
　2007年９月12日から14日までの３日間、スウェーデ
ンのボーレンゲで第５回日本－スウェーデン道路科学
技術ワークショップが開催されました（ ）。
　当研究所からは、雪氷チームの加治屋上席研究員、
寒地交通チームの浅野上席研究員、平澤主任研究員、
耐寒材料チームの林田主任研究員、寒地構造チームの
佐藤研究員が参加・発表する機会を得ましたので、こ
こに概要を報告します。

　本ワークショップをめぐる両国の協力は、1999年に
建設省土木研究所（当時）とスウェーデン道路庁の間で
締結された道路科学技術分野における研究協力に関す
る実施取り決めが始まりです。
　その後、2001年４月に国土交通省国土技術政策総合
研究所（以下、国総研）が設立されたのに伴い、この研
究協力を国総研で引き継いで再締結することとなり、
土木研究所や北海道開発土木研究所（当時）、スウェー
デン道路交通研究所（以下、VTI）も枠組みに加わって、
合わせて４回のワークショップが開催されてきました。

第５回日本－スウェーデン道路科学技術ワークショップ参加報告

加治屋　安彦＊　浅野　基樹＊＊　平澤　匡介＊＊＊

　林田　宏＊＊＊＊　佐藤　京＊＊＊＊＊

●第１回（2000年12月）：「冬期道路管理」と「舗装」
をテーマとして、スウェーデンのリンシェーピング
で開催され、北海道からは開発土木研究所の小長井
道路部長（当時）が参加
●第２回（2002年２月）：「橋梁維持管理」、「冬期道路
管理」、「凍上」、「舗装」をテーマとして、つくば市
で開催され、北海道からは（独）北海道開発土木研究
所の岳本維持管理研究室長（当時）が参加
●第３回（2003年６月）：「冬期道路（バリアフリー /冬
期道路管理 /ITS）」「道路交通マネジメント（交通安
全 /凍上 /多孔質弾性舗装）」をテーマとして、ス
ウェーデンのストックホルムで開催され、北海道か
らは、北海道開発局の柳屋道路技術対策官、坂調査
専門官、北海道開発土木研究所の松澤防災雪氷研究
室副室長、石田維持管理研究室副室長（すべて当時）
が参加
●第４回（2005年５月）：「橋梁」「ITS」「調達」「トン
ネル」「多孔質弾性舗装」をテーマとし、大阪市で
開催され、北海道からは（独）北海道開発土木研究所
の相馬道路部長、加治屋防災雪氷研究室長、松澤副
室長、石田維持管理研究室副室長、石川構造研究室
長、西副室長、佐藤研究員（すべて当時）が参加

報　告
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　今回のワークショップは、「マネジメント」「交通安
全」「冬期道路管理」「橋梁」「ITS」をテーマに行われ、
２日間にわたる技術発表セッションと１日のスタ
ディ・ツアーから構成されるものでした。

　スウェーデン道路庁のHjalmar Strömberg 氏（
）と国総研の佐藤浩道路部長（ ）からの開

会挨拶の後、同じくHjalmar Strömberg 氏から「ス
ウェーデン道路庁の最近のトピックス」と題して、ま
たVTI の Kent Gustafson 氏から「スウェーデンの交
通部門における研究開発」と題して、さらには国総研
の佐藤道路部長から「日本の道路行政における最近の
トレンド」と題して基調講演がありました。
　スウェーデン側からは、2008 ～ 2017戦略プランの
紹介とともに、Value for Money をより意識して自動
車専用道路のかわりに２＋１車線道路の整備や官民協
力（PPP）による新規道路の建設、ストックホルム都心
部への渋滞課金制度の導入、Green Car と呼ばれるエ
コ自動車の購入に対する補助金給付等について話題提
供がありました。また、研究開発の面では、EU域内
の交通関連研究機関が交通安全や ITS 等さまざまな
研究テーマについて広範に連携協力をしていることが
紹介されました。
　一方日本側からは、道路行政マネジメントや道路財
源をめぐる議論など、最新の道路行政をとりまくト
ピックスについて幅広く紹介されました。

