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１．はじめに 
 国道８号風波地区は、”天下の険”こと

新潟県糸魚川市親不知地内に位置し、狭

い道路幅員と急カーブ、急勾配が連続す

る交通の難所である。特に冬期間は積雪

と凍結の影響により車両がスリップして

立ち往生するなど、しばしば交通渋滞を

引き起こしている。 
これまで当該地区冬期交通確保のため

の消融雪設備として、電熱ロードヒーテ 
ィングが設置されていたが、度重なる損傷と補修によるヒーティング機能の低下に伴い、消融雪効果

が低減し冬期交通に支障を来す恐れがでてきた。そのため、度重なる補修を実施してきたところであ

る。 
平成 24 年北陸舗装会議では、ヒーティング敷設区間の修繕工法、最適舗装構成について検討した

結果、及び平成 23 年度における施工方法について報告したところである。今回は、風波地区の橋梁

部に関する舗装構成検討結果について報告するとともに、一連区間の補修が完了したため、施工箇所

の現状と今後の課題について報告するものである。 
 
２．消融雪設備の履歴 
 風波地区は、表－１のようにロードヒーティング補修を繰り返し実施している。 
                                       

 時期 実施内容 備考 

 昭和 60 年 消融雪施設（ロードヒーティング）を敷設 

＜電熱方式、基層：密粒 13F、表層：密粒 20FH＞ 

設置後、毎年補修 

（電熱線の補修、取替を実施） 

第
１
次 

平成 13 年 補修検討実施（抜本的対策）  

＜電熱方式、基層：密粒 13 改質Ⅱ型、表層：SMA13 改質Ⅱ型 採用＞ 

平成 15 年 10 月 補修工事完了 →H17 年 2 月損傷箇所発生 

第
２
次 

平成 17 年 補修検討実施（舗装構成検討）  

＜電熱方式、基層：半たわみ性、表層：密粒 20 改質Ⅱ型 採用＞ 

平成 18 年 11 月 補修工事完了 →H21～損傷箇所発生 

第
３
次 

平成 22 年 補修検討実施 

 ＜電熱方式：電熱ヒーティング、 基層：半たわみ性、表層：SMA13 改質Ⅱ型 採用＞ 

平成 23～26 年 補修工事実施・完了  

H23～24 一般部補修、H25 橋梁部補修、 

H26 一連区間完成 

 

※H24 一般部損傷 

H26 橋梁部の損傷発生 

施工箇所 

至新潟→ 

←至富山 
図－１ 風波地区位置図 

表－１ 風波地区 補修履歴 



３．橋梁部の舗装構成 
３．１ 既設ロードヒーティング損傷状況 
平成 24 年度、第 3 次補修実施前に、橋梁部に近い箇所（第２次補修工事箇所）において損傷原

因を調査した。コア採取箇所のロードヒーティングは、安定処理層と半たわみ性舗装との間に敷設

されており、上下の異なる舗装体に挟まれた電熱線が振動・摩擦等により切れたものと推定された。 
 
 
 
 
 
 
 
３．２ 舗装構成の検討 

  (1) 橋梁部の設計舗装構成（当初設計） 
 既設舗装版を除去後、床版面に橋面防水工を施工してヒーティングユニットを設置した後、基

層及び表層（ＳＭＡ（砕石マステック）舗装）にて復旧する設計となっていた。（表－２【当初設計】） 
  (2) 橋梁部の設計上の問題点 

 当初設計のヒーティングユニットの設置位置は、橋梁床版上に直接配置することとなり、第 2
次補修箇所と同様に損傷する可能性が大きく、長期間の維持が困難であると考えられる。 
 なお、平成 23 年度から施工した第 3 次補修箇所（半たわみ性舗装箇所）については、損傷が

確認されていない。これは、半たわみ性舗装体内部に設置されたヒーティングがセメントミルク

で結合され舗装と一体となっていることから、外圧を直接受けないためと考えられた。 
(3) 舗装構成再検討について 
 前項までの整理により、ロードヒーティングは、舗装と一体となる位置に配置することが望ま

