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まえがき
北海道内の道路インフラは、高度経済成長期から集中
的に整備され、今後急速に老朽化の進展が予想され、
国・地方とも厳しい財政状況のなか、老朽化した道路イ
ンフラの補修や更新を確実に実施していくことが重要な
課題となっている。また、市町村では、技術者の不足や
点検業務が進まないといった課題も顕在化している。こ
のような状況のなか、維持・修繕に関する平成25年9月
の道路法の改正等を受け、すべての道路管理者は、トン
ネル、橋梁およびその他道路施設等の点検・診断・措
置・記録することが義務化された。
本論文では、こうした全国的な法令の遵守及び積雪寒
冷地における道路構造物の老朽化の課題に関する取り組
み状況、現時点における橋梁の老朽化対策における最新
の研究成果について、報告するものである。

１. はじめに
全国の道路インフラは、東京オリンピック(昭和39年)
や大阪万国博覧会(昭和45年)の開催など高度経済成長期
から集中的に整備され、今後急速に老朽化していくこと
が確実であり、国・地方とも厳しい財源のなかで、老朽
化した道路インフラの補修や更新を確実に実施していく
ことが重要な課題となっている。
また、市町村では、橋梁やトンネル等の補修・更新の
時期、方法など道路メンテンスに関する技術的な経験の
不足(技術力不足)に加え、それを支える技術者の不足
(人不足)といった課題や、予算不足による点検・補修の
遅れといった課題も顕在化している。
さらに、平成24年12月2日、山梨県の中央自動車道笹
子トンネルでコンクリート製の天井板が落下し、通行中
の乗用車が巻き込まれ、9人の方が亡くなる痛ましい事
故が発生した。この事故を契機とし、道路インフラをは
じめとする社会資本インフラの老朽化問題がクローズア

ップされた。国土交通省は、直ちにトンネル内のジェッ
トファン、照明、標識等の緊急点検を実施するとともに、
第三者被害の発生が想定される橋梁、トンネル、舗装、
道路標識、道路照明等において道路の総点検を実施する
こととした。
それらの状況を踏まえて、道路法の改正による点検基
準の法定化、国による修繕等の代行制度の創設等が行わ
れたことから、平成25年を「メンテナンス元年」と位置
づけられた。
その後、平成26年4月14日に国土交通大臣の諮問機関
である社会資本整備審議会道路分科会から建議として
「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」(以後、
老朽化対策の提言という)が取りまとめられ、「今すぐ
本格的メンテナンスに舵を切らなければ、近い将来、橋
梁の崩落など人命や社会システムに関わる致命的な事態
を招くであろう」と厳しい言葉で本格的なメンテンスに
取り組む必要性が示された。
この提言を受け、国土交通省は、道路インフラの維持
管理、補修、更新等を効果的・効率的に行うため、様々
な取り組みを実施している。
本論文では、法令の遵守など全国的な取り組み及び北
海道としての道路構造物の老朽化の課題に関する取り組
み状況、現時点における橋梁の老朽化対策における最新
の研究成果について、以下に報告する。

２. 道路施設の老朽化の現状と全国的な取り組み
(1)道路施設の老朽化の現状
主な道路インフラとして全国では、道路橋が約70万橋、
道路トンネルが約1万本存在する。特に、道路橋では、
全国の7割以上を占める約50万橋を市町村が管理してお
り、北海道においても、道路橋約3万橋のうち、7割を占
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める約2万橋を市町村が管理している(図1)。
また、道路インフラの年齢の現状として、例えば全国
の橋梁のうち、高度経済成長期以降に集中的に整備され
た橋梁は、人の年齢分布と同様に急速に高齢化を迎えて
いる。現在、建設後50年を経過している橋梁は全体の
18％程度であるが、10年後には4割を超えると見込まれ
ている(図2)。北海道でも、現在、建設後50年を経過し
ている橋梁は6％程度であるが、10年後には3割弱に達し、
20年後には5割以上に達すると見込まれている(図3)。
このように、一部の道路インフラにおいて高齢化が進
行するなか、近年では、地方公共団体の管理する橋梁を
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図1 道路種別別橋梁数（全国と北海道）
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中心に、通行止めや車両重量等の通行規制となる箇所が
増えるなど老朽化が進行している。通行規制を実施して
いる全国の橋梁数は、この5年間で2,000ヵ所を超え、平
成25年の通行止め箇所数は2,104ヵ所となり、平成20年
の977ヵ所の2倍以上に達している。

