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連続路面すべり抵抗値による冬期路面管理の高度化に関する研究
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現在、我が国では冬期道路管理において路面状態を目視によって把握・評価しているところだが、
この手法は人の経験や個人差による影響を受けやすい。そのため、目視による路面状態の判断は、凍
結防止剤等の過剰散布や対策を要する箇所の見落としにつながることが考えられ、必ずしも効果的・
効率的な冬期路面管理手法であるとは言えない。
著者らは、冬期の安全・快適な道路交通の確保に資する効果的・効率的な冬期道路マネジメントシ
ステム提案の一環として、これに必要な個別技術の研究開発に取り組んでいる。この中で、冬期路面
状態を定量的に把握・評価する手法として、既に欧米諸国等の冬期路面管理において適用が進められ
ている路面のすべり抵抗値に着目し、我が国での活用の可能性について調査・検証を行った。具体的
には、道路延長を線的に評価可能な連続路面すべり抵抗値測定装置を用いて試験道路及び実際の道路
の冬期路面状態を計測し、得られたデータの信頼性、妥当性、運転挙動への影響、冬期道路マネジメ
ントへの有用性等について調べた。本報では、これらの結果について述べる。
《キーワード：冬期路面管理；路面状態把握；すべり抵抗値》
Currently in Japan, winter road surface conditions are visually evaluated and categorized for
snow and ice control operation. This visual determination, however, lacks accuracy due to its
vulnerability to winter maintenance human s individual variations in experience and subjectivity.
Therefore, since this subjective measure could result in over-application of material and/or areas
in need of attention being left untreated, errors during the visual determination compromise the
eﬃciency and eﬀectiveness of the implemented treatment.
This research group directs its attention to grip value of road surface, which is already being
applied into winter management in several regions of Europe and North America. This study
explores the feasibility of implementing a grip measurement evaluation system in Japan as a tool
to determine and evaluate road surface condition objectively and quantitatively. Speciﬁcally, with a
continuous road grip measuring device, which can determine the surface grip of an extended
section of road as a line, the study measures grip values on test track and actual road surface
conditions for obtained data s accuracy, effects on driving behavior and reliability as well as
suitability for the snow and ice control management.
《Keywords：winter road maintenance; road surface condition; grip values》
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北海道のような積雪寒冷地では、冬期における降積
雪や気温の低下によって雪氷路面が出現する。特に、
1990年代初頭にスパイクタイヤの使用が規制されてか
ら、
「つるつる路面」と呼ばれる非常にすべりやすい
路面が多く見られるようになった。このような中、道
路管理者は冬期の道路交通機能確保のために様々な対
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策を恒常的に実施しているが、予算制約のある中、よ
り効率的な冬期路面管理の実施が求められている。
冬期路面状態の把握は、効果的・効率的な冬期路面
管理を目指す上で重要な要素である。しかしながら、
冬期の路面状態は道路構造物、
沿道環境、
天候等によっ

ߔߴࠅᡂଥᢙ㧔Ǵ㧕

ȽˍȁႹ࿂͈࿒ণ౯̳͓͂ͤླྀड़߸ତ͈߸۾

て複雑に変化するとともに把握が難しいのが現状であ
る。このような中、北海道の国道の冬期道路維持管理
１）

における路面状態の把握は目視によって行われてい

る。
Ƚˍは、2007年１〜２月に実際の道路において調
査員が路面状態を目視判断した結果と当研究所が所有
するフルロック式バス型すべり試験車（ৢ૯Ƚˍ）
によ
るすべり摩擦係数の分布を箱ひげ図（最小値・25パー
センタイル・中央値・75パーセンタイル・最大値）で
示したものである。概ね、目視による路面性状判断と
すべり摩擦係数の分布は関連性があるが、箱ひげ図の
範囲を超えたすべり摩擦係数（図中の○印及び△印）
は、統計的に外れ値として処理されたデータであり、
これらは目視で露出路面
（乾燥・湿潤）
と判断されなが

