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平成21年9月12日〜13日の日程で､ 中国西安市の西
安延煉商務ホテルにて､ 第5回日中舗装技術ワークショッ
プ ( 5th China/Japan Workshop on Pavement Technologies )
が開催された｡ 当研究所から安倍と丸山が研究発表を
行う機会を得たのでここに報告する｡


本ワークショップは､ 日中両国の舗装に関する研究
成果を互いに発表し議論することで両国の舗装技術者
が抱える問題点の解決に寄与する目的で､ 第1回上海
(2001年)､ 第2回東京(2003年)､ 第3回南京(2005年)､
第4回札幌(2007年)と日中交互に隔年開催されている｡
今回は第5回目で､ 社団法人土木学会と長安大学の主
催､ 中国公路学会､ 同済大学､ 東南大学､ 長沙理工大
学､ 重慶交通大学､ 哈爾濱工業大学､ 華南理工大学､
中国交通部高速道路研究所の協賛で運営されている｡
参加者は､ 日中双方の大学関係者を中心に､ 建設会
社や道路管理者などから日本側25名､ 中国側81名であっ
た｡ また､ 今回は韓国からの出席者5名も加わった｡
論文発表数は時間と会場の制約があり､ 最終的に日本
側17本､ 中国側17本の発表に絞られたが､ 中国側から
は100編を超える論文投稿があり盛況であった(

)｡
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はじめに､ 日本､ 中国､ 韓国のそれぞれの国の状況
を総括する基調講演があった｡ 日本からは､ 八谷土木
学会舗装工学委員長が舗装標準示方書に関する講演を､
中国からは､ 長安大学の沙教授が中国で広く使用され
ているセメント安定処理路盤の設計法に関する講演を､
韓国からは､ ソウル国立大学の朴教授が韓国版スマー
トハイウェイ構想に関する研究計画の講演を行った｡
日本の講演は､ 平成19年に土木学会から発刊された
｢舗装標準示方書｣ の内容を紹介したもので､ 日本の
舗装設計が､ CBR法などの従来の経験的手法から､
力学的かつ経験的な設計手法へ移行する方向を模索し
ており､ その考え方の基本を示したものが ｢舗装標準
示方書｣ であることを紹介した｡ これに対して中国側
から､ 実際の現場における力学的・経験的設計法の使
用状況に関する質問や､ 従来の経験的な手法と力学的
な手法との間の整合性が取れているか否かについて質
問があった｡ 中国側も､ 力学的・経験的設計手法の活
用を視野に入れているものの､ 実際の現場での適用に
ついて課題があると認識しており､ 互いに共通の認識
を持っていると考えられる｡
中国の講演は､ 中国の高速道路で広く採用されてい
るセメント安定処理路盤に関する研究開発状況を紹介
したものであった｡ 中国の高速道路の舗装路面は､ ア
スファルト舗装路面が約95％､ コンクリート舗装路面
が約5％を占め､ アスファルト舗装断面では､ セメン
ト安定処理路盤を採用しているケースがほとんどであ
る｡ セメント安定処理は初期建設コストが安価である
ために採用されているが､ セメント安定処理路盤には
3つの大きな問題点があると指摘されている｡ それは､
クラックの発生､ エロージョンの発生､ 長期供用性の
低下の3つである｡ これらの問題を解決するための研
究が中国では行われており､ 材料の配合設計と､ 材料
の組成や粒度を適正にコントロールすることが重要で
あるとの知見が得られていることが報告された｡
韓国の講演は､ 2007年から2017年の計画期間で1億
ドルの研究費を投じて実施されているスマートハイウェ
イ計画の内容を紹介したものであった｡ IT分野を中心
とした目覚しい技術の発展がある一方で､ 道路分分野
では新技術の活用が遅れ産業別の発展程度にギャップ
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があると韓国では認識されており､ このギャップを埋
めて道路分野に革新をもたらそうというコンセプトの
ようである｡ 道路のユビキタス化､ 車のインテリジェ
ント化､ 既に確立されているpassive型の安全支援技術
から進めてActive型の安全支援技術の活用､ インテリ
ジェントロードの構築､ 持続可能性のある道路の構築
を進めるというもの｡ 舗装面においては､ 安全で静穏
な舗装や環境にやさしい舗装の開発を念頭においてお
り､ 具体的な例としては､ 連続鉄筋コンクリート版ベー
スの上にSMAと排水性混合物の中間的な性質を有す
る混合物層を配したコンポジット舗装が有望と話して
いた｡ この計画を推進することにより､ コストを10％
程度削減し､ 国際競争力を高める効果があるとしてい
る｡

