報 告

第５回 舗装の維持修繕に関する国際会議（MAIREPAV5）に参加して
上野

ˍȅ͉̲͛ͅ

千草＊ 石田

樹＊＊ 丸山

記美雄＊＊＊

ນȽˍȁอນაତ
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10 ✬

Control：第５回舗装の維持修繕に関する国際会議）が、

䊑䊤䉳䊦

7✬

アメリカのユタ州パークシティにて開催されました。

䊘䊦䊃䉧䊦

6✬

本会議は、第１回の1999年のブラジル開催から、２

บḧ

5✬

年おきに、第２回アメリカ、第３回ポルトガル、第４

㖧࿖

5✬

回北アイルランドで行われており、今回が５回目の開

䉟䉺䊥䉝

5✬

催となっています。

䉟䉩䊥䉴

3✬

䉟䉴䊤䉣䊦

1✬

ネージメントに関する研究や取り組みについて、世界

䉲䊮䉧䊘䊷䊦

1✬

各国の大学関係者、技術者および道路管理者などから

䉝䉟䉴䊤䊮䊄

1✬

82編の論文発表がありました
（ນȽˍ）
。このうち、日

䉥䊤䊮䉻

1✬

本からの発表は10編であり、開催国のアメリカに次ぐ

䊃䊦䉮

1✬

報告数となりました。

ว⸘

82 ✬

2007年８月８日から10日の日程で、MAIREPAV5
（The Fifth International Conference on Maintenance
and Rehabilitation of Pavements and Technological

この会議では、舗装の維持管理や、リサイクル、マ

当研究所からは、寒地道路保全チームの石田（総括
主任研究員）、丸山
（主任研究員）、上野（研究員）の３
名が参加いたしました。
ˎȅ݈ٛٽါ
本会議は、2002年のソルトレイクシティ冬季オリン
ピックの際にスキーのジャンプ競技が行われたオリン
ピックパークの近くにあるグランドサミットリゾート
ホテル
（ৢ૯Ƚˍ）で行われました。
開会式の会場の様子をৢ૯Ƚˎに、主な会議日程を
以下に示します。

ৢ૯Ƚˍȁ݈ٛٛા͈ΈρϋΡηΛΠςΖȜΠγΞσ
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【会議日程】
８月８日
13：00 〜 14：40

ワークショップ

（アスファルトバインダと改質剤について）
15：00 〜 17：00

ワークショップ

（リサイクル技術について）
８月９日
８：00 〜９：00

開会式

９：00 〜 12：00

基調講演

13：00 〜 17：20

一般セッション

８月10日
８：00 〜 14：40

一般セッション

14：40 〜 15：00

閉会式

ৢ૯Ƚˎȁٳ͈ٛٛા͈အঊ

ນȽˎȁ๊֚ΓΛΏοϋ͈ඤယ

ˏȅ݈ٛඤယ

㪘㪅㪈

䉝䉴䊐䉜䊦䊃⥩ⵝ᧚ᢱ

第１日目は、アスファルトバインダと改質剤に関す

㪙㪅㪈

䉮䊮䉪䊥䊷䊃⥩ⵝ᧚ᢱ

るワークショップと、舗装のリサイクル技術に関する

㪚㪅㪈

⥩ⵝ᭴ㅧ

㪘㪅㪉

䉝䉴䊐䉜䊦䊃⥩ⵝ䈱䊌䊐䉤䊷䊙䊮䉴䊝䊂䊦

㪙㪅㪉

䉮䊮䉪䊥䊷䊃⥩ⵝ䈱䊌䊐䉤䊷䊙䊮䉴䊝䊂䊦

㪚㪅㪉

⥩ⵝ䈱⚻ᷣ⹏ଔ

基 調 講 演 で は、 米 国 連 邦 道 路 庁 の Peter J.

㪘㪅㪊

䉝䉴䊐䉜䊦䊃⥩ⵝ䈱ୃ❲

Stephanos 氏から、SHRP2の概要について紹介があり

㪙㪅㪊

䉮䊮䉪䊥䊷䊃⥩ⵝ䈱ୃ❲䈫䊥䉰䉟䉪䊦

ました。SHRP とは戦略的道路研究計画の頭文字を

㪚㪅㪊

⥩ⵝ䈱⹏ଔ

と っ た も の で、 前 計 画 で あ る SHRP1は1988年 か ら

㪘㪅㪋

䉝䉴䊐䉜䊦䊃⥩ⵝ䈱䊥䉰䉟䉪䊦㪈

㪙㪅㪋

㛍㖸䈫ోᕈ

㪚㪅㪋

䊙䊈䊷䉳䊜䊮䊃

更新）、Reliability（定時性）
、Capacity（交通容量）を

㪘㪅㪌

䉝䉴䊐䉜䊦䊃⥩ⵝ䈱䊥䉰䉟䉪䊦㪉

戦略的検討分野として位置づけ、現在，2009年度まで

㪙㪅㪌

ૐⅣႺ⽶⩄䈱⥩ⵝ᧚ᢱ

の205百万 US ドルが予算承認され数多くの研究プロ

㪚㪅㪌

੍㒐⊛⛽ᜬ

ワークショップがあり、活発な意見交換が行われまし
た。
第２日目の午前中に開会式、基調講演が行われ、引
き続き午後から一般セッションが行われました。

1993年に実施され、冬期路面管理の改善や新たな舗装
設計法として Superpave が主な成果として得られま
した。SHRP2では Safety（安全）
，Renewal（施設の

