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まえがき
北海道開発局（以下、開発局という）における道路施
設の老朽化対策については、平成 25 年を「メンテナン
ス元年」として、平成 26 年度からメンテナンスサイク
ルの本格実施に向けた老朽化に関する各種取り組みを行
っている。
平成 27 年度も昨年度に引き続き開発局が主導し、各
道路管理者と連携しながら道路施設の老朽化対策の施策
を推進した結果、新たな成果が得られたことから、その
結果について引き続き報告するものである。

１．はじめに
我が国における道路施設は、高度成長期以降において
集中的な道路整備により順次道路ストックとして蓄積さ
れてきた。今後、道路施設の老朽化により損傷リスクが
高まり、補修や更新を行う必要性が急激に高まることが
予想される。
このような状況において、国・地方ともに厳しい財政
状況にある中、道路施設の安全・安心を確保していくた
めには、点検、診断、措置、記録というメンテナンスサ
イクルを持続的に回して施設の長寿命化を図り、長期的
なコスト縮減・平準化を図ることが必要である。これは
国が管理する道路施設のみならず、施設数の大部分を占
める地方公共団体が管理する道路施設も含めて、道路管
理者全体の課題となっている。
この課題に取り組むべく、開発局主導のもと、各道路
管理者が管理する道路施設のメンテナンスサイクルを持
続的に回す仕組みを構築するため、平成 26 年度に「北
海道道路メンテナンス会議」を設立し、老朽化対策に関
する各種取り組みを行ってきた。
開発局の老朽化対策として、橋梁については、長寿命
化修繕計画を作成し、予防保全型の維持管理を実施して
いる。平成 16 年度から、5 年に 1 度の定期点検を本格
実施し、これまでの点検・診断結果はデータベースとし
て蓄積され、必要な措置等に活用している。

本報告は、北海道における道路施設の老朽化対策に関
して、開発局が国土交通行政を推進する主導的立場とし
て地方公共団体等と連携した取り組みと、国道の管理者
としての老朽化対策および老朽化対策に関する最新の研
究成果について、以下に報告する。

２．北海道における道路施設の老朽化の現状と課
題
(1)老朽化の現状
北海道内の橋梁は、平成 27 年 4 月現在で約 3 万橋存
在し、その内、市町村管理の橋梁が約 2 万橋であり、道
内全体の 66%が市町村が管理する生活道路に架橋されて
いる。
一方、道内のトンネルは 480 本存在し、その内、開発
局が管理しているトンネルは 257 本、NEXCO が管理して
いるトンネルは 55 本である。主に都市間交通を担う
国・NEXCO が管理するトンネルの割合が 65%と高いのが
特徴となっている（図-1）。
北海道内の橋梁とトンネルにおける建設後 50 年以上
の施設割合を表-1 に示す。今後 20 年で橋梁の約 6 割、
トンネルの約 4 割が建設後 50 年以上経過し、老朽化に
よる重大な事故や致命的な損傷等の発生リスクが高まる
ことが懸念されている。
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図-1 道路管理者別の道路施設管理数の割合
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表-1 建設後 50 年以上の施設の割合
経年

2014 年

施設

表-2 道路メンテナンス会議における支援

2024 年
(10 年後）

2034 年
(20 年後)

