技術資料

連続路面すべり抵抗値測定装置（RT3）の導入について
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積雪寒冷地域では、冬期においても安全で快適な道
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路交通を確保することが重要な課題である。道路管理
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者は、除排雪作業や路面凍結対策を実施するなど冬期
の路面管理の充実を図っている。しかしながら、橋梁
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やトンネルのような道路構造物、沿道環境、天候によ

握しにくいものとなっている。そのため、雪氷路面の

ߑߊߑߊ
ࠩࡔ⁁㧘☸⁁
ߴߚߴߚ
᳓ࠍࠎߛ߽ߩ
ߘߩઁ
✦߹ߞߡࠆ

る路面状況変化やスパイクタイヤの使用規制によるつ
るつる路面の出現のため、冬期の路面状態は複雑で把
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状態の適切な把握は、冬期道路維持管理の重要な課題
となっている。
現在、北海道の国道の冬期道路維持管理における路
面状態の把握には、目視による路面性状分類方法（ນ
Ƚˍ）のような経験的手法を基にして管理を行ってい
る１）。しかしながら、この目視による路面性状分類方
法では、観測者の主観的判断、個人の経験による差や
判別の難しい路面が存在することから、路面状態判断
の客観性に課題がある。例えば、Ƚˍは、実際の道
路において、ある観測者が目視により路面性状を判断
した結果と、すべり摩擦係数を測定するバス型の「す
べり試験車」
（ৢ૯Ƚˍ）
で測定した結果を示したもの
である。この図より、非雪氷路面
（乾燥・湿潤）におい

Ƚˍ!࿒ণ౯͂௶͈͂ᄘၗ

て、低いすべり摩擦係数値を観測した地点があり、実
際には雪氷路面であった可能性が考えられる。一方、
雪氷路面
（シャーベット以下）
において、高いすべり摩
擦係数値を観測した地点があり、実際には非雪氷路面
に近い路面状態であったものと思われる。このような
ことから凍結防止剤・防滑材散布の必要な場所の見落
としといったことや過剰に散布してしまうといったこ
とが懸念される。
したがって、効果的かつ効率的な冬期路面管理のた
めには、客観的・定量的に冬期路面の状態を把握する
必要がある。そこで、寒地交通チームでは、路面のす
べり摩擦係数等を測定する技術について調査・試験を
行っている２）。本資料では、昨年度、本研究所にて導
入した連続的に路面のすべり抵抗値を測定可能な「連

ৢ૯Ƚˍ!̳͓ͤদࡑ৬

続路面すべり抵抗値測定装置」
（ৢ૯Ƚˎ）
を紹介する
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と共に、現在、雪氷路面のすべり摩擦係数の標準的な

ばれ、当会社が独自に設定したすべり抵抗値である。

測定装置である「すべり試験車」との比較試験を行っ

この HFN の概要については後述する。米国では、こ

た結果について報告する。

の装置をすべり抵抗値の測定装置としての使用だけで
はなく凍結防止剤散布車に設置して散布判断用のセン

ˎȅ௶౾͈ٽါ

サーとしても使用が試みられている
（ৢ૯Ƚː）
。
RT3は、測定輪や搭載車両に制動を掛ける必要がな

路面のすべり摩擦係数の標準的な測定装置である

いため、走行しながら連続して路面のすべり抵抗値を

「すべり試験車」や海外（北欧）の冬期道路管理に利用

測定可能であり、測定の際には特別な操作
（機器操作

されている「加速度計（減速度計）」
（ৢ૯Ƚˏ、測定

や走行速度維持等）
を必要としないという利点がある。

方法はȽˎ）においては、測定輪や搭載車両に制動

RT3の測定原理は、測定輪を車両進行方向に対して

を掛けることにより摩擦係数を測定する。これら制動

１〜２°程度の角度を与えることにより横方向に発生

力を利用した摩擦係数の測定方法では、断続的な地点

する力（横力という）を測定することですべり抵抗値を

（点）
での測定となるため、連続的な路線
（線）
としての

算出する装置である
（Ƚˏ）
。測定されたすべり抵抗

摩擦係数の変化を把握するのは難しい。そこで、本研

値は、車内でリアルタイムに確認でき、ＰＣ等外部記

究所では2006年に、連続的に路線のすべり抵抗値を測

録装置にも記録することができる。

３）

定可能な装置
（ৢ૯Ƚˎ）
を導入した 。
この測定装置は、米国 Halliday Technologies Inc.
の RT3TM（Real Time Traction Tool）（ 以 下 RT3と
記す）と称する装置である４）。RT3で測定されたすべ
り抵抗値は、HFN（Halliday Friction Number）と呼
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（1）
測定装置本体
測定装置本体
（ৢ૯Ƚˑ）は、装置フレーム（鋼製）
、
測定用の車輪、すべり抵抗力等を測定するためのセン
サーであるハブ、装置の昇降や測定時の衝撃緩衝用の

