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第１章 業務概要 

１．１ 調査目的 

日本の高速道路は昭和 38 年名神高速道路の開通から 50 年を経過し、供用延長が 9,000km に

達している。このうち、供用から 30 年以上を経過した延長が約 4 割を占めるなど、老朽化の進

展とともに、高速道路構造物では厳しい使用環境による変状の進行や新たな変状の発生などが

顕在化してきている。 

このような高速道路構造物での経年劣化や潜在的なリスクを確実に把握するため、高速道路

構造物点検における技術力向上を図るとともに、非破壊検査機器の活用や機械化・自動化など

による信頼性向上や高度化・効率化に向けた取組みが不可欠である。 

本業務では、このような点検の信頼性向上や高度化・効率化に向けた海外での取組みについ

て調査を行い、日本における点検技術力向上を図るものである。 

 

１．２ 業務内容 

（１）業務項目 

・業務企画 

・点検資料の収集・整理 

・海外道路点検資料の収集・整理 

・海外調査団運営 

・業務打合せ 

・報告書作成 

（２）業務フロー 

本業務の業務フローを下図に示す。 
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業務企画

•実施計画書の作成

点検資料の
収集整理

•点検技術に関する資料・文献等の収集および整理

•海外道路点検資料の収集・整理

海外調査団
運営

•海外調査団の調査対象国派遣に関する調整

•海外調査団訪問先関係機関との訪問行程、時間・場所の調整

•海外調査団作業部会の設置および部会資料作成・運営・とりまとめ

報告書作成

•海外調査団報告資料および海外道路点検資料のとりまとめ

海
外
道
路
点
検
資
料
の
収
集
・
整
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１．３ 業務内容 

（１）点検技術資料の収集・整理 

財団法人高速道路調査会（以下、「EHRF」という）は本業務で調査団の訪問対象となる国や

州の道路点検技術に関連する資料や日本国内での点検技術に関する資料を文献・インターネッ

ト等を通じて収集し、整理するものとする。 

（２）海外道路点検資料の収集・整理 

EHRF は、本業務で調査団の訪問対象としてしない国等についても道路点検に関係する資料

を収集するとともに、当該資料の概要版を作成する。 

（３）海外調査団運営 

１）海外調査団の派遣 

EHRF は、NEE 社員 4～5 名程度、学識経験者 1 名、東日本高速道路株式会社社員 1～2 名程

度、EHRF 職員１名およびコーディネーター１名で構成する海外調査団を 3 回海外に派遣する

ものとする。3 回派遣する海外調査団の調査対象国等、調査対象構造物、調査時期および期間は

下表のとおりとし、EHRF は NEE 社員、学識経験者、EHRF 職員およびコーディネーターの航

空券予約、宿泊施設、運転手付車両借上げ等の手配を行うものとする。 

適用 調査対象国・地域 調査対象構造物 調査時期 期間 

海外調査団 

ドイツ バイエルン州他 交通 ９月上旬 ７日間 

米国 ヴァージニア州 舗装 ９月下旬 ７日間 

米国 ノースカロライナ州・

カリフォルニア州他 
緑化・交通規制 10 月下旬 10 日間 

２）海外関係機関との調整 

EHRF は「（３）１）海外調査団の派遣」にあたり、訪問先関係機関と派遣時期、調査場所、

および調査行程の調整を行うものとする。 

３）海外調査団作業部会の設置・運営 

EHRF は、海外調査団の調査および結果報告が円滑に行われるよう作業部会を組織し、調査

団派遣に係る基本的な事項を定めるものとする。EHRF は作業部会の事務局として、監督員か

ら貸与される資料をもとに点検診断に関する現状、課題等のプレゼンテーション資料等を作成

するとともに、作業部会の事務局として調査対象国等での質問事項、あるいは調査結果につい

てとりまとめを行う。また、EHRF は調査行程に支障をきたさないよう、あらかじめ海外調査

団の構成員に渡航に必要な手続きについて周知する。 



1-4 
 

作業部会は各海外調査団の派遣につき全４回程度開催するものとし、各作業部会での作業内

容の概略は下表の通りである。 

作業部会 作業内容 

第１回 旅程案の調整、訪問先の説明、出国までのスケジュールの調整 

第２回 旅程の決定、訪問先関係資料の説明、質疑内容の検討、役割分担の決定、日本側プ

レゼンテーション資料の検討、調査結果報告様式の検討、資料共有方法の検討 

第３回 収集資料・写真の整理、翻訳が必要な資料の選別、調査結果（概略）のとりまとめ 

第４回 調査結果報告書のとりまとめ 

 

また、作業部会の開催場所、開催時期および作業内容の概要は下表のとおりである。 

 
調査対象国 

・地域 
開催場所 開催時期 作業内容 

作業部会 

ドイツ バイ

エルン州他 

甲本社 7 月頃 調査概要の決定 

甲本社 8 月 説明資料、質問事項の作成 

ドイツ 9 月 調査内容の確認 

甲本社 11 月 調査結果とりまとめ 

米国 バージ

ニア州 

甲本社 7 月頃 調査概要の決定 

甲本社 8 月 説明資料、質問事項の作成 

米国 9 月 調査内容の確認 

甲本社 11 月 調査結果とりまとめ 

米国 ノース

カロライナ州 

カリフォルニ

ア州他 

甲本社 8 月頃 調査概要の決定 

甲本社 9 月 説明資料、質問事項の作成 

米国 10 月 調査内容の確認 

甲本社 12 月 調査結果とりまとめ 

（４）業務打合せ 

本業務の実施に際しては、監督員と十分な打合せを行うものとする。 

（５）報告書作成 

EHRF は、3 回の海外調査団での調査結果によって得られた資料を整理した上、本業務の目

的を達成するために必要な事項を報告書としてとりまとめるものとする。 
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第２章 ドイツ交通技術動向調査 

２．１ 調査概要 

ドイツのA9号ニュルンベルク－ミュンヘン間では、デジタルテストフィールドプロジェクトが

進められている。本プロジェクトは、2015年9月4日から開始され、行政(バイエルン州)、自動車

メーカー、通信を中心としたIT等メーカーの３者が共同で運営し、知的道路交通インフラと自動

運転・交通ネットワークの実証実験を実施している。 

ユラ・ウェスト・パーキングエリアでは、連邦道路研究所(BASt)と共同し、大型の駐車ますの

混雑緩和を目的としたテレマチック操作によるコンパクトパーキングプロジェクトを実施中であ

る。このシステムは、大型車を出発時間別に区分し、停車場所を指定することにより、休憩施設

の大型車の駐車場容量を増加させるものである。 

今回の調査では、南バイエルン高速道路局を訪問し、デジタルテストベッドやコンパクトパー

キング等の取組みに関するヒアリングおよび現地調査を行うと共に、連邦道路交通研究所（BASt）

を訪問し、最近の交通分野における取組みの他、橋梁及び舗装の点検技術を調査した。 

次ページ以降に、本調査の調査概要、調査参加者および調査行程を示す。 
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表2.1.1 調査概要 

訪問先機関 1）南バイエルン高速道路局（Autobahndirektion Südbayern） 
Autobahndirektion Südbayern (http://www.abdsb.bayern.de) 
Z3 – Zentralstelle Verkehrsmanagement (ZVM) 

2）レストエリア・ユラ・ウェスト（Rest Area Jura West）（A3 号） 
3）連邦道路交通研究所（Bundesanstalt für Straßenwesen, BASt，英語名: 
Federal Highway Research Institute）(http://www.bast.de) 

訪問先住所 
1）Schwere-Reiter-Straße 41, 80797 München 
2）Autobahntankstelle West 92355 Velburg Duitsland D 
3）Brüderstraße 53, 51427 Bergisch Gladbach 

訪問先窓口 

1) & 2) Dr. Daniel Monninger 
3) Mr. Guido Rosemann 
☆ 1)～3）の調整窓口：Stephan Hoffmann 
Oberingenieur（チーフエンジニア） 
Technische Universität Braunschweig（ブラウンシュバイク工科大学）  

訪問先概要 

・ドイツの A9 号ニュルンベルク－ミュンヘン間では、デジタルテストフィー

ルドプロジェクトが進められている。本プロジェクトは、2015 年 9 月 4 日

から開始され、行政(バイエルン州)、自動車メーカー、通信を中心とした IT
等メーカーの３者が共同で運営し、知的道路交通インフラと自動運転・交

通ネットワークの実証実験を実施している。 
・ユラ・ウェスト・パーキングエリアでは、連邦道路研究所(BASt)と共同し、

大型の駐車ますの混雑緩和を目的としたテレマチック操作によるコンパク

トパーキングプロジェクトを実施中である。このシステムは、大型車を出

発時間別に区分し、停車場所を指定することにより、休憩施設の大型車の

駐車場容量を増加させるものである。 
・連邦道路研究所では、最近の交通分野における取組みの他、橋梁及び舗装

の点検技術を調査する。 

主な調査項目 

・ミュンヘンにおけるデジタルテストフィールド・プロジェクト 
・ユラ・ウェスト・パーキングエリアにおけるテレマチック・コンパクト・

パーキング・プロジェクト 
・連邦道路交通研究所における点検技術（橋梁・舗装）の最新の取組み 

地 図 

 
 
 
 

ミュンヘン

レストエリア・ユラ・ウェスト 

連邦道路交通研究所 

http://www.abdsb.bayern.de
http://www.bast.de
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表2.1.2 調査参加者 
 

氏 名 所属・役職 

1 小根山 裕之 
Hiroyuki ONEYAMA  

首都大学東京大学院 
都市環境科学研究科 都市基盤環境学域 
教授 

2 羽山  章 
Akira HAYAMA 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 
技術本部 
技術営業部長 

3 
 
紺野 義仁 
Yoshisato KONNO 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 
企画本部 企画部 
上席専門役 

4 吉原  卓 
Takashi YOSHIHARA 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 
土木事業本部 交通調査部 交通統計課 
課長代理 

5 松本 和也 
Kazuya MATSUMOTO 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 
土木事業本部 交通調査部 交通技術課 

 

6 名取 久麿 
Hisamaro NATORI 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 
施設管理部 施設統括課  
担当課長 

7 青木 幸司 
Koji AOKI 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 
新潟施設保全事務所 上越事業所 
主任 

8 鎌田 恭典 
Yasunori KAMATA 

東日本高速道路㈱ 
関東支社 管理事業部 道路管制センター 交通技術課 
課長代理 

9 山本 亮太 
Ryota YAMAMOTO 

東日本高速道路㈱ 
管理事業本部 施設部 施設計画課 
係長 

1
0 

西川 了一 
Ryoichi NISHIKAWA 

公益財団法人高速道路調査会 
 
事務局長 

1
1 Shinichi ONUMA 9/3-9/4：ドイツ語－日本語 

1
2 Kazuko KANUMA 9/5： 英語－日本語 
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表2.1.3 調査行程 

日付 時間 行程 宿泊地 通訳 

9/2 
(日) 

 
7:50 
9:50 

13:50 
16:15 
17:50 

 移動 
- 成田空港集合 
- 成田発(AY72 便) 
- ヘルシンキ着 
- ヘルシンキ発 
- ミュンヘン着(AY1405) 

ミュンヘン ― 

9/3 
(月) 

9:00- 
12:00  

 ミーティング @南バイエルン高速道路局 
- 当該機関の概要、プロジェクト、トピック(Dr. 

Daniel Monninger) 
- 日本側のプレゼンテーション(調査の目的、日本

の高速道路、EHRF について、交通技術) 
- Digital Test Bed on A9 & Intelligent Road in 

Bavaria (Dr. Monninger &ドイツチーム) 

ミュンヘン 

〇 

13:30- 
17:00 

 現場視察 
- ミュンヘン地区のDigital Test Bedに関す施設見

学(Dr. Daniel Monninger&ドイツチーム) 
〇 

9/4 
(火) 

8:00- 
10:00 

 移動 
- ミュンヘンから Rest Area Jura West へ 

デュッセル
ドルフ 

― 

10:00- 
12:00 

 現場視察 
- Rest Area Jura West の施設見学(大型車ますの

テレマチックによるプロジェクト) 
※前日に待合せ場所・時刻を調整すること。 

〇 

12:00- 
18:00 

 移動 
- Rest Area Jura West からデュッセルドルフへ ― 

9/5 
(水) 

9:00- 
12:00 

 ミーティング @連邦道路交通研究所(BASt) 
- 当該機関の概要(Mr. Guido Rosemann) 
- 日本側のプレゼンテーション(調査の目的、日本

の高速道路、EHRF について、橋梁・舗装の点
検技術&交通技術) 

- 橋梁・舗装の点検技術につい (Mr. Rosemann &
ドイツチーム) 

デュッセル
ドルフ 〇 

13:30- 
17:00 

 現場視察 
- BASt の施設見学(Mr. Rosemann &ドイツチー

ム)  
9/6 
(木) 

9:00- 
17:00 

 自主現場調査 
- デュッセルドルフからフランクフルトへ移動  

フランクフ

ルト ― 

9/7 
(金) 

 
11:45 
15:10 
17:20 

 移動 
- フランクフルト発(AY1412 便) 
- ヘルシンキ着 
- ヘルシンキ発(AY73 便) 

機内泊 ― 

9/8 
(土) 

 
8:55 

 移動 
- 成田着、解散 ― ― 
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２．２ 調査対象地域及び道路概要 

ドイツ連邦共和国（以下ドイツと呼ぶ）は、16の州から構成される共和国であり、面積:35万7,409

平方キロメートル（日本の約94％）人口:82,176千人（2015年）1、国内総生産2兆9160億ユーロ

（2014年）である。  

ドイツは欧州のほぼ中央に位置し、経済、政治においてもＥＵの中心として大きな影響力を持

っている。 

2015年の輸送機関別の分担率をみると、旅客については、人キロベースで道路が約91.6％、鉄

道が約8.4％を占めており、貨物については、トンキロベースで道路が約71.5％、鉄道が約19.3％、

内陸水運が約9.2 ％を占めており、いずれも道路に大きく依存している。（Eurostat2017）。 

ドイツでは、基本的な行政レベルは、連邦、州、郡、及び市町村の４つであり、それぞれが、

上記の連邦長距離道路、州道、郡道、及び市町村道の道路管理者である。ただし連邦は連邦長距

離道路の計画を策定するが、実際の建設・維持管理は州に委託されている。 

連邦における道路管理担当省は、連邦交通デジタルインフラ省である。 

州は、州道の建設・維持管理を行っている。郡道の管理者は、郡であるが、州への委託により、

州が建設・維持管理を行っている場合もある。 

市町村道の建設・維持管理は各市町村が行う。ただし、人口8万人以上の都市の場合、都市が区

域内のすべての道路の道路管理者とする州が多い。（エルファディンク[2011]） 

 

2015年末現在の主要道路の分類と延長は以下のとおりとなっている（図2.2.2.1参照、BMVI 

2015）。 

（イ）連邦長距離道路（Bundesfernstraßen）         51,296 km 

a) 連邦アウトバーン（Bundesautobahnen）      12,993 km 

b) 連邦道路（Bundesstraßen）            38,303 km 

（ロ）州道（Landesstraßen）                86,850 km 

（ハ）郡道（Kreisstraßen）                  91,936 km 

（ニ）市町村道(Ortsdurchfahrten） 

                                                   
1 Statistisches Bundesamt、Statictisches Jahrbuch2017 
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図2.2.1 ドイツのアウトバーン網 

（出典）BMVI 

http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Strasse/entwicklung-der-bundesautobahnen-

seit-der-wiedervereinigung.pdf?__blob=publicationFile 

http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Strasse/entwicklung-der-bundesautobahnen-
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各州の面積および人口は、表2.1.4のとおりであるが、今回訪れたミュンヘンの所在するバイエ

ルン州及びデュッセルドルフの所在するノルドライン・ウエストファーレン州は、それぞれ、面

積が、1位と4位、人口が2位と1位であり、いずれも同国の中心を占める大規模州であることが分

かる。 

 

表2.2.1 州別の面積と人口 

州名 面積（ｋｍ２） 人口（千人） 

バーデン＝ビュルテンブルグ州 35,751 10,880 

バイエルン州 70,550 12,844 

ベルリン都市州 892 3,520 

ブランデンブルグ州 29,654 2,485 

ブレーメン都市州 420 671 

ハンブルグ都市州 755 1,787 

ヘッセン州 21,115 6,176 

メクレンブルク＝フォアポメルン州 23,213 1,612 

ニーダー＝ザクセン州 47,616 7,927 

ノルドライン・ウエストファーレン州 34,113 17,866 

ラインラント・プファルツ州 19,854 4,053 

ザールラント州 2,570 996 

ザクセン州 18,449 4,085 

ザクセン・アンハルト州 20,452 2,245 

シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン州 15,803 2,859 

チューリンゲン州 16,202 2,171 

（出典） Statsitisches Bundesmat, Statistiches Jahrbuch 2017 
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図2.2.2 州別地図 
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＜道路政策の概要＞ 

ドイツにおいては、第二次世界大戦後しっかりとした計画によるマルチモーダルな交通インフ

ラ整備が進められてきた。その財源としては、従来は鉱油税が用いられたが、東西ドイツの統合

後やEU拡大によって財源が不足してきたことから、1995年に重量貨物車の幹線道路に対する課金

を導入し、2005年からは走行距離制とした。2017年に、2030年までの交通インフラ整備計画が法

定され、老朽化対策のため建設から改築を含めた維持管理に重点を置くことが明確にされた。そ

の財源を確保するために重量貨物車課金の対象車種や道路を拡大するとともに、乗用車へのビニ

エットによる課金の導入を決定した。 

実施体制としては、他の欧米諸国に倣ってPPPを進めてきたが、従来型の有料道路は採算が思

わしくなく、進んでいない。重量貨物車課金による収入を財源として、民間会社に整備を担わせ

るPPP（A－モデル）が増えている。連邦政府は、2018年9月13日に連邦政府出資100％の長距離

道路会社(Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen)を設立した。こ

れにより、これまで連邦政府からの委託により州によって実施されてきたアウトバーンの計画、

建設、管理、維持補修、資金調達並びに資産管理はすべて連邦政府の所管となる体制が整った。

これは、ドイツ国内のすべての高速道路が同じ方法で、計画、建設および資金調達されるように

なることを意味する。道路会社が全業務を開始するのは2021年1月からになる。将来的には、

15,000名の職員、10の支店、41の現場事務所と多数の管理事務所とを擁するドイツ最大のインフ

ラ管理会社となる。また、10月1日には、ドイツ連邦交通デジタルインフラ省は、全国のアウトバ

ーンを含む連邦長距離道路全体を所掌する連邦長距離道路庁(Ferstraßen‐Bundesamt)をライプ

チヒに設置した（BMVI2018）。 
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２．３ 調査対象機関概要 

（１）バイエルン州南高速道路管理局(Bayerische Strassenbauverwaltung)の概要 

  同局はバイエルン州の南半分の高速道路及び一般道路の管理を担当している。 

  ・職員数   1,240人 

  ・総支出額  716百万ユーロ 

 
図2.3.1 南バイエルン高速道路局の管内図 
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図2.3.2 南バイエル高速道路局の組織図 

 

                               単位 百万ユーロ 

 

大規模プロジェクト PPPプロジェクト ビジネス     計画   その他の建設プロジ

ェクト 

104.4       130.2       77.9       77.9   （保全含む） 330.2 

  

図2.3.3 南バイエルン高速道路局の支出額の内訳 2017年 

（出典） Jahresbericht2017、Bayerische Strassenbauverwaltung 
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（２）連邦道路交通研究所（Bundesanstalt für Straßenwesen, BASt， 

英語名: Federal Highway Research Institute） 

 

１）組織の概要 

 ・職員数 約400名 

 ・約750の国内および国際委員会に参加している。 

 ・道路セクターにおけるテスト、認証、ライセンス活動を実施している。 

 ・国内、ヨーロッパ、国際的な制度や調整事項のモニタリングを行っている。 

 ・年間ベースでは、組織内における300以上の研究プロジェクトおよび外部の科学者で行わ 

れる400以上の研究プロジェクト等を実施している。 

 ・予算 

BAStの独自財源         46,7 百万ユーロ 

連邦交通デジタル省からの財源 10,0 百万ユーロ 

合計             56,7 百万ユーロ 

 

図2.3.4 連邦道路交通研究所 組織図 
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２）交通分野の研究プロジェクト 

  交通分野におけるプロジェクトは、以下の5つに分類ごとに、様々な取組みが行われている。 

① ハイウェイ・デザイン、交通流、交通管理 

・高速道路におけるリアルタイムのKPIシステムの開発 

・高速道路における一時的な路肩運用 

・高速道路における車線逸脱事故の対策 

・ランブルストッリプの効果のモニタリング など 

② 交通統計 

・レーザ走査測定 

・道路交通センサス など 

③ 環境保護 

・外来種のマネジメント 

・交通インフラストラクチャのサスティナビリティのためのインターモーダル分析 

・遮音壁の天端の音響学的有効性 など 

④ ハイウェイ設備 

・衝突緩衝材のテスト・開発 

・路面標示の効果 

・耐久性のないプロテクションシステムのライフサイクルコストの評価 など 

⑤ 交通マネメントとロードメンテナンスサービス 

・EU（欧州連合）ITSプラットフォーム 

・高速道路上の緊急工事の効率化と最適化 

・路面凍結予測 

・休憩施設における大型車の駐車スペースのマネジメント など 

 

３）研究成果 

 交通省に対する年間約600の研究報告のとりまとめ 

 国内及び国際的な750の委員会への参画 

 国内、欧州及び国際的な約300の法規制の導入状況の監視 

 内部の約300の研究プロジェクトの実施 

 外部の研究者による年間約400の研究プロジェクトの管理 
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参考資料 

・Jahresbericht 2017、Bayerische Strassenbauverwaltung 

・南バイエルン高速道路局プレゼンテーション資料 

・BAStホームページ 

https://www.bast.de/EN/Home/home_node.html;jsessionid=68D41D5852085A91CB

610F1A5E3392B9.live21303 

・Bastプレゼンテーション資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.bast.de/EN/Home/home_node.html;jsessionid=68D41D5852085A91CB
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２．４ 南バイエルン高速道路局へのヒアリング 

（１） ミーティング出席者 

南バイエルン高速道路局では、バイエルン道路管理中央局を訪問した。同局は高速道路の

管理及び建設、交通安全を担当している。ミーティングでは、同局が行っている各種施策に

関するプレゼンテーション、日本側のプレゼンテーションおよび意見交換が行われた。訪問

先の出席者は以下の通りである。 

表2.4.1 ミーティング出席者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.4.1 ミーティング状況 

名前 所属 写真 

Dr. Daniel 
Monninger 

交通管理部門 
南バイエルン高速道路局バイエルン道路管理

中央局交通管理部門 
（Bayerische Straßenbauverwaltung 
Zentralstelle Verkehrsmanagement bei der 
Autobahndirektion Südbayern） 

 
Dipl.-Ing. Reiner 
Scharrer 

道路建設部門部門長 
南バイエルン高速道路局バイエルン道路管理

中央局交通管理部門 
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（２）バイエルン州の交通マネジメントについて（Dipl.-Ing. Reiner Scharrer より説明） 

 １）マスタープラン 2025 の目的 

交通需要は 2030 年までに、乗用車で 12%、大型貨物で 38％増加すると推定されている。 

このため、インテリジェント交通システムを検討し実験を行っている。また、ここでは高速

道路インフラと交通システムの二つの柱により、整備を図ってゆくことを進めている。ここ

で、Car2X とは、車車間または、路車間の通信を指す。すなわち、自動運転、インテリジェ

ント交通マネージメント、Car2X が技術イノベーション項目として挙げられている。 

 
  

２）交通分析 

道路ネットワークは戦略的に作られており、車の流れが最適になるように管理される。こ

のために ITS の枠組みが利用される。 

評価の対象は、交通流、旅行時間、交通渋滞の状況等になる。右が交通解析例で、FCD(フ

ローティングカーデータ)、TMC(交通メッセージチャンネル)、ANPR(自動ナンバー読取装置)

のデータ融合が図られる。 
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バイエルンの交通モデルは、道路の調査、道路構造の変化、交通状況、から交通モデルを

作成し、道路や警察の情報からのビックデータを入力し、ETV というソフトにより、例えば

渋滞であれば、延長、渋滞時間、損益等を導く。このモデルは毎年更新される。 

 

３）交通計画（道路作業マネジメント） 

工事個所マネージメントシステム(ArbIS)は、交通ネットワークシステムと結合し、いつど

こで工事が行われるかを把握できる。工事個所を分散しネガティブな影響を分散する。工事

個所情報は交通情報システムで見ることができる。 

工事個所では車線閉鎖を情報板で標示し、規制機材に GPS を設置し、警報と信号装置によ

り工事個所を明示する。移動規制の個所では、規制情報を時間とともに修正し、上流側のド

ライバーへの情報提供につなげる。GPS は非常に精度の高い標示を可能とする。 
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４）インテリジェント・トラフィック・コントロール 

右は交通制御装置（Verkehrsbeeinflußanlage）で、1991 年に設置されたもの。南バイエ

ルン高速道路局はバイエルン州の 2500 ㎞、両方向 5000 ㎞の高速道路を管理しているが、こ

のうち 680km については、交通制御装置の操作が行われている。また本装置では、一時的な

路肩利用の際の標示も行われる。左の渋滞時の路肩利用はバイエルンで 120km に渡って行わ

れている。また主要道の交通量が多いときには他のルートに誘導する役割もある。この交通

制御装置は、二つの交通管制センター、ミュンヘンとニュルンベルクで運用される。 

 

下記はバイエルンのコントロールシステム。緑が運転中の交通コントロールシステムで、

黄色が建設中、赤が計画中のものを示す。設置個所は交通の多い区間に集中している。 
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左は連邦道路、州道、地域道路の 2,500 の交通信号機網を示す。この信号機網は数年で中

央制御となる。これらがコーディネートされていないと渋滞が発生するため、グリーンウェ

ーブの状態で車が支障なく走れるようにすることが目標である。 

本中央センターではモニタリングまで行っている。一番の仕事が、信号のコーディネート

がうまくいっていないケースを見つけ出すことで、その場合はうまくいっていない点を担当

の建設局に指示を出す。二つ目はこの情報を自動車メーカーに出して、自動運転のための資

料にしてもらうこと。 

 

ドイツでは非常に多くの大型車が走っており、トラックの場合、必要な休憩時間が決めら

れている。このため、夜間のトラックの休憩スペースが必要となるが、たいてい一杯になっ

ているのが現状。ドイツで初めてこのミュンヘン－ニュルンベルク間で、トラックの駐車誘

導システムが設置された。25 のパーキングがあり、このうち 2 つは民間のパーキング。23

については現状のスペースを調査し、インターネットで情報を提供するようにしている。こ

の情報システムは、簡単に早く駐車スペースが見つかるシステム。空き状況の把握は、入っ

てくるトラックと出ていくトラックの数を数えるが、入った車と出る車が同じ車かどうかを

検知するのは大きなチャレンジとなっている。 

これはトラックの検知装置で、左の地面レーダーセンサーで車長を測り、右のレーザース

キャナーで 3D の画像を得る。これで同じ車かどうかを確認できる。しかし、トレーラーの

ような場合、トレーラーを置いて、トラクターだけが出る場合、検出システムの限界を超え

てしまう。ナンバープレートを読むことにより検知することは、個人情報保護の観点から問

題がありできない。駐車スペースには 1 台から 2 台停められるが、警察との協議で柔軟に運

用している。 

トラックの大きさは、トレーラーを含めると 10 から 18m くらいまである。トラックの定

義は 7.5t 以上ということだけである。 
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誘導以外の選択肢としては、いわゆるコンパクトまたは Kollonen といわれる駐車方式があ

る。この方式は、トラックがぎっしりと前後左右隙間なく駐車する方法で、出発時間が同じ

車両が同じところに隙間なく駐車する。このコンパクトパーキングは 50％多くの車両が駐車

できる。またそのための大きな工事は必要ない。この方式を取っているのは、Kiefersfelden

というパーキングと、A3 号の JURA WEST である。 

 

また駐車誘導システムの試験が Gelbelseeparkplaz で行われている。ここでは様々なメー

カーの検出システムの試験を行っている。 
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 ５）交通情報提供 

もう一つ重要な柱が交通情報の提供である。スマホを用いて、モバイル通信で交通情報を

得ることができるバイエルンインフォシステムである。このシステムにより、交通情報につ

いて、渋滞、工事個所、カメラ画像、時間ごとの状況を見ることができる。ドイツではアク

セスサイトを Mobilitätsdatenmarkplaz モバイルデータマーケットプレースと呼んでおり、

EU の各国で設定することになっている。このプラットフォームで我々のデータをアップロ

ードできる。またこのデータはバイエルン以外でもアクセスされている。プラットフォーム

はバイエルン州が用意するのではなく、連邦交通省が用意し、管理を BASt が行っている。 

個別の情報提供は各州において行われている。プラットフォームはドイツ連邦交通省が用

意するが、大本はヨーロッパという観点。国ごとの情報の交換に関しては定義したインター

フェイスを使っておりダーテックスと呼んでいる。根本となる技術は同一のものだが、翻訳

については別のレベルの問題。交通情報はドイツ語と英語で提供される。国境を超えた情報

については、これは現在でもヨーロッパレベルで議論されている。 

 

これがバイエルンインフォの工事個所の情報。このように内容を見ることができるが、常

に更新するのは大きなチャレンジとなる。 
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 ６）研究開発 

ミュンヘンーニュルンベルクの A9 テストフィールドでの自動運転については、交通省、

自動車工業会、IT 業界の三者が参加している。 

また試験の焦点としては、自動運転及びコネクテッド運転とインテリジェントインフラの

二つが挙げられる。 

 

A9 号で行われているデジタルテストベッドの試験は、下図のように示される。 

この中には、道路大型車のインテリジェントな駐車方式、逆走警報システム、インテリジ

ェント橋梁、未来の休憩施設、インテリジェントな車両重量計測、クラウドアクセスポイン

ト通信、自動運転がある。 
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自動運転の段階はレベル 1 から、完全自動運転の 5 まであり、現在は、完全な自動運転の

前の段階で、自動運転レベル 3 のテストが行われている。 

 
 