グラムが進行しています。舗装分野では，迅速な維持
補修工事を実現するため、舗装マネジメントシステム
の効率化、舗装維持作業の改善などに取り組んでいる
とのことで、今後これらの研究成果が続々と発表され
てくると思われます。
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一般セッションは、Ａ、Ｂ、Ｃの３会場で並行して
行われ、ນȽˎに示す計15のセッションにおいてそれ
ぞれ５〜６編の発表がありました。
本研究所からは、石田が１編、丸山が２編、上野が
１編の論文を発表いたしました。
石田は、B.4のセッションにおいて Using the Driving
Simulator to Evaluate Road Surface Roughness（ド
ライビングシュミレーターによる路面平坦性評価）と
題して発表を行いました
（ৢ૯Ƚˏ）
。この中で、路面
の縦断凹凸と快適性評価に関する報告を行いました。
丸山は、C.2のセッションにおいて、Life-cycle Cost
Analysis and Use Policies for Modified Asphalt
Pavement（改質アスファルト舗装のライフサイクル

ৢ૯Ƚˏȁന৽گහࡄ͈֥ݪอນ͈အঊ

コスト解析と適用範囲）
、C.4のセッションにおいて
Project-Level Use of Asphalt Pavement Management
Performance Curve（プロジェクトレベルでのアス
ファルト舗装供用性曲線の適用手法）と題して発表を
行いました
（ৢ૯Ƚː）
。前者では、改質Ⅱ型舗装によ
るライフサイクルコスト縮減効果とその適用手法に関
する検討の報告を行い、後者では、プロジェクトレベ
ルの舗装供用性曲線の作成手法に関する報告を行いま
した。
上 野 は、A.4の セ ッ シ ョ ン に お い て、Long-Term
Performance of Recycled Asphalt Mixtures in Cold,
Snowy Regions（積雪寒冷地における再生アスファル
ト混合物の長期利用）
と題して発表を行いました
（ৢ૯

ৢ૯Ƚːȁ܃५৽හࡄ͈֥ݪอນ͈အঊ

Ƚˑ）
。この中で、積雪寒冷地におけるアスファルト
舗装材料の繰り返し再生利用に関する室内試験結果を
報告いたしました。発表終了後に、日本におけるアス
ファルトバインダの再生方法に関する質問を頂きまし
た。

ৢ૯Ƚˑȁષࡄ͈֥ݪอນ͈အঊ
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ৢ૯Ƚ˒ȁιͼϋΑΠςȜΠ͈အঊ

ৢ૯Ƚ˔ȁVT!Ijhixbz!51͈အঊ

ৢ૯Ƚ˓ȁςϋάΛ·ٳटസঌ͈༷࢜ͬা̳ۭโ

ৢ૯Ƚ˕ȁVT!Ijhixbz!51͈Ⴙ࿂͈အঊ

ːȅΩȜ·ΏΞͻ͈အঊ

バスが走っており、自動車を持たない観光客でも、自
由に移動し、観光できる環境が整っていました。

パークシティは、ユタ州の州都ソルトレイクシティ
から車で１時間程南下したところにある人口7000人程

ˑȅΩȜ·ΏΞͻ͈ൽႹ

度の小さな町で、以前は炭鉱で栄えていましたが、現
在は大きなスキー場をいくつも抱える世界的に有名な
リゾート地となっています。

パークシティを縦断する US Highway 40（国道40
号）はৢ૯Ƚ˔のような片側２車線＋左折専用車線の

町の中心にある500メートル程のメインストリート

計５車線の平坦な道が続いており、交通量もさほど多

には、沢山のレストランやショップが並んでおり、街

くなく、初めてでも運転がしやすそうな印象を受けま

角には
（ৢ૯Ƚ˒）
、冬季オリンピックが開催されたこ

した。また、路面の状況は、ৢ૯Ƚ˕のような車輪走

とにちなんだ看板が見られました
（ৢ૯Ƚ˓）。

行部の走行方向へのひび割れが多く見られましたが、

このメインストリートを含む中心部と、それぞれの
リゾート地、郊外のショッピングモールは、広い範囲

補修がなされており、走行中不快に感じることはあり
ませんでした。

に点在していましたが、これらを結ぶ無料のシャトル
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˒ȅ̤ͩͤͅ

でき、また、違う文化に触れられ大変勉強になりまし
た。このような機会を頂いた事に感謝するとともに、

今回の国際会議で、発表や食事会を通して各国の研
究者や、日本の研究者の方々との交流を深めることが

上野

千草＊

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地道路保全チーム
研究員

50

石田

今回の会議で得られたことを今後の研究に役立ててい
きたいと思います。

樹＊＊

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地道路保全チーム
総括主任研究員

丸山

記美雄＊＊＊

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地道路保全チーム
主任研究員

寒地土木研究所月報

№654

2007年11月

