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 効果的・効率的な冬期道路管理を行うには、的確・詳細に冬期路面状態を把握するための定

量的な計測技術が必要である。当研究所では、バス型すべり試験車（LWFT）の他に、連続的

に路面のすべり抵抗値を計測できる連続路面すべり抵抗値測定装置（CFT）を導入・冬期路面

の計測試験を実施し、冬期道路管理への適用性や活用方法について調査・研究を行っている。

本稿では、これら2種類の測定装置を用いて、様々な雪氷路面状態を再現した試験走路における

計測結果と実際の道路における計測結果について述べると共に、CFTの計測技術上の課題につ

いて報告する。 
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1.  はじめに 

 
 冬期路面状態は、気象条件・沿道環境・道路構造・交

通状況などにより複雑に変化するため、効果的・効率的

な冬期道路管理を行うには、的確・詳細に冬期路面状態

を把握する必要がある。 
現在、冬期路面状態の把握には、目視観測によって路

面状態を判断する主観的な評価手法が用いられている1)。

しかしながら、この手法では、目視観測者の主観的判断

が個人の経験や判別の難しい路面の存在により影響を受

けやすいため、客観的な指標を用いた評価手法を構築す

ることが必要不可欠とされている2)。 
寒地交通チームでは、冬期路面状態を定量的に計測す

る技術を用いることによって客観的に評価する手法につ

いて研究を進めているところである。現在、冬期路面の

すべり摩擦係数を計測可能なバス型すべり試験車と共に、

連続的に路面のすべり抵抗値を計測できる連続路面すべ

り抵抗値測定装置を使用した冬期路面の計測試験を行っ

ている3)。 
本稿では、定量的な計測技術の開発動向、装置間の計

測結果の関係や特徴を把握するために様々な雪氷路面状

態を再現した試験走路における測定装置比較試験の結果、

冬期路面の状況が把握できることを確認するために実際

の道路において実施した計測結果について述べると共に、

現在判明しているCFTの計測技術上の課題について報告

する。 
 
 

2.  定量的な計測技術の開発動向 

 
 我が国において、冬期路面状態の定量的な計測が可能

な装置としては「バス型すべり試験車」（Locked-Wheel 
Friction Tester、以下LWFT）が挙げられる（写真-1）。

LWFTは、車体に通常の走行タイヤの他にすべり摩擦係

数を測定するための試験輪が設けられており、我が国に

おける路面のすべり摩擦係数の標準的な測定装置として

使用されている。計測方法は、試験車を走行させた状態

で試験輪にのみフルロック制動を掛けることによって生

じる制動抵抗力と試験輪に掛けられた荷重との関係から

写真-2 加速度計（北欧） 

写真-1 バス型すべり試験車（LWFT） 
（左：全景、右：試験輪） 
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すべり摩擦係数を算出する。走行しながら目的地点のす

