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第11回アスファルト舗装に関する国際会議（International Conference on
Asphalt Pavements、ICAP）に参加して
丸山

記美雄＊
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政行＊＊

石田

樹＊＊＊

安倍

隆二＊＊＊＊

宏二＊＊＊＊＊

三田村

ICAP は、ICSDAP（International Conference on the

１．はじめに

Structural Design and Asphalt Pavement、アスファ
平成22年８月１日～６日の日程で、名古屋国際会議

ルト舗装と構造設計に関する国際会議）とも言われて

場
（写真－１）
にて第11回アスファルト舗装に関する国

おり、舗装の構造設計や評価が主なテーマであり発表

際 会 議「11th ICAP（International Conference on

論文もそれに関係するものが多かった。しかし、環境

Asphalt Pavements）」が開催され、北米と欧州諸国

に対する国際的関心の高まりを背景に、今回は構造設

をはじめアジア諸国やアフリカ諸国など40カ国から、

計などに加えて、CO2低減や騒音低減やヒートアイラ

アスファルト舗装に関する最新の研究や取組みが約

ンド対策といった環境面に対する論文が多く加わった

290件発表された。参加者は合計で約640名、地元であ

ことが特徴といえる。

る日本からは産、官、学の各方面から多くの参加者が

もう一つは初のアジア開催で、アジア諸国の舗装技

あり、当研究所からは筆者ら５名が参加する機会を得

術者が多く参加した点である。過去の会議開催地は表

たのでここに報告する。

－１に示すように北米大陸とヨーロッパに限られてお
り、先進諸国の会議という色彩があったように思うが、
今回は初のアジア・日本での開催であり、東南アジア、
中央アジアや西アジア諸国からの参加者や論文発表が
見られた点が特筆される。道路資本整備が遅れていた
アジア諸国が道路整備に力を入れ始め、北米やヨーロ
ッパの舗装技術者の関心がアジア各国に向かっている
ことが背景にあると思われる。
会議は初日に特別セッションであるアジアセッショ
ンが行われた後、４日間の論文発表セッションが行わ
れ、最終日に現場視察が実施された。
表－１

写真－１

会議が開催された名古屋国際会議場

２．会議の概要
アスファルト舗装に関する国際会議
（ICAP）は
AASHO 試験道路での国際的な取組みをきっかけにし
て1962年に始まった会議で、表－１に示すように初回
以降５年に１回、近年では ISAP（International Society
for Asphalt Pavements）の主催で４年に一度開催され
ており、世界の舗装関係者の間では著名で歴史のある
国際会議と位置づけられている。
今回の会議の特徴としては、２つあげることができ
る。一つは、環境をテーマに掲げた点である。従来の
48

会議の開催場所
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に見れば際立って良い数値とのコメントがあり、リサ

３．アジアセッション

イクルのお手本として誇ってよい。遮熱性舗装、遮熱
本会議に先立ち、アジアセッションと題して、アジ

塗料なども国外では見られない技術である。

ア諸国の道路整備の現状や舗装技術の状況について報
告と議論が行われた（写真－２）
。

４．本会議（全体講演と研究発表）

まず、アジアの国々の道路整備状況に関して、イン
ド、イラン、カザフスタン、キルギス、ベトナムの交

本会議は、毎朝全体を対象とした講演が行われ、そ

通省副大臣や長官など道路政策を担当する公的機関幹

の後、６～７つの会場に分かれて同時並行で口頭発表

部からの発表が行われた。これらの諸国の道路整備状

とポスター発表が行われる形式であった。

況は現状ではまだまだ遅れてはいるものの、国の将来
のために高速道路網整備に力を入れている状況が窺え
た。特に、ヨーロッパから中央アジアや東南アジアを
網羅して中国、韓国、日本に至る連続した高速道路網

