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１．海外道路調査団について

　公益財団法人高速道路調査会が講習等事業として主
催する海外道路調査団は，海外の高速道路に関する最
新または日本とは異なる取組みを調査，情報収集する
機会を広く提供することを目的に，一般公募によって
調査団を結成し派遣している。
　2000 年以降に派遣した同調査団は，本調査団を含め
計 31 回，延べ 595 名に上る。

２．調査団概要

　本調査団は，東南アジアにおける大規模な高速道路
の建設事業および開通後の高速道路インフラの維持管
理に関する取組みについて調査するため，今回はベト
ナムに着目し，同国で活躍中の本邦組織や企業および
同国における有料道路建設現場や維持管理・交通管理
現場を訪問した。訪問先は，NEXCO中日本ベトナム
事務所，ベトナム高速道路公社，ハノイ～ハイフォン
高速道路事業，三井住友建設㈱ラックフェン工事作業
所および国際協力機構専門家である。本調査団は 12
名により編成され，11 月５日㈭から 11 日㈬の５泊７
日の行程で実施された（図―１）。
　経済発展が目覚ましい同国では，大規模な道路建設
事業が各所で展開している一方，これまでの発展の過

程で建設された高速道路や幹線道路等の今後における
維持管理が課題となっている。本調査団では，高速道
路開通 50年を超え，増大した道路資産の修繕や更新の
時代を迎えるわが国の状況を踏まえた上で，ベトナム
における新規建設事業や供用中路線における維持管理・
交通管理の現場調査を通じて，事業への取組み状況や
わが国とは異なる課題について意見交換を実施した。

３．訪問先概要

　⑴NEXCO中日本ベトナム事務所
　NEXCO中日本は，国際社会への積極的貢献活動の
一環として，JICA等を通じた各国からの要請に基づき，
技術者・専門家の派遣を行っている。また，世界道路協
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会（World Road Association：通称 PIARC）等の国
際組織に加盟し，道路や道路交通分野における人材や
情報の技術支援を行っている。
　NEXCO中日本ベトナム事務所は，2008 年，東南ア
ジア地域における拠点の一つとして，ベトナム北部に
位置する首都ハノイに設立された同社初の海外駐在員
派遣事務所である。当初はベトナム高速道路公社
（Vietnam Expressway Corporation：通称VEC）の
庁舎内に設置されたが，現在では市街地のビルへと移
転し，現地採用の職員２名と併せ３名で事務所を運営
している。
　ベトナム事務所の業務は，道路事業投資を志向する
ベトナムの公的機関や現地企業，日本を含む海外企業
との情報交換が主な業務である。また，世界各国から
海外調査団を受け入れ，道路建設現場，長大トンネル
や橋梁，交通管制センター，休憩施設等への案内役を
務めている。
　事業展開としては，現地企業との連携が不可欠とな
る PPP（Public Private Partnership）やBOT（Build 
Operate Transfer）方式による協働を模索しており，
現在も継続した協議を実施している。また，ベトナム
における建設主体の意向と環境に配慮しながら，これ
まで培った建設・維持管理技術を活かしたコンサル
ティング事業を行っている。さらに，ベトナム以外で
はマレーシアの PLUS 社（PLUS Expressways Bhd．）
と覚書を交わし，人材と情報の交流を図る等，海外事
業への積極的な取組みを行っている。

　⑵ベトナム高速道路公社（Vietnam Expressway 
Corporation：通称 VEC）
　ベトナム高速道路公社では管制センターを視察訪問
した。
　VEC は 2004 年 10 月６日にベトナム運輸交通省が
設立し，2004 年 12 月４日より業務を開始し，高速道
路の建設および維持管理を行っている。
　訪問した管制センターの設計は，日系コンサルタン
ト会社が携わっているため，日本の管制センターに非
常によく似ている。モニター画面には CCTVカメラ
のマークや速度制限標識（50 ㎞ /h）の表示があり，
CCTV カメラによる道路状況監視，５分間交通量お
よび平均速度などのデータ収集を行っている。なお，

速度制限標識はモニターへの表示はあるが，監視・制
御機能はなく，現場には固定標識が設置されている。
道路状況の監視を主業務としたベトナムの中では最先
端の管制センターである。
　VECでは，高速道路の維持管理を行うにあたり，
NEXCO 中日本の協力により，オペレーションチー
ム，メンテナンスチームおよびトールコレクション・
アドバイザーチーム等，高速道路の維持管理を実施す
る上で必要な組織や部署が整備されている。しかし，
メンテナンス費用が不足し，走行に大きな支障を来す
ことがない限り，大規模な段差修正等の補修が行われ
ない状況である。
　交通管理隊も組織され，巡回車両２台とレッカー車
等が配備されている。現状では故障や事故が発生して
も，当事者同士で解決してしまう事が多く，ニーズが
少ないようである。現体制は，今後における交通量の
増加に伴う故障や事故等の増加を考慮し，配備してい
るとのことであった。

