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１． はじめに 

道路橋コンクリート床版に発生した乾燥収縮によるひび割れ、大型車の繰り返し交通荷重や衝撃荷

重によるひび割れ、間詰めコンクリートの施工ジョイントなどから床版内部に雨水が浸透すると、床

版は早期に劣化する。さらに、侵入した水が凍結融解を起こしたり、海水や路面凍結防止剤など塩化

物を含んだ水が床版内の鉄筋の腐食を助長したりすると、コンクリートの砂利化や抜け落ちの発生を

促進させることになる。 

したがって、コンクリート床版の耐久性を確保するためには、床版上面に達した水や塩化物が床版

内部に浸透しないよう床版防水層を設けることが重要と考えられる。 

床版防水層に求められる性能には、防水性だけでなく、コンクリート床版や防水層の上に配置され

るレベリング層との高い接着性がある。これらの接着性が低いと、供用中にアスファルト舗装のズレ

やポットホールが発生し、橋梁本来の目的の一つである通行車両の安全で快適な走行性を著しく低下

させることになる。 

ここでは、NEXCO の高性能防水規格（ｸﾞﾚｰﾄﾞⅡ）に適合するアスファルトウレタン塗膜系高性能防

水工法（以下 HQハイブレン AU工法）について、防水層とレベリング層との接着に関する試験結果と、

HQハイブレン AU工法の大規模現場における施工事例について報告する。 

２． HQハイブレン AU工法の概要 

２．１ HQハイブレン AU工法の仕様 

HQハイブレン AU工法の仕様を図-1に示す。床版部は、①エ

ポキシ樹脂の床版用接着材、②アスファルトとウレタン樹脂を

複合させた防水材、③アスファルト加熱型塗膜系の舗装用接着

材、④けい砂、の 4層構成である。立ち上がり部は①と②、⑤

ポリウレタン樹脂の端部保護材、の 3層構成である。 

２．２ HQハイブレン AU工法の特徴 

HQハイブレン AU工法の特徴を以下に示す。 

・ 防水材は、アスファルトとウレタン樹脂の複合材料であり、たわみ追従性に優れ、床版および加

熱塗膜型の舗装用接着材との接着性が高い。 

・ 改質アスファルトを舗装用接着材に用いているため、舗装と防水層間の密着性と接着性が高い。 

以下に HQハイブレン AU工法の接着性能に着目した評価ついて述べる。なお、試験に用いたアスフ

ァルト混合物は NEXCO舗装設計要領(H26.7)に準じた SMAとし、バインダはポリマー改質アスファルト

Ⅱ型である。 

図-1 HQハイブレン AU工法の仕様 



 

 

