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コンクリート舗装橋梁に
おける舗装補修について
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千歳道路事務所で管理している一般国道453号山水橋では、橋梁点検で床版や舗装の劣化が診断されて
いる。本橋梁はコンクリート舗装であり舗装の劣化により降雨等の水が内部へ浸透し床版が劣化したもの
である。
本稿では、コンクリート舗装補修について、再劣化防止のため内部への水の侵入を防ぐ水密性の高い材
料であるゴムラテックス改質コンクリートの施工事例を報告するものである。
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図－1 橋梁位置

1. はじめに
一般国道４５３号は政令指定都市である札幌市から支
笏湖畔沿いを経由し伊達市に至る一般国道であり、平成
５年に道道から国道へ昇格した路線である。交通量は
2,000台/12時間程度であるが、新千歳空港から観光名所
の支笏湖、札幌を結ぶ重要な路線である。図-１に山水
橋の架橋位置を示す。
山水橋は昭和３９年の鋼道路橋設計示方書に準じて設
計されており、現行基準と比較し床版厚さが薄く、鉄筋
量も少ない疲労耐久性に劣る床版を有した構造形式であ
る（表-1、図-2）。
ただし、本橋はコンクリート舗装とRC床版が一体と
して構成されていることから、コンクリート舗装厚さを
加味すると現行基準の床版厚さと同等の厚さを有してお
り、供用後５０年経った現在でも床版下面に目立った疲
労損傷は認められていない。
今回、平成24年度の橋梁定期点検で終点側の径間にの
み舗装や床版の凍害、塩害による劣化が診断され、安全
性や耐久性の面からコンクリート舗装の全面打換えおよ
び床版の部分的な打換えを行った。

本稿では既存床版と同等の性能を維持する目的で床版
増厚効果と床版防水効果を期待したラテックス改質速硬
コンクリート（以下、LMFC）を用いたコンクリート舗
装の施工事例を報告する。
表－1 橋梁諸元
橋梁名（路線名）

山水橋（一般国道453号）

上部構造形式

単純合成鈑桁橋2連

下部構造形式

重力式橋台2基、T型橋脚柱円型(RC)

基礎形式

直接基礎3基

供用開始年（活荷重･等級）

1966年（TL-20、1等橋）

適用示方書

昭和39年 鋼道路橋設計示方書

橋長･幅員

L=48.0ｍ、W=6.5ｍ

交通量（大型車混入率）
橋梁定期点検実施年

2,264台/昼間12時間(14.5%)
H24年度（2012年）

札幌

山水橋

新千歳空港
支笏湖

図―2 橋梁一般図
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2. コンクリート舗装の損傷と本橋の特徴

<橋面側>

（1）コンクリート舗装の損傷
本橋のコンクリート舗装は建設から50年を経過してい
るが更新の履歴がなく、橋面に部分的な補修跡（アスフ
ァルト系、セメント系の補修材）やうき、剥離が認めら
れていた（写真-1）。舗装上面のコンクリートは断面欠
損や脆弱化などが認められることから凍害による劣化で
あると考えられる（写真-3）。また、床版下面の漏水跡
部には錆汁が見られ（写真-2）、試験結果では高い塩化
物イオンの含有も認められている（図-3）。
本橋のコンクリート舗装面は積雪寒冷地の山間部に架
かる橋であり、凍害と凍結防止剤に含まれる塩化物によ
る塩害との複合的な作用で厳しい環境下に置かれている。
（2）本橋の特徴
本橋は単純桁2連の橋であり、終点側の径間部では上
述のとおりコンクリート舗装やＲＣ床版下面に顕著な損
傷が認められるものの（写真-1、2）、起点側の径間部
ではコンクリート舗装およびＲＣ床版下面に損傷はほと
んど認められていない（写真-4､5）。その理由は、①コ
ンクリート打設時の初期凍害や施工不良、②コンクリー
ト打設時の雨水や加水による品質の低下などが考えられ
るが、終点側径間のＲＣ床版下面にはジャンカ部が多く
見られ、漏水もジャンカ部で顕著であったことから初期
欠陥や施工不良である可能性が高い。
このことから、本橋のコンクリート舗装は積雪寒冷地
の厳しい凍害、塩害環境下においても初期欠陥や施工不
良がなければ50年を超える耐久性を有していることが分
かる。

