報 告

第７回日瑞（スウェーデン）道路科学技術ワークショップに参加して
渡邊

政義＊

徳永

ロベルト＊＊ 原田

裕介＊＊＊

路の維持管理に、費用をかけるのは難しい状況である

１．はじめに

が、冬期道路のメンテナンスは必要である。北部地域
平成24年10月17日から19日に、スウェーデン王国（以

は、主要産業の観光や鉄鉱石の運搬のため、道路や鉄

下スウェーデン）ルレオ市で第７回日瑞（スウェーデ

道を必要としている。また、複数の国々との国境を有

ン）道路科学技術ワークショップが開催された。今回

しており、インフラに関する相互協力のためのディス

のワークショップの参加者数は、日本側７名、スウェ

カッションを実施しているとのことだった。

ーデン側９名であった。当研究所から寒地交通チーム

続いて、スウェーデン交通庁国際部長の Hans Ring

の渡邊上席研究員、徳永主任研究員、雪氷チームの原

氏が、交通庁の役割について紹介した。現在、交通庁

田研究員が参加・発表の機会を得たので、ここに概要

では全ての輸送システムの統合に取り組んでおり、そ

を報告する。

のためのツールとして ITS を活用している。道路部
門では、安全性とコストを重視した「２＋１」車線道

２．ワークショップの経緯と概要

路を順次整備している（写真－２）。また、限定された
区間において長さ32m の80t トラックを試験的に走行

1999年に、当時のスウェーデン道路庁
（SNRA）と我

させ、１台あたりの輸送量を多くすることで、輸送車

が国の建設省土木研究所の間で「道路科学技術に関す

両および温暖化ガスの低減につなげようとしていると

る研究協力実施取決め」が締結された。2001年の我が

のことだった。

国の土木研究所の国土技術政策総合研究所への改組・

質疑応答では、道路整備の費用対効果の考え方につ

設立に伴い、独立行政法人土木研究所、独立行政法人

いて意見交換を行った。スウェーデンでは、全国どこ

北海道開発土木研究所、スウェーデン道路交通研究所

でも住めるようにするため、政府が2025年までに現存

（VTI）
を加えて再締結が行われた。

の道路を有効活用しつつネットワーク整備することを

このワークショップは、この取り決めに基づいて開

2012年10月中旬に発表した。財源が不足している市町

催されるもので、第７回目となる今回のワークショッ

村に対し、財政的に潤沢な市町村は補助金（通称ロビ

プでは、
「冬期道路管理」と「ITS」をテーマに、ル

ンフット税）を支出する等の措置を実施するとのこと

レオ市で３日間にわたって技術発表や意見交換が行わ

であった。

れた。また、２日目には、ルレオ市内においてテクニ
カルツアーが行われた。
３．オープニングセッション
スウェーデン交通庁
（組織改革によって道路以外の
交通分野
（鉄道等）
と統合し、2010年４月からスウェー
デ ン 交 通 庁 と な っ た ）北 部 地 域 次 席 の Britt-Marie
Majbäck 氏より開会の挨拶、および交通庁と北部地
域の概要について説明を頂いた（写真－１）。交通庁は、
道路、鉄道、海路、空路を管理している。６つの出先
機関を有し、北部地域は Norrbotten 県の29の市町村

写真－１

Britt-Marie Majbäck 氏による開会挨拶

を管轄している。北部地域の管理道路は全国道の20％
で、都市間の距離が長いのが特徴である。これらの道
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Road Weather Information System）と路面の状態や
すべり抵抗を組み合わせた冬期道路管理の意思決定支
援システムの一元化、道路利用者への情報提供や、民
間の車両から情報を収集するシステム（Slippery Road
Information System：SRIS）、GPS で散布幅や量を制
御する散布車、交通管理情報記録の自動化、安全運転
を支援する車両等についての説明があった。当該分野
写真－２ 「２＋１」車線道路

