報 告

ドイツ連邦道路交通研究所 Reichelt 副所長と
ダルムシュタット工科大学 Bald 教授の来所
寒地交通チーム・雪氷チーム・寒地道路保全チーム

イツの道路幾何構造設計や舗装技術を修得し、日本に

１．はじめに

おける道路分野の各種設計基準を策定するに際し、参
国土技術政策総合研究所及び土木研究所つくば中央
研究所の訪問に合わせ、2007年４月４日から７日まで

考とされました。
（２）来所の経緯

の４日間、ドイツ連邦共和国の連邦道路交通研究所（ド

2006年９月、寒地交通チームの浅野上席研究員並び

イツ語名 Bundesanstalt für Strassenwesen、英語名

に宗広主任研究員が bast を訪問し、R．Weber 交通

Federal Highway Research Institute： 略 称 bast）の

計画・道路設計・安全分析室長等と地方部道路の設計

Peter Reichelt 副所長とダルムシュタット工科大学の

ガイドライン（２＋１車線道路、ラウンドアバウト等）

J. Stefan Bald 教授が札幌に滞在され、寒地土木研究

に関して情報交換する機会がありました。１）その際、

所への来所及び札幌近郊の道路事業等を視察されまし

面 会 し た １ 人 が bast の 国 際 協 力 担 当 の Borsberg

た。当研究所では、所長表敬訪問の他、寒地道路研究

Erika 女史でした。本年１月、Reichelt 副所長並びに

グループが「冬期道路管理」や「寒冷地における排水

Erika 女史から、当研究所に対し、「冬期道路管理」

性舗装」をテーマとして研究交流する機会を得ました

並びに「寒冷地における排水性舗装」に関する意見交

ので、ここに概要を報告します。

換を行いたい旨の書簡と電子メールが届きました。以
後、Erika 女史と当研究所間で電子メールによる情報

２．bast の概要、来所の経緯等

交換を重ね、今回の Reichelt 副所長並びに Bald 教授
による訪問が実現しました。

（１）bast の概要

（３）札幌滞在中の行程表

bast は、ドイツ連邦共和国のケルン市に位置し、

表－１の通りです。
Reichelt 副所長等による行程表は、

交通工学、交通安全、自動車工学、道路建設施工、橋
梁及び構造分野を扱う連邦政府機関の道路交通研究所
研究予算は年間約30百万ユーロ（約
です。
（図－１参照）
48億円）、研究所人員は約400人
（うち75％が研究・技
術部門）により構成されています。約300以上の研究プ
ロジェクトに取り組むと共に、多くの道路交通分野の
国際委員会において中心的役割を務めています。bast
の設立は概ね以下を沿革とし、現在に至っています。
1951年：ドイツ連邦交通省により、ケルン市に連邦道
路建設庁として設立される。
1965年：同庁は、従来の道路建設分野に加えて、道路
交通容量と交通安全分野を強化し、試験研究
を委託される。組織名を現在の連邦道路交通
研究所と改正する。
我が国とのつながりも深く、1960年代頃より、多く
の日本の道路技術者／研究者が bast との研究交流に
取り組まれました。当時、我が国よりも進んでいたド
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表－１

行程表

4 月 2 日（月）～3 日（火）
国土技術政策総合研究所並びに
土木研究所つくば中央研究所の訪問
4 月 4 日（水）東京（成田）→札幌
4 月 5 日（木）
寒地土木研究所長表敬訪問、研究所概要説明
研究交流
・冬期道路管理
・寒冷地における排水性舗装
・bast における研究概要紹介
4 月 6 日（金）
札幌市内現場視察
（R230、R36、他）
札幌近郊現場視察
（道央自動車道、他）
4 月 7 日（土）札幌→東京（成田）
→ドイツへ帰国
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図－１

bast の組織図

（注：bast 研究所概要パンフレットより転載）
３．当研究所訪問の概要
（１）所長表敬訪問、寒地土木研究所の概要説明
４月５日午前、来所された Reichelt 副所長と Bald
教授は、最初に、当研究所高木所長を表敬訪問しまし
た
（写真－１）。
続いて、上田研究調整監から、当研究所の概要説明
を行いました。日本の北端に位置する北海道は本州と
は異なる積雪寒冷地特有の気象・地質条件下にあり、
当研究所はこれらの自然条件下における土木技術の課
題を解決するために研究を行っている機関であるこ
と、そして、当研究所の研究成果が事業現場に適用さ
れ大きな成果を上げている事例の紹介を行いました。

