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まえがき

前回の通信では、鶴窪技術士から舗装の資料が送信されてきたことをお話し

しました。今回は、その資料を参考に舗装技術について述べたいと思います。

送信されてきた資料は、1992 年の技術雑誌「舗装」5 月号「道路舗装の歴史

特集号」で、執筆当時の役職名で表現すると日本道路㈱の技術部長兼技術研究

所長の山下弘美氏の「アスファルト舗装技術の変遷」、大成ロテック㈱技術研

究所課長の福田萬大氏の「セメントコンクリート舗装技術の変遷」、土木研究

所道路交通総括研究官の安崎裕氏の「舗装要綱の構造設計法の変遷」、日本道

路公団試験研究所舗装試験研究室長の鶴窪廣洋氏と技術部道路技術課の朝日理

登氏の「高速道路の舗装技術の変遷」と、翌年に鶴窪廣洋氏が書いた「コンポ

ジット舗装の課題とトータルコストの一例」でした。

A．アスファルト舗装

１．わが国の舗装の歴史

わが国に舗装の概念は、大正時代に京橋～日本橋間をはじめとする木塊舗装、

シーとアスファルト舗装及び歴青コンクリート舗装の三種の試験施工を皮切り

に舗装技術が急速に進歩される源になっていると云われています。大正 8 年に

道路が制定され、大正末期にかけては、京浜国道、阪神国道の改修が行われ、

厚さ 15cm のホアイトベース上に数センチの歴青コンクリートを被せる舗装工

事が行われています。その頃、明治神宮外苑道路では、ブラックベース構造の

舗装が施工されています。

それ以後、わが国のアスファルト舗装が本格的に施工されたのは、昭和 28 年

の札幌～千歳間の弾丸道路（北海道新聞の表現）だと云われています。その後、

わが国のアスファルト舗装は、高速道の先鞭となっている名神高速道路建設に

引き継がれ、世銀コンサルタント・ソンデレガー（Sondergger）氏の助言を受

けて本格化しています。

さて、道路舗装とは、何のために必要なのだろうか？と考えてみましょう。

それは、道路上を通過する車両や人を円滑に、かつ快適に通行するために構築

されている路面、そして、最も人々と密接に携わる箇所（部分）でありますね。

この部分は、路面上を通過する車両の載荷重の大きさや、それを支えている道

路構造体によって左右される部位でもありますね。一般に、路面を構成してい
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るアスファルト舗装は、載荷重による疲労変形や耐久性などが温度変化、材料