左上は、自動車メーカーと一緒になって開発した特別な標識である。これにより車は今ど

の車線を走っているか検出できるようになった。また、自動運転のための、レーンマーク、

反射板、防護柵等についてもアップグレードが行われている。 

右上は、A9 で作成された正確なデジタル地図である。デジタル地図は、誰でもアクセスで

きるようになっており、自動運転の車両がどこにいるかが分かる。また車から見えないもの

もわかるようになっており、2~3 ㎞手前で、情報を先取りできる。 

左下は、データのシェアリングの例を示している。速度表示等の交通情報、工事個所。シ

ェアリング方法には、二つの可能性があり、一つは携帯通信、もう一つは高速ワイヤレス LAN

である。自動車工業会は源治帝ではどちらの方向へ行くかわからないので、今のところは両

方を試している。 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-24 
 

その他の試験としては以下がある。逆走については、3 種類の異なる方式を試験。赤外線、

誘導ループ、レーダーセンサー、映像監視ソフト、の技術が使用されている。対象は、逆走

運転手と、通常のドライバーの両方を対象としている。 

 

インテリジェント橋梁では、橋梁に各種センサーを設置し、異常などを検知している。予

防保全や重量取締への利用が期待されている。 

 

重量車輛の取締りでは、センサーで検出して、パーキングに誘導する方法を試験。(左：従

来) 
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下図は未来の休憩施設であり、ここでは。全ての燃料が使える。また太陽光でエネルギー

を作り、提供する。 

 

これらのプロジェクトは、どちらかというと産業界がリードしている。プラトーン走行や、

このカメラレーダーによるデータは自動運転のためのデータとして使用する。 

5G とは第 5 世代のこと。5G でなければ自動運転は達成できないのかというと、自動車メ

ーカーはそこまでいらないと言っている。交通の様々な状況を先取りして動かなくてはなら

ない。ブレーキについては車が判断しなくてはならない、 
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（３）質疑応答（日本側プレゼンテーションに対して） 

Q:  日本における工事個所を原因とする渋滞はたったの 3.5％か 

⇒ 夜間の工事を行ったりして工事による渋滞を減らしているためである。 

＊ VDI(統一ドイツプロジェクト)において、東西ドイツを結ぶ路線、あるいは旧東ドイツの

交通網を優先的に整備したため、旧西ドイツのインフラ整備が現在多くの個所で進めら

れている。また、大型車を中心とした東西交通の急激な増加もあり、工事渋滞の比率は

相当多いものと考えられる。 

Q: 上り坂でちゃんとアクセルを踏めば速度の低下を解消できるが、それが遅れることによ

る渋滞だが、ドイツでもこのようなサグを原因とする渋滞は多いか。 

⇒  確かに、上り坂を原因とする大型貨物の低速運転が原因となる渋滞はあるが、アクセル

を踏まないことによる速度低下の現象はとらえていない。確かに前の車が詰まっている

と、後ろに渋滞が伸びるが、それは別にサグでなくても生じる。 

⇒  高速道路の最大勾配はいくらか 

⇒ 6%くらいまで許容されると思う。 

⇒ ドイツでは 4 から 5％となる。6％は無い。 

⇒ こういう現象はわずかな勾配差で生じる。わかりづらい勾配のところでこういう現象が

起きる 

⇒ そういうのは乗用車でもおきるか 

⇒ 起きる。 

＊ トンネルや長大橋の路肩縮小の考えが無い。また、登坂車線の概念も無い。等々の違い

があり、サグを原因とする渋滞の認識についても無いようである。道路線形は、縦断を

見ると各所でサグは見られるが、サグを原因とする乗用車の低速走行は見られない。 

Q:  ペースメーカーライトについて：設置個所はトンネルか 

⇒  基本はトンネルとその連続区間。他の会社(中日本)では、トンネル以外で行っている事例

がある。 

⇒  渋滞の場合はどうなるか 

⇒ 通常+10 ㎞で流すが、渋滞の場合、より低めの 40 ㎞くらいの速度で流す。目的は二つあ

り、交通を円滑に流し渋滞の発生を遅らせることと、渋滞が発生した後、早く回復させ

ること。 

Q:  ETC2.0 は車に標準で装備されているか⇒ 後付けもできるし、新車からオプションで

ついていることもある。⇒それでも車とシステムのデータのやりとりは問題ないか 
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⇒ 規格で決まっているので問題ない。⇒規格は日本だけか 

⇒  日本だけの規格。 

⇒ トヨタはこちらではこちらの基準に合わせているが、 

Q:  車線変更の指示を出すかどうかによる渋滞の発生度合いの比較はされているか。 

⇒  渋滞が発生する時の交通量が上がっているので、実際に交通渋滞の発生が遅れている。

いまの情報提供とはできるだけ車線変更をしないでくださいという情報提供になる。そ

れを LED で情報提供している。 

⇒  指示を車の中で見られるのはどれくらいあるか 

⇒ 今は情報板による指示により行っている。ドイツでも渋滞の発生の際に追い越し車線の

交通量が増えるような傾向はあるか 

⇒ 追い越し車線は制限速度が原則無いし、混雑している状態でも追い抜きは無い。混雑し

てくると全ての車線が埋まるようになるのは日本と同じ。 

⇒  追い越し車線側に移らないようにする広報はしていないのか 

⇒ 追い越し車線は追い越しのための車線と規定されているので、追い越し以外の追い越し

車線走行は禁止されている。そういったことを再度広報する必要は無い。追い越し車線

を 130 ㎞で走っている車がいて、その後ろから 200 ㎞の車が来ると危険であり、そうい

ったことで区間制御装置によって 130 とかの標示を行っている。ただし例外を除いて車

線により制限速度を変えていることは無い。ただし、上り勾配の場合は、車線により最

低速度の指定はある。 

⇒  この図のような交通量と車線利用率のデータはありますか、あればいただきたいのです

が。 

⇒ 路面検知器によるものがあるが、そういう細かいデータは難しい。 

＊ 車線利用率について、データが無いか聞いたが、データを有しているのは別の部署のよ

うであった。基本的に、特に大型車の追越車線利用は、考えられず、日本と比べて、よ

り整然とした車線利用となっているようであり、同様な車線利用による効果は限定的と

考えらえた。 

Q:  逆走はセンサーにより検知しているか⇒ 例えばサービスエリアから逆に出ようとした

車は、そこで検知され、前方の標示板で逆走していることが示される。ただし、この情

報は交通管制センターには行かない。 

⇒ 専用の標示板があるか。またそれは全部か。 

⇒ 部分的である。 
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⇒ 私たちのテーマは、如何に正常な走行をしているドライバーに逆走車の情報を伝えるか

ということである。 

⇒  逆走の情報が入ると、インター出口ですから、10km に一か所くらいある本線情報板に

より伝える。同時に本線が通行止めになる。 

⇒  それをすり抜けた車については ⇒何も情報を伝える装置は無い。 

⇒  ラジオ等をつかうことはあるか 

⇒ ないと思う。 

⇒  ドイツではラジオ放送局を使って、強制的に介入し、流します。将来は V2V、V2I のシ

ステムにより情報を流す予定。これも自動運転の中に含まれている。 

＊ 逆走情報の運転者への通知に、強制介入によるラジオ放送を使用する。あるいは使用す

るようにするということであり、逆走に関する問題が結構問題となっていることを示し

ている。 

Q: ドイツでは、渋滞の定義はありますか  

⇒ 渋滞の統一的な指標はありません。 
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（４）デジタルテストフィールド（A9 号、A3 号）現地視察 

 １）調査内容 

A9 号線及び A3 号線デジタルテストフィールド視察は、9 月 3 日と 4 日に以下の行程で行

われた。 

なお、Dr. Monninger 並びに現地の責任者が説明を行った。 

 

   （ 9 月 3 日）  

1. A9 号線視察(Dr. Monninger が案内) 

2. Fürholzen West (Rest Area of the Future)  

    未来の休憩施設  

   Stefan Sackmann 氏が案内。同氏は、休憩施設を運営するコンセッション会社

の現地責任者である。 

3. Köschinger Forst Ost (Truck Parking Guidance System A9, Info Terminal) 

  大型車パークガイドシステム、情報ターミナル 

4. Gelbelsee West (Test Bed for Truck Parking Detection) 

  トラック駐車検知試験ヤード 

 

（9 月 4 日）  

1. Jura West (compact parking system) 

  コンパクトパーキングシステム 

2. AutobahnMeiserei 

  管理事務所 特に説明は無し 

3. AK(高速道路 4 枝ジャンクション) Nürnberg (Intelligent Bridge)  

  インテリジェント橋梁 

   Tobias Baeumler 氏  tobias.baeumler@abdub.bayern.de の案内。 

4. A3 号線他から Düsseldorf までの視察(案内は特に無し) 

 

次ページに現地視察を行った施設の位置図を示す。 

 

 

 

mailto:tobias.baeumler@abdub.bayern.de
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図 2.5.1 現地視察位置図 

  （注記） 

a. WEST は同じ休憩施設の西側、OST は東側を示す。 

b. PWC は、Parkplatz mit WC で、トイレのみの休憩施設を示すが、簡易な自販機程度

は設置されている。Gelbelsee がこれに該当する。 

c. AK(Autobahnkreuzung) は 4 枝、AD(Autobahndreiecke)は 3 枝のジャンクションを示

す。今回のインテリジェント橋梁は、A9 号と A3 号のジャンクション部(AK Nürnberg)

に設置されている。 

AK Nürnbe
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 ２）A9 号本線視察状況 

 A9 号線はベルリンまで続く 600 ㎞の高速道路、そのうちミュンヘンからニュルンベルクま

での 150km がテストフィールドとなる。 

 交通管制センターは、南バイエルンと北バイエルンにあり、ここで全ての交通技術的な設

備を担当している。例えば区間制御装置(Streckenbeeinflussanlage)であり、トンネルの中も

24 時間監視している。センターが二つあるのは、ネットワークの規模と組織的な問題から、

一か所だけで管理するには広すぎるためである。 

  交通制御装置(Streckenbeeinflussanlage) 

 

 
当該区間において、交通制御装置が幾つかある。交通制御装置の速度表示が出ていない場

合は、速度制限なし、速度表示のある場合は、制限速度の義務がある。トラックと乗用車の

標識で赤い丸が出ている場合は、大型車追越禁止。白い丸と斜線になると解除を意味する。 

交通制御施設は、測定された交通量に応じて自動的に切り替わるようになっている。また、

フィールド情報、天候(雨、霧)、湿度、路面の滑り等が考慮され、制限速度が算出される。 

この運用については、管制センターで人の目で監視し、この自動の切り替えが妥当である

かどうかの監視もしている。規制速度の決定への介入は、明らかに問題がある場合だけ行う。 
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  暫定路肩交通運用 

 

暫定路肩運用箇所では、交通量が多い場合に路肩が開放される。使えるときは緑の標示が

でる。路肩を開放した場合、管理する者が全てカメラで見られるようになっており、故障車

両が止まったら即座に右側路肩の運用を停止する。路肩の運用は、車線を増やすよりずっと

安くて済む。もちろん大型車が走っても大丈夫なように路肩断面を強化している。また認可

も早い。 

路肩の運用は、いろいろな条件を満たしているかどうかについて、最終的にオペレーター

の判断で行う。 

実際の路肩運用を見ることは出来なかったが、実際運用の場合は、路肩運用の緑の⇒標示

と、速度標示が示される。 
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下図は、路肩運用されている場合の標識等の運用状況を示している。 
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  Rettung Gasse 

 この標識は Rettung Gasse（救助用の車線）を示したものである。渋滞の場合で、緊急車

両のための車線を作らなくてはならない場合、第二走行と追越車線の間にそれぞれの車が除

けて、間を開けて緊急車両を通す道（Gasse）を作る。今広く宣伝されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際に Rettung Gasse が運用された事例があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年 10 月 17 日 A81 号、Engelberg トンネル内火災の際の Rettung Gasse 利用の例 

 出典：Stuttgart Zeitung 
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  自動運転標識 

 

右側にあるのが自動運転のランドマーク。ここで自動運転の試験が行われていることを示し

ている。デジタル地図も非常に精度の高いものが作られており、自動車メーカーが試験を行

っている。 
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 ３）未来の休憩施設（Fürholzen West , Rest Area of the Future）） 

未来の休憩施設について、Stefan Sackmann 氏より説明を受けた。同氏は、コンセッシ

ョン会社に属し、本休憩施設はコンセッション会社が 400 ほどを経営しているものの一つで

ある。 

 

 休憩施設 Fürholzen West は、2017 年 9 月 1 日にオープンしたもので、未来の休憩施設と

言われる。この Fürholzen West の建設の入札条件として、全ての市場に出ている燃料を提供

することが課せられた。水素は 300bar および 700bar の両方が必要となり、それに液体ガス

LPG、天然ガス CNG、そして電気が加わり、燃料としては全ての種類がある。 

また、防音築堤および休憩施設建屋の太陽光発電による電力は、休憩施設消費量より多く、

余った電力は水素として蓄えら

れる。 

 電解の施設で純水を電解して

水素を作る。これがタンクで、

このタンクで約 170kg の水素が

保管できる。二つの違ったコン

プレッサーがあり、300bar と

700barの二つの水素を提供する。 
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 スタンド 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 手前が水素、真ん中がガス、奥がガソリン等        電気のスタンド 

 

 水素を利用する車両は、一週間に 4 台から 5 台。それでもミュンヘンに Linde という水素

の会社があるため多い方である。水素自動車はトヨタとヒュンダイだけが販売しており、ド

イツや欧州メーカーの車は無い。 

 電気自動車の利用頻度は、一日に 5 台から 6 台程度である。 

 電気のスタンドは、3 つのコンセントが付いており最大が 50kW、裏側が 150kW。80％に

する給電に 30 分かかる。電気自動車の第二段階では、350kW を目指す。テスラは自前のタ

ンクでは無料のため、このスタンドには来ない。費用は 80%までするのに 4 ユーロか 5 ユー

ロ。次世代の 350kW になると 7 分くらいでの給電が可能。電池は低温も、高温も、高速給電

も駄目なため、温度差の大きなこの地域には向いていない。また電気自動車の所有者は自分

の家で夜給電する人が多い。電気自動車は短距離の利用やセカンドカーが多い。ドイツのメ

ーカーは電気自動車で 400km 行けるようなものを出そうとしている。 
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 休憩施設 

  

 

 建屋施設は、バイエルンの厩や畜舎をイメージし、沢山の地元の木が使われている。 

 座るスタイルはいろいろあるため、6 つのタイプを用意。全ての部分が木造だが防火の要

件はすべて満たしている。 
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４）ケシングの森休憩施設（Köschinger Forst Ost） 

 
  Köschinger Forst Ost は乗用車 114 台、大型車 45 台、XXL 駐車場 35 台 

  レストラン、ショップを含む 

 

 トラックの駐車誘導システム(Truck Parking Guidance System A9, Info Terminal) 

トラックの駐車誘導システムは、A9 ミュンヘンからニュルンベルクの区間で 23 か所の大

型車休憩施設で運用されている。トラックの休憩施設が均等に利用されていないため、バラ

ンスを取るために、このシステムが作られた。 

駐車誘導システムが必要な理由は、トラックの量が非常に多く、休憩施設では夜間トラッ

クで一杯になるか、あるいはあふれている状態で、トラックが停まるスペースが無いため、

路肩に止めたり、あるいは出入り口に停めたりしており、事故に繋がったりしているからで

ある。このため、新しい休憩施設を作る必要があるが、そのためには最低でも 5 年から 10

年くらいかかる。そのため、テレマチックな手法で同様な効果を上げようということになる。 

この駐車誘導システムの目的は、大型車の運転手が、どのパーキングが空いており、どれ

が塞がっているかを知ることで、空いているパーキングに誘導させることである。 

ここでは、入と出の数を計測し、駐車場にどれだけの数が入っているかが分かる。 

駐車誘導システムが最初に運用されたのが 2014 年。だいたい全部の 80％が稼働している。

残っている 20％も 2019 年までに完成する。かかる費用が大体 6 百万ユーロである。 
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 車両検出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レーザーと床に埋め込まれたレーダーの二つのシステムが使われている。検出の要求レベ

ルは非常に高く、99.9％の精度となる。 

入口のセンサーで、上に見えるのがレーザースキャナーで車両の高さと幅、下に埋め込ま

れているのが車両の長さを測るレーダーシステム。この両方で非常に検出精度が上がる。ト

ラックはトラックとして検出され、カテゴリー分けされる。この上に二つカメラがあり、ナ

ンバープレートを認識し、このデータは評価のために使用される。 

同じものが出口にもついている。また、道路管理用の出入口にも管理用車両のための大型

車の検出装置が付いている。 

この機械は、オペレーションセンターのスタッフにより 10 日に一回のキャリブレーション

を行う。駐車マスの照明支柱にカメラが付いており、カメラの数値とセンサーの数値があっ

ているかによりキャリブレーションする。 

これにより 100％把握可能。また頻繁にオフィシャルな数値より多くの車両が駐車してい

るのを確認しているが、他の交通の障害にならない限り、ある程度の超過は認めている。 

キャリブレーションの方法は、朝に大型車が少なくなってから、見通しが良い状態で行う。

差が 2 台としたら、差分を引き抜くか追加するかする。10 日に一回マニュアルに従い実施。

また新しいシステムではキャリブレーション無しの物もある。誤差の出ないレーザーによる

方式のもの。このシステムの製作は Siemens ジーメンスにより行われた。 
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 情報ステーション 

 利用者は混雑状況を、インターネット、スマートホンアプリ等で確認。ラジオ、デジタル

ラジオは今開発中。これらの情報は国内のアクセスポイントに出されている。ピーク時に南

バイエルンの駐車枠が全部埋まってしまうことがあるということも日によってある。ただ、

常に同時にいっぱいになるわけでは無い。混み具合は、夏休みやクリスマスの季節以外はだ

いたい同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の情報ステーションで説明。休憩施設の状態をインターネットでも、スマートフォン

でも見られる。パークライトシステムのある場合が緑で、こによりは空いている数が分かる。

青は無いので空いているかどうかが分からない。いっぱいになると赤になる。このシステム

はバイエルンだけのものだが、2021 年から統一的な高速道路会社で管理することになってい

る。 

交通状況や工事個所も見ることができ、事故や事故処理の状態、ライブカメラもある。更

新は一分毎に行われる。 

 このようなシステムが将来的には全ての休憩施設に設置される。 
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５） ゲルベルゼー・ウェスト休憩施設（Gelbelsee West） 

 
  

   トラックパーキング検出のためのテストベッド 

Köschinger Forst Ost のシステムはジーメンスが作ったが、Gelbelsee West では、いろい

ろなメーカーが開発を行っている。 

大きく分けて二つの方式がある。一つはバランス式で、入ってくる車と出ていく車を検出

する方法。もう一つは、それぞれの駐車マスにセンサーを付けて検出する方法。 

最初のバランス方式は、複数のメーカーが行っており、最初は入口でのカメラでナンバー

の検出をして、フロントから見た状態で乗用車か大型車かを判断する方法。 

次のバランス方式は無線を両側から出して、車が通過すると無線が弱くなることで検出す

る方式。この方式で高さも見る。 

三つめのバランス方式がレーザーで外観を検出する方式。 

バランスシステムについては、高速道路局の方で仕様を決めている。 

また、イメージリコグニション(画像認識)という方式がトラックの検出に用いられている。

二つ目はレーザースキャナーで測定する方法がある。 

検知装置で、白と黒のマストの間に無線が飛んでいる。この間を通ったことを検知する。

これで同時に高さも検知する。 
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駐車マスで判断する方法は、同時に支柱の上からビデオ画像で検出している。ビデオ画像

解析により車がいるかどうかが分かる。センサー(路面上)は接着しているだけで、バッテリー

式のレーダーで検知する。 

高速道路局は試験サイトを提供し、またここでサンプリングしたデータは開発していると

ころがどこでも使える。ただし、公開 OK のデータだけ使わせるもので、それ以外は公開し

ていない。 

開発したいメーカーはこのマストも含めインフラを利用できる。衛星が二日に一度画像を

提供するため、これを利用した解析もする。 
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６） ユラ・ウェスト休憩施設（コンパクト・パーキング・システム） 

Jura West は、A3 号線の休憩施設で、Kompaktparken(コンパクトパーキング)と呼ばれる、

駐車方式を採用している。 

ドイツでは、ドライバーは最低一日 9 時間の連続した休憩が義務付けられている。1991 年

の東西ドイツ統合後、東西や南北の貨物輸送が急激に増大し、既に当時のレベルの倍の貨物

交通が通行するようになっている。休憩施設は拡幅や新設を行っているが、対応は後手に回

っている。 

貨物交通は今後さらに増大が予想され、大きな投資が無く、期間もかからない、コンパク

トパーキングあるいは Kolonnenparken(コラム式パーキング)と呼ばれる、駐車場利用方法が

試行されている。 

 

① Jura West の実験 

Jura West の大型車駐車枠は 66 台であったが、コンパクトパーキング方式を採用し、一列

に 3 台以上駐車可能とするスペースの利用で 50%増の 105 台が駐車できるようになった。 

このシステムは 2016 年の秋から運用している。最初はパーキングチケットを発行してい

たが、1 年後に廃止された。最初は監視人を置いており、ドライバーへの使い方の説明もし

ていた。その後うまく機能していることが確認され、この監視人も廃止した。 

 

②入口 

左の写真には、コンパクと

パーキングの利用方法のアニ

メーションが表示されている。 

右の写真は、折り畳み標示

板となっている。一般的な駐

車場と同じように使用する場

合はこの標示板が変わる。 
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③インフォメーションセンター 

これは昔のインフォメーションセンターであ

る。以前は、ここで利用方法の説明を行ってい

た。 

 

 

 

④駐車場 

電光表示板に出発時間が標示される。手前が短時間駐車の列で 15 分間隔、奥が長時間駐車

する列である。最大で 11 時間まで示される。標示は将来的に、休憩時間も含めた二列にする

予定。 

一つの列がいっぱいになると、レーザースキャナーによりいっぱいなったことが分かり、

次に、出ていく時間の同じものが別の列に表示される。 

設備の費用は 100 万ユーロ。内訳は、

この標示用の柱と梁で 40 万ユーロ。た

だし標示板は含まない。全部含めて、い

ろいろな技術部分を加えて 300 万ユー

ロかかっている。パイロットプロジェク

トなので、次回はもっと安くできると考

えている。取り締りは無く、警察や管理

会社が見ていることは無い。最初は必要

以上に長く居ないようにすることを目

的として、チケットを出していた。また長く居たら牽引することを考えていたが、現実には

そういうケースは無かった。 

間違って停めてしまうケースもあるが、そういう

場合でもたいていは少しバックすれば出られる。 

レーザースキャナーにより、何台止まっているか

検知する。 

また、ちゃんと前に詰めて駐車しないケースがあ

るため、1 番から 3 番まででこのように車両位置を

マーキングしている。 
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JURA WEST の時間帯による駐車状況 

14：00 空いている 

 

17：00 混みだす 

 

18：30 長時間駐車枠から埋まり出す 

 

19：30 ほぼ満杯となる 

 

23：30 停まれない車両が走路に並ぶ 

 

4：30 空き出す 

 

6：00 かなりはける。前が停まっている車両

も左右の空いているところから出発 

 

7：00 ほぼ空になる。 
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⑥ 他の箇所への展開 

コンパクトパーキングの対策は、投資は少額で済み、用地の追加買収が不要である。ドイ

ツは自然保護など手続きが煩雑で 10 年かかることもあるが、用地買収がないため、手続きは

不要であり、今後他へも展開することを検討している。 

一方、コラム式パーキングでは、休憩施設に入ったあとにマスにすぐ行かず、ターミナル

に向かい、指定マスのチケットを取り駐車する。 

この試験を行っているのは、A3 号 Montabaur 及び A93 号 Kiefersfelden の 2 箇所である。  

A3 号 Montabaur 及び A93 号 Kiefersfelden の位置図 

【関連記事】 

高速道路のサービスエリア：コンパクトな駐車場のおかげでより多くの駐車スペース 

https://www.kues-magazin.de/autobahn-raststaetten-mehr-stellplaetze-durch-kompaktparken/ 

 

A3号 
Montabaur 

A93号線Kiefer
sfelden 

A3号 
JURA West 

https://www.kues-magazin.de/autobahn-raststaetten-mehr-stellplaetze-durch-kompaktparken/
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Montabauer のコラム式駐車場 

 

Montabauer のコラム式駐

車場では、運転手が出発時間

を入力し、指定の駐車枠に入

る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-49 
 

【関連記事】 

Rheinland-Pfalz 州 Lkw-Kolonneparken Montabauer のサイト参照 

https://mwvlw.rlp.de/de/service/mediathek-bildergalerie/detail/?tx_rlpmediathek_album%5Bstoragepid%5

D=&tx_rlpmediathek_album%5Balbum%5D=548&tx_rlpmediathek_album%5Baction%5D=show&tx_rlpm

ediathek_album%5Bcontroller%5D=Album&cHash=0588a27800792969a8eea717b46842e2 

 

   

 

 

       

  

https://mwvlw.rlp.de/de/service/mediathek-bildergalerie/detail/?tx_rlpmediathek_album%5Bstoragepid%5
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７）高速道路管理事務所（AutobahnMeiserei） 

インテリジェント橋梁視察の前に、Nürnberg 地区の管理事務所に立ち寄った。周辺の景観

を壊さないような、伝統的な建物様式を採用している。日本の管理事務所とは違い、雪氷や

通常の維持作業のみを行う。作業機械が並んでいる。 
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８）インテリジェント橋梁（ニュルンベルグジャンクション）  

 ニュルンベルグジャンクションにあるインテリジェント橋梁の視察は、Tobias Baeumler

氏の案内を頂いた。 

 

① インテリジェント橋梁の設置 

- インテリジェント橋梁は、A3 号線と A9 号線の交差するジャンクション部に設置され

ている。 

- 旧橋梁は 1968 年に設置されたが、老朽化のため 2016 年に新設された。新設の際、多

数のセンサーを埋め込んでいる。 

- 定期的に橋梁の状態を鑑定している。 

- 建設費は 1500 万ユーロ（前後の道路も含めて） 

- モデル橋梁（試行を５年実施し、最終報告とする） 

② 測定準備 

- 通行止めを行い様々な車両のデータを得てキャリブレーションした 

- 加速度、車両台数、振動、車両重量、ジョイントにセンサーを設置し計測 

③ 測定内容と関係組織 

- 劣化の現状、耐用年数、負荷を常時測定（来年オンライン化） 

- また、3 つのグループが独立で、並行して実験を実施。3 つの大学と組織(リューベベ

ック大学、Bast、ワイマール大学)が共同で分析ネットワーク、データ解析等を担当し

ている。 

- 毎日ギガのデータが発生しているので、将来はオンラインにしたいと考えている。ま

たオープンデータ利用ができるようなアプリを作りたいとも考えている。 

- 本橋梁は PC 橋であり、床版、ケーブルの振動、き裂などを測定。 

- コンクリート温度、引っ張り、勾配、亀裂、伸びなどコンクリート床版内にセンサー

埋め込み計測 

- リアルタイムで確認しており、車軸間隔もわかる。 

④ 測定結果 

- 通常だと損傷が発生し目視し把握するが、異常な過重（波形）を示したら損傷がなく

ともわかる。 

- 大学でリアルタイムにデータ転送され確認できる。先日の見学の際にケーブルをコン

コン叩いたら、すぐに電話がかかってきた。 
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⑤ その他 

- センサーがあるが、義務付けられてる 6 年に 1 度の詳細点検、3 年に 1 度の通常点検

は実施。 

- 追加ケーブル用（強化用）にすでにケーブル用の孔がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

モジュラージョイント部での          振動計測等の装置の設置 

荷重等各センサーの設置 

 

 

 

 

 

 

 

操作パネル          リアルタイム振動計測結果の様子。 

データは各機関に接続されている。 

 

 

 

 

 

 

 

ひずみ計等の設置状況  



2-53 
 

２． ５ 連邦道路交通研究所（BASt）へのヒアリング 

（１）ミーティング出席者 

連邦道路交通研究所（BASt）のミーティングでは、同研究所が行っている各種施策に関す

るプレゼンテーション、日本側のプレゼンテーションおよび意見交換が行われた。訪問先の

出席者は以下の通りである。 

表2.5.1 ミーティング出席者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真2.5.1 ミーティング状況 

名前 所属 写真 

Dr. Guido Rosemann 広報担当 ― 

Dipl-Ing Jens Dierke 交通担当 コンパクトパー

キング担当 
― 

Dipl-Ing. Karen Scharnigg 交通担当 バイエルン他及

び3か国デジタルテストベ

ッド担当 

 

Dipl. Ing. Michael Rohloff 部長 ― 

Dr. –Ing Martin Friese 橋梁構造担当 ― 

Dipl.-Ing. Börge Wasser 舗装担当 ― 
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（２）コンパクトパーキングについて（Dipl-Ing Jens Dierke より説明） 

ドイツでは大型車の交通量が増え、休憩施設を増やしてはいるが、駐車スペースが不足し

ている。もっとインテリジェントな駐車スペースの増加方法の取組みが行われている。 

JURA WEST のコンパクトパーキングの方式は BASt で開発されたものである。これは大

型車を前後に詰めて駐車することで面積を有効に利用する方法である。運転手は出発時間を

選択し、駐車する時間に合わせて運転手はレーンを選択することができる。奥に行くほど、

長時間の駐車のレーンになる。 

駐車する時間の経過とともに、標示される時間も変わる。希望の時間帯のレーンがいっぱ

いになったら、その左の空いているスペースがその時間帯の標示に変わる。 

重要な点は、どのレーンがいっぱいになっているかを検知する手法で、列の埋まり具合が、

一台か半分か、完全に埋まっているかを判断する。 

JURA WEST は、昔は 60 台の駐車場だったものを改良し、35 列×3 台、105 台が駐車可

能となった。つまり間の通路のスペースが利用出来るようになり、このような情報板を設置

する構造物が作られ、テストが行われている。 

夜は、宿泊する人もおり、夜のための長時間駐車のスペースを確保しなくてはならない。

次の朝の出発時間のために並んでおり、だいたいこのように 105 台の大型車がいっぱいにな

っている。 

ホームページからコンパクトパーキングに関して、ドイツ語または英語の情報が得られる。 

これは試験を行っているときのビデオです。夕方になり少しずつ増え、完全に埋まる。前

の車の方が早い出発時間で入ったので、後ろが先に出ることはない。休憩時間が規定されて

いるため、みんなの休憩時間がだいたい同じになる。そして朝になってゆき、少しずつ出発

してゆく。前の車両が出て行かない場合でも、横が少し空いているので横から出るのが可能

となる。左から右に行くにつれ長時間となる。夜は長時間の駐車が増えるため、短時間の駐

車レーンは無くなる。 

JURA WEST の他の試行をしているところは、バイエルンの A93 号線の Kiefersfelden 

WEST であり、チケットを取り自分の駐車場所が指定される方式である。A3 号線の

Montabaur にもそういうタイプのものがある。この場合も列を詰めて駐車できるので有効に

スペースを利用できる。これも自分の希望する時間を入れて、列が決まる方式である。まだ

調査中なので、どちらが良いかの結論は出ていない。来年の春まで調査を行う。既存施設の

駐車枠を増やす方法としてはこれが一番良い方法であり、将来はもっと大きな施設が増えて

くるかもしれない。 
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（３）デジタルテストベッドについて（Dipl –Ing. Karen Scharnigg より説明） 