　マネジメント・セッションでは、橋梁の維持管理技
術と ITS を用いた交通管理技術に関する取り組みに
ついての報告が行われました（ ）。
　スウェーデン側からは、炭素繊維による鋼板接着に
よる補強やウォータジェット工法による床版取り壊し
など活荷重の規格変更に対応するための工事や橋梁維
持補修の増加がみられ、計画的な予算措置が求められ
ているとのことで、「BaTMan System」という橋梁
マネジメントシステムについて紹介がありました。日
本でも同様のシステムを検討中でり、特に北海道にお
いては損傷や劣化の影響因子が類似している可能性も
あるので、とても有意義な検討報告でした。また、交
通事故や渋滞の軽減などのために、ITS 技術を利用し
た交通管理を実施していることが紹介されました。交
通管理センター、消防、警察と緊急コールセンターが
協力し行っているとのことでした。

ö
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　日本側からは、国総研の玉越室長から橋梁マネジメ
ント技術に関する現状と展望について、道路管理者に
よる維持管理レベルの違いなど詳細な情報提供がなさ
れました。また、同じく国総研の綾研究員から渋滞緩
和に役立っている ETCをより積極的に利用し、料金
割引による交通流制御や情報提供による流れの良い車
線への早期誘導などで渋滞緩和を図る技術が紹介され
ました。

　交通安全セッションでは、まずスウェーデン道路庁
のClaes Tingvall 氏から「ビジョンゼロ」という交通
安全施策とそれに基づく速度制限施策や事故時の衝撃
を緩和する道路付属施設の紹介、飲酒運転による事故
の削減について話題提供がありました。
　また、VTI の Anna Anund 氏から、自動車専用道
路（延べ140㎞）の路肩にランブルストリップスを設置
し、50％以上の路外逸脱事故を削減したことや40名の
夜勤明けドライバーによるドライビング・シミュレー
タ走行試験では、居眠りによる車線逸脱をした37名が
ランブルストリップスにより覚醒したことなど、安全
対策への効果について報告されました。
　続いて、スウェーデン道路庁の Per Strömgren 氏
から２車線道路や２＋１車線のセンターラインや路肩
に設置するランブルストリップスの規格ガイドライン
について話題提供がありました。交差点における不施
工箇所の設定や騒音発生の懸念等の記載は、当研究所
が作成したランブルストリップス整備ガイドライン
（案）と同様であると感じました。設置コストや維持管
理コストが優れているので、今後新設の２＋１車線の
センターラインには積極的に設置していくこと、近い

将来、改築または新設の道路のセンターラインには標
準的に設置されるだろうと報告されました。
　日本からは、国総研道路空間高度化研究室の橋本研
究官からヒューマンエラーを含む事故を効率的に削減
するために行った実走実験などの安全対策のための現
在の取り組みや寒地土木研究所（以下、寒地土研）寒地
交通チームの平澤主任研究員からランブルストリップ
スを一般国道２車線道路のセンターライン（総延長約
108㎞）に設置した後の2002年から2004年までの間に正
面衝突事故件数を約49％、死者数を71％削減したとい
う整備効果について報告しました（ ）。

