報 告

スウェーデンの道路構造・交通安全対策に関する調査
平澤

ˍȅ͉̲͛ͅ

匡介＊ 宗広

一徳＊＊

ˎȅˍȁWUJ ͈ٽါ
Kent Gustafson 副所長から、VTI の概要について、

2008年11月５〜 10日に寒地交通チームの平澤と宗
広が、スウェーデンの VTI（スウェーデン道路交通

以下の通り説明を受けた。
沿革：1923年設立、1975年に現在のリンシェーピン

研究所）及び SRA（スウェーデン道路庁）を訪問し、

グに移転。その後、ボーレンゲ、ストックホ

スウェーデンにおける道路構造及び交通安全対策に関

ルム、ヨーテボリに支所を設立。産業・エネ

する調査を行ったので、以下の通り報告する。

ルギー・通信交通省の下部組織として位置付

なお、本件調査は、2007年９月に開催された第５回
日瑞道路科学技術に関するワークショップに参加した
平澤が、VTI の Jan Wenäll 衝突安全担当研究員を通

けられている。
職員数：187名（うち、57％が研究職員、27％研究支
援職員、16％が行政支援職員）

じ、
「２＋１車線」
道路の中央分離防護柵
（ワイヤーロー

研究予算：年間約170百万 SEK（１SEK：スウェー

プ）を北海道に導入するため、技術仕様に関する情報

デンクローネは、約13円）
。その内訳は、政

交換及び現地調査の実施を申し出たところ、VTI 及

府からの交付金が25％、道路庁からの委託契

び SRA 等の関係機関の理解を得て実現したものであ

約
（入札参加による）が49％、民間企業（例え

る。

ば、ボルボ社、サーブ社）からの委託契約が
13％、EU 基金や国際機関からの委託契約が

ˎȅWUJȪΑ;ͿȜΟϋൽႹࡄݪਫ਼ȫ
ང࿚

13％である。
さらに、VTI 概要の説明の外に、スウェーデンの

11月５日
（水）
、９時から18時まで、筆者等は、リン
シェーピングに位置する VTI（スウェーデン道路交

国家的交通安全施策
（ビジョン・ゼロ）の評価、今後の
交通安全戦略の目標に関する紹介があった。

通研究所）を訪問し、VTI における道路構造及び交通
安全対策に関する試験研究についてヒヤリング調査を
実施した
（ນȽˍ）。
ນȽˍȁWUJ ང࿚শ͈ίυΈρθ
䉺䉟䊃䊦
Presentation of Swedish National Road and Transport
Research Institute, VTI

⊒⠪
Kent Gustafson ᚲ
㐳

㩿䉴䉡䉢䊷䊂䊮〝ㅢ⎇ⓥᚲ䈱⚫䋩
Barrier types in Sweden and testing at VTI, including
approval procedures EN 1317
䋨䉴䉡䉢䊷䊂䊮䈱㒐⼔ᩋ䈫㪜㪥㪈㪊㪈㪎䉕䉃㪭㪫㪠䈪䈱⹜㛎䋩
Experience and statistics from roads with median barriers
䋨ਛᄩಽ㔌㒐⼔ᩋ䉕⸳⟎䈚䈢〝䈱⚻㛎䈫⛔⸘䋩
Winter road maintenance experiences
䋨౻ᦼ〝▤ℂ䈮㑐䈜䉎⚻㛎䋩
Japanese delegation presentations of research
䋨ᣣᧄ䈱⎇ⓥ⊒䋩
Experience with roundabouts
䋨䊤䉡䊮䊄䉝䊋䉡䊃䈮㑐䈜䉎⚻㛎䋩

48

Jan Wenäll ⴣ⓭ో
⎇ⓥຬ
Arne Carlsson ㅢᎿ
ቇᜂᒰਥછ⎇ⓥຬ
Gudrun Öberg ⛽ᜬ▤
ℂ⎇ⓥㇱ㐳
ᐔỈ䇮ቬᐢ
Jörgen Larsson ㅢ
ోᜂᒰಽᨆቭ