１）デジタルテストベッドの概要 

今回説明を頂いた Karen Scharnigg さんは A3 のテストベッドの担当であり、またドイツ

-フランス-ルクセンブルクのデジタルテストベッドプロジェクトを担当している。 

A3 号のデジタルテストベッドはドイツ交通及びデジタルインフラ省が 3 年前に決めたこ

とで、交通省、バイエルン州、自動車メーカー、デジタルコミュニケーション組織が一緒に

なって行う共同のプロジェクトである。このデジタルテストベッドには、ミュンヘンからニ

ュルンベルクまでの A9 号の延長 140 ㎞が選ばれた。 

ドライビング・イノベーションとして、研究室レベルの研究を実地に行うこと、そして国

民の間にこの結果を受け入れてもらうこと、将来のためのインフラのベースを作ることがこ

のテストベッドの目的である。 

 

 ２）BASt の取り組む分野 

テストベッドの取組みは、二つの分野に分けられている。一つは自動運転分野、一つはイ

ンテリジェントインフラ分野である。BASt ではこのインテリジェントインフラ分野を支援

している。 

 
 

３）基本設備 

① LTE 

特に自動運転を支援するインフラとして、LTE（第四世代モバイルラジオ接続）インフラ

の整備が行われている。これは LAN により接続する方式で、このヤードでその条件がそろ

っている。 
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② W-LAN、交通マネージメントシスム 

短期の交通規制の車線が閉鎖される場合、車々間または路車間の通信により、それを伝え

ることで工事個所の十分手前で情報が伝わるようになる。 

また、交通マネージメントシステムとして交通制御施設による交通運用を行うこと、路肩

利用の交通運用を可能とすることが挙げられる。 

③ MDM(モバイルデータマーケットプレース) 

MDM により、いろいろなデータをアップロードして、ダウンロードすることが可能とな

る。 

④ 高精度デジタル地図 

デジタル地図は、誤差 2 ㎝で作られており、ミュンヘン-ニュルンベルク間で、北方向 27km、

南方向25kmで導入されている。またこれは、MDMを通して入手できるとともに、OpenDrive

からも入手できる。また自動運転のため、自動車メーカーの開発の為に利用される。 

デジタル地図は政府、州政府の出費があり、個人の会社が作り、これを公開している。会

社の名前は 3DM という会社である。ドイツではこれができる会社はそれほど多くない。道

路に関係する部分だけ作成している。普通のナビではどのレーンにいるかまでははっきりわ

からないが、この地図ではガードレール内で、どのレーンにいるかも分かる。またレーンマ

ークもその意味も含め認識されている。 

⑤ CAD(Connected and Automated Driving) 

右下図に示す高精度デジタル地図区間が CAD の対象となる。CAD のためには、まっすぐ

な道路か、丘のようにまがっているか、周辺の参照地図もあるか、ジャンクションやインタ

ーチェンジはとか、その他の情報が

必要となる。その全部が含まれた区

間がおよそ 45km ある。これは全て

アウトバーンだが、どこかで違うア

ウトバーンに入り戻ってくる行程

となっている。自動運転の試験だが、

必ずドライバーがいる。重要なこと

は自動車が今どこにいるか（図中の

青点の間）を精度高く把握すること

である。 

 



2-57 
 

⑥ 自動運転のための道路側の設備 

ガードレール、レーンマーク、左右のリフレクター、特別な標識、将来はレーダー反射体

が設置される。また車内のレーダー装置がうまく反射するような反射体がある。横方向の位

置をとらえるという意味ではなく、縦断方向の位置を把握するものである。50m ごとに白黒

の誘導ポストがあり、これに反射させる。自動車工業会が要求していることは、最低 2 つの

センサーにより検知する方法である。 

ドイツの自動運転は第 3 段階までいっておらず、今のところは第 2 段階。このフィールド

はメーカーが自動運転を開発するために私たちがインフラで支援するもので、ドイツ全体が

そうなるには相当時間が必要だと考えている（＊南バイエルン道路局の説明では第三段階と

していた。）。 

特別な標識が道路の左右に置かれている。左と右は縦と横が違う。テスト用に開発された。

これが出口標示（signposting）の 500m 前に置かれていおり、2020 年まで使われる。自動

車工業会はこれで自由に試験を行うが、こちらへの報告義務は無い。 
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４）自動運転のプロジェクト 

以下に示すような、いろいろなプロジェクトがある。 

 

  Mobile Edge Computing“ (completed at the end of 2015) 

Testing LTE for CAD (Real-Time capable) 

  5G-Connected-Mobility“ (since the end of 2016) 

Installation and testing of a 5G test network (30 km section) using specific CAD 

applications 

  ConVeX“ Connected Vehicle (V2X) of Tomorrow (completed at the end of 2017) 

Mobile-based solutions and procedures for direct device-to-device communication and 

network-based 5G connections  

  Platooning-Projekt“ (completed in 2016) 

Test drives with regard to the „European Truck Platooning Challenge“ 

  EDDI“ Electronic Drawbar- Digital Innovation (since end of 2017) 

Testing a platoon prototype in the real logistics operation between Nuremberg and 

Munich 

  Innovative Radar Sensor on the Digital Test Bed“ 

Testing of innovative infrastructureside radar sensors for traffic flow Detection 

  KoRA9“ Cooperative radar sensors for the digital test bed (since 2017) 

Testing newly developed radar technology in interplay with cooperative vehicles 

  Providentia“ proactive video-based use of telecommunication technologies in 

innovative highway scenarios (since end of 2016) 

Exploring the situation-adapted provision of predictive information to the driver and 

the highly automated vehicle 
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５）インテリジェントインフラ 

12 のプロジェクトがあり、これにも BASt は参加している。インテリジェント橋梁の他、

工事個所通知システムや、旅行時間のシステム、逆走の通報システムもある。非常電話が使

えるようにするものもあり、大型車駐車場システムもある。冬期管理や、将来の SA もあり

ます。また、工事個所の前の車線減少も標示する。また渋滞の時のルート誘導のシステムも

ある。 

 

プレゼンテーションに記載のあった主なインテリジェントインフラの概要を以下に示す。 

① iRoute2 

交通データ収集のネットワーク化と拡大。A9 号テストベッド 140 ㎞全区間で事象の検知

と旅行時間を測定。検知装置としては、38 の Bluetooth-Scanner、18 のローカル交通データ

取得センサー、ナンバー読取のための 14 のセンサー、を使用。 

② テレマチック逆走警報 

テレマチックシステムによる逆走車の信頼できる検知。3 つの異なる手法の試験(ラジオ波、

レーダーと誘導ループの組合せ、トラッキングレーダー) 

a) ラジオ波による手法 

ラジオ波を遮断する時間差より進行方向を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

b) レーダーと誘導ループの組合せ 

誘導ループとレーダーの組み合わせによる検知 ⇒ 警報の発信 
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c) トラッキングレーダーによる方法 

 

 

③ インテリジェントトラック駐車ガイド 

トラック駐車場の利用の効率化による容量の最適な利用を

促進し、利用者が空いている駐車スペースを探しやすくする。

このために、休憩施設の入と出の数の正確な把握、駐車スペ

ースの正確な把握と利用者への情報提供。現在のところ、25

の駐車場のうち 18 が運用を行っている。 

 

 

 

 

 

④ スマートブリッジ(インテリジェントブリッ

ジ) 

構造物の包括的状態評価に関する情報の連続

提供ためのシステムの開発。早期の判定により、

維持管理や補修の時期を効果的に判断でき、費

用を削減できる。個々の影響や構造上の反応を

リアルタイムに得ることができる。衝撃解析シ

ステム、ジョイント及び支承センサー設置、ワイヤレスセンサー網。

現在、センサー、データ取得、測定技術、評価に関する研究プロジェ

クトが実施されている。さらに現在、ジョイント部を通過する交通デ

ータの測定技術に関する研究プロジェクトが進められている。 

 

Source: 
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⑦  車両重量計測箇所の安全発進 

BAG 車重計測の効率化のため、カメラ技術、LED 分岐標示、オペレーティングステーシ

ョンを用いた自動分岐手法の

開発と試験が行われている。

Sophienberg の PWC で、パイ

ロットプロジェクトを実施、国

内の他の4か所でも試験を実施

している。 

 

 

⑧ インターネットパーキング 

休憩施設屋内の Wi-Fi による、フリー高速インターネットアクセスである。。2018 年 2 月

16 日に 6 か所オープン。2019 年までに全部で 8 か所をインターネットアクセス可能とする。 

 

⑨ 未来の高速道路サービスエリア 

持続可能なエネルギーと他の革新的要素、例えば、駐車誘導システム、WLAN、電気、

水素ステーション、革新的な建築技術の試験を行っている。 
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６）デジタルテストベッドの今後の展開 

デジタルテストベッドのプロジェクトには、全国で 8 つの都市（Berlin, Brunswick, 

Dresden, Dusseldorf, Hamburg, Ingolstadt, Munich, Kassel）が参加している。 

 また、CAD プロジェクトの促進を図るため、ドイツ、フランス、ルクセンブルクの 3 カ国

間で、2017 年 9 月 15 日に調印が行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

デジタルテストベッドを 
支援する8つの都市 

参加国CAD試験を実施するルート 
（Merzig–Saarbrücken–Metz–Luxemburg） 
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（４）質疑応答 

   日本側プレゼンテーションに関する主な質疑は以下のとおり。 

 

Q:  舗装 TYPEI 型と II 型の違い、II 型が水を下まで通すタイプかどうかの確認 

⇒ 通しません。 

Q:  ペースメーカーライトについて：どのくらいの個所で試験して、効果はありました 

⇒ 3 か所くらいです。それぞれ率は変わっておりますが、通過する交通量は上がってお り

ます。渋滞からの捌け台数で平均で 5%、多いところでは 15%くらい上がっております。 

Q:  ハンブルクのエルベトンネルで、そのペースメーカーライトの話が出ましたが、まだ実

行しておらず、非常に関心があります。排水性については、現在こちらで透水性のコン

クリートを開発中であり、これについても関心があります。 

⇒ 今の話で、ハンブルクのトンネルで、光を流そうとしているのは渋滞対策ですか 

⇒  アイディアだけです。実際に効果があるかどうかはこちらでは分かりません。それに関

するもう少し詳しいデータがありましたら提供いただけますか？ 

⇒ 論文がありますので、日本語、英語のものがありますので、それを送ります。 
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（５）橋梁点検及び舗装点検 

１）道路構造物の非破壊方式による点検手法の開発（Martin Friese より説明） 

橋梁は国内で 12 万橋程度有り、1960 年代から増加、90％がコンクリート製。 

現在はマニュアル的（近接点検）な点検方法が主であり、4 つの点検規格を規定して、そ

れに準拠している。周期は 6 年毎の詳細点検と 3 年毎の簡易点検を実施している。評価は点

検結果をポイント化して、総合点から劣化の重要度を評価している。 

現在の点検は大変であり、将来を見据えドローンを使った点検手法も実験を行っている。 

 

２）路面測定車の概要（Borg Wasser より説明） 

- 時速 80 キロで路面の凹凸（縦横両方向）、グリップ、クラックを確認する点検車両 

- 13,000 キロのアウトバーンと 28,000 キロの国道を点検している 

- アウトバーンは 4 年間で全レーン、連邦道路は 2 年間で 1 レーンを測定 

- 点検に関する規則がある 

- 州が依頼した企業が測定している 

- バストは品質を確保する義務がある（以下、２点で確保） 

- 管理責任は州にあり、民間会社が実施 Bast は品質確保の責任がある 

- 測定機器の車検 

- ２千キロごとに２キロの抜き取り確認を実施し、計測に問題ないか確認する 

- 企業は１年間で３万キロの点検を実施 

 

① クラック確認車両 

- 凹凸およびひび割を 1 台で測定（価格 130 万ユーロ） 80 ㎞で走行し、3 ㎝ごとにカメ

ラで測定、目視により判別、AI の利用を検討中 

- 滑り抵抗を別の 1 台で実施（価格 30～50 万ユーロ） 高速 80 ㎞、連邦道路 60 ㎞で走

行し、測定 

- レーザー光線が１秒に 800 回転し凹凸を確認（８０キロで計測し３センチごとにに計測） 

- １ミリのクラックも検知可能 

- ただ、結果からの自動検出は難しく、人間が確認する必要がある（１時間で３～５キロ

の確認） 

- 路面が乾いている状況でのみ計測可能（雨、冬は NG） 

- ２台保有し、ドイツで作っているメーカーも少ない 
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② 滑り抵抗測定車両 

- 日本と同じ方法 

- ヨーロッパ各国で異なる 

- 進行方向から少し角度を着けて路面に試験タイヤを設置し摩擦を発生させて摩擦を確認

しグリップを確認 

- タイヤの磨耗を減らすため水を流して計測（５トンの水を搭載、５～６時間の計測が可

能） 

- 300～400 キロで試験タイヤも交換（磨耗で使えなくなる）タイヤは 300 ユーロくらい 

- 20 台くらい車両を保持し、補修後オープン前に走行 

- アウトバーン 80 キロ、国道 60 キロ、市内 40 キロで走行 

- 価格は 30～50 万ユーロ 
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２．６ 事前質問項目と回答 

本調査団の実施に際しては、事前に以下の質問項目を送付した。以下の回答は、主に VTRC

から得られたものである。なお、●は日本側からの質問、⇒は先方からの回答である。 

 

（１）交通管制・交通制御について 

1）渋滞対策 
  車線別可変速度標識（Stauwarnanlage 等）の運用方法は 

⇒ 基本的に速度標示を車線別に変える運用を行っていない。交通量、気象条件等により、

アルゴリズムにより自動的に速度標示を出す、あるいは、大型車追越規制を行う。 
  ランプメータリングの利用はあるか、ある場合、その運用方法は 

⇒ あまり実施されていない。 
 トンネルやｻｸﾞ等の単路部(車線数の変化しない箇所)のボトルネックに対して、有効な

渋滞対策は 
⇒ 日本のペースメーカーライトに興味を持っている様子である。サグの問題は認識して

いない。 
 日本の場合、交通量が増えると最初に追い越し車線側の交通分担割合が増え、それが

第一走行車線まで伝搬して渋滞となる。このため、車線間の交通量のアンバランスも

渋滞の原因の一つと考えている。ドイツでは、交通量が増えると、車線ごとの交通量

の割合はどのように変化し、それに対する対策は行っているのか。 
⇒ 大型車と普通乗用車との車線の区分がはっきりしており、車線ごとの交通量の変化が

原因の渋滞については認識していない。 
 下り坂で、車間距離が短くなることで、減速波(Shock wave)が生じ、渋滞原因の一つ

となっている。車間距離保持のための対策は実施しているか。 
⇒ 特に行っていない。 

 
 渋滞の発生状況（クリスマスや夏休みのような交通混雑時期は、どのくらいの延長・

時間の渋滞なのか？） 
⇒ 渋滞カレンダーにより、場所による混雑予想を周知。クリスマス、冬休み、復活祭、

聖霊降臨祭、夏休み、万聖節に渋滞が発生する。 
  年間や夏休みの全体や州ごと路線ごとの渋滞長や渋滞時間は報道されているが、個別

の渋滞長の情報提供は無いようである。通過時間はある。 
 年間の渋滞原因の内訳は(交通集中、事故、工事、その他等) 

⇒ 交通集中による渋滞が最も多いのは日本と同じであるが、日本の工事を原因とする3.
5％の渋滞が少なすぎると言われている。いただいた冊子では20~30％が工事による渋

滞である。別の資料によれば交通集中40％、工事30％、事故が25％としている。 
  *https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrsstau#cite_note-2 

 渋滞の定義は？（ネクスコ東日本の一般な定義は速度４０ｋｍ/ｈ以下、延長１ｋｍ以

上、継続１５分以上） 
⇒ 渋滞の定義は無いとのことであったが、渋滞（Stau）と停滞(Stockenderverkehr)が

あり、少なくとも1分間10km/h未満で渋滞、10~30km/hで停滞としている。 
 渋滞を評価する指標は？（ネクスコ東日本では渋滞損失時間：どれだけの車両が渋滞

により通常よりも余計な時間を要したか：単位 台 hr） 
⇒ 渋滞の時間と渋滞の総延長を、路線ごとに評価しているようである。日本のような評

価方法は見られない。 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrsstau#cite_note-2
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 日本の場合、過去 3 か年の渋滞図を重ね合せ、直近の交通動向やイベント等の実施を

加味し、渋滞を予測して、公開している。ドイツでは渋滞予測を行っているか、また

その手法は 
⇒ 渋滞カレンダーとして広報している。ADAC等 

 渋滞対策として、混雑日等の料金の割り増しを実施しているか。またその効果は。(ド
イツでは休日の大型車通行規制等もあり、一概に言えないが) 

⇒ 環境に与える影響による大型車課金の差別化は行っているが、混雑日等の割り増しは

特に行っていないのではないか 
2）交通管制・制御マニュアル、情報提供マニュアル 等 

 交通管制の運用方針、交通情報提供の運用方針、について、定まったものはあるか。

またその方針はどのようにして実行されるか(マニュアル等) 
3）経路選択 

 高速道路の経路選択を支援する情報として有効な方法は。 標識による経路誘導や旅

行時間標示による経路選択が考えられるが。 
⇒ 標識による経路誘導は昔から行われている。管轄については不明であるが、交通管理

者の了解を得たうえで道路管理者が運用しているのではないか。 
4）‘Project iRoute について 

 旅行時間計算及び障害把握について、情報の質の評価、経済的組合せの決定方法等、

詳細な内容を教えてください。 
⇒ 正確な旅行時間把握、ODへの利用のために、通常の断面計測の他に、FCDやナンバ

ー読取装置の利用が行われている。 
 また ASM+Bluetooth による質の向上とありますが、どのようなものでしょうか。 

5）路肩運用 
 動的路肩運用はどういう条件の時に実施されるのか。 

⇒ 交通量、気象条件によるアルゴリズムにより判断し、運用される。非常時はオペレー

タが運用する。 
 路肩の交通運用の場合の具体的な問題点は 

⇒ 停止車両があった場合、直ぐに路肩運用を停止している。これはカメラの監視等によ

り判断している。 
 路肩運用を実施していない場合の、路肩走行抑止方法は 

⇒ 運用時は緑の⇒と速度標示があり、運用停止時は赤い×印が出る。また、運用時は車

線利用標示が出ているが、停止時はこれが消えている。 
6）交通データ取得方法 

 交通データ取得方法は、どのようなものを使用しているか（トラカン、プローブデー

タ等） 
⇒ 従来のものに加え、FCD およびナンバー読取装置がある。 

7）非常電話の利用拡大 
 デジタルテストベッドの資料に非常電話の拡大利用の項目があった。非常電話の拡大

利用について具体的な試験内容を教えてほしい。 
⇒ 実質あまり運用されていないようである。どのような運用を今後行うのか、機会を見

てさらにヒアリングを行う。 
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（２）交通安全 

1）逆走対策について 
 ドイツでの逆走の状況について、内訳、原因について教えてほしい 

⇒ 別途資料がある。 日本と同様高齢者が多いようである。 
 逆走についての具体的な対策は  

⇒ テストベッドで3つの方式の試験実施、本線車両に対する強制介入放送、インターや休

憩施設の逆走チェックリストの作成 
 逆走した人、逆走が発生した際の順走車 それぞれに対しての行動方針（停止するな

ど）は決まっているのでしょうか。 
2）高速道路への人・自転車の立ち入り 

 高速道路への人や自転車の立ち入りについての実態及び対策を教えてください 

3）逆走や立ち入り以外 

 高速道路における新たな安全対策について（逆走対策や，可変速度規制等以外） 

（３）ITS 

1）自動運転およびコネクティッドカー 
 高速道路に関連した自動運転車両の活用に向けたビジョン 

⇒ あくまで自動車業界や通信業界が行う試験の場所を提供するだけであり、インフラ側

での施設提供にとどまる。 
 自動運転車両の増加に対応した交通運用，安全対策 
 自動運転の実現に対しインフラで準備すべき事項は、特に道路管理者サイドが考慮す

べき事項について 
⇒ 高精度デジタルマップ、高レベル通信環境、自動運転対応標識設置、を限定した区間

で実施している。 
 自動運転のための基本設備として、高輝度レーンマークや高速モバイル通信等を挙げ

ていますが、各設備について機能・構成・目的等、詳細に教えてほしい。 
 日本では、レーンマークが薄い、導流レーンマークなどが自動運転時に道路状況を把

握するうえで支障となるといわれている。ただ、どのような条件でも自動運転が可能

なことを目指すため（非ガラパゴス化）、インフラ側で特段の対応は行っていない。

ドイツでの土木的なインフラ対応のあり方について教えてほしい。 
⇒ 基本は同じと考えられるが、レーンマーク、ガードレール、ポストによる車両位置把

握にインフラ側でも協力している。 
 A9 号線テストフィールドの経過を読むと通信システムが 4G から 4.5G へアップグレ

ードしており 更に 5G の試験も実施しているようだが、5G 通信システムは既に確立

しているのでしょうか？ 
⇒ あくまでも限定的に実施しているようで、５Gまではいらないと考えているようであ

る。 
 5G ほど伝送容量でなければ自動運転の実現は不可能なのでしょうか？ 
 また車両 1 台 1 台との通信は常時接続が必要となるのでしょうか？ 

2）交通制御についての V2V、V2I の利用 
 高速道路における V2V(vehicle to vehicle)，V2I(vehicle to infra)は交通管制にどのよ

うに活用されているか 
⇒ Car2X プロジェクトにより、試行が行われている。現状では、FCD によるデータ利用

が進められている。 
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3）システムについて 
 自動運転や路車間通信において、システム全般において、二重化等で機能停止を防い

でいるセンサ類があるようでしたら、どのようなものを対象としているか教えてほし

い。 
 インフラ側及び車載側の装置が故障した場合、復旧方法ではなく、復旧までの対応は

どのように想定していますか。（ex.故障は割り切って機能停止し、その旨を広報する） 
4）モバイルラジオネットワーク 

  日本の場合､プローブ情報などのアップリンクデータは「ETC2.0(ITSスポット)」 D
SRCにて取得している。 

  A9のプロジェクトの中では､「モバイルラジオネットワーク」で、車両からのアップ

リンクデータを取得と読める。 
 「モバイルラジオネットワーク」とは、どのようなもので、どんなアップリンク情報

を収集(取得)できるのか？ 
⇒ 交通状況、気象、事故、工事、車線規制、迂回情報等 

 自動走行を実現するための 5G 試験網は、どの程度の間隔でモバイルラジオインフラ

は設置すれば構築可能であるか教えてほしい。 
  通信に関するプロジェクトはLTEベースラジオ局の設置､LTE-V(4.5G)での車車間通

信の実現など、全般的に「モバイル通信網」の拡大に力をいれていると思慮される。 
 フィールドテストでは、具体的にどんなことをしているのか？ 

5）レーダセンサ技術について 
 従来の交通状況把握手段と、77GHz、120GHz レーダセンサの、精度及び投資コスト

を教えてほしい。 
 Infineon レーダーチップを絡めたレーダセンサ技術の仕組みを教えてほしい。 
 Infineon レーダーチップの調達コストを教えてほしい。 

（４）休憩施設について 

1）コンパクトパーキングについて 
 パーキングチケットを受け取る目的は、出発時間を確認するためだけでしょうか。 

⇒ パーキングチケットは現在使用していない。ただし、別の方式コラム式ではレーン別

標示が無いため、チケットを切っていると考えられる。 
 大型車を対象とした実験と思われるが、普通車にも適用できるか検討した知見があれ

ば教えてほしい。 
⇒ 普通車を対象としては考えていない。 

 導入後の運転手からの評判はいかがでしょうか。 
 利用者トラブルの有無や、罰則の規定は 

⇒ トラブルは殆ど起こっていない。 
2）情報提供 

 駐車場及び休憩サービス施設について、情報提供メディア(高速道路情報板、休憩施設

内情報装置、ナビゲーション、インターネット等)と、情報提供主体、及び、情報提供

内容を教えてください。 
⇒ BayernInfo による駐車場情報提供で、正確で効率的な駐車場利用を進めている。ネッ

ト等による情報提供の他、情報ステーションによる対応も行っている。 



2-70 
 

２．７ 注目すべき点と日本の高速道路への示唆 

 

今回の視察において得られた，ドイツの高速道路や交通環境に関する所感と，日本の高速道路

に対する提言を，以下に項目ごとに取りまとめる． 

  実証実験の実施形態 

今回訪問・視察した A9 号デジタルテストベッドにおいては，行政，自動車メーカー，通信を中

心とした IT 等メーカーの３者が共同で運営・参加し，自動運転・交通ネットワークの実証実験を

行っている．今回の実証実験では，自動運転技術の開発に加え，インテリジェントパーキング，

インテリジェント橋梁など，将来の道路交通インフラを実現するための様々な取り組みを同じフ

ィールドで実施しているところが大きな特徴といえる．このように一つの路線や地域を指定して，

様々な取り組みを集中してオープンな形態で行う方法は，集中して必要な設備投資ができる点，

オープンに様々な団体が関与できる仕組みが技術革新及び実務的導入の加速化に寄与する点など

でも有利である．が，それ以上に，対外的，特に国際的なアピールやプレゼンス向上という点か

らも，大変わかりやすい形態である．渉外対応の体制ができていないと所管する道路管理者等の

負担対応が増大するが，重点化して要員を確保しておけば，合理化，効率化できる強みがある． 

実施している内容そのものは，日本で実施されている自動運転の実証実験などの取り組みに対

して大きく進んでいるとは思われない．しかし，日本の高速道路においても，対外的なプレゼン

ス向上という観点から，路線を指定して集中してオープンな形態で行う方法を検討することも一

考の余地があると考えられる． 

  車線別の運用，動的な路肩運用 

交通運用の範囲内では，車線別に標示内容が示されており、車線ごとにコントロールされる意

識がなされている。また運用方法が利用者にも徹底されているように見受けられる． 

これは，そもそも車線利用のルールが適正化されていることが非常に大きいと考えられる．す

なわち，キープライト（日本のキープレフト）の厳密な遵守，追い越しルールの厳格な運用，大

型車の通行帯の適正化，などである． 

動的な路肩運用については、合理的にしっかり運用されている。どこでも許容しているわけで

はなく，路肩運用をする場所については路肩のハード整備をしっかり行っている．併せて，事故

など異常事象発生時には緊急車両が通行できるような車両への規制もしっかり行われている．こ

れは，上記の車線別の運用により，車線毎の車種が均一化する方向に働いていることにより可能

となっている点に着目すべきである．  
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  工事時の運用 

ドイツにおいては，道路の老朽化などに対する対応のため，多くの高速道路において道路断面

の幅員減少を伴う改修工事等が実施されていた．しかし，その場合でも，車線数はしっかり確保

されている．車線幅員が減少することになっても車線数を確保するほうが，交通容量上のメリッ

トが大きい，ということの認識を持っていることがうかがえる．仮設で車線運用を行う場合も，

現在の白車線をそのままに黄色（オレンジ色）の車線で仮の車線を設定しているが，これは非常

に意図が分かりやすく，大変すばらしいやり方であった．日本で実施するためには道路交通法や

標識標示令の改訂も伴うため困難であるが，このような柔軟な発想による合理的な交通規制のあ

り方は，参考とすべきである． 

  パーキングの運用 

 パーキングの駐車場以外のサービスは（調査団で訪問した範囲内では）非常にシンプルかつ基

本的な設備で構成されている印象であった．パーキングのアメニティやアミューズメントとして

の充実度は日本の方がはるかに高いように見受けられた． 

興味深いところでは，パーキングに酒類が販売されていた．ドイツでも飲酒運転は禁止である

ので，同乗者やバス乗客などに供するためのもので，運転者が飲酒することを想定しているわけ

ではないだろう．ただ，あくまでも飲酒運転は運転者個人の責任で律すべきものであり，パーキ

ングでの販売禁止でコントロールすべきものではない，という個人の責任に対する基本的な考え

方が表れているように感じられた． 

  コンパクトパーキング 

今回視察に行った主たる施設の一つである，A3 号の JURA WEST のコンパクトパーキングは，発

想としては容易に考えられるが，縦列駐車後列の車両が前列の車両が出発しない限り出発できな

いという致命的な弱点があるため，即座に却下されそうなアイデアと思われる．しかしながら，

柔軟性の高い効果的な運用ができているように見受けられる．大型車運転手に対する労働安全上

の規制と経済的合理性が，コンパクトパーキングでの大型車の動きを同質化させる方向に動き，

コンパクトパーキングを成立させる要因となっていると思われる．また，駐車する大型車がかな

り大きく，かつ規格が均質化しているように見られる点も，コンパクトパーキングが有効に活用

される要因と思われる．日本では，大型貨物車両の大きさにばらつきが多く，台数ベースでは小

さめの車両の割合が多いなど，交通条件も日本とドイツでは大きく異なる．この点で，日本で同

様の手法を実現させるのはまだハードルが高いであろう．ただ，このように運用上課題が多々あ

りそうでも，より合理的で効果の高い施策を選択する方向性は，十分に見習うべきである． 
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  合理性を好む国民性と交通運用のあり方 

