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人に、地球にやさしい道づくり

社会と共存する道づくりのために。

一般社団法人日本道路建設業協会（以下日本道路建設業協会）は、

道路建設技術の向上、研究開発および道路建設業の健全なる発展を図り、

道路のインフラ整備を強く推し進めることで、我が国の経済発展と

地域社会の豊かな生活に貢献することを目指し、1945年に設立されました。

当協会は、創立以来、日本の道づくり一筋に幅広い活動を展開していますが、

近年の自然災害の激甚化・頻発化を踏まえると、あらゆる社会活動の基盤となる

道路インフラの整備、維持・管理がより強く求められていると認識しています。

しかし、道路建設業界は、入職者の減少、離職者の増加などにより

将来の担い手不足が危惧されています。

こうしたことから当協会では、道路建設業の社会的評価の向上に向け、

「働き方改革」の推進と、生産性向上を図るためICTを活用した舗装工事「i-Pavement」と

新技術開発を推進しています。

本書では、当協会の会員会社※による舗装技術の最先端をご紹介させていただきますが、

一人でも多くの皆さまに、道路建設業界の“今”をご理解いただければ幸いです。

日本道路建設業協会ならびに会員各社では、

今後とも、高規格道路をはじめとする道路網の整備推進、

少子・高齢化社会、情報化社会を支える道路機能の充実はもちろん、

「安全な舗装」「環境にやさしい舗装」「長寿命の舗装」などの

新技術、新工法、新材料の開発に取り組み、

人に、地球にやさしい道づくり、社会と共存する道づくりを目指してまいります。

▼日本道路建設業協会概要

日本道路建設業協会（通称、道建協）は昭和 20 年の創立以来、日本の道づくり一筋に幅広い活動を展開してきました。

終戦直後のわが国の道路は、損傷の激しい簡易舗装がわずかに残されたほかは砂利道ばかりでした。道路整備が簡易舗装を主とした

現道舗装や、一般国道の一次改築、二次改築から地方道の改築、高速道路の建設、舗装済み道路の修繕や更新へと進展するなか、

当協会会員は欧米先進国の技術をわが国の風土に適するように改良し、独自の技術を加え、道路整備推進の一翼を担ってきました。

文字どおり、道建協のあゆみは、わが国の道路整備の歴史と言っても過言ではありません。

当協会では、全国の主な道路建設業者 170 社の会員と 10 支部を擁する団体 として「道路整備の推進」「道路技術の向上」「道路建

設業の健全な発展」の 3 つを基本方針として活動してきました。今後とも、高規格道路をはじめとする道路網の整備推進、少子・高齢化

社会、情報化社会を支える道路機能の充実はもちろん、「安全な舗装」「環境にやさしい舗装」「長寿命の舗装」などの新技術、新工法、

新材料の開発に取り組み、「トータルコスト」で良いものを安く提供する努力を傾けながら国民の多種多様なニーズに応えてまいります。

会 長： 西田義則

所在地： 東京都中央区八丁堀2-5-1東京建設会館3階 TEL 03-3537-3056 FAX 03-3537-3058

会員会社 : 令和2年11月1日現在（172社） ＊一覧はP52～P55を参照

https://www.irasutoya.com/2016/08/blog-post_47.html
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東京2020大会に向け、

道路からレガシーをつくる
1964年の東京オリンピックでは、新幹線、高速道路の開通など、戦後の日本を象徴するような移動のレガシーが生まれ

ました。「東京2020大会」でも、大会ビジョンに「未来への継承」が掲げられるなか、国土交通省は、「総合的かつ先端的な

交通マネジメントを展開し、大都市を始めとする将来の都市交通に関するレガシーを世界に向けて提起、継承する」を目標

の一つとして掲げています。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で「東京2020大会」は、2021年夏に延期されましたが、ポストコロナ時代を見据えた

“道路”を通じたインフラ整備が進められています。

写真提供：ピクスタ
K@zuTa / PIXTA(ピクスタ)
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世界の人々を遮熱性舗装で足元からおもてなし

日本の酷暑対策として期待される路面温度上昇抑制舗装

新型コロナウイルス感染症予防のため、マスクの着用が習慣化される中、今夏は記録的酷暑が続き、「熱中症警戒

アラート」も連日のように発表され、熱中症に関するニュースも多く流れました。都市化率92.9%の東京では、過

去100年で3.2℃も気温が上昇。真夏に開催される東京五輪の熱中症対策は必須とされています。

ヒートアイランド現象が起きる主な要因の一つが、

緑地の減少と舗装や建物などによる人工的被覆面

の拡大です。人が暑さを感じるのは、日射のみで

はなくこうした人工的につくられた路面や壁面か

らの熱の影響が大きく、全体の４割は路面からの

熱の影響といわれています

東京都では、都道を含む145kmで暑さ対策の舗装を計画

東京都では、夏の暑さ対策（ヒートアイランド対策含む）として、センター・コア・エリアを中心とした重点エリ

アにおいて、路面温度の上昇を抑制する遮熱性舗装などを路面補修工事と併せて実施しています。

暑熱環境のメカニズム

＊出典：フジタ道路、三和グランド プレスリリース

＊出典：東京都建設局HP

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会

に向けた暑さ対策の一つとして、競技コース等を含む

都道において当舗装を累計約145㎞整備（令和元年度

末現在）、選手のみならず、アスリートや観客が快適

に過ごし、また大会後の利活用の姿も踏まえ、総合的

な暑さ対策を進めています。

国内の遮熱性舗装の面積は、東京ドーム約60個分、業界をあげて技術の向上を推進

道路建設業界では、路面温度の上昇を抑制する舗装の普及と技術の向上並びにその健全なる発展を図ることを目的

に、路面温度上昇抑制舗装研究会[クール舗装研究会]（詳細P56参照）を2011年に立ち上げています。

国内の遮熱性舗装は2002年度から実績があり、「路面温度上昇抑制舗装研究会」会員企業全体で、2019年度の施

工面積は、東京ドーム約7個分にあたる324,038㎡となっています。これまでの累計面積は、2,803,701㎡で東京

ドーム約60個分、施工件数は1,841件です。会員各社は、温度低減効果や耐久性、長期安定性の更なる向上と、施

工時に発生する遮熱材料の臭いの低減に向けて、日々開発を進めています。
＊出典：路面温度上昇抑制舗装研究会HP

東京と都市化の影響が比較的小さいとみられる15地点平均の
年平均気温偏差の経年変化及びその差の経年変化（1927～2019年）

＊出典：気象庁

https://www.atpress.ne.jp/news/100796
https://www.atpress.ne.jp/news/100796
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/road/kanri/hosou/dourokanri0034.html
http://www.coolhosouken.com/
https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr/himr_1-1-2.html
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遮熱性舗装の上に人が立つと、体に影響はあるの？

遮熱性舗装と通常のアスファルト舗装上に人が立って身体の表面温度をサーモグラフィーで測定・比較

した結果から、遮熱性舗装は通常のアスファルト舗装に比べ、顔、胸、太もも、すね、足の甲、いずれ

の部位でも表面温度が低いことが分かります。
サーモグラフィー測定事例

遮熱性舗装上の暑さ指数は高くなるの？気温は高くなるの？

遮熱性舗装と通常のアスファルト舗装上の暑さ指数は高さ150cmと50cmでそれぞれ比較測定した結果か

ら、遮熱性舗装上の暑さ指数は、通常のアスファルト舗装と同程度であることが分かります。

また、気温に関しても同様の比較測定から、通常のアスファルト舗装と同程度であることが分かります。
気温測定結果

遮熱性舗装の紫外線反射は高くなるの？

分光光度計で測定した紫外線領域の反射率は、

遮熱性舗装で７～８％程度で、通常のアスファ

ルト舗装は５％程度です。

暑さ指数測定結果

＊出典：路面温度上昇抑制舗装研究会 HP

＊出典：路面温度上昇抑制舗装研究会 HP

＊出典：路面温度上昇抑制舗装研究会 HP

http://www.coolhosouken.com/data_s/data_2020_03_03.pdf
http://www.coolhosouken.com/data_s/data_2020_03_03.pdf
http://www.coolhosouken.com/data_s/data_2020_03_03.pdf


日本企業が「道路の五輪」で最優秀技術革新賞を受賞

厚さ1ミリ未満で路面を覆う灰色の特殊塗料によって、太陽熱を遮り、路面温度を抑える遮熱性舗装。

この遮熱性舗装を手掛ける企業の一つ株式会社NIPPOは、太陽光のうち赤外線域を「熱反射性特殊顔料」が高反

射させ、「中空セラミック微粒子」が再帰性反射することで、昼間の路面温度の上昇を抑制する技術を開発しまし

た。
同社が世界に先駆けて開発した遮熱性舗装の取り組みは、

2009年に国際道路連盟(IRF)の世界道路功績賞を受賞し、

さらに2011年、4年に1度開かれ、「道路の五輪」とも呼ば

れる世界道路会議（世界道路協会主催）で、約800本の研

究論文の中から最上位の「最優秀技術革新賞」に選ばれま

した。
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路面温度上昇抑制舗装は、日本発の舗装技術

路面温度上昇抑制舗装（保水性舗装、遮熱性舗装）は、日本発の舗装技術です。

先行して開発された保水性舗装は、国内では1999年に大阪市の市道で初めて施工され、その後、東京都が2001年

に実道での試験施工を行いました。その翌年の2002年、遮熱性舗装が東京都で初めて施工され、2003年には東京

23区内の5カ所で大規模な試験施工が実施されるようになっています。

こうした迅速な路面温度上昇抑制舗装の取り組みには、政府の動きが関係しています。2002年、政府全体として

ヒートアイランドに対する総合的な取り組みを行うことが発表され、2004年に国・地方自治体などのヒートアイ

ランド対策をまとめた「ヒートアイランド対策大綱」が策定されました。

この動きを背景に、首都圏や都市部では、路面温度上昇抑制舗装への着手が急速に進むこととなったのです。

2009年をピークに路面温度上昇抑制舗装の施工は落ち着いてきましたが、2013年の東京2020大会開催決定を受け

て、近年再び路面温度上昇抑制舗装の需要は高まっています。

年度別遮熱性舗装施工実績（面積）

＊出典：路面温度上昇抑制舗装研究会HP

2005年に国会議事堂周辺で保水性舗装が施工された

2005年には国会議事堂周辺において、保水性舗装＋散水装置を試
験的に施工し、人工散水の実施による温度低減効果の持続性等につ
いて調査が行われた。

＊出典：一般財団法人土木研究センター「土木技術資料 51-5(2009)」

＊出典：NIPPO HP

http://www.coolhosouken.com/data_s/data_2020_03_03.pdf
http://www.pwrc.or.jp/thesis_shouroku/thesis_pdf/0905-P036-040rep_kondo.pdf
http://www.pwrc.or.jp/thesis_shouroku/thesis_pdf/0905-P036-040rep_kondo.pdf
https://www.nippo-c.co.jp/tech_info/general/SG02044_g.html
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オリンピックレガシーに資する、道路の無電柱化

安全で快適、都市の防災力にも貢献する無電柱化は、オリンピックレガシーの一つに

東京2020大会は、東京の魅力を世界に発信する最大の機会でもあります。快適で美しい都市景観、そして頻発

化・巨大化する自然災害に対し、都市防災機能を強化することは、オリンピックレガシーに資する取り組みです。

その一つとして推進されているのが、景観の改善や、歩道幅を広げることによる安全性の向上、地震や台風で倒れ

た電柱が道路を寸断するのを防ぐ防災面のメリットがあるとされる「無電柱化」です。

東京都が策定した無電柱化推進計画では、都道に関して2027年度までに23区内の全線および多摩地域の人口集中

地区の全線において無電柱化を進める計画になっており、2020年4月には東京都、小規模宅地開発において無電柱

化を行うための費用を最大1000万円まで助成することを発表しています。

また、国土交通省は、2018年に「無電柱化推進計画」を策定していますが、2020年7月の検討会で、次期無電柱化

推進計画に盛り込むべき施策の基本的な方向性が議論されました。そこでは、これまで防災対策の観点から市街地

内の緊急輸送道路や、交通安全対策として幅員の狭い道路や歩道を対象に推進してきた無電柱化の取り組みを、今

後は農村部や山間部でも防災対策の一環として検討対象にする方向性が示唆されています。

世界と比較して無電柱化が著しく遅れている日本

日本は、欧米やアジアの主要都市と比較して無電

柱化率は低い状況にあります。

ロンドン・パリなどのヨーロッパの主要都市や香

港・シンガポールなどのアジアの主要都市では無

電柱化が概成しているのに対して、日本の無電柱

化率は東京23区で8％、大阪市で6％と立ち遅れて

います。

東京都における無電柱化整備事例（上：墨田区、下：江東区）

＊出典：東京都HP ＊出典：国土交通省「無電柱化の推進に関する取組状況」（2020年6月）

国内の無電柱化の整備延長の推移

※１ ロンドン、パリは海外電力調査会調べによる2004年の状況（ケーブル延長ベース）
※２ 香港は国際建設技術協会調べによる2004年の状況（ケーブル延長ベース）
※３ シンガポールは『POWER QUALITY INITIATIVES IN SINGAPORE, CIRED2001, Singapore, 2001』による2001年の状況（ケーブル延長ベース）
※４ 台北は台北市道路管線情報センター資料による台北市区の2015年の状況（ケーブル延長ベース）
※５ ソウルは韓国電力統計2017による2017年の状況（ケーブル延長ベース）
※６ 日本は国土交通省調べによる2017年度末の状況（道路延長ベース

＊出典：国土交通省HP「無電柱化の整備状況（国内、海外）」

欧米やアジアの主要都市と日本の無電柱化の現状

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/chicyuka/pdf10/04.pdf
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/road/kanri/gaiyo/chichuka/mudentyuuka-5.html
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/road/kanri/gaiyo/chichuka/mudentyuuka-5.html
https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/chicyuka/pdf10/04.pdf
https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/chi_13_01.html
https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/chi_13_01.html
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無電柱化工事に3次元化技術を導入することで安全かつ効率的な施工が可能に

日本の無電柱化が進みづらい背景の一つが、電気・水道・ガスなどのライフラインをまとめて納める電線共同溝方

式を地中化整備手法の主流としてきたことです。無電柱化工事では、工事着手前に各種の既設埋設物を把握するた

め“試掘”を行う必要があるためコストがかかり、さらに試掘をしても、過去の図面による既設埋設物の位置情報が

正確ではない場合も多く、ライフラインを損傷する事故につながりかねないという問題を抱えていました。そこで、

新たに採用されたのが、最先端のIoTを活用し、地形や構造物などを 3 次元化する技術「BIM/CIM＊」を導入し

た施工です。国土交通省近畿地方整備局和歌山河川国道事務所の発注による国道42号秋葉町管路敷設他工事では、

大成ロテック株式会社が、このBIM/CIMの施工技術を用い、総延長185mの電線共同溝工事を試みました。その

結果、これまで課題とされた既設埋設物の破損防止が図れた他、効率も上がり、従来の施工方法で220日かかると

されている作業を48日も短縮させることができました。
＊BIM: Building Information Modeling／CIM：Construction Information Modeling

