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道路支持力に関する国際会議と北欧道路関係研究行政機関視察報告
石田

樹*

丸山

記美雄 **

岳本

秀人 ***

１．はじめに
平成17年６月26日から７月５日にかけて、ノルウェ
ー・トロンハイム市で開催された道路舗装などの支持
力に関する国際会議（BCRA2005）への出席と、スウ
ェーデン、フィンランド、およびデンマークの道路関
連の公的研究所と道路行政機関を訪問し、舗装マネジ
メントの現状と最新の研究情報をヒアリングする機会
を得たので概要を報告する。
２．国際会議（BCRA2005）
「道路・鉄道および空港の支持力に関する国際会議
（Bearing Capacity of Roads, Railways and Airﬁelds
2005）」は、1982年に第１回がノルウェーのトロンハ

写真１．ノルウェー科学技術大学

イム市で開催されて以来、４年毎に開催されており、
今回が７回目である。トロンハイム市は、首都オスロ
から北に約300㎞の大西洋に面し、世界的に評価の高
いノルウェー科学技術大学（NTNU）を有する北欧有
数の古都である。会議では NTNU を会場に150編の論
文が10のセッションに分かれて発表された。日本から
の投稿数は12編で、米国、ホスト国ノルウェーに次ぎ
参加国中３番目の多さであった。当研究室からは3編
の発表を行った。
表１．セッション一覧
写真２．セッション風景
発表論文名と発表者
｢ ライフサイクルコストを考慮した積雪寒冷地の舗装
設計手法 ｣

岳本秀人

｢ 現地調査及び室内試験による舗装の疲労ひび割れに
関する検討 ｣

丸山記美雄

｢ 融解期の支持力低下を考慮した盛土路床支持力算定
手法の検討 ｣

石田

樹

セッションでは、我々の発表に対する多くの質疑応
答と意見交換が活発に行われ、北海道と同様の問題を
抱える積雪寒冷地の研究者・技術者達と有益な意見交
換ができた。
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特に関心を持って聴講したのは、舗装の設計手法に

属しており、総合的な研究体制を整えているのが特徴

関する国際的な研究動向であり、概要を紹介したい。

である。博士号取得者も多く、全研究者中の博士号取

現在、欧米では、従来の経験的な設計手法から、力学

得者は47％で、うち９名は国内外で教授または助教授

的かつ実証的な設計手法への転換が進められつつあ

のポストも兼任する。

る。この設計手法開発によって、舗装の建設および維
持修繕コストの低減が可能となるからである。そのた

表２．VTI の研究部とその研究範囲

めに、試験室内における実験などに基づく理論的な研
究と平行して、欧米では MnRoad などをはじめとし
た大規模な試験道路の構築や、Heavy Vehicle Simulator
をはじめとした促進載荷試験装置の導入によって実証
的な研究が進められている。国際間の共同研究や官民
の共同研究も積極的に進められている分野であり、米
国における事例や、ヨーロッパ諸国が共同で進める促
進載荷試験プロジェクト COST347などが報告されて
いた。日本でも研究が進められている分野であるが、
理論と実際を関係づけるために不可欠である試験道路
や促進載荷試験装置を用いた実物大の実証施設が少な
く、改善の余地があると感じた。