橋 梁

7%

29%

55%

トンネル

9%

25%

38%

実施年度

平成 26 年度

平成 27 年度
（12 月末時点）

地域一括発注
（橋梁）

3 市町を 1 地域とし
て実施
（全 100 橋の点検･
診断を実施）

16 市町村を函館地域、
旭川地域、釧路地域、小
樽･室蘭地域、留萌･稚内
地域の 5 地域に区分して
実施
（全 321 橋の点検･診断
を実施）

道路メンテナ
ンス講習会
（橋梁）

開催地を全道 11 地
区に分けて開催
100 自治体 195 名が
受講

開催地を 42 市町村に分
けて開催
124 自治体 269 名が受講

道路構造物管
理実務者研修

橋梁初級Ⅰ
30 自治体 36 名
トンネル
8 自治体 10 名
自治体職員全 46 名
が受講

橋梁初級Ⅰ
33 自治体 34 名
橋梁初級Ⅱ
15 自治体 18 名
トンネル
6 自治体 6 名
自治体職員全 58 名が受
講

内容

(2)老朽化対策の課題
地方公共団体においては、老朽化の現状に対し、橋梁
等の保全業務に携わる人員不足、技術力不足、予算不足
の 3 つの課題が顕在化していることが上げられている。
特に市町村からは、継続的にメンテナンスサイクルを
回すために必要な予算確保のため、社会資本整備総合交
付金や防災・安全交付金について、より一層の財政支援
が求められているところであるが、それに併せ、人員不
足や技術力不足に対する体制面での課題を解消していく
ことが必要である。
予算面においては、今後急激に加速する道路インフラ
の老朽化により、国・地方公共団体等ともに修繕・更新
にかかる費用の増加を抑制すべく、メンテナンスに掛か
る長期的なコスト縮減・平準化を行っていく必要がある。
そのためには、点検・診断により施設の損傷状態を把握
し、計画的な修繕等を行う予防保全型の維持管理により
コスト縮減・平準化と長寿命化を図っていくことが重要
である。
開発局では、これまでも予防保全型の維持管理を実施
してきたが、確実かつ効果的な予防保全型の維持管理を
継続して実施し、更なる長寿命化を図る必要がある。

３．地方公共団体等との連携
平成 26 年 7 月、道路法令の改正等により道路管理者
は全ての橋梁およびトンネル等について、5 年に 1 度、
近接目視で点検を行い、健全性を 4 段階に診断すること
となった。このことを受けて、開発局が主導し、全道路
管理者が一体となって取り組みを行っている。

(1)道路メンテナンス会議の開催
各道路管理者が管理する道路施設において、メンテナ
ンスサイクルの構築を実現すべく、平成 26 年 6 月に開
発局、北海道、市町村、NEXCO 東日本で構成された「北
海道道路メンテナンス会議」を設立し、平成 27 年 12 月
末迄に計 7 回の会議を実施した。
平成 27 年度は計 3 回にわたり会議を開催し、平成 26
年度に実施した各道路管理者における点検実施状況や点
検結果についての共有、これまで取り組んできた各種支
援内容についての共有、今後の取り組みに関する議論を
行った。
各種支援について、平成 26 年度の実績と平成 27 年度
の実施状況を表-2 に示す。

写真-1 メンテナンス講習会(橋梁)現場点検講習

(2)地域一括発注
市町村が管理する橋梁について、市町村が抱える橋梁
保全業務に携わる人員不足、技術力不足等の課題を解消
することを目的として、複数の市町村における点検・診
断業務の発注事務を地域単位でまとめて発注した。この
方式では、下記のメリットがある。
① 維持管理に必要な技術職員の不足、および橋梁に関
する知識が不足している市町村の発注事務等の負担を軽
減できる。
② 発注ロットを大きくすることにより点検費用の軽減、
点検・診断結果のバラツキが軽減できる。
③ 道内で不足している橋梁点検車や交通誘導警備員等
の運用効率が向上する。
地域一括発注については、これらメリットにより点
検・診断の実施における支援効果が高いと期待できるこ
とから、平成 28 年度以降も市町村における定期点検を
着実に実施できるよう積極的に推進することとしている。
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(3)道路メンテナンス講習会（橋梁）
道路メンテナンス講習会（橋梁）
主に市町村職員の橋梁点検に関する技術力向上を目的
として、市町村管理の橋梁をフィールドとした現地講習
を各開発建設部単位で開発局職員が実施し、点検や記録
実施し、点検や記録
の手法、診断のノウハウを習得している
の手法、診断のノウハウを習得している（写真-1）。

(4)道路構造物管理実務者研修
国および地方公共団体職員を対象として、道路法施行
規則第 4 条 5 の 2 の規定に基づく定期点検に関して必要
な知識と技能を習得することを目的として実施している。
平成 27 年度は、橋梁点検に関する研修を 2 回（橋梁
初級Ⅰおよび橋梁初級Ⅰを受講した者を対象として
初級Ⅰおよび橋梁初級Ⅰを受講した者を対象として更な
る知識と技能を習得するための橋梁初級Ⅱ
知識と技能を習得するための橋梁初級Ⅱを各 1 回実
施）、トンネル点検に関する研修を 1 回実施している。