(2)全国的な老朽化対策の取り組み
a)道路法の改正
こうした背景を受け、前章の老朽化対策の提言では、
根本的な課題として、法令に道路構造の点検頻度や方法
の定めがないなど、メンテナンスに関する最低限のルー
ル・基準等が確立していないことが指摘された。
そこで、国土交通省では、平成25年9月2日に施行され
た道路法、政令では、維持、点検、措置を講ずること等
を規定した。
ついで、平成26年3月31日に公布、同年7月１日に施行
された省令・告示では、点検は近接目視により5年に1回
の頻度を基本とし、それに基づく健全性の診断結果を4
つに区分することを規定している。この規定は、トンネ
ル、橋などの構造物に共通のものである。
さらに、平成26年6月25日にトンネル、橋梁、その他
大型構造物等を対象とした定期点検要領を策定した(図
4)。これは、地方公共団体おいて円滑な点検を実施する
ため、技術的助言として、省令及び告示の規定に基づい
た、具体的な点検方法、主な変状の着目箇所、判定事例
写真等が示されている(図5)。
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図4 法令・定期点検要領の体系
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点検要領の主な内容
〈項 目〉
 適用範囲
定期点検の頻度


〃

の方法


〃 を行う者
健全性の診断手順
・部材単位
・構造物単位
措置
記録
（参考）
 変状の種類と判定の
単位
 点検調書

特に、新しい定期点検要領では、点検、診断、措置、
記録というメンテナンスサイクルを一定のルールに則っ
て実施するとともに、各段階でのポイントを構造物毎に
定め、定期点検基準として取りまとめることが重要であ
るとされている。

(1955年～1973年)に橋梁では全体の約4割にあたる約1500
橋が建設され、トンネルでは全体の約3割にあたる約70
本が建設された(図6、7)。
開発局における建設後50年以上を経過したこれらの占
める割合は、橋梁では現在の14％から20年後には59％、
トンネルでは現在の7％から20年後には44％とそれぞれ
急激に増加する(図8)。
100%

80%

a)道路施設の老朽化の現状(北海道開発局)
北海道開発局(以後、開発局という)が、平成25年4月1
日現在で管理する道路インフラを見てみると、橋梁は
3,622橋、トンネルは256本存在し、高度経済成長期
表1 新しい点検要領に沿って点検を開始する地方公共
団体体における橋梁定期点検の優先順位の考え方
(案)

20%

2010

2005

2000

1995

1990

0%

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

1945

1940

1935

1930

(1)道路施設の老朽化の現状と損傷事例

40%

100%
80%
60%

ン
ネ 6
ル
数
3

40%
20%
0%

高度経済成長期(1955～1973年)

