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第６回日瑞道路科学技術ワークショップに参加して
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にボーレンゲ市で開催。
第６回目となる今回のワークショップでは、「冬期

平成22年10月６日から８日に、つくば市で第６回日

道路」、
「交通安全」、
「ITS」、
「トンネル」をテーマに、

瑞道路科学技術ワークショップが開催された。このワ

つくば市の国総研で２日間にわたって、技術発表や意

ークショップには、当研究所から雪氷チームの松澤上

見交換が行われた（写真－１）。また、最終日には、東

席研究員、寒地交通チームの高橋総括主任研究員、平

京都内に場所を移してテクニカルツアーが行われた。

澤主任研究員、徳永主任研究員、寒地機械技術チーム

今回のワークショップの参加者数は、配布された資

の牧野主任研究員、岸研究員が参加・発表の機会を得

料集の参加者名簿によると日本側23名、スウェーデン

たので、ここに概要を報告する。

側10名であった。

２．ワークショップの経緯と概要
1999年にスウェーデン国道路庁
（SNRA）と当時の建
設省土木研究所の間で「道路科学技術に関する研究協
力実施取決め」が締結された。2001年に国土技術政策
総合研究所
（以下、国総研）への改組・設立に伴い、独
立行政法人土木研究所、独立行政法人北海道開発土木
研究所、スウェーデン道路交通研究所
（VTI）を加えて
再締結が行われた。
このワークショップは、この取り決めに基づいて開
催されるもので、過去には以下の５回のワークショッ
プが開催された。
●

第１回
（2000年12月）：「冬期道路管理」と「舗装」

写真－１

ワークショップ開会式の様子

をテーマとし、リンショーピン市（スウェーデン）
で開催。
●

第２回
（2002年２月）：「橋梁維持管理」、「冬期道
路管理」
、
「凍上」、「舗装」をテーマにつくば市に
て開催。

●

第３回
（2003年６月）：「冬期道路分野（バリアフリ
ー、冬期道路管理、寒地型 ITS 等）
」
、
「道路交通
マネジメント
（交通安全、束上、多孔質弾性舗装）」
をテーマに、ストックホルム市で開催。

●

第４回
（2005年５月）
：
「橋梁」、
「ITS」、
「調達」、
「ト
ンネル」
「多孔質弾性舗装」をテーマに大阪市で
開催。

●

第５回
（2007年９月）
：
「橋梁」
、
「ITS」
、
「冬期道

写真－２

セッション座長を務める松澤上席研究員

路管理」
、
「交通安全」、「マネジメント」をテーマ
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他に道路利用者への情報提供による利点と問題点につ