ৢ૯ȽˍȁέσυΛ·ΨΑ߿̳͓ͤদࡑ৬

らも低いすべり摩擦係数値となり、実際には雪氷路面
であったと考えられる地点や目視で雪氷路面
（シャー

ˎȅႲႹ࿂̳͓ͤࢯ௶౾͈ٽါ

ベット以下）と判断されながらも、高いすべり摩擦係
数値となり、実際には露出路面に近い状態であった地

我が国における路面のすべり摩擦係数の標準的な測

点の存在を示している。このような過大・過小評価は、

定装置であるフルロック式すべり試験車や諸外国
（北

凍結防止剤等の過剰散布や散布が必要な区間の見落と

欧）の冬期道路管理に利用されている加速度計は、測

しにつながると考えられる。

定輪や搭載車両に制動を掛けることによって摩擦係数

以上を踏まえ、著者らは冬期路面状態の目視判断を

を測定する。これら制動力を利用した摩擦係数の測定

補完する客観的かつ定量的な把握・評価手法として、

方法では、断続的な地点（点）での測定となるため、連

既に欧米諸国等の冬期路面管理において適用が進めら

続的な路線
（線）
としての摩擦係数の変化を把握するの

れている路面のすべり抵抗値の活用について調査検討

は難しい。そこで、当研究所では2006年に、連続的に

を行っている。昨年度は、諸外国で冬期道路管理に用

路面のすべり抵抗値を測定可能な装置（ৢ૯Ƚˎ）
を導

いられている加速度計の他、路面のすべり抵抗値を連

入した。この装置は、米国 Halliday Technologies Inc.

続的に測定可能な「連続路面すべり抵抗値測定装置」

の Real Time Traction Tool（以下、連続路面すべり

を試験的に導入し、我が国での活用の可能性について

抵抗値測定装置）と称する装置２, ３）である。

検討した。また、すべり抵抗値の違いが車両の挙動に

連続路面すべり抵抗値測定装置の測定原理は、測定

及ぼす影響についても並行して調べた。本稿では、こ

輪を車両進行方向に対して１〜２°程度の角度を与え

れらの結果について報告する。

ることにより横方向に発生する力（横力）を測定するこ

12
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とですべり抵抗値を演算・出力する装置である（Ƚ
ˎ）
。連続路面すべり抵抗値測定装置によって算出さ
れ る す べ り 抵 抗 値 は、Halliday Friction Number
（HFN）と呼ばれ、当該装置の開発者が独自に設定し
たすべり抵抗値である。この HFN は、通常０〜 100
の範囲で変化する。HFN と測定輪に掛かる横力には
Ƚˏ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。HFN
の定義は、連続路面すべり抵抗値測定装置用測定タイ
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。但し、当
該装置は車両のステアリング角度に依存しているた

ৢ૯Ƚˏȁൄࠫཡগस८ື৬͈͒୭౾႕
ȁȁȁȪༀ࣭Χͼਗޫȫ

め、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

度は７°以内である。

抗値が影響を受けることから、測定者に対して誤認を

連続路面すべり抵抗値測定装置は、測定輪や搭載車

防止するため、測定結果を車両のステアリング角度を

両に制動を掛ける必要がないため、走行しながら連続

トリガーにして表示させない機能を有する。ステアリ

して路面のすべり抵抗値を測定することが可能であ

ング角度によるトリガーは、左右最大30°までの範囲

り、測定の際には特別な操作
（機器操作や走行速度維

で設定可能であるが、推奨されているステアリング角

持等）
を必要としないという利点がある。また、測定さ
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れたすべり抵抗値は、
車内でリアルタイムに確認でき、
PC 等外部記録装置に記録することもできる
（Ƚː）
。
米国オハイオ州運輸局では、この装置を、路面状態
を判断・評価するための測定装置としての使用だけで
はなく、凍結防止剤散布車の下部に設置して自動散布
用のセンサとしても活用することが可能かを検討して
いる
（ৢ૯Ƚˏ）
。
ˏȅέσυΛ·ΨΑ߿̳͓ͤদࡑ৬͈͂ڛদࡑ
2007年１月に、当研究所所有の苫小牧寒地試験道路