 ドイツ人は，律儀で合理性を好む国民性といわれるが，道路交通に関してもそれらが随所に現

れているように感じられた．例えば，今回の視察箇所では，動的な路肩運用，工事中の車線規制

のあり方，コンパクトパーキングの実験的導入などが挙げられる．また，法定速度が設定されて

おらず，一定の条件を満たした高速道路ではどのような速度でも走行できるというのも，合理的

な考え方であるといえる．これは，車線利用の合理的なルールとのセットで安全性を担保してい

ると考えられる．その他，一般道路においては，信号灯器位置が停止線の近傍にある（near 配置）．

これは，停止線と信号が対応しているので近傍にあるのが合理的であること，他の信号灯器を見

せないことにより，予測運転をさせず，柔軟な現示設定を可能とするなどの合理性がある．また，

無信号単路部に簡易な交通島を設けた２段階横断も随所に見られた．これも，横断需要が多いと

ころでの安全性を確保するという合理性による． 

以上の運用は，いずれも合理的に考えると有用性が高いが，一方では課題も多い．日本では，

できるだけ課題を顕在化させない方向の対応をする傾向があり，上記の運用はいずれも実現が困

難なものが多いと思われる．このような対応は，日本人の国民性に起因する部分も多いと思われ

るが，道路管理者・交通管理者などの姿勢に起因するところも大である．これからの時代，スピ

ード感のある変化も重要であり，合理的な施策や運用を柔軟に導入していく方向性が求められる． 

（首都大学東京大学院 都市環境科学研究科 都市基盤環境学域 教授 小根山 裕之） 
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附属資料  
（資料 1）未来に向けて バイエルン道路交通マネージメントフレームプラン 2025 

     バイエルン 住宅、建設、交通省 

（資料 2）自動走行に関するドイツ連邦デジタルテストフィールドプロジェクト一覧 

（資料 3）ドイツにおける自動運転レベル 3 に対応した道路交通法の改正 
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自動走行に関するドイツ連邦デジタルテストフィールドプロジェクト一覧 
2018/06/08 

2018 年の 2 月時点で、以下の 14 のプロジェクトがある。 
A9 München – Nürnberg, Deutschland-Frankreich-Luxemburg (ドイツ-フランス-ルクセン

ブ ル ク ), Berlin (SAFARI Projekt), Berlin-Charlottenburg, Braunschweig, Dresden, 
Düsseldorf, Hamburg, Ingolstadt, Kassel, Merzig, Frankfurt am Main, Braunschweig- 
Hannover-Göttingen, Karlsruhe 
 
その中でも、重要とされるのは、A9 号プロジェクトであり、これに加え Braunschweig のプ

ロジェクトについて以下に示す。 
また、ドイツ-フランス-ルクセンブルクの 3 国間でのプロジェクトが協定締結され、自動運転

を中心としたテストが行われるよう準備が進められている。 
 
 
1. A9 号線テストフィールド 

行政(バイエルン州)、自動車メーカー、通信を中心とした IT 等メーカー、の３者が、共同

して運営している。2015 年 9 月 4 日から開始され、知的道路交通インフラと自動運転・

交通ネットワークの実証実験を実施している。 
プロジェクトと参加企業 内容 
Mobile Edge Computing                                                           
Deutsche Telekom AG, Nokia, 
Continental Fraunhofer ESK 

モバイルエッジコンピューティングによるモバイル通信網の

拡大と二つのアプリケーション例によるデモンストレーショ

ン。(2015 年 9 月 11 日実施)：リアルタイムブレーキアシスト、

追越アシストをインフラのアシスト無しで行う。またプロジェ

クトの中で、区間内の高速道での LTE ベースラジオ局がモバ

イルエッジコンピューティングプロジェクトのために IT サー

バーを運用している。 
Platooning-Projekt  
MAN Truck & Bus AG 

プラトーンプロトタイプの実証試験はテストフィールドで

2016 年 4 月 2 日から始まり、2016 年 4 月初旬のオランダロッ

テルダムに向けてのオランダ政府の欧州トラックプラトーン

チャレンジ2016の準備が行われた；この中でMAN及びDB(ド
イツ鉄道)Schenker のプロジェクトが準備された。プラトーン

での通信は車車間のみ。インフラの変更は不要である。 
LTE-V(車の標準は LTE)による

車車間通信フィールドテスト 
Deutsche Telekom AG, BMW 
AG, Toyota Motor Europe 
S.A., VW/Audi AG und 
Huawei Technologies GmbH 

商業化前の V2X モバイル技術のフィールドテスト；既存

LTE(4G)アップグレードにより、Ingolstadt の A9 号沿いのベ

ー ス ス テ ー シ ョ ン か ら 、 kp.439.9(Denkendorf) と

kp.472.7(Langenbruck)で、LTE-V(4.5G)での車車間通信が可

能となっている(2016 年 5 月/6 月)。ドイツテレコムの運用によ

る 4 つのベースステーションは、４G から 4.5G へのアップグ

レードを行っている。 
5G-Connected-Mobility 
Ericsson GmbH, BMW AG, 
Deutsche Bahn AG, Telefónica 
Deutschland Holding AG, 
Vodafone GmbH, Deutsche 
Telekom AG, 5G Lab 
Germany an der TU Dresden, 
Bundesanstalt für 
Straßen-wesen, 
Bundesnetzagentur 

Nürnberg-Feucht IC から Greding IC 間の約 30km の 5G
試験網を設置し、自動、ネットワーク走行への具体的適用を行

っている；交通情報通信の新しい方式や交通コントロールの製

造者間調整など。ネットワークはテストフィールドの複数の個

所からなる。モバイルラジオインフラ(ラジオ支柱含む)の配置

が行われる(北バイエルン高速道路局、ドイツ鉄道、テレフォ

ニカドイツ、ドイツテレコム(DFMG))、光ファイバーネットワ

ーク(北バイエルン高速道路局、ドイツ鉄道)、必要に応じ指向

性ラジオ、ネットワークは 5G 試験への拡大を行う。 
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革新的レーダーセンサー技術 
Siemens AG und Infineon 
Technologies AG 

交通状況把握へのレーダセンサー技術の適用。交通検知、停止

検知への新たな 77GHz、120GHz レーダーセンサーの適用。

Infineon レーダーチップの適用。 
Providentia – 革新的高速道路

シナリオに基づく、テレコミュ

ニケーション技術の積極的ビ

デオベース利用 
fortiss GmbH, BMW AG, 
Cognition Factory GmbH, 
Elektrobit Automotive GmbH, 
IPG Automotive GmbH, 
Rhode & Schwarz GmbH & 
Co. KG 

区間の包括的状況を与える。－高度自動走行での自動車自体の

状況、－状況に応じた、昼夜間での、環境状況の悪化でも、道

路交通自動走行やネットワーク化の研究の枠内で、連邦交通省

の要請に基づき行われるプロジェクト。・„Real-time digital 
twin“ (環境のデジタルイメージ化•インフラセンサー(カメラ、

レーダー) によるデータ収集やモバイルラジオネットワーク

による車両からのデータ提供• インフラによるコンピュータ

によるデータ加工情報• 走行している車両または運転手から

の前方視野の明確化•センサーを備えた既存インフラからの情

報の活用•新規のセンサー設置と通信装置の設置 
ConVeX – Connected Vehicle 
(V2X) of Tomorrow 
Qualcomm CDMA 
Technologies GmbH, Ericsson 
GmbH, Audi AG, SWARCO 
Traffic Systems GmbH, TU 
Kaiserslautern 

モバイルラジオベースによる装置間通信のための解決策及び

ネットワーク支援 5G 通信の集合。デジタルテストフィールド

Nürnberg-Feucht 、Greding 、並びに Rosenheim 市街；道

路交通自動走行やネットワーク化の研究の枠内で、連邦交通省

の要請に基づき行われる。  Ericsson による 5G モバイルラ

ジオ試験ネットワークを適用。• 路側 ITS ステーションを開発

• 路側 ITS ステーションの数および設置位置はまだ未確定• 
実証試験のための適用仕様の選択• 適用ケースに合致した路

側 ITS ステーションの数と配置• 2017 年に終了予定 
EDDI 
電子牽引(追従走行)のデジタル

革新 
DB Schenker AG, Hochschule 
Fresenius gemeinnützige 
GmbH, MAN Truck & Bus AG 

ニュルンベルクミュンヘン間実証ロジスティックのプラトー

ンプロトタイプの試験；DB Schenker のロジスティックシス

テムの実際の運行から応用に用いる運行方法を定める。プロジ

ェクトは、自動走行ネットワークプログラムの連邦交通省の予

算を一部適用している。「工事個所警報」機能に対しては、

WLANp の工事個所トレーラーの使用が必要となる。この技術

は、Hessen の ITS コリドールで試験が行われており、A9 号

テストフィールドにも適用される。 
 
2. ブラウンシュバイク-ハノーファープロジェクト 
プロジェクトと参加企業 内容 
デジタルノッド 4.0 
DLR e.V., TU Braunschweig, 
VW AG, AVL Software and 
Functions GmbH, NORDSYS 
GmbH, Oecon Products & 
Services GmbH, OFFIS e.V., 
TRANSVER GmbH 

交通断面(交差)のデジタル手法による解決策の開発；道路交通

自動走行やネットワーク化の研究の枠内で、連邦交通省の要請

に基づき行われる。AIM 参照区間：路車間通信のための路側

ITS ステーション(信号データの移動)、ブルーツースによる非

運転手の検知センサー、装置を有さない車両を対象とした可変

標示可能。AIM 研究交差点、交差点での車両、非運転手の検知

センサー 
RAMONA 
公共交通の自動運転コンセプ

トの実用化 
DLR e.V., Senatsverwaltung 
für Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz Berlin, BVG, 
VDV, TU München, 
Hochschule Esslingen 

近距離公共交通のフレキシブル高度自動化モビリティと車両

コンセプトの開発を目的とする。周辺状況、安全性の確保、交

通状況、利用者アクセス、利用潜在性、フレームワーク状況。

連邦交通省予算支援事業。BraunschweigとBerlin両市で実施。 
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第３章 米国バージニア州舗装技術動向調査 

３．１ 調査概要 

バージニア州のバージニア州交通局及びバージニア工科大学は、テキサス州交通局と並ぶ、北

米での舗装研究の中心であり、舗装長寿命化、舗装点検、舗装施工の効率化を中心とした先進的

な取組みが行われている。 

最近の取組みとして、バージニア工科大学では、バージニア州交通局とともに、スマートロー

ドと呼ばれる、延長3kmを超えるクローズドな試験走路において、舗装、交通、標識、照明等の

様々な試験を行っている。 

今回の調査では、特にバージニア州における舗装構造および舗装表層に関する長寿命化の取組

み、限られた予算を有効に利用することを目標とした点検から施工までの包括的な舗装戦略を中

心に調査を行った。 

本調査団は、10名で構成され、2018年9月23日（日）から29日（土）までの間で、バージニア

州交通研究協議会（VTRC）、バージニア州交通局（VDOT）およびバージニア工科大学交通研究

所（VTTI）を訪問し、現地調査および意見交換を実施した。 

次ページ以降に、本調査の調査概要、調査参加者および調査行程を示す。 
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表3.1.1 調査概要 

訪問先 
機関 

1) バージニア運輸研究所 
Virginia Transportation Research Council (VTRC) 
http://vtrc.virginiadot.org/ 
2) バージニア州交通局 
Virginia Department of Transportation (VDOT) 
http://www.virginiadot.org/default.asp 
3）バージニア工科大学 
Virginia Polytechnic Institute and State University(Virginia Tech) 
https://vt.edu/ 

訪問先 
住所 

1) 530 Edgemont Rd, Charlottesville, VA 22903 
2) 6200 Elko Tract Rd, Sandston, VA 23150 
3) Blacksburg, VA 24061 

訪問先 
窓口 

1) Kevin Mcghee 
2) Robert Crandol 
3) Samer Katicha 

& Gerardo Flintsch, Professor, Virginia Tech 

訪問先 
概要 

・今回訪問するバージニア州のバージニア交通局及びバージニア工科大学は、テキサ

ス州交通局と並ぶ、北米での舗装研究の中心であり、舗装長寿命化、舗装点検、舗

装施工の効率化、を中心とした先進的な取組みが行われている。 
・最近の取組みとして、バージニア工科大学では、バージニア交通局と共に、スマー

トロードと呼ばれる延長3㎞を超えるクローズドな試験走路において、舗装、交通、

標識、照明等の様々な試験を行っている。 
・本調査団では、特に舗装構造および舗装表層に関する長寿命化の取組み、限られた

予算を有効に利用することを目途とした点検から施工までの包括的な舗装戦略を中

心に調査を行う。 

主な調査

項目 

・舗装点検データを活用した効率的な舗装保全、舗装長寿命化への取組み 
・舗装点検技術（舗装データ収集技術、長寿命化に関する舗装試験技術、舗装点検技

術者の育成） 

地 図 

 

Washington DC 

VDOT 

Virginia Tech 

VTRC 

http://vtrc.virginiadot.org/
http://www.virginiadot.org/default.asp
https://vt.edu/
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表3.1.2 調査参加者 
 

氏 名 所属・役職 

1 加納 陽輔 
Yousuke KANO  

日本大学 
生産工学部工学部土木工学科 土質・道路工学研究室 
准教授 

2 佐藤 正和 
Masakazu SATO 

東日本高速道路㈱ 
関東支社 技術部 
上席舗装指導役 

3 遠藤 佳紀 
Yoshinori ENDO 

東日本高速道路㈱ 
管理事業本部 保全部 保全課 
係長 

4 高橋  和也 
Kazuya TAKAHASHI 

東日本高速道路㈱ 
建設・技術本部 技術・環境部 環境課 兼 技術企画課 
係長 

5 岩崎 信治 
Shinji IWASAKI 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 
取締役 
技術本部長 

6 紺野 義仁 
Yoshisato KONNO 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 
企画本部 企画部 
上席専門役 

7 野田 徹児 
Tetsuji NODA 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 
土木事業本部 土木調査設計部 道路技術課 
課長 

8 鈴木 勝律 
Katsunori SUZUKI 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 
高崎保全計画センター 道路性状調査課 
課長代理 

9 北爪 史彦 
Fumihiko KITADUME 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 
土木事業本部 土木調査設計部 舗装技術課 
係長 

10 皆川 聡一 
Soichi MINAKAWA 

公益財団法人高速道路調査会 
研究第一部・研究第二部 
主幹 

11 吉永 まなぶ 
Manabu YOSHINAGA 

 
通訳者（英語－日本語） 
 

 
 
 
 
 
 



3-4 
 

表3.1.3 調査行程 

日付 時間 行程 宿泊地 車 通訳 

9/23 
(日) 

 
14:00 
17:00 
16:45 
18:25 
19:57 

 移動 

- 成田空港集合 

- 成田発(UA078 便) 

- ニューアーク着 

- ニューアーク発 

- リッチモンド着 

リッチ

モンド 
空港

送迎 
― 

9/24 
(月) 

8:00- 
10:00 

 移動 
 - リッチモンドからシャーロッツビルへ 

リッチ

モンド 
1日 1日 

 
10:00- 

12:00 
 

13:30- 
16:00 

 ミーティング 
- バージニア運輸研究所（VTRC） 
（シャーロッツビル） 

 ミーティング&施設内見学 
- バージニア運輸研究所 

16:00- 
17:30 

 移動 
-シャーロッツビルからリッチモンドへ 

9/25 
(火) 

 
9:00- 
12:00 

 ミーティング 
- バージニア州交通局（VDOT） 
（リッチモンド） 

ブラッ

クスバ

ーグ 
1日 半日 

13:30- 
17:00 

 移動 
- リッチモンドからブラックスバーグへ 

9/26 
(水) 

9:00- 
12:00 

 ミーティング 
- バージニア工科大学（Virginia Tech） 
（ブラックスバーグ） 

ブラッ

クスバ

ーグ 
1日 1日 

13:30- 
17:00 

 現地視察 
 - バージニア工科大学近隣 

9/27 
(木) 

終日 
 高速道路視察・移動 
- ブラックスバーグからワシントンDCへ 

ワシン

トンDC 
1日 ― 

9/28 
(金) 

 
12:35 

 移動 
- ワシントンDC発（UA803便） 

機内泊 
空港

送迎 
― 

9/29 
(土) 

15:25 - 成田着 ― ― ― 

凡例 

UA:ユナイテッド航空 
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３．２ 訪問地概要 

バージニア州は、アメリカ合衆国東部、大西洋岸の南部に位置する州（コモンウェルス）であ

る。2010年国勢調査による人口は8,001,024人だった。アメリカ合衆国50州の中で、陸地面積では

第35位、人口では第12位である。州都はリッチモンド市、人口最大都市はバージニアビーチ市で

ある。 

バージニア州の気候は南部と東部に行くと、より暖かく湿度が高くなる傾向にある。1月の平均

最高気温は26°F (-3 ℃)、7月の平均最高気温は86°F (30 ℃)と変化している。東部と南東部海

岸地域には大西洋が強い影響を与えている。メキシコ湾流の影響を受けて、海岸部にはハリケー

ンが襲来することがあり、特にチェサピーク湾口は顕著である。  

バージニア州は技術労働者の集中度では50州の中で最大であり、その数ではカリフォルニア州、

テキサス州、ニューヨーク州に次いで第4位である。2006年にはコンピュータチップの輸出額が州

内最大となり、それまで多かった石炭とタバコの輸出額を組み合わせたものを超えた。北バージ

ニアはかつて酪製品の産地と考えられたが、現在は特にダレス技術回廊でソフトウェア、通信技

術、防衛産業に変わっている。 

（出典）ウィキペディア https://ja.wikipedia.org/wiki/バージニア州 

 
図3.2.1 バージニア州の位置 （出典）http://www.nizm.co.jp/glossary_i/vana.html 

https://ja.wikipedia.org/wiki/
http://www.nizm.co.jp/glossary_i/vana.html
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３．３ バージニア州の舗装技術動向に関する調査結果のサマリー 

（１） 再生材利用を中心とした舗装施工について(主に VTRC のヒアリングに基づく) 

１）再生材利用と舗装試験について 

バージニア州の再生材利用については、1970 年代の石油ショックにより開始された。当初は

表層及びバインダーについて 40~45％までの混合が見られたが、その後のミックスデザインの

改良によりメリットが少なくなったこと、またスーパーペイブの設計方法の導入がなされたこ

とによって 97 年には 20％まで減少した。その後、再生材の比率が上がってきており、路盤ま

で含めた舗装全体では純粋なヴァージンミックスは 2014 年時点で 3%に過ぎない。 

今後は、再生材料の比率を高めることで所定の性能を得ることが難しくなる点を考慮し、舗

装の規定を仕様規定から性能規定に移行させる方針である。 

再生材に関する二つのプロジェクトとは、この①性能規定による混合物の配合設計、と②高

い再生材(RAP)比率への挑戦、である。高い再生材比率とは 40%以上を目標としている。 

再生材のストックについては、主に使用の多い都市部でのストックヤードが主流である。ス

トックヤードでは、改質アスファルトも、通常の密粒舗装も混在しており、この条件下での再

生が行われる。 

排水性舗装の再生については、バージニアでの冬期管理の関係からそもそも排水性舗装の利

用が少ないため、問題とはなっていない。 

VTRC で行っている舗装試験について下に述べる。 

舗装試験方法 内容 

アスファルト舗装分析装置 

(Asphalt Pavement 

Analyzer) 

アスファルト舗装に連続載荷することで轍を発生させる試験。

64℃8000 回のサイクルでの轍深さを測定。評価は轍深さ≦

8.0mm  

カンタブロ試験 

(Cantabro Test) 

アスファルト試料の擦減り量の測定、試験室作成試料のみの試

験。 

評価は、体積ロス≦7.2%以下 

IDEAL-CT 試験 

 

現在開発中の試験装置で、舗装のクラックを推定する。負荷と

変位の曲線を算出することでどういうクラックが出るかを推定

できる。 

評価は CTindex≧70 

製造試験 VDOT の一ロットが 4000t。サンプルの作成はベンダーが行い

試験をするが、VDOT も抜き取り試験を行う。 
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アスファルト舗装分析装置      IDEAL-CT 試験装置 

 

これ以外に、VTEC に APT 加速舗装試験シミュレータを設置している。VTEC の試験ヤー

ドは延長 300 フィート、6 レーンあり、シミュレータを移動させながらの試験を行っている。

2 レーンずつ、cold 再生舗装の変状、アスファルト舗装のテクスチャーを変えたものの変状、

ジョイントコンクリート舗装の上に SMA を施工したもののリフレクションクラック状況の試

験、を実施している。 

 
APT については今後、ポリマー含有率の高い舗装、細粒型の結合剤の入った舗装の試験を行

ってゆく。 

また、リサイクル率の高いオーバーレイ、薄層サーフェシング、リフレクションクラック研

究、結合剤の改良の調査を行ってゆく。 
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２）Cold 再生舗装について 

現場での Cold 再生舗装については、以下の３つの技術の試行を行っている。 

 FDR(Full Depth Reclamation) 全層再生(subgrade(路床)より上層全てを再生) 

 Cold 現場再生：上層(表層、基層部) 

 Cold プラント再生(CCPR)(表層、基層部) 

これにより、ヴァージン材の使用削減、温室効果ガス排出削減、費用削減が得られる。 

FDR の上層には SMA を施工する。 

以下に例として試験舗装の再生材の比率を示す。 

 
この舗装では全体で 80％が再生材となる。 

 

３）舗装設計について 

舗装設計については、現在は AASHTO の開発した ME Design( MEPDG(機械的経験的)舗装

設計) のソフトを使用している。入力内容としては、その土地の気候、交通量、材料、設計方法

の選択、等の項目があり、設計結果からどういった変状が生じるかが判定される。これを適正

な値が出るまで繰返し計算を行うことで、設計者が最も適切と考える舗装設計が可能となる。

また変状の値を閾値（例えば轍

深さ）と比較し、閾値を超えた場

合は、閾値に収まるまで繰返し

計算を行う。 

この設計ソフトは、全米 14 州  

で導入済みであり、バージニア

でも今年から導入している。 
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４）舗装の保全方法としてのチップシール等の対策について 

舗装の対応については、舗装状態の Good から、Fair、Poor、Failed の 4 段階について、

Preservation（保全）、Resurfacing（表層再生）、Major Rehabilitation（大規模補修）、

Reconstruction（作り替え）、の各対応が行われる。チップシールやサーフェイスシールは、こ

の初期段階に施工することにより、大きく舗装寿命を延ばすことのできる技術である。 

特にチップシールは、一番コストに対する効果が高い。この方法は、emersion を敷いた上か

ら骨材を散布し、上から転圧する。効果としては、マクロテクスチャーの改善によるグリップ

力の確保の他に、舗装寿命を 5 年ほど延ばすことが可能であるとしている。2015 年の例では舗

装寿命を 5 年ほど延ばすとしていたが、現在はさらに伸びて 7 年から 17 年伸びるとしている。 
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５）その他、舗装施工について 

VDOT は舗設にあたって、リミックス機能のある材料輸送車両(MTV)を用いるよう要請して

いる。 

MTV は Material Transfer Vehicle のことで、アスコン運搬車両(Truck)からの材料を直接フ

ィニッシャー(Paver)に投入するのではなく、MTV を介することで、材料温度の不均一の解消、

安定した舗設が可能としている。 

 

 
 

また、VDOT はポットホール補修用のロボットを試行している。ロボットは、3D プリンター

機能を有するもので、舗装表面の補修に効果を挙げているとしている。 
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（２）舗装評価方法について(主に VDOT ヒアリング内容に基づく) 

１）舗装点検の概要 

バージニア州交通局(VDOT)の管理する道路は、全米 3 位の 12,8000 車線マイルある。 

舗装の状態データは、連続的にデジタル画像を取得し、自動的にクラックを検知できる、

車載型装置を用い、取得される。車載装置により、ラフネス及びわだちの両方のデータが同

時取得される。取得されたデータは、自動的にクラック検知装置に掛けられ、クラックが検

出される。その他の変状、例えばパッチング、ブリージング、はがれ等については、さらに

画像解析が必要となる。上記の手法により、年間、全てのインターステート及び一級道路、

二級道路のおよそ 20%のデータが取得される。 

このような変状は、VDOT の変状特定マニュアルにより解釈され、加工され、あらかじめ

定められたフォーマットにより集約される。取得されたデータは、品質管理、品質保証の観

点で、およそ 5%についてチェックが行われる。インターステートと一級道路のデータは、前

年のデータとの比較が行われ、大きな違いがある場合は、詳細な調査が行われる。 

個々の変状については、二種類の指標がある。荷重起因変状(LDR: Load related Distress 

Rating)と、非荷重起因変状(NDR: Non-load related Distress Rating)の 2 つであり、LDR は

疲労クラック、パッチング、わだち等、NDR は、横断クラック、縦断クラック、縦断ジョイ

ント分離、ブリージング等の舗装表面や骨材の風化や構造的欠陥によるものである。 

LDR、NDR の双方の指標は、0 から 100 までの指標であらわし、100 が目視上、変状の無

い状態を指す。第 3 番目の指標が、判定状態指標(CCI：Critical Condition Index)で、LDR

と NDR の低い方の値とする。LDR と NDR の指標は、アスファルトコンクリート舗装にの

み適用される。 

コンクリート舗装については、ジョイントコンクリート舗装(jointed concrete pavement)

と連続鉄筋コンクリート舗装(continuously reinforced concrete pavement)があり、ジョイン

トコンクリート舗装にはスラブ変状評価(SDR: Slab Distress Rating)が、連続鉄筋コンクリ

ート舗装にはコンクリートパンチアウト評価(CPR: Concrete Punchout Rating)とコンクリ

ート変状評価(CDR: Concrete Distress Rating)が用いられる。しかし、これらについても CCI

と同様の評価が行われる。 
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CCI は、点数により、下表の 5 段階に分類され、60 点を下回った場合(Poor, Very Poor)、

欠陥あり(deficient)とされ、補修あるいは改良のための更なる評価が行われる。 

表 1 舗装状態と CCI 

舗装状態 指標(CCI) 

Excellent 90 以上 

Good 70-89 

Fair 60-69 

Poor 50-59 

Very Poor 49 以下 

 

舗装ラフネスは、舗装表面の状態を表現する指標であり、乗り心地に影響を与える。舗装

ラフネスは、車線マイルごとに評価される。 

舗装ラフネスあるいは乗り心地は、国際ラフネス指標(IRI: international Roughness 

Index)で与える。IRI は、測定車により、ビデオ画像とともに収集される。IRI の評価は、下

表のように与える。 

表 2 舗装乗り心地と CCI 

 

インターステート及び一級道路では 140 以上で、二級道路では 220 以上で、乗り心地で欠

陥があるとされる。 

 

州のインターステートの舗装状態目標値は Fair 以上が 82％、同様にインターステートの

乗り心地目標値は Fair 以上が 85％である。現状は、インターステートの舗装状態のおよそ

90％、乗り心地の 95％がこれを満足している。 

乗り心地 IRI 評価 (inch/mile) 

インターステート、一級道路 二級道路 

Excellent 60 未満 95 未満 

Good 60-99 95-169 

Fair 100-139 170-219 

Poor 140-199 220-279 

Very Poor 200 以上 280 以上 
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これらのデータは以下の様々な用途に使用される。 

① ニーズに基づく予算管理：二年ごとの保全予算及び作業計画の策定のため。それぞれの

変状の数量と程度、並びにCCIが、状態調査データから非制限決定ツリー(unconstrained 

decision tree)に入力される。それ以外の交通や、構造、補修履歴、が入力され、管理に

使用される。 

② 予防保全、表面処理のための計画： 

③ 舗装パフォーマンス報告：舗装に関する二つの報告が義務付けられている。一つは、年

次アセット状態報告(annual asset condition report)、もう一つは、州道路の運用及び補

修のアセットマネージメント実践に関するもの。これらのデータは、車上点検の追跡調

査にも使用され、連邦輸送委員会(CTB: Commonwealth Transportation Board)に報告

される。 

④ 連邦 HPMS 報告：舗装状態データは、VDOT の道路パフォーマンスモニターシステム

(Highway Performance Monitoring System)に含まれ、FHWA に提出される。この報告

書は、バージニアの連邦予算分担に基づく。 

 

２）CCI の決定方法 

変状の区分 

 荷重に関する変状：LDR で評価 

 アリゲータクラック、剥離、パッチング、ポットホール、わだち 

 荷重に関係しない変状：NDR で評価 

 ブリージング、ブロッククラック、線クラック、リフレクションクラック、 

 舗装の評価：CCI で評価 (上記の LDR と NDR の低い方) 

 

変状の程度と範囲から LDL または NDL の算定（アリゲータクラックを参考にして） 

 変状の程度による変状レベルの算定 
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 変状レベル 1 

・ ホィールパス内の一重のシール又はシールの無い縦断クラック、又は、剥落の無い、繋

がっていないか、つながりの少ないクラック範囲 

 

 変状レベル 2 

・ 典型的なアリゲータパターンのあるつながったクラックエリア；僅かな剥落がある。 

 
 変状レベル 3 

・ 典型的なアリゲータパターンのある、中程度から厳しい剥落クラックがある。 
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 計測方法（平方フィート） 

左右のホィールパスのみを考慮、変状レベルごとに影響エリアを計測（平方フィート）。

与えられたエリアで一つの変状レベルを選択する。同じエリア内で異なる変状レベルがあ

る場合、最も高いレベルとする。アリゲータクラックの幅は、実際の幅とするが、最低幅は

全ての変状レベルに対し、1 フィートとする。アリゲータクラックは、区間の変状レベルご

とに、平方フィートで報告する。 

 

３）変状範囲から低減数の算定 

舗装から、アリゲータクラックの密度(%)を算定する。 

下図より、変状レベルの 1 から 3 に対応した低減数を求める。ここで、横軸：クラック

密度、縦軸：低減数である。 

完全な状態 100 から低減数を引いた数字が、(この場合)LDL となる。 

 

同様な計算を他の変状についても行う。：変状が二つ以上重なる場合は、対応する換算表

を用いる。 

LDL と NDL より CCI を、0.1 マイル単位で求める。 
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４）舗装メンテナンス手法(保全手法)の初期手法の決定方法 

 保全手法の区分 

保全手法としては、以下のような 5 種類がある。 
対応カテゴリー 対応内容 

(DN) 
対応無し N/A 

 (PM) 

予防保全 

1. 小規模パッチング(舗装面の 5%未満、表面パッチング；深さ 2 イン

チ) 

2.クラックシーリング 

3. 薄層処理(チップシール、スラリーシール、ラテックス、薄層アスコ

ン（THMACO）、ノバチップ、等) 

(CM) 

矯正補修 

1. 中程度パッチング(舗装面の 10%未満、部分パッチング；深さ 6 イン

チ) 

2.部分パッチング(舗装面の 10%未満；深さ 4-6 インチ)及び表面処理 

3. 部分パッチング(舗装面の 10%未満；深さ 4-6 インチ)及び薄層(2 イン

チ以下)アスファルトオーバーレイ 

4. 2 インチ以下の切削と 2 インチ以下のアスコンオーバーレイ 

(RM) 

修復補修 

1. 重度のパッチング(舗装面の 20%未満；全層パッチング;深さ 12 イン

チ) 

2. 4 インチ以下の切削と 4 インチ以下のアスコンオーバーレイ置き換

え 

3. 全層パッチング(舗装面の 20%未満；全層パッチング;深さ 9-12 イン

チ)と 4 インチアスコンオーバーレイ 

4.現地常温再生 

 (RC) 

改良/作り替

え 

1. 切削、破砕、シート及び 9-12 インチアスコンオーバーレイ 

2.作り替え 

3.全層回収/作り替え 

 

 舗装モデルと決定マトリックス 

その区間に適合した推奨対応の決定のために以下の決定マトリックスを使用する。舗装

断面が一つの変状により評価される場合は、以下のマトリックスが使用される。 

下記に、アリゲータクラックとわだちの決定マトリックスの例を示す。 
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アリゲータクラックの決定マトリックス 

Alligator Cracking アリゲータクラック 

Frequency 頻度 R O F 

Severity 厳しさ       

NS DN DN PM 

S DN PM CM 

VS CM CM RM 

＊ R は僅か、O は少量、F は頻繁 を示す。また N は厳しくない、S は厳しい、VS は非常

に厳しいことを示す。 

 わだちの決定マトリックス 

Rutting わだち 

Frequency 頻度 N <10% >10% 

Severity 厳しさ       

< 0.5" DN DN CM 

> 0.5" DN CM RM 

＊ わだち深さが、0.5 インチの上下で保全手法が変わっている。 

 

上記のアリゲータクラックと轍が両方組み合わさる場合は、以下の決定マトリックスを用

いる。 

 アリゲータクラックとわだちの組合せの決定マトリックス 

  Alligator Cracking アリゲータクラック 

Frequency 頻度 R O F 

Severity 厳しさ NS S VS NS S VS NS S VS 

R
ut

tin
g
わ

だ
ち

 

< 
10

%
 N DN DN CM DN PM CM PM CM RM 

< .5" DN DN CM DN PM CM PM CM RM 

> .5" CM CM CM CM CM RM CM RM RM 

>1
0%

 N DN DN CM DN PM CM PM CM RM 

< .5" CM CM CM CM CM CM CM RM RM 

> .5" RM RM RM RM RM RM RM RC RC 

＊ 青字は、組み合わさることで、一ランク保全対応レベルが上がったものを示す。 
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 CCI と初期保全手法の決定 

上記の手法でも保全手法を決定可能であるが、CCI との関係で保全手法を決定できる。 

対応レベルは以下のように、道路種別により異なる。 

インタース

テート 

CCI が 89 を超える場合、対応カテゴリーは常に DN. 