3次元起工測量は、測量レーザースキャナー等を用いて、短時間で面的（高密度）な３次元測量を行う技術です。電線共同溝工事では、地

上型のレーザースキャナーを用いて、地下埋設物を可視化することが可能になりました。

地下の探査結果から作成した3次元モデルをもとに3次元の設計データを作成し、ゴーグル型ウエアラブル端末に取り込むことで、施工前に

掘削にて埋設管を露出させることなく立体像を視覚で確認することができます。

地下を透視し、3次元設計図を作成

地上型レーザースキャナー(左)が、地下構造物を点の集まりとし

て表す3次元点群データにし、手押し型アンテナレーダー(右)が、

地下に存在する埋設物の埋設位置を探査する。

計画平面図・縦横断図の一部（上）と

BIM/CIMモデルの画像（3次元マップ）（下）

従来の電線共同溝工事の平面図・縦横断図は非常に

複雑で、配管の種類、位置およびサイズを把握するには、

経験による熟練を要した。

BIM/CIM施工では、取得したデータから3D技術を用いて

3次元化し、地上部、地下埋設物、および設計データを

一つの3次元マップとして可視化できる。
ゴーグル型ウエアラブル端末の装着状態（右上部）と

装着時のMR画像イメージ ＊出典：「道路建設」 2020-3月号
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さらに本施工では、ICT（情報通信技術）を搭載した油圧ショベルを用いて管路の掘削を実施。衛星からの位置情報と油圧ショベルに組み込

まれた複数のセンサーからのデータを組み合わせることで、アームの先に付いているバケット（ショベル）の刃先の位置を検出し、オペレーター

の操作補助を行います。さらに油圧ショベルに、設計されたCIMデータを取り込むことで、掘削位置および深さのデータがインプットされるため、

短時間で計画深さ通りの掘削を行い、検測作業も効率化することが可能です。

こうした、3次元測量や3次元設計データの作成、およびICT油圧ショベルを活用したICT施工は、従来施工と比較して約48日間の施工日数

が短縮できると試算され、従来施工の全工程に要する作業日数220日に対し、作業効率を約22%向上させると推察されています。

従来工法より、約22%施工期間が短縮

ICT油圧ショベルによる掘削状況

従来施工

ICT施工

220日

172日 -48日
22%減

従来施工に対するICT施工の日数

＊出典：「道路建設」 2020-3月号

第20回道路技術シンポジウム開催

観光資源としての道と舗装～道路の景観形成への要請がもたらすもの～

日本道路建設業協会は、舗装を含むインフラ整備の現況をレビューして課題を抽出し、その在り方や展望、

舗装の分野における今後取り組む技術を用途別に解説・議論する「道路技術シンポジウム」を隔年開催して

います。

2018年11月に開催された「第20回道路技術シンポジウム」では、東京オリ

ピック・パラリンピックを控え、観光資源としての道路空間の充実が期待さ

れることから、舗装の分野においても魅力ある空間形成の一翼を担うべく、

地域性に応じた景観舗装の活用などの施策について議論されました。

日本大学理工学部まちづくり工学科天野光一教授に

よる特別講演「美しい街路づくりとは」では、道路付属

物等による景観的な課題を踏まえ、ガイドラインの作

成の経緯を含めた景観の重要性に関する解説がな

された。

「観光資源としての道と舗装」と題されたシンポジウムでは、国土交通省や有識者、

業界団体関係者により、「観光資源としての道」について議論された。

観光や景観において、無電柱化をはじめとする舗装の重要性とともに、メンテナンス

をはじめとする多くの課題があることが共通認識として共有された。

＊出典：「道路建設」 2019-3月号、5月号
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東日本大震災から10年、

道路から振り返る道のり
2011年3月11日に発生した巨大地震が引き起こした東日本大震災は、直接の被災地である東北地方と一部の関東地方

のみならず日本中を巻き込み、さらに世界にも影響を与える未曽有の大災害となりました。

2021年は、東日本大震災から10年を迎えますが、その間、復興道路・復興支援道路の整備も進み、地域経済の発展や

観光振興にも寄与してきました。また、2020年12月には、復興の象徴ともいえる、宮城・気仙沼湾の横断橋が完成し、2021

年度内には、全線が開通する見込みです。

写真提供：ピクスタ
Sendai PHOTO / PIXTA(ピクスタ)
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道を開き、つなげてきた、10年の道のり

復興道路・復興支援道路の開通で、地域経済が活性化、観光振興にも貢献

2011年3月11日に発生した東日本大震災からの復興事業として国が整備

する復興道路（三陸沿岸道路）・復興支援道路は、大半が無料の自動

車専用道路です。その距離は、青森県八戸市から仙台市までを結ぶ復

興道路（359km）を含め、全長550kmに及びます。

復興道路・復興支援道路の整備は、観光の振興、物流の効率化を中心

に、医療支援、地域産業の振興支援がその効果として期待されていま

すが、すでに全体の約8割程度＊が開通する中で、こうした期待に応え

る効果が出ていることが明らかになっています。
＊復興道路・復興支援道路情報サイトより算出

＊出典：国土交通省東北地方整備局 道路部
「3.11 復興道路・復興支援道路情報サイト」

（2020年8月現在）

日本の道路技術を結集させ、かつてないスピードで開通を推進

全長550kmに及ぶ復興道路・復興支援道路の対象路線のうち、震災発生前に開通済みとなっていたのは、約3割

（160km）でした。復興道路となる三陸沿岸道路では、仙台市～登米市までしか開通しておらず、被災した沿岸部

へは未到達。沿岸部では、部分的な開通にとどまり虫食い状態でした。また、復興支援道路も、東北横断自動車道

（釜石～花巻）の一部区間以外、ほぼ未整備の状況だったのです。

震災発生により、復興道路・復興支援道路の事業化が決定しましたが、開通済みの2.5倍の長さにおよぶ道路整備

を10年間で完了させるには、かつてないほどのスピードが要求されました。

震災により甚大な被害を被った釜石市においては、2018年8月11日の吉浜IC～釜石南IC間の開通を皮切りに、

2019年3月には市民の長年の悲願でもあった、東北横断自動車道釜石秋田線の全線開通、また三陸沿岸を縦貫する

三陸沿岸道路のうち、釜石南IC～釜石両石IC間が開通し、国土の重要な骨格となる東北横断自動車道と三陸沿岸

道路とが釜石市内で接続されました。さらに、同年6月の釜石北IC～大槌IC間の開通により、岩手県宮古市から宮

城県気仙沼市までの延長106kmが1本でつながるとともに、釜石市内の復興道路・復興支援道路は全線開通となり

ました。岩手県内では、実に約60kmもの自動車専用道路がわずか1年の間に開通したことになります。これらによ

り、岩手県沿岸部と内陸部のアクセス性向上はもとより、仙台市や首都圏などとのアクセス性が飛躍的に向上しま

した。

三陸沿岸道路・東北横断自動車道釜石秋田線開通記念式 国道283号 釜石花巻道路 釜石道路（甲子地区）の復旧

2017年9月 2018年11月

＊出典：国土交通省 東北地方整備局南三陸国道事務所HP

＊出典：「道路建設」 2019-9月号

https://www.thr.mlit.go.jp/road/fukkou/
http://www.thr.mlit.go.jp/minamisanriku/kouji/area6.html
http://www.thr.mlit.go.jp/minamisanriku/kouji/area6.html
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震災1週間前に開通した釜石山田道路が奇跡を起こす

東日本大震災による巨大津波に襲われた釜石市。しかし、市内の小中学生のうち

学校の管理下にあった生徒の生存率は100%でした。生徒たちは、震災が起きる1

週間前、3月5日に開通したばかりの三陸縦貫道 釜石山田道路を避難路とすること

で、高台に逃れ助かったのです。さらに、この釜石山田道路は、被災した道路の

迂回（うかい）路として人や物資の移動に利用され、地域の孤立を回避させ、ま

さに命の道となったのです。

仙台空港B滑走路 施工前
（東日本大震災後）

仙台空港B滑走路 施工後

コ ラ ム

壊滅的な打撃を受けた仙台空港を4日後にはヘリが離発着できる状態に

東日本大震災での被災地や原発事故対応で、最初に復旧させたのは「道路」でした。仙台空港は、東日本大震災の津波

襲来で壊滅的な打撃を受けました。津波によって、空港内に多量の土砂、がれきおよび自動車等の漂流物が漂着し散乱、

漂流してきた自動車が貨物ターミナルに衝突し火災も発生しました。

東日本大地震の影響で甚大な被害を受けた高速道路。関東エリアで最も被害の大きかったのは、常磐道の水戸IC～那珂

IC上り線で、土手側路面の約150mが波うち陥没しました。復旧工事を担当したNEXCO東日本（東日本高速道路株式会

社）は、当初復旧まで9日間がかかるとみていましたが、昼夜を問わず24時間体制で復旧工事を進め、また道路脇の農

地を持つ住民が、工事で取り除いた土を置く場所を提供するなどが功を奏し、6日で応急復旧を果たしたのです。

この迅速な対応が、3月24日付のイギリス

のThe Daily Mail(デイリー・メール)紙で

報道されるなど海外メディアなどでも驚

嘆を持って取り上げられ、SNSでも「日

本再建の良いサンプルだ」「6年たっても

工事が終わらない私の国に来て！」「こ

れこそ日本に期待していたものだ」など

多くの称賛のコメントが見られました。

＊出典：NEXCO東日本 HP

しかし、震災翌日には、漂着した車両・

がれき・土砂等の撤去や舗装の応急復旧

作業が行われ、4日後には緊急用ヘリの離

発着が、5 日後には米軍機による緊急物

資輸送が開始され、民間旅客機の就航も

約1カ月後に再開するなど、早期の復旧が

被災地の支援にも貢献しました。

＊出典：日本道路建設業協会「道路建設業 GUIDANCE」

水戸の崩落を応急復旧させた“奇跡の6日”に、世界が驚愕
きょうがく

＊出典：「道路建設」 2019-9月号

https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/kanto/2011/0323/00007820.html
https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/kanto/2011/0323/00007820.html
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その他の自然災害における道路復旧への努力

《2016年 熊本地震》 繰り返される余震に耐え、24時間体制でスピード対応

2016年4月14日に発生した熊本地震は、路面の段差・亀裂・沈下、路側決壊、斜面崩落等が広範囲で発生する中、発災

直後から救急医療活動・緊急車両の通行確保が必要とされました。

しかし、最大震度7の地震が発生した翌々日に、より大きな震度7の地震が発生、また、余震の発生回数は4,284回にも

上ったことから、舗装の応急復旧を終え道路啓開を数時間後に控えていても、再び崩壊し通行不能となる事態も発生。

さらには、発災から約2カ月かけ、地震災害の応急復旧をほぼ終え、本復旧に向けて動き始めた頃、県内では梅雨前線に

より猛烈な豪雨に見舞われ、山間部を中心とした道路の被害が拡大しました。

地震に豪雨と末曽有の大災害となり、県内最大時で111カ所（県管理区間）で全面通行止めとなる厳しい状況のなか、

発災直後の応急復旧は、24時間体制で急ピッチで施工を行い、わずか2週間で応急対策を終了。さらに、応急対策後に

おいても、余震活動で頻繁に路面状態が悪化する中、応急対応での24時間体制を維持することで、緊急作業にも対応す

ることができました。

こうした不断の対応により、約1カ月後には通行止めは33カ所となり、1年後には9割が解消しています。

道路の被害状況 本震による再崩落

被災状況

応急対策完了

＊出典：第33回日本道路会議発表資料

《2018年北海道胆振東部地震》 発災後わずか3日で全面通行止め解除を可能に

2018年9月に発生した北海道胆振東部地震は、厚真町鹿沼において北海道史上初の震度7を観測し、厚真町を中心に広範

囲に土砂崩れが発生し、明治以降最大の大規模林地崩壊となり甚大な被害をもたらしました。

道路被害については、震源地に近接する日高自動車道において路面変状による段差等が確認され、沼ノ端西ICから日高

厚賀IC間において地震発生直後から全面通行止めとなりました。比較的被害の少なかった沼ノ端西IC～厚真IC間は、発

災翌日には通行止めを解除することができましたが、路面損傷が大きく、約10～30㎝の段差が53カ所、約30～50㎝の段

差が4カ所発生していた厚真IC～日高厚賀IC間は、引き続き全面通行止めを継続。1日も早く緊急車両の通行が可能な状

態まで舗装復旧する必要がありました。

そこで復旧施工チームは、昼夜施工ができる複数班の施工体制を組み、人手や物資の不足に全力を挙げて取り組むこと

で、延長約14.2kmにおよぶ日高門別IC～日高厚賀IC間の通行止めを3日間で解除することができたのです。

舗装損傷箇所

施工体制

施工初日は機械施工2班、人力施工1班で対

応したが、2日目以降機械施工4班体制に。

＊出典：第33回日本道路会議発表資料

本線部 段差
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未来を支える

道路の技術

https://www.illust-box.jp/sozai/114905/
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少子高齢化や都市部への人口集中をはじめとした社会構造の変化を背景に、

移動弱者の移動手段の確保が深刻な課題として顕在化する恐れがあります。

国土交通省は、「都市と地方のあらゆる地域のすべての人が

新たなモビリティサービスを利用できる仕組み」として、情報通信技術を用いて

快適な移動を提供する「日本版MaaS（Mobility as a Service、マース）」の実現を推奨し、

街づくりのコンパクト化や交通システムデータの共有化といった取り組みを民間主導で進めています。

こうした取り組みにおいて、人やモノの移動の安全性や効率性を極限まで高めるためには、

「道そのものの進化」も求められます。

さらに現代社会には、渋滞や交通事故、災害・気候変動、地球温暖化、

インフラ老朽化といった、多くの課題が横たわる中、

道路建設もこれに対応していかなければなりません。

本章では、これらの社会課題の解消に向けて

協会会員各社によって開発されている、道路建設の先端技術をまとめました。

これらの技術が、日本の道路の景色を変える一助となっていくものと考えています。

未来に向けた舗装技術の展望

日本版MaaSのイメージ（ネットワークとの接合性重視）

＊出典：国土交通省HP 第７３回基本政策部会 配付資料

https://www.illust-box.jp/sozai/114905/
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001330175.pdf
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未来を支える道路の代表的舗装関連技術

テーマ 技術名 概要 ページ

社会

インフラ

自動運転対応舗装

自動運転の実装に向け道路の付加価値を高める

トラックに自動運転の波！

隊列走行の実証実験も続々実施中

P17

～

P18

非接触給電システム 道路を走るだけで電力を蓄えられる、未来の道路 P18

安全運転

高機能舗装
台風、ゲリラ豪雨、水害が多い日本で進む、

排水性の高い道路づくり
P19

凍結抑制舗装
冬期道路の安全と円滑を守る、

多様な凍結抑制舗装技術を開発
P19

注意喚起システム
危険な場所を音声で注意！

高速道路初の技術が町田ICに登場
P20

事故対策舗装 排水性舗装の弱点を改善し、オールシーズンで安全な道路に P20

環境保全

エコ発電舗装 道路が発電所に!? サステナブルロードの実現に向けて P21

植物系樹脂舗装 植物油を主原料とした、安定性・耐久性の高い舗装 P21

中温化アスファルト混合物 低炭素社会を実現する舗装技術 P22

国土

強靭化

舗装の長寿命化

機能性の高い舗装を長寿命化する取り組み

（高耐久性アスファルト混合物、長寿命ポーラスアスファルト混合物、プレ

キャストPC床版、高強度PRC版、延長床版システムプレキャスト工法、自

己治癒アスファルト）

P23

～

P25

雨水貯留浸透施設 雨水流出抑制施設を短期間・低コストで施工 P25

道路の

維持管理

AI技術の活用
舗装の損傷をAIで判定 点検コストを大幅削減

（舗装損傷診断システム／smart 路面点検サービス／コンクリートひび割

れ自動検出／i-DREAMs）

P26

～

P28

道路補修支援スマホアプリ 補修材量を自動計算、車上目視点検もサポート P28

“全天候型”ポットホール用

緊急補修材
補修の簡便性を極限まで高める P29

緊急道路補修材 緊急を要する舗装の補修をスピーディーに解決 P29

常温型コンクリート舗装補修材 コンクリート舗装を、簡単に素早く安全に補修 P30

街づくり

道路空間の利活用
人間中心の道づくり「ウオークシフト」は、

コロナ禍でさらに加速
P31

インクルーシブ公園 障害ある子も一緒に遊べる公園で、やさしい道が広がる P31

ポーラスコンクリート舗装 常識を破り、水をすばやく通すコンクリート舗装を実現 P32

洗い出し

ポーラスコンクリート舗装
自然石の風合いを生かした環境景観舗装 P32

お手軽ポーラスコンクリート 水と混ぜるだけでできる、透水性コンクリート P33

インジェクト工法/

車道用自然石舗装
大型車の走行にも耐久性抜群の石張り舗装工法 P33

https://www.illust-box.jp/sozai/114905/
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社会インフラづくりに資する舗装技術1.