は、今後急速に発展するだろうとのことだった。
次いで、寒地土木研究所寒地交通チームの徳永主任

日本からは、国土技術政策総合研究所の森道路研究

研究員が、冬期道路摩擦モニタリングシステムの開発

部長が、日本の道路政策の展望について発表した。は

と活用について紹介した（写真－４）。具体的には、我

じめに、3.11の東日本大震災での支援に感謝を述べた

が国の冬期道路管理に関する概要と課題、路面のすべ

後、将来の人口減および高齢化社会と公共投資、大規

り抵抗値を用いた冬期路面の性能評価手法の構築、冬

模な地震・降雨・降雪等による自然災害の実態につい

期維持管理作業の支援システムの開発状況とその活用

て説明した。つぎに、道路政策として首都環状道路の

可能性について説明した。また、非接触式路面状態判

現状と今後の計画、交通事故削減に向けた取り組み、

別装置とすべり抵抗値測定装置との比較試験結果と、

防災対策、災害時の情報共有の取り組み、橋梁の補修

今後の展望についても述べた。発表後、当該分野にお

について説明した。さらに、最近の研究として、交通

けるスウェーデンと日本の取り組みについて質疑およ

安全の確保、プローブデータを用いた解析、道路維持

び意見交換が行われた。スウェーデン側からは、路面

管理手法等について紹介した。その後、橋の耐用年数

のすべり抵抗値は適切な冬期路面管理の判断・評価や

の考え方や、地域ごとの積雪量とどのような雪氷対策

道路ユーザーへの情報提供ツールとして重要であると

をとっているか等について意見交換を行った。

いうコメントがあり、我が国においても冬期路面管理
におけるすべり抵抗値の活用可能性について改めて認

４．技術セッション

識することができた。また、非接触式路面状態判別セ
ンサーについて、路面状態の変化に対するタイムラグ

４．１

冬期道路管理

や、凍結防止剤等が散布された路面では路面状態を正

本セッションでは、寒地交通チームの渡邊上席研究

確に判別することができない等、現状の課題について

員が座長を務め
（写真－３）、両国から計４件の発表が

双方から発言があった。なお、現在スウェーデン交通

あった。

庁はルレオ工科大学と共同で、路面状態を的確かつ連
続的に評価可能な新たな計測技術の開発に取り組んで
いるとのことである。

写真－３

セッション座長を務める渡邊上席研究員

まず、スウェーデン交通庁の Jan Ölander 氏からは、
利用者にサービスを提供するための冬期道路管理の項

写真－４

徳永主任研究員の発表

目、ITS を活用した冬期サービスの研究開発戦略につ

続いて、スウェーデン交通庁の Sven-Erik Hallberg

いて紹介があった。道路気象情報システム
（RWIS：

氏が冬期長期一括請負業者向けのトレーニング教育
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（参入前と受注後）
について紹介した。これまで、スウ
ェーデンでは道路事業は全て官側で実施していたが、

路面すべり抵抗値測定装置の紹介があった
（写真－
６）。

1990年に国会での決議によりコスト削減のため道路建
設や維持管理は外注化され、競争入札となった。入札
システムは1992年より徐々に変更され、2000年には全
て競争による契約となった。現在、冬期道路管理は性
能規定発注を実施しており、インセンティブを与える
ため、性能に見合ったボーナス制度も導入している。
入札資格は、対応能力、除雪車ドライバーの技能等で
ある。なお、受注後のトレーニング教育に対するボー
ナスや、罰金制度も設けている。また、これまではト
レーニング教育は交通庁で実施してきたが、これにつ
いても今後は請負側で行うことを想定している。現在、
トレーニング教育を請負側で行うための準備をしてお

写真－６

り、2013年に試行し2014年から本格運用されるとのこ

当該装置は、寒地土木研究所が所有しているサイド

とであった。

２輪式連続路面すべり抵抗値測定装置

フォース式連続路面すべり抵抗値測定装置（CFT：

最後に、寒地土木研究所雪氷チームの原田研究員か

Continuous Friction Tester）の改良型である。従来の

ら、日本の積雪寒冷地における冬期気候の変動傾向に

CFT は、けん引車のステア角に依存しているため、

ついて報告した
（写真－５）。発表では、新潟県以北に

曲線半径が小さいカーブ区間では路面のすべり抵抗を

おける最近26年間の降積雪の変化傾向と、全球気候モ

計測することができない。改良型測定装置は、試験輪

デルを用いた当該地域の将来の降積雪の推定手法と代

を１輪から２輪に増やし、けん引機構をシャシ固定式

表地点の結果について説明し、日降雪量30cm 以上の

からヒンジ式に変更したことで、カーブ区間内でも計

平均出現度数は近年北海道東部で増加傾向にあるこ

測が可能となった。また、現地で計測車に同乗させて

と、21世紀末の降雪量と積雪深は現在より減少すると

頂き、曲線半径50m 程度のカーブ区間でも、安定的

予想されることを報告した。会場からは、日本の大雪

かつ再現性の高い結果が出力されることを確認した。

のメカニズム、スウェーデンでも数年前に局地的な大

我が国のように、山間部でのカーブ区間が多い積雪寒

雪により交通が混乱したこと等について意見交換を行

冷地域での有用性は高いと認識した。なお、Engström

い、将来に向けて必要な取り組みであるとの認識を深

博士はスウェーデン交通庁と共同で上記装置と非接触

めることができた。

式路面判別装置を組み合わせたシステムの開発に取り
組んでおり、冬期路面管理並びに道路ユーザーへの情
報提供に活用するための検討を進めている。
今後、双方における冬期路面管理の諸課題、すべり
抵抗値の計測手法・活用方法、路面管理水準・目標設
定への活用等について、情報交換を継続して行くこと
を確認した。
４．２

