報 告

第６回道路および空港の舗装技術に関する国際会議
寒地道路保全チーム＊

ˍȅ͉̲͛ͅ

当研究所からは、丸山（主任研究員）、吉井（研究員）
、
および千葉
（研究員）が論文を発表しました。また、田

2008年７月20日から23日の日程で、第６回道路および

高
（上席研究員）が ICPT 組織委員を務め、石田（総括

空港の舗装技術に関する国際会議
（The 6th International

主任研究員）が Performance のセッションの座長を務

Conference on Road and Airﬁeld Pavement Technology、

めました。

以下 ICPT）が、社団法人土木学会の主催、独立行政
法人土木研究所、および独立行政法人港湾空港技術研

ˎȅ݈͈ٛඤယ

究所の共催で札幌市の札幌コンベンションセンターで
開催されました。会議にはアジア諸国の外、
アメリカ、

ˍȫȜίΣϋΈΓΛΏοϋ

ヨーロッパ、およびアフリカなどの20 ヶ国から、総勢

北海道工業大学の笠原篤 ICPT2008組織委員長、シ

211名の参加者がありました。舗装に関する総合的な

ンガポール大学の Tien Fang Fwa ICPT 委員長、お

国際会議が我が国で開催されるのは、初めてであり、

よび上田文雄札幌市長の開催挨拶（ৢ૯Ƚˍ、ˎ）で会

記念すべき会議となりました。

議が始まり、その後、東京電機大学の松井邦人教授と

ICPT は、この国際会議を通じてさまざまな国と地
域の技術者・研究者の間で道路、空港、港湾、鉄道な

フランス国立土木大学の Herve di Benedetto 教授か
ら基調講演がありました。

どの社会資本における舗装技術の情報交換を奨励する

松井教授からは「Structural Analysis of Pavement

ことによって、
開発途上国での舗装技術の開発を促し、

and its Backcalculation（逆解析による舗装の構造解

世界的な舗装技術の進歩を促進することを目的として

析）」と題して基調講演がありました。松井教授はア

います。

スファルト舗装の理論的設計法における研究を行って

過去の ICPT の開催地は、第１、２回がシンガポー
ル、第３回が北京
（中国）、第４回が昆明
（中国）、およ

おり、自ら開発した解析ソフトを用いた舗装体の弾性
係数の解析結果等の報告がありました。

び第５回がソウル（韓国）であり、今回の ICPT は初め
て日本で開催されました。
会議では大学関係者、技術者、および道路管理者な
どから100編の論文発表
（ນȽˍ）
がありました。
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Benedetto 教授からは、
「Advanced Constitutive Model
for Bituminous Materials : a Research Challenge for
Road Engineering（アスファルト材料の詳細モデル）」
と題して講演があり、アスファルト材料の疲労破壊に
関する様々な研究が紹介されました。アスファルト材
料は非線形挙動を示す材料であり、経年的に変化し、
線形モデルが適用できるのは限られた条件下のみであ
ることから、非線形性を考慮したアプローチを考える
必要がある等のアスファルト舗装の理論的設計法の課
題が指摘されました。
ˎȫ
୭ٜࠗ͂ଢ଼̳ͥͅ۾ΓΛΏοϋ
本 セ ッ シ ョ ン で は、解 析 − 経 験 的 舗 装 設 計 手 法

ৢ૯Ƚˎȁષനढ़ིঌಿ͈ٳटՕग़

（Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide、以
下 MEPDG）に関連した論文が多く発表されました。
MEPDG は従来使用されてきた経験的舗装設計手法で
ある AASHOT Guide の技術的制約を解消するために
米国で作成されたもので、
多様な設計条件への対応（気
温、水分量、新材料、実態にあった交通荷重など）、
ライフサイクルコストの考慮、力学理論をベースとし
つつ現地計測データによるキャリブレーションを加え
て地域性を反映、設計システムとしての各コンポーネ
ントが将来的改良を想定、などの特徴を持つ設計法で
す。この設計法をそれぞれの国および地域に導入する
ための研究として、
路床の支持力の地域性を気象区分、
土質および水分条件により評価したもの、FWD によ
るたわみ量計測を通年で行い、多層弾性理論による路

ৢ૯Ƚˏȁઐ֔ޗ͈࣒ܖ

床弾性係数の逆解析から季節変動を考慮した路床支持
力の評価を行うものなどがありました。解析手法に関
しては、多層弾性理論の逆解析による等方性材料と横
断的異方性材料の挙動比較を行ったもの、多層弾性舗
装構造への剛性載荷板による載荷の近似解析手法を導
出したものなどがありました。その他、３次元有限要
素法により、グルービングによるハイドロプレーニン
グ対策効果をグルービングの方向、幅、深さ、および
間隔について定量的に検証した研究が発表されまし
た。
ˏȫ
দࡑ͂ບ̳ͥ۾ͅثΓΛΏοϋ
このセッションではアスファルト舗装とコンクリー
ト舗装に関する論文が多く発表されました。