の固さ、性質・性能、あるいは技術者の判断・力量に左右される要因が存在し

ています。技術者が果たすべき役割は、道路自体の構造と路面に加わる荷重、

および荷重と道路構造との関係などを考えることにあります。ここでは、戦後

のアスファルト舗装の発展過程に見られる出来事について見ると、下表のよう

になっています。

戦後のアスファルト舗装の出来事

＊注：表中の As は、「アスファルト」の略記

年 代 技術的に関連するニュース 技術的話題の主な事項

戦後 10 年

間の状況

戦後のアスファルトの状況：新潟・秋田県産出のロックアスファルト（アスファ

ルトを Aｓと略す）や硫酸ピッチから造られた代用 Aｓ、輸入されたトリニダッ

ト Aｓ、カットバック Aｓ

昭和 23 年 道路工法新書第１輯「MC 工法」、第３輯「ロック Aｓ舗装」が発刊される。

昭和 25 年 道路工法新書「路床および路盤」

「路床調査法」「道路補修の指針」

「アスファルト舗装要綱」の発刊

加熱混合式工法や乳剤を用いた浸透式工法

昭和 28 年 札幌・千歳間の舗装工事 1 年で 34.5km の舗装完成

昭和 29 年 第一次道路整備五カ年計画

昭和 35 年 名神高速道路建設の着工

・ 品質管理概念の導入と徹底

・ 施工計画書の提出・承認

・ 試験練り・試験施工の実施

・ Aｓプラントの定置化・検査、

・ 機械化施工

① 材料試験、②路床準備工、③プルーフロー

リング、④ベンケルマン・ビーム、⑥ミキシ

ングプラントの導入、⑦試験練り、試験施工、

⑧Aｓプラント・フィニシャの自動抑制、⑨粘

度－温度管理、⑩イードル値管理、⑪Aｓ・A

ｓ混合物の重量検測

昭和 36 年 アスファルト舗装要綱の編纂と

発刊

①CBR 法の導入、②パラフィン系 Aｓの対策、

③粘度－温度規定、④セメント安定工法の採

用、⑤マーシャル試験法の導入、⑥グース A

ｓの導入

昭和 42 年 AASHO 試験舗装結果による舗

装要綱の改訂

等値換算概念の導入、路床・路盤の概念の明

確化、耐磨耗性混合物、すべり止め混合物、

着色舗装、半たわみ性舗装、透水性舗装、改

質 Aｓ、最大粒径 20mm

昭和 53 年 舗装要綱の改訂

・ 耐流動対策

・ 改質 Aｓの採用、針入度

剥離防止策に 0.074mm 通過材の 2%に消石灰

を混入。セメント・石灰による安定処理工法

の追加。路盤材に高炉スラグの採用。下層路
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・ 40～60Aｓの採用、

・ マーシャル試験の突き固め

回数 75 回

Aｓの温度・粒度・Aｓ量管理が

自動制御化

盤にクラッシャランスラグ、安定処理工法、

上層路盤に粒度調整スラグが標準化。水硬性

スラグ、石灰安定処理工法を採用。浸透式工

法、マカダム工法は簡易舗装要綱に。

昭和 59 年 舗装廃材再生利用技術指針（案）

昭和 62 年 路上路盤再生工法技術指針（案）

昭和 63 年 路上表層再生工法技術指針（案）

舗装要綱の改訂

Aｓ混合物用の単粒度製鋼スラグと歴青安定

処理用クラッシャラン製鋼スラグの規定、

上層路盤にシックリフト工法、特殊舗装にフ

ルデブスアスファルト舗装が追加。

２．舗装構造の役割

2.1．路床工

1) 路床準備工

路床準備工は、アスファルト舗装前に路床の形状、締め固め状況の確認をブ

ルーフローリングで測定し、締め固め不良個所の有無を確認し、再転圧、置換

工を行う行為のこと。

2) 路床処理工

路床処理工とは、路床材料を良質材と置換たり、捨てコンあるいはセメント

安定処理によるサンドウィッチ工法、安定処理工法、フレキシブルネットやシ

ート補強工するなどの処理工のこと。

3）凍上抑制層

凍上抑制層とは、舗装面から凍結深さの 80%を難凍上性材料にして凍結を抑

制する工法のこと。

2.2．路盤工

路盤工には、次のような工法があります。

1) マカダム工法

2) 浸透式マカダム工法

3) セメント安定処理

4) アスファルト安定処理

5) 石灰安定処理

6) 粒度調整工法

2.3．基層・表層工

基層・表層工は、自動制御付アスファルトプラント、自動調整装置付フィニ

ッシャが配備された上で施工されています。
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３．アスファルト設計基準の変遷

アスファルト舗装に関する設計基準には、以下のようなものがあります。

⑴ 設計基準

法令・通達 解説書 指針等 便覧

道路法

第 29･30 条

道路構造令

第 23 条

解説と運用

国土交通省令

（車道及び側帯の舗装構造に

関する省令）

舗装の構造に関する技術基準

（都市・地域整備局長、道路局

長通達）

同解説 舗装設計施工指針

舗装性能評価法

舗装設計便覧（H18）

舗装施工便覧（同上）

舗装再生便覧（H16）

As 混合所便覧（H８）

舗装調査・試験法便覧（H19）

⑵ 舗装に求められている課題

舗装に関する課題としては、次のようなものがあります。

① 安全性、耐久性等の性能（性能規定）

② 環境への負荷の少ない構造

⑶ 舗装の設計で考慮すべき条件

舗装設計で考慮すべき条件としては、次のような要因があります。

① 路面の機能、管理の方針等の前提条件

② 道路の区分

③ ライフサイクルコスト

④ 信頼性

⑤ 環境の保全と改善

⑷ 舗装構造の有すべき性能指標

舗装構造として考えられている性能指標には、次のような要因があります。

①疲労破壊に対する耐久性（疲労破壊輪数）・・標準荷重⇒普通道路 49kN

小型道路 17kN

②わだち掘れに対する抵抗性（塑性変形輪数）
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③ 路面の平坦性（2.4mm 以下）