ITS（高度道路交通システム）

ITS セッションでは、両国から２件ずつの発表があ
った（写真－７）。
スウェーデン交通庁の Jan Bergstrand 氏からは、
写真－５

原田研究員の発表

産学官および交通体系（道路・鉄道・海路・空路）全体
での ITS 導入の施策について紹介があった。2010年

本セッション終了後、当ワークショップに特別参加

４月の組織改革によって交通分野が統合されたのを契

したルレオ工科大学の Niclas Engström 博士より、

機に、２年後を目指して道路と鉄道のシステムの統合、

大学と米国 Halliday 社が共同で開発した２輪式連続

将来的には交通体系全体の統合の実施構想がある。こ
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れらを実施するための産学官の組織は、役員の他６つ

について意見交換が行われた。

のプログラムのリーダで構成される。交通庁はサポー
ト役で、現在40程度のプロジェクトが進行している。
現在は初期段階で、投資と改善を実施している。今後
有益な情報が集約できるよう取り組んでおり、将来的
には交通事故の削減、貨物輸送の最適化、観光情報の
提供、二酸化炭素削減等につなげていきたいとのこと
だった。
スウェーデン交通庁の Bengt Hallström 氏からは、
最近の ITS の話題としてストックホルム都市内自動
車課金システム、発信機を用いた歩行者交通安全シス
テム等について紹介があった。ストックホルム都市内

写真－７

ITS セッションの模様

自動車課金システムは、渋滞緩和のため周辺地域での
住民投票を経て、実施することとなった。このシステ

５．テクニカルツアー

ムは、有料区間の起終点で車両１台ごとカメラで撮影
し、通過回数に応じて料金を請求するものである。な

10月18日に、テクニカルツアーが行われた。テクニ

お、バスや軍用車、車いす用車両は対象外となる。シ

カルツアーでは、スウェーデンで90％の鉄鉱石を算出

ステム導入の結果、30－50％の車両の削減につながり、

している LKAB 社ルレオ工場を訪問した。ここでは、

車両を用いた買い物は週末または公共交通にシフトし

地方都市のキルナ鉱山から採掘された鉄鉱石を輸出す

た。現在、他都市でも同じシステムが実施されている

る港湾荷役について説明を受けた（写真－８）。キルナ

とのことだった。また、発信機を用いた歩行者交通安

から鉄道で輸送された鉄鉱石を船舶へ積み込む作業

全システムは、北部地域の鉄鉱石を運送する大型車両

を、オペレータ１名がコントロール室で管理していた。

と通学者との交通事故を未然に防ぐため、大型車両に
GPS センサーを装備させ、交差点通過前に信号を作
動させるものである。また、動物保護のため、トナカ
イにもセンサーをつけるとのことであった。
日本側からは、国土技術政策総合研究所 ITS 研究
室の金澤室長と岩﨑研究員が、現在展開されているス
マートウェイサービスである ITS スポットとプロー
ブデータ
（走行車両に装備されたセンサーから得られ
るデータ）の活用、ITS を活用した高速道路サグ部の
交通円滑化対策について紹介した。
ITS スポットサービスでは、国際標準化された高速・

写真－８

自動化された港湾荷役の様子

大容量の路車間通信を用いて、対応するカーナビゲー
ションにより最新情報に従った最適ルートのガイダン

６．まとめ

ス、
安全運転支援等のサービスを受けることができる。
2011年８月より、全国の高速道路を中心に約1,600箇

今回のワークショップでは、発表時間（約20分）に対

所でサービスが開始されている。ITS を活用した高速

して質疑応答の時間が約20分と長めにとられていて、

道路サグ部の交通円滑化対策では、路側にカメラ等の

様々な質問や意見が交わされた。また、「日本では（ま

センサーを設置し、渋滞発生前の交通状況を検知した

たはスウェーデンでは）このような問題はないのか？」

場合に、ITS スポット等により車両へ情報を提供し、

等、双方からの問題提起や活発な情報交換が行われ、

車両が前後の制御で車速や車間を調整するという構想

今後に向けて充実したワークショップとなった。

のもと、検討を進めている。
会場からは、
両国の取り組みに関する質疑応答の他、
来年東京で開催される ITS 世界会議でのセッション
46

ルレオ市内では、ワークショップ開催前日に平年よ
り早く初雪が降り、時宜を得たワークショップとなっ
た（写真－９）。また、道路交差部では、ラウンドアバ
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ウト（中央島の周囲の環道上を一方向に走行させる交

ださった関係各位とお世話になった方々に、感謝の意

通流制御方式）
を多数見かけた（写真－10）
。

を表する次第である。

本ワークショップに参加・発表する機会を与えてく

写真－９

渡邊

降雪翌日に形成されたつるつる路面

政義＊

徳永

ロベルト＊＊

写真－10

原田

ラウンドアバウト

裕介＊＊＊

WATANABE Masayoshi

TOKUNAGA Roberto

HARADA Yusuke
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札幌開発建設部
次長
技術士（建設）
（前 寒地交通チーム上席研究員）
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