(5)その他の支援
a)鉄道を跨ぐ跨線道路橋点検の事前協議
の事前協議
鉄道を跨ぐ跨線道路橋は、最優先で
最優先で点検する橋梁と
して位置づけられていることから、鉄道事業者と
鉄道事業者と道路管
理者との協議を円滑に進めて点検の進捗が図られるよう
点検の進捗が図られるよう、
開発局が主導して全道路管理者の跨線道路
開発局が主導して全道路管理者の跨線道路橋の点検計画
をとりまとめ、鉄道事業者との事前協議を実施している。
、鉄道事業者との事前協議を実施している。
b)直轄診断および修繕代行制度の活用
道路メンテナンス会議は、市町村の技術的支援や相談
窓口としての役割を担っており、今後老朽化が進展する
中で、市町村にとって経験したことがないような大規模
修繕もしくは高度な技術力が必要で点検・診断、修繕等
の対応が困難な場合も想定されることから、国が直接調
査し技術的な助言を行う仕組み（直轄診断）や、市町村
が管理する橋梁等について高度な技術力を要する等の修
て高度な技術力を要する等の修
繕工事を市町村に代わって国が実施できる「修繕代行制
が実施できる「修繕代行制
度」の活用を図ることとしている。

図-2 老朽化対策の概要
メンテナンスサイクルにより蓄積された記録は、損傷
パターンや損傷傾向等の統計値として分析され、次回の
パターンや損傷傾向等の統計値として分析され、
メンテナンスサイクルに活用することで、点検・診断の
品質向上と損傷原因等に対応した補修に役立っている。
また、点検･診断時に損傷原因が特定できなかった場
合は、詳細調査を実施して原因の特定をした上で補修等
の措置を行っている。
点検・診断結果による早期損傷発見と損傷原因の推定、
劣化の進行予測、損傷原因を排除した上で損傷が深刻化
する前の適切な時期での補修等の計画的な実施
する前の適切な時期での補修等の計画的な実施と、点検
結果等のデータベース化が予防保全であり、開発局の老
朽化対策として実施している。
なお、トンネルについては、平成 14 年度から国の点
検要領に基づき、近接目視による定期点検を実施してお
り、橋梁と同様、メンテナンスサイクルによる損傷の早
期発見、早期措置に努めている。

４．開発局における国道の老朽化対策
(2)平成 26 年度の点検・診断結果
(1)予防保全の実施（老朽化対策）
開発局が管理する橋梁では、平成 16 年から 5 年に 1
回の頻度で近接目視による定期点検を実施し、平成 20
年度までに 1 巡目の点検・診断が完了した。1
巡目の点検・診断が完了した。 巡目の点
検・診断結果等を踏まえて、平成 20 年に橋梁長寿命化
修繕計画を作成し、平成 21 年度から 2 巡目の点検が開
始した。2 巡目以降、従来の損傷が深刻化してから補修
を実施する事後保全から、損傷の早期発見と早期補修に
よる予防保全型の維持管理に転換し、ライフサイクルコ
ストの縮減と長寿命化を推進してきた。
橋梁長寿命化修繕計画は、図-2 に示すように、メン
テナンスサイクルを回しながら毎年、最新の点検・診断
毎年、最新の点検・診断
結果や補修等の内容を反映して見直すことで計画の精度
を上げることを継続的に行っている。

平成 26 年 7 月に国土交通省令・告示が改正されたこ
とを受けて、平成 26 年度の点検・診断から橋梁、トン
ネル、大型構造物（シェッド、大型カルバート、横断歩
道橋、門型標識柱等）について、新たな点検要領である、
橋梁定期点検要領、道路トンネル定期点検要領（平成
26 年 6 月 国土交通省道路局
道路局 国道・防災課）などに
基づき点検・診断を実施し、道路構造物
道路構造物単位で「健全性
の診断」を行った。「健全性の診断」は、平成
「健全性の診断」は、平成 26 年 7
月に改正された国土交通省令・告示により、平成 26 年
度の定期点検から初めて行っているものであり、道路施
設の損傷状況から対策の必要性を判定した構造上の部
位・部材毎の「対策区分」を、
位・部材毎の「対策区分」を、道路構造物単位で総合的
に評価した診断結果である。
表-3 に開発局が管理する橋梁およびトンネルについ
に開発局が管理する橋梁および
て実施した平成 26 年度の健全性の診断結果、表-4
年度の健全性の診断結果、
に健
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全性の診断における判定区分の定義を示す。早期措置が
必要な判定区分Ⅲと診断された橋梁は、平成 26 年度点
検対象数の約 1 割を占める結果となった。
また、平成 26 年度の点検・診断結果のうち、開発局
が管理する橋梁について、建設後経過年毎に健全性の診
断による判定区分の割合を算出したものを図-3 に示す。
その結果、建設後 30 年以上を経過した橋梁において、
早期措置段階である判定区分Ⅲの割合が急激に高まるこ
とが判明した。
なお、判定区分Ⅳと診断された施設は、開発局での管
理施設は無いが、北海道内の市町村が管理する施設で 7
施設あり、6 施設が通行止め措置、1 施設が緊急措置を
実施し対応している。
表-3 平成 26 年度 健全性の診断結果（開発局管理）
区分

