報 告

第10回 ICAP（International Conference on Asphalt Pavements）に出席して
田高
１．はじめに

表－１

平成18年８月12日〜 17日の日程で、カナダのケベ
ックコンベンションセンター（写真－１）にて第10回
ア ス フ ァ ル ト 舗 装 に 関 す る 国 際 会 議「10th ICAP
（International Conference on Asphalt Pavements）」
が開催され、北米と欧州諸国を中心とした22カ国から
約400人の参加者が集まり、アスファルト舗装に関す
る最新の研究や取組みが発表された。日本からは産、
官、学の各方面から合計24名の出席者（参加者リスト
より集計）があり、筆者らも参加する機会を得たので
ここに報告する。

淳＊

丸山

記美雄＊＊

会議の開催場所

開催回数（開催年）

開催場所（国名、都市名）

第 1 回（1962 年）

アメリカ、アナーバー

第 2 回（1967 年）

アメリカ、アナーバー

第 3 回（1972 年）

イギリス、ロンドン

第 4 回（1977 年）

アメリカ、アナーバー

第 5 回（1982 年）

オランダ、デルフト

第 6 回（1987 年）

アメリカ、アナーバー

第 7 回（1992 年）

イギリス、ノッチンガム

第 8 回（1997 年）

アメリカ、シアトル

第 9 回（2002 年）

デンマーク、コペンハーゲン

第10回（2006 年）

カナダ、ケベック・シティ

３．プレカンファレンス
本会議に先立ち、由緒あるラバル大学（1663年開校
のケベック神学校が発展）にて２日間の日程でプレカ
ンファレンスが実施された。プレカンファレンスでは
以下に示す項目に関して各国から発表がなされ、討議
が行われた。
・混合物配合設計と混合物の供用性
・Ｍ−Ｅ舗装設計
・舗装の非破壊調査と解析
・予防的維持
写真 -1 会議が開催されたケベックコンベンションセンター

・軽交通道路の設計とパフォーマンス
・舗装構造の評価
・加熱混合物の温度応力ひび割れ

２．会議の概要

・Ｍ−Ｅ設計ガイドの実施に関して
ア ス フ ァ ル ト 舗 装 に 関 す る 国 際 会 議（ICAP）は

筆者は、加熱混合物の温度応力ひび割れのセッショ

AASHO 試験道路での国際的な取組みをきっかけにし

ンに参加し、日本における低温ひび割れ研究に関する

て1962年に始まった会議で、表－１に示すように初回

発表と討議を行った（写真 - ２）。同じセッションの

以降５年に一回、近年では ISAP（International Society

発表内容ではアメリカの４つの大学（ミネソタ大、ウ

for Asphalt Pavements）の主催で４年に一度開催され

ィスコンシン大、アイオワ州立大、イリノイ大アラバ

ており、世界の舗装関係者の間では著名で歴史のある

マ）が2004年から開始した低温クラックに関する共同

国際会議と位置づけられている。

出資基金による研究の報告が目を引いた。この共同研

会議は２日間のプレカンファレンスが行われた後、
４日間の本会議が行われる形式で実施された。

究の目的は、ストアスや改質アスで作られた舗装の低
温時破壊抵抗性に関して適切に評価する手法を研究
し、Ｍ−Ｅ舗装設計法（Mechanistic-Empirical pavement
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design：力学的かつ経験的な設計法）を改善すること

み方が簡潔に把握できるものであった。

である。各機関が所有する既往のデータや解析結果を

一日目：基調講演（舗装のクラック；メカニズム、解析、

互いに共有し、実験室と実際のフィールドでの挙動の

緩和）

関係に関して共同で研究を実施しており、2004年から

二日目：加熱アスファルト混合物における功績と挑戦

2007年までの第一期間の間に室内試験における検討、

三日目：構造設計と舗装の供用性

2007年から2012年までの第二期間に現場における検討

四日目：舗装のリサイクル；適正なバランスを探して

を実施する計画とのことである。資金面と技術面の両
面における連携の下に研究が進められており、参考に
なった。
また、低温クラックに関する研究において混合物に
対する新たな試験が実施されており、その一部をここ
に紹介したい。一つは TSRST 試験（Temperature Stress
Restrained Specimen Test, AASHTO TP10-93）であ
り、長さ25cm ×φ６cm の円柱状供試体の上下端を
拘束し、周辺温度を一定速度で低下させて温度応力を
発生させ、破壊時の応力と温度を測定するものである。
次に、DCT 試験（Disk-shaped Compact Tension Test）
は、円柱コアに切り欠きをつけて、その両側に穴をあ
けて治具を入れて１㎜ /min で引っ張る試験である。