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

0

開削工法

矢板工法

ＮＡＴＭ工法

累計

図7 建設年度別のトンネル数分布
【 現在 498橋 】

【 20年後 2129橋 】

橋梁

建設後
50年以上
14%

建設後
50年未満
41%

建設後
50年以上
59%

【 10年後 1518橋 】
建設後
50年未満
86%

2013年
建設後
50年未満
58%

建設後
50年以上
42%

2033年
※橋長2ｍ以上

【 現在 18本 】

【 20年後 113本 】

建設後
50年以上
7%

2023年

トンネル
【 10年後 71本 】

建設後
50年以上
44%

建設後
50年未満
56%

建設後
50年未満
93%
建設後
50年以上
28%

2013年

2033年

建設後
50年未満
72%

2023年

図8 経過年数別構造物数(橋梁とトンネル)
キーワード：維持管理、道路法改正、橋梁長寿命化修繕計画、積雪寒冷地、メンテナンス会議

累 積

現状と老朽化対策

累
積

トンネ ル数

３. 北海道開発局が管理する道路施設の老朽化の

60%

累 積

橋梁数

b)点検計画の策定
20年後
各道路管理者は、国土交通省・告示に基づき、5年に1
建設後
140
10年後 50年以上
建設後
回の近接目視による点検を行うため、点検計画を策定し、 120
現在 50年以上
建設後
今後5年間で計画的に点検を実施することとした。
50年以上
100
対象施設は、老朽化による通行止めなど社会的影響の
橋 80
大きい、以下のものを対象とした。
梁
数 60
橋長15m以上
①橋梁
橋長15m未満
40
累積
②トンネル
20
③シェッド・大型カルバート
0
④横断歩道橋
⑤門型標識等
高度経済成長期(1955～1973年)
なお、橋梁は、最も多く点検することが想定されるた
図6 架設年次別の橋梁数分布
め、地方公共団体では、表1の考え方に沿って点検順位
12
を決定することとした。
10年後
建設後
20年後
上記①～⑤の道路施設の点検計画(5年間)を、平成26
50年以上
現在
建設後
9
建設後
50年以上
年内を目途に策定していくこととした。
50年以上
ト

累
積

今後、これら橋梁やトンネルの高齢化が一斉に進むこ
とから、補修・架替えが必要となることが想定される。
北海道の橋梁は、札幌オリンピック(昭和47年)前後に
造られたものが多く、本州に比べるとまだ建設年が新し
いが、北海道は積雪寒冷地であることから、寒さが厳し
く、冬期間に凍結融解を繰り返すことで橋梁の傷みは激
しくなっている。
また、海岸に近い橋梁では、海から飛来する塩分の影
響による塩害や、スタッドレスタイヤが普及してからス
リップ防止に融雪剤を散布するようになり、これによる
塩害も顕著になっている(図9)。塩害と寒さによる凍結
融解は表裏一体で、これらが複合的に作用して道路を傷
めていることが、北海道の特徴である。
b) 損傷事例
ここでは、開発局が管理する橋梁について、代表的な
二つの損傷事例を紹介する。
一つ目が、積雪寒冷地域の特徴である凍害によるコン
クリートの損傷事例である。凍害とは、冬期に、コンク
リート中の水分が凍結、融解することにより、コンクリ
ート内部の水分の膨張などで、コンクリートにひび割れ
や表面の剥離が生じ、徐々に劣化する現象である。北海
道は、冬期の1日の中での温度差が大きいことから凍害
による損傷を受けやすい環境にある。

これらの損傷を補修する際には、その他の損傷との関
連を正しく評価するための十分な調査を行い、適切な補
修を実施する必要がある(写真1)。
二つ目が、日本海側の海水飛末や飛末塩分の強い地域
における塩害によるコンクリートの損傷事例である。塩
害とは、海からの飛末塩分などに含まれる塩化物イオン
がコンクリート内に入ることにより鉄筋が腐食・膨張し、
コンクリ―トにひび割れや剥離を生じさせる現象である。
北海道の日本海沿岸の橋梁は、その影響を受けるため、
厳しい環境下におかれている。実際にコンクリート桁に
塩害が発生している例がみられることから、塩害の影響
を詳細調査などで把握し、必要な措置を実施する必要が
ある(写真2)。

(2)老朽化対策に向けた取り組み
a)橋梁定期点検
開発局では、3,622橋の管理橋梁を日常のパトロール
車による道路巡回と点検要領に基づく橋梁定期点検で管
理を行っている。
特に、橋梁定期点検では、徒歩による地上点検に加え、
橋梁点検車や高所作業車などを使用した点検車点検（機
械点検）を行い、橋梁の損傷状態を目視により確認し、
記録を行っている。最近では、レーダー等を利用した最
新の点検機械も考案・開発されているが、経験を積んだ
技術者が目視によって不具合がないかを確認することが
一番確実な方法である。
この橋梁定期点検の概要としては、以下の7つの手順
で実施する。
海水飛末や飛来塩分の多い地域

図9 北海道における橋梁点検で速やかな補修等が必要
とされた損傷原因の内訳(H25.4.1現在 開発局管
理橋梁)