（１）防水材と舗装用接着材の接着性 

JIS 平版にエポキシ樹脂の床版用接着材を塗布し、防水材と舗装用

接着材の種類を変化させた供試体で引張接着試験を実施した。試験条

件および供試体の断面は表-1、図-2に、試験結果を図-3に示す。 

ウレタン樹脂防水材と従来のアスファルト加熱型塗膜防水材との

接着強度は 0.6N/mm2を若干上回る程度であり、破壊面はウレタン樹

脂防水材と塗膜防水材の界面であった。 

ウレタン樹脂とアスファルトを複合させた HQハイブレン AU防水

材とウレタン樹脂とのなじみを良くした HQハイブレン AU用舗装用

接着材をそれぞれ開発したことにより、その強度は 2倍程度

となり、破壊面は舗装用接着材の凝集破壊となった。 

（２）低温条件下での施工が接着強度に与える影響 

冬期では、レベリング層用混合物が直接触れる防水層面は

低温状態になっている。このような環境の中で、レベリング

層の敷均しや転圧作業が適正温度を下回った状態で行われた

と想定した場合、アスファルト混合物の締固め度は低く、防

水層との接着面積は少なくなり、接着力が低下すると考えら

れる。 

そこで、低温条件下でレベリング層の敷均しや転圧作業が

適正温度を下回った状態で行われた場合を想定し、表-2に示

す条件下で供試体を作製して、引張接着試験を実施した。試

験結果を表-3に示す。 

今回試験した全ての温度条件において、NEXCO が規定する

0.6 N/mm2 以上の引張接着強度が得られた。HQ ハイブレン

AU工法は、防水層面や混合物温度が低い状態でも十分な接

着強度を有していることが分かった。 

（３）水および輪荷重が接着強度に与える影響 

高性能防水を施した現場で舗装のズレやポットホールな

どが発生している箇所では、防水層とレベリング層の間に

水の滞留が確認されている 1)。このことから、レベリング

層の施工継目や壁高欄地覆、伸縮装置部との境などから侵

入する水は、通行車両の負荷も加わり、レベリング層と防

水層との接着に大きな影響を及ぼすと考えられる。 

そこで、水と交通荷重が接着強度に与える影響を確認す

るため、表-4に示す条件で水浸 WT 試験を行い、水浸負荷

後に引張接着試験を行った。なお、供試体は、一般期に適

正な混合物温度で施工されたることを想定した温度（防水

層面 20℃、SMA 混合物 163℃）と低温条件下で施工された

状態を想定した温度（防水層面 0℃、SMA混合物 100℃）の

2種類で作製した。 

表-3 低温条件での引張接着強度（N/mm2） 

100 110 120 140
0 1.04 1.02 1.08 －
5 1.12 0.98 1.61 －
10 1.36 1.52 －
20 1.31 － － 1.23
30 1.34 － －

試験温度：23℃

防水層面
温度℃

SMA混合物温度（℃）

表-2 供試体作製条件 

混合物温度 （℃） 100, 110, 120, 130, 140

防水層面温度 （℃） 0, 5, 10, 20

表-1 引張接着試験条件 

項目 内容
試験温度 23℃

載荷速度 毎秒0.1N/mm2

図-3 防水材と舗装用接着材の接着強度 
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図-2 接着試験用供試体 
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表-4 低温条件での引張接着強度（N/mm2） 

内容
温度(℃) 50
時間(h) 12
温度(℃) 50
時間(h) 1

50
50

防水層より2cm上
24

接着 23試験室温度(℃)

水位
走行試験

恒温室温度(℃)
水温(℃)

走行時間（h）

項目

養生
気乾

全没水浸



 

 