べり摩擦係数を計測可能であるが、大型で非常に高価な

ため、試験・研究目的の保有に限られており、冬期路面

管理の恒常的な測定装置としては不向きである。 
 一方、諸外国で冬期路面管理の実務に導入されている

測定装置としては、主に北欧諸国で使用されている「加

速度計（減速度計）」が挙げられる（写真-2）。計測方

法は、加速度計を設置した車両に急制動を掛けることに

よって生じる減速度（負の加速度）を計測し、その減速

度からすべり摩擦係数を算出する。車両に特別な改造を

せずに搭載可能であり、装置の価格も比較的安価である

が、車両の急制動を要するため計測可能な交通状況が限

られていること、オペレーター（運転者）や搭載車両の

違いによって計測結果が影響を受ける等の問題点がある。

そのため、諸外国では、基準路面やバス型すべり試験車

のような基準装置によりキャリブレーションを行うこと

で計測結果の精度確保を図っている。また、LWFTと共

通する問題点として、地点（点）での計測となるため、

連続的に変化する路線（線）での路面状態を計測するこ

とができないことが挙げられる。 
また、諸外国には、路線の路面状態を連続的・定量的

に計測する装置（表-1）もあるが、特殊な車両や装置・

機構を利用しており、自国内での利用を前提に開発され

たものが多かった4)。 
当研究チームでは、我が国で入手でき、かつ冬期路面

管理の実務への適用が期待できる装置として、米国で開

発された「連続路面すべり抵抗値測定装置」

（Continuous Friction Tester、以下CFT）を導入した（写真-
3）5)。CFTは測定輪や搭載車両に制動を掛ける必要がな

いため、走行しながら連続的に路面のすべり抵抗値を測

定することが可能であり、測定の際には特別な操作（機

器操作や走行速度維持等）を必要としないという特徴が

ある。また、市販のタイヤを使用できるため、実際の車

両走行に基づいた計測が可能である。計測方法は、車両

進行方向に対して1度程度の角度を与えた測定輪に発生

する横力を計測することによってすべり抵抗値を算出す

る（図-1）。このCFTで得られるすべり抵抗値は、HFN
（Halliday Friction Number）と呼ばれ、製作会社6)が装置用

の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。HFNは、測定輪が路面に接地していない状態（横力

が無負荷状態）を0、乾燥路面（路面温度0 ℃）上を一

定の速度で走行した際に掛かる横力負荷状態時の値を

100とし、その間を100等分した値で定義されている。 
CFTは現在、米国・オハイオ州にて道路パトロールカ

ーや除雪・散布車両（写真-4）に設置して実務に導入・

運用され、また同国の複数の州、カナダ・オンタリオ州

やスウェーデンで実務への導入の検討が進められている。

また、その一環として、我が国も含む各国の間で、冬期

道路管理におけるすべり抵抗値の活用方法についての意

見交換や計測データ等の共有を行っていく予定である7)。 

表-1 すべり抵抗値測定装置の例（北欧） 
外観 測定方法及び特長 備考

RoAR MⅢ

・すべり率：自由(0～
100%(制動))
・車両牽引式
・被牽引車内に水タン
クを搭載しており、冬
期だけではなく夏期も
単体で摩擦係数を測定
可能

他の冬期路面管
理の測定装置の
キャリブレー
ションや事故調
査にも使用

TWO

・すべり率：16.6%固定
・車両牽引式
・公道において道路管
理者や維持管理請負業
者が冬期路面管理の摩
擦係数測定機器として
導入が期待されている
装置

RoAR MⅢと良好
な相関関係があ
る

ASFT T2Go

・すべり率：20%固定
・可搬式
・歩道や横断歩道での
摩擦係数測定装置
・GPS装置を取付でき、
摩擦係数と位置情報を
記録可能

写真-3 連続路面すべり抵抗値測定装置（CFT） 
（上：全景、下：測定輪） 

図-1 CFTの計測概念図 

写真-4 散布車両への設置状況 
（左：散布車両全景、右：CFT） 
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3. 計測試験 

 