Co 舗装
t=5cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ系
補修材

断面欠損

脆弱層

ＲＣ床版
t=17cm

<床版下面側>

写真－3 舗装補修部とコンクリートの脆弱層（断面）

鉄筋の腐食なし

鉄筋の腐食あり

鉄筋の腐食なし

図－3 コンクリート舗装､床版の塩分量（起点側径間）

写真－1 コンクリート舗装の損傷（終点側径間）

写真－4 コンクリート舗装の状況（起点側径間）

写真－2 ＲＣ床版下面の漏水と錆汁（終点側径間）

写真－5 ＲＣ床版下面の状況（起点側径間）
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3. コンクリート舗装を選定した経緯
鋼橋コンクリート床版の舗装更新を実施する場合には
積雪寒冷地の環境下から、凍害や塩害を抑制する目的で
床版防水を有するアスファルト舗装にすることが一般的
である。
本橋においては昭和39年の鋼道路橋設計示方書に準じ
て設計されたＲＣ床版であり、現行基準よりも床版厚さ
が薄く（17cm＜21cm）鉄筋量が少ない疲労耐久性に劣
るRC床版である（図-4）。
ただし、建設後50年が経過した現在でもRC床版下面に
疲労によるものと考えられる顕著なひび割れは認められ
ていない（写真-5）。その要因は大型車の交通量の影響
も大きいと考えられるが、建設時にコンクリート舗装と
RC床版を一体の構造となるように施工されていること
で（写真-6）コンクリート舗装を含めれば現行基準を満
たす床版厚さとなっていることが長寿命化に寄与してい
るとも考えられる（図-4）。そのため、初期欠陥や施工
不良がなければコンクリート舗装に更新しても問題ない
ものと考え対策工法として選定した。
コンクリート舗装とするには以下の課題もあった。
①舗装厚さが薄いため乾燥収縮によるひび割れが生じ
やすく、橋体の振動、車輪からの衝撃、雨水等の浸
透で剥離する恐れがある
②アスファルト舗装に比べて平坦性に劣ることや騒音
が大きくなる
③コンクリートは一般的に透水性を有し塩分の浸透で
床版の耐久性を低下させる
課題の①についてはRC床版の上面増厚工法で多くの
実績があることや夜間通行止めが可能である路線である
ことから、コンクリート硬化初期養生時の振動やたわみ
等の外力を受けることなく施工できるため初期欠陥の生
じる可能性が低く問題ない。課題の②は本橋の袈橋位置
が山間部であり人里離れていることや、施工延長が24ｍ
程度と短いことから問題ないものと考えた。課題の③は
次節で報告するLMFCを採用することで劣化因子の透過
に対して高い抵抗性を有することから問題ないものと考
える。

図－4 本橋の床版厚さと現行基準の床版厚さ１）
橋面側

※コンクリートの打ち継面なし

床版下面側

写真－6 橋面から床版下面まで貫通して採取した試料

4. コンクリート舗装材料の選定
鋼橋のコンクリート舗装は硬化初期養生時の振動やた
わみなどの外力の作用で初期欠陥が生じ易くなるため、
夜間通行止め規制時間内（20：00〜翌6：00）に所定の
強度を発現する材料を選定した（表-2）。養生時間は６
時間とし交通解放曲げ強度3.5N/mm2以上（概ね圧縮強度
24N/mm2）を有する材料とした（表-3）。
表－2 コンクリート舗装打設のタイムスケジュール
〜20：00

規制準備、打継用接着剤塗布

20：00〜 23：30（3.5時間）
23：30〜翌5：30（6時間）
5：30〜 6：00（0.5時間）
6：00〜

コンクリート舗装打設
養生
夜間通行止め時間帯
強度試験
供用開始

表－3 コンクリート舗装材料の比較表
項目
主な用途
曲げ強度
圧縮強度
ひび割れ抑制対策
劣化因子の透過抵抗性

速硬性混和材を添加したRC-5
工期短縮など
－
－（規定なし）
△
材齢6ｈ：24N/mm2以上
○
短繊維や溶接金網が必要
△
特別な配慮なし
△

超速硬コンクリート
緊急工事など
－（規定なし）
材齢3ｈ：24N/mm2以上
短繊維や溶接金網が必要
特別な配慮なし
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－
△
○
△
△