④ 雨水の浸透能力（浸透水量）

⑤ 必要に応じて ・・スベリ抵抗、耐骨材飛散、騒音の発生の減少等

⑸ 性能指数値

性能指数値は、以下のようになっています。

ⅰ）疲労破壊輪数（普通道路） ⅲ）浸透水量

通量

（台／日・方向）

疲労破壊輪数

（回／10 年）

3000 以上 35,000,000

1000～3000 未満 7,000,000

250～1000 未満 1,000,000

100～250 未満 150,000

40～100 未満 30,000

15～40 未満 7,000

15 未満 1,500

ⅱ）塑性変形輪数（普通道路）

区 分 舗装設計交通量

（台／H・方向）

塑性変形輪数

（回／mm）

第１種、第２種第３種第１級

及び第２種、第４種第一級

3,000 以上

3,000 未満

3,000

1,500

その他 500

ⅳ）環境の保全と改善

素面の機能 路面の具体的ニーズ 路面の要件 舗装の性能 性能指標

安全な交

通の確保

視距内で制動停止ができる。

車両操作性が良い。

ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾟﾚｰﾆﾝｸﾞ現象がない。

水跳ねがない。

路面の視認性が良い。

すべらない。

わだち掘れが小

さい。

スベリ抵抗

耐塑性変形

耐磨耗

耐骨材飛散

スベリ抵抗値

耐性変形軸数

すり減り量

ねじれ抵抗値

円滑な交

通の確保

疲労は介していない。 明るい。 明色 輝度

快適な交

通の確保

乗り心地が良い。

荷傷みがしない。

水跳ねがない。

ひび割れがない。

平坦である。

透水する。

耐久

平坦

透水

疲労破壊輪数

平坦性

浸透水量

区 分 浸透水量

（ml／15ｓ）

第１種、第２種第３種第１級

及び第２種、第４種第一級

1,000

その他 300
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環境の保

全と改善

沿道等への水跳ねがない。

騒音が小さい

振動が小さい。

地下水を涵養する。

ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ現象を緩和する。

騒音が小さい。

振動が小さい。

騒音低減

振動低減

騒音値

振動レベル

ⅴ）舗装路面から舗装内に水を浸透させる舗装構造

排水性舗装 浸透性舗装 保水性舗装

表層

基層

路盤

← ⇒

表層

基層

路盤

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

表層

基層

路盤

保水層

車道 車道・歩道・遊歩道・駐車道

公園

歩道・遊歩道・駐車場・公園

雨天時のスベリ抵抗

視認性等の走行安全性の安全

沿道への水はねの抑制

雨天時の事故軽減

地中浸透による雨水流出の

抑制

地下水の涵養

街路樹の育成

歩行性、走行性の改善

舗装面の温度を抑えること

によるヒートアイランドの

抑制

４．アスファルト舗装の補修工法

4-1 路上表層再生工法

路上表層再生工法には、リベーブ方式とリミックス方式があります。

4-2．路上再生路盤工法

路上再生路盤工法には、既設アスファルト混合物を現位置で破砕し、同時に

これをセメントやアスファルト乳剤等の路上再生路盤用添加剤および既設粒状

路盤材料等とともに混合し、締め固めて安定処理した路盤を新たに造る工法の

ことです。

4-3．排水性舗装（透水性舗装）

排水性舗装では、主に、開粒アスコンが採用されています。

B．セメントコンクリート舗装技術の変遷

１．技術的歴史変遷

1) 1824 年ジョセフ・アスプジン（英国）によってポルトランドセメントが発
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明され、1865 年にスコットランドでは、コンクリート試験舗装が実施され