CCI が 84 を超える場合、対応カテゴリーは常に、DN または PM. 

CCI が 60 を下回る場合、対応カテゴリーは最低でも CM, 即ち, CM, RM or RC. 

CCI が 49 を下回る場合、対応カテゴリーは最低でも RM, 即ち RM or RC 

CCI が 37 を下回る場合、対応カテゴリーは常に RC. 

一級道路 CCI が 89 を超える場合、対応カテゴリーは常に DN. 

CCI が 79 を超える場合、対応カテゴリーは常に、DN または PM. 

CCI が 60 を下回る場合、対応カテゴリーは最低でも CM, 即ち, CM, RM or RC. 

CCI が 41 を下回る場合、対応カテゴリーは最低でも RM, 即ち, RM or RC 

CCI が 26 を下回る場合、対応カテゴリーは常に RC. 

 

 費用の算定 

対応する保全作業の地区ごとカテゴリーごとに、1 レーンマイルあたりの費用が算出され

ている。 
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５）最終の保全手法の決定 

舗装メンテナンスについては、下図のような二つのフェイズに分けたプロセスで決定される。 

 最初のフェイズは、最初に区間の補修ニーズと関連費用を決定するための舗装状態

指標とともに、舗装変状データが決定マトリックスの形で用いられる。 

 二番目のフェイズでは、一番目のフェイズの決定事項を、交通、舗装構造、補修履

歴情報を用い高度化させる。 

 

インターステートと一級道路アスファルトコンクリート舗装ニーズ評価のための二つのフェイズアプローチ  

 

これまで述べた、保全手法の算出は、変状のみから算出されたもので、初期処置を選択したも

のである。これを高度化することで、最終処置を決定する。 

 

 M&R 対応のための決定ツリーの高度化 

以下の内容は、上図における第二ステップの判定方法で、CCI を基に判定された、

DN,PM,CM,RM,RC の各段階から、構造、交通、前回の舗装打替えからの年数の 3 つの要

素により、最終的な対応を判定する手法である。 

高度化は、現在の変状マトリックスの拡大として行われる。ここで追加される情報は、舗

装構造状態、交通及び年齢を含み、変状決定マトリックスから、M&R 推奨対応を修正するた

めに考察される。 

また、各段階のフローチャートの流れを決定する値はトリガー値で表現される。 

以下にインターステート等の例を予防保全のフローチャートを例として述べる。 
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Interstate Highway (BIT/BOC/BOJ) 

 

 

Figure 3. Augmented Decision Tree for IS (BIT/BOC/BOJ) with “Preventive 

Maintenance” 

図 3 予防保全のインターステート(BIT/BOC/BOJ)の決定ツリー 

 

 Trigger Values 
Age 

(years) 
New Old 

 6 > 6 

FWD 
(BIT: SN & MR 

BOC/BOJ: AREA & k) 
 

Level 2 (Strong) Level 1 
SN  6 & MR  10,000 psi 

or 
AREA  32 in.  & k  175 

pci 

Otherwise 

Traffic 
(AADTT) 

Level 1 Level 2 Level 3 
< 1500 [1500, 5000] > 5000 

 

PM 
(現在の決定マトリック

スとCCIフィルターに

基づく推奨) 

最終表層際施工からの

経過年はトリガー値を

超えているか 

構造状態？ 
（FWD試

験からの推

奨） 
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PM は予防保全を表し、当初の舗装表面からの判定状況から判定された保全対応レベルを示し

ている。これが、経過年、FWD の値等から推定した構造状態、交通量により、各トリガー値で区

分され、DN(何もしない)、から RM(修復補修)まで、対応が変化している。 

FWD については、一度インターステートのほとんどを調べたとしているが、その後継続して行

うことは出来ていない。TSD のような実用的な調査手法が確立するまでは、点検者の経験等に裏

付けられた構造の推定に頼らざるを得ない。 

 

＊ 以下、コンクリート舗装、一級道路、二級道路についても同様なツリーがあり、これに基

づき、最終底な対応方法を決定する。 
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（３）舗装研究について(主に VTEC ヒアリング内容に基づく) 

VTEC の VTTI(バージニア工科大学運輸研究所)の CSTI(持続可能な運輸インフラセンター)

では、前出した APT も含め、さまざまな研究が行われている。研究内容について説明するとも

に、VTEC が有するスマートロード、APT、TSD、SCRIM について概説する。 

 

１）CSTI の研究内容 

CSTI の舗装研究内容について以下に示す。 

研究項目 内容 

スマートロード VDOT と VTRC の出資により、建設時から様々な計器を入れてい

る。トラックの荷重の計測、舗装の圧力、たわみ、水分量などもモ

ニターできる。この区間を用い、MEPDG(機械的経験的舗装設計手

法)に関する研究も行われた。 

APT(加速舗装試験シ

ミュレータ) 

VDOT を支援するため、3 か年以上の検討を実施している。舗装の

建設から管理まで、様々な研究項目を出し実験を実施している。現

在は、コンクリート舗装にアスファルトオーバーレイ箇所のリフレ

クションクラック、スーパーペイブのジャイレーションを変化させ

た時の舗装挙動を調査している。 

舗装表層特性コンソー

シアム 

舗装表面のテクスチャー、摩擦、乗り心地、騒音についての研究を、

他 5 州及び連邦道路局と実施。 

Rodeos 装置比較 複数の同じ目的の設備を集め、季節ごとの影響、新しい評価技術の

適用の可否、ハイフリクションの評価、国際的フリクションインデ

ックスの検討、継続的なフリクションの計測を行っている。また舗

装表面摩擦と騒音に関する研究、速度とフリクションの関係、製品

使用の場合の効果の研究、が行われている。 

Splash and Spray FHWA から受けた調査。モデルを開発し、水しぶきと視界の関係

を求めた。トラック背面の模様のみえ方を比較し評価した。さらに、

実際のドライバーへのインタビューも行っている。 

Anti-Icing Surface 

冬期管理 

冬期管理の融雪剤の滑りに対する効果を評価したものだが、現在は

凍結防止剤の使用と変わっている。 

Quiet Pavement 低騒音舗装の導入、バージニア州議会の要請で行った。車両の脇に

設置されたサウンドインテンシティ装置で騒音を測定した。 
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舗装摩擦管理プログラ

ムパイロットデモ 

舗装の摩擦に関する、各種データ、事故、交通量、フリクション、

線形についてモンゴメリー郡で実施。フリクションマネジメントの

支援を目的とし、第一フェイズが完了し、現在は第二フェイズに入

っている。SCRIM による測定の要請があり、SCRIM を導入して

いる。その他、ラフネスの計測も行っている。また、インテリジェ

ントタイヤの試行も行っている。 

ハイドロプレーニング 道路上の水による車両挙動についての検討 

持続可能な舗装の国際

パートナーシップ 

持続可能性の評価、革新方法、情報の発信方法について。複数の特

性についての多面的な評価 

RAP 再生材の利用 RAP の含有を高めるための研究、 

その他 LCA、リサイクル手法、TSD、非破壊試験、ネットワークレベルで

の最適化、アセットマネージメントに関する研究 

 

２）スマートロードツアー 

運輸研究所から始まる約 2 マイル【3.2 ㎞】の試験走路。複数の異なる摩擦やテクスチャー

を有する舗装を試験設置している。舗装はアスファルトセクション、コンクリートセクショ

ン、連続鉄筋セクションがある。アスファルトセクションはスーパーペイブ、SMA、オープ

ングレード舗装がある。また人工天候装置により、雨、霧、雪(外気温が 0℃以下の時)を作る

ことが可能である。 
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人工気象装置の状況 

 
舗装試験施工の状況 

 
スマートロード橋梁内部には各種センサー等が入っている 
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３）TSD について 

舗装の機能評価については主に表層の変状を把握することで実施できるが、舗装の構造評

価については FWD 等による試験が必要となる。FWD は交通規制が必要であり、実施に時間

がかかる。 

TSD は、舗装の構造評価を交通規制等を行

わないで実施できる手法として検討されてい

る。 

TSD は、もともと SHRP のプロジェクト

であり、9 州が集まり資金をプールした。ま

たバージニア独自のプロジェクトもある。

TSD はトレーラーに設備を載せ、ドップラー

センサーによりタイヤによるたわみを計測す

る。レーザーは 6 本あり、100,200,300,600,900,1500mm 位置を測定する。 
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TSD の結果を用い、以下のような図示ができる。緑、黄色、赤の順に悪くなっている。 

 

 

I81 号では、0.2 マイルごとの FWD との比較を行っている。 

 

FWD と TSD の値は単位が違うためほぼ同じ位置になるよう合わせているが、傾向はほぼ一

致している。TSD は 20mm ごとのデータ取得が可能であるが、走行速度、周波数により値が変

わってくる点に注意が必要となる。 

右の部分は、再生材を使った舗装改良を行った部分になる。この部分についても TSD と FWD

の同調が確認された。 
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以下に、この部分を拡大したものを示す。 

 

 

比較の結果、再生材を用いた舗装改良部分も含め、TSD と FWD との同調が確認された。ま

た、機能的な状態との比較も行ったが、差異が出ている。 

FWD は現在のところ、構造的な評価を行う唯一の手法であるが、時間がかかるため、ネット

ワークレベルでの測定ができない。このため、TSD には大きな期待が寄せられている。 

また、FWD と TSD でのキャリブレーション方法について、一貫した方法が無いため、仕様

を決めることができない。しかし、スクリーニングとしての使用が可能であり、弱点を究明で

きれば、集中的に FWD を行うことが可能であり、将来的には、もっと精度が良くなれば、PMS

に統合できると考えている。また、将来的に、TSD の値からアスファルトの厚みに対する荷重

回数による損傷発生の関係が導かれると考えており、PMS への適用が考えられる。 
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４）SCRIM について 

舗装の滑り抵抗については、従来の計測器では、ネットワークレベルでの測定が難しいこと、

事故の起きやすいと考えられる曲線部での計測ができないなどの問題があった。 

継続的なフリクションテストをネットワークレベルで実施する為の装置として SCRIM が導

入されている。 

 
 

SCRIM はマクロテクスチャーを測定でき、GPS 等の車載装置、ビデオが付いている。水の

容量が大きく、連続して 150~200 マイル走行できる。 

 

角度をつけて測定する。タイヤは溝有、溝無しの両方がある。リブ付は水はけが良くミクロ

レベルの計測がしやすい。リブ無しの場合マクロレベルでの計測がしやすい。バージニアでは

ロックして計測を行っているが、州によりそれぞれ方針が異なる。一般的に溝有を使用するこ

とが多い。 
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従来型のロックホィールは計測が 0.1 マイルごとに対し、SCRIM は連続的な測定が可能であ

るため、見逃しが出てくる。下図は、計測の比較の例であるが、曲線部での値が低い個所が見

逃されている。 

 

 

SCRIM では同時にマクロテクスチャーを測定することが可能である。下図は、マクロテクス

チャーの測定値の上がったところを示しており、危険性の吸収の可能性がある。 
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３．４ バージニア州交通研究協議会（VTRC）へのヒアリング 

（１）ミーティング出席者 

バージニア州交通研究協議会（Virginia Transportation Research Council, VTRC）では、

VTRC が現在行っている舗装の研究内容に関するプレゼンテーション、日本側のプレゼンテ

ーションおよび意見交換が行われた。訪問先の出席者は以下の通りである。 

 

表3.4.1 ミーティング出席者 

 

名前 所属 写真 

Catherine C. 

McGhee, P.E. 

Director of Research  

Virginia Transportation Research Council 

 

Kevin K. 

McGhee, P.E 

Associate Director for Pavements 

Virginia Transportation Research Council 

 
Ilker Boz Research Scientist 

Virginia Transportation Research Council 

 

Brian K. 

Diefenderfer 

Associate Principal Research Scientist 

Virginia Transportation Research Council 

 

Stacey D. 

Diefenderfer 

Senior Research Scientist 

Virginia Transportation Research Council 

 

M. Shabbir 

Hossain 

Associate Principal Research Scientist 

Virginia Transportation Research Council 

 

Harikrishnan 

Nair 

Senior Research Scientist 

Virginia Transportation Research Council 
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写真3.4.1 ミーティング状況 

 

（２） VTRC の概要（Ms. Catherine C. McGhee から説明） 

VTRC は、VDOT の研究部門として、DOT の応用研究や、技術支援を担当している。本  

日は、皆様が舗装に関心があるということで、舗装をテーマとした説明を行うが、本機関は、

それ以外に交通の運用、環境、経済、構造や材料についても研究を行っている。 

本機関は、基礎研究はほとんど行わず、すぐ実用に供される研究を行う。例えば、DOT

が仕様をすぐ変更できるよう、現場の標準的作業に対応した応用的なものを対象としている

。 

VTRCのメンバーはVDOTの職員だが、VTRCの敷地は、バージニア大学の中にある。ま

たバージニア工科大学（VTEC）とも協力して研究している他、ジョージメイソン大学等の

他の大学とも協力関係にある。 

年間予算は、1300万から1500万ドルで、その多くは州および連邦から出ており、その他

補助金による収入も得ている。研究は常に投資効果を計算しており、昨年は7000万ドルの

効果で、費用対効果の点で高い成果を上げている。 

研究プログラムの決定方法は、諮問委員会が行う。委員会はDOTのメンバーからなり、

年に2回行い、プライオリティが決定される。また、2年間の進捗状況もわかり、プログラム

のスムーズな導入が可能である。 

 



3-32 
 

（３）再生材とパフォーマンスミックス（Ms. Stacey D. Diefenderfer から説明） 

RAP(再生材)とパフォーマンスミックスについて説明する。 

RAP(再生材)の利用は、主に都市部のストックパイルを利用する。地方部では、ストックパ

イルが少ないため、RAP は行われない。 

地方部では、リサイクル材を粉砕するプラントが少ないためであり、都市部で行われる。 

 

1）RAP の開発経緯 

これが RAP の歴史的経緯を示すもので、70 年代に石油ショックによりコスト増となり、

再生材を使用する方向に舵が切られ、その時は 40~45％まで再生材が混合された。 

その後、ミックスデザインの改良により、経済的にもメリットが少なくなったため、混合

割合が減少した。また、スーパーペイ

ブの設計方法が導入され、スーパーペ

イブが再生材を使用する仕様ではな

いため、このときは 20％まで減少し

た。 

現在は、これを上げてゆこうという

考えに変わってきている。 

 

2）RAP の配合 

これが現在使用されている配合である。原則としてバインダー材を変えずに配合している。

76/22 とあるのは、ポリマーモディファイのもので、ポリマー材を使用している。 

次が RAP バインダーの含有量の仕様を示している。 

業界に対しては、このようなドライミックスチャーが 0.4％以上入らないよう指導してい

る。ドライミクスチャーとは、液化したアスファルトがうまく混合していない状態を示し、

このように早期の割れや劣化の原因となる。罰則と言っても、罰金というわけではなく、仕

様に合わない場合は、私たちが受け

取らないということだ。 

2014 年のバージニアの数字では、

ヴァージンミックスは 3％しかない。

これが、2006、2007 ころまでさかの

ぼると 40％くらいまであった。変わ

ってきていることが分かる。 
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3）RAP に関する研究プログラム 

RAP に関する研究プログラムを紹介する。 

一つは、骨材が何パーセント、等々のレシピタイプの仕様から性能規定に変えてゆくとい

うこと。もう一つは、性能規定に変えてゆく中で、リサイクル材の割合を高めてゆくという

ことである。 

若し現在の混合物のままで、30 から 40%の再生材を入れると所定のパフォーマンスを得る

ための設計が大変困難となる。このため、配合割合の規定無しにして、業界側で配合設計を

行い所定のパフォーマンスを得るような方向に、手放したいと考えている。 

再生材を利用した場合、どれくらいパフォーマンスが落ちるかは、ケースバイケースとしか

申し上げられない。研究室ではあまり違いが無いが、施工や再生材の質とかにより大きく変

わるので、影響はあると思う。 

RAP を使用した舗装の寿命もケースバイケースである。一つの例として、30％の RAP を

入れたもので 10 年前に施工したものがあるが、7 年 8 年目で評価した。この時バインダーテ

ストを行い、その結果から見ると 7年

から 12 年が現実的な数字だと思う。

ただ、私たちの理想としては 10 年か

ら 15 年もってほしいと考えている。

RAP はどちらも同じ規定であり、表

層以外に基層にも使用する。さらに、

上層路盤では 35％と高めの割合にな

る。 

 

4）VTRC のプロジェクト 

先ほどの二つのプログラムを研究プロジェクトに落としたものを示している。二つのプロ

グラムとは言うが、関係性が高いため、それぞれのプロジェクトが多面的に行われると考え

てほしい。 

PMD については、現在の混合物を

ベースラインとして使う場合、それ

を実際どのように使用しているか、

業界からの情報を得、ベースライン

と業界の物を比較し、実際、仕様に関

するどんな案ができるかを抽出す
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る。 

性能規定に移行したいと考えており、配合設計については、VTRC だけでなく業界の意見

も入れながら決めてゆく。 

二つ目として、RAP の割合を 40％以上にして、実際に使ってみて評価する。 

 

5）パフォーマンス・ミックス・デザイン 

私たちは PMD と呼んでいますが、バランスドミックスと呼ぶ人もいます。同じです。 

私たちは理想のパフォーマンスを規定し、それに対応する配合を業界が決めることを望ん

でおり、その結果得られた試供体をわだちやクラックを再現するために研究室で試験してゆ

きます。 

改質アスファルト（Modified Mixture） も再生できるのかについては、私たちはどの材料

を使って再利用するかを分けておりません。そのため、ストックパイルとして集める場合は、

改質アスファルトも通常のアスファルトも混ざって提供される。品質を管理するコントラク

ターがおり、当然使ってはいけないものは別にし、大きく密粒と SMA を分けたりはするが、

今言ったような改質と通常のアスファルトを分けたりはしていない。⇒ 日本では改質と通

常のアスファルトは分けて使ってい

る。⇒ 私たちもそうしたいのです

が、アスファルトが入る場合の情報が

入らない状況のため、まとめて使用す

ることになる。⇒ ストックは誰が管

理するのか⇒ コントラクターが管

理する。 

 

6）なぜパフォーマンス・ミックス・デザインが必要か？ 

どうして PMD が必要かは、施工状況や周辺状況等を考えた配合を行い所定のパフォーマ

ンスを発揮できるようなことを設計

者が考える必要があり、PMD が必要

だと考えている。 
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7）イノベーションのためのパフォーマンス・ミックス・デザイン 

このように PMD の必要性が書かれております。パフォーマンスについては、現在の仕様

では高い割合の RAP を使用すること

ができない。このため、添加物の考慮、

さらに業界がイノベーションを考え

ることが必要になる。このため、この

PMD が重要となる。 

 

 

8）パフォーマンス・ミックス・デザインの仕様を決めるための取組み 

次に PMD の仕様を決めるためにどのような取り組みが行われているか書かれている。そ

れぞれの混合物や舗装のパフォーマンスを知ること、研究室の性能ではなく実際の現場での

パフォーマンスを知ること、パフォーマンスのベースラインということ、またどのような試

験を行うことで実際のパフォーマンスを理解できるかという試験のプロセスも研究する必要

がある。 

また試験や仕様を明確に決めることで調達の内容も決まってくることが重要である。 

一番下が重要だが、再評価の方法がある。当初作った再評価方法は、一二年前に新しい方

法が出てきたため、一度中断し、新しい方法に検討しなおすようにしている。 

そのように繰り返すことで、DOT だ

けでなく業界としてもビジネスモデ

ルとして現実的なものができるよう

になっている。 

 

9）高配合 RAP のパイロットプログラム 

現在行われている RAP が 40％という高い割合で入っているパイロットプログラムについ

て紹介する。表面につかうもので

40％とはかなり高いものです。それ

から rejuvenator(再生添加剤)を入れ

たり、化学的なものを入れたり業界

の方からいろいろ提案する。でも性

能規定が明確にできないため、次の

QC、QA のところに行って、レシピ
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のところの要領的なものを確認しなくてはならない。 

それから 3 番目 4 番目ですが、上を基に長期的に製造と設計をどのようにしてゆくかとい

う検討になる。そして大枠として長期的な評価を行ってゆくことが書かれています。 

⇒ RAP はどんな混合物にも適用できるのか。日本ではポーラスアスファルト混合物には使

われていないが、そういうものにも使われているのか。⇒ 現在ポーラスアスファルトは非

常に少ない使用となっている。その理由は冬期の雪氷管理で問題があり、主に SMA が使用

される。確かにポーラスアスファルトの利点は理解しますが、SMA については再生材が使用

されています。⇒ SMA は表層と基層の両方に使っているのか。⇒ 両方に使っている。表

層が OK なら基層でも OK である。 

 

10）パフォーマンス・ミックス・デザインの仕様 

これが PMD の仕様の検討で、かなり複雑です。現状ではまだこの上の方から進んでいな

い。他の幾つかの州では進んでいるところもあるが、バージニアが必ずしも遅れているわけ

でもない。PMD の仕様が決められているのが 3 州であり、バージニアはそれに次ぐ 4 番目

となる。 

まずテクスチャーのパフォーマンスについての把握、目標の設定、現状の設計で目標を達

成していないものの把握が必要。その結果、改善なのか新規の設計なのかを検討することが

順に書かれている。 

こちらが私たちのアスファルト舗装の分析を書いております。どのような試験を行ってい

るかを示しています。私たちが劣化

(deterioration)と言った場合、わだ

ち、変形、疲労クラック、耐久性一般

といったものが言えます。スーパー

ペイブはわだちに効果的ですが、わ

だちに対応すると今度はクラックに

寄ってくるので両方に対応できるも

のは無い。 

 

11）アスファルト舗装分析装置 

これがアスファルト舗装分析装置を示しています。わだちは、このゴム部分による負荷を

かける方法を使います。これは AASHTO の仕様です。バージニアの指標では 64℃で、8000

回のサイクルで試験します。 
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試料については、現場コアのものも

あり、実験室で作ったものもある。こ

れはジャニトリサンプルと呼んでい

る研究室製作のもの。 

 

 

 

 

12）カンタブロ試験 

一般的な剛性(耐久性？)を測るためにカンタブロ試験が行われる。サンプルはラボで作っ

たものしか使われない。その理由は、

現地のものは表面から 1.5 から 2 イ

ンチ程度までしかないので、試験が

できないから。 

 

 

 

 

13）クラック用試験機 

こちらがまだ導入していないが検討中のもので、クラック用の試験機。新しいもので公式

の試験方法が決まっていない。この

検討は私たち独自ではなく、テキサ

ス州の研究者とともに検討を行って

いる。利点はカットしなくても良い

こと。負荷と変位の曲線を出し、どう

いう割れができやすいか容易に求め

られ、技術として見込みがある。 
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14）要求性能 

この部分は詳しく読みませんが、後で確認をしてください。大きなところとしてはわだち

の性能を満足しなくてはなりません。 

⇒ 再生材を使うと劣化しているため轍ができにくいと思うのですが、またその反面クラッ

クができやすいことも言えます。それ

でもわだちの試験をおこなうのです

か。⇒ 再生材を使った場合、クラッ

クの方が多いだろうことは理解して

います。ただし、どちらかに寄せすぎ

てしまうことを防ぐため、両方試験を

行うという意味です。 

 

次にこのカンタブロ試験です。基準がこれで体積のロスが 7.2％以下なら OK となります。

細かいところは目を通してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

こちらがクラックの試験です。CT-Index が使われています。再生材でも、舗装全般でもク

ラックが問題となります。文献ではこの基準が高くなっていますので、これはゆるやかな基

準となります。まずこれから始めよ

うということです。 

⇒ これが写真で出ていた試験です

か⇒ そうです。テキサスと研究中

の試験です。 
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15）製品テスト 

実際の試験ですが、先ほどのものが設計の基準で、VDOT の一ロットが 4000t となります。

サンプルを作るのはベンダー側の責

任になります。同じものから VDOT

も抜き取りを行い、research 段階で

サンプルを抜き取りますので、かな

り多くの試験を行うことになりま

す。それをベースとして生産用の試

験を行います。 

 

16）現在の状況 

これがまさしく現状で、現状の混合物を使って性能を把握しています。他には現実的には

使われないだろうというサンプルも

集めている。 

また一社だけですが、高い RAP 率で

提案してきた社がある。この社と一

緒に秋ぐらいに製造してみようと考

えている。今年の夏は雨が多く、舗装

関係の仕事が遅れ気味で、このよう

な時期になった。 

 

17）PMD の今後の検討課題 

PMD の配合ですが、試験が大変複雑で、QA と QC の観点から、実際に使えるものを考え

ていかなくてはなりません。設計段階でパフォーマンスを追及することはある意味簡単です

が、現場での交通量等により状況が変わることから、どのように補正してゆくかが大切にな

ります。 

⇒ ここでは新材から再生材を作る

ことで研究されていると思います

が、日本では再生材の再生という点

が出てきております。劣化が進みな

かなら再生が難しくなってゆくわけ

です。そういったことの研究はどう



3-40 
 

ですか。⇒ 残念ながら、それが新材か再生材の再生であるかのトラッキング機能はありま

せん。リサイクル材でひとまとめにしています。業界から情報が無いこと、道路区間ごとの

舗装となるため、まとまって持ってこられるためです。 

舗装の外注ですが、私たちがパートナーシップを持っている会社が 40 社あり、そのプラン

トは 150 ほどあります。このように多くの人たちがかかわりを持っています。この 40 社と

は有資格者です。 

⇒ 再生材を用いる場合、新材だけの場合と比べどれくらいコストが落ちるのですか。⇒ な

かなか難しいですが、当初 30％RAP を入れた場合の想定で、トン当たり４から 10 ドル安い

ということです。⇒ 日本では新材と同じか若干安いくらいです。5 パーセントくらい安い

場合があるのかな。日本では資源の有効利用という観点から取り組んでいます。一般国道で

は 7 から 8 割くらい使用しています。高速道路では使っていませんが。⇒ 私のプレゼンの

最初にストックパイルが都市部にあると言いました。骨材ですが、やはり人口の少ないとこ

ろは骨材が簡単に買い付けられるので、倉庫を用意したり、再利用のプロセスを立ち上げる

ことより簡単ということです。また沿岸部では骨材を運ぶことが容易ですので、その状況に

寄ります。 

⇒ 現位置での再生は行っていないのですか。⇒ 午後、別なものから話があります。VDOT

としては、その方がコストも良いし、品質も保てるなら期待も大きいと言えます。⇒ 全て

の層に RAP が提供されるのですか⇒ 表層、基層、路盤全てです。⇒日本ではアスベースだ

けで使用されます。⇒ 国道では混合物で 70％ですか ⇒ 混合物としてです。⇒ 供用年

数はどれくらいですか ⇒ 10 年前後でしょう。 

⇒ RAP を使った場合結果にばらつきが出ると思いますが、どれくらいの材料を集めて試験

の結果を出しているのですか。⇒ トラッキングが必要ですが、一般的には、これくらいの

材料が使われた場合、これくらいの年数になるとの考えで行っています。一般的な会社が使

っている一般的な材料でこれくらいという考えです。 
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（４）加速型舗装試験機（Mr. Brian K. Diefenderfer から説明） 

  1）加速型舗装試験機 

加速型舗装施工ということで、現場混合再生の話をします。 

これはブラックスバーグの機械

で、シミュレーターの役目を果たし

ます。こちらとは密に連絡を取り合

っています。 

これは DINA TEST という会社が作

ったもので、この会社は FWD の試

験機も作っています。現在の型が

Mark VI 型となっています。 

 

2）加速型舗装試験機の敷地 

こちらがバージニア工科大学に置いてある加速舗装試験機の部分と、Flintsch 教授の働い

ているオフィスです。 

こちらは 6 レーン有り、延長が 300

フィートあります。このように試験

施設を移動できるため、各レーンで

試験が可能です。 

 

 

 

  3）加速型舗装試験機の配置 

こちらは一般的な試験機の配置を示しており、一般的な引張りや圧縮に対する試験を示し

ています。それぞれの舗装レーンに

対する試験をしていきますが、一般

的にこのような形で行われます。 
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  4）計測器、データ取得 