LMFC
橋梁のｺﾝｸﾘｰト舗装
材齢6ｈで3.5N/mm2以上
材齢6ｈ：24N/mm2以上
ﾗﾃｯｸｽ改質剤による抑制
ﾗﾃｯｸｽ改質剤による抑制

－
○
○
○
○

表-3に示すように材齢6時間で圧縮強度24N/mm2以上

る抵抗性の高い結果が得られている（写真-8）。

発現する材料はあるものの、速硬性混和材を添加した
RC-5や超速硬コンクリートは橋梁のコンクリート舗装
用に開発されたものではないため曲げ強度の規定がなく、
乾燥収縮や水和熱によるひび割れ抑制対策としてコンク
リート内に短繊維や溶接金網などを有しなければならな
い。また、RC床版に水分や塩分などの劣化因子を透過
させない高い抵抗性を有する材料とすることが望ましい
ことから、本橋コンクリート舗装の各種性能を満たす
LMFCを選定した。

5. 選定材料（LMFC）の特性

図－5 ＬＭＦＣ橋面舗装の特性
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ＬＭＦＣはラテックス改質混和剤による曲げ強度･付
着強度の向上効果、収縮抑制効果、劣化因子透過抵抗性
による耐久性の向上効果と、速硬性混和材による初期強
度の高い発現性を有している。
また、橋面舗装をＬＭＦＣとすることで同質材料のＲ
Ｃ床版と一体化施工が出来ることや防水層が不要となる
などの特性もある（図-5）。
ＬＭＦＣの物的性質について開発メーカーで実施した
試験結果を以下に示す2）。なお、比較材料は以下のとお
りである。
PL：ベースコンクリート（W/C52％､単位水量174kg/ｍ3)
FC：速硬性混和剤入りコンクリート
LMC：ラテックス改質混和剤入りコンクリート
LMFC：速硬性混和剤+ラテックス改質混和剤入りコン
クリート
（1）強度特性
LMFCは可使時間90分確保の上6ｈで目標交通解放曲
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図－6 曲げ強度（左図）と圧縮強度（右図）
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図－7 付着強度

げ強度3.5N/mm2以上を発現し、圧縮強度は5ｈで24N/mm2
以上を発現している（図-6）。曲げ強度に関してはラテ
ックス改質混和剤と速硬性混和剤の効果が認められる。
付着強度は試験体6本の内5本が付着面ではなく底版コン
クリートの破壊であり、高い付着力を有している（図7）。

分逸散量の低減（質量変化率の低減）と同様の傾向であ
る（図-8）。これはラテックスによる空隙構造の緻密化
や連続性の寸断効果であると推察されている。
（3）耐久性
透水試験において特にLMCとLMFCはほとんど透水せ
ず、ラテックスによる物質透過に対する抵抗性が高いこ
とが認められる（図-9）。また、塩水浸積材齢26週の
EPMA面分析ではLMFCの浸透深さがPLの1/4程度に止ま
っており、塩分浸透に対する抵抗の高さが認められる
（写真-7）。
中性化促進試験結果ではLMFCよりもLMCの方が中性
化に対する抵抗性が高いものの、LMFCも中性化に対す
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図－８ 乾燥収縮（左図）と水分逸散量（右図）
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（2）収縮特性
LMFCの乾燥収縮低減は、ラテックス混和剤による水
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図－9 透水量試験
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図－9 透水量試験
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0.8kg/ｍ3）を塗布した（写真-12）。なお、可使時間は
気温 20 度で 30 分程度、打設有効時間（接着剤混合開始
からコンクリートの打設を終了しなくてはならない時
間）は気温 20 度で 90 分程度であるため、コンクリート
の打設と並行して作業しなくてはならなかった。
写真－7 塩水浸漬26週におけるEPMA面分析

（5）コンクリートの練混ぜ
コンクリートの練混ぜは傾胴ミキサを使用し、練混ぜ
時間は 1 バッチ 150 ﾘｯﾄﾙ（0.15ｍ3）当り材料投入や洗浄
作業を含み 10 分程度である（撹拌は 3 分間）。コンク
リート舗装の打設量 3.8ｍ3 を 3.5 時間以内に終わらせる

写真－8 中性性化深さ（促進26週）

6. 施工

ために傾胴ミキサ 2 台使用した（3.8ｍ3/0.15ｍ3＝26 回
練混ぜ、26 回×10 分/2 台＝2 時間 10 分）（写真-13）。
LMFC の配合は表-4 に示すとおりである。
LMFC は速硬性混和剤と硬化調整剤を添加することで 1
時間程度の可使時間を持ちながら 6 時間で 24N/mm2 以上