　冬期道路管理セッションでは、VTIの Staff an Moller
氏から冬期道路管理の影響を貨幣価値に換算して総合
的に評価しマネジメントするためのモデル「ウイン
ター・モデル」に関する報告がありました（ ）。
現在、交通事故、旅行速度、燃料消費、凍結防止剤の
使用に伴う車体と電気関係の腐食、環境への影響およ
び道路摩耗や橋梁ダメージならびに維持管理対策のコ
スト計算について研究しているとのことでした。また、
環境影響に関する研究については凍結防止剤の飛散や
地下水への影響について研究を行っているとのことで
した。
　続いてスウェーデン道路庁のDan Eriksson 氏から
塩化物系薬剤による環境影響軽減に加え、ビート生産
による地域経済対策のため、NaCl 溶液に砂糖溶液を
混ぜた凍結防止剤の研究を行っているとの報告があり
ました。砂糖溶液には融雪効果は無いが、事前散布す
ることにより凍結を防止する効果があり、－8℃～－
15℃程度までの範囲で凍結を防止する効果があるとの
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　日本側からは、国総研道路構造物管理研究室の七澤
主任研究官から道路橋の計画的管理を推進していくた
めマクロおよびミクロ的な観点からの橋梁マネジメン
トシステムを構築していることが紹介されました。具
体的には、①構造物の状態、健全度を適切に評価する
維持管理指標、②個々の構造物の状態に関するきめ細
かいデータを取得するための点検体系やその効率化・
省力化、③個別損傷への対策などについて紹介されま
した。
　続いて寒地土研寒地構造チームの佐藤研究員から、
北海道における橋梁点検結果の現状を紹介するととも
に、橋梁点検者から報告された損傷の主要因の推察に
ついて分析した結果を報告しました。また、新たな取
り組みとして、疲労実験結果からとりまとめた床版疲
労寿命予測式の提案とそれを取り入れた橋梁マネジメ
ントシステムの構築について紹介しました（
）。
　また、つくば中央研究所（以下、つくば中央研）橋梁
チームの上仙主任研究員から構造物の老朽化等に伴
い、増加が予想される鋼床版や照明柱の不可視部分に
生じた亀裂を非破壊試験である超音波を用いて探査す
る技術の有効性などが紹介されました。
　つくば中央研構造物マネジメント技術チームの中村
研究員から、自然電位測定手法を用いたコンクリート
構造物中の鉄筋腐食診断技術に関して発表が行われ、
この手法により局所的な鉄筋腐食箇所の検出やその可
能性が高い箇所の検出が可能となることなどが紹介さ
れました。
　寒地土研耐寒材料チームの林田主任研究員から、凍
結防止剤による塩害と凍害の複合劣化に関する北海道
の現状とスケーリングによる断面減少を考慮した塩分

ことでした。現在、環境や動植物などへの影響試験を
継続しており、今のところ良好とのことでした。また、
同氏からは多車線道路の雁行除雪台数を減らすため、
広幅員を一気に除雪できるスーパー・プラウの開発や、
プラウ端部にガードケーブルへの接触を知らせるディ
バイス、路面の連続すべり抵抗測定装置の試験導入に
ついても報告がありました。
　日本側からは、国総研道路空間高度化研究室の金子
室長から、効率的冬期道路管理手法の検討について報
告がありました。従来の除雪活動（監視、出動判断、
除雪、終了判断、終了）に、マネジメント手法（P／計
画立案、D／除雪作業の実施、C／作業の評価、A／
作業の見直し）の手順を加え、a. 連続降雪量5cm到達
後に出動、b. 除雪開始後の連続降雪量が10㎝以上生じ
た場合に再出動、c. ラッシュアワーまでに連続降雪＋
予測降雪量が５㎝に達する場合に出動、の３つのシナ
リオにおいて、コスト縮減、効率性および路面仕上が
り状態に関する効果検証を行った結果、b. のシナリオ
でコスト減少が確認され、また、出動タイミングを目
標とできる可能性が見いだされたとの報告がありまし
た。
　さらに寒地土研寒地交通チームの浅野上席研究員か
ら冬期道路管理におけるマネジメントサイクルの実施
可能性について報告をしました。スパイクタイヤ規制
後、非常に滑りやすい路面が現れ、冬期交通確保や事
故対策のため冬期道路管理の充実が求められていま
す。一方、我が国では業績評価による冬期道路管理マ
ネジメントはまだ導入されていません。そこで、実道
において中間アウトカムとして連続すべり抵抗値を測
定し、路面管理の業績評価を試行した結果を報告しま
した。また、新しい防滑材の研究例として、製糖残渣
であるライム・ケーキ活用に関する研究についても紹
介しました。