写真－３

全体講義の様子

これらの試験結果と現場の低温ひび割れとの関係性に
関する検討が進められていた。特に、TSRST 試験は
実際のひび割れ発生機構に近い合理的な試験方法と思

全体講演に引き続いて実施された研究発表は、以下
に示す５つのテーマに区分されていた。

われ、日本国内では実施事例を聞かない試験であるが

（１）アスファルト舗装材料の開発

興味深かった。

（２）舗装の新設および改築に対する構造設計技術
（３）舗装供用性
（４）舗装の調査と解析
（５）ハイウェイの運用
各々のテーマに関する発表件数と割合を図 - １に示
す。発表総数で179件、その内、アスファルト舗装材
料の開発や材料の評価試験に関する報告と舗装の構造
設計に関する報告が半数以上を占め、特に興味を引い
たのは AASHTO から2002年に発表された舗装の力学
的経験的設計法（Mechanistic-Empirical design method）
に関係する報告に代表されるように、世界的にも理論
的設計手法の導入と性能規定化の方向性を志向して材

写真－２

田高上席研究員の発表

料評価

試験や設計方法の研究が活発に実施されてい

る点であった。
４．本会議（全体講演と研究発表）
本会議は、毎日午前に全体を対象とした講演が行わ
れ、その後、５つの部屋に分かれて同時並行で研究発
表が行われる形式であった。

ハイウェイの
運用
14件、8%
舗装の
調査と解析
22件、12%

舗装供用性
36件、20%

全体を対象とした講義の項目を以下に示す。講演は

舗装の
構造設計技術
30件、17%

テーマに沿った世界各国の取組みを講演者が包括的に
述べる形式で進められ、世界各国の研究状況や取り組
78

アスファルト
舗装材料の開発
77件、43%

図－１

発表テーマ別割合
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５．展示会場
展示会場は会議が行われたケベックコンベンション
センターの広間に設けられており、ケベック州政府や
民間企業など18機関による展示が行われていた（写真
－４）
。各機関の新技術や、小型ＦＷＤや自動 DCP 試
験機、プロファイラなどの試験機械が展示されていた。
展示会場では、展示ブースと朝食や昼食を採るため
のテーブルが同じスペースに隣接して設けられてお
り、
展示ブースの活性化を図るための工夫と思われた。

写真－６

ケベック州担当者のスライドより

低温クラック発生の防止は容易ではないことが推測さ
れる。
７．ケベック・シティについて
会議が開催されたケベック・シティはカナダ東部の
ケベック州の州都で、北米唯一の要塞都市であり、
1985年に世界文化遺産に認定されている。そのためも
写真－４

展示会場の様子

あると思われるが、街並みは非常に美しくて清潔で、
街全体が穏やかで落ち着いた雰囲気に包まれており、

６．ケベック・シティ近郊の舗装について

歴史を感じられるすばらしい街であった。私だけでな
く、日本からの会議出席者の方々は皆同様の良い印象

ケベック・シティ近郊の舗装の状態であるが、道路

を持たれたようである。

横断方向に発生する低温クラックはどの道路を走って
いてもごく普通に見られた。写真－５のような損傷や
極太のひび割れもクラックシール等の処置もなされず
放置されており、それが至るところに確認できた。ケ
ベック州担当者の発表（写真－６）によれば、年間の
寒暖差は60℃、日較差が30℃、
氷点下30 〜 40℃になり、

写真－７ ケベックのシンボル、シャトーフロントナック
８．おわりに
次回2010年の開催地は、会議期間中に開催された理
写真－５
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事会において、日本と中国の決選投票が行われた結果、
79

日本の名古屋での開催が決定した。開催誘致に向けて
ご尽力された日本道路協会、
土木学会舗装工学委員会、

となることを期待している。
最後に、貴重な発表の機会を頂いたことを関係各位

土木研究所つくば中央研究所、日本道路建設業協会、

に感謝申し上げるとともに、今回得られた情報を積雪

愛知県庁の関係各位のご努力に敬意を表するととも

寒冷地の舗装研究に役立てていきたいと考えている。

に、国内の舗装関係者にとっても非常に有意義な会議

田高
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