自動運転の実装に向け道路の付加価値を高める

車の電動化、自動運転など「CASE（コネクテッド、自動運転、サービス・シェアリング、電動化）」の普及をに

らみ、総延長約128万キロメートルに及ぶ日本の道路の価値の掘り起こしが本格化しています。

また、NEXCO中日本（中日本高速道路株式会社）は東名高速など主要道に埋め込んだセンサーを使い、自動運転

で必要な渋滞情報などのデータを発信するシステムを開発。次世代通信規格「5G」が実用化すれば、大容量の映

像データをスムーズに送受信できるようになるため、自動運転車へのデータ送信など道路の付加価値を高めること

につながります。

自動運転対応舗装

NEXCO中日本が描く完全自動運転を見据えた情報収集・提供システムのイメージ

すでに全国では、磁気マーカーを道路に埋め込むことで自動運転を実現するバスを用いた実証実験が各所で行われ

ており、自動運転の実用化への準備が着々と進んでいます。

沖縄県那覇市・豊見城市 出典：内閣府資料 気仙沼線BRT 出典：国土交通省資料 2020年度に、羽田空港に磁気マーカーを整備

出典：国土交通省資料

自動運転社会の実現に向け、自動運転技術の初期導入や一般車両との混在などを想定したさまざまな研究や整備が

進められています。国土交通省が設置した “自動運転に対応した道路空間に関する検討会” は、「高齢化の進展に伴って

直面している社会的課題の喫緊性を踏まえると、車両のみならずインフラ側についても対応すべき時期に来ている」として

います。社会インフラの一部である道路や舗装が車両の自動走行をサポートし、また次世代のモビリティに適した道づくり

が求められています。

出典： NEXCO中日本レポート2020

https://www.mlit.go.jp/road/vision/pdf/01.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001343739.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001343739.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001335402.pdf
https://www.c-nexco.co.jp/corporate/csr/csr_download/documents/2020/cnexcocsr20_P27_30.pdf
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トラックに自動運転の波！ 隊列走行の実証実験も続々実施中

EC市場の拡大により、日本の物流量が増加を続ける一方で、トラックドライバー不足を筆頭とした「物流危機」

が一層深刻化しています。こうした物流危機への対策として期待されているのが、トラックの自動運転です。

国土交通省や経済産業省は、2019年6月～2020年2月に新東名高速道路（浜松いなさIC～長泉沼津IC）で、自動運

転による「トラックの隊列走行」(カルガモ走行)の公道実証実験を行うなど、実用化について積極的な取り組みを

実施。2020年2月には、ソフトバンク株式会社とWireless City Planning株式会社が、5Gの新たな無線方式の無線

伝送技術に基づく車両間通信を活用し、新東名高速道路でトラック隊列走行の実証実験を行いました。こうしたト

ラック隊列走行においても、道路に埋め込まれる磁気マーカーが機能しています。

出典：国土交通省 HP

国土交通省は、今後も自動運転トラック隊列走行の普及を目

指すとともに、新東名高速道路や新名神高速道路を6車線化

するなどインフラの整備も検討していることを公表。具体的

には、安全面での、走行車両への規制、事故、渋滞、駐車場

など情報提供を図るため、路面標示などの交通安全施設や舗

装のメンテナンスを強化するとしています。

道路を走るだけで電力を蓄えられる、未来の道路非接触給電システム

電気自動車（EV）に給電するワイヤレス給電（WPT）システムは現状、世界においても大半が停車中給電システ

ムです。日本では、EV・PHV向けWPTシステムなどがあり、実証実験などを行っています。

さらに走行中のEVに給電する走行中給電は、WPT技術の究極的目標だといえるでしょう。東亜道路工業株式会社

は2013年に、弾力性のある特殊セメントを開発し、それまでコイルを損傷しないため1m埋め込み深さを必要とさ

れていたところを、4cmで埋め込めるようにし、WPTシステムの道路への敷設費用を軽減できる可能性を示して

います。

米国や中国では商用車用の走行中給電システムの普及が始まっていますが、調査会社の株式会社富士経済は、日本

国内でも走行中給電システムは2025年頃に市場が立ち上がり、2030年以降、急伸すると予測。5年後には、走行中

給電システムが、間近で見られる可能性があります。

ダイヘンの停車中WPTシステム (11kW）

走行給電システムを埋設した道路の走行試験の様子

写真： 東亜道路工業

出典： 日本道路建設業協会「舗装技術の現状と未来に向けて」

自動運転対応舗装

送電ユニット 送電コイル

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000306.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000306.html
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人を守る安全運転のための道づくりを加速

台風、ゲリラ豪雨、水害が多い日本で進む、排水性の高い道路づくり

日本の降水量は、世界平均のおよそ2倍に上るといわれ、近年台風やゲリラ

豪雨が頻発する中、水のたまった路面を車が高速走行した際、車が水の膜の

上に浮いてしまうハイドロプレーニング現象は、交通事故を引き起こす大き

な要因の一つです。特に高速道路では、重大な事故につながりかねません。

こうしたリスクを予防するため、排水性に優れた高機能舗装のI型が、1989

年に東北自動車道で試験採用され、1998年ごろからは各地の高速道路で相次

いで正式採用され、2003年には排水性と耐久性を兼ね備えたII型が登場しま

した。高機能舗装は舗装表面に間隙があるため空気が逃げやすく、通常舗装

よりも騒音を低減（約2～4dB）できるものとなっています。

NEXCO東日本（東日本高速道路株式会社）によると、高機能舗装の採用に

より湿潤路面時の事故件数が多かった箇所で、約8割もの事故が減少した例

もあるとのことです。

高機能舗装

冬期道路の安全と円滑を守る、多様な凍結抑制舗装技術を開発

我が国の積雪寒冷地域は、国土面積の約60％を占め、総人口の約20％の人が住んでいます。凍結抑制舗装とは、

積雪寒冷期における道路交通の安全性と円滑性を確保するため開発された舗装技術です。

一般の走行車両の安全性を高めることはもちろん、除雪作業の効率化に効果がある舗装であり、主に、積雪寒冷地

の勾配の大きな箇所、交差点内やその周辺等に用いられています。

凍結抑制舗装

2020年3月に開通したが新東名高速道路(厚木南～

伊勢原JCT）でも高機能舗装の最新技術が活用され

ている

出典：NEXCO中日本HP

出典：凍結抑制舗装技術研究会HP

2.

凍結抑制舗装は、「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に

関する法律」が1990（平成2）年に施行されて以降、急速

に施工実績を増やしています。2018（平成30）年3月末現

在、約651万㎡の施工実績を有しています。

凍結抑制舗装は、化学系、物理系、物理・化学系の3種類

に大別され、多様な技術が各メーカーによって開発されて

います。凍結抑制舗装技術の向上と普及、性能評価方法の

確立などのため、道路建設各社が会員となり「凍結抑制舗

装技術研究会」（詳細P57参照）も設立されています。

出典：日本道路建設業協会HP

https://www.c-nexco.co.jp/corporate/operation/construction/progress/open/detail_shintomei03.html
https://www.c-nexco.co.jp/corporate/operation/construction/progress/open/detail_shintomei03.html
http://www.touketsu-giken.com/actievement/achievement.html
http://www.dohkenkyo.net/pavement/meisyo/touketu.html
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危険な場所を音声で注意！ 高速道路初の技術が町田ICに登場

NEXCO中日本は、2020年2月に、交通事故防止に向け、高速道路初となる、屋外型指向性スピーカーからの音声

による注意喚起システムを開発したことを発表しました。

音声による注意喚起システムは、これまで音の拡散が少ないトンネル内では一定の効果が確認されていましたが、

トンネル以外で活用するには音の拡散が課題となっていました。そのためドライバーへの注意喚起は視覚情報にと

どまり、交通量の多い東名高速 横浜町田インターチェンジ（IC）（下り）のオンランプでは、速度超過により

カーブを曲がり切れない事故が多発していたといいます。

注意喚起システム

NEXCO中日本では、2019年8月から横浜町田

ICにこの新たな注意喚起システムを設置し試

行を開始。6基の指向性スピーカーをカーブの

手前に設置し、「この先、急カーブ」という

音声をドライバーに伝えるようにし、試行開

始前後の速度変化を分析した結果、指向性ス

ピーカー運用前と比較して車両速度が4％

（1.7km/h）低下し、事故が発生しにくく

なったとしています。

横浜町田IC（下り）オンランプに設置する指向性スピーカーと事故多発箇所の位置

スピーカー運用時間帯の速度変化（左）と事故発生件数（右）

出典：NEXCO中日本HP

排水性舗装の弱点を改善し、オールシーズンで安全な道路に

株式会社ガイアートの開発した多機能型排水性舗装「フル・ファンクション・ペーブ(FFP)」は、混合物一層で表

面付近は排水機能、下部は防水機能を持つ縦溝粗面型ハイブリッド舗装です。

表面は、タイヤの溝に近い40mm間隔の縦溝がある粗面構造で、これにより滑り抵抗性があがるほか、凍結防止剤

が留まりやすくなることで、塩分残存率の高い凍結抑制舗装となります。また、縦溝粗面効果で路面の反射がしに

くいため昼夜ともに視認性の向上を図ることができます。

さらに、高性能改質アスファルトを使用することで、耐流動性（わだち掘れなどによる流動に対する性能）と骨材

の飛散抵抗性に優れてます。排水性舗装の弱点を大幅に改善した「FFP」は、オールシーズンで安全・安心な道路

を提供できることから事故対策舗装としての採用が拡がっております。

事故対策舗装

出典：ガイアートHP

https://www.illust-box.jp/sozai/114905/
https://www.c-nexco.co.jp/corporate/pressroom/news_release/4732.html
https://www.gaeart.com/technical/01.html
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太陽光発電舗装の構成と設置の様子

アスファルト舗装の上に太陽電池モジュールを設置。発電した
電気をバッテリーに蓄えて、様々な用途で電気利用が可能。
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地球にやさしい、環境調和型の道づくりを目指して

道路が発電所に!? サステナブルロードの実現に向けて

地球温暖化などの環境問題への取り組みが進められる中、太陽光発電や風力発電に代表される地球にやさしいエコ

発電が注目を集めています。

日本道路株式会社は、株式会社音力発電らと、人間や車両の移動に伴って発生する橋梁や舗装の振動を利用した舗

装埋設型の発電床システムを開発。歩道工事などにおける歩行者誘導用の発電床マット等にも利用されています。

株式会社NIPPOは、既存の舗装を利用して太陽電池を組み込んだ道路舗装「e-Smart ROAD」を開発。すべり抵

抗など安全性や強度特性を確保するため、専用の太陽電池モジュールを考案するとともに、部分的に日陰が混在し

ても電気回路を工夫するなどして良好に発電を持続させることを可能にしています。発電した電気を効率良く運用

するため「蓄電システム」も開発し、平常時は、街路灯にも使用できます。可搬式の小型バッテリーを使用してい

るため、災害時には非常用電源として活用することも可能です。

東京都は2020年3月、都有施設における再生可能エネルギー関連技術の活用モデル事業の一環として、「東京ビッ

グサイト」に、振動発電システムと舗装型太陽光パネルを設置したと発表。設置したシステムは、2021年3月31日

まで運用され、約1年にわたって性能検証などに取り組む計画です。

エコ発電舗装

3.

振動発電（振動床）の原理と歩行者誘導マット

振動発電（振動床）は、振動するエネルギーから発電する
エネルギーを圧電素子によって電気に変換するシステム

出典： 日本道路建設業協会「舗装技術の現状と未来に向けて」

自然環境への配慮や地球温暖化防止を図るため二酸化炭素の排出量削減への取り組みが求められています。また、資

源の有効利用を図ることも、環境に配慮した国土づくりにつながります。道路の整備における環境保全は、日々進化を遂げ

ています。

植物油を主原料とした、安定性・耐久性の高い舗装

地球温暖化が進み猛暑日も増える中、課題とされているのが路面とタイヤの接触でアスファルトが軟化することに

よりできる「わだち」です。わだちは、車などの走行安定性を失わせることから、交通事故にもつながります。

植物系樹脂舗装

東亜道路工業株式会社では、柔軟性のあるポリマー改質アスファルトと剛

性のある特殊な熱可塑性（かそせい）樹脂添加材とを組み合わせたハイブ

リッド改質アスファルト「HSアスコン」を開発。重交通路線など荷重条件

の厳しい箇所でも、優れた耐久性を発揮します。

さらに、「HSアスコン」の添加材の主原料に大豆などから採取される植物

油を採用。地球環境への配慮がなされ、持続可能性という面でも意義のあ

る舗装技術を開発しています。

出典：「道路建設」 2020-11月号

出典：東亜道路工業 HP

https://www.toadoro.co.jp/business/product/up_files/1_product_pdf.pdf
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低炭素社会を実現する舗装技術

地球環境保全が世界的に急務となる中、舗装分野でもCO2の排出量を削減する取り組みが進められています。舗装

の補修工事で排出されるCO2は、約6割が材料製造段階から排出され、この材料製造のうちアスファルトおよび骨

材を加熱してつくる加熱アスファルト混合物の製造時の割合が大きいことが分かっています。

中温化アスファルト混合物

この状況に対し、アスファルトの粘度を一時的に低下させる特殊

添加剤の効果によって、製造温度および施工温度を低減させるこ

とのできる「中温化アスファルト混合物」が開発されました。こ

れまで舗装用のアスファルトは180℃に加熱していましたが、中温

化舗装の技術を使うことで約30℃低くでき、CO2の排出量は14%

削減できることが分かっています。必要となる燃料消費量が削減

でき、CO2排出量の抑制にもつながることから、「低炭素アス

ファルト舗装」とも呼ばれています。

中温化アスファルト混合物は、製造時にアスファルトの
粘度を一時的（約2時間）に低下させる特殊添加剤を
添加することで、温度を約30℃下げて製造・施工できる

出典： 日本道路建設業協会HP

製造温度を30℃低減することにより、CO2排出量を約
14%低減できる

出典： 日本道路建設業協会HP

締固め温度と締固め度の関係 製造温度とCO2排出量の関係

出典： NIPPO HP

舗装用アスファルト混合物の製造温度低減によるCO2排出量の削減効果

出典： 土木学会舗装工学論文集第4巻1999年12月

http://www.dohkenkyo.net/pavement/meisyo/tyuon.html
http://www.dohkenkyo.net/pavement/meisyo/tyuon.html
http://www.dohkenkyo.net/pavement/meisyo/tyuon.html
http://www.dohkenkyo.net/pavement/meisyo/tyuon.html
https://www.nippo-c.co.jp/tech_info/general/SG02039_g.html
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国土強靭化に向けた安全、
安心して暮らせる社会へ向けて