それぞれの区間の試験ですが、

主要な計測器を載せています。 

このレーザープロファイラーは

特別に作られたものですが、それ

以外は一般に購入可能です。 

 

 

 

5）APT(加速舗装試験) 

この APT(加速舗装試験)ですが、学会と合意を結んで行われています。また、DOT とバー

ジニア工科大学と合意内容を結んでおりますが、試験内容は、DOT のチーフエンジニアと専

門家のパネルが決めております。

このように方針は代表者が決める

わけですが、細かなところは私た

ちが決めることができます。 

 

6）試験項目 

これが数年かかって行う試験が全て書かれたスライドです。このように 3 つの部分に分け

て試験が行われます。 

1 と 2 を見ますと、cold 再生の舗装で、表層厚さが違うものが二つあります。また違う種

類のアスファルトが使用されています。 

3 と 4 ですが、テクスチャーのデザインが違います。 

5、6 で、コンクリート舗装の上に SMA を施工した個所の試験、⇒ ジョインテッドコン

クリートとは⇒ 10 フィートごとに目地のあるものです。⇒ 上の SMA は目地の部分はカ

ッティングするのですか。⇒ 切りません。⇒ 5、6 は主にどこで使用されるのですか。⇒ 

殆どの舗装 92~93％以上はアスファルトですが、インターステートの 3 分の 1 くらいはコン

クリート舗装になります。リフレクションクラックはこのようなコンポジット舗装でおこり

ますので、試験をします。 

SMA の種類は二つあり、従来型とファイバー型になります。ファイバー補強型です。 

3 と 4 ですが、異なる配合でわだちがどれだけできるかを試験しています。荷重が変わっ

ているのが分かると思います。 
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いま行っているのが、5 と 6 の部分です。 

 

7）現在の試験 

一番最後の部分は、こちらは研究所施設で見るわけでなく、現場で見るもので、ポリマー

の含有率が 7~7.5％の高めの結合剤

を使っているものです。これから長

期的にも評価します。 

商品名でStrataと書かれておりま

すが、これは細粒型の結合剤が入っ

ているものです。 

 

  8）今後の活動 

これは今後の活動ですが、リサイクル率の高いオーバーレイ、薄層のもの、リフレクショ

ンクラックの調査、結合剤の改良型のものの調査があります。APT については以上です。 

⇒ cold 再生アスファルトは実際にどうやって施工するのですか。⇒ 現場近くのコントラ

クターが保有するコールドセントラルプロセスというプラントで再生材を混合し施工します。

⇒ プラント再生と同じですね。

⇒ そうです。二つの方法があり

ます。現場とプラントですが、この

APT 試験の場合は必ずプラントで

再生混合します。 
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⇒ グラフで荷重が違うとありましたが、試験機で荷重もコントロールできるのですか。⇒ 

油圧で載荷し、タイヤがダブルであります。最高の値が 23,000N になります。片方が油圧で

片方がヒンジになります。⇒これはここのテストコースで使うだけですか。⇒ 外に持って

いけるのですが、実際に使ったのは試験施設内だけです。交通規制も大変なので、⇒ 基本

的にオープンフィールドなので、周囲の影響をうけるのですか ⇒ 両側にパネルがあり囲

えます。⇒温度のコントロールもできるのですか。⇒ 50°F~110°F まで変えました。(9℃

から 39℃) また赤外線ヒーターもついています。⇒大学と協定を結んでいるのですか。⇒3

年の協定を結んでいます。機械は DOT が購入および設置、それに人員を払っています。 ⇒

研究費用は ⇒ 運用に年間 80 万ドル、それに建設費用です。運用は 24 時間で週に 6.5 日

から 7 日間です。設備自体は 3 百万ドルほどです。⇒コンクリート舗装に SMA を載せる舗

装は、コンクリート舗装が耐えられなくなったために SMA を載せたのですか。⇒ 乗り心

地のためにアスファルトを載せる方法をとっています。問題となるのはアスファルトとコン

クリートで劣化の程度が違うことです。補修のためにアスファルトを載せたことです。⇒ 平

坦性が悪化したからですか ⇒ 目地のところで欠陥がでやすいためです。 

現在でもコンクリート舗装の状態のいいものはそのまま使用していますし、維持管理をして

います。 
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（５）コールド・ペイブメント・リサイクル（Mr. Brian K. Diefenderfer から説明） 

  1）コールド・ペイブメント・リサイクルの概要 

今バージニアでは三つの技術を試しています。再生材の使用、現場リサイクル、プラント

リサイクル、です。名前からわかるとおり、FDR というのは全層リサイクルするものです。

下の二つは上の層だけをリサイクルするものです。下に利点があります。ヴァージン材を使

わないこと、加熱が不要であること、コストが削減できることです。私たちだけではなく合

衆国全体ですが、定量化の価値はコストの削減ですが、環境などの指標については特にあり

ません。⇒ フルデプスとは表層、基層のことですか。⇒ subgrade(路床)の上まで含めて言

います。⇒ cold とは加熱しないで

混ぜるということですか。⇒ 結合

材は加熱しますが、リサイクル材は

加熱しません。⇒テクスチャーを作

るときにも加熱しない⇒2011年にイ

ンターステート 81 号で施工しまし

た。明日通りますが、ポンピングが見

えると思います。 

 

  2）州間高速道路 81 号 

最初のステップが mill(破砕)です。8 から 10 インチです。ここで破砕したものを近くにス

トックします。これがフルデプスですので原地盤から上を全て再生しているものです。 

前のカッターが 12 インチ切削し、ストックパイルを工場で処理しているものが 3 枚目の写

真です。この左側がサイザーで寸法出しです。これをトラックに乗せ、セメントとホットア

スファルトと添加物がここで加えられます。この施設で 1 時間に 170t 製造可能です。 

ここで見せた 3 つの段階の上に SMA が載ります。この場合、大型車の多い右側の車線の

方を深く施工する必要がありました。ここの大型車交通量は 7000 台／日になります。こちら

は交通量が少ないため上の 2 インチ

を削って施工しました。 

先にセメントを敷き、再生材、ア

スファルトバインダー、その上から

水を撒き、舗装の表面を舗装スクリ

ードで混ぜます。そしてコールドリ

サイクルの過程が終わると、SMA が
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舗設されます。 

右の大型車の多い方ですが、工期が 5 週間、3.5 マイル修復、左は劣化が少なく二日で完了

しました。 

 

  3）国立アスファルト技術研究センター 

これはアラバマ州の試験センターに依頼して行った試験です。この 3 区間のスポンサーと

なり、2012 年にコールドリサイクル

を行いました。一つの区間は 8 イン

チの FDR と一番上の表層が 6 イン

チから 4 インチかです。私たちはこ

れで、骨材が割れではなくどうして

不具合が出るのかを確認していま

す。 

 

4）VDOT の試験区間 

CCPR がコールド型のプラント再

生を意味します。⇒ 最も典型的な

のはどの考え方ですか。⇒ 全部実

験的なものです。 

 

 

 

5）セクション 12 

RAP の含有率を示しています。セクション 12 が一番いいパフォーマンスを示しました。

3、4 は CCPR と FDR のもので再生材の割合が書いてあります。だから層ごとに何パーセン

トが入っているか考えず、全体でシス

テムとして考えるようにしています。

こちらは全体で 80％が再生材として

います。 

だから一層一層ではなく新しく舗

装を施工する際にこのシステムを入

れられないか考えました。 
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6）州間高速道路 64 号 車線拡幅プロジェクト 

その時 VDOT から舗装の再建に関する大きなプログラムが出ました。いまここで、上がワ

シントン DC、ここでこのプロジェク

トが行われます。コンクリートの既

存のものに対し改善が行われると同

時に 2 レーンの追加(拡幅)を行うこ

とになりました。 

 

 

区間 1 では在来のコンクリート舗 

装にアスファルトを施工する、区間 2

と 3 では、舗装の再 生材料を使っ

て拡幅を行いました。この写真が

FDR と新しい置き換え部分です。安

定化した基盤をしめしています。 

 

これは再生材の骨材のコンクリー

トです。安定化したものです。表層が

CCPR によるものです。 

 

 

 

 

 

先ほどのプラントと形が似ていると思います。後ろ側の山が処理前のもの、私は手前の山

に立って写真を撮っていますが、こ

ちらが処理済みのものです。これを

先ほどのプラントに持っていき使用

します。 

このプロジェクトで区間 2 で

200,000t、区間 3 で 250,000t の RAP

を使用しました。 
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CCPR 材料ですが、このように

85％が RAP で、15％が新材です。こ

れまでの経験を踏まえ細粒型を多く

入れていますので、混合物としては

細かい方だと思います。 

 

 

 

CCPR を敷いています。FDR の施工が見られると思います。こちらが OGDL(開粒度排水

層)が載っています。⇒ アスファルトフィニッシャーによる施工ですか ⇒ ペイバーです。

⇒ 加熱無しですね。⇒ そうです。⇒この上に表層が載るということですか。⇒ 100mm

載ります。⇒ 強度は ⇒ 実験室

環境でしか試験をしておりません。

動的係数(dynamic modulus)につい

て、頻度と温度を変えながら試験を

行い、高温の時にスティフネスが上

がることを確認している。 

敷いたときは 7.5 インチあります

が、コンパクションをかけますと、6 インチまでになり ます。⇒ 温度管理はしないのです

か。⇒ 材料の方で温度管理していますが、華氏で 50°なければいけないとしています。⇒ 

転圧が終わるとすぐ上に SMA を載せるのですか。⇒ セメントが入っていますので養生が

必要となり 6 時間から 8 時間おいて施工します。気候が暑いときはもっと短時間で良くなり

ます。通常のホットミックスでは 2 層で施工しなくてはなりませんが、この場合のコールド

ペイブメントでは一層で施工できます。 
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CCPR の層はこのようになりま

す。随分細かく見えます。⇒ 再生

材にはアスファルト廃材以外にコン

クリート廃材も入っているのです

か。⇒ 通常 100％アスファルト廃

材です。コンクリートはバインダー

が必要となりもう少しお金がかかり

ます。米国では一番上の層(top layer)を milling(粉砕)して RAP として再生します。その点

で、一番上の層が再生材となります。⇒ RAP の層の再生まではまだ考えていないのですね。

セメントも含まれますので。⇒ バージニアでは行っておりませんが、ネバダ、カリフォル

ニア、カナダのオンタリオでは行っております。 

 

左が通常のお金、右が新しい方法でのお金を比較したものです。12 インチの FDR の部分

がかなり安くなっています。区間 2 と 3 を全て合わせたコストの節約分が右に書いてありま

す。⇒ 左は 12 インチの平坦性をどうやって確保しますか⇒ 4 層でうちます。⇒OGDL は

排水層ですか⇒ 中間に配置する排水層です。日本では⇒ 行いません。 

⇒ 日本では subgrade の下に排水を入れるケースはあるが、舗装体の中間に入れることは

無い。⇒米国でも行うべきでないという意見と両方があるが、バージニアではこの方式を採

用している。排水の量を指標化して

いるわけではないので、そこまでは

関与しておりません。⇒目的は上か

らの水の排水ですか。⇒ 上からの

水もあるのでしょうが、下からの

subgrade からの排水も考えており

ます。 
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（６）舗装設計ソフト（Mr. Harikrishnan Nair から説明） 

  1）AASHTOWare Pavement Me とは？ 

これから説明するのは舗装の設計ソフトについてです。このように AASHTO の名前がつ

いております。AASHTO が開発した

もので、Virginia州もメンバーに入っ

ております。これを今年の 1 月から

使用開始しました。 

 

 

 

  2）MEPDG とは何か？ 

なぜ ME という名前がついているかといいますと、Mechanical Empirical (機械的経験

的)という要素をもっており、このよ

うに名前がついております。これは

パフォーマンスを管理するもので、

クラックや、IRI、わだちなどを見る

ことができます。 

 

 

3）MEPD の設計プロセス 

何をソフトウェアで見ているかですが、入力内容として、その土地の気候、交通量、材料、

どういう設計を使いたいかを入力すると、左にどのような応力がかかるか、どのような変状

が生じやすいかが出てきます。 

そして layer property の結果が求

めるものに合わない場合は、これを

繰り返し行います。 

始めに交通量や材料等を研究し、

このソフトを使い始めました。そし

てこのように計算した結果、出やす

い欠陥について、閾値と比較します。

わだちでしたら 0.5 インチ以上とし

た場合、それを超えている場合、また入力をし直します。 
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4）なぜ新しい舗装設計ソフトウェアが必要か？ 

このソフトが出る前の文献をご紹介しています。1993 AASHTO 舗装デザインガイドがあ

ります。1950 年代から 90 年代にかけての AASHTO の道路試験に基づいてでた結果を基に

しています。 

どうして新しいものが必要になっ

たかと言いますと、最初の実験結果

は 50 年代に取られたものであり、材

料も建設技術も違います。また気候

の変動もあります。このように改訂

版が作成されました。 

 

5）MEPDG のメリット 

メリットは、どのような仕様を作

るかによって、例えばクラック側に

よるのか、わだち側によるのかを予

測してくれます。 

逆にわだちがいくら位に設定する

と、クラックがどれくらいになるか

を想定できます。 

 

 

  6）MEPDG で設計を行うメリット 

このソフトのメリットの例として、例えば上から圧をかけた場合、どれくらいクラックが

出やすいかを求めることができます。 

もともと厚さをどのように扱うかを考えていたと思いますが、このようにいろいろな要素

気候、建設技術、材料等を混ぜて考えることで、厚さに制限されることが無くなりました。

このようにパフォーマンスについて

正確に予想することが可能となりま

した。また入力のレベルもその場所

によって細かく選ぶことができま

す。 
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7）MEPDG を導入している州 

このソフトは、14 州で導入済みで、3 州が導入を検討しています。バージニアでは今年か

ら導入しています。バージニア州 DOT ウェブサイトに掲載されいますので、この文献をご覧

ください。 

⇒ アメリカの経験値ということですか。日本で使う場合は、日本のデータを使わなくては

ならないということですか。⇒ 日

本で使いたい場合はキャリブレーシ

ョンが必要です。購入希望があれば

購入も可能です。⇒ 補修の設計に

も使用されていますか。⇒まだ導入

したばかりです。今は新規の設計の

為ですが、長期的な目標としては補

修への適用も考えています。 
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（７）舗装の保持（Mr. Ilker Boz から説明）     

1）舗装の保持 

舗装の保持(preservation)についてお話しします。環境にもやさしく、舗装の供用年数を増

加させるためにも有益な手法です。これは構造に対して何をするかということではなく、機

能的な(functional)な処理です。 

このグラフは概念的なものです。私たちだけでなく、DOT はこの PCI(Pavement Condition 

Index)と呼ばれる舗装の状態の指標を持っています。これは目視によるものや年数によって

追加される要素があり、それぞれについて必要な対策も対応しています。 

どの数値が良いか、修理が必用かはそれぞれ書かれています。このグラフは補修を行った

場合と行わなかった場合の効果の違いを概念的に書いたものです。チップシールについては

後から説明いたします。 

 

 

2）舗装の保持に関する米国の取組み 

この状態の保持は、全国的に行われており、DOT だけでなく FHWA も調査を行っており

ます。調査は emersion を含んだアスファルトに対し行われ、チップシール、サーフェイスシ

ール等各材料についてこのように書かれております。 

最近になって、

新しい標準や仕様

が AASHTO から

発表されていま

す。 
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3）チップシール 

チップシールは、一番コストに対する効果が高いものです。この方法は emersion を敷いた

上から骨材を散布し、上から転圧する方法です。 

 

 

4）チップシールの利点 

どのような利点があるかですが、(大きな不陸が無くなり)タイヤからの衝撃を減少させ、マ

クロテクスチャーができることでグリップ力が改善されます。また水の浸透を防ぎ、酸化も

防ぐことができます。 

このようにチップシール材を使うことで、5 年ほど舗装の寿命を延ばすことが可能と考え

ております。 

バージニア州の道路ネットワークは全国三位くらいです。テキサス州はさらに大きなネッ

トワークを有しており引用文献も多いのですが、その引用文献によると、この方法を適用す

ることでテキサスでは年間 900 万ドル節約が可能としています。バージニアでは出ておりま

せんが、私の予測では同じくらいになると思っております。⇒ どのような損傷の時にこの

チップシールを使っているのですか。わだち掘れとか、クラックとか。⇒ 軽度若しくは中

度のクラックが出て

いる場合に使用しま

す。 
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5）チップシールの供用年数 

こちらがチップシールの供用年数です。左が 2005 年のデータで古いのですが、右が 2015

年のものです。2005 年頃はだいたい 5 年くらいでしたが、現在はかなり伸びており、最大で

は 7 から 17 年出ております。 

これは道路の分類により分けております。幹線道路、地方道路、⇒ オーストラリアとイ

ギリスでは 10 年近く供用しているということですか。⇒他の国のチェックもしてきており

ます。ドイツでは 17 年も持っているケースがあります。 2005 年頃の米国のものは実験的

なものでした。システムの設計や材料が変わってきたことで 2015 年には伸びています。右側

は新しい情報ですし、道路の階級によってもわかれており、細かな情報が入っております。

左側は米国全体であり、かなりまとめた数字になります。 

 

 

6）チップシールのパフォーマンス 

前述の表は 2005 年と 2015 年の違いを見せております。建設の技術や気候等によりパフォ

ーマンスが変わります。また emersion と骨材の組合せも影響の一つとなります。さきほどな

ぜ米国の寿命が短いかとの質問が出ましたが、この赤字部分がその理由となると思います。

不適切な場所に使うと

逆に年数が減ることに

もつながります。 
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7）チップシールの不具合事例 

これがチップシール材自体が欠陥が出た例を示しております。ラベリングや骨材の損失、

ブリージングです。 

 
 

8）チップシール材 

チップシール材については全て実験的体系的な経験をもとに作られましたが、1950 年代か

らこのように各州で分かれてきました。 
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  9）チップシールの仕様 

過去の実績に基づいて行ってきたというのが 19 機関ありますので、特に米国内で統一的

な仕様は無いことが分かります。 

チップシールについても性能規定の仕様ができないかの検討をしております。 

 
 

10）材料の選定 

どのような材料が使われているかですが、binder 結合材は emersion が使われているので

すが、青字で書かれているのが AC はホット材(？)です。 

また骨材ですが、単粒の方が使いやすいわけですが、骨材の製造の際そこまで粒径を限定

できないため、このあたりの数字になれば良い適合状態であると考えております。 

⇒ チップシール自体の寿命なのか、チップシールをしたことによる寿命の延びなのか ⇒ 

チップシールは水の浸透や酸化を抑えます。最初の方のプレゼンでは舗装の供用年数を 5 年

延ばすとありました。その後のプレゼンはチップシール自体の寿命です。なぜ 5 年というこ

とを何回も言わなかったかというと、5 年とあるのは一つの文献が言っているだけだからで

す。まだ調査を継続しているので、チップシール材自体の寿命はいえるのですが、それによ

り舗装がどれだけ寿命が延びるのかは微妙なところがあります。 

⇒ 実施時期ですが、リニ

アクラック段階で行うか、

アリゲータクラックにな

ってから行うのか。⇒ 舗

装が 2 年から 4 年経った

時に使用します。あまりに
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もクラックが出た時に施工するものではありません。そのため、クラックシーリングを行っ

てからこのチップシールを使う方法があります。⇒日本でも国道で同じようなものを使用し

ている。⇒ 米国では幹線の交通量の多いところでの維持に使われています。また改良型の

エマルジョンを使った場合に使用されています。⇒ 日本では一層と二層の両方の施工方法

があります。それがサイズを大きくしたりする方法かなと思いますが。⇒ ここでは一層の

ものを示しております。CRS は加速型でセッティング養生させるものです。確かにラべリン

グも置きますのでシール材を使っております。 
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（８）質疑応答 

1）日本側プレゼンに関する質疑応答 

Q： 滑り抵抗測定車両について教えてほしい 

A： JHPC の研究所から NEXCO 総研となったが、NEXCO 総研がこの車両を保有し、使用

している。80km/h でタイヤをロックし 3 秒間滑りを測定する。 

⇒ 私たちも同様な方法に寄っています。 

 

Q： 日常点検は、私たちの二年ごとの点検と項目が似ている。また評価項目も似ている。 

 

Q： ハイブリッドタイプの舗設方法は？二層施工か、あるいは、一層を作ったうえで何か付

加するのか。 

A： 一層 4 ㎝で施工する。表面はポーラスアスファルトと同じテクスチャーで、混合物のア

スファルトモルタルが沈んで密実になる。全部がポーラスというわけではないが、表面

のテクスチャーが有効に作用する。タイプ I のポーラスアスファルトは基層の表面を水

が流れるが、タイプ II は、基層ではなく、表面を水が流れる。 

⇒ タイプ II で表面が剥がれることは無いか。 

⇒ 無い。使用するアスファルトは改質アスファルトを使い、この部分でキャッチングされ

る。 

 

2）その他の質疑応答 

Q： 再生材についてですが。日本でも再生の添加材 rejuvenator は使われているのですか。 

A： 針入度をもどす目的で使われます。 

 

Q：ポーラスアスファルトでも RAP は使いますか？ 

A： 高粘度バインダーを使いますので、RAP は使用しません。 

 

Q： 橋梁はコンクリート舗装が一般的ですか。日本ではアスファルトで覆って水を入れない

ようにしています。 

A： コンクリートが一般的です。 

⇒ 防水という考えは無いのですか。 

⇒ 高品質コンクリートにより防水性の高いものを使っています。補修ではエポキシコーテ

ィドオーバーレイを行っております。20 年から 30 年ごとに行っております。コーティ
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ングした後サンドブラストしております。状態の悪い場合、milling(粉砕)して、コンク

りートを打ち直します。 

⇒ 橋の設計で、構造部分と上の舗装部分は分けて考えますか。 

⇒ 床板もまとめて構造として考えます。 

⇒ 凍結防止剤を使用していますか。 

⇒ 塩を使用しています。砂と塩を混ぜて使用しますので、ポーラスなものを使えない理由 

はそれもあります。塩が使われますので何らかの補強が必要となります。最近は日本か

ら輸入した炭素ファイバーを試しています。 

⇒ グルービングは⇒ 横型のものを行っています。 

⇒ 騒音の問題は  

⇒ あります。騒音対策を考え縦型のものを行うこともありますが、横の方が安全です。 

 

Q： TSD はどの程度の頻度で測定されていますか。 

A： まだ二回目の調査段階で、最初の調査は 3 年前に行われましたが、まだ定質的な調査し

か行われておりません。まだ FWD と相関をとっている段階です。 

この機械はまだペンシルバニアの一社しかありません。7~8 州が共同で資金を集めて調 

査を行っております。複数台がでてきましたら、年次の状態の確認のために使いたいと

思っております。構造的な確認としたら 2~3 年ごとになるでしょうか。⇒ 日本では舗

装の表層より下の調査方法が課題である。TSD はその問題にたいする解決方法にならな

いか。⇒ 米国でも代替技術になり得るかはまだ言いかねております。今の TSD は数個

のレーザーセンサーしか使っておりません。次世代のものはレーザーセンサーの数が増

えますので、もっと正確に分かるようになるのではないでしょうか。 

 

Q： オープングレードの舗装はやらないのですか。メンテナンスの問題があり、ゼロではな

いとは思いますが。 

A： 6~7 年前の実証プログラムで環境対策としてオープングレードの検討が行われました。

冬期管理の問題、凍結が他の部分より早く起こりやすいという問題から適さないと判断

されました。もう少し南の州でしたら可能性があるかもしれませんが、一般的に私たち

は使っておりません。 

 

Q： 最近日本でコンクリート舗装のブローアップがありました。こちらでは起こりますか。

A： ありました。 
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⇒ 対応は? 

⇒ ありません。降水量がおおくて、その後温度が上がると発生することは確認しました。

一つ考えられたことは、アスファルトのオーバーレイにより断熱材代わりに使用する方

法です。しかしこの方法はすぐに対応できる方法ではなく、行われておりません。 

⇒ コンクリート舗装の割合は? 

⇒ 一番上に載っているものは 3~4%、インターステートが 3 分の 1 くらい、他のとこは少

ない。 

⇒ I64 では、60 年代から 80 年代のコンクリート舗装で、そのアスファルトオーバーレイ

が完了したのは 15 年程前です。 
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（５）試験室視察 

1）厚層供試体転圧装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）ホイールトラッキング試験機 

 ・現場で切り取ったコアをトラッキング試験タイヤ部分がゴム棒で試験する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現場切取り供試体（表層・基層・路盤） ゴム棒に荷重を載荷する 
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３．５ バージニア州交通局（VDOT）へのヒアリング 

（１）ミーティング出席者 

バージニア州交通局（Virginia Department of Transportation, VDOT）では、リッチモンド

郊外にある材料事務所を訪問し、当事務所で行っている舗装技術に関する業務 

に関するプレゼンテーション、日本側のプレゼンテーションおよび意見交換が行われた。

訪問先の出席者は以下の通りである。 

表3.4.1 ミーティング出席者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.5.1 ミーティング状況 

名前 所属 写真 

Andy Babish, 
P.E. 

State Materials Engineer  
Virginia Department of Transportation 

 
Tanveer 
Chowdhury 

Maintenance Division Administrator 
Pavement Section & Performance reporting 
Section (兼務) 

 
Robert Crandol, 
P.E. 

Assistant State Materials Engineer 
Pavement design and evaluation and asphalt 
mixtures 
Virginia Department of Transportation  
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（２）VDOT 材料事務所の概要（Mr. Andy Babish から説明） 

材料関係全般を担当しております。内容は舗装の設計、品質、材料の受け入れ仕様、機能

の確認などを実施している。また材料に関する全ての方針を決める責任も負っている。現場

で行う試験方法も私が検討することになります。 

VDOT はテキサス、ノースカロライナに次ぐ、全米で三番目に大きな道路ネットワークを

管理しております。中央線マイルで 58,000 マイル、車線マイルでその倍ほどになります。

12,000 の橋梁があり、これらを 75,000 人の従業員で管理しています。 

年予算は、54 億ドル、そのうち 5 億ドルが舗装改良、また 2.5~3 億ドルが橋梁に使用され

ます。残りが建設や管理費等に使われます。 

私たちのいるところは本部で、それ以外に 9 つの建設ディストリクトがあります。本部で

方針やポリシー、考え方を設定し、9 つのディストリクトに導入する、またそのためのプロジ

ェクトマネージメントの機能を有しております。 

私たちの組織(材料事務所)はディストリクトへの支援と、ラボでの研究管理も行っており

ます。ここでは試験の capability について確認するということで、州で唯一の機関となって

おります。9 つの管轄と一緒に VDOT のパフォーマンスを達成するために、努力しておりま

す。パフォーマンスターゲットですが、工期、オンタイム、予算に関して、管理をすること

が目標となっております。本日はよろしくお願いいたします。 

 

（３） VDOT の舗装管理（Mr. Tanveer Chowdhury から説明） 

1） VDOT の概要 

セントラルオフィスのメンテナンス部門から来ました。この材料事務所から西に 10 マイ

ルほど行ったところにあります。ここの材料事務所は材料関係の職員とラボしかありません。 

VDOT は、管理延長が 128000 レーンマイル、そのうちインターステートが 5500 レーン

マイル、一級道路が 22000 レーンマイル、残りの 100000 が二級道路になります。 

前に述べましたように、9 の建設デ

ィストリクトがあり、それぞれプロジ

ェクトを実施し、本部で作った方針や

ガイダンスを実施するのもディストリ

クトです。道路の工事は、ディストリ

クトより出して、契約内容の確認やプ

ロジェクトの管理もここで行います。 

本部は、ポリシーと予算以外に何を
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しているかと言いますと、DOT 全体がパフォーマンス目標に達しているかという全体の監視

をしている。 

 

2） 交通量、環境条件 

交通量や環境条件、地形や気候について述べます。 

これがインターステートの交通量

ADT(平均日交通量)の状況です。天候

はそれほど変わりませんが、後で 5つ

の地理的な分け方について説明しま

す。 

 

US ルートは州をまたぐ道路です。 

 

 

 

 

 

 

次がステートルートで州の中での

道路です。 

 

 

 

 

地形的区分ですが、沿海部、中央

部、このブルーリッジ山脈はテネシ

ーまで伸びています。渓谷を含む

Valley and Ridge があり、アパラチ

ア高地になります。これが地形区分

ごとの平均気温を示しております。

これが降水量です。 
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3） 舗装率（表層） 

舗装ですが、一級道路以上の舗装区分です。日本の用語を調べこのように区分しました。

密粒はスーパーペイブのものを入れ

ております。ギャップは SMA です。

その他と区分しております。 

 

4） 舗装率（下層） 

同じ条件を下層についてみたのが

これです。 

⇒ その他とは何を表しますか。 

⇒ チップシール、スラリーシール、

レイテックス、です。 

⇒ コンクリートは含んでいない。 

⇒ 含めておりません。インターステートは 15 から 20％コンクリートです。一級道路では

10％未満となります。コンクリートにアスファルトオーバーレイしたものがありますが、こ

の数字の記録したものはありません。 

50 年代はアスファルトとコンクリートの比率が 50％ずつありました。その後アスファル

トのオーバーレイがかけられるようになり、現在ではインターステートで 20％未満です。 

⇒ コンクリートが減ったのはすべりの問題からですか 

⇒ メンテナンスが高くて難しいため、アスファルトをフルデプスに入れるか、オーバーレ

イするかが増えてきました。インターステートでは交通規制が難しいことがあり、コンクリ

ートの改良では閉鎖が必要となります。アスファルトの方が時間がかからないことで、こう

なっていきました。特にコンクリート舗装ではジョイント部分の管理が難しく、スラブ自体

かジョイント部の劣化か、またアスファルトをオーバーレイしてもジョイント部の劣化があ

ります。交通量は、メイン州からフロリダ州までいっている I95 号のリッチモンドから北側

を考えると、一日 20 万台交通量があります。こういった点からも長期間の交通規制は無理で

す。 

 

5）評価手法 

⇒ 評価に使うターゲットインデックスは？ 

⇒ この資料に載っております。参照ください。こちらの資料に書いておりますが、日本と

同じようなバンタイプの車両で点検を行います。インターステートと一級道路は毎年、二級
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道路も部分的に行います。こちらに、QA、QC の過程、データの取り方等が載っております。