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

点検
施設数

橋梁

508

248

95

0

851 橋

トンネル

0

24

6

0

30 本

施設

表-4 健全性の診断 判定区分
区 分

状 態

Ⅰ

健全

Ⅱ

予防保全
段階

構造物の機能に支障が生じていないが、予防保
全の観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ

早期措置
段階

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早
期に措置を講ずべき状態

Ⅳ

緊急措置
段階

構造物の機能に支障が生じている、又は生じる
可能性が著しく高く緊急に措置を講ずべき状態

構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

で補修を行う必要がない」「状況に応じて補修を行う必
要がある」と受けた橋梁の部位・部材に対し、平成 21
年から平成 25 年にかけて行った 2 巡目の診断結果で 1
巡目の同一部位・部材に対し、対策区分が「速やかに補
修を行う必要がある」「詳細調査の必要がある」と損傷
が進展した原因を図-4、損傷の種類を図-5 に示す。
主要部材とは損傷を放置しておくと橋の架け替えが必
要になると想定される部材を指し、主桁、横桁、床版、
橋脚、橋台、基礎等が該当する。
主要部材の損傷原因として、図-4 よりコンクリート
部材の凍害が最も多く、次いで防水・排水工不良、塩害
という結果が見られた。ここで「防水・排水工不良」と
は、床版防水層の未設置や施工不良が床版への損傷原因
になっていること、および伸縮装置、排水管からの漏水
が影響し、主要部材への損傷原因となっていることを表
す。凍害、塩害およびアルカリシリカ反応は、コンクリ
ート部材に対して水が媒介して引き起こされる劣化現象
であることから、防水・排水工不良を含めると損傷原因
全体の約 6 割以上が水の供給を起因として、主要部材の
損傷が進行していることがわかる。
また、図-5 から、「ひびわれ」「剥離・鉄筋露出」
「漏水・遊離石灰」「うき」「床版ひびわれ」など、コ
ンクリート部材に占める割合が約 8 割を占めており、凍
害や塩害および防水・排水工不良によるコンクリート部
材の損傷の進展が早いことがわかる。
主要部材に対する予防保全を実施していく上で、特に
コンクリート部材に対する水浸入対策が重要であり、床
版を保護するための橋面舗装や床版防水層の設置および
桁端部のコンクリート部材や鋼部材を保護するための伸
縮装置、排水管からの漏水対策を行うことが重要である。
なお、開発局が管理する橋梁の約半数が鋼橋であり、
その約 8 割が RC 床版で造られていることから、RC 床版
の老朽化対策に関する研究が寒地土木研究所で行われて
おり、次章で最新の研究成果を報告する。
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31～40年
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図-3 建設年代別 平成 26 年度健全性の診断判定区分
の割合（開発局管理の橋梁）

(3)定期点検結果の分析
平成 16 年度からの橋梁定期点検により蓄積されたデ
ータから損傷原因と損傷種類の傾向を分析した。
なお、1 巡目と 2 巡目の定期点検は、国の橋梁定期点
検要領（平成 16 年 3 月 国土交通省道路局 国道・防
災課）に基づき点検・診断を行っている。
平成 16 年から平成 20 年にかけて行った 1 巡目の診断
結果で対策区分が「損傷が認められないか、損傷が軽微
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図-4 2 巡目点検 主要部材の損傷原因（橋梁）
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図-5 2 巡目点検 主要部材の損傷種類（橋梁）

キーワード：メンテナンス会議、メンテナンスサイクル、橋梁長寿命化修繕計画、予防保全、積雪寒冷地

５．橋梁（床版）の老朽化対策に関する研究

舗

水

装

(1)床版の現状
前章のように、北海道のような積雪寒冷地の道路橋で
は、大型車輪荷重の繰り返し作用に加えて、凍害や塩害
等の厳しい環境作用によって、主要部材であるRC床版
（以下、床版）の劣化損傷が顕在化している。写真-2
に示すように、床版の上面が劣化することによってアス
ファルト舗装（以下、舗装）にひびわれ等が生じたり、
さらに劣化が進行して床版の砂利化や一部が抜け落ちる
といった事象も発生している。これらの事象は、橋梁
(道路)を利用する車両の走行安全性に関わることのみな
らず、跨線橋や跨道橋においては第三者被害を招く可能
性があるなど、道路管理上の大きな課題になっている。