ৢ૯ȽˍȁXfoämm ࡄ֥ݪ
Ȫऒȫ
Ȃ
Hvtubgtpo ໗ਫ਼ಿ
Ȫಎ؇ȫ
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ˎȅ
ˎȁWUJ ̤̫ͥͅඏࡑ
Jan Wenäll 衝突安全担当研究員より、
「２＋１車線」
道路に中央分離防護柵
（ワイヤーロープ）
を導入するに
至った経緯をはじめ、VTI における衝突実験に関し、
以下のような説明を受けた。
・EU では衝突実験を欧州標準
（EN1317）に実験条
件や基準値を規定している。
・VTI では、各種防護施設の衝突実験を行い、EU
の規格はもとより、EU 以外の規格に対する認証
（例えば、アメリカ、サウジアラビア）
も行ってい
る。
・過去に衝突実験としては防護柵だけではなく、車
両、照明柱やポール類などの工作物の他に、野生

ৢ૯ȽˎȁWUJ ௰̥͈ͣίτΔϋΞȜΏοϋ

動物
（ヘラジカ、ラクダ）を想定した衝突実験も
行っている。
・VTI では、屋内及び屋外の２つの衝突実験施設
を有している。
ˎȅˏȁ
ȶˎȼˍ৬ȷ͈ൽႹࢹ௮
Arne Carlsson 交通工学担当主任研究員より、ス
ウェーデンにおける一般国道と准高速道路の「２＋１
車線」道路の設置効果のうち、交通事故削減効果につ
いて説明を受けた。「２＋１車線」道路とは、全線を
３車線として整備し、中央の車線を交互に追越車線と
して利用する方式である
（Ƚˍ）。また、同氏は、
「２
＋１車線」道路の計画・設計に際しては、車道から歩
行者と自転車を分離する構造、取付道路などとの交差

ৢ૯Ƚˏȁඏࡑঔ୭Ȫؚඤȫ

構造を考慮することが重要であることを強調した。ま
た、宗広から、日本において「２＋１車線」道路構造
の評価について、交通流シミュレーションプログラム
「SIM-R」の活用を進めていることを紹介したところ、
先方は強い関心を示した。
ˎȅ
ːȁΑ;ͿȜΟϋ̤̫ͥͅൃܢൽႹۯၑ
Gudrun Öberg 維持管理研究部長からは、スウェー
デンにおける冬期道路管理、ウィンターモデル、冬期

Ƚˍȁȶˎȼˍ৬ȷൽႹ

事故の発生状況、凍結防止剤の散布に関する紹介が
あった。さらに、同氏が冬期 PIARC 委員会の委員長
の職にあることから、
次年度開催される PIARC ケベッ
ク大会の紹介も行われた。

・1980年代は150箇所、2008年では2000箇所以上の
ラウンドアバウトが設置されている。
・ラウンドアバウトでの交通事故死者数は、年間０
から５件である。通過車両の減速機能が達せられ

ˎȅ
ˑȁΑ;ͿȜΟϋ̤̫ͥͅρ;ϋΡͺΨ;Π
Jörgen Larsson 交通安全分析官より、同国におけ
るラウンドアバウトの導入の経緯と効果に関し、以下

ることから、目立った事故は発生していない。
・歩行者並びに自転車を、自動車から分離させるこ
とはとても重要である。

の通り説明があった。
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ˎȅ
˒ȁρϋήσΑΠςΛίΑ͈તٚ
平澤から、日本におけるランブルストリップスのガ
イドラインについて紹介した。スウェーデンにおいて
も、２車線道路構造にランブルストリップスを導入す
ることは積極的に進めているものの、ガイドラインは
未整備であり、事故削減効果などの日本における知見
に対し強い関心を示した。

ৢ૯Ȝːȁಎۼಔ͈ঔࢥܥ٫Ȫऒȫ͂ঔࢥેޙȪֲȫ!