ৢ૯Ƚ˓!௶ႊȪΧήȆ௶Ηͼμȫ

油圧装置で構成されており、データの取得や油圧装置
の制御等は、車内に設置する表示・制御装置で行う（

41㎜、４穴、P.D.C.100㎜）である。他のメーカーのタ

Ƚː）
。

イヤもサイズが合えば使用できるが、すべり抵抗値の

取り付け可能な車両は、装置全体
（約230㎏、油圧装

演算ソフトウェアのアルゴリズムの変更が必要となる。

置含む）の重量を昇降・牽引時に支えられることが出

尚、RT3は北欧でも導入されており、測定タイヤとし

来る牽引装置付きの車両が必要となる。

てスタッドレスタイヤ（Bridgestone Blizzak Nordic）

測定装置本体の仕様をນȽˎに示す。測定タイヤは、

が使用されている。測定タイヤについて、Halliday

ৢ૯Ƚ˒に示す RT3用測定タイヤ
（米国で販売されて

Technologies Inc. では、すべりやすい路面ではすべ

いる Bridgestone Insignia SE200（日本における相当

り抵抗値（HFN）がより低い値を示し、すべりにくい

品は Bridgestone SNEAKER））
を使用する。この測定

路面ではより高い値を示すタイヤを推奨している。こ

タイヤは、タイヤ溝の深さ9.0㎜〜 2.5㎜の範囲におい

れは、極端な路面状態において測定される値の差が大

て測定に使用できる
（タイヤ１本で約8,000㎞の測定が

きいほど、その範囲内の値を細かく分割し、路面状態

可能）
。使用ホイルは、鋼製
（15×6inch、オフセット

の変化を微細に取得可能となるためである。
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すべり抵抗力を測定するセンサーであるハブ
（ৢ૯

ことから、測定者に対して誤認を防止するため、測定

Ƚ˓）は、ステンレス製であり、横力測定用のロード

結果を車両のステアリング角度をトリガーとして表示

セルが内蔵されている。ハブにより取得されたデータ

させないこともできる。ステアリング角度によるトリ

は、サンプリング率100Hz（0.01秒毎）で表示・制御装

ガーは左右それぞれ30°までの範囲で設定可能であ

置に送られる。

り、推奨されるステアリング角度は７°以内である。

装置の昇降や測定時の衝撃緩衝用の油圧装置
（約30

尚、ステアリング角度は車両のステアリング軸に取り

㎏、ৢ૯Ƚ˔）は、油圧ユニットと油圧シリンダで構

付けるひも式のポテンショメーターにて取得される

成されている。油圧装置は、すべり抵抗値の測定には

（ৢ૯Ƚ21）。

特に必須ではないが、測定しない場合に測定輪を上げ
ることによってタイヤの寿命延長やタイヤ交換時の作
業短縮を図ることが出来る。尚、油圧装置を取り付け
ない場合には衝撃緩衝器を取り付ける。

ৢ૯Ƚ˕!ນাȆଷࢄ౾Ȫஜ࿂ȫ
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（2）
表示・制御装置
ハブより取得されたデータの演算や油圧装置の操作
を行う表示・制御装置
（ৢ૯Ƚ˕）は、高さ95㎜×幅
197㎜×奥行き64㎜、重量１㎏
（取付金具を除く）であ
る。装置には、すべり抵抗を色別及び数値で表示する
機能を有し、システム設定や油圧装置の操作もここか