鉄筋
床
版
鉄筋

(c)
(a)
(b)
(d)
図-6 凍害発生の模式図（進行形態）
舗
装
床
版

(a)

(b)

(c)

写真-3 凍害による水平ひびわれ進行状況（断面）

(3)床版防水システムの高耐久化に関する研究

写真-2 凍害による床版の劣化損傷事例

(2)床版の凍害による劣化損傷メカニズム
積雪寒冷地における床版の劣化損傷において、特に問
題となるのは凍害である。凍害は床版内に含まれる水分
が凍結により膨張し、内部に膨張圧を生じてその周辺を
破壊することで進行する。凍害は一般に表面から劣化が
進行し、徐々に内側に影響範囲が進展する。
さらに近年の損傷事例より、凍害の影響によるものと
考えられる床版の面内方向、すなわち水平方向にひびわ
れを確認している。床版に生じる水平ひびわれの発生の
模式図(進行形態)について、図-6 に示す。また、主に
凍害によるものと判断される損傷の進行状況(断面)を、
写真-3(a)～(c) に示す。なお、凍害は水分が存在しな
いと発生しない。そのため、道路橋の床版においては、
雨水等が滞留しやすい床版上面から凍害が進展する。写
真-3(a)は、凍害による水平ひびわれの発生初期の状況
である。写真-3(b)を見ると、床版上面から上側鉄筋の
間に水平ひびわれが生じていることがわかる。さらに写
真-3(c)では、床版上側の水平ひびわれが密となり、上
面付近の砂利化に損傷が進行していることがわかる。こ
れらの状況より、下面にはひびわれが生じていないため、
床版下面からその損傷の程度を目視確認することが難し
い。なお、水平ひびわれはその他の要因でも生じること
はあるが、凍害の場合はその他の損傷を伴わない場合も
多く、より判断が難しいものとなる。

前述のように、凍害は床版内に水分が存在することで
生じる。そのため、凍害の進行を抑制するためには、床
版内の水分量を低く保つこと、すなわち、床版への水の
供給を止めることが肝要である。道路橋床版は、その構
造および機能上、大きな水勾配を取ることができないた
め路面水を流し難く、どうしても水が滞留しやすい。さ
らに、床版内部へ水が浸入することで、走行荷重による
疲労耐久性も著しく低下することが知られている。そこ
で、床版上面の滞留水を床版内へ浸入させないことが床
版の長寿命化に対して効果的である。現行の基準では床
版防水の設置が義務付けられているが、防水層の設置が
基準化されたのは比較的近年であり、現行の橋梁の多く
は今も防水層を有しないまま供用している。写真-4 に
示すように防水層を有する橋梁においても、防水層の付
着が不十分であったり、床版下面の漏水や遊離石灰が確
認されており、防水層が適切に機能していない状況も散
見される。このため、床版の劣化損傷を防ぎ、安全で快
適な交通を確保するためには、供用中の作用に対して舗
装、防水層および床版の三位一体の構造をもって床版の
劣化損傷を抑止し、路面等の滞水を速やかに排水する設
備までを含めた耐久性の高い「床版防水システム」の構
築が重要になる。

写真-4 防水層の劣化損傷事例（左）および床版下面
の状況事例（右）

キーワード：メンテナンス会議、メンテナンスサイクル、橋梁長寿命化修繕計画、予防保全、積雪寒冷地

これまで床版に防水層を設置する場合の施工法につい
床版に防水層を設置する場合の施工法につい
て検討を実施し、床版防水を現場で施工する際の留意点
床版防水を現場で施工する際の留意点
について、以下のように提言した。
① 床版上面の脆弱部や塵等の適切な除去
新設時において床版上面に塵、埃、ノロおよびレイタ
床版上面に塵、埃、ノロおよびレイタ
ンス等が残っていると、防水層との付着に悪影響を与え
る。既設においても床版上面に凍害等で劣化損傷した脆
に凍害等で劣化損傷した脆
弱部がある場合、母材コンクリートが破壊後はく離し、
防水層の機能が喪失することがあるため研掃装置
ことがあるため研掃装置等によ
り適切に除去する（写真-5)。
② 床版上面の平坦性確保
床版上面の不陸（凹凸）が大きいと、塗膜系防水の場
凹凸）が大きいと、塗膜系防水の場
合には凸部で防水層が薄くなり、防水性能の低下が生じ
る。シート系の場合には凹凸に追従しきれず付着性能が
低下する。そのため凹凸は極力減らし、丁寧な研掃が必
要である(写真-5)。
③ 床版上面の滞水の確実な除去
床版上面に水分が残ったまま防水層を
を施工すると、そ
の後舗装時の熱が加わることにより床版面に水蒸気が発
生し、ブリスタリングが生じる。これにより初期段階か
ら防水層が付着を失うことがある。
④ 舗設時の適切な温度管理
舗装敷設時の温度管理を怠れば、防水層と舗装
、防水層と舗装間の良
好な付着が得られず一体化しない。そのため、早期に舗
装がはく離する可能性が生じる。極力気温の低下する時
期、時間帯を避け、適切な温度で施工する。