スウェーデンでは２＋１車線区間の中央分離方法と
して交通量が1,500台／日以上3,500台／日まではラン
ブルストリップス、3,500台／日以上は防護柵を設置
する運用基準があり、交通量による使い分けは有用で
あると感じた。
ˏȅχͼμȜυȜίཡࢌॎ͈দࡑঔࢥ࡛ાণख़
11月６日
（木）
、Trinity 社の欧州・中東方面営業責

ৢ૯Ƚˑȁঔࢥࢃ͈ܖயȪऒȫ͂ಎۼಔȪֲȫ!
㜞ゞ
㜞
ゞߩ
ਔૐ
߹
ߢゞ
ኻ
ᔕਔ
߆
ࠄ

ᓥ᧪䈱
䉺䉟䊒

任者の Peter Bergendahl 氏の案内で、リンシェーピ
ングからガムレビ、バールベリ間の道路に設置されて
いる中央分離防護柵
（ワイヤーロープ）の視察を行っ
た。ガムレビにて、ワイヤーロープ式防護柵の施工デ
モンストレーション（ৢ૯Ƚː, ˑ）を視察して、施工
会社である LEOB 社の Enar Wessby 氏から、施工に
関する説明を受けた。なお、平成20年度に当所の苫小

Ƚˎȁड૧͈৬ၰࠁેͅచ؊̱̹ΉȜήσ̯ࣞɦ
ȪΉȜήσ̯ࣞ.ષȇ81:nnȂ
ಎȇ6::nnȂ
ئȇ59:nnȫ

牧寒地試験道路で試験施工した防護柵は、この製品と
同じものである。
・基礎
（スリーブ管）の施工は打ち込み機にて行い、
施工時間は１本当たり10 〜 15秒程度。
・アスファルトは、コア抜きなどの準備をする必要
はない。
・施工機械のアタッチメントにスリーブ管を入れ、
杭を打ち込むように上端を打撃して打ち込む。
バールベリではワイヤーロープを製造している
SwedWire 社の工場を訪問し、製造工程や新製品につ
いて説明を受けた。その後、苫小牧寒地試験道路に施
工予定であるワイヤーロープ式防護柵の性能について
説明を受けた。

ৢ૯Ƚ˒ȁχͼμȜυȜίཡࢌॎ͈ඏࡑેޙɦ
ȪɦUsjojuz২ރȫ!

筆者らの最大の関心事は、施工に関することと日本
の 防 護 柵 の 設 置 基 準 に 対 す る 適 合 性 で あ っ た。

ːȅTSBȪΑ;ͿȜΟϋൽႹȫ
ང࿚

Bergendahl 氏のノート PC には衝突シミュレーショ
ンができるプログラムがあり、日本の衝突試験の条件

11月10日
（月）、９時から17時まで、筆者等は、ボー

を入力した結果、我が国の一般国道の規格である B

レンゲにある SRA（スウェーデン道路庁）を訪問し、

種はクリアできるが、高規格道路の規格である A 種

SRA における道路構造及び交通安全対策に関するヒ

をクリアするためには支柱間隔を狭めなければならな

ヤリング調査を実施した（ນȽˎ）。

いことが示された。
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ȽˏȁTSB ͈ழȪ3119ා˓ˍ࡛हȫ

ນȽˎȁTSB ང࿚শ͈อນίυΈρθ
䉺䉟䊃䊦

ນȽˏȁൽႹ؍౯࿂ࢹ଼༆͈ȜΫΑ௸ഽȪմȫ

⊒⠪

Outline of the Swedish Road Administration
䋨䉴䉡䉢䊷䊂䊮〝ᐡ䈱ⷐ䋩
Traffic safety in Sweden, Link and Intersection
䋨䉴䉡䉢䊷䊂䊮䈮䈍䈔䉎ㅢో䇮䊥䊮䉪䇮Ꮕὐ䋩
Road design, speed management, cross section and road type etc.
䋨〝⸳⸘䇮ㅦᐲ▤ℂ䇮ᮮᢿ㕙᭴ᚑ䇮〝ဳᑼ╬䋩
2+1- roads - design, traffic safety and maintenance
䋨㪉㪂㪈ゞ✢〝䇮⸳⸘䇮ㅢో䈶▤ℂ䋩
Low-Cost safety measures on existing normal 2-lane roads
䋨㪉ゞ✢〝䈱ૐ䉮䉴䊃ㅢోኻ╷䋩
Japanese delegation presentations of research
䋨ᣣᧄ䈱⎇ⓥ⊒䋩
Roadside design, Guardrail