ৢ૯Ƚ21!ΑΞͺςϋΈڙഽΓϋȜ

ら行う。色別による表示は、路面のすべりやすさを判
りやすく表示するために、緑・黄・赤に色分けされた
30個の LED で構成され、測定したすべり抵抗値をア
ナログ的に表示する。緑色から赤色の順に点灯し、全
て点灯すると非常にすべりやすい路面ということにな
る。また、
すべり抵抗値を数値としても表示しており、
このすべり抵抗値
（HFN）は0 〜 114の範囲で変化する。
す べ り 抵 抗 値 の 表 示 す る 時 間 間 隔 は1/100、1/10、
1/2、1、2、5、10秒に設定できる。
また、車両のステアリング角度が一定の範囲を超え
る操作を行うと、道路線形に対して測定輪の角度が大
きくなり、測定されるすべり抵抗値が大きく変化する
寒地土木研究所月報
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表示・制御装置の背面
（ৢ૯Ƚ22）
には外部機器を接
続するためのポート（ポート形状は RJ-45）が２つ用意
されている。測定・演算されたデータは、このポート
を経由してシリアル接続（RS-232C）で PC 等の外部記
録装置に転送することが出来る。ポート①はＰＣを接
続 す る た め の、 ポ ー ト ② は MDC（Mobile Data
Computer、ৢ૯Ƚ23、米国内で使用している施工記
録装置）を接続するためのものである。PC への転送
時間間隔は1/10、1、2、5、10秒に設定できる。ＰＣ
で測定データを取得する場合は、
ＯＳ付属の
「ハイパー
タ ー ミ ナ ル 」 を 利 用 す る。 通 信 プ ロ ト コ ル は
「9600bps,8bit, パリティーなし , 停止ビット１, フロー

ৢ૯Ƚ23ȁNEDȪHQT ඤ௬ȫ

制御なし」である。
ＰＣで得られるデータは、
時間
（秒）、
すべり抵抗値
（HFN）
、ステアリング角度
（度）、速度
（mph（mile per hour））であり、表示・制御装置で設
定されたデータ転送時間毎に転送される（ポート①の
み）
。
（3）
すべり抵抗値
（HFN）
RT3で得られるすべり抵抗値について説明する。
RT3から出力されるすべり抵抗値は、HFN（Halliday
Friction Number）と 呼 ば れ、Halliday Technologies
Inc. が RT3用測定タイヤに基づき独自に設定したす
べり抵抗値である。このすべり抵抗値
（HFN）は、通

Ƚˑȁ̳͓ͤࢯȪIGOȫ͂؍ႁȪGȫ͈߸۾ˑ*

常０〜 114の範囲で変化する。HFN と測定輪に掛か
る横力にはȽˑに示すような直線関係があり、測定
輪に掛かる横力が低いほど、測定される HFN も低く
なることが判る。HFN の定義は、RT3用測定タイヤ
を用いて測定輪を上げた横力無負荷状態を０、乾燥し
た舗装路面（路面温度０℃）における横力負荷状態を
100とし、その間を100等分したものである。表示・制
御装置の LED の色と HFN の関係は以下のとおりで
ある。

ນȽˏȁႹ࿂أഽ̳͓͂ͤࢯȪIGOȫ
͈୭
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緑：すべり抵抗値
（HFN）＝

70 〜 114

・凸凹のない路面

黄：すべり抵抗値
（HFN）＝

50 〜 69

・異物（雪・氷・油・塗装・埃など）のない路面

赤：すべり抵抗値
（HFN）＝

0 〜 49

（4）
キャリブレーション
RT3は、その測定精度を保つために、タイヤ交換や
装置再取り付け時など、測定輪の角度が変化する可能

・ある程度まっすぐで平坦な路面
以上に加え、キャリブレーションに必要な距離（お
およそ40秒間のデータが確保可能な距離）が必要とな
る。キャリブレーション速度は20㎞ /h 以上で行う。

性のある場合に、基準路面にてキャリブレーションを

具体的なキャリブレーション作業は、キャリブレー

１回行う必要がある。基準路面は、次に示す特性を含

ション時の路面温度においてນȽˏに示す設定基準値

んだ路面である。

を表示・制御装置で表示するように測定輪の角度を調
整することで行われる。
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（5）
メンテナンス
RT3の定期的な点検は次のように行う。
・タイヤ圧力を既定値にする
（室温18℃で207kPa）。
・同じ路面であってもタイヤの溝の深さによって横力
が変わってくるため、約1,000マイル（約1,500㎞）毎に
タイヤの溝深さの測定を行い、表示・制御装置に入力
する。
・約2,000マイル
（約3,000㎞）毎に可動部に給脂を行う。
・付着した汚れや凍結防止剤等を時々洗い落とす。
ːȅ
ȶ̳͓ͤদࡑ৬ȷ͈͂ڛদࡑ
ৢ૯Ƚ24ȁඓཪێ౷দࡑൽႹ
2006年度に本研究所所有の苫小牧寒地試験道路（１
周2.7㎞、ৢ૯Ƚ24）にて、「すべり試験車」との比較
試験を行ったのでその結果について報告する。
（1）
キャリブレーション
比較試験に先立って RT3のキャリブレーションを
実施した。基準路面は、本試験道路の南側走行路であ
る。この地点の道路規格は１種２級、舗装の表層は細
粒度ギャップアスコンである。キャリブレーション当
日の路面状態は乾燥、路面温度は4.4℃であった。速
度は、40㎞ /h で実施した。ນȽˏより HFN の設定
基準値が97.5であることから表示・制御装置の表示値