 HFNの定義は、基準路面に基づいた計測値であること

から、LWFTのすべり摩擦係数とは異なり、路面に対す

る相対的な計測値である。このため、冬期路面管理の実

務への導入を検討するにあたり、両測定装置の計測結果

の関係や特徴を把握する必要がある。 
 
(1)  試験走路における計測試験 
 冬期の雪氷路面における測定装置間の特徴を把握する

ために、試験走路上に雪氷路面（氷板・圧雪・乾燥路

面）を作製（図-2）し、両測定装置で各路面のすべり抵

抗値を計測した。計測速度は両測定装置共に40 km/hと
し、試験時の気温は-6～-7℃、路面温度は-4～-7℃であっ

た。 
試験結果を図-3に示す。この図において、縦軸は、

LWFTで計測されたすべり摩擦係数を100倍した値をFN
（Friction Number）と定義し、横軸にはCFTで計測された

すべり抵抗値HFNを示した。また、装置間には直線的な

関係があるものと仮定して近似式を示した。 
この図より、FNは乾燥路面でFN=79～91、圧雪路面で

はFN=16～48、氷板路面ではFN=15～18、HFNは乾燥路

面でHFN=88～110、圧雪路面でHFN=35～64、氷板路面

でHFN=22～41の範囲に分布している。この結果から、

両測定装置は共に圧雪路面と氷板路面の値が重なる計測

結果となるデータもあったが、概ね路面状態毎に分かれ

た結果となった。また、近似式より決定係数（R2）が

0.8近くと、LWFT及びCFTによる計測値は良好な相関関

係があることが判る。 
次に各路面状態における計測値の傾向を把握するため

に路面状態別に箱ひげ図を図-4に、基礎統計量を表-2に
示す。箱ひげ図において、箱の中の太線は中央値を示し

ており、この箱の上端（75パーセンタイル値）から下端

（25パーセンタイル値）の間には全データの半分のデー

タが含まれている。箱から伸びるひげの上端から下端の

間には外れ値を除く全データが含まれている。尚、外れ

値とは、箱から伸びるひげ（長さは箱の高さの1.5倍）

を超えたデータである。 
この図及び表より、LWFTでは、ひげの全範囲及び箱

の高さ（75パーセンタイル値と25パーセンタイル値の

差）は、圧雪路面・乾燥路面・氷板路面の順に小さくな

っている。一方、CFTでは、ひげの全範囲は圧雪路面で

若干大きいものの全路面でほぼ同程度となっている。ま

た、箱の高さも、全路面で同等の大きさとなっている。

各路面状態における計測値の傾向としては中央値と平均

値がほぼ同値であることから正規分布に近い分布である

ことが予想できる。 
両測定装置共に圧雪路面と氷板路面が重なるデータが

あるが取得データの半分を占めている箱部に着目すると

図-3 試験走路における試験結果 

図-4 路面状態別の試験結果 

図-2 試験概略図及び路面状態 

圧雪路面 氷板路面 乾燥路面

表-2 基礎統計量 
測定
装置

路面
状態

データ
数

平均値 中央値 最大値 最小値
25

ﾊﾟｰｾﾝ
ﾀｲﾙ

75
ﾊﾟｰｾﾝ
ﾀｲﾙ

標準
偏差

氷板 12 16 16 18 15 15 17 1.1

圧雪 39 33 34 48 16 28 37 7.8

乾燥 9 85 86 91 79 82 87 4.2

氷板 12 34 35 41 22 29 40 6.9

圧雪 39 54 56 64 35 50 60 7.6

乾燥 9 99 101 110 88 92 105 8.0

LWFT

CFT
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重複部分はなく、路面状態毎に明確に分かれていること

が判る。 
尚、圧雪路面において、両測定装置の計測値の範囲が

他の路面状態に比べて共に大きいのは、作製した圧雪路

面が他の路面状態に比べて均一ではないことと試験の方

法上、計測箇所が完全には一致していないことが他の路

面状態に比べて大きく影響したためと考えられる。また、

氷板路面において、LWFTではほぼ一定値に、CFTでは

乾燥路面や圧雪路面と同様にある程度の計測範囲を持つ

結果となったのは、測定装置の計測方法が異なることが

影響したと思われる。 
 

(2)  実際の道路における計測試験 

実際の道路において、冬期路面の状況が把握できるこ

とを確認するため、両測定装置で特定路線のすべり抵抗

値計測試験を実施した。LWFTは指定地点のFNを、CFT
は計測開始から終了時までのHFNを連続的に取得した。

LWFTの計測速度は約40 km/h、CFTは規制速度以内で計

測を行った。尚、CFTにおける計測データは、車両のス

テアリング操作（例えば曲線半径の小さいカーブを曲が

る等の操作）により、出力されるすべり抵抗値HFNが影

響を受けることから、図中の計測結果はその許容値であ

る車両のステアリング角度が±12度以内のデータを採用

している。 
計測結果の一例を図-5に示す。この図は、左側の縦軸

にHFNを、右側の縦軸にFNを示し、横軸には計測開始

地点からの移動距離を示した。本計測条件は、午前2時

30分～午前3時30分の1 時間に計測したデータであり、計

測時の天気は曇り（但し前日に降雪有り）、目視観測に

よる路面状態は、凍結・湿潤・乾燥状態の路面が交錯し

た路面状態であった。気温は約+4 ℃、路面温度は約-
6 ℃であった。  
この図より、CFTは、HFN=10～120の範囲で変動して

おり、この日の計測路線の路面状態が目視観測と同様に

一様ではなかったことが判る。また、LWFTは、FN=20
～90の範囲で変動しており、地点での計測でありながら

も路面状態が一様でなかったことが判る。LWFTとCFT
の計測結果を比較すると、計測位置や移動距離の誤差等

があり完全なマッチングはできないが、概ね計測値が高

いところは高い、低いところは低いと相対的に見ると、

CFTはLWFTと同様の計測傾向を示すことが確認できる。 
 
(3)  まとめ 

本試験の結果を以下にまとめた。 
a) 様々な路面状態において、LWFTとCFTの間には良好

な相関関係があり、CFTは雪氷路面状態を把握可能な装

置である。 
b) 実際の道路における計測結果から、CFTはLWFTと同

等の計測傾向を示すことが確認できた。 
以上のことから、現在、我が国において標準的なすべ

り摩擦係数の測定装置であるLWFTだけではなく、連続

的に路面状態を把握可能なCFTについても有効な冬期路

面管理の計測ツールとして実務に適用可能であることが

判った。 

図-5 実際の道路における計測結果の一例 
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4.  計測技術上の課題 