３．技術セッション

いて意見交換を行うことができた。
３．１．積雪寒冷地における道路技術

続いて、寒地土木研究所寒地機械技術チームの牧野

本セッションでは、雪氷チームの松澤上席研究員が

主任研究員が除雪機械のリアルタイムな位置情報を活

座長を務め
（写真－２）、両国から計４件の発表があっ

用した除雪工区の弾力的な運用システムの開発につい

た。

て報告した（写真－４）。これは、除雪機械の位置・作業

まず、寒地土木研究所寒地交通チームの徳永主任研

情報を活用して異常気象時等で除雪作業が遅れる場合

究員から、冬期路面の定量的評価に基づいた効果的・

に隣接工区への応援判断を支援する機能があり、路線

効率的な冬期道路マネジメント手法の開発について紹

全体としての除雪作業時間を短縮することで、除雪に

介した
（写真－３）
。具体的には、すべり抵抗値を用い

起因する渋滞損出額の低減に寄与できると報告した。

た冬期道路の性能を計測する手法を構築するととも

さらに、詳細な散布情報の収集機能も有することか

に、意思決定者の判断の適正化に資する意思決定支援

ら、寒地交通チームで取り組んでいる冬期道路のマネ

ツールの開発や各種対策の性能評価への活用可能性に

ジメントの研究と連携することで散布の効果を検討す

関する取り組みと今後の展望について報告した。

るうえで有効なツールとして活用できると報告し、ス
ウェーデン側からも様々な研究が連携することで良い
成果が得られるとの意見があった。

写真－３

徳永主任研究員の発表

次いで、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

写真－４

牧野主任研究員の発表

スウェーデン交通庁となった）の Terje Johnsson 氏か

最後に、スウェーデン側から、Terje Johnsson 氏

らは、先方国における路面のすべり抵抗値活用状況に

が冬期作業の研究開発戦略としてスウェーデンにおけ

ついて紹介があった。具体的には、道路維持管理請負

る取り組みについて紹介した。道路気象情報システム

業者による路面管理作業の検査ツールとしての活用、

（RWIS : Road Weather Information System）で、摩擦

すべり抵抗値を計測する各装置の長所・短所と装置間

と路面状態（凍結、雪、濡れなど）、路面温度、塩散布、

の 関 係、 道 路 利 用 者 へ の 情 報 提 供（Slippery Road

降雪状況などを分析して、画像から道路の状態を判別

Information System : SRIS）等に関する近況と課題に

する取り組みの紹介があった。塩散布については、湿

ついて報告があった。

度センサーや、残留塩分の検出に塩水で光を放つ蛍光

発表の最後に、当該分野におけるスウェーデンと日
本の取組内容について質疑・意見交換が行われた。こ

透視法の活用、GPS で散布幅・量を制御する散布車
の報告があった。

の中で、車両に装備されている ABS（アンチロック

除雪については、より軽量で、様々な種類の車輪、

ブレーキシステム）
、TCS（トラクションコントロー

柔軟性のあるカッティングエッジホルダーを使用して、

ルシステム）
、VCS（ビークルスタビリティコントロ

コスト削減や騒音低減、作業速度の向上に効果がある、

ールシステム）等による路面状態把握技術の活用可能

より迅速で環境にやさしいプラウや、GPS を使用し

性、また、冬期道路管理におけるすべり抵抗値活用の

た自動除雪の報告があった。また、計画段階のものと
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して、雪を圧縮して輸送の必要性を減らす除雪機械に
ついて報告があった。
３．２．ITS（高度道路交通システム）
ITS セッションでは、両国から３件ずつの発表があ
った。
日本側からは、2010年度冬までに展開される予定の
スマートウェイサービスである ITS スポットサービ
スや、国道や地方道、高速道路等の異なる道路管理者
間の情報交換のための道路通信標準（RCS : Road Communication Standard）に関する取り組み、携帯型端末
へ情報を提供することで、身体障害者、高齢者、外国
人をサポートするフリー・モビリティ・システムにつ

写真－５

交通安全セッションの模様

いての説明があった。
また、スウェーデン側からは、スウェーデンの ITS

いて、物流会社・警備会社に行ったアンケート調査や

戦略とアクションプランや、異なるシステム間におけ

交通整理員の服装に対する視認性の評価実験結果を報

る交通情報データの交換方法である DATEX のスウ

告 し た。 最 後 に、VTI の Robert Thomson 氏 か ら、

ェーデンにおける歴史、スマートフォン等を利用して、

歩行者と自転車の安全性を向上させる施策について話

高齢者や体の不自由な人にモビリティやアクセシビリ

題提供があり、歩行者と自転車、車両を分離する対策

テ ィ を 提 供 す る 仕 組 み で あ る e-Adept（Electronic

事例やヨーテボリ市における事例について紹介があっ

Assistance for Disabled and Elderly Pedestrians and

た（写真－５）。

Travelers）
について紹介があった。
この内、フリー ･ モビリティ ･ システムと e-Adept は、

４．テクニカルツアー

概念やシステムなど共通点が多く、スウェーデン側か
らは「試験参加者の属性に偏りはないか」、「スウェー

10月８日に、テクニカルツアーが行われた。テクニ

デンでは障害者団体の視点からの意見を取り入れるな

カルツアーでは、最初に、浜離宮恩賜庭園で自律移動

ど、
政府と密な関係を持っているが、日本ではどうか」、

支援システムを体験した。

「デジタルマップ化はコストがかかるが、全国的に均

このシステムは、専用の携帯端末（ユビキタス・コ

一にサービスを導入するのか、優先順位を付けるの

ミュニケータ）
（写真－６）を持って園内を散策すると、

か」
、日本側からは「GPS の精度はどの程度か」、「デ

園内の「みどころ」で自動的に端末に解説情報が流れ

ータベースの管理はどこが主体となって行うか」など

る。端末は日本語、英語、中国語（簡体語、繁体語）お

の詳細についての質問が交わされた。
３．３．交通安全
交通安全セッションでは、まず国総研道路空間高度
化研究室の金子室長から、日本における最近の交通安
全施策について話題提供があり、事故多発箇所におけ
る対策や効果分析、安心歩行エリアや自転車走行空間
の整備等について報告があった。また、スウェーデン
交通庁の Patrick Magnusson 氏からスウェーデンに
おける最近の交通安全施策について話題提供があり、
２+ １車線、ラウンドアバウト、スピード抑制施策や
効果的な新しい技術等について報告があった。
続いて、寒地交通チームの平澤主任研究員が日本に
おける路上作業エリアの安全性向上に関する研究につ
54

写真－６

ユビキタス・コミュニケータ
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よび韓国語を表示することができ、また、散策も、自
由散策、約60分でめぐるコース、約90分でめぐるコー
スの中から選ぶことができる。
ワークショップでスウェーデン側から紹介のあった
“e-Adept”に対応するシステムであるとともに、国
内外の観光客にとっても有用なシステムである。
次に、首都高速道路株式会社の平河町管制センター
で事業概要と ITS スポットサービスの説明を受け、
その後、交通管制室を視察し（写真－７）、最後に、大
橋ジャンクションの建設現場の視察（写真－８）と中央
環状新宿線の山手トンネルを走行した。
大橋ジャンクションは、４層ループ構造のジャンク
ションで、高低差が約70m ある。山手トンネルは、

写真－８

今年３月に４号新宿線と３号渋谷線間の4.3km が開通
し、現在の延長が10.9km の道路トンネルで、道路ト

大橋ジャンクションの建設現場で
熱心に説明を聞く一行

５．まとめ

ンネルとしては、関越トンネル
（延長11,055m）に次い
で、日本で２番目に長い道路トンネルである。

今回のワークショップでは、発表時間（約25分）に対
して質疑応答の時間が約15分と長めにとられていて、
様々な質問や意見が交わされた。また、「日本では（ま
たは、スウェーデンでは）このような問題はないの
か？」など、双方からの問題提起や活発な情報交換が
行われ、充実したワークショップとなった。
本ワークショップに参加・発表する機会を与えてく
ださった関係各位とお世話になった方々に感謝の意を
表する次第である。

写真－７

平河町管制センター（交通管制室）
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