「RC 床版上の基層用アスファルト混合物の性能に関す
上の基層用アスファルト混合物の性能に関す
る検討」に譲り、本報では検討結果の概要について述べ
る。
図-7 に示すように、基層用混合物層の底面はテクス
チャが粗く、小さな間隙群（凹み）があるため水分が滞
留する空間となり、ブリスタリングの発生やアスファル
ト混合物のはく離の一因になると考えられる。既往の研
究では、この小さな間隙群（凹み）が浸入した水の滞留
および水平方向への拡散空間になり得ること、および混
合物中の粗骨材の割合が低く、アスモル分の割合が高い
混合物ほど混合物層底面のきめが浅く、小さな間隙群
（凹み）の形成抑制に効果的であるとの報告がある。
このため舗装表面からの水分の浸入および床版上面の
滞水に対して基層用混合物に求められる要求性能を、非
に求められる要求性能を、非
滞水性（浸入した水分の滞留および水平方向への拡散空
間となる基層用混合物層底面の間隙群（凹み）の割合が
低いことと定義）、はく離抵抗性、水密性、耐水性、防
水層の低損傷性（混合物中の粗骨材の稜角部が防水層を
貫通して床版に達する点数が少ないことと定義）と整理
し、これらの基層用混合物に求められる性能について数
種類のアスファルト混合物の供試体を用いて、各種室内
試験により検証した。

図-7 基層底面の間隙群（凹み）のイメージ
検証に用いた混合物は、排水性舗装区間の橋梁部の基
層および重交通区間の流動対策として表層に使用されて
いる細密粒度ギャップアスコン
いる細密粒度ギャップアスコン(13F55)改質Ⅱ型、東・
中・西日本高速道路株式会社で床版上の基層として使用
写真-5 床版の研掃（脆弱部等除去）【施工例
除去）【施工例】
されているＳＭＡ（ストレートアスファルトおよび改質
Ⅱ型）のほか、基層用混合物として一般的に使用されて
(4) 基層用アスファルト混合物に関する研究
層用アスファルト混合物に関する研究
いる粗粒度アスコン（ストレートアスファルト）、
いる粗粒度アスコン（ストレートアスファルト）、防水
層は塗膜系床版防水層（アスファルト加熱型）
層は塗膜系床版防水層（アスファルト加熱型）である。
床版防水システムの一翼を担う舗装は防水層と密着し
検証結果の一例を以下に示す。
て構造体（床版）を保護するが、舗装体のひびわれや施
①
非滞水性
工目地、橋梁付属物（排水桝、伸縮装置等）付近のすき
混合物底面の小さな間隙群の形成の割合が低く、非滞
間から浸入した水分が混合物中および床版上面に滞水し
水性が高いアスファルト混合物として細密粒度ギャップ
ルト混合物として細密粒度ギャップ
た状態で、夏期の高温時に輪荷重の作用を受けることで、
た状態で、夏期の高温時に輪荷重の作用を受けるこ
アスコン（改質Ⅱ型）が有利であることが示唆された。
混合物のはく離やブリスタリングが生じる。さらに、こ
なお、写真-6 は供試体底面の判画の一例で黒色部分は
の舗装の損傷を放置すると床版上面に達した水分がコン
上面に達した水分がコン
供試体底面に空隙（凹み）が無く平滑性が高い箇所を示
クリート内に浸透し床版の劣化損傷を進行させる。
しており、細密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ型）は混
このような背景から、橋面舗装の耐久性の向上を図る
橋面舗装の耐久性の向上を図る
合物層底面の平滑性が高いことが分かる。
ことで床版の長寿命化に資することを目的として、
の長寿命化に資することを目的として、舗装
② はく離抵抗性
体内部への水分の浸入と床版上面の滞水を防止し、
体内部への水分の浸入と床版上面の滞水を防止し、はく
細密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ型）は、他の混合
離抵抗性が高い基層用アスファルト混合物（以下、基層
物に比べ、はく離抵抗性が高いことを確認した。
物に比べ、はく離抵抗性が高いことを確認した。写真-7
用混合物）を検討した。なお、詳細は本年度自由課題
キーワード：メンテナンス会議、メンテナンスサイクル、橋梁長寿命化修繕計画、予防保全、積雪寒冷地

