材で、材料はアスファルト系加熱型
注入目地材（高弾性タイプ）を用い、サイズは幅1cm、
厚さは表層厚とされている。

図-1 橋面舗装の止水設計

3. 橋面舗装における目地材の品質

写真-1 橋面舗装の目地材

2. 橋面舗装における止水設計
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目地材の品質標準は、「舗装施工便覧」によることと
しており、便覧では、コンクリート舗装の目地材の品質
標準を準用している。目地材の品質標準2)を表-1に示す。
試験項目の「針入度(円すい針)」は、夏期における砂
類の侵入に対する注入目地材の抵抗性を確認するもので
ある。「弾性(球針)」は注入目地材が適当な柔らかさの
高弾性体であるか否かを確認するものである。「流動」

は、夏期に注入目地材が流れやすいかどうかを確認する
ものである。「引張量」は、注入目地材が舗装の収縮時
に目地の水密性を確保出来るかどうかを確認するもので
ある。
表-1 加熱型注入目地材の品質標準

試験項目
針入度（円すい針） mm
弾性（球針）
流動 mm
引張量 mm

高弾性タイプ
9以下
初期貫入量0.5～1.5mm
復元率60％以上
3以下
10以上

4. 既設目地材の現地調査
橋面舗装に設置されている目地材の劣化や損傷の現状
を把握するため、現橋における現地調査を行った。
(1) 調査対象
北海道開発局における橋面舗装の止水設計は、平成20
年度までは必須ではなかったが、平成21年度からは必須
となった。そこで、過去10年の間に橋面舗装の補修を行
った札幌開発建設部管内の国道橋25橋について目視によ
る調査を行った。

写真-2 目地材の劣化損傷の様子

(3) 調査結果
図-3に目地材の仕上がり形状と損傷の関係を示す。形
状が凸型の場合、目地材表面の剥がれが多く、損傷の発
生が顕著であった。
次に、図-4に目地材設置経過年数と損傷発生の関係を
示す。設置後4年以上経過すると劣化損傷が顕著になっ
てくることがわかった。個別に見ていくと１年で破損し
たものがある一方、7年後も健全なものもあり損傷が発
生するまでの時間に差が見られた。
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(2) 調査項目
目地材の劣化状況は、表面の剥がれ、付着部の剥離、
飛散等を項目とし、さらに、仕上がり具合として図-2を
調査項目とした。
また、調査結果は、平面図（ポンチ絵）による目地材
劣化の位置把握及び写真-2に示す写真による目地材の状
況把握（劣化損傷、仕上がり形状）を行った。

凸型（13橋）
ひび割れ

凹型（2橋）
表面剥がれ

平坦型（11橋）

付着部剥離

飛散

図-3 目地材の形状と損傷の関係
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図-2 目地材の仕上がり形状
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図-4 目地材の設置経過年数と損傷発生の関係
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5. 目地材の室内試験
目地材料は、高弾性タイプ、高弾性タイプよりもさら
に弾性の高い試行タイプ(1)と試行タイプ(2)、シリコン
の計4材料を選定した。試行タイプ(1)は、橋梁ジョイン
トに使用されている特殊アスファルトであり、試行タイ
プ(2)は、国外で使用されている寒冷地用シール材であ
る。なお、シリコンは、コンクリート系部材の目地とし
て普及しているものであり、アスファルト舗装への適否
を確認するものとなる。
目地材の性能を評価するために、表-1に示す「加熱型
注入目地材の品質標準」に基づいた試験を実施した。な
お、引張試験のみ寒冷地を念頭に低温下（-20℃）の試
験を試みた。また、引張試験前に凍結融解試験を実施し
た。以下に、引張試験について詳述する。
(1) 試験体作成
目地材料は前述の4材料を用意し、被着体は、As板、
Co板を作成した。これらは通常の橋面舗装に用いられる
ものである。As板は、細密粒度G13F55(Ⅱ型)、Co板はC10とし、目地材を上下から被着体を挟んで接着させて各
材料毎に3個用意した。被着体の上下組み合わせは、地
覆とアスファルト舗装間に設置することを想定したAs＋
Co、アスファルト舗装の継ぎ目及びひび割れに設置する
ことを想定したAs＋Asの形式とした。また、目地材にシ
リコンを使用した試験体を作製する段階においてAs板と
の付着及び材料の固化が不十分なため、シリコンについ
ては、コンクリート舗装に設置することを想定したCo＋
Coの形式とした。試験体の寸法を図-5に示す。

☓200mmD☓150mmHの試験容器を6個設置する。その試験
容器一つには、作製した試験体を12個並べる。試験層内
の状態は、図-7に示すように、試験層内に冷却水を入れ、
試験容器は目地材の半分の深さまで、3％塩水を満たし
ている。
また、凍結融解は、RILEM-CDFの手法に基づき図-8に示
す温度制御での１サイクル12hを28サイクル行った。

図-6 試験層内配置

図-7 試験層内の試験体の設置状況

図-8 凍結融解の温度サイクル

図-5 試験体

(2) 凍結融解試験
RILEM-CDFの手法に準拠し、室内凍結融解試験を実施
した。RILEM-CDFは、コンクリートのスケーリング抵抗
性を調べる試験だが、寒冷地の環境における目地材の性
能を確認するため目地材の凍結融解作用を付与すること
に用いた。試験装置は温度制御が可能で、図-6に示すと
おり外寸1,925mmW×800mmD☓500mmHの試験層内に250mmW
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(3) 引張試験
試験機は写真-3に示す上下方向に引張るタイプのもの
を用いた。上下の被着体に金属製の載荷台座を接着させ
治具を介して引張試験を行った。
試験条件は、試験回数1材料3試験体を各1回、試験温
度0℃、-10℃、-20℃、引張力載荷速度10mm／分、測定
値はシール材の引張量、引張荷重の2項目とした。

