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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、
交通荷重や雨水など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。そのため、水の浸入防止を向上させる対策が必要
であり、実際の橋梁での取組みが進められている。本
技術資料では、橋面舗装目地部の止水性向上対策事例
の一部について紹介する。

２．橋面舗装における水の浸入経路

床版への水の浸入経路を図－1に示すとおり整理し
た。橋面舗装には多くの浸入経路があることが分か
る。いずれの経路に対しても水の浸入を防ぐ対策が望
まれるが、特に、以下に示す浸入口は延長が長いこと
から対策の優先順位が高いと考えられる。
1) 舗装と地覆や縁石の境界からの浸入
2) 舗装の縦継打目からの浸入
3) 舗装端部の密度不足部分や空隙からの浸入
上述した水の浸入口には、水分の浸入を軽減する対
策と、舗装の空隙を防ぐ対策のアプローチが重要と考
えられる。

３．水の浸入経路ごとの対策事例

ここに紹介する対策橋梁（図－2）は、北海道室蘭
市に架かる一般国道37号白鳥大橋で、橋長1,380m、3
径間2ヒンジ補剛吊桁形式の長大橋梁である。積雪寒
冷地、海上という架橋環境の特殊性があり、鋼床版の

防錆を図るために十分な防水性能を必要としている。
本橋梁は、架替えの難しい大規模橋梁であるため、長
期的な視点での計画的な維持管理が求められている。
平成10年に供用開始後、18年経過時点で舗装、塗装な
どに経年劣化が確認されており、舗装補修が行われる
ことになった。その際に新たな目地構造などを採用す
るなどの工夫による止水性向上対策について検討を行
った事例である1）。
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図－1　水の浸入と拡散経路概要図

図－2　白鳥大橋断面図
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３．１　舗装と地覆の境界からの浸入防止策

表層・基層と地覆との接面は付着が十分でないこと
があり、図－3に示すように基層端部には止水を目的
とした瀝青系の成形目地、表層端部には瀝青系高弾性
とアスファルト乳剤型注入目地を幅1cmで設置してい
る。

また、排水桝が地覆前面に設置されている部分は、
写真－1のように排水桝周りを囲むように目地材を設
置している。

３．２　�舗装端部の密度不足部分や空隙からの浸入防

止策

表層・基層端部付近は混合物舗設時の転圧が難しく
空隙が多くなり易いことがあり、図－4に示すように
地覆から舗装にかけて4cm幅で、浸透型防水剤を塗布
した。

３．３　舗装の縦打継目からの浸入防止策

本事例の橋面舗装舗設幅は6.855mで、一般的なアス
ファルトフィニシャの施工幅は3～4m程度であるため
通常の施工では分割施工になり縦打継目ができる。し
かし、水の浸入口となりうる縦打継目は、極力なくす
ことが止水性向上に有効であるため、ここでは拡張ス
クリードを装備したフィニッシャ（写真－2）を使用し、
6.855mを一括施工することで打継目部はなくすよう
工夫した。

３．４　ひびわれ誘導目地からの浸入防止策

補剛桁ウェブ直上の舗装は、縦断方向ひび割れが発
生しやすいことから、ひび割れ誘導目地が設置された。
ひびわれ誘導目地からも水が浸入することがあるため
図－5に示すような5種類の目地タイプを施工し、止水
性能を比較することとした。目地部に注入する材料
は、瀝性系高弾性が標準的に使用されているが、より
耐久性のある材料・構造を求めて試験的なものを採用
している。材料は、瀝性系高弾性材、常温で扱える施
工性の良いアスファルト乳剤型、低温環境下での交通
荷重の繰り返しに耐えられるよう引張接着性と曲げ耐
性の高い重合体改質アスファルトバインダーを用いた
特殊材を選定した。目地材の性能試験結果の一部を表

－1に示すが、特殊目地材は高弾性目地材よりも低温
下において、引張接着性能、伸縮性能、繰返し曲げ性
能が高く、付着面の剥がれや隙間が発生しにくいと考
えられる。
また、継目タイプ4、5のように目地材下部に水膨張
性止水材を設置して水の浸入を防止するタイプも試行
的に設けた。