 
 CFTの現在判明している計測技術上の課題を述べる。 
 
(1)  キャリブレーション 

CFTには精度確保のため、HFNの定義により基準路面

においてキャリブレーションを行うが必要である。キャ

リブレーション項目は、HFNの基準路面調整（図-6）と

ステアリング角度の0点調整がある。尚、ステアリング

角度の0点調整とは、直線走行時のステアリング位置（0
点）を装置に記憶させるために設定するもので、後述す

るステアリング角度によるデータの表示・記録の有無に

必要な調整である。 
本稿での基準路面は、当研究所が所有する苫小牧寒地

試験道路の舗装路面（道路規格は1種2級、舗装の表層は

細粒度キャップアスコン）とした（写真-5）。キャリブ

レーションは、この試験走路の長さ400m程度の直線走

路を利用し、乾燥路面かつ走行速度は40km/hで行ってい

る。 
 キャリブレーションの課題としては、異なる日時や路

線の比較、複数のCFTを使用して計測調査を行うなどの

ように時間・空間的に計測・比較検討をする場合、得ら

れるデータの精度・再現性を確保するため、同一の基準

路面を用いてキャリブレーションを実施する必要がある。

このため、統一的な標準基準路面が必要であり、この路

面には通常の基準路面の条件5)に加えて、経年の精度を

確保可能な車両走行等による路面の劣化が比較的少ない

路面であることが望まれる。当研究所では、この標準基

準路面を苫小牧寒地試験道路に設定することを検討して

いる。 
 
(2)  計測作業 

CFTによる計測作業については、前述したように特別

な操作を必要としないことから、車両の運転に専念でき

る。しかしながら、カーブのような車両の進行方向に対

して測定輪の角度が大きく変化する区間での計測は、

CFTの計測方法上、HFNが影響を受けることから、現在、

ステアリング角度が±12度を超えるデータについては誤

認を避けるため表示・記録しない設定としている。これ

は、LWFT等の測定装置も同様でありカーブ区間の計測

方法を含めて今後の課題となっている。 
 

(3)  データの取得 

CFTは、計測値を表示及び外部への出力機能を持って

いるが、計測値を記録する機能は有していない。そのた

め、現在、計測位置を特定するためのGPS機能を付加し

た記録装置により計測値と位置情報等の記録を行ってい

る（図-7）。計測値を走行しながら確認できると共に、

後日記録したデータを地図上に表示する（図-8）ことに

よって解析・分析に利用可能となっている3)。しかしな

がら、詳細なマップマッチングが必要な特定地点（点）

の計測値の抽出にはGPSの測位情報のみでは難しい。そ

写真-5 キャリブレーションの基準路面 
（左：試験走路全景、右：基準路面全景） 

図-8 地図上への表示例（条件は図-5と同じ） 

図-7 CFTのシステム構成図 

軸を移動することにより調整

図-6 HFNの基準路面調整方法 
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のため、実際の計測地点と計測車両走行中のGPSの測位

情報の整合性を確認する必要があり、現在、データに印

を付与できるように記録装置の改良を行い、試験を実施

しているところである。 
 
 

5.  今後の予定 

 

今後は、これまで計測したすべり抵抗データの詳細な

解析、様々な路面状態におけるすべり抵抗データのさら

なる蓄積を継続するとともに、これら測定装置を用いた

凍結防止剤や防滑材の散布効果の評価手法と実際の冬期

路面管理に導入するための手順・基準等の検討を行う必

要がある。 
尚、現在、CFT（写真-6）については、以下に示す改

良・計測試験を行っている。 
・計測地点特定のためのマーキングスイッチの設置。 
・取得データのリアルタイムによる確認のためのデータ

送信装置の設置。 
・我が国の冬タイヤの使用状況に合わせた測定輪用タイ

ヤ（スタッドレスタイヤ）の選定、及び当該タイヤによ

る計測値の出力傾向の把握。 
・計測精度の維持のための各種雪氷路面状態における

LWFTとCFTの相関関係の把握試験。 
・実際の道路における路面状態の把握試験（写真-7）。 
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写真-6 試験に使用するCFT（平成 20年度） 

写真-7 実際の道路での計測試験状況 