ています。

2) わが国にセメント工場が設置されたのは、1872 年（明治５）、製品として

出荷されたのが 1875 年、コンクリート舗装が実施されたのが 1912 年名古

屋で実施され、当時、膠石（ｺｳｾｷ）舗装と称されていました。膠石（ｸﾗﾉﾘｼ

ｯｸ、ｿﾘﾁﾞﾁｯﾄ）舗装とは、基層コンクリート（13～15cm 厚）上に、セメン

ト：砕石（40～20mm）：水を１：（1.5～2）：0.3 の容積配合のコンクリ

ートを 5cm 厚で施工する二層式舗装でした。しかし、この工法は、関東大

地震以降使われ始めましたが、路面がすべり易く、ひび割れが多いなどの欠

点が指摘され昭和 10 年頃から採用されなくなっています。

3) ２層式コンクリート舗装は、１層式舗装が主流になり、昭和 20 年頃からほ

とんど採用されなくなります。

4) 昭和 26 年に米軍から貸与されたコンクリートペーパーを使用して以来、わ

が国では、コンクリート舗設機械の国産化、施工技術の改善、舗設能力の向

上などに大きな影響を与えてきています。

5) 昭和 23 年には、アメリカポルトランドセメント協会（PCA）によるコンク

リート舗装設計法を翻訳して日本道路協会から「セメントコンクリート舗装

工法」が出版されています。

6) 昭和 29 年の新設舗装工事の工種別比率は、コンクリート舗装が 80％、アス

ファルト舗装が 20％になっていました。

7) コンクリート舗装は、昭和 34 年に、一般国道での施工比率が 48％、昭和

40 年に 10％と下回るようになります。その理由は、現道改良工事が主体で

あったため、長期間交通障害となる工種であることで嫌われたことにありま

す。

8) 昭和 33 年の道路構造令には、①路盤の支持力係数（K75）は 7 以上、②舗

装厚は単位自動車交通量におう 20、23、25cm とする、③自動車の最大軸

重は 10t、最大輪荷重は 5t とするなどの規定が見られています。

9) 昭和 39 年には、K１／K２による路盤厚の設計法、輪荷重応力と温度応力に

よるコンクリート版厚の設計法、沈下度～単位粗骨材容積による舗装コンク

リート配合設計法、機械化施工法などを定めた要綱が発刊されています。

10) 昭和 41 年の AASHO 道路試験の結果、コンクリート舗装の耐久性を高く評

価していることからも、春日井バイパスでは、ブレード型スプレッダ、コン

クリートフィニッシャ、斜傾レべリングフィッシャなどの大型機械化施工工

事が施工幅員 7m で施工されています。

11) 昭和 47 年には、重交通の道路で版厚 30cm が採用されています。そして、

東北自動車道では、施工幅員 8.5m、2 層敷き均し、2 層締め固め施工が実
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施されています。