気候変動に伴い、自然災害が激化する日本。英国の保険組織ロイズによる都市リスク指標では、自然災害等も含め、東

京が世界第１位、大阪が世界第６位のリスク都市と評価されています。

新技術をフル活用し、国土の災害脆弱（ぜいじゃく）性や気候変動、インフラ老朽化という課題を克服し、誰もが安全に安

心して暮らせる社会の構築が急務とされる中、道路建設各社でも、新技術の開発が進められています。

機能性の高い舗装を長寿命化する取り組み

近年、高度経済成長期に集中的に整備されたインフラが耐用年数を迎え、老朽化していることが喫緊の課題となっ

ています。国土交通省は、2014年12月社会資本整備審議会道路分科会道路技術小委員会を設置し、道路6分野の総

点検実施要領案に基づく現状把握と現状を踏まえたこれからのマネジメント方針を討議し、2016年12月に舗装マ

ネジメントに資する｢舗装点検要領」を規定しました。舗装において、ライフサイクルコストを縮減しながら、機

能性を維持する道路づくりが求められる中、道路建設各社でも技術の革新が進められています。

舗装の長寿命化

物流量の増大に伴う重荷重車に対応するアスファルト混合物を開発

近年、経済活動の活発化に伴う物流量の増大により、重荷重車を使用す

る工場施設内をはじめ、バス駐停車帯、高速道路のSAやPAなどの大型

車駐車場において舗装の損傷事例が多く見られます。

日本道路株式会社は、アスファルト混合物の耐久性を向上させるために

ポリエステル樹脂を添加したアスファル卜混合物「スーパーポリアスコ

ン」を開発。ポリエステル樹脂の特性を生かした「スーパーポリアスコ

ン」は、耐流動性・耐水性・耐油性に優れ、長寿命化舗装として活躍す

ることが期待されています。

高耐久性アスファルト混合物

出典：日本道路 HP

ライフサイクルコストは最大で約５０％削減できるアスファルトの開発

前田道路株式会社は、舗装体だけでなく、透水性や騒音低減などの機能

も長寿命化する技術の開発に成功しています。アスファルトに特殊添加

剤を混合し、水分によって硬化反応させることで、機能を含めて舗装体

を高強度化するのが特徴で、機能性の高い舗装を長寿命化する技術とし

て注目されています。

イニシャルコストは、通常のアスファルト混合物と比べ15～20％程度上

がるものの、舗装の供用期間が延長されるため、ライフサイクルコスト

は最大で約50％削減できることが分かっています。同技術は、日本道路

建設業協会の第19回舗装技術に関する懸賞論文で１等に選ばれました。

長寿命ポーラスアスファルト混合物

出典：前田道路 「土木学会第70回年次学術講演会

(平成27年9月)」資料

長寿命ポーラスアスファルト混合物の
現場透水試験の結果

混合物の高強度化を図ることで舗装体の破損を軽
減した、長寿命ポーラスアスファルト舗装は、空隙
がつぶれにくく、透水性能が持続する

4.

https://www.nipponroad.co.jp/method/?p=24723
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00035/2015/70-05/70-05-0265.pdf


100年劣化しない防水機能を有する舗装技術を開発

NEXCO東日本は株式会社大林組と共同で、高速道路リニューアル工事での床版

取り替え工事の工程短縮と床版の耐久性向上を目的に、防水性能を有するプレ

キャストPC床版を開発しました。プレキャストPC床版は、超高強度繊維補強コ

ンクリート（UFC）が持つ防水性能を活用した技術で、UFCとコンクリートと

の複合構造とすることで、床版表面の防水性能を確保しています。UFCは、そ

の性能の高さから、100年劣化しない材料とされ、長期にわたり床版の防水性が

損なわれない長寿命コンクリートです。

プレキャストPC床版

出典：NEXCO東日本HP

プレキャストPC床版の構造

24

長寿命・高耐久・高品質なプレキャスト舗装版

高強度PRC版（高強度PRC版研究会（詳細P58参照）とは、高強度P（プ

レキャスト）RC（鉄筋コンクリート）舗装版の略称でプレキャスト製

（工場生産したコンクリート部材）の舗装版です。限られた時間内での

急速施工を可能とし、空港、港湾、トンネル、高速道路等供用中のコン

クリート舗装の補修に適した技術です。

版本体は高強度コンクリート（設計基準強度60N/mm2）を使用し、版同

士の連結はコッター式継手で行います。目地部の耐久性が高く、維持管

理もしやすい工法であり、東京国際空港等で施工されています。工期短

縮も可能とし、ライフサイクルコストの低減にも大きく貢献します。

高強度PRC版

資料提供：高強度PRC版研究会HP

高強度PRC版（空港重荷重タイプ） 道路用PRC版

東京国際空港西旅客ターミナル

コッター式継手による連結イメージ

コッター式継手は、供用中の床版の取替え工事など
に用いる技術。あらかじめ工場で製作されたプレキャ
スト版を現場で敷設し、床版に埋め込んだ“C型金物”
に、くさび状の“H型金物”を挿入して、固定用ボルトを
締め込るだけで完了する。

https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/head_office/2020/0401/00003477.html
http://www.koukyoudoprc.com/about/index.html


雨水流出抑制施設を短期間・低コストで施工

豪雨や台風が甚大化・頻発化する中、雨水がビルや路面舗装で地中への浸透を遮られることにより、都市型洪水を

引き起す可能性が指摘されています。

株式会社佐藤渡辺は、プラスチック製雨水貯留用滞水材を利用し、雨水流出抑制施設を短期間で施工できる雨水貯

留浸透施設「リ・タンスイシステム」を開発。同システムは、50ｔづりクレーンの通過やつり荷作業、大型車の

走行や駐車帯として使用可能な強度を有し、かつレベル2相当（阪神・淡路大震災等）の地震動にも対応できる優

れた耐震性を有しています。

雨水貯留浸透施設

多くの自治体や企業等が、環境開発による雨水放流の増加や都市型洪水防止の

ため、雨水流出抑制施設の導入を積極的に進める中、「リ・タンスイシステ

ム」は、短期間施工と導入コストの削減で貢献するとして期待されています。

出典：佐藤渡辺 HP
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橋の長寿命化に貢献、地震時の段差抑制にも効果的

延長床版とは、橋梁上部工の床版を土工部まで延長し、伸縮装置を土工部上に設置する橋梁ジョイント構造です。

通行車両による騒音振動や遊間部の漏水等橋台部に発生する不具合を解消し、地震時の段差抑制にも効果があり、

震災時の緊急車両の通行帯確保に寄与します。

延長床版システムプレキャスト工法

NEXCO3社・株式会社ガイアート・ジオスター株式会社で共同開発した延

長床版システムプレキャスト工法は、底版・延長床版にRCプレキャスト版

を採用し、大幅な工期短縮やリニューアル工事での分割施工にも対応できる

技術です。

出典：大成ロテックHP

オランダの技術を応用し、日本で主流の密粒度アスファルトへの適用を図る開発に着手

大成ロテック株式会社とコンクリートの開発などを手掛ける會澤高圧コンクリート株式会社は、ひび割れが自然に

修復する「自己治癒アスファルト」の開発に着手したことを2019年12月に発表しています。

自己修復に関する技術は、2030年には世界市場が30兆円規模にもなるとされる分野として、塗料、コンクリート、

ポリマー、フィルム、ゴム、ガラスなどさまざまな材料での研究が進められており、特に建設分野においては、イ

ンフラの長寿命化技術の一つとして注目されている技術です。

自己治癒アスファルトはオランダ発の技術ですが、オランダでは排水性舗装のポーラスアスファルトが一般的なの

に対し、日本では密粒度アスファルトが主流であるため、大成ロテックらは、オランダで開発された自己治癒アス

ファルトを密粒度アスファルトに適用できるようにする考えです。

自己治癒アスファルト

出典：大成ロテックHP

出典：ガイアートHP

http://www.watanabesato.co.jp/products/retansui-3/
http://www.taiseirotec.co.jp/2019/12/25/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E6%B2%BB%E7%99%92%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AB%E3%83%88%E3%81%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AB%E7%9D%80%E6%89%8B/
http://www.taiseirotec.co.jp/2019/12/25/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E6%B2%BB%E7%99%92%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AB%E3%83%88%E3%81%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AB%E7%9D%80%E6%89%8B/
https://www.gaeart.com/technical/11.html
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予防保全を重視した道路維持管理の効率化5.

近年、高度経済成長期に集中して整備されたインフラが耐用年数を迎え、老朽化していることが喫緊の課題となってい

ます。老朽化による損傷が急速に増大する将来を見据え、インフラを定期的に点検・診断し、致命的欠陥が発現する前に

対策を講じることで、事故や災害を未然に防ぎ、インフラの長寿命化を図る「予防保全」の維持管理が必要です。

道路建設各社では、ICTを活用した正確かつ迅速な点検・診断に力を入れています。

舗装の損傷をAIで判定 点検コストを大幅削減

近年は多くの業界でAI（人工知能）の導入が進んでいます。日本では道路の約8割以上を市町村が管理しています

が、自治体および建設業界の人手不足や予算不足といった問題から、十分なメンテナンスができていない道路があ

ります。そうした中、道路の点検や診断においてAIを活用することで、省力化・効率化やコスト削減を実現する

技術が、道路建設会社とIT企業との共同開発によって進んでいます。

AI技術の活用

車から撮影した映像をAIが分析し道路の損傷レベルを自動判断

福田道路株式会社は、NEC（日本電気株式会社）との共同開発

により低費用かつ効率的に舗装の点検を実現する舗装損傷診断

システム「マルチファインアイ」を開発し、2017年12月から提

供を開始しました。

「マルチファインアイ」は、走行する車から撮影した路面の映

像をディープラーニング（深層学習）技術を搭載したNECのAI

が分析することで、舗装路面の画像から「ひび割れ」「わだち

掘れ」の損傷レベル区分を専門技術者による目視と同等のレベ

ルで自動診断することが可能です。

舗装損傷診断システム

カメラに搭載されたGPSと画像データを同期させることで、
解析したデータを地図上に反映することもできる。どの道路
を修復したほうが良いのかがひと目で分かる

出典：福田道路 HP

舗装のメンテナンスサイクルの効率化を実現、点検費用を従来比6割減に

ニチレキ株式会社は、NTT東日本（東日本電信電話株式会社）とNTTコムウェア（エヌ・ティ・ティ・コムウェ

ア株式会社）との共同開発により、路面性状測定車による調査と人工知能（AI）による画像解析を組み合わせ、

舗装の点検と診断を効率化する「smart 路面点検サービス」の提供を2020年8月より開始しました。

「smart 路面点検サービス」は、これまで人手で行ってきた現地踏査業務、路面状況計測業務、路面画像評価業務

を、AIやIoTの技術を活用し大幅に効率化することで、路面性状測定車を活用しながら安価に点検ができるもので、

従来の点検費用に対して60％のコスト削減（従来の40％の点検費用）を実現しています。

smart 路面点検サービス

また、新たな評価方法を開発し、道路管理者

の維持修繕方針や予算に応じて、複数の評価

方法から最適なものを選択できるサービスと

することで、実現性の高い維持修繕計画の策

定を支援することが可能となっています。
計測中の室内（事務所）と路面性状測定車（smartロメンキャッチャーLYJr.）の車内
状況 出典：ニチレキ HP

https://www.fukudaroad.co.jp/technology/multifineeye/
https://www.nichireki.co.jp/up_pdf/20200728134219_f.pdf
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特殊な高性能カメラを利用し、インフラ点検の品質向上と迅速化を実現

株式会社大林組は、富士フイルム株式会社がAIによる画像解析技術を用

いて開発した「社会インフラ画像診断サービス」を利用し、特殊な高性

能カメラで撮影した土木構造物の画像から、コンクリート表面のひび割

れ幅と長さをこれまで以上に高精度かつ短時間で自動検出する手法を確

立しました。

これまでより遠距離からの画像を用いて自動検出することが可能となり、

作業時間とコストを大幅に削減できます。さらに、大林組が富士フイル

ムと行った共同実証では、従来は難しかった暗い場所でもひび割れを検

出できることを確認、かつこれまで実績がなかった曲面のひび割れ検出

についてもその有効性を確認するなど、適用範囲の拡大を実現しました。

コンクリートひび割れ自動検出

広範囲（幅約8m）を撮影した場合のひび割れ検出
の例

出典：大林組HP

首都高速道路が取り組むスマートインフラマネジメントシステム

首都高速道路株式会社では、ICT、AI、IoT、ロボット技術などを積極的に活用し，維持管理の生産性の向上を図

ることで持続可能なインフラを実現するスマートインフラマネジメントシステム「i-DREAMs」を開発し、2017

年度からその運用を開始。その中において、舗装点検、損傷ランク判定から補修費用の算出までを自動化するシス

テムの開発・検証を進め、MMS(Mobile Mapping System)に登載したラインセンサカメラで撮影した画像から、

AIを活用して舗装のひび割れを自動検出するようにしています。

また、MMSにより取得した3次元点群データから、舗装のわだち掘れ量や平たん性を自動計算するとともに、局

所的なポットホールについても自動検出。これらの結果から、 MCI （舗装の維持管理指数）等を自動算出して、

損傷ランクの判定から補修が必要な範囲を抽出し、補修計画策定までのプロセスの自動化を図るようにしています。

i-DREAMs

GIS（地理情報システム）をベースとするプ

ラットフォームに、各プロセスで得られる情

報を統合するとともに、維持管理のさまざ

まなシーンで3次元点群データを用いた

「InfraDoctor」を活用し効率的な維持管

理の支援が可能としている。

加えて、画像解析やAI等の活用により、

構造物の劣化・損傷に対する総合的な分

析・判断が可能となり、「見える化」を図る

ことができる。

これらのメンテナンスサイクルをスパイラル

アップすることで、高度なインフラマネジメ

ントの実現が可能となる

i-DREAMsの概念図

出典：首都高速道路 HP

https://www.illust-box.jp/sozai/114905/
https://www.obayashi.co.jp/news/detail/news20180405_1.html
https://www.shutoko.co.jp/efforts/safety/idreams/


「舗装点検」アプリ
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3次元点群データとカメラ画像を活用した舗装劣化指標（わだち掘れ、ひび割れ、平たん性）の自動算出技術およびポットホール検出技
術を開発し、舗装の点検から補修費算出までの自動化を実現。
わだち掘れ、平たん性、ひび割れ率からMCIおよびIRIを自動算出し、舗装劣化箇所の打ち替え面積・工事費を自動算出することで、補
修計画作成の生産性の向上を図っている 出典：首都高速道路 資料

「首都高速道路における舗装路面点検の高度化、効率化の取組」

補修材量を自動計算、車上目視点検もサポート

東亜道路工業株式会社は、ポットホールの補修や舗装点検用の2つのスマートフォン用のアプリを開発しました。

「ポットホールメジャー」は、ポットホールの補修に必要な合材の量を算出するアプリです。スマホでポットホー

ルを撮影し、ポットホールの部分を指で塗りつぶしてポットホールの深さなどを入力するとポットホールの面積・

体積が自動計算され、補修材の必要量が分かる仕組みになっています。必要量は同社が販売する合材製品ごとに表

示され、点検日時や位置情報は測定記録として保存することが可能です。

もう一つの「舗装点検」は、車上目視による点検をサポートするアプリです。「ひび割れ」「わだち掘れ」「縦断

方向の凹凸」から点検項目を選択して、走行中の車から舗装の状態を目視により３段階で評価してタップすること

で、測定結果を記録。測定記録は日時、位置情報と共に保存でき、地図上に出力することが可能です。

道路補修支援スマホアプリ

車上から舗装の目視点検を行う場合、測定位置と評価結果を
記録するのは大変な作業となる。「舗装点検」アプリで、スマート
フォン画面の評価ボタンを選択するだけで、効率的に点検結果
を記録することが可能

出典：東亜道路工業HP

「ポットホールメジャー」アプリ

ポットホール体積算出アプリ 「ポットホールメジャー」は、ポット
ホールを撮影し、指で塗りつぶすことで、ポットホールの面積を
算出できる

出典：東亜道路工業HP

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/road_maintenance/pdf/02iji2.pdf
https://www.toadoro.co.jp/business/product/192/
https://www.toadoro.co.jp/business/product/191/
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補修の簡便性を極限まで高める

東亜道路工業株式会社が開発した“全天候型”ポットホール用緊急補修材「ＴＯＫＥ・パック」は、ポットホールの

補修時間の大幅な短縮と作業の安全確保を両立した、片手で扱える袋詰めした投げ込み式の補修材料です。

袋内の混合物は耐久性が高いカットバック系アスファルト混合物で、車両走行により徐々にならされることでポッ

トホールの端部まで充填が可能なため、施工は袋のまま敷き並べるだけで、スコップや転圧機械が必要ありません。

また、包装材は、廃棄物の出ない環境にやさしい水溶性になっています。

“全天候型”ポットホール用緊急補修材

水があっても
OK !