しい。そこで、当初設計の他に２通りの工法（半たわみ性舗装、ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工法）を選定し、比

較検討した。（表－２） 
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表－２  橋梁部舗装 比較検討表 

写真－１ 損傷箇所調査（コア抜） 

写真－２ コア状況（全体） 写真－３ コア状況（表層・基層部） 

舗装構成及び工法

【当初設計】 【半たわみ性舗装】 【ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工法】

施工日数・交 通 規 制 6日・片側交互通行 8:30～18:00 6日・片側交互通行 8:30～21:00 6日・片側交互通行 8:30～22:00

概算金額　増減 －（基準額） +2,055,000-（滑止ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ\590,000含） +3,530,000-

長　　 所 ・施工が容易。 ・施工実績、施工経験がある。（橋梁部以外） ・ﾋｰﾃｨﾝｸﾞに対する動荷重の影響が軽減する。

短　　 所
・ﾋｰﾃｨﾝｸﾞが床版と舗装版に挟まれながら外圧
を受け続けるため、早期にﾋｰﾃｨﾝｸﾞが損傷する
可能性が大きい。

・橋梁上での施工実績がなく、橋梁振動の影響に
よりｸﾗｯｸ発生の恐れ有り。
・ｽﾘｯﾌﾟの可能性あり。（ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞによる滑り止め
要）
・ｾﾒﾝﾄの影響により区画線が早期に剥離する。

・国道での施工実績がない。
・急ｶｰﾌﾞでの施工実績がなく、横方向の車両荷重
にどの程度軽減されるか予測できない。
・施工に時間を要す。
・半たわみ性舗装に比べて費用が高額となる。
・事前にｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ試験施工の必要性有り。

損傷する可能性が大きいため採用しない
橋梁上での実績はないが、ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工法より安
価であり、施工時間が短いため、試験施工として今
回採用する。

国道および急カーブ上での実績がなく、半たわみ
性舗装より高価であるため、今回は採用しない。

× ○ △
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ｺﾝｸﾘｰﾄ床版

4
0

4
0

8
0

SMA13ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型 t=40㎜
SMA13ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型 t=40㎜

ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙ

橋面防水

ｺﾝｸﾘｰﾄ床版

3
0

5
0

80

半たわみ性舗装Ⅰ型

t=30+50=80㎜
ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙ

橋面防水

ｺﾝｸﾘｰﾄ床版

4
0

4
0

80

1
5

12

SMA13ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型 t=40㎜
SMA13ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型 t=40㎜

ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙ

加熱注入目地剤

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ（W12×H15）

橋面防水



 どちらも本工事箇所（風波川橋）のような急カーブの橋梁上での施工実績がなく、施工性、経

済性を考慮し、半たわみ性舗装を試験施工として実施することとした。 
 舗装材料は、平成 23 年度から橋梁部以外で実施している半たわみ性舗装と同様とした。 

 
４．施工箇所の状況 

４．１ 橋梁部の損傷 
 (1) 損傷状況 
  平成２５年度に施工した風波川橋のロードヒーティング箇所について、平成２６年７月１８日

に国道８号上り線中央付近の舗装が部分損傷し、舗装体内部に設置したロードヒーティングケー

ブルが露出した状態が確認された。 
 
 
 
 
 
 