（1）全体講演
全体を対象とした講演の項目を以下に示す。
一日目：基調講演（アスファルトが人体の健康に

の構築という全体像を意識しつつ各国が道路網の整備

与える影響調査報告）

を進めている点が印象に残った。よく言うアジアハイ

二日目：環境

ウェイ構想なのであるが、恥ずかしながら全体の完成

三日目：道路の安全

にはまだ遠い“構想”の域の話と思っていたが、各国

四日目：低コストの道路建設技術

の具体的な整備年限やデータに接する機会となり、認

まず一日目の基調講演であるが、国際がん研究機関

識を新たにした。既に“実施”のステージに入ってお

（International Agency for Research on Cancer、

り、そう遠くない未来に主要な骨格が完成するのだろ

IARC）などで疫学的なアプローチによって研究が進

うと感じた。ルートの中には寒冷地や山岳部などの積

められている、アスファルトからの排煙や飛沫が人体

雪地域も含むわけで、当研究所の技術が役に立つ場面

に与える影響について、全米アスファルト協会（Asphalt

もあるのではないかと思われた。

Institute、通称 AI）の Arp 氏から現在までに得られた

続いて、環境に配慮した舗装技術の取り組みに関し

知見が報告された。IARC の調査ではアスファルトの

て、シンガポール、韓国、中国、日本、オーストラリ

有害性は疫学的には確認できないとの結果が得られて

アの舗装技術者から発表が行われた。各国でリサイク

おり、舗装工事などで使用するアスファルトが人体に

ル技術や CO2排出抑制技術などの環境課題に関わる研

悪影響を及ぼすことは無いというのが現段階での見解

究開発が進められており、舗装分野において環境への

とのことであった。なお、このような疫学的追跡調査

配慮が重要であることは共通認識であることが確認で

には年数を要し現在も研究は継続中であるので、今後

きた。ちなみに、環境面では日本の舗装業界は進んで

も舗装業界として調査研究に協力していくとの報告で

いるし独特の技術がある。例えば、日本のアスファル

あった。

ト塊の再生利用率は約98% であるが、これは国際的

二日目以降の講演は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み方が簡潔に把握できるもので
あった。環境をテーマにした講演では、オランダから
発表があったロールペーブ（Rollpave）が面白い技術で
ある。ロールペーブの施工状況を写真－３に示す。透
水性かつ弾性的なアスファルト混合物をあらかじめロ
ール状に成型しておき、既設の路面上にあたかもカー
ペットを敷き広げるように敷設し、電磁誘導技術を応
用して接着層を加熱し接着を確保して舗装を完成させ
るという工法である。交通流の速度80km/h 時の騒音
低減が8dB（A）程度と従来の排水性舗装よりも高い効
果を示し、プレハブ方式なのですばやい施工性と、均

写真－２
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質かつ高品質で高い耐久性を有すると報告があった。
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2000年代初頭から研究開発が進められており、技術的
な改善も進み試験施工が行われているが、トータルの
舗設延長は数キロ程度となっている。その他、ライフ
サイクルでの CO2排出算定に関する取り組みや常温混
合物に関する報告がなされた。
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道路の安全については、排水性舗装などの舗装混合
物や舗装路面の処理によってすべり摩擦係数が改善
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し、事故発生率が低下した事例やその評価方法などに
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ついて、日本、イギリス、ポルトガルから報告がなさ
れた。

図－１

発表テーマ別割合（口頭発表）

低コストの道路建設技術については、オランダから
粒状材料の簡易な評価方法について、フィンランドか
ら常温の補修材について、日本からセメントフォーム
ドアスファルト安定処理技術についての報告があった。
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図－２

発表テーマ別割合（ポスター発表）

当研究所からは熊谷上席研究員と三田村研究員が
「積雪寒冷地における再生アスファルトの長期特性」
（写真－４）、石田総括主任研究員が「心拍数の変化に
基づく舗装の乗り心地評価」、丸山主任研究員が「ア
スファルト舗装の疲労寿命予測手法の評価」と題して
写真－３

ロールペーブの講演スライドより

（2）研究発表
（論文発表とポスター発表）
全体講演に引き続いて実施された口頭発表とポスタ
ー発表は、
以下に示す７つのテーマに区分されていた。

論文発表を行い、安倍主任研究員が「寒冷地域の舗装
設計の構造評価」および「積雪寒冷地における排水性
舗装の耐久性機能向上に関する研究」についてポスタ
ー発表を行った（写真－５）。また、石田総括主任研究
員はセッションの座長を務めた。