試験結果は表-5に示す通り、どちらの作製条件においても接

着強度の低下は見られなかった。HQ ハイブレン AU 工法は、水

や輪荷重から受ける影響は少ないと言える。 

３．HQ ハイブレン AUの施工方法と大規模施工事例 

HQハイブレン AU工法の施工手順を図-4に、施工管理項目を

表-6に示す。床版用接着材、防水材、舗装用接着材の施工は、通常人力

による塗布作業で行うが、施工規模が大きい新設橋において、日当たり

施工量の増大と出来形のさらなる向上を目的とし、機械化施工を検討し

た。ここでは、実際に新設の大規模現場で HQハイブレン AU工法の機械

化施工を実施したので、以下に報告する。 

３．１ 床版用接着材の施工 

床版用接着材は、ローラー刷毛や塗布器による人力塗布と併せ、散布

機による散布も行った（写真-1）。端部壁高欄はコンクリートの仕上がり

状態が悪く、ジャンカやピンホールなどの凹みが多い。従来はローラー

刷毛で塗布していたが、凹み部の奥まで塗布できず、塗り残し

は毛刷毛で塗布していたため時間を要していた。しかし、散布

機で床版用接着材を吹き付けることで、容易に凹みの奥まで塗

布することができた。 

また、床版部にも適用することにより施工効率が改善した。 

３．２ 防水材の施工 

（１）材料の供給 

材料の荷姿がドラム缶の場合、材料の積替えや散布前の材料

加温に時間や手間がかかるだけでなく、使用後の空缶処理の問

題も発生する。そこで、加熱・撹拌装置付きの 1000㍑タンクを

製作し、防水材のうち、粘度の高い硬化材はこのタンクに入れ

現場へ供給した。 

これにより、材料の積替え作業や加温作業がなくなり連続施

工が可能になった。さらに、現場から排出される空ドラムの処

理が不要となった。 

（２）散布方法 

防水材の散布は、飛散防止用ブース付の自動散布装置を使用

することで、施工速度の向上と膜厚の均一化を図った（写真-3）。 

過去に人力で散布した 17橋梁（データ数 555個）と自動散布

装置で散布した 24橋梁（データ数 555個）の塗膜厚さの分布を

図-5に示す。なお、膜厚は針入式膜厚計を使用した。 

人力散布では塗膜厚さの範囲 1.4～2.20mm、平均 1.77mm、標

準偏差 0.16であった。一方、自動散布装置では範囲 1.4～2.12mm、

平均 1.69mm、標準偏差 0.14であった。 

自動散布装置による機械施工は、人力施工よりも施工速度が

速くなるだけでなく、薄く均一に仕上げることができた。 

写真-1 床版用接着材の塗布状況 

写真-2 自動散布装置 

図-4 施工手順 
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表-5 水浸負荷前後の引張接着強

度 

防水層面 SMA混合物 水浸負荷前 水浸負荷後

20 163 1.09 1.24

0 100 1.04 1.07

供試体作製温度
（℃）

引張接着強度

(N/mm2）

表-6 防水材の施工管理項目 

基準値

床版用接着材 塗布量 0.13㎏/㎡以上

散布量 1.5㎏/㎡以上

膜厚 1.4mm以上

舗装用接着材 塗布量 1.2㎏/㎡以上

珪砂 散布量 0.7㎏/㎡以上

端部保護材 塗布量 0.2㎏/㎡以上

項目

防水材



 

 

図-5 膜厚の分布 

３．３ 舗装用接着材の施工 

（１）材料の供給 

舗装用接着材は、梱包用の段ボールや剥離紙等のごみが発

生しないよう、工場からアスファルトローリにて現場へ搬入

した。搬入した舗装用接着材は、火災や材料の過加熱劣化を

防ぐためアスファルトローリから 1000㍑の電気式溶解釜（写

真-3）へ供給し、適温で保温した。 

（２）塗布方法 

 舗装用接着材の塗布は、大刷毛による人力塗布と併せて、

塗布機による機械塗布を行った。この塗布機は、電気式溶解

釜から吐出した舗装用接着材を下地の凹凸に追従して一定の

厚さを保ちながら塗布できるものである。 

また、塗布機には、付着防止材の珪砂を均一に散布する装

置も取り付けた。施工状況を写真-4に示す。この塗布機によ

り、舗装用接着材の運搬および塗布作業での火傷の危険性を

軽減するとともに、舗装用接着材の塗布とけい砂散布を同時

作業にすることができた。 

 

４．終わりに 

 HQ ハイブレン AU 工法の開発に当たっては、防水機能の確

保はもちろんのこと、舗装との接着性にも力点を置いて進め

てきた。その結果、ウレタン樹脂となじみを良くした舗装用

接着材と、アスファルトとウレタン樹脂の複合材料の防水材

により、レベリング層が低温の条件下で施工されたことを想

定した試験や、水や輪荷重を負荷させた試験においても、良

好な接着性能を有していることが確認された。 

本工法は、平成 24年から新設橋、補修橋に対し、年間を通

じて施工してきている。現在のところ、供用年数は短いもの

の、舗装の損傷は一つも発生しておらず、良好な供用性を維

持している。 

このことは、防水層の開発に当たり、施工時から長期にわたって「床版・防水層・舗装」が一体化

していることが舗装の延命化や橋梁の長寿命化につながると考えたことによるものと言える。 

一方、新設の大型工事の施工においては、各工程で機械化施工を導入することで、人力施工と比較

し、日当たり施工量の増大、出来形のさらなる向上、および高い安全性を確保することができた。さ

らに材料の搬入ロットを大きくすることで、現場から排出される大量のごみの量が削減され、環境負

荷への低減にもつなげることができた。 

今後は供用性を調査するとともに、さらなる施工機械・方法の改良改善に努めたいと考えている。    

以上 
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写真-3 電気式溶解釜 

写真-4 塗布機 