写真－１

表敬訪問

（左側が Reichelt 副所長、右側が Bald 教授）

（写真－２）
（２）研究交流：冬期道路管理
はじめに、寒地交通チームの浅野上席研究員が、北
海道における冬期道路管理に関する研究事例として、
スパイクタイヤ規制後の冬期道路交通の評価について
説明しました。スパイクタイヤの使用が禁止されたこ
とにより、凍結防止剤の散布量が増大し、冬期道路管
理コストの縮減が強く求められている現状を述べまし
た。さらに、冬期路面管理の適正化を図るために、現
場技術者と一体となり研究に取り組んでいることを紹
介しました。先方からは、使用している凍結防止剤の
種類、散布量等に関する質問が寄せられました。
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写真－２

上田研究調整監による概要説明
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次いで、雪氷チームの加治屋上席研究員並びに松澤
総括主任研究員が、吹雪視程障害対策や冬期道路情報
提供に関する研究の取り組みについて説明しました。
（図－２）北海道では雪質が軽いために吹雪による視程
障害が生じやすく、安全性確保の観点からハード・ソ
フトの対策充実が欠かせないことを述べました。ハー
ド対策については、防雪柵や防雪林整備のための道路
吹雪対策マニュアル策定を中心に取り組んできてお
り、その成果は米国を始めとして海外でも参照される
までになっていることを紹介しました。また、ソフト
対策について、吹雪視程を気象情報から推定する手法
写真－３

寒地交通チーム

浅野上席研究員

の研究や、道路用 Web 記述言語といったインターネ
ット技術を駆使したきめ細かな情報提供手法の研究を
行い、厳しい気象条件に応じた適切な交通行動選択を
促して冬期道路の安全性向上を図ろうとしていること
を説明しました。北海道の非常に厳しい冬期の道路条
件に理解を示し、その克服に実に様々な対策検討を行
っている点が興味深いと感想を頂きました。
（３）研究交流：寒冷地における排水性舗装
４月５日午後、積雪寒冷地における排水性舗装に関
する研究交流を行いました。当日は、北海道工業大学
から笠原篤教授（写真－５）、東日本高速道路株式会社
北海道支社から豊田邦男技術部技術企画課長代理と三
宅将技師（写真－８）にも出席していただき、活発な意
見交換が行われました。

写真－４

Reichelt 副所長
（左）
と Bald 教授
（右）

図－２
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吹雪の広域情報提供に関する研究
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写真－５

北海道工業大学

笠原教授

写真－８

東日本高速道路（株） 三宅氏

（写真－６）。先方からは、高耐久バインダを使用して
高空隙化を図った排水性舗装や、排水性舗装の冬期路
面におけるすべり摩擦抵抗について質問が寄せられま
した。
また、同チーム上野研究員から「排水性舗装切削材
のリサイクル手法」と題し、排水性舗装の切削材を使
用した舗装材料の検討についての説明を行いました
（写真－７）。これについては室内試験のバインダ劣化
条件設定に関して質問がありました。
東日本高速道路株式会社の三宅技師からは、
「北海
写真－６

寒地道路保全チーム

千葉研究員
（左端）

道の高速道路における舗装の現況と冬期路面管理につ
いて」のご紹介をいただき、同社で開発された、ハイ
ブリット舗装や高機能舗装北海道タイプについての説
明をいただきました。特にハイブリッド舗装に関し、
作成方法などについて議論がありました。
Reichelt 副所長と Bald 教授は、我が国で使用され
ている排水性舗装の配合、施工方法、耐久性について
興味を示されていました。ドイツで施工されている排
水性舗装は、供用後４〜５年で機械的に破壊すること
があり、バインダの経年劣化を懸念しているそうです。
また、排水性舗装を高空隙化（空隙率20％以上）
したい
と考えているが、ドイツの排水性舗装で標準的に用い
られる最大骨材粒径は８㎜程度（日本では13㎜が標準）