写真1 凍害による橋台の剥離状況

写真2 塩害によるコンクリート桁の損傷状況

キーワード：維持管理、道路法改正、橋梁長寿命化修繕計画、積雪寒冷地、メンテナンス会議

① 定期点検の適用範囲
・道路法第2条第1項に規定する道路における橋長2.0m
以上の橋、高架の道路等の定期点検に適用
②定期点検の頻度
・5年に1回の頻度で行うことを基本
② 定期点検方法
・肉眼による部材の変状等の状態を把握し、評価が行
える距離まで接近する近接目視にて行うことを基
本(必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を併
用)(写真3)
④定期診断の体制
・道路橋の定期点検を適正に行うために必要な知識お
よび技能を有する者が実施
⑤健全性の診断
・定期点検では、部材単位の健全性の診断と道路橋毎
の健全性の診断を実施
⑥措置
・部材単位の健全性の診断結果に基づき、道路の効率
的な維持および修繕が図られるよう、必要な措置
を実施

徒歩による点検

⑦記録
・定期点検および健全性の診断の結果並びに措置の内
容等を記録し、当該道路橋が利用されている期間
中はこれを保存
b)橋梁長寿命化修繕計画
①メンテナンスサイクルの確立
橋梁長寿命化修繕計画が作成されて大きく改善された
点は、検査後の補修のあり方である。これまでは問題が
発生してからそこを補修するいう事後保全であったが、
計画的に補修する予防保全の考え方が導入された。
北海道の橋梁は、本州に比べて比較的に新しいものが
多く、一斉に整備を進めてきたため、老朽化のピークが
集中することが予想されるものの、単年度に補修可能な
橋梁数には限りがある。そこでメンテナンスサイクルを
構築し、補修費用等を平準化することが、この計画の柱
となっている。
メンテナンスサイクルとは、点検、診断、措置、記録、
そして次の点検という計画的な維持管理を行うことによ
って長寿命化を図るという考え方であり、道路の維持管
理にＰＤＣＡ(Plan Do Check Action)の考え方を導入す
るものである。
従来から点検を実施し、点検で発見された不具合を直
ちに補修していたが、健全性の判定や補修の記録を残す
ことを十分に明確化されていなかった。そこで、道路法
の改正に伴い、点検により施設の健全性の診断を行い、
診断結果に基づき緊急的または計画的に補修等の措置を
施し、経過を記録・保存という点検プロセスの明確化が
図られた。
また、従来から措置が必要かどうかの判断を行うため、
点検後に橋梁の損傷状況（損傷評価基準）を大きくＡ・
Ｂ・Ｃ・Ｅ・Ｍ・Ｓの「判定区分」でランク分けを行い、
必要な対策を実施していたが、道路法の改正をうけ、損
傷評価基準の内容がより詳細となった(表2)。
表2 対策区分の判定区分
判定区分

橋梁点検車による点検

高所作業車による点検

判定の内容

Ａ

損傷が認められないか、損傷が軽微で補修を行う必要がな
い。

Ｂ

状況に応じて補修を行う必要がある。

Ｃ1

予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。

Ｃ2

橋梁の構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必
要がある。

Ｅ1

橋梁の構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。

Ｅ2

その他、緊急対応の必要がある。

Ｍ

維持工事で対応する必要がある。

Ｓ1

詳細調査の必要がある。

Ｓ2

追跡調査の必要がある。

※CとSがそれぞれ2つに細分化された

写真3 近接目視点検状況
キーワード：維持管理、道路法改正、橋梁長寿命化修繕計画、積雪寒冷地、メンテナンス会議

具体的に橋梁の損傷状況をみると、平成25年度の開発
局管理橋梁3,622橋のうち、平成24年までに3,525橋の点
検が完了し、866橋が補修が必要とされるＣ，Ｅと判断
されている(図10)。このうち、緊急対応の必要なＥ判定
の橋梁については、点検後速やかに補修を実施する必要
がある。Ｃ判定の橋梁は、道路の通行上には支障がない
が、橋梁を長く使用するためには、予防的に次回の点検
までに補修を実施する必要がある。こうしたメンテナン
スサイクルにより、大規模な補修に至る前に予防保全と
して適切な対策を実施し、橋梁の長寿命化及びライフサ
イクルコストの縮減を図ることが可能となる(図11)。
②予防保全の事例
予防保全の取り組みとして、二つの事例を紹介する。
E 4橋
0%

A
309橋
9%

C
862橋
24%
S
点検済橋梁数
34橋
3,525橋
M
1%
(H24年度末)
200橋
6%
B
2116橋
60%
「平成 16 年 3 月 橋梁定期点検要領(案)」の判定区分より