本会議は､ 1つの会場で以下に示す6つのセッション
に区分して研究発表が行われ､ 個々の発表に引き続い
て質疑応答が行われる形式で進行された(
)｡ 会
議は各々の母国語を使用し逐次通訳を中心に､ 英語も
交えて進められた｡
1) アスファルト舗装 6編
2) 設計と評価 7編
3) バインダと混合物 6編
4) コンクリート系舗装 4編
5) 粒状材料 5編
6) 新技術・新材料 6編
当研究所からは､ 丸山が ｢Long-term performance
of recycled asphalt in cold, snowy regions｣ と題して､
繰り返し再生を行ったアスファルトの低温性状の変化
に関して､ 安倍が ｢A study of winter road surface
measures at airports in cold, snowy regions｣ と題して､
積雪寒冷地の空港舗装における冬期路面対策に関して
発表を行った(
)｡ また､ 丸山は第1セッショ
ンの座長を､ 安倍は第3セッションの座長を務めさせ
ていただき､ 貴重な経験をすることができた(

)｡
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ワークショップにおける中国側の発表の中からいく
つかの話題を紹介したい｡
[中国の高速道路整備状況について]
現在の中国の高速道路網計画は ｢7918網｣ と名づけ
られており､ 首都北京から7本の放射状道路､ 中国国
土を南北に縦断する9本の道路､ 横断する18本の道路
によって人口20万人以上の319都市を連結する高速道
路網を構築するもので､ 総延長は約8.5万kmを計画し
ている｡ 2年前の前回のワークショップ時点での整備
延長は4.7万km(2006年末値)と報告されていたが､ 今
年は既に整備延長が7.5万kmに達しており､ 2011年に
次回のワークショップが開催されるまでには計画の8.
5万kmを超え10万kmに達する見込みであると報告さ
れていた｡ ちなみに2000年末の整備延長は1.6万km程
度だったようなので､ 9年足らずの間に5.9万km､ 年
平均すると0.65万kmの高速道路を建設したことにな
る｡ 日本の高速道路の総延長は約0.95万km(2008年度
末値､ 一般国道自専道を含む)なので､ 毎年日本の高
速道路延長に匹敵する延長が作られているという状況
で､ 道路インフラの整備を急激に進めていることが伺
える｡
[セメント安定処理路盤について]
先述したように急速に高速道路が構築される中で､
初期コストが安価であるため中国全土で採用されてい
るのがセメント安定処理路盤である｡ 初期建設コスト
が安価なことがメリットであるが､ 問題点も顕在化し
つつあり､ クラックの発生､ エロージョンの発生､ 長
期供用性の低下の3つの問題点を解決するための研究
が複数報告された｡ 骨材の粒度分布や材質､ セメント
添加量やセメント粒子の粒径に配慮して適切に配合設
定を行うことで､ 収縮ひび割れや凍結融解や水に対す
る抵抗性を高めることができ､ 例えば､ ギャップ粒度
を採用する､ 0.075mmふるい通過量に着目して細粒分
を少なくする､ セメント粒子の粒径が30μmより小さ
くするなどの方法が効果的と報告された｡
なお､ 寒冷な地域ではアスファルト安定処理の方が
セメント安定処理よりもひび割れなどの損傷に対する
リスクが少ないことは中国の技術者も認識しつつも､
コスト面からほぼ中国全土においてセメント安定処理
路盤が採用されているとのことである｡ 北海道以上に
寒冷な中国チベット地域では､ セメント安定処理路盤
であるためにクラックやポットホールが発生している
ことから､ 砕石路盤を採用することによってこの問題
を解決しようとする研究も紹介されており､ 成果が確
認できたと報告されていた｡ ちなみに､ 日本を代表す
る寒冷地である北海道においては､ セメント安定処理
路盤の使用を控えてきた経緯があり､ アスファルト安
定処理路盤を採用している｡ セメント安定処理路盤が
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中国全土でどのような供用性を示すのか､ 中国の高速
道路舗装の今後の推移を見守っていく必要がある｡
[中国の標準的なアスファルト舗装断面について]
2005年頃までの標準的な舗装断面構成は､ 瀝青層が
14〜18cm､ セメント安定処理路盤層30〜50cmであっ
たが､ 2005年以降は瀝青層18〜33cm､ セメント安定
処理路盤層30〜50cmと瀝青層を厚くする設計に変更
されたとの報告があった｡ これは中国経済の好転を背
景とした変更であるとの説明がなされた｡ つまり､ 瀝
青層の厚さは厚いほど疲労耐久性等が高いのは自明な
ので厚くしたいが､ 瀝青材料は高価であるため従来は
極力薄くする設計であったが､ 経済発展に伴い余裕が
でき､ 適正と思われるレベルまで厚さを確保できるよ
うになったということのようである｡ ちなみに､ 北海
道の国道においては､ 瀝青層厚は交通量に応じて12〜
35cm程度となっている｡
[現行の設計法と力学的設計法への取り組み状況]
現行の中国の舗装設計方法は経験的な手法である｡
しかし､ 今後は中国においても力学的な手法を導入す
ることが視野に入れられており､ 舗装材料のスティフ
ネスや疲労特性などの力学的特性を実験や現地計測や
解析によって把握しようという取り組みが報告されて
いた｡ 特に注意を引いたのは､ 実物大の促進載荷試験
装置によって､ 舗装にわだち掘れや疲労破壊を発生さ
せてデータを取る研究が報告されていた点である｡ 中
国ではこのような実物大の促進載荷施設の導入が近年
進められており､ 力学的な舗装設計を行うための研究
設備も急速に整いつつある｡
[再生アスファルトについて]
中国側からの再生アスファルトに関する報告は､ 路
盤材に適用する事例の報告が1件あっただけで､ アス
ファルトの再生技術は中国では将来的な課題であり､
当面は新設技術に主眼が置かれている印象を受けた｡