　橋梁技術セッションでは、まず、スウェーデン道路
庁のEbbe Rossel 氏から、許容交通荷重アセスメント
についての報告がありました。
　スウェーデンの橋梁は30年以上のものが約60％を占
めており、全ての橋梁に対して近年のEU基準などに
対応することは、莫大な費用がかかり、実際上は困難
であるため、車種、車体重量、車軸数などを考慮した
許容交通荷重アセスメントを行っていることが紹介さ
れました。また、既存橋梁の許容交通荷重をより適切
に評価する研究について紹介されました。
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　日本側からは、まずスマートウェイ2007の成果や今
後の研究開発の方向性等について紹介がありました。
また、寒地土研の加治屋上席研究員からは冬期道路情
報の表現方法が利用者の交通行動決定に与える影響に
ついて話題提供があり、道路画像の活用が利用者の危
険回避に効果的であることを述べました。

　クロージング・セッションでは、まずスウェーデン
道路交通研究所のKent Gustafson氏からワークショッ
プのサマリー報告がありました。また、同研究所の
Urban Karlström 所長と国総研の佐藤道路部長から、
今回のワークショップは質が高く両国にとって非常に
意義深いものであったとの閉会挨拶がありました。

　今後の協力について話し合った結果、両国ともに道
路行政をめぐる環境が大きく変わりつつ時期にあっ
て、本ワークショップは質も高く、互いに学ぶべきこ
とも多く、意義深いものであると認識が一致したとこ
ろです。次回については、これまでと同じように２年
後を目処に日本で開催することとなり、テーマ等の詳
細についてはスウェーデン側・日本側それぞれ２名の
窓口を設けて話し合いを継続していくことになりまし
た。
　スウェーデン側は、スウェーデン道路庁のAgneta 
Wargsjö 女史とスウェーデン道路交通研究所のKent 
Gustafson 氏が窓口になり、日本側は国総研の金子正
洋室長と寒地土研の加治屋上席研究員が窓口を務める
ことになりました。

の浸透予測などを紹介しました（ ）。
　またスウェーデン道路庁のThomas Esterberg 氏か
らスウェーデンにおける近年の自己充填コンクリート
に関する施工事例などが紹介されました。締め固めが
困難なアーチカルバート・トンネル覆工や複雑な形状
の型枠を使用している構造物に関する事例などが紹介
され、その中には、凍害劣化を受けた橋台の補修事例
も含まれ、寒冷地の構造物に携わる者として、大変興
味深い内容でした。
　次にスウェーデン王立工科大学のRaid Karoumi 氏
から橋梁モニタリングや実際の交通荷重と通行位置を
把握するために使用した各種センサーやデータ収集シ
ステムなどに関して紹介がなされました。具体的には、
交通荷重、風、温度変化などによる橋梁の実際の挙動
に関するデータのFEM解析モデル等への反映やセン
サー等によって把握した実際の交通荷重と通行位置
データを用いた新設橋梁の合理的設計を行う事例が紹
介されました。

　ITS セッションでは、スウェーデン側から、長期的
な戦略プランについての紹介がありました。特に、日
常生活の中で使える ITS を目標にしており、2009年
９月にはストックホルムで ITS 世界会議を開催する
との紹介がありました。また、速度規制情報を付加し
たデジタルマップと GPS で自動車の速度規制を行う
高度速度制御システム（ISA）や国内700 ヶ所に及ぶス
ピードカメラの活用が、速度の適正化に効果的である
こと、“INTRO”と称するプローブ情報を道路のイン
テリジェント化に活用する研究をEU全体で協力して
進めていること、が話題提供されました（ ）。
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　スタディ・ツアーは、ストックホルム周辺の橋梁を
訪れるコースとボーレンゲから約250㎞離れたリン
シェーピングにあるVTI を訪ねる２つのコースに分
かれて行われました。

　橋梁コースでは、時雨の中、水上タクシーを利用し
て SRAの Ebbe Rosell 氏の案内により20橋を見学し、
既存橋梁を維持する上での問題点や新設橋梁に使われ
た技術などについて説明を受けました。