１）環境と安全
２）舗装の構造設計と路面設計
３）舗装材料
４）建設技術
５）マネジメント
６）低コストの道路建設技術
７）先進的な技術
各々のテーマに関する口頭発表とポスター発表の件
数と割合を図－１および図－２に示す。口頭発表総数
で237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
報告が約６割、環境や安全に関するものが約２割程度
とこれらで全体の８割程度を占めている。ポスター発
表も似たような比率構成である。
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写真－４

熊谷上席研究員の発表
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ることができる。
カナダのウォータール大学から発表された論文で
は、永久舗装断面２種類と通常舗装断面の３断面につ
いてアメリカ連邦交通道路局 FHWA の MEPDG モデ
ルによる構造評価を実施し、疲労ひび割れ耐久性の高
さを検証している。また、解析期間を70年としたライ
フサイクルコスト解析の結果、永久舗装は通常舗装に
比べて利用者費用を大きく削減できるという結果が示
されていた。永久舗装は通常舗装に比べて全層打換を
必要とせず、切削オーバーレイなど軽微な処置で長期
間供用可能であるため、ライフサイクルコストが少な
くなるようである。ウォータール大学などのグループ
写真－５

安倍主任研究員のポスター発表

の研究では、永久舗装にリッチボトムミックス（Rich
Bottom Mix）を使用している点も特徴である。リッチ

口頭発表およびポスター発表はいずれも興味深い内

ボトムミックスとは、アスファルト混合物層の最下面

容であったが、ここではいくつかの発表に絞って概要

（ボトム、Bottom）に使用する混合物を、通常使用さ
れる混合物よりもアスファルトリッチ（Rich、アスファ

を紹介したい。

ルト量が多い）な配合としたもので、このことによっ
て疲労抵抗性がより高まり舗装の疲労破壊を防ぐとい

ａ）力学的設計手法
欧米諸国を中心に、従来の経験的な舗装設計法から
力学的経験的設計法への転換が模索されている背景も

うものである。同様のアプローチを当研究所は美々新
試験道路で取り組んでいることもあり、興味深かった。

あり、力学的な設計法に繋がる研究報告が多く見られ
た。材料の評価方法、構造設計に関する報告がそれに

ｃ）カリフォルニア州の舗装事業

あたり、最近の研究キーワードは、エネルギー理論に

カリフォルニア州交通省の発表では、舗装に関する

基づくアプローチ、非線形性、粘弾性、自癒効果、促

同省の予算の約90％がオーバーレイなどの維持修繕事

進載荷試験、
マイナー則以外の累積ダメージ計算手法、

業に回っており、新設舗装に回せる予算は約10％程度

DEM（Discrete Element Method、離散要素法）によ

といった状態になっていることから、維持修繕方法の

る破壊解析、路盤路床材料の変形特性評価などを挙げ

検討に力学的設計法を適用し、コストの縮減や工期の

ることができる。積雪寒冷地に関係する低温クラック

短縮を図ろうという取り組みを進めていることが紹介

の発生メカニズムや発生抑制方法に関しても力学的な

された。力学的な設計方法は新設舗装に使用される場

アプローチでの研究が進められている。アメリカやヨ

面がまだ多いように思うが、維持補修に積極的に力学

ーロッパがこの分野では先を走っている印象が強い

的な設計を適用する姿勢を見せていることが印象的だ

が、他の国々も研究に取り組んできている。最近目立

ったのと、カリフォルニア州の財政状況はアメリカ合

つのは中国勢で、アメリカの技術を盛んに取り入れよ

衆国の中でも悪いようなので一概には言えないだろう

うとしている姿勢が感じられた。

が、カリフォルニア州交通省が維持修繕に手一杯とい
う状況を聞くと、日本にもいよいよそういう時代が来

ｂ）永久舗装、リッチボトム

るのだな、と実感を持たずにいられなかった。

カナダから永久舗装に関する論文が数件発表され、
熱心に取り組まれていることが窺われた。永久舗装と

ｄ）中温化技術、常温混合物

は、アスファルト混合物層にボトムアップ型の疲労ひ