一つ目は、国道275号の当別町篠津川橋の補修である。
この橋梁は、昭和41年建設と50年近い築年数の橋で、床
版の損傷等の老朽化に対して定期的な点検の実施により
早期に損傷を発見し、大規模な補修や架替えに至る前に
対策を実施した事例である。対策が遅れた場合、長期に
わたり交通規制を要する床版打替えが想定されたため、
平成22年に床版下面からの炭素繊維接着による対策を実
施した(写真4)。
二つ目は、国道337号の千歳市根志越橋の補修である。
同橋も昭和37年と築後51年経過した老橋で、主桁の損傷、
床版の剥離などの老朽化が見られ、このまま老朽化が進
行すると架替えを含む大規模な補修が予想された。そこ
で、平成23年に損傷が深刻化する前に支承の取替え、床
版および沓座のモルタル補修を実施し、長寿命化を図っ
た。
これら二つの事例は、国道の主要路線に架かる橋梁の
ため、通行止めが長期におよぶと地域経済や住民生活に
多大な影響を与えるところを予防保全によって通行止め
を行うことなく補修したものであり、橋梁長寿命化修繕
計画の意義を示す成果である。
こうした道路メンテナンスの分野では、日々新しい技
術や提案が多く出されている。この計画では、これらの
技術や提案を積極的に受けとめることは、長寿命化の取
り組みの中で重要なことである。実績のある技術や評価
の定まった技術を採用しがちであるが、コストダウンや
工期の短縮のカギは新しい技術の中にあり、そうした技
術を育成することも、この計画の目指すところである。

図10 対策区分別の橋梁数

対策前（床版の損傷）

対策後（炭素繊維接着補強）
図11 予防保全の効果

写真4 国道275号篠津川橋(当別町) 平成22年度補修
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(3)橋梁の老朽化対策に関する研究
前章のように、北海道のような積雪寒冷地域において
は、気温が氷点下となることによる凍害や、凍結防止剤
として散布される塩化物による塩害のように、コンクリ
ートの劣化要因が通常の地域と比較して多く、その劣化
の進行が進みやすい状況にある。このような環境要因の
影響を受けつつ、併せて走行荷重による負荷を受けるRC
床版は特に複合的な劣化・損傷が進行しやすい部材であ
る。写真5は、主に凍害により劣化・損傷した床版の事
例である。過去に実施した北海道内の橋梁床版調査の結
果から、一般地域とやや異なる傾向の損傷を生じている
ことが明らかとなっている。このような観点より、RC床
版の長寿命化に優先的に取り組んでいるところである。
a)RC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RC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。凍害はコンクリート中に
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。
これまでの調査・研究の結果、床版のような版構造の
コンクリートでは、凍害により床版の面方向、すなわち
水平方向にクラックを生じることが明らかとなっている。
RC床版に生じる水平クラックの発生メカニズムの概略
について、図12に示す。一般的にRC床版は版構造であり、
水平方向に主鉄筋および配力筋が配筋されるのが通常で
ある。ここに凍結が生じると、コンクリート内に膨張圧
が生じる(図中、赤および緑の矢印)。膨張圧が生じると、
その反力として鉄筋方向に鉄筋による拘束効果が作用す
る(図中、青の矢印)。そのため、膨張圧の水平力と鉄筋
による拘束効果は打ち消しあい、水平方向にはあまり変
形が生じず、鉛直方向に逃げる形で大きな変形が生じる
(図中、赤の矢印方向)。その結果、コンクリートが鉛直
方向に伸ばされ、破壊を生じるものと推察される。
つぎに、主に凍害によるものと判断される損傷の進行
状況について、写真6(断面)に示す。この写真では(a)か
ら(c)に向かい、凍害による損傷が進行している。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上側表面から凍
害が進展する。写真(a)は、凍害による水平クラックの
発生初期である。写真を見ると、上側表面から上側鉄筋
位置の間に水平クラックが生じていることが分かる。
写真(b)は、(a)からさらに損傷が進行した段階である。
写真から、水平クラックの本数が増加し、より深い位置
までクラックが生じていることが分かる。
写真(c)は、(b)からさらに進行した状態である。より
深い位置までクラックが生じており、下側鉄筋位置まで
水平クラックが生じている。さらに、上側表面は水平ク
ラックが密となり、表面の砂利化にまで損傷が進行して