また評価に用いる INDEX Value という計算式も書かれております。 

どのように index value を計算するかですが、これで点数を引き算方式で計算してゆきま

す。0 から 100 までで、100 が一番よく、100 からだんだん悪くなっていきます。 

そして最終的にこれを置き換え、CCI(Critical Condition Index)が求められます。そして、

これも 0 から 100 までの点数の区分で、上から excellent good fair poor very poor と 5 段階

の評価となります。 

Poor と very poor の評価の場合が、CCI の 60 未満で、何らかの対策が必要となり、プロ

ジェクト単位で管理するのか、セグメント単位で対策するのか、検討されます。 

これまでの資料の説明はアスファルトについてですが、同様な資料が、コンクリート舗装 

についてもあります。この rigid pavement がそうです。 

バージニアではインターステート及び一級道路に関し、年間 200 から 300 レーンマイルの

新規の舗装工事があり、二級道路の方が新規は多いです。 

60 年代 70 年代は新規建設が盛んでしたが、現在ではバージニアで 12 万レーンマイルの

道路があり、老朽化が進んでいることもあり、維持管理の方が重点項目となっております。 

質問項目の変状の確認方法、評価方法は、こちらを見てもらった方がいいです。 

 

  6）舗装の点検プロセス 

舗装の点検プロセスについて説明いたします。自動で点検データの収集を行います。こ

れはバンを使って収集する点で日本の方法と同じです。データは右車線を走行して収集し

ます。一級道路以上の全てと、二級道路の一部について収集します。データは QA および

QC のプロセスを経て一貫性があることを確認します。データは処理され、PMS に入力さ

れ、最終的に分析が行われます。 

PMS での分析が行われるとともに、違うプロセスになりますが、変状の損傷度合いの検

討、個所ごとの対策の検討がなされます。 

PMS 内部では、舗装のセクション(区間)、状態データを入れると、意思決定の判断が出

てきて、観察する、予防保全を行う、事後保全を行う、事後保全でも大規模な対策を行う、

等の選択、検討が行えます。 

セクションごとの検討では、状態だけでなく、交通量も加味し、対策をどのように行う

かがここに書かれています。 

 

 



3-68 
 

  7）予算 

交通量や損傷の状態だけでなく、予算についても検討する必要があります。私たちのセン

トラルオフィスで、9 つの建設ディストリクトに予算の配分を行います。 

そして予算配分の後は、9つの建設ディストリクトの職員がプロジェクトの管理を目的に、

目視による確認を行います。そして彼らが担当しているネットワーク全体について、プロジ

ェクトが必要かどうか再度検討します。 

建設ディストリクトは契約の文言を作る責任があり、その内容をまとめたらセントラルオ

フィスに送り、公示と選定をセントラルオフィスが行い、内容が決まったら、プロジェクト

マネージメントをディストリクトに返します。 

セントラルオフィスは、実行を円滑に行うよう管理する。一方、実際に仕事を行い、達成

の責任を負うのはディストリクトになります。 

⇒ 9 ディストリクトへの予算配分の優先項目は  

⇒ 予算の配分は PMS をキーとし、パフォーマンスの目標を達成したい項目を顕在化させ、

その中から 9 つのディストリクトに振り分けてゆきます。そのため、PMS による意思決定が

重要となります。⇒ 9 つの損傷項目が出ていますが、その中でも優先する項目があるので

はないですか。クラック、わだち、平坦性等で⇒ どの損傷を優先するかではなく、この Index 

Value とし把握し、それを CCI 値として置き換え、Treatment の表より、対策の選択を行い

ます。同時にそれぞれの項目から予算が出ますので、変状や損傷によって優先順位を決める

のではなく、変状や損傷を CCI に置き換えることで、予算と組合せ、PMS の中で対策を決

めるということです。 

損傷と対策が INDEX として入っていて、このくらいかかると予算ベースで金額が出てき

て、重度のわだちやクラックが出ている、金がかかるところは大規模な補修が必要と考えら

れるので、予算ベースで重要と考えられる部分になります。 

評価のためのインデックスとして、今の CCI はそのうちの一つの指標になります。特にア

スファルトに関して書かれているものです。PMS で、それぞれの指標について金銭ベースで

分かるようになっています。 

これも繰り返しになりますが、CCI で 60 未満の場合、poor 以下となり、劣化している、

不具合 deficient がある、と判定されます。 

PMS のフローチャートがこのスライドで表せます。 

ハイレベルなところから説明をいたしました。この管理を行っているのは、セントラルオ

フィスにいる 5 名の舗装管理エンジニアがいます。彼らが実際のデータ収集、分析、予算に

対する提言を行っております。また年間プログラムとして管理しています。 
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質問事項の１と２についてはこのように説明しました。3 以降は Robert さんと二人で回答

したいと思います。 

⇒ 説明の中で、路面性状の点検を毎年実施する、そしてプロジェクトの進行をディストリ

クトのほうで行うという説明がありましたが、そのとき現場を見に行くとありましたが、現

場でどのような項目を確認しに行くのでしょうか。 

⇒ セントラルオフィスはネットワークレベルで見る、9 つの建設ディストリクトは、プロ

ジェクトレベルで細かく見ます。例えば排水施設のつまりや、近隣で木材を利用するための

トラックが出入りしていないか、住宅の開発や土地利用の変化、等の情報を確認し、目視で

現場を確認するのが、建設ディストリクトの確認内容であり、目視だけでなく、時には FWD

を行ったり、たった 5 年前の舗装が劣化している場合は追加の調査を行ったりします。 

またこの建設ディストリクトですが、セントラルオフィスの低減に 100％従う必要はあり

ません。しかし方向性がずれないように、例えば舗装に関するパフォーマンス目標が決まっ

ていて、しばりがかけられておりますが、実際の施工に関してはディストリクトに任されて

おります。 
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（４）VDOT 材料事務所の舗装の品質管理（Mr. Robert Crandol から説明） 

  1）VDOT 材料事務所の業務概要 

私たちは材料の品質管理を行っております。部門の概要を述べたのち、質問表の回答を行

い、実験室を見ていただきます。 

私たちの事務所ですが、SME と呼ばれる専門家がおり、修士または博士の基本的に大学院

卒業者からなります。それぞれコンクリート、アスファルト、土質、鋼構造に関する担当を

持っており、今日私が来ましたのは、私がアスファルトの担当ということでしたので、ただ

し、コンクリートに関しては宿題持ち帰りということになるかもしれません。 

私たちのセントラルオフィスですが、州全体のラボを持っており、標準の作成、それは試

験方法、受け入れの判断基準、仕様スペック、を作ったりします。例えば受入れ時に NG の

材料がある場合、仕様の書き方が悪いのか、価格を上げる必要があるのか、それとももう少

しローグレードにするのか。といった検討を行います。 

私たちは、9 のディストリクトのための試験を行うことはありません。私たちは基準を作

り、9 のディストリクトは自分たちで、必要な試験を行います。またアスファルトやコンクリ

ートのプロダクションに関する管理についても、ディストリクトが行います。現場で実際に

材料を使う場合の作業に関しても、ディストリクト側が標準に合った作業を行っているか確

認する必要があります。 

56 の人員がいて、スタッフやエンジニアの数は書かれている通りです。何をしているかと

いうと、先ず地質及び地質工学、地質工学は法面防護や落石注意の検討や防護壁の強さを確

認するなどしています。またここでは舗装の設計も行っています。ここには非破壊試験の担

当もおり、FWD や IRI の確認のための GPR の使用も彼らの専門に含まれます。 

またディストリクトには 187 名の人員がいて、サンプリングや強化を行っています。 

10 年ほど前はもう少し大きかったのですが、政治的なことから DOT をより小さな組織と

することになり、直営から外注することが増えてきております。 

 

  2）橋梁上の舗装について 

質問の橋梁の舗装についてですが、バージニアではコンクリート床板にアスファルトを上

に敷くことはありません。アスファルトのような静的な死荷重の増を嫌うこと、また老朽化

が進んでいる橋梁の上に新たな荷重をかけない考えからこのようにしています。現在はポー

ラスでないデンスなアスファルトの研究が進んでおり、橋梁部材の鉄筋を防護する意味での

利用も考えられております。バージニア州では、凍結防止剤の利用、あるいは化学的な散布

もあるため、このような利用も考えられています。 
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  3）試験頻度 

4 番目の試験の頻度ですが、非破壊試験の担当が 4 名おり、4 種類の非破壊試験を行いま

す。FWD、IRI、滑り抵抗、それに GPR まで使い深いところまでの状態の確認を行っていま

す。 

   

4）新たな技術 

また二つの新しい技術があります。TSD と SCRIM です。TSD はご存知かと思いますが、

交通速度で FWD をとる機械です。SCRIM は、交通速度で滑り抵抗を測定する機械です。こ

の二つは米国全体としても新しいものであり、バージニアにおいてもこれらをどのように展

開するかを検討している段階です。 

FWD、IRI、滑り抵抗、GPR はネットワークレベルでの測定まではいっておりません。こ

れらは、現地のエンジニアから要請があれば対応します。しかし、TSD や SCRIM について

は、ネットワークレベルでの測定が可能ではないかという期待がなされております。⇒ 滑

りは横滑りだけですか、縦は。⇒ 現在の測定装置では、ロックホィールによるもので縦の

滑り抵抗を測定するものです。SCRIM はタイヤが角度をつけて設置されているもので、横方

向ばかりでなく縦方向の滑りを確認可能です。ロックしない方式で、欧州やオーストラリア

で使用されています。 

   

5）舗装設計 

舗装設計についてですが、バージニア州では全国レベルの検討を基に排水性について検討

し、現場でのコンパクションにより水が入らないようにするのが現在の対策です。契約上は

現場で許容される空隙を 6 から 8％として来ましたが、うまくできていなかったため、立ち

合いをすることでこれを 1%以上改善でき、耐久性を 25 から 30％上げることが可能であろ

うと考えております。 

⇒ 空隙が大きかったということですか。 

⇒ そのとおりです。液化アスファルト合材と液化乳剤を現場で必ず入れなければならない

ということで、これをタックと呼んでおりますが、以前はこのタックが行われなかった、あ

るいは不十分であったことから、劣化が早く起こりましたので、これも監督を行うことで改

善させました。これが確認される前は、疲労による劣化やトラックの重量の増加が理由では

ないかと考えておりましたが、タックコートが不十分なことが理由と分かりました。 

⇒ 契約上入っていなかったということですか？ 

⇒ 契約書には入っていました。 
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  6）舗装点検 

特に聞きたいところは？⇒ 7 番を教えてください。 

基本的には点検は、年次の舗装点検が行われます。これはセントラルオフィスのメンテナ

ンスデビジョン、私共のセクションが行います。データ取得、QA,QC、そして PMS への入

力、そして意思決定、予算の決定が行われます。予算がこれくらいになるだろうと考えられ

たら、ディストリクトに連絡し、ディストリクトで年次の舗装計画を立てます。それぞれど

のセクションでどれだけの処置が必要かを検討し、詳細な積算を行います。そして契約の詳

細を詰めて、セントラルオフィスに返します。契約はセントラルオフィスの建設担当が公示

と選定を行いコントラクターに業務が渡されます。契約内容の点検や完了の確認はディスト

リクトが行います。 

業務が完了すると、ディストリクトエンジニアは、管理の履歴を調べるための確認を行い、

PMS に入力し、情報が更新されます。 

このようにセントラルオフィスとディストリクトで共同で責任を負っております。 

材料に関してはラボを見ながら説明します。 

ラボは 4 つのものが入っておりますが、ディストリクトにもこれより規模は小さいですが

同じものが入っております。土壌と骨材、コンクリート、アスファルト、化学材料にかんす

るものです。 
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（５）試験室視察（Mr. Robert Crandol から説明） 

1）万能試験機               2）三軸試験機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）防食試験                4）アスファルト量の燃焼試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

5）現場材料で作成したコア         6）標識の輝度試験室 
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３．６ バージニア工科大学交通研究所（VTTI）へのヒアリング 

（１）ミーティング出席者 

バージニア州工科大学交通研究所（Virginia Tech Transportation Institute, VTTI）では、VTTI

で行っている各種の研究に関するプレゼンテーション、日本側のプレゼンテーションおよび

意見交換が行われた。訪問先の出席者は以下の通りである。 

表3.4.1 ミーティング出席者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.6.1 ミーティング状況 

名前 所属 写真 

Samer Katicha, 
PhD. 

Senior Research Associate 
Virginia Tech Transportation Institute  
(Center for Sustainable Transportation 
Infrastructure)  

Shrestha 
Shivesh 

Graduate Research Assistant 
Virginia Tech Transportation Institute 

 
Wenjing Xue, 
PhD. 

Research Associate 
Department of Civil and Environmental 
Engineering  
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   当日の会議は、以下のアジェンダで進められた。 
 

表 3.6.1 当日のアジェンダ 

East Nippon Expressway Company Visit to the Virginia Tech Transportation 

Institute (VTTI) 

 

Flexible Agenda 

 

Wednesday, September 26, 2018 

 

9:00 - 9:15 Welcome and Introductions (VTTI Room Interchange A) 

9:15 - 10:00  Presentation about VTTI and CSTI 

10:00 - 11:00 Smart Road tour 

11:15 - 12:00 East Nippon Expressway Company presentation 

12:00 - 13:30 Lunch 

13:30 - 14:30 Tour of the VTTI facilities 

 Advanced Asphalt Characterization Lab 

 NDE Lab (equipment) 

 Accelerated Pavement Facility 

14:30 - 15:00 Break 

15:00 - 17:00 Project Presentations & Discussion 

 HVS (Wenjing/ Freddie) 

 TSD (Samer/ Shivesh) 

 Pavement Friction Management (Samer/Ross) 

 Discussion 
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（２）VTTI の概要（Dr. Samer Katicha から説明） 

1）VTTI と CSTI の概要 

ここにはVTTI （Virginia Tech Transportation Institute）とCSTI（Center for Sustainable 

Transportation Infrastructure）の組織があります。VTTI はバージニア工科大学運輸研究所

全体を指し、CSTI はその下に位置する

センターで、フリンチュ教授と私がい

ろいろなプロジェクトを行っていま

す。 

今日の話は主に CSTI の話になりま

すが、VTTI 全体についても少し話しま

す。複数のセンターがあり、それぞれの

重点についてお話しします。CSTI はイ

ンフラとハイウェイ関係を見ております。その他、ヒューマンインターフェイスやドライバ

ーの運転挙動の研究センター、さらに自動運転の研究センターもあります。 

先ず、フリンチェ先生ですが、CSTI の代表であるとともに、Virginia 工科大学の教授でも

あります。私たちの概要と、プロジェクトの内容、またこれから進めてゆくプロジェクトに

ついても説明します。 

 

2） パートナーシップ 

こちらはパートナーシップです。学校内で関係の深いところは、CEE(土木環境工学)、

TISE(運輸インフラ及びシステム工

学)プログラムと VTTI がパートナー

シップを作っております。 
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3）CSTI のビジョン 

私たちは、インフラの課題に対する解決策を見つけることがミッションとなります。私た

ちのビジョンは、まず運輸インフラの部門で研究ばかりでなく教育においても世界的なリー

ダーであるとあります。 

ここに書いてあることですが、影

響力の大きな研究案件を行い、交通

インフラの持続可能性を高めること

です。また学生自体が実体験を基に

研究する優れた環境にあることが他

の研究所と違うところです。そして

産学官のパートナーシップが書かれ

ております。 

 

3） 研究施設 

こちらには私たちのヴァーチャルアセットマネージメントが書かれております。私たちの

アセットだけでなく、昨日皆様が行きました VDOT の舗装に関するデータや道路の情報に関

しても全てリンクしており、私た

ちもその内容を閲覧可能です。 
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4） スマートロード 

こちらは、スマートロードを示しております。左が運輸研究所から始まっており、ループ

から始まり、最後のループを経て一周できるようになっております。この写真は古く、現在

は VTTI の新しい建屋もあり、橋梁

近くの用地も買収済みです。この橋

梁近くではルーラル(交通量の少な

い地域)な交通状況を再現できるよ

うに買収しました。延長が 2 マイル

超あります。また複数の異なる摩擦

やテクスチャーを有する舗装を試験

設置しています。舗装は、アスファル

トセクション、コンクリートセクシ

ョン、連続鉄筋コンクリートセクシ

ョン、とあります。もっと細かく見ますと、アスファルトセクションはスーパーペイブ、SMA、

オープングレード全てを使っています。 

またこのように人工天候装置があり、雨、霧、雪、もちろん雪は 0 から-1℃となったとき

に可能です。 
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5） 研究目的 

私たちの研究目的ですが、4 つの細かい目的が書かれておりますが、一番下の投資に対す

るより良い意思決定をおこなうこと

で、このためには、よりよいアセット

データと決定を支援するツールが必

要です。そのために、コスト、乗り心

地、材料などを研究することが書か

れております。 

   

 

  6）研究コンソーシアム 

皆様のいかれました VTRC とのパートナーシップについても含めまして、リサーチ用のコ

ンソーシアムと書いております。その内容は、バージニア州の舗装技術の改善だけでなく、

合衆国、世界の舗装技術の発展に寄与

するもの。またそのプロジェクトの選

定ですが、戦略的にインパクトの高い

ものを選んでいくことが書かれてお

ります。 

VTRC や VDOT との協力も多いの

ですが、連邦政府機関との協力も行っ

ています。 

 

これはスマートロードですが、出資者は VDOT と VTRC です。建設時からいろいろな計

測器を入れております。これは例で

すが、トラックの荷重を計測できる

ように、複数の計測器を入れており

ます。圧力、たわみ、水分量なども計

測できます。 
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  7）スマートロードの舗装に関する過去の研究 

この内容は、月曜日皆様がお会い

したブライアンとスティシーの研究

内容で、ここの学生の時、このように

舗装の設計に関する研究をしていま

した。こちらは 1999 年のスマートロ

ード建設時から入れていた計測器

で、当時の最新のものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらは私が学生の時の研究で、

舗装の材料特性について書かれてお

ります。動的モデリングや強度試験、

この内容は MEPDG の設計方法に導

入するためおこなわれました。 
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  8）加速舗装試験装置（Accelerated Pavement Testing Facility） 

APT で最新の試験例の一つです。

加速舗装試験装置です。これを見て

もらいます。どうゆう風に運用管理

しているか、が記載されております。 

 

 

 

 

 

 

APT は、舗装の建設から管理を行いまして、実際に設備を動かす時の操作は私たちが行い

ます。またどのような研究項目を出すかも自分たちで抽出しています。 

これは、コンクリート舗装にアスファルトをオーバーレイしたもので、ジョイント部のリ

フレクションクラックが問題となっております。 

次はスーパーペイブの個所で、ジャ

イレーションの回転数 65 が使われて

きましたが、いろいろなものを混入

し、例えば 50 に下げた場合はどうな

るかを、再度見直しということで、こ

の調査を行っています。この 65 から

50 というのは％ではなく数字です。 
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  9）加速舗装試験装置（Accelerated Pavement Testing Facility） 

これは別のコンソーシアムが書か

れております。乗り心地の良い騒音

の少ない舗装の検討です。コンソー

シアムという言葉が使われた場合、

複数の州、連邦政府が共同で予算を

出しております。 

 

 

 

 

このコンソーシアムは 2007 年より始まり、検討内容は、表面のテクスチャー、摩擦、乗り

心地、騒音です。 

私たちがコンソーシアムを組む場

合、5 から 7 の州と共同で行っており

ます。ここでは、バージニアの他に、

ジョージア、ペンシルバニア、ミシシ

ッピー、コネチカット、サウスカロラ

イナ、FHWA が書かれております。 
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  10）Rodeos 

こちらは Rodeos といい、複数の同じ目的を持った設備を集め、例えば摩擦の計測器とか、

プロファイラーを集め、使ってみることが年次で行われております。 

こちらが内容になりますが、季節ごとの影響があるか、新しい評価技術が使えるか、ハイ

フリクションシステムの評価、国際的なフリクションインデックスの検討、継続的なフリク

ションの計測が、最近の内容です。 

これが Rodeos ですが、同じ目的ですが、違う種類の計測器を持ってきて、比較のためのイ

ベントを年次で行っているものです。それが終わると左のような報告書がまとめられます。 

こちらは騒音に関する設備を特注で作ったものです。私たちの大学の機械工学の先生の作

った会社で製作したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここに修士論文が載っておりま

す。舗装表面摩擦の測定による、環境

要因との関係を、季節的に求めたも

のです。 
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こちらは、IFI(国際フリクションイ

ンデックス)の例で、速度とフリクシ

ョンの関係を示したもので、当初の

IFI 係数に対し、係数を変えた場合ど

れくらいフリクションの値が変わる

かを示しています。 

 

 

 

こちらはDFTという製品を使用し

たものです。こちらはハイフリクシ

ョン表面ということで、便益評価を

行い、大変安価で効果的な対策であ

ることが認められました。 

 

 

 

 

これは古いものですが、このよう

にマクロテクスチャーを収集し解析

することが斬新なものでしたが、現

在では 3D で収集可能です。 
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これも陳腐化しておりますが、電

子工学のステレオビジョンシステム

というものです。 

 

 

 

 

 

 

 

この調査は splash and spray と

書いておりますが、FHWA に対する

調査です。モデルを開発し、水しぶき

でどれだけ視界が悪くなるかを評価

し、閾値の評価をしました。 

 

 

 

 

 

計測方法ですが、Occlusion Factor と呼んでおりますが、左がしぶきが無い場合、右がし

ぶきが飛ぶ場合を示しております。このような見え方の違いをトラックの背面のビデオで評

価したものです。 

また、いろいろなドライバーに後を追うばかりでなく、追越しなどの異なったドライビン

グをして、実際にどれだけ安全に感

じたかの質的な評価を行いました。

⇒ OGFC では少なくなるのでは⇒ 

そうです。わたしたちも OGFC では

改善しましたが、プラス、雨の降っ

た後で行ったのではなく、雨を降ら

せながら行ったので、その見にくさ

もありました。 
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こちらは冬期管理において、凍った

ものを溶かすものを評価したもので

すが、日付をみても分かりますが、非

常に古いものです。今は凍結防止とい

うことで、雪が降る前に対応するよう

になっております。 

 

 

 

これは、低騒音舗装の導入です。依

頼主はバージニア州議会です。この

数字が出ている区間で、実際にテス

トを行いました。 

 

 

 

 

 

 

こちらが騒音レベルを測定する

車載型サウンドインテンシティ装

置です。こちらが舗装の種類で、数

字は骨材のサイズです。 
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  11）舗装フリクション・マネジメント・パイロット・プログラム 

こちらが、舗装フリクションマネジメントパイロットプログラムです。 

現在私たちがいるのはこのモンゴメリー郡ですが、舗装のフリクションに関係するものを

示しており、インターステートその他の道路の事故件数や、交通量、フリクション、カーブ

があるかどうかを入れ、パイロットとして行われました。これは、現在、拡大してバージニ

ア州全体で行われておりますので、午後お見せします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらがフリクションマネジメントで、この支援を行うことが目的です。少なくとも 4 つ

の州で、このフリクションマネージメ

ントに関するプロジェクトを立ち上げ

ております。4 州はワシントン、テキ

サス、フロリダ、インディアナで、フ

リクション+ 安全性の相関、さらに、

最新のフリクションの測定装置の実証

を行うことが目的です。 
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こちらが現在第一フェイズを完了

し、第二フェイズに移行しておりま

すが、フリクションの調査手法の検

討を行っております。 

 

 

 

 

 

これがフリクションの管理ということで、いつ対策したらよいかの検討したものです。デ

ータポイント一つ一つが一年分になります。20 年のデータですが、この折れ線が変化したと

ころで対策した方が良いということ

です。そんなに待つこともできない

し、振り返ってやっておけばよかっ

たということもできません。そうい

うことで再検討しているところで

す。 

事故が起きた場合は、その箇所の

フリクションとの関係を見なければ

なりません。 

 

これが SCRIM です。横方向に加え、縦方向の滑りも計測できます。これで計測してほし

いとの要請が出ました。 

こちら、縦軸が走行速度、横軸が滑

り率です、0 は全くフリクションが無

いところ、一番右がロックダウン、真

ん中の黄色いところが ABS を再現

するためのところです。この車には

水が積まれております。この 0 のと

ころの再現には大量の水が必要とな

ります。⇒ 水の量は一定ではない

のですか。⇒ 一定です。 
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車載のプローブも広がっておりま

す。これはラフネスの計測です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは機械工学の教授が検討した

いとしたもので、インテリジェントタ

イヤというフリクションに対応でき

るタイヤです。実際にこの調査を主催

した団体は NSF(全国科学財団)にな

ります。結果は良好です。 

 

 

 

 

これが実際にタイヤを走らせた場

合で、青線が予測、赤線が実績になり

ます。トレーラーにタイヤを付けて

走らせました。結果が良かったこと

で、フォルクスワーゲンのジェッタ

とかに使用されております。 
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このハイドロプレーニングについ

てですが、流体力学等の様々な学部

から人を集めて行っている検討で

す。道路の上に水がたまった場合ど

ういう挙動をするかを研究しており

ます。 

 

 

 

  12）持続可能な舗装の研究 

これは学会でコンファレンスを行

った内容です。今年行う予定であっ

た舗装評価は来年に先延ばしになり

ました。 

 

 

 

 

 

こちらは持続可能な舗装について、8 年前に国際パートナーシップを行ったものです。一

月に行った理由は、TRB の総会がワシントン DC で毎年開かれるからです。 

内容は、持続可能性の評価方法、革新方法、情報の発信方法について書かれています。 

これが学生に対する奨学金を示しております。 
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こちらは、革新的手法の例です。特

にウォームミックスについては通常

使われております。 

 

 

 

 

 

 

これが持続可能性も含めた複数の

特性に関する多面的な評価について

書かれているものです。 

 

 

 

 

 

 

 

RAP の含有率を高めるための研究が行われまし

た。リサイクルに関し、即ち持続可能性に関するコン

ソーシアムの写真を載せております。バージニアの

I81 号線で実証を行いました。 
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  13）ライフサイクルコストの評価 

これまでは材料の研究や建設段階

の影響を見てまいりましたが、実際施

工された場合のコスト等、LCA 等の

検討が行われました。 

現場リサイクル化、プラントリサイ

クルか、フルデプスのリサイクルか、

それぞれの建設を行って、バージニア

州が実際に採用できるかの検討を行

いました。 

 

こちらが SHRP2 に関するリサー

チです。国家レベルでの研究項目で、

継続的なたわみ計測に関する項目が

載っております。 

 

 

 

 

 

TSD に関するもので、午後話をし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-93 
 

こちらが非破壊検査に関するもの

で、FWD と GPR を示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらは、ネットワークレベルで

状況を見ることを目的とした研究で

す。FWD を実際に州全体のネットワ

ークで走らせ、ネットワーク上のデ

ータが取れましたので、どのような

状態インデックスを作るかを検討し

たものです。機能的なものがどうか、

構造的なものがどうか、を二つ合わ

せ、どちらの方向に意思決定するか

を考えるものです。 

 

 

これを回廊レベルまで引き上げる

と、全体的なインフラの健全性を見

ることができます。舗装だけでなく

橋梁や料金所プラザまで健全性の検

討を拡大しました。 
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こちらの損傷曲線ですが、これ以前

は機能的な損傷や変状を入れており

ま し た が 、 MSI と は Modified 

Structure Index で、構造的な影響を

描くことが可能となりました。 

 

 

 

 

これは評価方法がちがいますが、

TSD を使った評価方法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これが州DOTが行っているアセッ

トマネージメントに関する項目です。 

アセット管理に関するものが左手、

真ん中が実際の収集と処理、右がデー

タを情報に置き換えるときの品質な

どが置かれておりどういう風にクラ

ックを確認するかが書かれておりま

す。 
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こちらもネットワークレベルでの

最適化に関する他の研究です。クリ

スチャンバーグとはバージニアの小

さな町ですが、アセットインフラの

管理という点で複数の多面的な目標

を持っていました。 
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（３）スマートロードの視察 

1）土工部のコンクリート舗装        2）気象装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）ダイヤモンドグラインディング      4）橋梁部コンクリート舗装 

 

 

 

 

 

 

 

 

5）箱桁内部                6）ガードレール木製サポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象装置 

＠3 ㎝グルービング 
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（４） VTTI 施設の視察 

1）促進試験機（HVS：Heavy Vehicle Simulator） 

① 概要 

・試験中はカバーで保温措置を講じる（9～39℃で設定可。赤外線ヒーター配置） 

・試験輪は大型車のダブルタイヤを使用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 促進試験状況 

・試験は 6 レーン（300ｆ：91.44ｍ）設定可能。 

・1 レーンずつ試験実施で 1 試験概ね 2～3 カ月要する。 

・試験中は路面計測、ひずみ計測などを行う。 

・終了後、当該箇所の開削を行い変形状況、路盤状況を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

路面加熱用赤外線ヒーター 
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◆ 再生混合物を試験した個所 

・基層面でのはく離、路盤下面に変形が見られる（右側 2 枚写真を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 実験の様子 

・アスファルトがブリージングしたように見える。 
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2）横滑り測定車（SCRIM） 

① SCRIM の諸元 

・タイヤ角度 20° 

・溝なしの空気タイヤ 

・速度 24～88ｋｍ/ｈで、連続測定可 

・自動散水方式 

・テクスチャもレーザーで同時取得 

 

② SCRIM の計測方法 

・従来は、縦すべりで管理していた。（50 州

のうち 49 州） 

・0.1 マイルに 1 点のデータ 

・けん引式の車両であったことから、道路

線形でカーブがある箇所では、測定でき

ない。 

・SCRIM では、縦すべりも推定できる。 

・管理基準は策定中 

 

③ すべり測定データの事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRIM（横すべり） 

縦すべり 

連続測定で、すべり摩擦が 

低い箇所がわかる 

テクスチャ 
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3）TSD（Traffic Speed Deflectometer） 

① TSD の概要 

・ドップラーセンサーを配置 

（100, 200, 300, 600, 900, 1500 ㎜） 

・トレーラー内は温度管理を実施 

・9 州で共同測定（民間で保有） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② TSD 測定データの例 

・FWD：0.2 マイル毎、TSD：20 ㎜間隔 

・TSD はキャリブレーション基準がない（正否が不明）。 

・再生材施工箇所（赤枠部）は、TSD と FWD が同調しているように見える。 
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（５）加速試験装置（APT）（Dr. Wenjing Xue から説明 ） 