　⑶ハノイ～ハイフォン高速道路事業（VJEC社，㈱
エスイー）
　ハノイからハイフォンまでの高速道路は片側３車線
で最高速度 120 ㎞ /h，最低速度 60 ㎞ /hの高速道路で
ある。BOT方式で建設され，2015 年５月 27 日に開通
したハノイ市国道 10 号の交差点からファンバンドン
通り（省道 353 号）の交差点までの 22.7 ㎞，および９
月 26 日に開通した国道 39 号の交差点からハイフォン
市国道 10 号の交差点までの 52.5 ㎞で，75.2 ㎞が供用
している。年内に残る 30.3 ㎞ が開通する予定であり，
全線の総延長は 105.5 ㎞となる。
　全線開通により首都ハノイ市から北部最大の港湾都
市ハイフォン市までの移動時間が２時間半から１時間
半に短縮され，物流機能の向上と渋滞緩和が期待され
ている。
　既供用区間は，本線を優先開通するソフトオープン
であり，開通後も縦溝排水工事や CCTVカメラの支
柱設置工事が規制内で行われていた。休憩施設は
2016 年春のオープンを目指し建設中であるが，本線
上に案内標識は既に設置されている。また，追加 IC
予定地には，道路照明の基礎が先行で施工されてい
た。また，ベトナムは携帯電話の普及率が高いことか
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ら，本線に非常電話は設置せず，道路管制センターの
緊急連絡先を記載した標識が本線に設置されている。
さらに，植栽にかける思いが強い国民性もあり，中央
分離帯や IC ランプ内の植栽の維持管理がよく行き届
いていた。
　建設区間は，中央分離帯側にコンクリート防護柵が
施工されており，日本の高さの基準 1.0 ｍに対し 1.5 ｍ
であり，日本より安全な規格で施工されていた。右側
路肩は，強化型ガードレール（３つ山）が設置され，
高い基準で施工されていた。また，料金所付近はコン
クリート舗装が施工され，目地部の段差もなく，平坦
性も良好であり，トールゲート上屋はトラス構造であ
り，デザイン性に富んでいた。道路照明は一部区間で
試行的に LEDランプを使用しているが，全般的には
ハロゲンランプを使用していた。照明規模はフルス
ペックで，料金所広場照明はハイポール，その他照明
は全てデザインポールが採用されていた。さらに，昨
今，ベトナムでも過積載車が問題となっていることか
ら，軸重計の整備も行われている。

　⑷ 三井住友建設㈱ラックフェン工事作業所
　ベトナム運輸交通省が JICA STEP ローンを資金と
して事業を進めているラックフェン国際港インフラ建
設プロジェクトを訪問した。ここでは，日系コンサル
タント（オリエンタルコンサルタンツグローバル /パ
デコ/日本工営/日本構造橋梁研究所）が設計を行い，
三井住友建設 JVが工事を行っている。
　本プロジェクトは，ハイフォン市タンブーからラッ
クフェン地区橋梁建設工事までの総延長約 15.6 ㎞ に
及ぶアクセス道路工事および橋梁建設工事を行う一大
インフラプロジェクトである。ラックフェン国際港の
整備は，ハノイからハイフォン間で建設中の高速道路
との相乗効果により，ベトナム北部経済の発展に多大
な貢献を期待される事業である。
　われわれが現場調査を行った海上横断取付け橋は，
長さ5.4㎞となり，完成後はベトナム最長の橋となる。
上部工工事の工法にはベトナム初となる桁架設工法
（スパンバイスパン工法）が用いられ（写真―１），
基礎工事では，国内で２例目となる鋼管矢板基礎工法
等，日本の最先端技術で施工されていた。

　⑸国際協力機構（JICA）
　ベトナムでは，日本のODAとして全国国道網の道
路維持管理の実施能力向上に取組んでおり，その活動
内容について JICA専門家より講義を受けた。
　JICAは，効率的な維持管理を実施する事を目的に，
2011 年７月から 2014 年３月まで「道路維持管理能力
強化プロジェクト（フェーズⅠ）」を実施した。現在は，
同プロジェクトの継続としてフェーズⅡを 2014 年 12
月から実施している。フェーズⅡでは，主に道路の舗
装マネジメントシステム（PMS）を構築している。
　ベトナムにおける道路の現状は，各所で著しい道路
損傷が発生している。特にわだち掘れについては交通
安全上の問題等により社会問題化しており，近年，ベ
トナム政府としてもその対策に力を入れて取組んでい
るところである。
　このような課題を背景に，より効率的・効果的な舗
装の維持管理を行うための技術移転を図る事が本プロ
ジェクトの目的である。具体的には，損傷が酷くなっ
た後に大規模な補修工事を実施する事後保全型の維持
管理から，損傷が小さい段階から比較的規模の小さい
補修を行う，いわゆる予防保全型の維持管理に移行す
ること，またそのための各種技術移転を行うことが，
このプロジェクトの目的である。
　本プロジェクトは，JICAと国道の道路管理者である
運輸交通省道路総局（Directorate for Roads of Vietnam：
DRVN）の協定に基づくものであり，３つのワーキン
ググループにおいて５つの項目に分けて議論されてい
る。主な内容は，以下の通りである。
　①路面性状調査
　プロジェクトのフェーズⅠにおいて，路面性状測定
車が１台導入されており，RMB１（ベトナムの地方整