は水浸ホイールトラッキング試験後の供試体底面のはく
離状況の例であるが、粗粒度アスコン（ストアス）では
供試体底面の粗骨材からアスファルト被膜がはく離して
ファルト被膜がはく離して
いる部分（赤線の囲み）が多く、これと比較して細密粒
度ギャップアスコン（改質Ⅱ型）は、はく離が殆どない
ことが分かる。

写真-6 混合物層底面の様子（例）

写真-7 水浸ホイールトラッキング試験後の供試体底面
のはく離状況（例）
上記の性能のほか、水密性、耐水性、防水層の低損傷
性についても細密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ型）は
良好な性能を示したことから、床版上の基層用混合物と
してより良いものであると推察される。
してより良いものであると推察される。なお、橋梁部は
車両の走行位置が限定される等の理由から一般部に比べ
て流動しやすいことを考慮すると、基層用混合物に改質
流動しやすいことを考慮すると、基層用混合物に改質
アスファルトを使用することで塑性変形抵抗性を高め、
床版と基層のはく離リスクおよび流動による補修頻度の
低減を図ることは有益である。
これらを踏まえ、橋面舗装および床版の長寿命化を図
ることが可能な対策として、床版上の基層用混合物に細
密粒度ギャップアスコン（改質Ⅱ型）を用いることが有
効であると考える。さらに、細密粒度ギャップアスコン
（改質Ⅱ型）は、既に現場での豊富な施工実績があり、
施工が容易で品質や出来映えにおいても信頼性の高い混
合物であることから、施工方法や品質等
合物であることから、施工方法や品質等の検証も不要で、
現場へもスムーズに適用することが可能である。

(5)床版防水システムの性能
の性能評価に関する研究
床版の劣化損傷を抑止するために、床版防水システム
に求められる最も重要な性能は遮水性であるが、その遮
水性を供用期間中に保持し続けるためには、防水層が床
版および舗装と一体化して機能する
版および舗装と一体化して機能する必要がある。このう
ち防水層と舗装の界面では、床版の変形や舗装の流動に
よるせん断力が生じ、両者の付着切れで層間が剥離して
一体性が損なわれ、床版防水システムとしての機能が低
下する。床版防水システムとして機能するためには、
防水システムとして機能するためには、舗
装との接着性や舗装の塑性変形抵抗性
装との接着性や舗装の塑性変形抵抗性を確保できる防水
層を選択することで、舗装・床版の劣化損傷に抵抗する
舗装・床版の劣化損傷に抵抗する
ことが望まれる。
そこで防水層の材料の配合によってせん断
そこで防水層の材料の配合によってせん断接着特性を
変化させた防水層を用いて、ランダムホイールトラッキ
ランダムホイールトラッキ
ング試験（以下、RWT 試験：写真
写真-8）を実施し、舗装の
耐久性向上の観点から防水層が保有すべき
防水層が保有すべきせん断接着特
性について検討した。RWT 試験とは、輪荷重が路面を押
試験とは、輪荷重が
さえながらその走行位置がランダムに変化する
ランダムに変化する実交通荷
重の載荷条件を再現できる試験であり
を再現できる試験であり、床版の変形や舗
装の塑性変形の過程で作用するせん断力に
の過程で作用するせん断力に対して防水層
が付着切れを起こさず、輪荷重走行後
荷重走行後にも一体性が保持
されているかを確認する試験である。
である。得られた結果を以
下に示す。
① 舗装－防水層－床版構造体のせん断接着強度とせ
舗装－防水層－床版構造体のせん断接着強度と
ん断剛性により舗装の塑性変形抵抗
塑性変形抵抗性の評価が可能であ
る。これより、せん断接着強度とせん断剛性については
せん断接着強度とせん断剛性については、
舗装の変形速度との間に相関関係が成立し、舗装の
速度との間に相関関係が成立し、舗装の変形
特性を直接的に評価する指標になり得る。
② せん断接着強度およびせん断剛性がある一定値以
上になったとき舗装下端でのすべりが生じることなく
上になったとき舗装下端でのすべりが生じることなく変
形速度が概ね収束することが明らかとなった。
速度が概ね収束することが明らかとなった。これより、
ある水準以上のせん断接着特性を確保すること
ある水準以上のせん断接着特性を確保することで舗装の
塑性変形抵抗性を向上させることが
させることが可能である。
これらのことは、既存のせん断
せん断試験により実交通荷重
の載荷条件に即した防水層の性能評価が可能になること、
さらに、交通量に応じた防水層の選定が可能になること
を示唆するものである。
赤外線ランプ