踏み固めて
完了!

出典：東亜道路工業HP

緊急を要する舗装の補修をスピーディーに解決

株式会社ガイアートが開発した緊急道路補修材「ダッシュペーブE」は、接合剤となる特殊樹脂バインダーとアス

ファルトの材料となる骨材をキット化した製品で、現場で素早く混合ができ、ポットホール、段差修正、角欠け修

正などの緊急を要する補修を容易に行える道路補修材料です。

強度と付着性が高い樹脂であるため、耐久性があり、アスファルト舗装をはじめ、コンクリート面、金属面にも短

時間で硬化し、しっかり付着するといった特長があげられます。作業は、特別な機材や道具を必要とせず、混合し

たバインダーを骨材の入った袋に入れて混ぜ、損傷個所に敷きならすだけで約10分程度で交通開放が可能なこと

から、路面補修の効率化に大きく活用できる補修材です。

緊急道路補修材

出典：ガイアートHP

舗装のポットホール補修 橋梁ジョイントの段差修正

https://www.toadoro.co.jp/business/product/177/
https://www.gaeart.com/technical/33.html
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コンクリート舗装を、簡単に素早く安全に補修

株式会社ガイアートのコンクリート舗装用補修材「ニンジャシール」は、コンクリート舗装に発生するひび割れの

充填や面的塗布が可能な2 液混合常温硬化型ポリウレア樹脂材料です。舗装に発生したひび割れのほか、目地部分

の損傷、角欠け、沈下などによって生じた段差などの補修にも適用できます。

伸び率が300%というソフトでしなやかな物性により、衝撃を吸収するため既設舗装を傷めず、さらに万が一飛散

しても大きな事故に繋がる可能性が少ないことが特徴です。

施工に関しても、1缶に必要な材料がすべて入ったキットであるため、熟練者でなくても取り扱いやすく、少ない

人員で施工が可能です。また、火を使わないため、火災や火傷によるリスクも軽減でき、安全で素早い補修が可能

になっています。

常温型コンクリート舗装補修材

ひび割れ補修 角欠け・段差擦り付け

出典：ガイアートHP

https://www.gaeart.com/technical/37.html
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社会・経済情勢の変化から、道路空間の利活用へのニーズが車中心から人中心に変化しています。地域のニーズに応

じて、最大限の空間活用を実現し、道路空間の利活用の更なる高度化、良好な道路景観の形成を図る、魅力的な道路空

間の創造に向けて、道路建設が貢献できる領域が広がっています。

人間中心の道づくり「ウオークシフト」は、コロナ禍でさらに加速

世界の多くの都市で、街中を車中心から人中心の空間へと転換し、人々が集い、憩い、多様な活動を繰り広げられ

る場へと改変する取り組みが進められています。ニューヨークのタイムズスクエアは、「道路」から「広場」への

転換で歩行者ゾーンを2倍にしたことで、歩行者数は11％増加し、74％の市民がタイムズスクエアは劇的に改善さ

れたと回答。3年目の売り上げが47％増加した地域もあるといいます。このほかにも、フランスのパリ エッフェル

塔周辺を2024年を目標に、車道を緑地広場にする計画が進行するなど、世界がウオークシフト化しています。

日本でも近年歩行者中心の道づくりが加速、美しさと機能性を兼ね備えた新しい道の景色が生まれています。新型

コロナウイルス感染拡大の影響を受けてテラス席など路上活用の規制も緩和される中、この動きはさらに加速して

いくと予測されます。

道路空間の利活用

東京・丸の内仲通り
歩行者空間化し芝生を敷設。車歩道を共通の舗装
（アルゼンチン斑岩）とし、公有地・民地の境界にこ
だわらない一体的な仕様とした

愛媛県松山市・花園町通り
車道を片側3→1車線に縮め、歩道を拡幅。自然石
舗装や鋳鉄製の照明灯、ウッドデッキやベンチには県
内産ヒノキを使用し、落ち着いた温かみのある空間を
創出した。歩行者通行量も増え、地価も上昇している

兵庫県・姫路駅北駅前広場
車道中心だった駅前空間をトランジットモール化、歩
行者空間・芝生化した。イチョウ並木の両側に歩行者
と自転車の動線を分散配置して、舗装の仕上げを変
え、ペイブメントは、城下町を連想させる陶板舗装とし
ている

出典：国土交通省 資料

6. 活気をつくり、安心して暮らせる街づくりのために

障害ある子も一緒に遊べる公園で、やさしい道が広がる

障害のある子もない子も一緒に遊べ、誰もが楽しめる「インクルーシブ」な公園が、東京都内で次々と誕生しよう

としています。2020年3月に生まれ変わった都立砧（きぬた）公園（世田谷区）の広場には、シート型や円盤型の

ブランコ、車椅子のまま中に入れる複合遊具、目や耳が不自由でも音や感触を楽しめる楽器遊具などが設置されて

います。ケガや事故のリスクを減らすため、地面はクッション性に優れたゴムチップ舗装、アスファルト部分は滑

りにくい樹脂系舗装を採用。車椅子や歩行器での移動もしやすく、体の障害を持つ子どもが地面に手や膝をついて

自力で移動しても汚れにくい舗装となっています。

インクルーシブ公園

こうした配慮がされた公園は欧米では広がりつつあります。現在日本

では数えるほどしかありませんが、都内では2020年度中に都立府中の

森公園（府中市）がインクルーシブ公園として生まれ変わるほか、渋

谷区と豊島区でもインクルーシブな公園をつくる取り組みが進められ

ています。
出典：東京都 建設局 資料

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001305333.pdf
https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001305333.pdf
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/park/tokyo_kouen/kouen0086.html
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/content/000044981.pdf
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常識を破り、水をすばやく通すコンクリート舗装を実現

一見木目調やレンガづくりに見える公園や街の歩道、しかし実はコンクリート舗装であ

ることがあります。コンクリートは耐久性の観点から空隙率が小さく、基本的にはほと

んど水を通さない舗装とされてきました。しかし、毎年のように各地で起きる集中豪雨

による河川の氾濫等々が、社会的に大きな問題となり、雨水の河川への急激な流入を防

ぐ対策が急務となっています。

株式会社佐藤渡辺は、従来の常識を破りコンクリート舗装を透水性のものにし、なおか

つ歩道、駐車場および軽交通道路への供用にも十分耐えられるポーラスコンクリート舗

装「パーミアコン」の開発に成功しています。

ポーラスコンクリート舗装

「パーミアコン」は、透水機能も優れているた

め、高齢者や車椅子利用者も雨天時に安全・快

適な移動が可能です。加えて、優れた雨水貯留

浸透機能を有するため、雨水を舗装体内の空隙

で一時貯留しながら、徐々に地中へ浸透・蒸発

散させることができるため、雨水のピーク流出

を遅らせ、下水道や調整池等の施設への負担を

軽減することができます。

パーミアコンによる
ブロックとの組み合わせ例

パーミアコンによる
ボーダーパターンでの使用例

出典：佐藤渡辺 HP

自然石の風合いを生かした環境景観舗装

株式会社佐藤渡辺では、自然石を使い、特殊工法で表面を洗い出すことで、自然石の風合いを生かした舗装「パー

ミアストーン」も開発しています。

「パーミアストーン」は、さまざまな石種を骨材として用いた落ち着いた雰囲気の純自然石舗装で、周辺環境に合

わせた景観性の高い空間を演出できることから、建物の外構、庭園園路、広場などに利用されています。

洗い出しポーラスコンクリート舗装

また、ポーラスコンクリート舗装「パーミアコン」と同様に、

透水性、貯留浸透性にも優れています。同技術は、総合治水

対策および水循環再生等に寄与することから、公益社団法人

雨水貯留浸透技術協会から雨水貯留浸透技術評価認定もされ

ています。

東京ミッドタウン（東京）

出典：佐藤渡辺 HP

パーミアストーン表面性状（標準種石）

新五色 桜みかげ 白みかげ

上田城（長野） 東京健康長寿医療センター（東京）

http://www.watanabesato.co.jp/products/permeacon/
http://www.watanabesato.co.jp/products/permeastone/
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インジェクト工法は、大成ロテック株式会社が開発した、大型車の通行にも耐えられる車道用自然石ブロック舗装

です。

従来の工法では、水を混ぜずにセメントと砂を混ぜた空練りモルタルを据え付け層としてブロックを並べていまし

たが、車両の繰り返し荷重や衝撃荷重に対し耐久性が不十分なため、大型車両が走行する道路では. 早期に破壊す

る事例が多く見受けられました。このような弱点を解消する工法が、インジェクト工法です。

インジェクト工法は、天然石と基盤舗装との間には、衝撃吸収性と接着性に優れるアスファルト系材料を使用して

いるため、天然石と基盤が強固に一体化し、耐久性に優れた車道用自然石ブロック舗装が可能となっています。

インジェクト工法の構造

出典：大成ロテックHP

左上：別府市 Bコンプラザ前通り（1994
年～供用中）

右上：広島県 平和記念公園原爆資料
館前広場（1997～供用中）

左下：石川県 輪島朝市通り（2003～供
用中）

大型車の走行にも耐久性抜群の石張り舗装工法

インジェクト工法 / 車道用自然石舗装

水と混ぜるだけでできる、透水性コンクリート

株式会社ガイアートが開発したお手軽ポーラスコンクリート「透水くんⅡ」は、水を混ぜるだけで、簡単にポーラ

スコンクリートができるプレミックスタイプのポーラスコンクリートです。

透水性であるため雨の日でも水がたまらず、ポーラス構造の路面は滑り難く、階段やスロープといった場所でのス

リップの危険性が軽減できます。また、骨材間隙が小さいので、雑草の発生を抑制できます。さらに、地中に雨水

を浸透させ、通気性にも優れているため、土の活性化、地中生態系の保護など自然環境にも配慮したコンクリート

です。

お手軽ポーラスコンクリート

階 段

出典：ガイアートHP

スロープ 駐車場

http://www.taiseirotec.co.jp/technicalinfo/inject/
https://www.gaeart.com/technical/36.html
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国土交通省 道路政策ビジョン

「2040年、道路の景色が変わる」

国土交通省の社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会が道路政策ビジョン「2040年 道路の景色が変わる」をと

りまとめ、2020年6月に国土交通大臣に提出しました。同ビジョンでは、気候変動、人口減少、デジタル化、そしてポストコロ

ナの新しい生活様式などの課題に対し、道路政策によって実現を目指す2040年の日本社会の姿が描かれています。

道路の景色はどう変わる？～5つの道路の将来像～

道路政策ビジョン「2040年 道路の景色が変わる」では、デジタル革命の進展、価値観やライフスタイルの多様

化などに伴い、日本の「移動」と「道路の景色」がどう変化するのかが、5つの将来像で予測されました。

道路行政が目指す「3つの持続可能な社会の姿」

さらに本ビジョンでは、これらの予測を踏まえ、道路行政が目指す「持続可能な社会の姿」を3つの社会像として

提案し、その実現に向けて道路が貢献できることを示しています。

（1）日本全国どこにいても、誰もが自由に移動、交流、社会参加できる社会

• 政策の方向性01：国土をフル稼働し、国の恵みを享受

• 政策の方向性02：マイカーなしでも便利に移動できる道路

• 政策の方向性03：交通事故ゼロ

• 政策の方向性04：行きたくなる、居たくなる道路

（2）世界と人・モノ・サービスが行き交うことで活力を生み出す社会

• 政策の方向性05：世界に選ばれる都市へ

• 政策の方向性06：持続可能な物流システム

• 政策の方向性07：世界の観光客を魅了

（3）国土の災害脆弱性とインフラ老朽化を克服した安全に安心して暮らせる社会

• 政策の方向性08：災害から人と暮らしを守る道路

• 政策の方向性09：道路交通の低炭素化

• 政策の方向性10：道路ネットワークの長寿命化

今後、ポストコロナに向け、新しい生活様式（ニューノーマル）や社会経済を支えるための道路施策が進むことで、3密を

避けるための路上活用や道の駅のキャッシュレス化などデジタル化推進、防災機能の強化などインフラとしての道路の利

活用の変革も求められていくことになるでしょう。

出典：国土交通省 資料

出典：国土交通省 資料

https://www.illust-box.jp/sozai/114905/
https://www.mlit.go.jp/road/vision/pdf/02.pdf
https://www.mlit.go.jp/road/vision/pdf/02.pdf
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道路建設業界が抱える