Ƚ˒ȁদࡑٽၞ

が97 〜 98を示すようにキャリブレーションを行った。
（2）
比較試験概要
試験コースの路面上に湿潤路面と氷板路面を作製し
た（Ƚ˒）。これらの路面上に「すべり試験車」と
RT3を走行させてすべり抵抗の測定を行った。測定速
度は各車両共に40㎞ /h で行った。測定回数は各路面
で10回程度行った。走行順序は、RT3、
「すべり試験車」
の順序で走行した。気温は ‑1 〜 +5℃、路面温度は
+3 〜 +7℃であった。なお、本試験における湿潤路面
とは、乾燥路面に散水車にて１〜２回程度の散水を
Ƚ˓ȁSU4́ං̹ͣͦΟȜΗ͈႕

行った路面である。
（3）RT3で得られたデータ
RT3で得られたデータの１例をȽ˓に示す。左軸

特殊舗装が施された乾燥路面を走行しており、これら

には HFN を、右軸には速度とステアリング角度を、

路面の違いが HFN 値の違いとして区別されているこ

横軸は速度と時間により計算される移動距離を示し

とが判る。なお、試験コース上の曲線区間においては、

た。

ステアリング角度が大きくなったため、測定される

ＰＣによるデータの取得は、1/10秒間隔とした。こ

HFN が大きく変化している。

の図は、本試験道路をほぼ１周したデータとなってお
り、本試験において作製した氷板路面と湿潤路面及び
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（4）
試験結果


「すべり試験車」で測定されたすべり摩擦係数を100倍
したフリクションナンバー（FN）、横軸には RT3で
測定された HFN を示した。この図において、対角線
上にデータがプロットされている場合は、「すべり試
験車」の値
（FN）と HFN が一致していることを示す。
また、
「すべり試験車」に対する回帰直線を引いた。
この図より、路面状態毎に両車の値とも明確に分か

ࡈ࡚ࠢࠪࡦ࠽ࡦࡃ (0

Ƚ˔に試験結果を示す。この図において、縦軸は

[  Z  
4   




ḨẢ〝㕙




᳖᧼〝㕙

れた結果となっており、得られたデータにより路面状


態を区別できることが判る。また、回帰直線の相関係



数が0.9以上と大きいことから「すべり試験車」に対
しても、RT3は相関関係が大きいことが判る。







ߔߴࠅᛶ᛫୯㧔*(0㧕
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この試験結果から、
「すべり試験車」と RT3の間に
は高い相関関係が得られ、雪氷路面のすべりやすさを
把握する方法として冬期路面管理に適用可能であるこ
とがわかった。
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今後の課題として、本試験では氷板路面と湿潤路面
の極端に異なる路面状態で試験を行った。そのため、
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圧雪路面やシャーベット路面の様な路面状態について
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もデータを蓄積していく必要がある。
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本研究所では、効果的かつ効率的な冬期路面管理に
資する研究を行っており、冬期路面管理の業績評価に
よるマネジメントを提案しているところである
（Ƚ

ex.accident
ex.traffic
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˕）６）。路面のすべり抵抗値の測定技術は冬期路面管
理作業の実施における品質管理や作業・対策効果の把
握のための評価技術としての役割を期待している。活
用例としては、雪氷路面の実態把握、過剰な薬材散布
や見落としの削減、路面管理を行う上で特に注意が必
要なすべりやすい箇所の抽出、凍結防止剤・防滑材の
散布効果の把握などがある。また、GPS による位置
情報を組み合わせることにより、地図上に測定結果を
示すことも可能となることから、路線全体を視覚的に
表現することも出来る
（Ƚ21）
。
一方、すべり抵抗の測定機器には、ここで紹介した

Ƚ21ȁHQT ͈պ౾ૂ༭͂ழ̵͙ࣣ̹ͩ႕

RT3の他にもいくつかあり、それらはそれぞれ長短が
あるため、それぞれの装置の特徴やコストに見合った

海外（北欧）で利用されている加速度計（減速度計）
を利

用途・方法が望まれる。例を挙げると、都市部のよう

用するなどである。

な路面状況や道路交通の変化が大きい地域では、前後

今後、このようにそれぞれの装置の特徴やコストに

の交通に追従しながらすべり抵抗値を連続的に測定で

見合った利用方法の具体的な提案が出来るように、引

きる RT3を、郊外部のような路面状況や道路交通の

き続きすべり抵抗の測定技術に関する試験研究を進め

変化のあまり大きくない地域ではコストを考慮して、

たい。
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