今回のワークショップでは現場視察がなく､ 空港〜
ホテル間とホテル近郊の道路舗装を移動中に確認した
だけであり､ 技術的な確認はとれていないが興味を引
いた点を以下に述べたい｡
西安の冬の気温は-5〜-10℃くらいと札幌と似た気
温であり､ 路面には低温クラックの発生が確認できた｡
表層混合物の種類は､ 密粒系が主体であるが､ ところ
どころでSMAと思われる混合物が使用されていた｡
高速道路の平坦性は､ 供用開始後それほど年数が経っ
ていないためか､ 良好で申し分ない｡ 中国の高速道路
は基本的に有料で､ に示すような料金所ブース
が存在し､ 西安市内から空港に向かう高速道路区間で
はETCレーンも見られた()｡
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ダンプやトレーラーなどの大型車の割合は市内部､
高速道路区間ともに低く､ 目測で10％以下と思われ､
大半は普通乗用車であった｡ しかし､ 中国人の会議参
加者に聞くところ､ 輪荷重が10tを超えるような過積
載車両がちらほらみられ､ これが舗装に大きなダメー
ジを与えることが問題となっているようである｡
交差点などの結節点の交通制御方法は､ 日本や欧米
でも見たことがない､ 初めて見る独特なものに感じた｡
欧米を参考しているのかラウンドアバウト形式も多く
見られたが､ それ以外の平面交差点でも信号は少なく､
割り込み､ 横断を許容しながら､ 車の流れを止めずに
方向転換をさせる道路構造がとられていた｡ これだけ
では説明になっていないが､ 実際どんなルールに基づ
く交通制御方法なのか､ 私自身いまだに分からないの
が正直なところである｡
今回のワークショップには大学の学生達も多く聴講
しており､ ホスト役の長安大学の方に聞いたところ､
高速道路コースに所属する学生だけで400人程度いる
とのことであった｡ 構造系コースなどの日本で言う土
木工学系の学生はそれとは別にいるとのことで､ 土木
工学系の学生数が多い｡ 高速道路整備延長の伸びも急
激であるが､ それを支えるための技術者も急激に養成
しているようで､ 舗装に関係する研究者も多い｡ こう
いった面からも中国の勢いが感じられた｡




会議に出席し､ 両国の舗装研究状況を把握し､ 道路
新設ラッシュなどの活気に溢れる中国を目の当たりに
する貴重な機会を頂いたことを関係各位に感謝したい｡
今回得られた情報を積雪寒冷地の舗装研究に役立てて
いきたいと考えている｡ 次回は日本で行うことは決まっ
ているが､ 詳しい開催地はこれから両国間で協議する
こととなっている｡ 次回までに中国の道路事情がまた
どのように変化しているのか､ 興味深いところである｡

丸山
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