写真5 凍害による床版の劣化・損傷事例

図12 RC床版の凍害損傷メカニズムの模式図

(a)
(b)
(c)
写真6 凍害による水平クラック発生状況（断面）
いることが分かる。
これらの写真を注視すると、これら水平クラックは上
下方向に向かう進展状況はほとんどみられず、下面には
クラックが生じていない。これより、水平クラックはこ
れまでのRC床版で見られるようなクラックとは様相が異
なり、下面からの目視によりその損傷の程度を確認する
ことが難しい。水平クラック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。
b)RC床版の防水システムの高度化
前述のように、凍害はコンクリートに水分が存在する
ことで生じる。そのため、凍害の進行を抑制するために
は、コンクリート中の水分量を低く保つこと、すなわち、
コンクリートに対する水の供給を止めることが肝要であ
る。
道路橋のRC床版は、その構造の役割上、大きな勾配を
取ることができないため水を流し難く、どうしても水が
滞留しやすい。さらに、コンクリートが湿潤状態となる
ことで、走行荷重による疲労に対する耐久性も著しく低
下することが知られている。そこで、床版上面に滞留し
た水がコンクリート内に浸入しないようにすることが床
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c)RC床版の部分打替え時の合理的設計法の確立
適切に管理されたRC床版においても、凍害による劣化
を完全に排除することは難しく、RC床版の寿命の限界は
いずれ訪れる。ある程度、劣化・損傷の進んだ床版につ
いては、補修・補強による性能の復元は難しく、抜本的
対策が求められる。このような場合には、床版の打替え
を選択することとなるが、局所的な劣化・損傷の場合に
は、修繕費用を抑えるため、全面打ち替えではなく、必

疲労耐久性

版の長寿命に対して効果的である。そのため、現行の基
準では床版防水工の設置が義務付けられている。
しかしながら、防水層の設置が義務付けられたのは比
較的近年であり、現行の橋梁の多くは今も防水層を有さ
ないままの供用となっている。さらに、防水層が設置さ
れた橋梁においても、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。このようなことから、床版の防水層の高度化に
ついて研究を実施している。
これまで、床版に防水層を設置する場合の施工法につ
いて検討を実施しており、防水層施工の留意点について
提言してきた。具体には以下のようにまとめられる。
①床版表面の弱部や塵等を適切に除去する
床版に塵や埃、ノロ等が付着していると、防水層との
付着に悪影響を与えることが知られている。新設の場合
にもレイタンス等を除去しておくことが望ましい。既設
床版において凍害等の影響により表面が劣化している場
合、防水層の付着は良好であっても母材コンクリートが
破壊することで剥離し、防水層が機能しなくなる。その
ため、弱部は適切に除去する必要がある。
②床版表面の凹凸を少なくし、平坦にする
床版表面の凹凸が大きいと、塗膜系の場合には凸部で
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部着性能が低下する。ど
ちらにおいても良い影響は与えないため、凹凸が小さく
なるよう、丁寧な研掃が必要となる。
③床版上を確実に乾燥させ、水分を除去する
床版に水分が残ったまま施工すると、その後の防水層
や舗装の施工時に熱が加わった際、床版表面に水蒸気圧
が発生し、ブリスタリングが生じる。これにより初期の
段階から防水層が付着を失う。また浸透系の材料を用い
る場合には、水が浸透系樹脂の浸透を阻害し、適切な性
能を発揮できなくなる。
④適切な温度管理を行う
舗装敷設時に適切な温度で敷設しなければ、防水層と
の良好な付着が得られず、一体化しない。そのため、早
期に舗装が剥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。
さらに、適切に施工された防水層の性能評価法の検討
に取り組んでおり、より適切な高機能防水の検討を実施
しているところである。