ৢ૯ȽːȁCfofefuup ޗ͈࣒ܖ

タイの研究者からは、排水性舗装のすべり止め対策
や排水効果の観点から施工が近年増加していること、
室内試験における排水性舗装の粒度分布の違いと排水
効果やすべり抵抗性の関係に関する報告がありました。
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シンガポールにおける空港舗装は、砕石マスチック
混合物
（SMA）が用いられ、滑走路にグルービングを
施工しなくても、十分なすべり摩擦係数を得られると
の報告があり、シンガポールにおける空港舗装の取組
が紹介されました。その他、コンクリート舗装の修繕
工法であるホワイトトッピングコンクリートパネルの
長期供用性に関するもの、アスファルト混合物温度を
低下させても品質を確保することが可能な中温化剤等
に関する発表などがありました。
ːȫ
ރဥෝ̳ͥͅ۾ΓΛΏοϋ
このセッションでは、施工管理および品質管理と供
用性能の関係について、施工時の粒度、温度などのバ

ৢ૯Ƚˑȁ܃५৽හࡄ͈֥ݪอນ

ラツキが供用性能へ与える影響を路面テクスチャ、密
度、空隙率、スティフネスにより検証したもの、現状

トの粘弾性の影響により、載荷時間が短い程大きな値

の品質管理指標とその範囲設定が供用性能に与える影

となることが報告されました。

響度合いを各種の疲労破壊基準を用いて検証したもの

韓国からは、路床土のレジリエントモジュラス試験

などが報告されました。また、路面性状将来予測に関

方法についての紹介がありました。韓国で使用されて

しては、LTPP（Long Term Pavement Performance）

いる路床土は NP（non-plastic）の砂質土、または塑性

データを用いてコンクリート舗装の平坦性予測モデル

指数５以下の材料が一般であり、韓国の路床土に適し

を開発したもの、わだち掘れ量増加の非線形性を考慮

た試験方法や推定式が提案されました。

したアスファルト舗装のわだち掘れ量予測理論を開発
したものなどが発表されました。
このセッションでは、丸山主任研究員が、
「プロジェ
クトレベルにおける舗装パフォーマンスカーブの開

その他にも、アスファルト材料の性状に関する研究、
アスファルト混合物の配合に関する研究、ファイバー
コンクリートの強度特性や疲労特性に関する研究、リ
サイクルに関する研究などが報告されました。

発」と題して、バラツキの大きい供用性データからロ
ジスティック曲線を用いて平均的曲線を求め、得られ

˒ȫ࠺୭̳ͥͅ۾ΓΛΏοϋ

た曲線をいくつかの確率に応じてシフトさせ、その中

日本からは、空港エプロンコンクリート舗装の修繕

から最適な曲線を求める手法について発表しました

工 法 と し て、 既 設 コ ン ク リ ー ト 舗 装 を ウ ォーター

（ৢ૯Ƚˑ）
。これにより、個別箇所の将来予測を、少

ジェットで切削後、特殊なフィニッシャーでコンク

ない供用性データ点数からでも求めることが可能とな

リート舗装を行うオーバレイ工法が紹介されました。

ります。

品質が良好であると共に、供用後についてもクラック
の発生が見られず、舗装表面は良好な結果であるとの

ˑȫ
ऺၳ̳ͥͅ۾ΓΛΏοϋ
材料に関するセッションでは34編の研究が紹介さ
れ、セッションの中で最多の発表がありました。
米国ではアスファルトにゴムの粉末を混合したアス
ファルトラバーが耐流動性やひび割れに対し、効果が

報告がありました。
韓国からは、コンクリート舗装の目地部に独自に開
発した目地を設置することにより、施工後初期に発生
する乾燥収縮や温度変化によるクラックを抑制するこ
とが可能であるとの報告がありました。

あるため使用されており、報告ではアスファルトラ
バーの供用後の耐久性について検討した結果が報告さ
れました。

˓ȫਘ̳ͥͅ۾ΓΛΏοϋ
米国ミシガン州立大学が、パキスタンの資金でパキ

ニュージーランドからは、室内試験において実施し
たアスファルト混合物のレジリエントモジュラス試験

スタンの道路の修繕方針に関するガイドラインを作成
中であり、その報告が興味を引きました。

についての研究紹介がありました。室内試験から得ら

パキスタンでは、道路の建設がめざましく進む一方

れた数値は、試験条件により影響を受け、アスファル

で、交通量の増加に伴い舗装の損傷も多く見られるよ
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うになってきており、舗装が比較的早期に損傷するの
は、設計から建設、そして維持管理にいたるまでのパ
キスタンの技術的な未熟さが背景にあり、その改善の
ため全般的なガイドラインの作成が求められていると
のことでした。現在作成中のガイドラインは、設計、
建 設、 追 跡 調 査、 評 価 の PDCA（Plan Do Check
Action）サイクルによって効率的に運用する作り方に
なっていました。また、修繕工法には、現場加熱再生
や現場常温再生などのリサイクル技術を中心に据えて
いること、クラックの種類や発生原因に応じて機能的
な破壊と構造的な破壊や程度を判断し、適用工法を選
定する流れとなっていることなども紹介されました。
ৢ૯Ƚ˒ȁ͈֥ݪࡄ֔อນ