写真―１　桁架設工事
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備局にあたる組織）において 2012 年に 2,372 ㎞，2014
年に 137 ㎞の路面性状調査を実施した。フェーズⅡに
おいては，他RMBで約 6,300 ㎞程度の調査を実施し，
全国レベルでの技術移転を図る予定である。
　② PMS（舗装マネジメントシステム）の構築
　路面性状調査の調査結果に基づく合理的な舗装維持
管理を実現するために，データベースシステム，地図
表示システム，劣化予測システム，予算シミュレー
ションシステム等からなる PMSを構築している。中
核となるソフトウェアは，フェーズⅠで開発されたも
のを引き継ぐが，舗装の中期計画および年度計画の策
定に活用できるようにするとともに，プロジェクト終
了後もベトナム側で保守が可能なようにシンプルで使
いやすいものを目指している。
　③基準類の策定等
　より効率的な道路維持管理に資するために，道路施
設点検ガイドラインと維持管理マニュアルを作成する
予定である。ここでは，舗装修繕が必要な区間抽出の
考え方等を整理する予定であるが，当プロジェクトの
活動として，ベトナムに適した新技術によるクラック
やポットホールの補修等のパイロット工事も併せて実
施する予定である。
　④組織体制や手続きについて
　今回のプロジェクトで移転される技術をベトナムの
道路維持管理で定着されるためには，人的資源や予算
の確保，法令規則上の担保が不可欠となる。これらにつ
いて，実現可能な提案を行うべく検討を行っていく。
　現在の状況については，ベトナム国の体制や慣習か
ら意思決定に時間がかかり，組織が縦割りであること
など，業務を進める上でさまざまな大変なことはある
が，職員の方々は非常に誠実で協力的である。現時点
では大きな問題は発生していない。

　⑹高速道路調査
　今回現地調査を実施した高速道路等は，ニャッタン
橋からノイバイ国際空港までの連絡道路，ハノイ市環
状道路，ハノイ市から地方都市を結ぶ幹線道路である。
　供用中路線の舗装は，目立ったわだち掘れやひび割
れは見当たらず，調査中にも見かけたが，定期的に舗
装修繕が実施されていた。また，舗装修繕方法が主に
オーバーレイによる施工方法であるため，繰り返しの

修繕により防護柵の高さが不足し，防護柵のかさ上げ
や取り替えが実施されていた。
　最近建設された高速道路では，道路状況の情報収集
を行う施設（CCTV カメラ，交通量計測装置等）が
設置され，通行車両への情報提供を行う施設は，一部
の高速道路で情報板が設置されているだけであった。
なお，供用中の古い高速道路には，情報収集・提供す
る施設の設置はなかった。
　高速道路全体に感じたことは，先にも述べたが，街
路樹や中央分離帯，連絡等施設のランプ内において多
くの植栽が整備され，手厚い植栽管理が施されていた
ことである（写真―２）。また，連絡等施設，橋梁上
に設置された道路照明ポールおよび料金所ゲート上屋
等の構造物は，デザイン性を重視した形状であったこ
とも印象的であった。

４．おわりに

　ベトナムは近年高い経済成長を遂げており，今回訪
問した北部地域も活気に溢れ，インフラ整備が各所で
行われていた。ハノイからハイフォンまでの高速道路
も年内の全線開通が予定され，製造拠点であるハノイ
近郊と輸出拠点であるハイフォンの物流機能が向上す
ることにより投資環境はさらに高まり，経済成長にも
拍車がかかるものと考える。
　一方，高規格なインフラに対し，それを的確に運
営・維持管理する道路管理者の組織体制や人材育成に
加え，利用する人々のモラル向上や基準を遵守させる
仕組みや制度の整備を図る事が今後の課題と感じた。
これらの整備が進むにつれ，さらに水準の高い高速道
路になると考える。今後も発展を続けるベトナムの高
速道路を注視したい。

写真―２　IC内の植栽管理状況