課題と対策

https://backgrounds-free.com/08-4k-size-4096%C3%972160/800-image.html


課題① 老朽化する道路インフラ

日本では、公共インフラの約4割を道路が占めています。日本の道路は高度経済成長期に集中的に整備されてきたため、

一気に老朽化が進み、自然災害が甚大化・頻発化する中、対策を早急に取る必要があります。

しかし、道路橋やトンネルを管理する割合が圧倒的に多い地方自治体では、修繕への着手が遅れている状況が指摘さ

れています。

2033年には道路の6割、トンネルの4割が建築後50年に突入！

我が国の舗装ストックは道路延長ベースで約120 万km*

（道路統計年報2019）と、国土面積当たりの道路密度は

OECD（経済協力開発機構）諸国の中で日本が最も多く、

膨大なストック量となっています。

一方、高度経済成長期に集中的に整備されてきた道路施

設は、老朽化が進行しています。全国約73万の道路橋に

ついては、建設後50年を経過する施設の割合は、2018年

3月時点では25％ですが、2033年3月には63％へと急増

することが予想されています。これらの状況は、橋梁に

限らず、トンネルや道路の表面を形成する舗装において

も同様で、道路インフラのメンテナンスサイクルを確立

し、災害を未然に防ぐ管理が求められています。

25%

20%

32%

17%

4%

39%

27%

42%

32%

8%

63%

42%

62%

58%

21%

道路橋

トンネル

河川管理施設

（堰、水門、ダム等）

港湾岸壁

下水道管きょ
2018年3月

2023年3月

2033年3月

約７３万橋
（橋長２ｍ以上の橋）

約１万１千本

約１万施設

総延長：約４７万㎞

約５千施設
（水深－４．５ｍ以深）

日本における建設後50年以上経過する社会資本の割合
※グラフ内の数字は概算表記

※1

※3

※2

※4

※5
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道路橋やトンネルの修繕着手に遅れが目立つ

政府は、2012年に発生した中央自動車道笹子トンネル

の天井板崩落事故を受け、2014年から5年に一度、道路

橋や道路トンネルを点検することを管理者に義務付け

ています。その2巡目の調査結果（2020年9月発表）に

よると、2014～2018年度の5年間で老朽化などで修繕が

必要と判定された道路橋の約69,000カ所のうち64%、道

路トンネルは約4400カ所のうち44%が2019年度末時点

で未着手だったとしています。

管理者別で見ると、2019年度末時点で国が管理する道

路の点検は、ほぼ着手済みとなっていますが、インフ

ラの大部分を管理する自治体*では道路橋が52％、道路

トンネルが58％と遅れが目立っています。

*現在、全国の橋梁について、市区町村が管理する橋梁が66％、都道府県・政令市等が管

理する橋梁が26％と、地方公共団体が全体の9割以上を管理している。また、全国約1.1万の

道路トンネルについても、地方公共団体がその約7割を管理している。

出典： 国土交通省 インフラメンテナンス情報「社会資本の老朽化の現状と将来」
※1. 建設年度不明橋梁の約23万橋については、割合の算出にあたり除いている。
※2. 建設年度不明トンネの約400本については、割合の算出にあたり除いている。
※3. 国管理の施設のみ。建設年度が不明な約1,00施設を含む。（50年以内に整備された施設については概ね

記録が存在していることから、建設年度が不明な施設は約50年以上経過した施設として整理している。）
※4. 建設年度不明岸壁の約100施設については、割合の算出にあたり除いている。
※5. 建設年度が不明な約2万ｋｍを含む。（30年以内に布設された管きょについては概ね記録が存在している

ことから、建設年度が不明な施設は約30年以上経過した施設として整理し、記録が確認できる経過年数
毎の整備延長割合により不明な施設の整備延長を按分し、計上している。）
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出典：国土交通省「道路メンテナンス年報（令和元年度・二巡目）」

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/02research/02_01.html
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/pdf/r01/r01_09maint.pdf


老朽化する道路インフラの整備が遅れている背景の一つが、建設業界の人手不足です。国土強靭化基本法に基づき国

は土木建設投資額が増加していますが、就業者数は減少を続け、高齢化により将来の担い手不足が危惧されています。

安全で安心して暮らせる国土を維持していくためには、さらなる生産性の向上が必要です。道路建設業界でも、機械化・

自動化やICT（情報通信技術）ツールを活用した生産性の向上と働き手の維持・増加を図るための労働環境の改善に取り

組んでいます。

建設業界は深刻な人手不足、高齢化が進む一方で、若手の入職者数は不十分

我が国の土木建設投資額は、バブル崩壊後は減少が続きましたが、2011年に起きた東日本大震災を受け、2013年

に「国土強靭化基本法」が成立し、投資額も微増を続けています。しかし投資の増加に反して、建設業の就業者数

は減少傾向が続き、2019年には499万人とピーク時（1997年）に対して約3割減（27.2%）となりました。

また建設業界内では高齢化も進み、10年後には大量離職が

見込まれる中、それを補うべき若手入職者の数は不十分な

状況です。

建設業界が危機的な人手不足の状態にあることは、インフ

ラの整備やメンテナンス、災害への対応などに支障を来す

ことから、この状態が継続すれば、国家の衰退にまでつな

がることが危惧されます。
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課題② 建設業界の深刻な人手不足と高齢化

建設投資、許可業者数および就業者数の推移

注１ 投資額については2016年度まで実績、2017年度・2018年度は見込み、2019年度は見通し
注２ 許可業者数は各年度末（翌年３月末）の値
注３ 就業者数は年平均。2011年は、被災３県（岩手県・宮城県・福島県）を補完推計した値について2010年国勢調査

結果を基準とする推計人口で遡及推計した値注
注４ 平成27年（2015年）産業連関表の公表に伴い、2015年以降建築物リフォーム・リニューアルが追加されたとともに、

2011年以降の投資額を遡及改定している

出典： 国土交通省「建設投資見通し」・「建設業許可業者数調査」、総務省「労働力調査」

出典： 総務省「労働力調査」（H30年平均）を元に国土交通省にて推計

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001314888.pdf
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001314888.pdf
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001314888.pdf
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001314888.pdf
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求められる建設業界の働き方改革と生産性の向上

品確法と建設業法・入契法（新・担い手３法）

建設業界の働き方改革の推進と生産性向上にフォーカスした「新・担い手3法」が成立

人口減少や少子高齢化に伴い、我が国全体の生産年齢人口が減少する中、建設業が今後も持続的に社会的役割を果

たしていくためには、将来にわたり担い手を確保し育成していくことが重要です。

政府は、2014年に、建設業の担い手の中長期的な育成と確保のための基本理念や具体的措置を規定するため、

「公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）」と「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進

に関する法律（入契法）」を一体的に改正した「担い手3法」を成立させました。

さらに2019年6月には、働き方改革の推進、生産性の向上への取り組み、災害時の緊急対策強化・持続可能な事業

環境の確保に焦点を当てた「新・担い手3法」が成立。

新・担い手3法の業界内の浸透により、施工の生産性向上が図られるとともに、若年層や女性をはじめとした新た

な人材を引き付けるような労働環境の整備が期待されています。

将来における建設業界の担い手の中長期的な育成・確保のために、必要とされているのが「働き方改革」とさらなる「生

産性の向上」です。

建設産業が将来にわたって持続的に活躍できる環境を整備するため、2019年6月に、公共工事品質確保法および建設

業法・入札契約適正化法の3法が改正されました（新・担い手3法）。

出典：国土交通省HP 「新･担い手３法（品確法と建設業法･入契法の一体的改正）について」

https://www.mlit.go.jp/common/001291006.pdf
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道路建設業界における「生産性向上」への取り組み

国土交通省では、2016年より、建設現場においてICT（情報通信技術） の活用や施工時期の平準化等を推進する「i-

Construction」をスタートさせました。これを受け、日本道路建設業協会では、ＩＣＴを積極的に活用する舗装工事を「i-

Pavement」と名付け、推進本部を設置し、会員企業の技術的サポートなどの活動を行っています。

ICTを全面的に活用した「i-Pavement」の推進

国土交通省では、2016年度を「生産性革命元年」とし、一つの事業で測量・設計・施工・検査・維持管理に至る

すべてのプロセスでICTなどを適用することで、生産性向上に取り組む「i-Construction」の推進をスタートさせ

ました。

舗装に関しては、2017年度に直轄のアスファルト舗装工事（新設）にi-Constructionが導入され、ICT舗装工とし

て直轄工事の発注が始まっています。また、2018年度には直轄のセメントコンクリート舗装工事（新設）に導入

され、2019年度は「貫徹の年」として、舗装の補修工事へのi-Constructionの導入を目指して、基準づくりなどの

検討が進められました。

国土交通省が導入した、 i-Construction の動きを踏まえ、日本道路建設業協会は、ICTを積極的に活用する舗装

工事を「i-Pavement」と名付け、推進本部がICT活用の相談窓口の整備、先進事例の紹介、レーザースキャナーな

どの講習に加え、発注者への要望活動に取り組んでいます。

i-Pavementの工程

3次元起工測量

3次元設計データ作成

ICT建設機械による
施工

3次元出来形管理等の
施工管理

3次元データの納品と
検査

地上型レーザースキャナー等を用いて、
現況地盤を面的に計測

発注図書（図面）から3Dデータによる設
計・施工計画作成

マシンコントロールを利用したモーター
グレーダ等による路盤工のICT施工

地上型レーザースキャナー等を用いた
路盤の仕上がり面の出来型管理と検査

作成、利用した3Dデータの納品

※通常手法による路盤の締固め

出典：日本道路建設業協会HPをもとに作成

http://www.dohkenkyo.or.jp/i-Pavement/process.htm
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i-Pavementの技術例

3次元データで測定することで、作業効率を実現

地上型レーザースキャナやトータルステーション、地上移動体搭載型レーザースキャナなどを用いて、起工時や各

工種完了後の出来形を3次元データとして測定しています。 これにより、面的な計測において効率化が実現できる

ほか、そのデータを活用したマシンコントロールなどにより、施工面での効率化にもつながっています。

測量や出来形に関する技術

リアルタイムに品質を確認、短時間化を実現

マシンコントロールやマシンガイダンスの技術を導入したICT建設機械による路床や路盤の施工を行うことで、こ

れまでオペレーターの技量に依存していたところから、人の技量に依存しない均一で精度の高い施工を図ることが

でき、生産性が向上します。

路床・路盤の生産性向上

また、路床・路盤施工では、施工面に圧力を加えるこ

とで、密度を高くし強固にする締固めの状態を管理す

ることが重要です。これまでは、締固めをしてから密

度試験や密度測定を行う品質管理手法が中心でしたが、

地上で1点ごとの距離を測るトータルステーションや

汎地球測位航法衛星システム（GNSS）を用いた管理

システムの利用が普及し、締固めを行いながらリアル

タイムに、かつ施工面全体にわたって面的に締固め評

価でき、短時間で効率的な締固め管理ができるように

なりました。

出典： 日本道路建設業協会「舗装技術の現状と未来に向けて」

出典： 日本道路建設業協会「舗装技術の現状と未来に向けて」

起工～出来高計測で使用する機器

起工測量結果(例)

トータルステーション 地上移動体搭載型レーザースキャナ

出来形測定図(例)
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情報化施工により、出来形精度や安全性が向上

道路舗装は、一般的に表層・基層・路盤から構成され、路床上に構築される多くの表層・基層には、アスファルト

混合物やコンクリートが用いられています。

表層・基層を施工する場合には多くの舗装用機械や人員が必要とされてきましたが、多数の施工機械の一括管理を

可能とした情報化施工により、出来形精度と安全性の向上が図れています。

基層・表層の生産性向上

出典： 大成ロテックHP

アスファルト舗装の自動制御の例

光波を用いた測量機器（トータルステーション）およびレーザースキャナ

による事前測量を行い、舗装切削および舗装施工（舗設）の3次元設計

データを作成。

整地仕上げを行うモーターグレーダやアスファルトの材料を定められた

幅と厚さに敷きならして、強度を高めるために締め固めるアスファルトフィ

ニッシャ等の施工機械に入力した3次元設計データと、ＧＮＳＳより受信し

た位置情報に基づき、高い精度で施工機械を自動制御することができ

る。また、測量作業の削減により作業員と重機との接触事故が防止でき

る。

出典： トプコンHP

GNSSを用いた3D-MC路面切削システム

路面切削とは、舗装の延命を図るため、アスファルト舗装の表面に発生した凸凹部分

を切削機により削り取り、路面の形状とすべり抵抗性を回復させる工法の一つです。

これまで一般的な路面切削は、切削機のオペレーターや周囲にいる作業員が路面に

マーキングされた切削厚を参照しながら、切削ドラムをマニュアルで操作していました。

また、従来のマシンコントロールシステムでは、トータルステーションを設置し、平面位

置を測るため、工区が長距離に及ぶ現場ではトータルステーションをその度に移設す

る手間が生じていました。

しかし、切削機の平面位置をGNSSで切削厚をセンサーで計測し、切削ドラムを自動

制御する3D-MC路面切削システムが開発されたことで、切削厚を随時制御する必

要が無くなり、機械オペレーターの人数を最少にできるため、省人化や安全性の向上

が図れるようになりました。

本システムを開発した株式会社トプコンによると、一般的な工法に比べ76%の省人化

と、36%の作業時間短縮が可能となり、トータルステーションを用いた工法に比べても、

60%の省人化、25%の作業時間短縮を実現しているとしています。

http://www.taiseirotec.co.jp/technicalinfo/gps/
https://www.topcon.co.jp/topics/20190729-26733.html
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情報化施工により、出来形精度と安全性の向上

これまでの舗装の点検による構造評価は、ひび割れによる評価が行われていますが、ひび割れによって確認できる

のは表層や基層といった上部の層の劣化の状況にとどまり、路盤以下の層の支持力の低下については十分に評価で

きていませんでした。また、現在点検を行う主流となっているFWD（Falling Weight Deflectometer：舗装たわみ

測定装置）は、1点の測定に2~3分の時間を要することから、交通規制が必要となり、極めて非効率な状況にあり

ました。

しかし、近年になり走行しながら、車両の自重によって車輪の下に生じるたわみを測定し、舗装の構造的な評価を

効率的に行う技術が開発されています。また、スマートフォンを用いて道路の路面性状を簡単・安価かつ正確に把

握するシステムも実用化され、世界的にも高い評価を受けています。

修繕の生産性向上

ＭＷＤ（移動式たわみ測定装置）の開発

国立研究開発法人土木研究所では移動しながら舗装たわみを測定す

る装置として、移動式たわみ測定装置(Moving Wheel Deflectometer：

MWD)の開発を進めています。手法としては、載荷時と非載荷時の高さ

の差から、最大たわみを算出する「レーザー変位計」とドップラー効果に

よる入射光と反射光の周波数の違いから、たわみ速度を測定する「ドッ

プラー振動計」が検討されています。

同研究所の構内道路において、ＭＷＤとFWDとでたわみ量の測定を行っ

たところ、両者の測定結果はおおむね一致していました。同研究所は、

今後機器の改良や実路での検証を通じ精度を向上させ、実用化に向け

た取り組みを進めるとしています。

MWD （ドップラー振動計）とFWDによるたわみ量測定結果の例

出典： 土木研究所 HP

スマートフォンを用いた道路の路面性状把握システム

出典： JPテクノサイエンス HP

JIPテクノサイエンス株式会社は、スマートフォンを汎用的なセンサーとして活用し、道路の路面性状を簡単・安価かつ正確に把握するシステ

ム「DRIMS」を開発しました。

従来、舗装の調査は専用の特殊車両を用いて行われていましたが、調査費用が高額で一部の路線でしか実施されてきませんでした。一方

で、スマートフォン等の簡易機器を活用した新技術は、精度が不十分で普及には至っていませんでした。これに対し、「DRIMS」は、解析モデ

ルにハーフカー車両モデルを採用し、専用車両に匹敵する高精度な評価を可能にしたシステムです。

汎用製品を用いることで費用も安価に抑えられ、例えば道路管理者の保有するパトロール車両を利用した場合、従来費用の1/20を実現し、

同じ費用なら20倍の広範囲な調査を可能するとしています。

「DRIMS」は、汎用技術を上手に使い有用性の高いア

プリケーションを完成させている点や、ハーフカー車

両モデルによる高精度を実現し海外へも提供してい

る点において高く評価され、一般社団法人情報サー

ビス産業協会による「JISA Awards 2018」の最高賞

であるWinnerを受賞しました。

http://www.pwrc.or.jp/thesis_shouroku/thesis_pdf/1608-P012-015_wakabayashi.pdf
https://www.jip-ts.co.jp/news/2018/06/13-1.html
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プラントにおける生産性の向上