ä

　1967年に供用された橋梁で、PC箱桁橋で支承部分
の横桁（Cross Beam）に供用10年目くらいからせん断
ひびわれが徐々に入り始め、その後、拡大を続けたた
め、今年度補修を行うとのことでした。

　1934年に供用された橋長430mの本橋梁は、アーチ
部の径間が181mと建設当時この形式では世界最長と
のことでした。1980年代から床版の損傷などが見られ
たため、1998年から2004年にかけて、既存橋梁のアー
チ部以外を取り替える大規模修繕に加えて、下流側に
新たにもう一つのアーチ橋を架設したとのことです。

ö

　1967年に供用された橋梁で、スパンが70+120+70m
の中央径間部にペンデル支承を有する有ヒンジラーメ
ン橋です。この橋梁形式では、コンクリートのクリー
プによりヒンジ部が下がる欠点が確認されています。
本橋梁においては、それが原因か定かではありません
が、建設当初は150 ～ 200㎜程度あったペンデル支承
部の遊間がなくなっているとのことです。また、橋脚
の水面近傍では、垂直方向に伸びるクラックが発生し

ä

ö Å
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ており、大きなものでは５㎜に達するとのことで、腐
食による悪影響が懸念されます。

Å

　2005年に供用された非常にユニークな箱桁橋です。
1994年にデザインコンペが行われ形式が決定されまし
たが、箱桁低版部が曲面を有するスレンダーなボック
ス形式のため設計には苦心したとのことでした。橋長
は840m（48+9@78+65）で、自転車道、歩道をもつ鉄
道橋です。また、この橋は周囲の景観との調和を考慮
し、スウェーデンの木造家屋の伝統的な赤色にするた
め、コンクリートや型枠に着色が行われました。しか
し、その後にセメント成分により表面が白くなり、し
ばらくの間洗浄を行ったとのことでした。
　今回は主に船上から橋梁を見学するツアーでした
が、途中で地下鉄やトラムを利用して移動しました。
その際にトンネルを見る機会があり、二次覆工を省略
している事例を見ました。また、日本の橋梁と比べ橋
脚が非常に弱々しく感じました。これらは、安定地塊
にあり、被害をともなう地震が発生しないことが大き
く影響しているものと推察しています。

　VTI は国からの交付金や補助金と官民からの委託
業務を受けて業務を行っている国立の研究所です。収
入は2006年実績で１億７千万 SEK（SEK= スウェー
デン・クローネ、１クローネは約17.5円）で、その約
80％は委託業務で賄われています。その金額の半分以
上がスウェーデン道路庁とスウェーデン技術革新庁
（VINNOVA）からの委託業務で占められていますが、
自動車メーカーのボルボやトヨタなどの民間企業から

も委託業務を受けています。
　また、EUとのプロジェクト協力などに加え、世界
交通安全パートナーシップ（GRSP）やヨーロッパ交通
安全委員会（ETSC）への参加など国際的な研究活動も
盛んに行われています。
　施設見学では、ドライビング・シミュレータ、フリ
クション・テスター、路面プロファイラー、車両衝突
実験施設、固定式ロード・シミュレーター（ラベリン
グ試験機）、移動式ロード・シミュレーター（移動式大
型輪荷重動的連続載荷装置）を見学しました。
　 に示すドライビング・シミュレータは
VTI が独自に開発した世界水準の装置で、現在は３
世代目となっています。車両運動をほぼ実車のとおり
再現でき、ランブルストリップスや滑りやすい冬期路
面も再現することができます。車両衝突実験施設では、
乗用車の立木への衝突実験やエルク（大型の鹿）への衝
突実験により、車両の安全性評価を実施していました。
固定式ロード・シミュレーター（ ）では、
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PM10（1000分の１ミリの粒子状物質）の発生量評価
による耐摩耗舗装試験が実施されています。移動式
ロード・シミュレーター（ ）は、最大46トンの
輪荷重を実際の道路上に繰り返し載荷できる試験車両
で、1週間で1年分の載荷が可能です。

