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1. はじめに 

ひび割れやわだち掘れにより供用性の低下した路面を維持し、舗装の延命に繋げる予防的維持工法

として平成 19年に『加熱表面処理工法』を開発した。この加熱表面処理工法は、路上表層再生工法の

技術を応用した表面処理工法であり、舗装の構造的強度を改善するのではなく、路面供用性を回復さ

せ、更に舗装の延命に主眼を置いた維持工法である。 

近年、「予防的維持」の概念をもつ修繕工法は増加しており、特に道路の維持管理コストに多くの費

用を掛けることができない地方道では、供用性の回復を主目的に使用されている例も多い。予防的維

持工法においては、施工コストを抑えられる一方で、ポットホールやひび割れなどの路面破損が再発

することも多々あり、耐久性と合わせた長期供用性の評価も重要な課題であると考える。

加熱表面処理工法は平成 19 年の試験施工をはじめ、これまで 10 件以上の施工を実施してきた。最

初の施工からは約 8年が経過しており、本工法の耐久性ならびに供用性を評価するに十分な期間を経

過している。今回の報告では、これまでに施工した現場の路面調査結果より加熱表面処理工法の供用

性について一例を挙げ、他の予防的維持工法と比較して、施工時のコストだけでなく耐久性評価でも

有効な工法であることが提示する。 

2. 加熱表面処理工法の概要 

2.1 工法特徴 

 加熱表面処理工法は、既設舗装の加熱、添加剤散布、か

きほぐし、敷均し、転圧の工程からなる原位置再生型の表

面処理工法である（図－1、写真－1）。加熱した既設舗装を

掻きほぐし、補足材の新規アスファルト混合物を加えて現

場にて混合し新しい層を構築していることで，舗装表面の

軽微なひび割れやわだち掘れを解消し路面供用性を回復す

ることができる技術である。舗装再生便覧には、「路上表層

再生機等を使用した路面維持工法」と記述されており、リ

ミックス方式ならびにリペーブ方式のいずれにも対応でき

ることも特徴のひとつである。 写真－1 加熱表面処理工法の施工状況 
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図－1 施工の流れ 