写真－７

寒地道路保全チーム

上野研究員
（左端）

であるため、難しいとのことです。さらに、排水性舗
装の下に敷設されている SAM 層から上に細粒分が浸

はじめに、笠原教授からは「日本における排水性舗

透し空隙詰まりを起こしていることから、対策として

装の開発」と題し、我が国における排水性舗装の導入

排水性舗装の施工厚さ規準を４㎝から６㎝へ変更する

経緯、排水性舗装の配合、性能評価を行うための各種

方向で検討を進めているとコメントがありました。

試験の紹介を頂きました。続いて当所寒地道路保全チ

（４）研究交流：bast の研究概要紹介

ームの千葉研究員が「積雪寒冷地における排水性舗装

Reichelt 副所長と Bald 教授から、bast およびダル

の現状と今後」、および「排水性舗装の冬期路面対策

ムシュタット工科大学の概要と研究プロジェクトに関

としての効果」と題した研究内容の紹介を行いました

する紹介がありました。
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最初に、Bald 教授からドイツの道路ネットワーク
の整備状況、EU 拡大に伴い交通量が増加し、これが
騒音問題を引き起こしている現状、bast およびダルム
シュタット工科大学の紹介がありました
（写真－９）。
次いで、Reichelt 副所長が、現在ドイツで進められ
ている総合的な交通騒音低減プロジェクト
（ Silent
Traﬃc 、図－３）の概要を紹介されました
（写真－
10）
。上記プロジェクトでは、道路騒音以外にも鉄道
や航空機を含めた交通機関の騒音低減を目的としてお
り、行政機関だけではなくタイヤメーカ、航空会社な
ども参画しているとのことで、実際に施策として用い

図－３

”Silent Traffic”の研究体系図

られる技術を開発することがゴールであることを強調
していました。
また、ドイツで運用されている舗装マネジメントシ
ステムに関し、路面のモニタリング、評価方法、運用
方法等について説明がありました。この中で、路面性
状の一つとして舗装のすべり抵抗測定装置の紹介があ
り、これは寒地交通チームで導入した「連続路面すべ
り抵抗測定装置」２）と同じく、測定輪に進行方向に対
して一定の角度を与えることで路面のすべり抵抗を連
続的に計測する仕組みであることがわかりました（写

写真－11

すべり抵抗測定車（左：測定輪）

真－11、図－４）。

skewed

inclined wheel lateral
friction force

normal

写真－９

Bald 教授による説明

図－４

すべり抵抗の測定概念図

４．現場視察
４月６日は札幌市内および道央道の各種排水性舗装
の現場視察を行いました。市内では高耐久バインダを
使 用 し た 高 空 隙 排 水 性 舗 装（ 空 隙 率20%、 お よ び
23%）、バスレーン舗装として赤色骨材と顔料を使用
を視
したカラー排水性舗装の試験施工箇所（写真－12）
察しました。午後は、東日本高速道路株式会社北海道
支社を訪問し、交通管制室と舗装試験室を視察した他
（写真－13）、白老 IC −登別東 IC 間のハイブリット
舗装および高機能舗装北海道タイプの施工箇所を視察
写真－10
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しました（写真－14）。両名とも北海道における排水性
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舗装の現状や高空隙化した排水性舗装、及びハイブリ
ッド舗装の配合や施工方法について関心をもっていま
した。また、初めての来日ということもあり、沿道の
街並みや人々の様子についても強い興味を示していま
した。
５．おわりに
今や、自動車交通が世界的に交通・輸送手段の中心
であることは、誰もが承知の通りです。他方、国が変
わっても、「自動車と人間と道路」、あるいは「舗装や
路面とタイヤ間の諸課題」は、共通の研究課題でもあ
写真－12

市内試験施工箇所視察

ります。寒地土木研究所で取り組んでいる研究課題が
国際的標準からみてどのような位置付けにあるのかに
ついて、常に把握することは必要不可欠であり、当然
の責務であるとも考えられます。そのような観点から、
国際研究集会での発表や情報交換の機会を大切にする
と共に、専門を同じとする諸外国の研究者との研究交
流を継続していく所存です。
（執筆：寒地交通チーム
雪氷チーム

宗広

一徳、高橋

加治屋

安彦

寒地道路保全チーム

石田

尚人

樹）

参考文献：
１）宗広一徳、浅野基樹：交通シミュレーションに関
写真－13

東日本高速道路
（株） 試験室

する国際シンポジウム2006に参加して、寒地土木
研究所月報、№642、2006年11月
２）寒地交通チーム：連続路面すべり抵抗測定装置の
導入と関連する技術情報の習得、寒地土木研究所
月報、No.646、2007年３月

写真－14
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道央道視察
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