12) 連続鉄筋コンクリート（CRC）舗装は、昭和 35 年に土木研究所で試験的に

実施され、昭和 46 年成田空港のエプロン、昭和 49 年の東北自動車道、昭

和 62 年の常磐自動車道に採用されています。

13) コンクリート舗装のスベリ抵抗値については、配合設計法の検討、表面仕上

げ方法の検討（タイングルービング工法）、遅延剤の散布し、硬化後にブラ

シで粗面にする骨材露出工法、0.5×0.5×30mm 程度の寸法の鋼繊維補強コ

ンクリート（SFRC）などの研究が行われています。

14) ゼロスランプのコンクリートをアスファルトフィニッシャで敷き均し、ロー

ラで転圧する転圧コンクリート舗装（RCCP）の試験施工は、昭和 62 年に

実施されています。

C．道路舗装再考

道路は、人間生活に欠かせないインフラ整備です。また明治の大蔵卿後藤新

平は、関東大地震後の復興に際して、道路空間が防火・美観対策になると考え

て、道路幅員を広くすることを提案しています。わが国の道路幅員は、現代で

も満足出来る余裕幅が確保されているとは思われません。インフラ整備は、100

年計画で考えるべきですが、わが国には、そのような考えを持っている政治家

も、技術者もいないのではないかと思っています。それだけに、わが国のイン

フラ整備に関する自然環境には、多くの問題が蓄積されているのかも知れませ

ん。さて、道路舗装は、なぜ必要なのだろうか？現在の自動車交通を中心に考

えれば、道路舗装はドライブする人の立場では、安全、快適、円滑な走行がで

きる機能として欠かせない機能を有しています。では、なぜアスファルト舗装

が主体になったのだろうか？アスファルトは、石油精製における残滓を舗装に

利用した人間（技術者）の智慧でした。現在では、化学技術が発達して残滓と

なる物が無くなって、化学的に精製されています。それに比べて、セメントは、

石灰石・粘土・酸化鉄を焼成・粉砕した粉末状にしたものです。これは、水で

練ると速やかに凝結・固化することからも、建設資材等に利用されている加工

製品です。

アスファルト舗装は、流動、わだち掘れ（磨耗、70％）、ひび割れ（17%）

を生じ、必ずしも舗装に適した材料ではなかったが、これらの研究が進み、耐

磨耗性、耐流動性としても、十分に対応できる技術によってカバーされてきて

います。しかも、舗装修繕では、時間的にも、補修にしても、簡便に対応でき

る利点があります。コンクリート舗装では、平坦性、振動、騒音、スベリ抵抗

に問題がありましたが、これも、技術者の智慧によって克服され、連続鉄筋コ

ンクリート（CRC）や転圧コンクリート（RCCP）、路面のグルービングなど
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によって一応の成果が修められています。技術者には、常に先人技術者が考え

た智慧（発想）に学び、現状を踏まえた対応が要求されます。コンクリート舗

装のスベリ抵抗問題は、セメントの原石である石灰石に問題があると思いませ

んか？アスファルト舗装でも、表層には、石灰岩を使用するなと云われている

のも、スベリに関係する要因があるからです。これからの舗装問題では、地球

温暖化問題、資源となる材料の枯渇と再利用問題、あるいは交通重量の増大化

などを考慮した設計法を考えなければならないと思っています。

わが国の高速道路の設計法では、CBR、K―値から SN（舗装厚設計）と変遷

してきていますが、その背景に気象条件、温暖地域から積雪寒冷地と変化する

地域での配合を決定するのに、温度調整のできる大型回転式舗装実験室での配

合によるすり減り磨耗測定、耐疲労測定などを研究が、わが国の舗装技術に大

きく貢献しています。また、これからは、材料のリサイクルを考慮した再生材

料の利用、代替材料の発掘が一つの課題が提起されています。今後の舗装問題

では、技術者の発想の転換が求められています。それらの課題を解決すること

は、技術者の楽しみであり、技術的目標でもあります。このように、技術の課

題は、永遠に限りなく追求すべき道程になっています。そこには、人々の欲望

を満足させられるもの、環境を考慮したものや独性的な探求と言う課題があり

ます。その基本には、人間が、自然が豊に、安全と安心を求め、快適な生活が

送れるようなインフラ整備することにあると思っています。

前原国土交通大臣は、雑誌「道路」の 1 月号に、わが国の国情を①2004 年の

出生率 1.34 をピークに、毎年 90～100 人の減少傾向が見られ、②少子高齢化が

2050 年に 65 歳以上の高齢者の占める割合が 40％、5 人に１人、2050 年に 5 人

に 2 人の割合になること、③GDP も、現在の 1.7 倍になると唱え、わが国の国

土的位置づけから、⒜海洋国家、⒝観光国家、⒞国際航空ネットワークを考え

た航空政策、⒟P.P.P(ﾊﾞﾌﾟﾘｯｸ･ﾌﾟﾗｨﾍﾟｰﾄ･ﾊﾟｰﾄﾅｼｯﾌﾟ)による海外への水関連や

ITS の技術貢献、⒠住宅・不動産市場の活性化、⒡景気回復への取組について

述べていました。さて、あなたは、少子高齢化社会を迎えるのにあたって、ど

のような道路整備が望ましいかを考えていますか？

技術士資格を取得するためには、このような社会的動きに注目し、技術者と

して「やるべきこと、考えるべきこと」に対して、自分の意見が述べられるよ

うな知識と論旨をまとめられる能力にあると思っています。そのためには、技

術の背景にある歴史、特に、人間（先人技術者）の考え方、技術者としての姿

勢、着想点などを学び、その解決策を応用できる能力を熟成しておくことも大

切なことです。自分の意見を述べると言うことは、その意見が相手に納得して

貰えるような論理的根拠を整えた文章でなければなりません。是非、そのこと

を考えて、あなたは、挑戦して下さい。 以上
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10.2.10 作成