凍結融解試験後の引張試験

被着体形式：Ａs＋Ａs
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写真-3 引張試験機
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(4) 試験結果
60
以下に各試験体の試験結果を示す。なお、シリコンに
40
ついても各試験を行っているが、アスファルト系加熱注
20
入目地材ではないものの同様の試験を実施し、材料とし
ての性能を確認した。
0
高弾性
試行(1)
試行(2)
a) 針入度
高弾性タイプ5.6mm、試行タイプ(1)6.6mm、試行タイ
凍結融解試験後の引張試験 被着体形式：Ｃo＋Ｃo
プ(2)6.3mm、シリコン3.2mmとなり、すべての目地材料
100
0℃ -10℃ -20℃
において品質標準9mm以下を満足した。
品質標準：10mm以上（-10℃）
80
b) 弾性
60
初期貫入量は、高弾性タイプ1.2mm、試行タイプ
(1)0.6mm、試行タイプ(2)0.9mm、シリコン0.3mmとなり、
40
シリコン以外は品質標準0.5～1.5mmを満足した。
20
復元率は、高弾性タイプ94％、試行タイプ(1)68.2％、
試行タイプ(2)61.5％、シリコン85％となり、品質標準
0
シリコン
60％以上を満足した。
図-9 引張量と温度及び被着体の関係
c) 流動
高弾性タイプ0mm、試行タイプ(1)0.6mm、試行タイプ
(2)1.0mmシリコン0mmとなり、すべての目地材料におい
単位：最大引張荷重（N）
て品質標準3mm以下を満足した。
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d) 引張量
600
各種材料の引張量を被着体の種類毎にグラフ化して、
500
温度変化の関係も整理した。図-9に示すように本試験の
400
条件である-10℃では、すべてにおいて品質標準10mm以
300
上を満足していた。また、-20℃では、試行タイプ(1)の
200
被着体As＋Asにおいて10mmを下回る結果となった。
100
また、各目地材における最大引張荷重と温度の関係を
0
図-10に示す。最大荷重は試験3回の平均値とし、高弾性
0℃
-10℃
-20℃
タイプ、試行タイプ(1)、試行タイプ(2)は被着体形式As
高弾性
試行（1）
試行（2）
シリコン
＋Asで、シリコンは被着体形式Co＋Coである。高弾性タ
図-10 最大引張荷重と温度の関係
イプ、試行タイプ(1)、試行タイプ(2)は、温度低下とと
もに最大荷重が上昇している。シリコンに関しては、温
度変化に対して最大荷重がほぼ一定であった。
(5) 考察
各種試験の内、どの材料も針入度、流動は品質標準を
満たす結果となった。一方、弾性においてシリコンが品
質標準より小さな値となり、試験温度25℃ではアスファ
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ルト系目地材よりやや硬めの材料であることがわかった。
引張試験においては、温度が低くなるにつれ引張量は減
少傾向にあり、試験条件の-10℃より低い-20℃では、品
質標準を下回ったものがあった。また、破断形態に着目
すると写真-4のように、目地材の下面（又は上面）で剥
がれる形態と写真-5のような中間で破断する形態がある。
引張試験の破断形態の傾向を図-11に示す。中間破断は、
試行タイプ(1)で28％、シリコンで100％であった。高弾
性タイプと試行タイプ(2)は、すべて上下面破断であっ
た。引張量を評価するにあたり、上下面破断では、目地
材が剥がれた分の長さが、引張量に加算されるために過
大な評価となる恐れがある。このため、十分な接着のも
とに試験を行うのが理想と考える。また、上面破断と下
面破断の割合は、36％と64％となり下面破断の方が多か
った。このことは、凍結融解時の塩水水位の影響を受け
ていると思われる。塩水水位はRILEM-CDFの手法に準じ
て設定したが、この点の検討が必要となる。
シリコンは、引張性能において低温下でも一定である
反面、試験体作成の段階においてAs板との付着及びシリ
コン本体の固結が悪く、その試験体を作製することがで
きなかったが、Co板では低温下での引張性能が保たれて
いた。この性能に注目し、アスファルト舗装にシリコン
を活用するためには原因の究明が必要である。

写真-5 引張試験の破断形態中間（中間破断）

図-11 引張試験における破断の形態
写真-4 引張試験の破断形態（下面で破断）

6. まとめ
本検討をまとめると以下のとおりである。
(1) 既設目地材の現地調査の結果、目地の仕上り形状
が凸型の場合、損傷が多い傾向にあることから、平坦
型又は凹型に近い形状で仕上げるのが良いと考える。
しかし、現設計幅が1cmで人力施工となることと、ア
スファルト系加熱注入目地は温度に対してワーカビリ
ティが敏感に変化するため、仕上がり形状にばらつき
が生じるのが現状である。平坦型又は凹型に近い形状
で仕上げがしやすいような設計幅の検討や材料選定の
検討が必要である。
(2) 品質標準については、コンクリート舗装の注入目
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地の標準を準用している。引張試験の結果から寒冷地
では目地材が硬くなり,As面で剥がれる傾向が確認さ
れたため、付着に関する性能に着目しつつアスファル
ト舗装の注入目地の基準を目指したい。
(3) 材料の選定については、施工性の改善、品質の確
保の両面を見据えることが必要であり、アスファルト
系加熱注入材以外の可能性を検討して行きたい。例え
ば、アスファルト系以外のものや常温で施工できるも
のなどである。
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