我々を受け入れてくれたのは、道路鉄道工学部の部
長である Ms.Grauers である。余談だが、VTI には女

３．研究行政機関からのヒアリング
（1）スウェーデン道路交通研究所（VTI）

性研究者が多く、現在８つある部長ポストのうち４つ
は女性である。ヒアリングでは、スウェーデンにおけ

VTI はストックホルムから南へ約200km に位置す

る舗装マネジメントシステム（PMS）の運用状況、

るリンショピン市にある。各種研究機関と大学が計画

舗装関連の最新研究動向などについて情報収集と意見

的に配置されており、筑波研究学園都市にイメージが

交換を行った。

似ている。北欧では日照時間の長いこの季節に4週間

スウェーデンの PMS はフィンランドで開発された

程度の長期休暇を取ることが一般的で、構内の人影は

システムを基本としている。プロジェクト、プログラ

まばらである。

ム、ストラティジックの３レベルを持ち、道路利用者

VTI は公的な独立研究機関で、研究業務の半数近

費用も考慮したライフサイクルコスト解析を行ってい

くがスウェーデン道路庁からの委託で、また、民間と

る。現システムには組み込まれていないが、舗装の疲

の共同研究も多い。研究分野は、道路と交通に関する

労クラックモデルや路面プロファイルと事故率および

幅広い分野を網羅する。VTI には工学系の研究者だ

乗心地の関係を研究中であるとのこと。

けではなく、経済学、心理学などのエキスパートも所

スウェーデンではスパイクタイヤの装着率が約90％
であり、過去には舗装の摩耗が問題化した。そのため、
ピンの軽量化とともに、表層混合物の配合を密粒度混
合物から砕石マスチック混合物（SMA）に変更し、
骨材も良質なものを使用することで摩耗量を低減する
対応策が採られている。最近は粉塵による健康影響が
問題となり、影響評価や対策の研究がすすめられてい
るとの事であるが、スパイクタイヤによってスリップ
事故を起こさせないという直接的な安全対策の方が重
視された経緯があるようである。
VTI では各種の試験機器の開発を積極的に行って
いる。特にドライビングシミュレータに関する技術開
発に熱心であり、乗用車タイプ２台、トラックタイプ

写真３．VTI の前で
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１台が稼動している。このうち2004年に導入された第
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３号機は、滑らかな横方向移動を実現するベルトドラ

できていない路線の解消を積極的に実施中とのことで

イブと最新の画像システムを備え、現時点で世界最高

ある。FinnRA の全体予算227百万ユーロ（約300億円）

の性能であると思われる。筆者らは、残念ながらこの

のうち、舗装関連分は150百万ユーロ（約200億円）で

３号機ではなくトラックタイプの2号機に試乗したが、

ある。

挙動、画像とも非常にリアルに再現されていた。シミ

FinnRA は行政ニーズを基にフィンランド道路研究

ュレータは一般に開放されており、視察当日も民間会

所（VTT）や民間コンサルタントに業務発注、また

社のチームが実験を行っていた。

は共同で研究開発を行っている。現在使用している

室内車両衝突実験装置では、チャイルドシートの安

PMS は民間会社が開発したとのことである。フィン

全性評価や、北欧ならではの研究として野生のムース

ランドの PMS はプロジェクト及びネットワークのふ

（大型の鹿）との衝突事故実験を行っている。スウェ

たつのレベルからなり、最近舗装だけではなく橋梁の

ーデンのボルボ社はこの装置を用いてムースと衝突し

維持管理も含めた統合マネジメントシステムとしてア

ても大丈夫なキャビンを開発したそうである。

ップデートされている。それに伴い、今年度中には管

VTI は促進載荷試験装置（Heavy Vehicle Simulator:

理指標スケールの統一化（Very Poor 〜 Very Good）

HVS）も所有している。今回は、残念ながら見学で

を行う予定とのことである。舗装については、わだち

きなかったが、この装置は図１に示すような機構を有

ぼれ、縦断凹凸、路面損傷、支持力の４つを管理指標

しており、実際の数十年間における車両通過を、数ヶ

としている。これら4指標ごとに日交通量と走行速度

月の期間で再現することができる実物大載荷試験装置

別に管理目標値が設定されている。これらの指標値は

である。舗装設計の効率化、新技術による舗装構造の

あくまで目標の位置づけであり、当然目標値を下回っ

評価などを目的に導入されており、EU 諸国との共同

ている個所もかなりあるが、それを公表し改善率を政

プロジェクトでも研究が進められている。興味深い試

策目標として掲げている。

験装置やうらやましい執務環境をお見せしたかった
が、研究所内は撮影厳禁である。

（3）デンマーク道路研究所（DRI）
コペンハーゲン市街から DRI の受け入れ窓口の
Mr. Larsen の車で40分、Roskilde 市の DRI に到着す
る。自動車専用道路の路面状況は意外に悪く、日本で
は見なくなったレールパッチングが散見される。DRI
は最近移転したばかりとのことで、実験室はまだあち
らこちらで工事中であった。
DRI はデンマーク道路庁の下で材料試験、研究開発、
コンサルティングの3本柱で運営されている独立試験
研究機関である。国内の道路舗装工事で使用される材