材料供給の自動化やメンテナンスの軽減により省力化を実現

アスファルト混合物は、粗骨材、細骨材、フィラーおよびアスファルトで構成され

ています。アスファルト混合所では、これらの材料を所定の割合で混合し、 "アス

ファルト混合物" を製造しています。

骨材の供給は、通常ショベルローダーやダンプ等を使用するのが主流ですが、大型

骨材貯蔵装置のコルゲートサイロの利用により、プラントへ自動供給を可能になり

ました。

また骨材を運搬するベルトコンベアでも、骨材のこぼれを少なくし、ホコリ・粉塵

の飛散が防止する「F型フィーダー」や圧縮エアを利用した「非接触式クリー

ナー」などが開発され、清掃・機器のメンテナンスの省力化を実現しているほか、

カメラ・センサーを用いた「出荷時モニタリングシステム」によっても省力化が図

られています。

プラントの製造技術

アスファルト舗装の材料「アスファルト合材」をつくる工場では、工事現場のニーズにあわせて多種多様な合材を製造し

ています。アスファルト合材は、時間が経過すると品質が劣化するため、ジャストインタイムで製造・出荷することが求めら

れます。こうしたアスファルト合材の製造・出荷においても、生産性と品質向上にむけての技術開発が行われています。

写真： 辰村道路

出典： 日本道路建設業協会「舗装技術の現状と未来に向けて」

位置情報を利用した運搬管理で品質を維持

アスファルト合材は、現場到着温度を一定以上とするため、搬送

時間は概ね1時間30分以内、搬送距離は20～30km圏内となってい

ます。近年では、ICT ・IoT 技術の進歩と普及に伴いGNSS を用

いて位置情報を取得し、リアルタイムに運搬車両位置を一元的に

管理することが可能となっています。

また、アスファルトプラントに関わる運搬においても位置情報を

利用した運行管理が導入されているほか、アスファルト混合物の

温度管理等の施工管理情報を紐づけした総合的な運行（施工）管

理も実用化されています。

プラントの運搬技術

図：アカサカテック：VasMap

コルゲートサイロ

出荷時モニタリングシステム

運行管理システム

出典： 日本道路建設業協会「舗装技術の現状と未来に向けて」

ICT技術やAIなどを活用した品質管理も視野に

アスファルトプラントでは、品質管理のための定期的な試験と日常管理が繰り返されています。

プラントの品質管理

荷卸しされる材料を連続的にカメラでモニタリングし、

その動画像から施工性の良否をリアルタイムで判定した

り、練り落した合材を赤外線カメラやサーモグラフィー

で撮影することで合材の温度やアスファルト量を解析す

るAI 管理が可能になれば、今後プラントの品質管理にお

いても省力化を図ることができます。

図：鹿島道路画像解析から自動的に性状を確認するシステムのイメージ

出典： 日本道路建設業協会「舗装技術の現状と未来に向けて」

http://www.tatumura.com/contents/facilites.html
https://www.akasakatec.com/products/software/vasmap/
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従事者の安全性の確保に向けて

建設業界における大きな課題の一つが、現場作業者の安全対策です。厚生労働省の資料によると、2019年に全国の労

働災害による死亡者数は、845人で、そのうち3割以上（269人）が建設業です。

舗装工事では重機が多くの人が忙しく動き回る現場に出入りし、道路資材をつくる工場では、広大な構内に屋内と屋外

が複雑に入り組んで死角が多く存在していることから、事故に至るリスクがあります。こうした事故リスクを低減するため、道

路建設各社ではさまざまな取り組みがなされています。

IoTで屋内外問わず工場内の作業者位置を把握し、安全性を向上

アスファルト合材工場を全国に保有している株式会社NIPPOでは、危険エリアも多い工場における作業員の安全

対策の一つとして、広大な工場内で“誰がどこにいるか”を正確に把握する仕組みづくりに取り組んでいます。

株式会社NIPPOのアスファルト合材工場では、屋内ではビーコン（電波受発信機）を

屋外ではGPSを併用し、ロケーションバッジ／タグを身につけた作業者の位置を屋内

外問わず検知可能になっています。その状況は管理センターのモニターにリアルタイ

ムで表示され、広い敷地内でも誰がどこにいるかを常に把握することが可能です。

バッジにはSOSボタンがあるため、一人で作業しているときにけがや体調不良が生じ

た場合でも、ボタンを押せば助けを呼ぶことができ、さらに加速度と気圧の変化から

転倒や転落を検知し、自動で管理センターに通知するようになっています。

出典： 日本道路建設業協会「舗装技術の現状と未来に向けて」

後付けできる建機の自動停止装置装置を開発、施工現場の安全性を向上

株式会社NIPPOは、施工現場の安全性向上にもICTを活用し、2つの

建機自動停止装置を開発しています。

1つは、無線自動識別（RFID）の技術を使ったもので、タイヤローラ

（道路舗装工事の路盤転圧、表層仕上げを行う締固め機械）の後方に

発生させた磁界内にICタグを保有した現場従事者が誤進入した場合、

タイヤローラを緊急停止させるシステムです。RFID方式としたこと

により、 ICタグの向きに関係なく磁界内での検知が可能な上、濃霧、

粉塵、煙、障害物等に阻害されず検知できるため安全性の向上が図ら

れます。

2つ目が、現場近くに仮設した合材プラントで、骨材の投入作業など

を担うホイールローダーを自動停止させる機能です。車両後部のステ

レオカメラが障害物を検知すると、電動シリンダーが駆動して運転席

のブレーキペダルを作動させることができます。

いずれの装置も建機を大きく改造せず、メーカーや機種を問わず設置

できるため、導入のしやすさも特長となっています。
出典： 日本道路建設業協会「舗装技術の現状と未来に向けて」

RFID方式によるローラの自動停止装置

ステレオカメラで検知する
ホイールローダー自動停止装置

ICタグとICタグの利用状況

https://www.nippo-c.co.jp/tech_info/general/SG02064_g.html
https://built.itmedia.co.jp/bt/articles/1804/16/news033_2.html
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建設業が取り組む働き方改革

2018年6月に労慟基準法が改正され、建設業については、2024年4月1日から罰則付きの時間外労働規制が適用されま

す。これまで建設業は、他産業に比べて就労環境が厳しいイメージがあり、「きつい、危険、給料が安い、休暇が取れない」

と表現されることもありました。しかし、現在各社は、働き方改革の下、現状を改善し、魅力ある建設現場、ライフプランや夢

が描ける環境を作り出し、新たな「給与が良い、休暇が取れる、希望が持てる」建設現場の実現を目指しています。

総労働時間に年間約350時間の開き、週休2日の確保も不十分

過去10年の建設業における総実労働時間は、ほぼ横ばいで推移していましたが、過去2年は減少しています。しか

し、全産業平均と比べると、2019年度で約350時間もの開きがあり、依然として建設業の長時間労働の実態は顕著

な状況です。また、完全週休2日制より休日日数が実質的に多い制度を取り入れている企業の割合は、全産業平均

52%に対し、建設業は28.6%と、4週8休の取り組みに関しても他産業に遅れをとっています。

こうした現状を変えていくためには、建設業自らの努力が欠かせないことから、各社では独自の取り組みを行い、

状況改善を図っています。

厳しい労働環境

10.2

5.5

16.3

37.8

41.7

55.1

44.3

42.7

27.0

7.7

10.1

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全産業計

製造業

建設業

週休１日制又は週休１日半制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度*

完全週休２日制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度**

主な週休制の形態別企業割合

出典：厚生労働省「2019年就労条件総合調査報告」

年間時間外労働時間720時間以下の実現
道路建設業界を含む建設業界では、就労環境の改善として週休2日が進んで

います。日本道路建設業協会でも、2018・2019年度の2年度について、毎月

第２土曜日の閉所運動を展開し、2022年までに業界として年間の時間外労働

時間を720時間以下にすることを目指しています。

また、働き方改革を進めるには、生産性の向上が必須となることから、ICT

技術の建設現場への導入促進や年間工事消化量の偏りの平準化、安全・品質

トラブル防止などの取り組みも併せて推進しています。

右：道路建設産業労働組合協議会による

土曜閉所強調月間（11月）の

啓発ポスター

課題①

対策①

建設業界における総実労働時間の推移（年間）

出典：道路建設産業労働組合協議会HP

出典：「道路建設」 2020-5月号

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/11-23.html
http://www.doukenroukyou.com/
http://www.doukenroukyou.com/
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若手の離職率の高さとスキル評価の体系不足

厚生労働省が発表している2019年のデータによると、建設業における就職後3年以内の離職率は大卒が27.8％、高

卒が45.3％となっています。全産業の平均では、大卒が32.0％、高卒が39.2％であることから、建設業の高卒の離

職率は平均より高くなっています。

また、建設現場で働く生産労働者（技能者）の賃金は、45～49歳でピークを迎えていることから、体力のピーク

が賃金のピークとなっている側面があり、マネジメント力等が十分評価されていないという実情があります。

こうした過酷な職場環境のイメージが、若者の入職や人手不足に拍車をかけているといえます。

キャリアアップシステム

課題②

出典：厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況（平成 28 年３月卒業者の状況）」

ITを活用した建設キャリアアップシステムの導入推進

2019年4月から、国土交通省主導による建設現場で働く作業員の就業履歴や技能のデータベースをシステムに蓄積

する取り組み「建設キャリアアップシステム（CCUS: Construction Career Up System）」がスタートしました。

対策② Construction Career Up System
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19.6%
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大 卒 高 卒

新卒就職者の就職後3年以内の離職率

CCUSは、建設技能労働者324万人全員に身分証となる

カードを保有させることで、さまざまな工事現場を渡

り歩いて働く労働者の就労履歴を記録し管理を可能と

するITシステムです。

CCUSは、初年度で普及率約30％の100万人、5年後に

普及率100％の目標を掲げていますが、認知度や運用面

での課題もあり、初年度の目標は未達に終わりました。

しかし、作業員一人一人の技能が見える化することで、

業界課題の一つである処遇改善につながるとし、期待

が高まっています。 出典：国土交通省HP 「建設技能者の能力評価制度について」

出典：平成30年賃金構造基本統計調査

https://www.mhlw.go.jp/content/11652000/000557454.pdf
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001314888.pdf
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000040.html
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001314888.pdf
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女性が働き続けられる環境整備が今後の課題

深刻な人材不足となっている建設業において、期待されているのが女性の活躍です。総務省の統計では、建設業は、

女性の労働者比率が14.3％、管理職に占める女性の割合（女性管理職比率）が3.2％となっており、全産業平均か

ら見ると、女性の労働者比率、女性管理職比率ともに、特に低い業界とされています。

建設産業では、業界の活性化に向け男女問わず誰もが働きやすい業界とすることを目的に、官民が一体となり、女

性の入職促進や就労継続に向けたさまざまな取り組みを実施し、一定の成果を得ているものの、さらなる推進には

就業を継続する環境づくりが必要です。

国土交通省は、建設産業における女性の定着促進に向けて「働きつづけられるための環境整備」を中心に、官民一

体となって取り組む「女性の定着促進に向けた建設産業行動計画」を策定し、2020年1月に発表しました。

女性の活躍の推進

課題③

道路建設業界独自の取り組み 「なでしこエンジニアの会」
日本道路建設業協会では、i-Constructionの取り組みがまだ「情報化施工」と呼ばれていた2014年に、当該分野を

担当する女性技術者が多いこと、また、活躍の場が増加している状況に着目し、各会社という枠組みにとらわれな

い横のつながりにより、業界全体で女性技術者の定着、教育および活躍を支える場になること、さらに技術者を目

指す学生たちへの広報を目的として、女性技術者の会である「なでしこエンジニアの会」の活動を開始しました。

対策③

出典：「道路建設」 2020-5月号

出典：総務省「女性活躍の推進に関する政策評価書」

働きつづけられるための環境整備を進める

女性の入職者数に対する離職者数の割合を令和6年までの間、前年度比

で減少させる。

女性に選ばれる建設産業を目指す

入職者に占める女性の割合を令和6年までの間、前年度比で増加させる。

女性の定着促進に向けた建設産業行動計画の取組目標（抜粋）

出典：国土交通省「女性の定着促進に向けた建設産業行動計画」

（雇用動向調査を基に国土交通省で算出）

（雇用動向調査を基に国土交通省で算出）

会社、職種、年齢にとらわれず、自由に意見交換や勉強会を行う場という設

立当初の趣旨は、今も受け継がれており、当協会で公式に活動を開始して以

降、当協会員を中心に参加会社数および会員数も着々と増え、現場で道路建

設やICTに直接携わっている女性技術者だけではなく、現場を支援してくれ

ている部門である設計、営業、技術、研究開発、そして人事といった幅広い

職種にまで会員の層が広がり、現在では15社32人のワーキンググループヘと

成長しました。

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_190702_2.html
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001323991.pdf


特定技能の制度開始に伴い 「新プラットフォーム」を設立

対策④
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政府は、中小規模事業者をはじめとした深刻化

する人手不足に対応するため、建設分野を含む

14分野において、一定の専門性・技能を有し即

戦力となる外国人を労働者として受け入れる仕

組みを盛り込んだ法律を2018年12月8日に成立

させ、2019年4月1日に施行を開始しました。

建設業界では、法施行と同時に「建設業の将来

を支える人手の確保」を達成するためのプラッ

トフォーム機能として「建設技能人材機構」を

設立。新たな在留資格「特定技能」の創設に伴

う外国人材の受け入れに向け、業界が一丸と

なって協働するべく活動を行っています。日本

道路建設業協会も同機構に参画し、道路建設分

野における人材の確保の推進に寄与しています。

新制度創設による外国人材キャリアパス（イメージ）

創設された新在留資格「特定技能」は、①相当程度の知識または経験を有する外国人に対して
は一定の手続きを経て、「特定技能1号」という通算5年、家族の帯同不可という在留資格が付
与される。また、②熟練した技能を有する外国人に対しては一定の手続きを経て、「特定技能2
号」という在留期間の更新に上限を付さず、家族の帯同が可能という在留資格が付与される。こ
の「特定技能2号」という在留資格については、現時点では「建設分野」を含む2分野のみで付与
されることになっている

＊出典：「道路建設」 2020-5月号

建設業での外国人材の活用は進むも、体制整備などに課題

女性の活躍とともに、建設業界の人材不足を補う上で注目を集めているのが外国人材の活用です。就職先が建設業

の留学生数や外国人を雇用する事業所数も増加傾向にあります。

しかし、その一方、一般社団法人全国建設業協会が会員企業を対象に行った調査では、外国人労働者を雇用してい

る企業は、約１割にとどまり、「日本語能力の充実」や「受け入れ体制の整備」などが課題とされています。今後、

建設業で外国人労働者を有効活用するためには、国内外の外国人労働者がより働きやすい環境づくりが課題になる

と考えられます。

外国人材の活用

課題④

就職先が建設業の留学生数の推移

＊出典：法務省出入国管理庁
「平成30年における留学生の日本企業等への就職状況について」
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＊出典：全国建設業協会
「外国人労働者に関する実態調査」

（2019年2月）

http://www.moj.go.jp/content/001307810.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09109.html
http://www.zenken-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/7e3c85546b384256543f3c56bbb11a1b.pdf
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道路建設事業者における「働き方改革」取り組み事例