端部タイプ１

1cm

注入目地材 表層 4cm
瀝青系高弾性

成形目地材 基層 4cm

瀝青系高弾性 グースアスファルト

鋼床版

端部タイプ２

1cm

注入目地材 表層 4cm
アスファルト乳剤型

成形目地材 基層 4cm

瀝青系高弾性 グースアスファルト

鋼床版

図－3　地覆際部及び排水桝部目地設計図

端部タイプ３

4cm
1cm 　浸透型防水剤

注入目地材 表層 4cm
瀝青系高弾性

成形目地材 基層 4cm

瀝青系高弾性 グースアスファルト

鋼床版

端部タイプ４

4cm
1cm 　浸透型防水剤

注入目地材 表層 4cm
アスファルト乳剤型

成形目地材 基層 4cm

瀝青系高弾性 グースアスファルト

鋼床版

図－4　舗装端部の密度不足部分や空隙の止水設計図

写真－1　排水桝部目地

写真－2　拡張スクリード型アスファルトフィニッシャ
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３．５　施工後の現況

施工は、平成28年から令和1年の4箇年で行われてお
り、平成28、29、30年施工について、目地部の現況を
調査した。車線外側、車線中央、中央分離帯側の舗装
端に設置している目地部において、目視観察、路面か
らの高さ計測、現場透水試験を実施した。結果を表－

2に示す。継目タイプ4、5は平成28年に施工が行われ、
供用後に目地材が路面から突出する損傷が発生した。
そのため平成29年に全長撤去して、継目タイプ1を施

工している。調査試験においては、継目タイプ4、5を
対象外とした。

調査試験項目の目視観察については、目地部の隙間、
ひび割れ、減量に着目し、これらが発生した箇所を損
傷とした。損傷は、損傷率として施工長に対する損傷
延長の割合で示した。結果は、端部タイプ1、継目タ
イプ1、継目タイプ2、継目タイプ3で減量が表面箇所
に局部的でごくわずか発生していたが、隙間、ひび割
れなどなく止水性は保たれている（写真－3）。
浮き上がりについては、車両による破損につながる
恐れがあることから調査した。その結果、端部タイプ、
継目タイプいずれも施工後の浮き上がりなど見られな
く良好な状態を保っている。

現場透水量は、排水性舗装などの透水性を評価する
現場透水量試験（平成31年版舗装調査・試験法便覧
S025）を準用した（写真－4）。試験機の構造上、端
部タイプでは試験を実施できないので、継目タイプで
実施した。試験結果からは、透水はなく目地部の止水
性が確認された。

継目タイプ１

1cm

3cm
表層 4cm

注入目地材 基層 4cm

瀝青系高弾性 グースアスファルト

鋼床版

継目タイプ２

1cm

3cm
表層 4cm

注入目地材 基層 4cm

アスファルト乳剤型 グースアスファルト

鋼床版

継目タイプ３

1cm

3cm
表層 4cm

注入目地材 基層 4cm

瀝青系特殊型 グースアスファルト

鋼床版

継目タイプ４

注入目地材 1cm
瀝青系高弾性

2cm
表層 4cm

1cm

注入止水材 基層 4cm

水膨張性 グースアスファルト

鋼床版

継目タイプ５

注入目地材 1cm
アスファルト乳剤型

2cm
表層 4cm

1cm

注入止水材 基層 4cm

水膨張性 グースアスファルト

鋼床版

図－5　ひびわれ誘導目地部設計図

試験項目 単位 高弾性材 特殊材
引張接着性試験（JIS A 1439参考）

引張接着力(-20℃) N/mm
２ 0.489 1.798

破断時の伸び(-20℃) mm 12 30以上
繰返し曲げ試験(-10℃) 回 300,000 1,000,000以上
（B018T） 破断 あり なし

表－1　目地材性能比較

目地種別 目視観察 浮き上がり 現場透水量 施工長

損傷率（%） 有無 （秒） （m）

端部タイプ１ 0.03 無 － 1751

端部タイプ２ 0 無 － 279

端部タイプ３ 0 無 － 1880

端部タイプ４ 0 無 － 368

継目タイプ１ 0.1 無 透水なし 757

継目タイプ２ 0.06 無 透水なし 142

継目タイプ３ 0.01 無 透水なし 832

継目タイプ４ ※平成28年施工後、平成29年に撤去され 226

継目タイプ５ 調査の対象外とした。 182

※ 損傷率＝損傷延長÷施工長
※ 現場透水量は、300ccの水が排水される時間

調査・試験項目

表－2　調査試験結果

写真－3　継目タイプ目地（左：損傷なし、右：損傷あり）
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全体的には、供用後1年から3年経過と差がある中で、
タイプ別の大きな差はみられず、良好な状態だといえ
る。

４．おわりに

本事例では、架橋環境の特殊性から舗装の止水性向
上対策を目指すために、試験施工で様々な試みがなさ
れた。その結果、効果の一部が明らかになったが、長
期的な視点の評価には至っていない。このような先進
的な取り組みを生かしていくためには、今後も調査を
継続していく必要があると考える。
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写真－4　現場透水量試験
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