2.2 施工機械 

加熱表面処理工法に用いる施工機械を表－1 に挙げる。

施工機械は、路面加熱に用いるヒーター車 2～4台と、添加

剤散布から敷均しまでをリミキサーで行い、転圧は通常の

舗装工事同様の転圧ローラを用いる機械編成となっている。

これら機械は、全て路上表層再生工法にて使用される機械

と同じものである。 

3. 試験施工内容 

3.1 試験施工概要 

 試験施工を行った個所の概要を表－2 に示す。現場は新

潟県村上市の国道 7号で交通量は N6相当である。加熱表面

処理工法を行う前の路面状況を表－3 に示す。舗装面はわ

だち掘れは 10～20mm 程度で走行に影響がでるほど大きく

なく、またひび割れもわだち部に沿った状態で多く発生し、

部分的には亀甲状のひび割れも発生している状態であった

が、ひび割れ率は 14％であり、大規模な補修をするには破

損度合いは軽度な状態であった（写真－2）。このため、当

初の補修工法としてはわだち部のひび割れを補修する薄層

のオーバーレイ工法を実施する計画であった。 

3.2 施工状況 

 試験施工時は気温 25℃以上あったため、路面の加熱効率

も高くヒーター車は 2台で施工が可能であった。仕上がり

路面は均一で一般的なオーバーレイと遜色ない仕上がりと

なっている。施工後の平たん性は 1.3 ㎜まで改善され車両

走行性も向上した路面となっていた。仕上がり状況を写真

－3に示す。 

4. 路面観察結果 

4.1 ひび割れの発生状況 

試験施工箇所については、平成 27 年 2 月時点で施工から 7

年 6か月が経過している。この間、施工区間は目立った破

損もなく、補修は一切されていない。 

わだち掘れも多少発生ししているが、最大で 1cm 度であ

り車両が走行するに問題はない。また、平たん性もよく現

段階でも良好な路面を維持している。 

ひび割れについては、やや進行している状態になってい

た。隣接に施工した薄層オーバーレイと合わせ、施工から

の経年的な路面状況変化を写真－4 に示す。加熱表面処理

表－1 加熱表面処理に用いる施工機械 

機械名 仕様 

小型路面

ﾋｰﾀｰ車

重量 5t 

寸法 728×237×197 

加熱方式 LPG 赤外線方式 

加熱能力 840Mcal/h（最大）

ﾘﾐｷｻｰ 

重量 19.5t 

寸法 755×475×255 

かき起こし幅 250～420cm 

表－2 試験施工概要 

施工日 平成 19 年 9 月 

施工場所 新潟県村上市 

施工規模
幅員(W) 3.5m 

延長(L) 200m 

交通量区分 N6

表－3 試験施工路面の路面状況（施工前） 

路面状況
わだち掘れ 10～20mm 

ひび割れ率 14.0% 

(施工前) 平たん性 2.3mm 

比較工区 わだち部ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

写真－2 施工前の路面状況 

写真－3 加熱表面処理工法の施工路面 



（施工 1年後） （施工 3年後） （施工 5年後） 

【加熱表面処理工法】 

（施工 1年後） （施工 3年後） （施工 5年後） 

【薄層オーバーレイ工法】 

写真－4 供用後の各路面の破損状況 

図－2 ひび割れ調査結果

工法は施工 3年ほど経過した時点で、車両走行

部にひび割れの再発が確認できた。その後、5

年、7 年と経過するうちに路面のひび割れは増

加していることが確認できた。 

一方、薄層オーバーレイの区間については更

に早い段階でひび割れが再発していることが確

認できた。施工から約 1年経過時に細かいひび

割れがみられ、3 年経過時点では車両走行部に

かなりの部分で発生している。更に 5年経過時

点ではオーバーレイ層が剥がれている部分も確

認できた。 

このひび割れの進捗をクラック率にて評価し

た結果を図－2 に示す。薄層オーバーレイにおいては、施工から約 3 年で施工前と同じ程度までひび

割れが再発し、その後、ひび割れが進行していることがわかる。また、写真－4 に示すようにひび割

れだけでなくオーバーレイ層が除雪等で剥がれる個所も増加している現状である。 

一方で、加熱表面処理工法では、約 7年でひび割れ率が施工前と同じ程度になったが、ひび割れ再

発の遅延効果が高く、耐久性の面で優れていることがわかる。今回の試験施工の路線においては、加

熱表面処理工法の耐久年数（延命効果）が 7年程度あり、薄層オーバーレイ工法よりも長く設定でき

る。 



表－4 リフレクションクラックの発生割合 

 施工前 3 年経過時 5 年経過時 7 年経過時

ひび割れ率 (%) 14.0 1.4 7.7 13.9 

全区間に発生した 

マスの数（個） 
548 67 322 600 

施工前と一致する 

マスの数（個） 
― 67 254 406 

ﾘﾌﾚｸｼｮﾝｸﾗｯｸ発生割合 ― 100％ 79％ 68％ 

4.2 加熱表面処理工法のリフレクションクラック発生に関する調査 

 上記のひび割れ率も同様に、路面スケッチを用いひび割れの発生状況について調査を行ってきた。

このスケッチを用い、施工前のひび割れ個所と供用年数経過後のひび割れ個所を比較することでリフ

レクションクラックの発生を調査することができた 

表－4 に供用からの各年数におけるリフレクションクラックの発生状況を示す。リフレクションク

ラックの発生割合は、施工した区間全体においてスケッチ調査にてひび割れを確認した個所のうち、

施工前にひび割れがあった個所と一致した場所をリフレクションクラックとして判定した。 

リフレクションクラック発生割合(%)＝
施工前と一致したマスの数（個）

全区間に発生したひび割れのマスの数（個）
×100 

供用年数ごとに調査したひび割れ状況からリフレクションクラックの発生割合を算出した結果を表

－4 に示す。この結果、供用初期のひび割れが発生し始め（供用 3 年後）において路面に発生してい

るひび割れは完全に、施工前のひび割れ位置と一致しリフレクションクラックであることがわかった。

またリフレクションクラックの発生した個所の多くは施工前のひび割れが大きい個所であった。 

一方で、供用から 5年経過時点ではリフレクションクラックでないひび割れが 2割程度あることも

確認できた。 

5. まとめ 

 加熱表面処理工法の長期供用性評価を通じ以下のことが確認できた。

 供用 7年の時点においても、目立ったポットホールやわだち掘れもなく車両走行性も良好な路

面を保持している。

 供用 7年経過時点で、施工前のひび割れ率とほぼ同等であり、薄層オーバーレイ工法と比較し

て、ひび割れ再発の期間は長くなっている。

 加熱表面処理工法に発生する初期のひび割れは、既設舗装のひび割れによるリフレクションク

ラックである。

 加熱表面処理工法は、舗装の延命を目的とした維持工法である。今回の長期供用性の評価を行った

ことで、本工法の耐久性ならびにライフサイクル面での優位性も検証できる。今後、道路管理に関わ

るコストだけでなく環境負荷の低減等も含め、今後の道路維持工法の一つとして有効な工法として活

用していきたいと考える。