供試体

精密位置決めテーブル

写真-8 ランダムホイールトラッキング試験
キーワード：メンテナンス会議、メンテナンスサイクル、橋梁長寿命化修繕計画、予防保全、積雪寒冷地

(6)高耐久排水ますの開発に関する研究
床版の劣化損傷要因となる路面水や床版上面の滞水を
確実に排水できる排水ますについて各種の検討を実施し
た。まず、現地調査を行い排水ますの劣化損傷状況を整
理した。次に従来の排水ますの課題点を明確にし、これ
に基づき改善した排水ます（以下、高耐久排水ます）を
提案した。高耐久排水ますの特徴（改善点）を紹介する
（図-8(a)～(c)）。
① 床版上面の滞水に対する排水能力強化
排水能力強化のため、断面の大きな水抜き孔をますの
4 面に 2 個ずつ設けた。また、水抜き孔近傍における目
詰まり抑制のため、排水溝を設けた。
② 排水ますと床版防水層の接続性の向上
床版上面の滞水を速やかに排水するよう、排水ます周
辺に水勾配を設け排水溝へ導水する構造とした。
③ 排水ますと床版の止水性の向上
排水ますに鉄筋取付け用リブを設け、定着用の鉄筋を
介して床版と排水ますの定着を強化する構造とした。
提案した排水ます構造に対して、排水ます自体の耐久
性および排水ますと床版との一体性すなわち止水性を検
証するために、排水ますと床版からなる供試体の定点疲
労載荷試験を実施し、高耐久排水ますを含む床版供試体
に対し、排水ます自体の疲労耐久性および排水ますと床
版の一体性が、輪荷重に対して十分なものであることを
確認した。

果を公表する取り組みを行っている。
平成 27 年度の公表内容は、北海道内の全道路管理者
における橋梁、トンネル、大型の道路附属物等について、
平成 26 年度に実施した点検実施状況や点検結果をとり
まとめたものであり、開発局のホームページで公表して
いる。また、北海道道路メンテナンス会議の開催内容に
ついても、同様に公表している。
なお、国土交通省では、全国の道路管理者における点
検結果をとりまとめた「道路メンテナンス年報」として
作成し、国土交通省のホームページに公表している。

(2)道路施設の老朽化に関するパネル展
点検結果の見える化と同様、北海道内における老朽化
対策の現状や課題についての広報活動として、平成 26
年度から道の駅や官公庁施設、各種イベント会場等を利
用した道路施設の老朽化対策に関する「パネル展」を開
催している（写真-9）。
平成 27 年度は全道約 150 会場にてパネル展を開催し
ている。

写真-9 老朽化対策のパネル展実施状況

７．あとがき
外観写真

(a)排水溝と水抜き孔の強化

今後加速化する道路施設の老朽化に対し、道路管理者
は 5 年に 1 度の定期点検を遵守して道路施設の現状把握
に努める必要がある。道路メンテナンス会議においては、
引き続き、メンテナンスサイクルを継続して回すための
仕組みを構築すべく各道路管理者と連携しながら点検・
診断を行い、計画的な補修・修繕等が実施できるよう支
援していく。
開発局における老朽化対策として、予防保全型の維持
(ｂ)鉄筋取付け用リブ
(ｃ)浸透系防水材の併用
管理を実現するとともに、点検・診断データ等の蓄積と
図-8
高耐久排水ますの特徴写
図－３ 高耐久排水ますの特徴
分析により損傷原因の対策を含めた効果的な補修を行い、
長寿命化を目指す。
今後、メンテナンス技術の活用による点検の効率化や
６．国民の理解・協働を得るための広報活動
コスト縮減、あるいは道内における人口減少、少子高齢
化の推移を鑑みると、集約的な更新の必要性など老朽化
に関する課題は多いが、戦略的な維持管理に向けた取り
(1)点検結果の見える化
組みを実施していかなければならない。
老朽化対策に関する今後の経過について引き続き調査
開発局では、老朽化対策の現状や老朽化対策について、
し、報告したい。
広く国民に知ってもらうため、平成 27 年度から点検結
キーワード：メンテナンス会議、メンテナンスサイクル、橋梁長寿命化修繕計画、予防保全、積雪寒冷地