ȽˑȁদࡑȜΑ͈ٽၞȪऒȇຕโႹ࿂ȁֲȇႹ࿂ȫ

にて既存のフルロック式バス型すべり試験車（以下、
すべり試験車）との比較試験を行った。試験では、湿

(0㧩Ǵ



連続路面すべり抵抗値測定装置をほぼ同時に走行さ
せ、各路面のすべり抵抗値を計測した。すべり試験車
の測定速度は40㎞ /h で行った。一方、連続路面すべ
り抵抗値測定装置の測定速度は、20・40・60㎞ /h と
した。測定回数は各路面で10回程度行った。走行は、
連続路面すべり抵抗値測定装置・すべり試験車の順序
で行った。試験実施時の気温は -1から +5℃、舗装路
面温度は -3から +7℃であった。

ࡈ࡚ࠢࠪࡦ࠽ࡦࡃ (0

潤路面と氷板路面を作製
（Ƚˑ）し、すべり試験車と

[  Z  
4   
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リクションナンバー（FN）、横軸は連続路面すべり抵
抗値測定装置で測定した HFN を示している。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、
FN と HFN が一致していることを示す。今回は、
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Ƚ˒に、比較試験の結果を示す。図の縦軸は、す
べり試験車で測定したすべり摩擦係数を100倍したフ
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氷板路面及び湿潤路面の２種類のみの路面状態におけ
る試験であったため、今後、圧雪路面やシャーベット
路面のような多様な路面状態も含めてデータを蓄積す
ることが必要であるが、すべり試験車と連続路面すべ
り抵抗値測定装置の測定値の間には良好な相関関係
（0.9以上）が認められた。また、20・40・60㎞ /h と測
定速度を変化させても連続路面すべり抵抗値測定装置
のすべり抵抗値は影響を受けることが無かった。よっ
て、当該装置は冬期の路面状態を客観的かつ定量的に
把握・評価する手法として実務への適用可能性が高い
と考えられる。
ːȅൽ̤̫ͥͅႹ࿂ેఠ͈՜দࡑ
ৢ૯Ƚːȁढ़ི૧ൽ̤̫̳͓ͥͤͅࢯ͈௶ેޙ
2006年12月下旬から2007年２月下旬の期間中、10日
間（１日４往復）において札幌市内の一般国道５号及び
274号
（通称：札幌新道）の札幌西 IC から札幌南 IC ま
14
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での往復区間42㎞にて連続路面すべり抵抗値測定装置
による自由走行により路面状態の把握試験を実施した
（ৢ૯Ƚː）。また、路面状態
（すべり抵抗値）の違いが
車両の走行速度や加減速度にどのような影響を及ぼし
ているかを調べるため、連続路面すべり抵抗値測定装
置によるすべり抵抗値の測定と同時に、当所所有の車
両運動測定車
（2002年型・４ドアセダン
（ৢ૯Ƚˑ））を
用いて当該区間における車両の走行速度及び加減速度
を計測した。
Ƚ˓及びȽ˔は、連続路面すべり抵抗値測定装
置による路面状態
（すべり抵抗値）及び車両運動測定車
による信号交差点停止時の減速度を降雪の有無別に示

ৢ૯Ƚˑȁ৬ၰ൲௶৬

したものである。連続路面すべり抵抗値測定装置によ
るすべり抵抗値に関しては、0.1秒のサンプリングレー

㪌㪇

トで記録したデータを一定間隔毎に平均した値を「緑
（HFN：70以上）
」
「黄
、
（HFN：50 〜 69）
」及び「赤（HFN：
49以下）
」の三色に分類して示している。図−７は、
高く
（平均 HFN：88）
、概ね露出路面状態であったこ

㩿㫂㫄㪆㪿㪀

降雪が無かった2006年12月27日の平均すべり抵抗値が

㪋㪊
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とを示している。但し、一部橋梁区間及び交差点付近
では HFN が50以下になる場合も認められ、当該区間
の路面がすべり易くなっていたことを示している。一
方、降雪があった2007年２月15日の平均すべり抵抗値
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は殆どの区間において HFN が50を下回り、雪氷路面