一連の作業を半断面施工し、片方が終了してから残りの

の強度発現を有する速硬性をもっている 3）。また、硬
化調整剤の添加率を調整することで気温による可使時間

半断面の施工を行った。

を調整することが出来る（写真-14、図-10）。

施工はコンクリート切削からコンクリート舗装までの

前述の通り、コンクリート舗装は品質を確保するため
間に実施した。翌朝６時に交通解放予定としたため、強

先に計量した硬化調整剤と水、ラテックス改質剤、プ
レミックスベースコンクリートを投入し 1 分間撹拌し、
更に速硬性混和材をミキサに投入し 2 分間撹拌した。ミ

度が出るまでにかかる６時間と強度試験にかかる時間を

キサを傾け練混ぜ状態を確認してから排出作業を行った

考慮し23：30までに打設を完了することを目標とした

（写真-15、16）。

（表-2）。

現場での品質管理はスランプ試験を実施し、目標スラ
ンプ 16〜22cm の範囲内となる 16.5cm であることを確認
して打設した（写真-17）。

通行止にする必要があることから、社会的影響を鑑み夜

なお、施工時期は7月中旬と8月上旬の2回に分けて行
っており、北海道においても日中の気温は30度程度と高
くなるが夜間の気温は20度程度となり、日射の影響もな
くコンクリートの打設に適した条件下での施工となった。
以下に各工程の作業を説明する。
（1）舗装切削
既存のコンクリート舗装はＲＣ床版と一体となって打
設されているため、コンクリート舗装の撤去には切削機

写真－9 舗装切削

を使用した（写真-9）。路面切削機の規格はクローラ式、

写真－10 下地処理

廃材積込装置付、切削幅2.0ｍ、切削深さ5cmである。
（2）下地処理
切削後のコンクリート床版面脆弱部を除去する目的で
ブラストによる下地処理を行った（写真-10）。
（3）プライマー塗布
切削作業等で生じたマイクロクラックに浸透し、下地
面の強化を図る目的で浸透性エポキシ樹脂接着剤（塗布

写真－11 プライマー塗布

写真－12 接着剤の塗布

写真－13 傾胴ミキサ

写真－14 混和剤の計量

量0.5kg/ｍ2）を塗布した（写真-11）。可使時間（接着
剤混合開始から塗布作業が出来なくなるまでの時間）は
気温20度で60分程度である。
（4）接着剤の塗布
コンクリート舗装の品質確保のため重要となる床版と
舗装の打継面を一体化させる目的で、高い補強効果と耐
久性が得られるエポキシ樹脂系打継ぎ用接着剤（塗布量
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表－4 ＬＭＦＣの配合
種類
LMFC

W/C
(%)
32.7

P/C
(%)
16.3

目標スランプ
(cm)
16〜22

目標空気量
(%)
1〜4

W
60

ﾗﾃｯｸｽ改質剤
120

単位量（kg/ｍ3）
速硬性混和剤
S
167
800

C
367

（6）コンクリートの打設

G
980

硬化調整剤
C×1%

表－5 材齢 6 時間の圧縮強度

コンクリートの運搬は小型ショベルで行い、舗装面積
75ｍ2を人力で打設した（写真-18）。
コテ仕上げの作業性や急激な水分の逸散を抑制するこ
とによる初期ひび割れを抑制する高機能仕上げ補助・初
期塗膜養生剤を塗布・散布した（写真-19）。コンクリ
ート舗装の表面はほうき目仕上げを行った（写真-20）。

試験項目

設計強度

圧縮強度
（材齢 6ｈ）

24N/mm2

試験値
①35.0N/mm2
②34.9N/mm2
③35.0N/mm2

平均値
35.0N/mm2

7. おわりに
本報告では建設から 50 年以上経過したコンクリート

半断面の施工で目標とした時間内にコンクリート打設

舗装を有する橋梁の 2 径間の内、右岸側径間の初期欠陥

を完了し、材齢6時間の圧縮強度は設計基準値以上の値

や施工不良に起因したものと考えられる損傷した舗装を

が得られ（表-5）、予定通り翌朝６時に交通を解放でき

LMFC 舗装に打換えた事例を紹介した。積雪寒冷地であ

た（表-2、写真-21）。

る北海道で 7 月〜8 月の夜間通行止め規制を実施しての
施工であり、気温 20 度前後、日射や車両の振動、たわ
みなどによる影響のない中で施工できたことで、初期欠
陥は概ね抑制できたものと考えている。橋面舗装の更新
に LMFC 舗装を採用したことで、建設から 50 年以上経過
した現在も供用している左岸側の既設コンクリート舗装
以上の耐久性を有し、永く供用できるよう期待している。

図－10 可使時間の制御例

写真－15 混和剤の投入
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