中温化技術とは、添加剤などを加えることによって

び割れなど構造的な損傷を発生させない構造としつ

混合物の製造温度を通常より30℃程度低下させる技術

つ、表面付近のわだち掘れなど機能的な損傷は許容す

であり、舗装事業における CO2排出量削減効果が期待

る考えの下に設計される舗装のことで、切削オーバー

されるものである。通常の混合物の出荷量に対する中

レイなど路面付近の軽微な補修は定期的に行うが、舗

温化混合物出荷量の割合について、各国の状況を概ね

装の全層的な打換えは半永久的に行わずに使用し続け

把握することができたので、ここに記しておく。日本
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0.1% 程度、ヨーロッパ先進諸国１% 程度、アメリカ

り、低騒音舗装と遮音壁、特殊吸音ルーバや高架橋吸

１%、その他の国はほとんど出荷されておらず、中温

音材や植樹帯などによる騒音対策が採られており、掘

化混合物が使用されている割合はまだまだ非常に少な

割部区間では太陽光発電によって昼間の照明をまかな

いことが分かった。なお、日本では、政府のグリーン

うことにより、電気料金と CO2排出の削減を図ってい

調達のリストに平成22年度から中温化技術が加わった

た。太陽光パネルをこのように大規模に道路施設内で

ことから、
使用量は今後増えていくものと予測される。

使用している現場はなく、興味深い取り組みである。

常温混合物は、乳剤や樹脂などを用いて、混合物の

名古屋環状２号線と平行している国道302号では遮

製造温度を通常より50℃以上低下させる技術である。

熱性舗装を歩行者対策に実施している現場を視察した

これら中温化技術、常温化技術に関して各国で様々な

（写真－７）。通常舗装の路面温度が60℃近い状態の中、

取り組みがなされており、CO2排出量削減に対して舗
装業界が寄与すべく努力がなされている事が窺われた。

遮熱性舗装は表面温度が10度程度低かった。
名古屋高速道路東海線では、９月上旬に開通予定区
間の高架橋の橋面舗装を視察した。鋼床版の疲労破壊
対策として、デッキプレートの上に鋼繊維補強コンク

（3）技術展示
技術展示は会議会場である名古屋国際会議場の広間
や会議室内を利用して行われ、日本をはじめ、デンマ
ーク、オーストラリア、韓国、アメリカ、ドイツの民
間企業など36機関によって様々な技術の展示が行われ

リート（SFRC）を厚さ５cm、その上に最大骨材粒径
10mm の排水性混合物を厚さ３cm で舗設していた。
いずれの現場でも国外の技術者から担当者に多くの
質問が浴びせられており、盛況であった。

た
（写真－６）
。各機関の舗装舗設に関する新技術や、
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。

写真－７

写真－６

技術展示の様子

５．現場視察

テクニカルツアーの様子（名古屋環状２号
線、国道302号の遮熱性舗装現場にて）

６．おわりに
今回のアスファルト舗装に関する国際会議は初のア
ジア開催ということで、多くのアジア諸国の技術者に

会議の最終日に、道路建設現場などの視察を行うテ

よる発表が聞けた良い機会であった。今回得られた情

クニカルツアーが実施された。２種類のコースが設定

報を積雪寒冷地の舗装研究に役立てていきたいと考え

されたが、我々が参加したのはアスファルト再生プラ

ている。また、国内の舗装関係者にとって国外の情報

ント、名古屋環状２号線、国道302号、名古屋高速道

に幅広く触れる非常に有意義な会議であったとも思わ

路東海線の未供用区間の工事現場を視察するコースで

れる。開催に向けての準備や運営にご尽力された日本

あった。

道路協会 ISAP2010実行委員会、愛知県、名古屋市な

アスファルト再生プラントでは再生骨材の製造状況
や、保水型の温度低減舗装ヤードを視察した。
名古屋環状２号線は、環境に配慮した高速道路であ
52

どの関係各位のご努力に改めて敬意を表する。
最後に、貴重な発表の機会を頂いたことを関係各位
に感謝申し上げる。
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