 
半たわみ性舗装の２層目部分（t=50mm）が主に損傷していたため、２層目部分から徐々に損

傷部が拡大し、ケーブルが露出したことにより直接車両に踏まれ断線に至ったものと思われる。

損傷発見後は、拡大防止のため常温合材及び加熱合材による仮補修を適宜実施した。 
  (2) 損傷原因調査 

①風波川橋の構造 
 風波川橋は橋全 体が急勾配

（i=5.4%）、曲線橋（R=35m ）で

あり、橋の構造は、橋台 2 基（A1、
A2）と中間の橋脚（P1）にて鋼製

桁とコンクリート床版を支持する

ものである。橋台が固定沓、橋脚が

可動沓となっていることから、P1
において、振動量が一番大きい状態である。 

   ②大型車両通行時の影響 
大型車両の急カーブ通過時に、舗装面がカーブの外側

（下り線側）に向かって流動作用を受け続けることにより、

ヒーティングケーブル上の舗装が損傷を受けたものと推

測される。 
③舗装内部への表面水の侵入 
 風波川橋前後は、富山側から新潟側方向へ下り勾配である。損傷箇所は、富山側から表面水

が集まる箇所であるため、表面水侵入による舗装体の弱体化も考えられた。しかし、クラック

等の表面水侵入箇所は確認されず、舗装修繕時にも湧水は確認されなかったため、舗装体が損

傷後、損傷箇所から表面水が侵入し、損傷拡大を招いたものと推測される。 

富山 

舗装損傷箇所 

舗装損傷箇所 

ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙ 

写真－４ 風波川橋損傷箇所状況 写真－５ 風波川橋損傷箇所状況 

図－２ 風波川橋平面図 

右表－３  風波川橋
振動量調査結果

縦方向 横方向

1 Ｐ１横構中央部 2.0 4.0

2 Ｐ１横構 端  部 1.5 2.0

3 Ａ１横構中央部 2.0 2.0

4 Ａ１横構 端  部 0.5 1.0

番号 調査部位
振動量測定値（mm）

損傷箇所 

写真－６ 風波川橋損傷箇所 



４．２ 橋梁部損傷箇所の対応 
今回の損傷箇所については、風波川橋で一番弱い箇所であ

ると推定される。そのため、前回と同様に補修しても、再度

損傷する可能性が高い。そこで、伸縮ジョイントから 500mm
区間については、ヒーティングケーブルを敷設しないことと

し、融雪状況を見ることにした。 
また、種類の異なる舗装の打ち継ぎ目が弱点となることも

考えられるため、復旧舗装は、全て半たわみ性舗装とした。 
 
４．３ 補修工事の現況 
 平成２３年度から実施してきた一連区間の補修工事は平成

２６年度で完了した。 
橋梁部以外の損傷は確認されておらず、路面の凍結も見受け

られないことから、本施工方法は、概ね良好であると考えられ

る。また、橋梁部も平成 26 年度の補修後の損傷は確認されて

おらず、今冬は正常に稼働している。 
 

５．今後の課題 
今後の課題としては、「弱部である橋梁部の観察継続」と「ロードヒーティング部のメンテナンス方

法」が挙げられる。 
橋梁部については、他よりも舗装厚が薄く、損傷しやすいことから経過観察が必要である。そのた

め、毎年稼働前に、絶縁抵抗値の確認を行い、設備の健全性を確認していくことを予定している。不

良設備が確認された場合は、探知器によりピンポイントで不良箇所発見が可能であり、ヒーティング

ケーブルはその箇所のみの補修で対応出来る。 
また、設計時において、ヒーティングケーブルは、20 年使用が可能であるが、舗装は 20 年維持で

きないため、修繕していく必要がある。ただし、基層の半たわみ性舗装は、ヒーティングケーブルと

一体化しているため、「修繕する＝ヒーティングケーブル更新」を意味することになる。そのため、

ロードヒーティングを長期間使用するためには、基層が損傷する前に、表層をメンテナンスしていく

ことが重要である。表層の舗装状態がどれくらいで、基層へ影響するのか、ケーブル損傷するのかの

状況把握を今後進め、適切な時期に補修対応していく必要がある。 

 
６．おわりに 
一連の補修により、風波地区ロードヒーティング舗装構成について方針を決定することが出来た。 

＜一般部＞基層：半たわみ性舗装（ヒーティングケーブルを一体化）、表層：耐流動性に強い SMA 舗

装、＜橋梁部＞基層・表層：半たわみ性舗装（舗装厚の関係より一般部の基層厚のみの形）とした。 
今回検討し実施した対策内容及び今後の経過観察を踏まえ、今後の施工・維持管理に役立てて行き

たい。 
最後に、無事故で工事を進め、舗装検討に提案をいただいた受注業者様、そして指導をいただいた

関係各位に厚く御礼申し上げる。 

写真－７ 平成２６年冬 稼働状況（風波川橋） 

図－３ 補修詳細図 