日本よりも数十年前に維持修繕の時代を迎え、経験
を積んでいる米国の技術者が、現段階で理想的と考え
る維持修繕の形を知る上でわれわれとしても参考にな
る点があるものと考えられました。
このセッションでは吉井研究員が「積雪寒冷地にお
ける排水性舗装の路面損傷評価手法」と題して発表を
行いました
（ৢ૯Ƚ˒）
。排水性舗装では従来の路面性
状の評価手法をそのまま適用できないため、積雪寒冷
地における排水性舗装の損傷状態を的確に表す指標と
して、補修面積率による排水性舗装の評価手法の提案
を行いました。
˔ȫ
ۯၑΏΑΞθ̳ͥͅ۾ΓΛΏοϋ
香港国際空港では、舗装だけでなく諸施設のモニタ

ৢ૯Ƚ˓ȁ୷ဩࡄ͈֥ݪอນ

リングとデータの蓄積を行っており、マネジメントシ
ステムによって維持修繕計画の立案に役立てているこ
とが紹介されました。道路舗装のマネジメントシステ

このセッションでは、土木研究所舗装チームの久保

ムはよく聞く話ですが、空港舗装のマネジメントシス

上席研究員から、車道用透水性舗装に関する試験施工

テムはあまり聞いたことがなく興味を引きました。同

結果が発表され、２〜３年供用の結果、重交通条件下

空港では、2006年〜 2008年にかけて改質アスファル

であっても、砂質土では構造性能、雨水流出抑制性能

ト混合物によって滑走路表層の打ち替えが実施されて

とも問題は見られず、粘性土地盤であっても路床面か

いるとのことでした。

ら舗装体外に排水する等の設計を取ることにより、構

この他に、舗装の平坦性を予測する手法の開発、載

造性能を維持できるとともに、流出量ピークのカット、

荷重が舗装に与える損傷ダメージを定式化しようとす

流出の遅延等の雨水流出性能が確保されているとの報

る研究などの報告がありました。

告がなされました。
当研究チームからは、千葉研究員が「冬期における

˕ȫ
۪ޏ࿚ఴ̳ͥͅ۾ΓΛΏοϋ

排水性舗装のすべり抵抗性」と題して発表を行いまし

韓国からは凍上抑制層に関する研究が発表され、凍

た
（ৢ૯Ƚ˓）
。排水性舗装は、舗装表面の粗いテクス

上量や凍上により発生する応力を測定し、凍上と粒度

チュアにより、初冬期や晩冬期に発生するブラックア

分布、含水比、気温、および締固め度の関係について

イス路面条件下において、すべり抵抗値を増すことか

基礎的な研究が報告されました。

ら冬期路面対策としても有効であることを報告しまし

インドからは交通量の違いによる大気汚染と騒音値

た。

の予測方法による報告がありました。
52

寒地土木研究所月報

№665

2008年10月

ৢ૯Ƚ˔ȁͺΑέσΠठίρϋΠ͈ণख़

ৢ૯Ƚ21ȁཤഩޭނอഩਫ਼ષ໐ା౻͈৭କ༃ঔࢥ
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ˏȅΞ·ΣσΜͺȜ

た。視察を受け入れてくださった東亜道路工業株式会
社および北海道電力株式会社の各位に対し、記して謝

会議最終日の23日に67名が参加してテクニカルツ

意を表します。

アーが行われました。初めに札幌市内に東亜道路工業
が所有する再生率100％のアスファルト再生プラント

ːȅ̤ͩͤͅ

を訪問しました
（ৢ૯Ƚ˔）。リサイクル技術は大きな
テーマと認識されており、参加者からは熱心な質問が

今回の ICPT では、20 ヶ国から211名の参加者があ

ありました。洞爺湖畔の西山火山群を散策後、洞爺湖

り、海外で行われている舗装関係の研究について多数

展望台で記念写真
（ৢ૯Ƚ˕）
を撮り、午後に、京極町

の報告がありました。現在当研究チームが行っている

で北海道電力株式会社が進めている京極水力発電所の

研究テーマに参考になる発表も多く、有意義な会議で

建設サイトを視察しました
（ৢ૯Ƚ˕、21）
。同発電所

した。また、海外では、舗装に関する様々な研究課題

は北海道で初の純揚水式発電所で、上部調整池は極め

があり、今後の研究方針検討の際にテーマの参考とし

て厳しい積雪寒冷気象条件に耐えるため、アスファル

たいと思います。次回の開催地場所はタイのバンコク

ト表面遮水壁として我が国初の厚層舗装工法を採用

が開催予定となっており、機会があれば参加したいと

し、その施工基盤層には世界初となる水工フォームド

考えています。最後に本会議の運営と参加に際し、お

アスファルト混合物が用いられています。また、IT

世話になった関係者の方々に深く感謝いたします。

施工技術が積極的に取り入れられ、施工機械の自動制
御などにより合理化と施工精度向上を図っています。
参加者は非常に興味を持って説明に聞き入っていまし
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丸山

記美雄
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