Mats Petersson ᳁
Östen Johansson ᳁
Mats Petersson ᳁
Mats Petersson ᳁
Mats Petersson ᳁
Anders Håkansson ᳁
ᐔỈ䇮ቬᐢ

㧔㧞㧗㧝ゞ✢〝ޔ
㧔ౖဳ⊛ߥ㧞ゞ✢ 〝㧕

ࠤࡉ࡞㒐⼔ᩋ⸳⟎ဳ㧕

Mats Petersson ᳁
Anders Håkansson ᳁

䋨〝⸳⸘䇮䉧䊷䊄䊧䊷䊦䋩

ːȅ
ˍȁΑ;ͿȜΟϋൽႹ͈ٽါ
スウェーデン道路庁の組織図は、Ƚˏの通りであ
る。現在の職員数は約6,500人である。なお、この組
織図にある「Transitional Organization」は、暫定組
織であり、ここに所属する職員約3,000人は、2009年
１月１日に新たに設立される道路交通査察を担当する

㧔㧞ゞ✢〝࠻ࠬ࡞ࡉࡦޔ

新組織
（公社）
に移行される予定である。管理部門の１

࠶ࡊࠬޔઃടㅊゞ✢⸳⟎ဳ㧕

つである「Society」とは、計画・調査、民間企業か
らの照会、運用・管理を担当する部署である。同様に
「Roads」は、全ての道路プロジェクトのマネージメ
ントを担当する部署であり、この部署には、道路技術
及び環境に関する専門家を集め、道路プロジェクトの
実施及び運用の支援を担当している。
デンの道路構造及び道路交通管理に関して説明を受け
ːȅ
ˎȁൽႹࢹ௮͍ݞൽႹۯၑ

た。スウェーデンにおいては、2025年を目指し、道路

SRA の 統 計 担 当 の Östen Johansson 氏 か ら、 ス

種級区分の再構築を検討しており、そのコンセプトは

ウェーデンにおける単路部及び交差点部の設計事例と

道路構造と速度運用の一体化である。ドイツにおける

統計データ
（速度、事故）
に関する紹介があった。次い

Self- Explaining Roads（規制速度標識や他の警戒標

で、道路設計担当の Mats Petersson 氏から、スウェー

識を必要とせず、道路自体の構造により、適正な挙動

寒地土木研究所月報

№669

2009年２月

51

が誘導され、それにより、運転エラーを回避させると
いうコンセプト）を参考としつつ、スウェーデンにお
ける地域特性を考慮しているようである（ນȽˏ，
Ƚː）
。
ːȅ
ˏȁհచॐ
Mats Petersson 氏から、スウェーデンの２車線道
路における安価な交通事故対策として、道路構造の改
変が進められているとし、具体的には、中央分離構造
として、ランブルストリップスやケーブル防護柵の導
入に関する紹介があった。さらに、道路付属物担当の

ৢ૯Ƚ˓ȁTSB ௰อນ৪͈͂փࡉ۟

Anders Håkansson 氏からは、スウェーデンにおける
道路への防護柵設置事例に関する詳細な説明が行われ
た。
ˑȅΑ;ͿȜΟϋ͈ൽႹ̞̾̀ͅ
ˑȅ
ˍȁ
ȶˎȼˍ৬ȷൽႹ
スウェーデン道路庁は、1998年に、「２＋１車線」
道路の設計と維持管理に関する基準を策定するため、
国内の６区間における試験プロジェクトの実施を決定
した。2000年春には、上記に加えて15区間のプロジェ
クトを２年以内に実施することを決定した。それらを