図１．VTI の促進載荷試験装置

料の品質管理試験を一手に引き受けるほか、研究成果
を基に内外に対して技術支援を積極的に行っている。

（2）フィンランド道路庁（FinnRA）
FinnRA のオフィスはヘルシンキ中央駅から5分の

研究分野は主に道路の材料・構造系を得意としており、
2004 〜 06年度は、高耐久性舗装、アセットマネジメ

Pasila 駅に直結したビルにはいっている。こちらも休

ント、リサイクル、低騒音舗装を重点分野としている。

暇中の方が多く人の気配はほとんどない。我々を迎え

また自国の研究プロジェクトに加え、OECD や EU

てくれたのは、道路維持管理部門のプロジェクトマネ

などの国際研究プログラムでも主導的役割を果たして

ジャーである Mr. Meriläinen である。中央の計画部

いる。職員数は70名である。

門で PMS を使用して道路網全体の維持修繕予算配分
を行っている方である。

表３．DRI の研究部とその研究範囲

フィンランドは1980年以降、国の財政悪化にともな
い舗装の維持修繕予算も減少し、路面状況が悪化した
が、近年は道路庁予算を新設から維持管理に大幅に重
点配分する方針転換をおこない、路面管理目標を達成
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デンマークでは、1974年に PMS が試験導入され、

DRI は低騒音舗装を重点研究分野の一つとしてお

当初から FWD（重錘落下式たわみ測定機）による支

り、低騒音舗装に関する豊富な研究及び施工実績を持

持力計測も行っている。現在、国道用と市町村道用

つ日本に興味を持っているとのことで、今年秋にはデ

PMS が稼働している。国道用 PMS では路面性状の

ンマークとオランダが共同で低騒音舗装に関する調査

他に支持力を重要視しているようで、全路線の支持力

ミッションを日本に派遣する予定である。

を FWD で毎年計測している。今年からは、速度80㎞
で走行しながら連続的に支持力を計測できる

DRI にも促進載荷試験機が導入されている。こち

High-

らは VTI とは異なり、大型車の車輪をシミュレート

による試験的計測が開始され

した室内試験機である。ホイールトラッキング試験機

る。High-speed Deﬂect Graph は、車輪載荷による路

の巨大なものといった様相で、供試体も縦１m 横

面変位速度をドップラーレーザで計測する仕組みで、

1.25m 厚さ0.25m と大型である。現場切取り供試体も

地元コンサルタントとの共同開発である。

試験可能とのこと。

speed Deﬂect Graph

写真４．High-speed Deflect Graph

写真５．DRI の促進載荷試験機

市町村道用 PMS は、舗装を含めた道路施設データ

４．おわりに

ベースのようなもので、詳細な路線図／街路図と図上

かけ足ではあったが、北海道と同じ積雪寒冷地であ

の対応箇所の画像データが PC 上にドライバービュー

る北欧諸国の事情を知ることができ、また多くの研究

で再現されるものである。

者、技術者との人脈が築けた事は今回の最も大きな収

デンマークは他の北欧諸国と異なり、国内で良質な

穫である。最後に、先方との折衝や北欧滞在中にも大

舗装用骨材を調達できずスウェーデンなどから花崗岩

変お世話になった在フィンランド日本国大使館の渡邊

を輸入している。国道の表層は SMA が標準である。

正義氏、および在デンマーク日本国大使館の遠藤平氏

昔の表層は摩耗が問題になったが、配合を改良するこ

に謝意を表す。

とで克服したとのこと。

石田

樹*
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