　スウェーデンの一般国道の２車線道路では、13m
幅の道路において、従来から広路肩道路（2.75m －
3.75m）（ ）や広幅員道路（1.0m －5.5m）（

）を採用してきました。車道幅員5.5m の広幅員道
路は低速車両への追い越し需要に対応し、なおかつ正
面衝突事故を減らすために広路肩道路に替わるものと
して導入されてきたものですが、思いのほか期待どお
りにならなかったようです。そこで、スウェーデンで
は交通安全スローガンとして「ビジョンゼロ」という
死亡交通事故撲滅を目標として掲げたという背景もあ

り、総幅員13mの範囲内で上下線が互い順に１車線
と２車線を繰り返す中央分離帯（ガードケーブル）付き
の車線運用、「2＋1車線道路」を日交通量4,000台～
12,000台の道路において採用しました。この「2＋1車
線道路」は抜群の正面衝突防止効果を発揮し、現在、
更に広幅員道路に替わる標準的な道路として盛んに整
備されており、道路庁のあるボーレンゲからVTI の
あるリンジェーピングへの移動ルート（約250㎞）の大
半がこの構造で整備されていました（ ）。

　スウェーデンの２＋１車線の中央分離帯で採用され
ているワイヤーロープ型の防護柵は衝撃を吸収するた
めに細い支柱の採用や端末を地中に埋め込む配慮がさ
れています。その他にも維持管理上のために開放区間
の設置や非常時に人力でワイヤーを外すことができる
部分を設けるなどの工夫もされています。また、曲線
部にも対応しており、帰国後にメーカーの担当者に問
い合わせたところ、曲線半径200mまで対応できるそ
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うなので、北海道の一般国道２車線区間でも設置でき
る可能性を感じました（ ）。
　スウェーデンの郊外部幹線道路では、衝突時の衝撃
緩和のために照明柱がトラス構造となっていました。
部材は細く、各結合部分は溶接と見られます。また、
スウェーデン道路庁の速度取り締まり自動測定装置
（カメラ）が数多く設置され、その基礎部分はすべり基
礎構造となっています。これは衝突時に衝撃を緩和す
るため、基礎部分と構造物が分離される仕組みです（

）。
　近年スウェーデンでは十字交差点をラウンドアバウ
トに変更しています。これは交差点を通過する走行速
度を低下させ、さらに交差点内で交錯点が減少するの
で重大事故を削減することにつながるからです。ラウ
ンドアバウトは幹線道路における大規模なものから市
街地における小規模なものまで様々です。市街地にお
けるラウンドアバウトは進入路にハンプを設け、速度
低下を促すとともに、センターサークル内には植栽を

設け、景観的に配慮されています（ ）。
　ボーレンゲ市内は車道と分離された自転車道を多く
見かけましたが、ストックホルム市内は路肩を利用し
た自転車道が多く、 のように交差点四隅では
歩道上に切り替えられていました。
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アや発想を数多く見つけることができ、非常に刺激あ
るものでした。また、専門家の説明を受けながら、長
時間にわたって道路を見学することができたことは、
非常に有意義なものでした。特に、スウェーデンの郊
外部道路は北海道のそれとよく似た環境で参考になる
ものが数多くありました。
　最後に、本ワークショップでお世話になった方々と、
このような機会を与えてくださった関係各位に感謝の
意を表する次第です。

１） 松澤勝、石田樹：第３回日瑞道路科学技術ワーク
ショップに参加して、北海道開発土木研究所月報 
No.603 2003.8

　スウェーデンの道路の休憩施設（ ）や沿道景
観（ ）については、非常にシンプルで美しいと
いう印象でした。道路全体を統一的にデザインすると
いう思想が貫かれており、走行速度を担保する上で必
要最小限の安全施設や案内施設が設置されているのみ
で、場当たり的に道路付属物などを設置していないこ
とが容易に分かりました。また、道路から見える民地
にほとんど看板が見られないことも、美しい沿道景観
には非常に重要な要素であることが分かりました。

　今回のワークショップでは、両国ともに道路行政を
取り巻く環境が大きく変化している中にあって、相手
の国の取り組みに自国には見られない新しいアイディ
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