㪇㪅㪋

状態
（平均 HFN：35）であったことを示している。
また、車両運動測定車の計測データからは、雪氷路
面状態時の平均速度・減速度が共に露出状態時に比べ
を及ぼしていることが認められた。Ƚ˕及びȽ21

㩿㪞㪀

て著しく低下し、路面のすべり易さが車両挙動に影響

ᷫ
ㅦ
ᐲ

㪇㪅㪊

㪇㪅㪉

は、Ƚ˓及びȽ˔同様の条件下における区間内走
行時の平均走行速度及び信号交差点前の減速度の差異
を示している。
以上の結果から、すべり抵抗値を活用することに

㪇㪅㪈

ᐔဋ *(0㧩  ᐔဋ *(0
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㪇㪅㪇㪌㪇
㪇㪅㪇㪈㪎
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Ƚ21ȁႹ࿂ેఠ͈֑̞ͥ͢ͅࡘ௸ഽ͈་ا

よって、
雪氷路面の有無や時間経過による路面状態（す
べり抵抗値）の変化を線的及び定量的に把握可能であ

果的・効率的な冬期路面管理を目指す上で重要な要素

ることを示すとともに、このすべり抵抗値の変化によ

である。

る車両挙動への影響について基礎的な検討を行うこと

本研究の結果は、連続路面すべり抵抗値測定装置に

ができた。このようなデータは、路面対策の必要性や

よるすべり抵抗値によって冬期道路の路面状態を線的

結果を詳細かつ的確に示すことができるため、道路管

及び定量的に把握・評価することが可能であることを

理者による適切な意思決定や各種対策の効果把握に貢

示した。

献できると考えられる。

冬期の路面管理において、路面の目視判断を補完す
る手段として当該装置を用いることにより、過大評価

ˑȅ͂͛͂ࣽ͘ࢃ͈ജབ

あるいは過小評価による凍結防止剤等の過剰散布や対
策が必要な区間の見落としの低減が期待できる。また、

冒頭でも触れたように、冬期路面状態の把握は、効
16
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Ƚ22ȁXfcHJT ͬڰဥ̱̹ൃܢႹ࿂ેఠ͈κΣΗςϋΈȆଢ଼͈দ͙ȪͼιȜΐȫ
果把握や冬期道路管理サービスの目標設定の他、道路

測システム等と組み合わせ、すべり抵抗値の関係から

利用者への説明責任を果たせる冬期路面管理ツールと

すべり易さの予測手法を構築し、GIS やインターネッ

しての役割を果たし、業績評価手法に基づいたより効

トを活用したスリップアラートシステム等の開発に取

４）

果的・効率的な冬期道路マネジメントシステム の構

り組んでいく所存である。

築に資することが期待される。
平成19年度は、道路管理者との意見交換及び連携を

४ࣉࡃ

通じ、注意が必要なすべり易い箇所の抽出、凍結防止
剤・防滑材の散布効果の把握等に向けた各種調査試験
を実施するとともに、冬期路面管理におけるすべり抵

１） 北海道開発局：冬期路面管理マニュアル
（案）
、
1995。

抗値の具体的な活用方法について提案するための検討

２）舟橋誠、徳永ロベルト、浅野基樹：連続路面すべ

も行っている。その一環として、連続路面すべり抵抗

り抵抗値測定装置（RT3TM）の導入について、寒地

値測定装置が計測・収集したデータを道路管理者が容

土木研究所月報、№651、pp.40 〜 47、2007。

易にモニタリング・分析可能なシステムの構築を進め

３）Halliday Technologies Inc. ウェブページ、Get a

ている。Ƚ22は、札幌新道において測定したすべり

Grip、http://www.hallidaytech.com/、2007。

抵抗値
（路面状態）
をインターネット上でモニタリング

４）浅野基樹：冬期道路管理へのマネジメントの導入、

が可能な Web サイトのイメージ図（電子国土 Web シ
５）

である。
ステム を利用した場合）
将来的には、既存の気象予報システム、路面凍結予
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ゆき、第67号、pp.38 〜 44、2007。
５）国土地理院・電子国土 Web システムウェブペー
ジ、http://cyberjapan.jp/、2007。
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