a：H24 床版
a → b：床版厚減少(制約条件)
b → c：平均鉄筋比増加
c → d：コンクリート強度増加
d：H24 等価床版

目標性能

a

d

c
b
コンクリート強度

図 13 床版打替え時の設計法のイメージ
要な部分に施工区間を限定した部分打替えにより対処す
ることとなる。
部分打替えを計画する場合、その施工区間において、
隣接する既設床版や存置する伸縮装置などがコントロー
ルとなり、床版の厚さに制約を受けることがほとんどで
ある。打替えに至るような床版は大抵が年次の古い床版
であり、当時の設計基準に準拠しているため、現行基準
で設計される床版よりも薄いことが多い。そのため、新
設の床版は既設床版とその厚さを同一としなければ前後
との取り合いが付かず、これが設計制約となる。結果と
して、取り合いを付けるために現行基準を満たさない設
計で床版の部分打替えを行う場合も多い。
そこで、このような設計制約が生じた場合に、設計制
約内に収めつつ基準を概ね満足させる合理的設計法を提
案している。詳細は本年度自由課題「コンクリート強度
と鉄筋量の増加によるRC 床版の疲労耐久性向上効果に
ついて」に譲り、設計法の概要について述べる。
本設計法は、設計制約によって不足する曲げ耐力、せ
ん断耐力をそれぞれ鉄筋量の増加、コンクリート強度の
増加によって補う方法である（図13）。
現行基準に準拠した設計をaとする。ここから、設計
制約を受けて床版厚を抑えた設計をbとすると、疲労耐
久性は低下する。
ここで、設計bから道路橋示方書の規定の曲げ耐力を
確保できるように鉄筋量を増加した設計cを設計する。
この段階で疲労耐久性は若干向上する。さらに、ここか
ら当初設計aと同等の疲労耐久性を確保できるまでコン
クリート強度を増加させ、設計dとし、設計を終了する。
このように設計することで、設計制約を受ける床版の
厚さについては道路橋示方書の規定を満足しないものの、
その他の規定は概ね満足でき、必要な性能を得ることが
可能となる。
今後は、本設計法の適用範囲について検討を行い、精
度向上に努める予定である。
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４．地方公共団体への支援活動の取り組み
(1)北海道道路メンテンス会議
北海道道路メンテナンス会議は、開発局、北海道、札
幌市および東日本高速道路北海道支社の道路管理者から
なる会議(本局・本庁)が組織された(写真7)。
同会議は、北海道内における道路施設等の維持管理・
修繕・更新等を効果的・効率的に行うよう、以下の項目
を目的とする。
①交通上密接な関連を有する道路管理者が相互に連
携・調整を行う
②道路施設の点検結果等を共有・協力する
③道路管理の円滑化と道路施設等の予防保全・老朽化
対策の強化を図る
メンバーは、北海道開発局建設部道路計画課長を議長
とする8名の委員と同道路維持課道路保全対策官を幹事
長とする13名の幹事から構成される。
同会議は、平成26年12月までに3回の会議を開催し、
道路インフラの老朽化に関する動き、各道路管理者にお
ける道路保全の取り組み状況、今後の取り組み等につい
て議論された。
また、北海道は全国土の2割を超える広大な面性を有
し、地域の実情も異なることから、同会議とは別に各地
方会議(開発建設部・建設管理部管内)も設置している
(写真8)。地方会議では、効率的な運用を図るため、開
発建設部、建設管理部、市町村、東日本高速道路北海道
支社の各管理事務所の道路管理者で構成されており、平
成26年7月までに11地方会議を設置している。

(2)北海道道路メンテンス会議の取り組み
a)点検計画の策定
開発局を含む各道路管理者は、前出の国土交通省・告
示に基づき、5年に1回の近接目視による点検を実施する
ため、点検計画を策定し、今後5年間で計画的な点検を
予定している。
橋梁を含む主要な道路施設の点検計画(5年間)を平成
26年内に策定し、道路インフラの現状と老朽化対策の必
要性に関する国民の理解を促進するため、道路メンテナ
ンス会議において相互確認を経て、公表する予定となっ
ている。
現在、各道路管理者は、今後公表に向け点検計画を策
定中である。
b)点検業務の地域一括発注
道路メンテナンス会議では、地方公共団体への支援策
の一つとして、地域の一括発注を提案している。
平成26年8月に行った道内自治体へのアンケートでは、
｢一括発注先があれば、来年度から発注したい｣は3％、
「一括発注先があれば、将来的に発注したい」が52％と
今後、一括発注の希望を視野にいれている自治体は、約
6割弱あるという結果が出ている。これは、橋梁、トン
ネルなどの点検を市町村毎に取りまとめて地域単位で一
括発注する仕組みで、「点検が進まない」、「点検結果
の妥当性が判断できない」など人不足・技術力不足の地
方公共団体にとっては、有効な支援策であると期待され
る(図14)。すでに現在、3市町が一括発注を試行的に実
施している。
Q 今後の点検業務について、
一括発注の意向いついて、
お答えください。