ৢ૯Ƚ˔ȁਬࣣৢ૯Ȫऒ̥ͣȂKpibottpo ঙȂIålbottpo ঙȂ
ȁȁȁȁȁ!Qfufsttpo ঙȂᚧȂਕࢩȫ

踏まえ2001年には、13m 幅員の２車線道路を再構築
して、上下線が互い順に１車線と２車線を繰り返す中
央分離帯
（ワイヤーロープ）
付きの標準的な「２＋１車
線」道路の横断面構成を決定した。2008年６月現在、
このような防護柵を設置した「２＋１車線」道路の整
備延長は、1,800㎞となっている。
今回、筆者等は、実際に「２＋１車線」道路区間を
移動する機会を得た。「２＋１車線」道路は、規則的
に追越区間が配置されていることから、ドライバーが
安全かつ円滑に追越しを行うことができ、ドライバー
のストレスが軽減されることを実感できた。ただし、

ৢ૯Ƚ˕ȁȶˎȼˍ৬ȷൽႹȪUsjojuz ২ރȫ

防護柵のない区間では安全性が大きく低下するように
感じた。
ˑȅ
ˎȁρ;ϋΡͺΨ;Π
スウェーデンにおける地方都市では、基本的な交差
点構造としてラウンドアバウトが導入されていた。ス
ウェーデンでは、交差点を通過する交通量がそれほど
多くない場合、交差点での待ち時間の軽減や交通事故
削減の観点から、ラウンドアバウトは優れていると認
識されている。実際に、スウェーデン国内におけるラ
ウンドアバウトでの死亡交通事故件数は、前述のよう
52

ৢ૯Ƚ21ȁρ;ϋΡͺΨ;Π
ȪδȜτϋΊঌඤȫ
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に年間で０〜５件と少なく、交差点での錯綜点を少な
くすることを考慮すると、我が国においてもラウンド
アバウトの導入を検討する意義は大きいと思われる。
また、ボーレンゲ市内で見たラウンドアバウトは中央
島がきれいに植栽されていて、部分的に石畳を用いて
美しい都市景観に貢献していると思われた。
ৢ૯Ƚ22ȁুഢ৬ൽȪΑΠΛ·γσθঌඤȫ
ˑȅ
ˏȁুഢ৬ൽ
ボーレンゲ市内では車道と分離された自転車道が整
備されていたが、ストックホルム市内では路肩を利用
した自転車道を多く見かけた。路肩を使えない時には
車道中央に設けている箇所もあった。また、ৢ૯Ƚ22
のように既存の歩道に車道と縁石で分離した自転車道
を付加した区間もあり、カラー舗装だけで分離する場
合に比べ、
駐車車両の進入を防ぐ効果があると感じた。
なお、スウェーデンでは自転車を利用する場合、15
才未満の子どもにはヘルメットの着用が義務づけられ
ており、大人でもヘルメットを装着している人が多く

ৢ૯Ƚ23ȁΰσιΛΠ͈ুഢ৬၌ဥ৪

見受けられた
（ৢ૯Ƚ23）。
˒ȅ̤ͩͤͅ
今回の調査で訪問した VTI（スウェーデン道路交
通研究所）、SRA（スウェーデン道路庁）
、その他の
皆様には親切で丁寧な説明をしていただいた。これは
今までの諸先輩方の交流により、良好な関係が築かれ
てきた賜物だと思われる。
スウェーデンの道路を走行して受けた印象は、郊外
では「２＋１車線」、ワイヤーロープ式防護柵やラウ
ンドアバウトなどを利用して高速で安全に、かつ効率

ৢ૯Ƚ24ȁඓཪێ౷দࡑൽႹ̤̫ͥͅχͼμȜυȜ
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よく移動できる道路が整備され、他方リンシェーピン
グやボーレンゲ等の地方都市内の道路では、走行速度
を低下させるためラウンドアバウト、ハンプ、シケイ
ン、狭窄や横断島を上手く配置し、様々な交通安全対
策が美しいデザインで整備されているということで
あった。
また、交通事故死者数を限りなく減少させるビジョ
ン・ゼロという施策を推進している国らしく、交通安
全に対する意気込みが道路から感じられた。
最後に、本調査でワイヤーロープ式防護柵の多くの
有効な知見を得たこともあり、平成20年12月に苫小牧
寒地試験道路において我が国で初めてワイヤーロープ
式防護柵を設置できた
（ৢ૯Ƚ24）
。
末筆になるが、このような貴重な調査の機会を与え
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て頂いた、研究所内外の関係各位に心より謝意を表す
る。
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