制度の充実と社員の意識改善により、魅力ある職場づくりを推進

大成ロテック株式会社は、将来の担い手確保を重点課題の一つと位置付け、 2017年に「働き方改革実行計画」を

策定し、長時間労働の是正と週休２日の推進に向け取り組みを続けています。

制度改革

2020年度より、新入社員には配属先の繁忙度・状況にかかわらず、土・日休

暇100%取得を保証することを決定し、長時間労働の削減、休日取得に対する

意識改善を行い、就業時間選択制、変形労働時間や時間有休制度等、多様性

のある働き方の取り組みによって魅力ある職場づくりを推進してきました。

段階的に土曜閉所も増やし、2023～2024年度までには、4週8閉所の実現を目

指しています。
大成ロテックは、 「東京港トンネル（山側）臨海地区舗装
工事」で、ＩＣＴ舗装工で週休2日制のモデル工事を実現

担い手確保に向け、研修環境と内容の充実を図る

前田道路株式会社では、若手入職者（技術者）の育成に力を入れています。

新入社員の長期研修を実施するため、「つくばテクノセンター（茨城県土浦市）」

内に新入社員専用の宿舎を増築。同センターには、新製品の開発や材料の試験・検

査・研究を行う「技術研究所」、全国で使用するアスファルトフィニッシャーなど

の特殊機械やプラント施設を整備点検する「機械センター」、社員研修を実施する

「研修センター」の3施設が入っています。ハードのみならず、研修内容および研

修環境の改善を行い、社員の技術力向上、技術の継承ができるような環境づくりを

行っています。

また、2019年より施行された動き方改革関連法案に基づく長時間労働を是正するた

め、時短を推進しても従来の年収維持が可能な給与諸手当の改定を行い、給与・制

度の両面においても建設業でトップレベルを目指しています。

若手の育成強化

現場の4割が女性に、外国籍人材等、ダイバーシティ人材を活用

株式会社NIPPOは、2018年に発表した2030年度までの「中長期経営ビジョン」において、経営資源の一つである

人材の有効活用を掲げ、その具体的施策の一つとして「ダイバーシティの推進」を挙げています。

ダイバーシティ

出典：「道路建設」 2020-5月号
＊写真：国土交通省 関東地方整備局 川崎国道事務所 HP

出典：「道路建設」 2020-5月号

同社は、NEXCO中日本の進める新東名6車線化事業（御殿場～

浜松いなさ）において2本の舗装工事を手掛けていますが、こ

の現場では、24人のスタッフのうち10人が女性で、その中には、

外国籍の女性土木技術者3人（ミャンマー国籍2人、韓国籍1

人）が含まれています。また、子育て中の短時間勤務者も3人

含まれ、誰もが働きやすい魅力的な職場づくりや異なるバック

グラウンドを持つ従業員同士のコミュニケーションの円滑化、

現場の書類作成業務の分業による時間外労働の削減に重点的に

取り組んでいます。 出典：「道路建設」 2020-5月号

写真：NIPPO「CSRレポート2020」

つくば研修センター（外観）

つくば研修センター（宿泊室）

http://www.ktr.mlit.go.jp/kawakoku/kawakoku00036.html
https://www.ktr.mlit.go.jp/kawakoku/kawakoku00036.html
https://www.nippo-c.co.jp/csr/csr_pdf/20csr3_topic.pdf
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日本道路建設業協会の担い手確保への取り組み

日本道路建設業協会は、若年層の担い手確保と離職者の減少を目的に、就職を控えた大学生、高等専門学校生、高校

生などをターゲット層とした広報動画および就職サイトにつながる特設サイトを制作してWEBで公開しています。また、ター

ゲット雇にアクセスしてもらえるようさまざまなPR施策を実施し、サイトヘのアクセスは想定を超える良好な状況にあります。

当たり前のように舗装がされていることの素晴らしさを伝える

業界のイメージアップを図る広報動画「IT’S NOTHING SPECIAL－当たり前をつくる仕事―」には、道路舗装

と密接な関係がある車椅子マラソンの喜納翼選手を起用しました。

広報動画の制作

動画は、車椅子マラソンの競技や日常生活が、人知れず日々道路

舗装に取り組む人たちによって支えられていること、そして道路

舗装の現場に携わる人たちが自信を持って仕事に取り組んでいる

ことを伝える内容となっています。

また、本動画は、日本道路建設業協会のホームページから視聴で

きるほか、ターゲット層には、意図的にSNSなどにおいて動画広

告として配信されるような工夫を行っています。

当たり前のように舗装がされていることの素晴らしさを伝える

特設サイト「IT’S NOTHING SPECIAL－当たり前をつくる仕事―」では、上記広報動画の視聴が可能なほか、

喜納選手へのインタビューや、若手現場技術者のインタビューなどが掲載されています。

特設サイトの開設

インタビューページでは、男性技術者は、道路舗装の仕事に携わ

ることのやりがいや達成感のほか、休日の過ごし方を語り、女性

は、ICTの活用など女性でも活躍の場が十分あり、楽しく働けるこ

とを語っています。

また、同サイトは就職情報サイトにもリンクされています。

5カ月でサイトアクセスは5万件以上、想定の3倍以上に

広報動画や特設サイトの制作に伴い、動画広告活動や

各種SNSへの発信を強化するなど、幅広い広報活動を

展開しました。その結果、特設サイトへのアクセス数

は、5万件を超え、当初の想定の3.1倍のアクセスを得

ることができました。

PRアプローチ

＊出典：「道路建設」 2020-5月号

特設サイトヘのアクセス数の推移(2020年3月31日まで実績）
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（一社）日本道路建設業協会会員名簿

2020年11月1日現在(地区別五十音順）
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（一社）日本道路建設業協会総合建設業会員名簿

2020年11月1日現在(五十音順）
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業界関係研究会のご紹介

路面温度上昇抑制舗装研究会（クール舗装研）

路面温度の上昇を抑制する舗装の普及と技術の向上ならびにその健全なる発展を図ることを目的とする「路面温度

上昇抑制舗装研究会（クール舗装研）」は、保水性舗装技術研究会（2002年4月設立）と遮熱性舗装技術研究会

（2003年5月設立）が統合され、2011年5月に設立されました。

現在同研究会は、これらの目的を達成するため、次の事業を実施しています。

（１） 路面温度上昇抑制舗装に関する広報と普及

（２） 路面温度上昇抑制舗装に関する技術資料等の整備

（３） 路面温度上昇抑制舗装及びその周辺技術の研究と改良、並びに関連事項の研究

（４） 関係諸機関に対する連絡と意見の具申

（５） その他、路面温度上昇抑制舗装研究会の目的を達成するために必要な事項

ホームページ：http://www.coolhosouken.com/

路面温度上昇抑制舗装： P4～P6をご参照ください。

路面温度上昇抑制舗装研究会 会員名と工法名一覧 2018年4月1日現在（五十音順）

会員名 保水性舗装 遮熱性舗装

大林道路株式会社 ハイシールＭ ＩＲガード

株式会社ガイアート クールペーブ ヒートアタックペーブ

鹿島道路株式会社 アクアクール スーパークールコート

北川ヒューテック株式会社 ＭＯＣＯＲＯ サンブロックペイブ

株式会社佐藤渡辺 アクアリテーナ／サーモスカラー ヒートカット

世紀東急工業株式会社 アーバンクール（保水型） アーバンクール（遮熱型）

大成ロテック株式会社 涼しい道 クールロード／セラクール クールウェイ

大有建設株式会社 タフ・クール タフ・カット

株式会社竹中道路 爽やかロード 爽やかコート

地崎道路株式会社 アクアビィア クールビィア

東亜道路工業株式会社 モイスチャーロード ヒートシールド

東京鋪装工業株式会社 ダイヤツインホスイ アースクール

常盤工業株式会社 プレファルトＨＯＳＵＩ クリンウェイクール

戸田道路株式会社 エコクーリング クーリングラウンド

ニチレキ株式会社 アクアスペーブ サーモックＷ

日進化成株式会社 アクアサンド／アクアフィラーミックス カラーマックスクール／ポーラスコートクール

株式会社ＮＩＰＰＯ クールポリシール パーフェクトクール

日本道路株式会社 クールファルト シャットファルト

日本ライナー株式会社 － ATTSU－９ＲＯＡＤ

福田道路株式会社 アクアファインペーブ ファイントップクール／ファインパームクール

フジタ道路株式会社 ポリコンクール レジンコートクール

本間道路株式会社 クールエコ Ｈクールホールド

前田道路株式会社 ホスイペーブ ヒートオフペイブ

三井住建道路株式会社 サンクールＷ サンクールＲ

村本道路株式会社 ＭＥＣクール ＭＥＣコーティング

出典：路面温度上昇抑制舗装研究会（クール舗装研） HP

http://www.coolhosouken.com/
http://www.coolhosouken.com/
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凍結抑制舗装技術研究会

凍結抑制舗装技術研究会 会員名と工法名一覧 （五十音順）

会員名 化学系 物理系 物理化学系 粗面系

大林道路株式会社
本店エンジニアリング部

弾性体混入型「ルビット」
弾性体混入型「アイストッパーT」
弾性体混入型「アイスクラッシュペイブ」
弾性体混入・散布型「オークサイレント」
弾性体混入・散布型「アイストッパーR」

株式会社ガイアート
技術研究所

添加材吸着型
「フリーズアタックペーブ」

ハイブリッド型
「フル・ファンクション・ペーブ」

鹿島道路株式会社
本店営業本部 技術営業部

グルービング充填型「グルービングウレタ
ン」
弾性体混入型「薄層シングルメルト」

株式会社佐藤渡辺
技術研究所

弾性体混入型「ルビット」
グルービング型
「ゴムパウダ型凍結抑制舗装」

世紀東急工業株式会社
技術本部 技術部

弾性体混入型「ルビット」

空隙充填型
「ザペック工法タイプP」
グルービング充填型
「ザペック工法タイプG」

大成ロテック株式会社
生産技術本部 技術研究所

弾性体混入型「ルビット」
弾性体混入型「アイスクラッシュペイブ」

東亜道路工業株式会社
技術本部

弾性体混入型「ルビット」

日本道路株式会社
営業本部 技術営業部

弾性体混入型「ルビット」
空隙充填型「アメニウレタン」

株式会社NIPPO
総合技術部 生産技術グループ

弾性体圧入型「ゴムロールド」

前田道路株式会社
本店技術本部 技術部

弾性体混入型「ルビット」

我が国では、1980年代にスパイクタイヤによる粉じんが社会問題となり、1990年には「スパイクタイヤ粉じんの

発生の防止に関する法律」が施行されたことを受けて、凍結抑制舗装への取り組みが本格化しました。こうした中、

凍結抑制舗装の技術の向上と普及、性能評価方法の確立などを目的として、1996年７月に設立されたのが凍結抑

制舗装技術研究会です。同研究会の会員企業らによる新技術の開発と凍結抑制舗装の取り組みの本格化により、

2018年3月末現在、凍結抑制舗装の施工実績は累計約651万ｍ2に達しています。

また、同研究会では新たに開発された技術を反映しながら、技術の普及に努めています。

ホームページ： http://www.touketsu-giken.com/

凍結抑制舗装舗装に関する概要： P19もご参照ください。

凍結抑制舗装の主な機能としては、路面温度-５℃程度＊までの路面の凍結を抑

制することが挙げられます。また、降雪初期においては、路面に雪が積もる状態を遅

らせる効果も認められます。

＊『凍結抑制舗装資料』（（社）雪センター）より

凍結抑制舗装による効果には、次のようなものがあります。

• 路面が凍結する時間帯や凍結する期間の短縮化

• 凍結防止剤の散布量や散布回数の減少

• 除雪作業回数の減少に伴う、除雪作業の効率化

このような効果から、次につながります。

• スリップ事故の減少による、交通の安全確保

• 凍結防止剤の散布量の減少による、沿道環境の保全

• 凍結防止剤の散布量の減少による、冬期路面管理コストの低減

• 除雪回数の減少による、冬期路面管理コストの低減

出典：凍結抑制舗装技術研究会 HPより編集

http://www.touketsu-giken.com/
http://www.touketsu-giken.com/actievement/achievement.html
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高強度PRC版研究会

高品質・高耐久の舗装版「高強度PRC版」は、工場で製造されたRCプレキャスト版を現場にて敷設するコンク

リート舗装工法です。空港や港湾のコンテナヤードのように交通荷重が特に大きい場合や軟弱地盤上に建設される

舗装に適しています。

近年、我が国の空港、港湾および道路その他の各施設においても、使用機材の大型化や使用頻度の増大による機能

増を伴う更新投資および維持修繕が増加することが予測されます。また、社会資本の整備を考える上で「ライフサ

イクルコスト」や「アセットマネジメント」は欠かすことのできない概念になっています。

こうした中、高耐久・高寿命でかつ維持修繕の容易な「高強度ＰＲＣ版」は、「時代の要請に応えた技術」として

開発され一部の空港や港湾および道路に採用されていますが、さらなる技術開発を推進しその成果を広く普及する

ことにより今後の成熟化社会の資本の維持管理に貢献することを目的として、2008年4月に「高強度PRC版研究

会」が設立されました。

ホームページ： http://www.koukyoudoprc.com/index.html

高強度PRC版に関する概要： P24もご参照ください。

高強度PRC版工法は、高強度PRC版を路盤またはアスファルト舗装の基盤上にセッ

トし、基盤とRC版の間隙にグラウト材を注入して仕上げるコンクリート舗装です。

高強度PRC版とは高強度P（プレキャスト）RC（鉄筋コンクリート）舗装版の略称で長

寿命・高耐久・高品質のプレキャスト製（工場生産したコンクリート部材）舗装版です。

高強度PRC版工法は空港やコンテナヤードのように交通荷重が特に大きい場合や

軟弱地盤上に適し、工期短縮やライフサイクルコストの低減にも大きく貢献します。

高強度PRC版の特長

1. 強度及び剛性を高めるために、高強度コンクリート（設計基準強度60 N/mm2）と、上下の鉄筋を部分的に連結させたラチストラス鉄筋を

採用し、薄肉化と軽量化を実現しています。

2. 高強度PRC版同士を連結するために、シールドトンネルセグメント用の継手を改良して、大型航空機荷重に対して充分な耐荷性、耐久

性を有する コッター式継手を開発しました。コッター式継手により、目地部にプレストレス導入が可能となり、目地部の耐久性を高めます。

3. コッター式継手の固定ボルトをは外すことで部分的な版の取り替えが容易にできます。

4. さまざまな部材、材料により、高強度PRC版の持つ機能を十分に発揮できかつ極寒の－5℃など過酷な条件化での急速施工を可能に

しています。

高強度PRC版研究会 会員一覧 （五十音順）

会員名 会員名

大林道路株式会社 東亜道路工業株式会社

株式会社ガイアート 常盤工業株式会社

鹿島道路株式会社 株式会社NIPPO

北川ヒューテック株式会社 日本道路株式会社

株式会社佐藤渡辺 フジタ道路株式会社

ジオスター株式会社 前田道路株式会社

世紀東急工業株式会社 三井住建道路株式会社

大成ロテック株式会社

出典：高強度PRC版研究会HP

http://www.koukyoudoprc.com/index.html
http://www.koukyoudoprc.com/link/index.html


59

（一社）日本道路建設業協会 広報部会 連絡先

大林道路株式会社 総務部 03-3295-8861

株式会社ガイアート 総務部 03-5261-9211

鹿島道路株式会社 管理本部総務・人事部 03-5802-8001

株式会社佐藤渡辺 経営企画室 03-3453-7211

世紀東急工業株式会社 管理本部総務人事部 03-3434-3258

大成ロテック株式会社 管理本部総務部 03-5925-9431

東亜道路工業株式会社 製品事業本部製品企画部 03-3405-1811

株式会社ＮＩＰＰＯ 企画部 03-3563-6741

日本道路株式会社 管理本部人事部 03-3571-4041

福田道路株式会社 東京本店部長営業担当 03-6268-9217

前田道路株式会社 管理本部総務部 03-5487-0017
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