一括発注先
があれば、来
年度から発注
したい 3%

その他 13%

現在のところ予
定は無い 32%

写真7 第1回北海道道路メンテナンス会議の様子

一括発注先
があれば、将
来的には発
注したい

52%

【H26.8 道内自治体アンケート結果より】

【その他の主な意見】
◇
◇
◇
◇
◇
◇

写真8 北海道道路メンテナンス札幌地方会議の様子

今後の状況をみて検討したい
コストの抑制が大幅に期待できるのであれば検討したい
コストを含めた具体的なメリットを見極めて判断したい
一括発注方式のメリット・デメリットを再度整理し検討したい
一括発注先があれば、費用も含め検討したい
具体的な制度内容が示された後、検討していきたい

図14 地方公共団体の一括発注の意向(道内)
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c)地方公共団体への技術支援
開発局では、地方公共団体の課題である技術力不足を
支援するため、平成26年度から開発局職員に加え、地方
公共団体の職員も受講できる点検や補修に関する全国統
一的なカリキュラムとテキストによる技術研修を実施し
ている。
技術研修では、橋梁初級研修を10月(4日間)、トンネ
ル初級研修を11月(3日間)に実施しており、それぞれ36
名、10名の地方公共団体の職員が受講している。今後も
メンテナンス体制を強化するための方策として、地方公
共団体の職員を対象とした技術研修を実施していく予定
である。また、平成26年度より直轄道路職員のメンテナ
ンスに関する専門技術取得に向けて、「メンテナンスエ
キスパート(橋梁・トンネル)育成プログラム」を実施し
た。初年度は全道で橋梁20人、トンネル10人をメンテナ
ンスエキスパートとして認定し、地方公共団体への直轄
診断に対応可能な体制を整えている。
さらに、今年度は、点検業務の理解を目的とした道路
メンテナンス講習会を地方公共団体職員等を対象に14回
実施した(表3)。
d)国民の理解の推進
道路メンテナンス会議では、道路インフラの老朽化の
現状と老朽化対策の必要性について、国民の理解を得る
ために、広報活動を積極的に行っている。
平成26年度の取り組みでは、老朽化を広報するパネル
展を平成26年9月までに15回実施し、今後も全道各地で
パネル展等を開催し、広く国民に道路インフラの現状と
維持管理等の重要性を伝えていく予定である(表4)。
表3 道路メンテナンス講習会

５．老朽化対策における新技術の開発・導入の推
進等
現在、国土交通省では、点検・診断技術、社会インフ
ラのモニタリング技術および次世代社会インフラ用ロボ
ットなど老朽化対策に資する新技術の開発・導入の推進
等を図っている。維持管理等に対する管理ニーズを把握
し、技術開発の技術シーズとのマッチングを図り、安全
性、信頼性および効率性の向上を図ることとしている。
なお、これらの技術は、平成26年度および27年度にか
けて、広く公募し現場検証を実施して、その評価結果を
公表する予定である。今後、維持管理等に有効な技術に
ついては、国の定期点検等で先導的に導入し、地方公共
団体への普及・促進を図ることになっている。

６．あとがき
平成25年度に道路法が改正され、｢道路の老朽化対策
の実施｣が平成26年度より本格始動し、今後は、各施設
の長寿命化修繕計画のもと、着実に老朽化対策を遂行す
ることが重要な課題となっている。
開発局では、国や地方公共団体の財政が厳しいなか、
老朽化対策の提言で示されたメンテナンスサイクルの確
定(道路管理者の義務の明確化)とメンテナンスサイクル
を回す仕組みの構築の二本柱を基本に道路の老朽化対策
における様々な取り組みを実践し、持続可能なインフラ
の長寿命社会の形成を目指す所存である。
表4 パネル展一覧(老朽化広報)
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