※ プレゼンテーション資料が入手できなかったため、説明内容のみを記す。 

・ 今見てきた加速舗装試験装置についてお話しします。 

・ こちら 6 レーンあります。 

・ 一番最初のところで一回目の試験が終了したと書かれてあります。CCPR で表面の厚さを変

えて、どちらが最適か評価しました。 

・ 二つ目の試験はアスコンでスーパーペイブを使う場合において回転数を変えた場合にパフォ

ーマンスに影響が出るかを見ました。 

・ 三つ目は、コンクリート上にアスファルトオーバーレイを施工した場合の割れの状況を見ま

した。一つ目は参考のためのもの、もう一つはマイクロサーフェイスのテクスチャーを、外

でも言いましたが、二つずつのまとまりとなっております。 

・ 原地盤はこの砂です。この上に一セットの舗装を作ります。 

・ まず、路床を作るための掘削及び敷均しを行いました。ここで FWD を取り、路床が一貫性

を持っているか検証しました。⇒ CCPR とは⇒ Cold Central Plant Recycling です。 

・ こちらは情報収集を行うオペレーションシステムです。その収集データは VTTI だけでなく、

バージニア工科大学も利用できるようアップロードされております。 

・ 第一の実験の結果です。センサーの場所が書いてあります。先ずストレインゲージです。ひ

ずみゲージとロードセルを埋めた時の写真です。 

・ AASHTO の基準に合わせて計測しておりますが、ひずみは毎日測定することで、いつこの変

状が出たか、とくにこのわだちがいつ出たか、ということでこのグラフが出来ました。 

・ 最初の実験の二つのレーンが同等のものですので、同じデータを再現するために条件を同じ

にしました。 

・ 同じように作ったにもかかわらず、わだちの深さが違うことがグラフから見られます。その

理由は経年時間により深さが変わってくることが分かりましたので、同じ年数でも経年によ

り異なるということで、わだちのより正確な予測が可能となりました。⇒ 左側のグラフで

水平方向にわだちの変化の無いところがありますが、⇒ 休んでいた箇所です。単なる時間

で、圧力は右側の Esal を見ますが、10,000N から 9,000 ということで、右側のグラフの方が

分かりやすいです。 

・ 左側のグラフは〇で書いてあるのが実績、右は回帰分析をした時の予測です。これを見ると

だいたい良い予測結果が出ています。Esal はプレッシャーをかけた時の状態で、こちら分析

結果を出しました。 

・ 右は表層の厚さが違うと言っておりましたので、あか線が 1.5 インチ、青線が 3 インチです。
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赤と青は同時に始まりましたが、ある一定の時点で、赤がわだちが始まります。 

・ 一番上の白丸はレーザープロファイラで取ったもので、この MDD と呼ばれるものは、Multi 

Depth Deflector で複数の深さを測るものです。それぞれの変化が出たかをそれぞれの深さで

計測します。縦軸が変状、横軸が日付です。⇒ 深くなるほど変位が無いということですね。

⇒ そのとおりです。⇒ 埋め込んであるということですか ⇒ そのとおりです。ひも状

にいろいろな深さにセンサーが埋め込んであります。⇒ センサーとプロファイラーの間に

かなり誤差があるように見えますが。⇒ 一番最初にプロファイラーを載せた時、全く同じ

かとは言えない。変位がそろわないこともある。⇒バインダーの強度を上げれば、表層のわ

だちも出にくいことが言えますか⇒ そうです。私たちが予測したのもその点です。表面と

下の部分との違いということで、中の動きもわだちから見ることが出来ました。 

・ これは 3 番目の実験で、レーン 5 番と 6 番です。クラッキングの改善のために見たものです

が、ベースは SMA ですが、ポリマー入りのものと、ファイバー入りのものを使い、温度も初

めて冷却して行いました。リサーチのための問題提起がここに書いてあります。クラックの

回避方法と、冷却と設備の動きの相関性です。 

・ ここですが、見ていただいた通り、思ったようにクラックが出ませんでした。結局、タイヤ

の方向は一方向が原則ですが、双方向走らせないと全く結果が出なかったです。結局 8 か月

以上かかりました。 

・ なかなか結果が出なく、ブリージングが上まで上がってきました。どうしたらクラックが出

るのか、ブリージングの下を見ればクラックが出ているのか、まだ結論付けておりませんが、

現在その理由の説明を考えております。 

・ 変位を加速するため、ポルトランドコンクリートの下に溝を掘りました。以上です。 

・ 8 インチのコンクリートの厚さのため厚すぎるのではないかという意見も出ております。自

分たちだけでこう決めたわけではなく、バージニア州の人からの意見も入れて決めましたの

で。これが断面図です。⇒ ジョイントがあるのですね。⇒ ジョイントコンクリートです。

⇒ 10m 間隔の目地⇒ 6m くらいです。⇒dowel bar も入っていますか。⇒ ありません。 

・ さきほどのグラフを見せましたが、1 か月か 2 か月で割れるかなと思っておりましたが、割

れませんでした。8 か月かかりました。⇒フレッシュな状態ですので、目地が動かないのでは

ないですか。⇒ 確かに新しかったから動かなかったかもしれません。変位の計測では 0.1 か

ら 0.3 ㎜、平均で 0.2mm でした。 

・ ジョイントの下にドリルを掘ってクラックが出やすいようにしましたが、それでも割れませ

んでした。ジョイント部分を動かさなければと思い、下を掘りました。 

・ これは VDOT からの要請で行いましたが、自分たちはなぜこれほどクラックが出ないか分か
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りませんでした。 

・ ⇒ 日本ではコンクリート舗装の上にアスファルト舗装を載せておりますが。そこは、目地

の部分で動きが大きく、dowel bar の機能が発揮しなくなり、荷重伝達率が 70％以下にな

り、そういうところはリフレクションクラックが出やすくなっています。そういうところは、

バーステッチの方法で荷重伝達を機能回復させております。 

・ コンクリートとアスファルトとの膨張率が違いますので、寒暖繰返しの季節変動が無いと隙

間ができないと思います。⇒ 確かに、外は季節は変わっておりましたが、中は温度コント

ロールしていましたので、収縮が無く動かなかったのではないかと思います。 

・ ⇒ ここは中間にアスファルト層が入っていましたね。⇒ 最初にこの 21B まで建設し、そ

の後すぐにコンクリートを載せませんでした。時間が経ちました。コンクリートを敷くのが

来年になるので、水が入らないようにアスファルトで覆いました。リサーチャーとしてはア

スファルトを取ってコンクリートを流す必要がありましたが、他の人がコンクリートを流し

たため、アスファルトを取ることなく施工されてしまいました。⇒ 目地が壊れる理由とし

てはエロージョンで路盤が洗掘されることもあります。それで荷重伝達が落ちることが想定

されます。⇒ 残念ながら私たちが作るわけではないので、このままです。リサーチャーは

一つ一つ意図的に入れておりますが、建設の方はいいだろうということで、この 1 インチの

意味を考えなかったということです。⇒ 有効性の高い実験ですので成功させてください。

コンクリートが新しいということもあるかもしれませんね。 
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（６）走行型路面たわみ測定試験機（TSD）（Dr. Samer Katicha から説明） 

  1）TSD の概要 

この TSD による計測ですが、もともと SHRP で行っており、最初に TSD を使ったのは、

9 州が集まって、プール資金を集め行いました。それとは別にバージニアだけで試験するも

う一つのプロジェクトがありまし

た。この TSD のプロジェクトは結構

何度もやっているものです。 

この 9 州が行ったプロジェクトは

完了しておりますので、それについ

てお話しいたします。 

これがプレゼンの内容になりま

す。プールファンドの内容、TSD の

説明、データ収集と処理、データの再

現性と、最後に FWD との比較を示します。 

 

このPMSは州が使っているシステ

ムです。PMS と TSD のデータの互

換性の関係、TSD が良い結果を出し

た場合PMSにどのように取り込むか

が書かれております。 

 

 

2）TSD の目的 

9 州が行った TSD のデータ収集は

2 年かけて行われました。収集は 2 日

間×2 回、SHA は州の Highway 局

ですが、州の DOT とほとんど同じ意

味です。SHA が走行したいルートを

選び、PMS にどんなデータを提供で

きるか検討しました。 
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3）TSD 試験の概要 

この表は参加した 9 州の試験期

間、走行延長が書かれております。 

 

 

 

 

 

 

 

4）TSD 測定車両 

トレーラーに設備を載せている TSD の車両を見せております。 

このドップラーセンサーが載っているのが

分かると思います。走行距離に対しどれだけ

のたわみが出ているかが分かります。 

これはトレーラーの中の温度管理をしてお

り、ビームに載せているのでゆがんだりしな

いようにしております。⇒ レーザーは 6 本

ですか。⇒ 100、200、300、600、900、1500

㎜で単位を付けることができます。またここには書いておりませんが、奥に基準用のレーザ

ーがあります。 
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5） たわみの測定 

これがたわみを示しておりますが、TSD ではこの赤線が実際に計測するところです。 

このように 300 のところの測定を

行いたいこともありますので、⇒ 

普通の荷重と一緒ですか。⇒一軸の

荷重になります。もっと荷重をかけ

ることが可能ですが、この時は一軸

による荷重で行っております。 

 

 

 

6） たわみの測定事例 

これはネバダの例です。それぞれ

走行したところを、グーグルアース

を使ってこのように示しました。 

 

 

 

 

 

ドップラーレーザーを使って、点

ではなくスロープで測定しておりま

す。また点と点を離れたところで計

測しています。 
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これを見ていただければ分かりま

すが、SCI300 は荷重がかかったとこ

ろから 300mm のたわみで、DSI は

スロープ型ではなく点と点を結んだ

もので、一番下は計算値に厚さが加

味されております。 

 

 

  7）温度補正 

この図は、温度補正を示しており

ますが、詳しくはここに書いてある

著者を参照してください。連邦のハ

イウェイリサーチで使われたもので

す。構造指標、引張ひずみ、動的係数

が出て、BELLS Equation の等式を

使うと、異なる動的係数が出て、実際

に温度を修正して正しい数値が出て

くる仕組みです。等式を使うことにより数値が修正されます。 

 

8）構造的指標の閾値 

これが構造的指標の閾値です。

DOT が知りたいのは、構造的な状態

がどれだけ保持できるかということ

です。先ほどの引張ひずみから、どれ

だけの疲労に耐えられるか計測さ

れ、計測部分はアスファルトの層の

下を測っております。どれだけの時

間、良い状態を保持できるか、の閾値

を出します。 
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9）測定データ 

この三色は、緑が良いところ、黄色がまあまあ、赤が良くないところです。 

 

構造状態の良し悪しをエクセルに置き換えたものです。一つのセルの閾値を変えると全体

のセルの色分けも変わるようになっています。 
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設備の仕様に関する再現性です。

同じ個所を翌日読み取ったものでど

のような違いが出ているかを示した

ものです。 

 

 

 

 

 

 

これはスムージングさせた例で

す。⇒ 結構ずれているということ

ですか。⇒ これは温度を修正して

いないので、温度を修正するともっ

と近づくと思います。⇒ 走る位置

もずれますか。⇒ 同じルートを走

っていますが、細かい実験的な規制

はできません。ルートはありますが、

車線変更などの可能性もあります。 

 

前は日々の違いですが、これは年

ごとの例です。 

⇒ 一年ごとに進むとは限らない。 

⇒ 一年ではほとんど出ないかもし

れません。 
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ジョージアの例ですが、他のもの

と比べ大きな差が出ています。キャ

リブレーションがうまく出ていなか

ったからかと思います。 

それでもこういった Deflection に

ついては、キャリブレーションの基

準もないため、それが間違っている、

正しいという議論もありません。 

 

これは I81 号の例で、FWD と TSD を比較したものです。それぞれ単位が違うことと、

TSD についてはキャリブレーションの基準が無いということがあります。⇒ FWD は何メ

ーターかの平均ですか。⇒ それぞ

れ 0.2 マイルごとの平均データです。

⇒ FWDは0.2マイルの間に何点取

っていますか。⇒ 一つです。⇒ 

TSD は 20mm 間隔に取れます。Hz

により変わりますので、どれぐらい

の速さで走るかによる影響も受けま

す。 

 

この部分は再生材を使った舗装改

良がおこなわれました。しかし、改良

後も TSD が FWD に同調しているこ

とが分かります。 
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これは SCI300 と CCI を比較した

ものです。 

 

 

 

 

 

これは疲労クラックとの比較です。構造的な状態と機能的な状態は必ずしも相関があるわ

けではありません。そのための別

途の評価が必要なため、構造的な

状態を TSD で測定し、PMS で機

能的な状態を見るとこれだけの違

いがあります。 

 

 

 

こちらが実際に計算のために使われ

た式です。ペンシルバニアが AASHTO

のものを基に計算しました。この a が

層の年次により変える係数です。 

 

 

 

これが TSD と PMS の比較で、

必ずしも同調しているわけではあ

りません。 

これは機能と構造の評価を別途

行わないとならないことを示して

おります。 
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10）収集データの種類 

これは参加した DOT にどのような舗装状態データを取るかを聞いたものです。青と赤の

違いですが、青の方がネットワーク全体のデータを収集するもので、赤はプロジェクトで必

要なものを収集するものです。表面の正常についてはネットワークレベルで取れている。ラ

フネス、スムーズさについてもほぼネットワークレベルで取れている。 

しかし、構造的なものになりますと、プロジェクトの時だけ測っていることが分かります。

これは FWD が時間がかかりすぎる

ことで、時間の逆転が起こっている

わけです。若しも TSD で速くとれる

のであれば、低い青線の部分がネッ

トワークで取ることが可能となると

思います。こういう意味でネットワ

ークレベルのデータを取った方が良

いということで TSD を考えており

ます。 

 

これがまとめですが、表面データ

は自動で測定できるものが多くあり

ますので、ネットワークレベルでの

測定に問題が無いわけですが、構造

的なものはなかなか取れないが、設

計のため使われるので、もっと重視

した方が良いのではないかと提案し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-113 
 

  11）TSD の仕様 

TSD の仕様についてここに書いてあります。もちろんキャリブレーションの標準が無いこ

とで、全ての州で一貫性を持った仕様は出来ないかもしれません。しかし、差を見ることは

できますので、どこが強いか弱いかを抽出することができます。 

TSD でキャリブレーションができないわけです

が、どこが弱いかが分かれば、FWD はデータの信

頼性が高いので、時間をかけて FWD で調べること

が提案されています。 

将来的にもっと精度が良くなれば、PMS に統合

できるような指標が使えるのではないかというこ

とと、構造の寿命に関して確認ができるのではない

かと思っております。 

 

  12）PMS の意思決定プロセス 

これはバージニアの PMS の意志決定のプロセスです。簡単に書いてあります。症状があ

り、処理方法を選定し、最終的な対応を選

定するものです。 

FWD をネットワークで取ったのはバ

ージニアでは 2007 年で、その時には 5 年

ごとに取ろうと言っていましたが、実際に

は実行されませんでした。 
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これも見ていると思いますが、良いまたは

普通の状態なら、予防保全を実施する。悪い

状態なら事後保全が必要ということです。 

TSD の指標ができるのなら、何が見られ

るかということで、舗装自体の損傷だけでな

く、構造的な寿命を計算することができま

す。 

 

これが今提案されているもので、右側の公

式から計算することができるものです。 

 

 

 

 

 

 

DSI とひずみの式を考えるのが大変でし

た。疲労に関しては、いろいろな式が既にあるということで、こちらの線を引いております。 

グラフ上の数値は厚さを示す。 
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こちら右側にあるのが厚さの位置

で、TSD の結果によってどれだけの

ひずみが出ているか、の関係図です。

DSI を計測し、そのアスファルトの

厚みに対し、何回で損傷が出るかが

出ており、これにより寿命を計算す

ることができます。 

 

 

道路はインターステート、一級道路、二級道路で分けており、VDOT が使用している CCI

指標により、どのような処置が必要

かが書かれております。DN(Do 

nothing：様子見)、PM (Preventive 

maintenance：予防保全)、 

CM (Corrective Maintenance：補

修)、RM(Restorative Maintenance：

改良)、RC(Reconstruction：作り替

え)です。 

 

これが構造的指標のあった場合と無かった場合の比較です。赤は構造的指標が無かった場

合どのような活動ができるかということで、先ほどの様子見とか、予防保全とかが数字に置

き換わっているのが左の数字です。赤は様子見、予防保全にとどまっていますが、構造的な

指標を使えるなら、青線の飛び出ているところにもっと多くのことをやった方が良いという

ことになります。 

⇒ 日本でも同じようなことをやっ

ていますが、走ったときの振動をど

うキャンセルするか、荷重が小さい

のでなかなかひずみが出ないとか、

いろいろな課題があります。 

⇒ DOT から依頼されてやってお

りますが、ひずみが小さい場合、例

えばコンクリートではなかなか出ま
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せん。人によって走行時の振動の考え方が違います。トラックが走ったら振動が出るのだか

らほっといても良いという人もいます。私はリサーチャーとして無い方がいいと思います。

⇒ FWD だと交通規制をかけながら取らなくてはなりません。非常に時間がかかるし、全線

把握するのは物理的に無理です。精度は求めなくては習いとは思いますが、当面スクリーニ

ングに使うのは良い方法だと思います。 

⇒ それは参加した 9 州の DOT も同じ意見で、ネットワークレベルで行って、おかしいと

ころを FWD で見る方法を考えています。 

⇒この車はどこが持っていますか。 

⇒ 民間を雇っています。9 州のプロジェクトが終わっ てから、民間の会社に反していま

す。その会社は、TSD を走らせるだけでなく、損傷のデータの収集・分析もできます。 
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（７）舗装すべり抵抗マネジメント 

  1）概要 

こちらのリサーチャーは、PhD の学生の

ロスさんで、エドガーさんについておりま

す。実際の作業は彼がやっていると思いま

すが、フリクションについてお話しします。 

 

 

これはアウトラインですが、ネットワークレベルでのフリクションテストの実施、様々な

機械でのフリクションテストの比較、事例検証、等が書かれています。 

フリクションテストを行う時、ネットワークレベルで行う時の考え方です。ホットスポッ

トとか、プロジェクトレベルか、問題のあ

る場所か。事故との関連を考え、全天候か、

雨天時か。また全面的にやるか、抜き取り

か。事後なのか事前なのか。 

継続的なフリクションテストが可能な

ら、ネットワークレベルの事前の対策が可能です。 

 

これは全州のデータです。事故件数で、バージニアは 20 位、事故の件数がそれぞれ書かれ

ております。 
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2）すべり面の構造 

マクロテクスチャーは骨材全体のテク

スチャーで、ミクロは骨材表面のテクス

チャーを示しております。 

 

 

 

 

フリクションはこのような 3 つのゾーンからなっております。この点々は水を表しますが、

dry と書いてある部分はタイヤと路面の

間に水が無い、ミクロ部分とタイヤの間

で接触、マクロ部分とタイヤの間での接

触、となっております。この 3 番目の状

態が無ければ、ハイドロプレーニングが

生じやすくなります。 

 

  3）すべり抵抗の計測（E-274 対 CFME） 

継続的にフリクションを確保できるか、若しくはロックホィールで計算した時の関係性が

出ています。 

継続的なフリクション計測器では、完全にロックしている部分が無いので、この山になっ

ています。このクリテ

ィカルスリップについ

ては、ABS を入れるこ

とでなるべく起こらな

いようにしています。 
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古い写真ですが、ロックホィール

です。 

 

 

 

 

 

 

これが新しい写真ですが、変わっ

ておりません。 

 

 

 

 

 

 

これがタイヤについてですが、リブ付き、リブ無しの二つがあります。リブ付の良いとこ

ろは、水のはけ口が出来ますので、ミクロレベルでの計測がよりしやすくなります。またリ

ブ無しの場合はマクロレベルでの計

測がしやすくなります。 

これが SCRIM に実際ついている

タイヤで、幅が狭いので、リブ有とほ

とんど同じ計測状況が生まれます。 

⇒ この二つのどちらを使っている

のですか。 

⇒ どちらも縦の滑りを計測できま

すが、左は縦の方向に走っていきますが、SCRIM は角度が付いており、走行方向が縦という

ことで、少しフリクションは出ますが計測は可能です。⇒ 日本では左側の溝有りを標準と

して縦滑りを測ります。 

⇒ ロックするのですか。 

⇒ ロックします。横も計測するのですが、その時も同じタイヤを使います。 

⇒ 州によりどっちを使うかは決まっていませんが、ロックホィールで計測します。 
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⇒ 数字が違ってくると思いますが。州に任せるということですか。 

⇒ フリクションの計測は連邦レベルの基準で決まっているものではありません。州自身が

測っているので、州に任されます。でも、日本と同様で、州の中でも、溝有を使うところが

多いです。 

 

この図は、ロック完了で数値が上

がり、ロックの間は横になります。リ

リースをすると一回上に上がって、

下がってゆきます。 

 

 

 

 

 

50 州の内 49 州がロックホィール

を使っています。カーブや進入路が

使えない。継続的に使えない。マクロ

レベルの計測は出来ますが、同時に

出来るような計測器を持っていると

ころはありません。それに水の使用

が非常に多いこともあります。 

 

4）すべり抵抗測定車（SCRIM） 

これは SCRIM の略語の語源を示しております。 

フリクションを測るための車両

で、マクロテクスチャーを測定でき、

GPS 等の車載装置があり、ビデオも

前方から撮れます。水の容量が大変

大きく、連続して 150~200 マイル走

ることができます。 
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角度をつけて測定します。20°と

書いてあります。 

 

 

 

 

 

 

どうしてこのように継続性を持ちながらフ

リクションを測った方が良いかですが、ロッ

クホィールは継続的ではなくて、見逃してい

る部分が出ていることが書いてあります。 

 

ロックホィールでも 0.1 マイルご

とにやることは可能ですので、この

ように□であらわされるように低い

ところを測っております。しかし、取

りこぼしは出てくると思います。 
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フリクションが低いところが出ていますが、ここはカーブ部分でロックホィールは使えな

いところです。 

⇒ このカーブで使えないのです

か。 

⇒ そのとおりです。 

⇒ 緩いカーブに見えますが。 

⇒ ここでもやりません。トレーラ

ーで引っ張っていますので、外に出

てしまいます。 

⇒ けん引式で、水はどうしていますか。 

⇒ ロックホィールの前に散水車で水を撒きます。 

 

これは牽引型のロックホィールで測れない部分ですが、実際このようなカーブが一番危な

いことが分かります。 

他の道への分岐がありますので、

ここにフリクションが無いと危ない

ことが言えます。 

実際 SCRIM で悪いところがあっ

たので、ロックホィールでもう一回

図ってもらうようお願いしました

が、できませんでした。 

 

マクロテクスチャーがどうして重

要かを示します。 

継続のものとロックホィールを比

較しています。 
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SCRIM では同時にマクロテクスチャーを測ることが可能です。このようにフリクション

が下がっていますが、マクロテクス

チャーが上がっており、危険性が吸

収されております。しかし安全かと

いうと、骨材のテクスチャーがあま

り無いので、雨天時には安全でない

可能性があります。 

 

 

これは密度の高い混合物ですが、

雨になるとガラスのように滑りやす

くなる。 

州 DOT の問題ですが、配合を決め

る人、維持管理をする人、安全を考え

る人が縦割りで、簡単にはなりまし

たが、安全には影響が出ているかも

しれません。 

 

 

これが事前事後ですが、テクスチャーが少ないものへ減らしたので、雨天の時の走行台当

たりの事故数が年間で増えてしまいました。 

こちらも悪いです。このマイルで

書いている部分が問題で、マイル単

位で混合物を変えているわけでない

ので、本当に悪いかどうかは言い切

れません。 

フリクションの値が高くなければ

ならない場所で低い値が出ます。 
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  5）すべり抵抗の閾値 

州によってフリクションの閾値がち

がいますが、バージニアは一定ですが、

ミネソタは道路の階級により変えてい

ます。 

 

 

 

英国の例で、必要なフリクションの数があります。インターステートハイウェイで必要な

ものが赤で書いてあります。No event は、交差点等が無い場合で、このような数値が必要だ

ということが書いてあります。 
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これはフリクションデマンドのカテゴリーの例です。ニュージーランドのものです。 

どちらもそれぞれの個所によるフリクションの閾値を書いております。中央分離帯有り無

し、曲線部、交差点部。 

⇒ 49 州が測定を行っているとありましたが、行っていない１州とはどこですか。 

⇒ ネバダ州かアリゾナです。グリップテストをやっています。連邦レベルでやったので、

このロックホィールを使ってやった州が参加できるのです。SCRIM を持って行って今より

いいということが言えなければならないので、何もしてないところに行っても仕方ない。⇒ 

これが日本の滑り抵抗測定車です。曲線部も測れます。インターランプは無理ですが。これ

が日本の基準化されています。80km/h で走りながら測定します。⇒ ロックホィールはだい

たい 60km/h で行います。SCRIM のいいところは、既に角度をつけたタイヤを走らせるの

で、機械的にロックダウンさせる必要がありません。 

外でも言いましたが、フリクションと事故との相関が分かればよいのですが、それについ

てはまだ慎重です。 

⇒ わが社は雨天時の事故が多かったところにポーラスアスファルトを導入し、そこが劇的

に減ったということで、ポーラスアスファルトを全面的に採用しました。そのため、アスフ

ァルト舗装では滑りはあまり問題となっていません。問題があるのはトンネルの中のコンク

リート舗装です。 
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（８）質疑応答 

1）日本側プレゼンに関する質疑応答 

ノースカロライナは、非常にデンスな舗装を行っており、事故が増加しております。この

ようなポーラスアスファルトの情報が役に立つのではないかと思い聞きました。 

⇒ もともと雨の事故の多い個所での施工のため、初期のデータで非常に大きな事故対策の

結果となりました。またこの舗装はマクロテクスチャーが改善される効果もあると思います。

⇒ 日本の高速道路はポーラスな表面を使っているのですか。 

⇒ 全国の高速道路の 7 割がこのポーラスアスファルトになっております。 

⇒ バージニアではあまりポーラスは使われておりません。フロリダはポーラスが多いです。

法定速度がある邸と高いところだとポーラスが良いと考えていると思います。 

⇒ もともと表層の舗装は 4 ㎝が標準ですが、ポーラスアスファルトは降った雨がバインダ

ーの上を流れます。これは事故の低減や騒音の低減効果もある。一方積雪寒冷地では、除雪

をしなくてはならない。除雪の際、ポーラスアスファルトの表面の骨材が取れてしまう。そ

のため、この骨材の把握力を高めるために、ハイブリットアスファルトが開発され、表面性

状はポーラスアスファルトと同じで、内部が密に詰まったものが開発されました。配合設計

により、表面が空隙があり、内部が密になった構造を開発したわけです。黒い部分がアスフ

ァルトモルタルで、一回の施工で、表面の空隙を確保しながら密な構造を施工することが可

能です。今使うのは、北海道などの寒冷地とインターランプのような補修のしにくい個所で

す。 

⇒どうして一回でできるのですか。 

⇒ 配合粒度を極めて粗骨材が多い、かつ細粒分も多くしています。使うアスファルトは改

質アスファルトを使い、一回の施工でできるように配合を検討し決定しています。 

⇒ 一回で施工すると、自動的に下にたまるようになるということですか。 

⇒ モルタル分が下に沈むようになります。厳密な品質管理と施工方法により可能になりま

した。 

⇒ 適切な個所を選らぶ手法は。⇒積雪深によりエリアを分けております。 

⇒ タイプ II は高いのですか。⇒ タイプ I は高粘度のアスファルトを使います。タイプ II 

は一般的な改質アスファルトです。ただし、タイプ II はアスファルト量が多い。アスファル

トの炭化は高粘度の方が高い、しかし、アス量が多いので、若干タイプ II の方が僅かに高い

です。 

こちらでポーラスを使わない理由は、除雪に弱いことです。もしかしたらこれが解決策にな

るかもしれません。フロリダにポーラスが多い理由は雪が無いからです。 
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３．７ 事前質問項目と回答 

本調査団の実施に際しては、事前に以下の質問項目を送付した。以下の回答は、主に VTRC

から得られたものである。なお、●は日本側からの質問、〇は先方からの回答である。 

 
（１）一般事項 

1）VDOT の管理する道路延長は 

 舗装管理延長が非常に多いが、管理する組織と点検や補修の人員は。 

o 州舗装状況報告をご覧ください。– 

[http://www.virginiadot.org/info/state_of_the_pavement.asp] 

o 125,000 車線マイル(200,000 車線 km) 全米で 3 番目のネットワークです。 

o 9 つの地域があります。責任を有するのは、地域舗装技術者及び行程管理者です。こ

のため総計 18 人が直接的に舗装マネージメントに関与します。 

o センターオフィスには契約(状態評価)、中央舗装管理システムから来るデータ及び推

奨事項の管理、を実施する僅かな人員しかいません。－明日そのうち数人にお会いで

きると思います。 

o 年間舗装改良プログラムを実施する 50 人ほどにより、契約管理と点検を実施。 

o 全てのインターステート及び一級道路及び二級道路の 20%の調査が、自動表面状態

評価装置(専門サービス契約)により毎年実施されます。 

2）交通条件や環境条件は ⇒ VDOT参照  

 VDOT 管内の、交通条件や、気候や地質的条件などは、どのような値であり、舗装に

どのような影響を与えているか。 

3）舗装種別について ⇒ VDOT参照 

 日本では 1998 年頃から、高速道路舗装はアスコンの排水性舗装が主体となっている。

VDOT での舗装の思想と、どのような舗装種別が主体的に使用されているか教えてほ

しい。アスファルトについては特に、表層については、密粒、ギャップ、OGDL(Open 

Graded Drainage Layer)の割合。基層については、密粒、ギャップグレード(SMA 主

体と聞いている)の割合。 

 舗装のニーズやメリットについて、近年どのような動向があるか。また将来どのよう

に変化してゆくと考えられるか。 

4）アスファルト舗装の変状・損傷 

 特にアスファルト舗装の変状で、舗装の変状として多いものはなにか。また、その対

策としては、どのようなものが多いか 

http://www.virginiadot.org/info/state_of_the_pavement.asp
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o 一般的な変状として、表層轍、また路盤や路床までいたる深い轍があります。断面ま

で影響の無い表層轍は、通常は混合物の問題(アス量過多、粒径分布の問題)ですが、

交通レベルに合致しない混合物の不適切な選択によっても発生します。交差点の轍は、

大型車の量が多い場合発生します。この様な場合通常区間が短いため、VOT は、交差点

を含む舗設を行う場合、交差点部だけアスコン種別を変えることはしません。；轍が

大きくなると、このようなケースは少ないのですが、交差点部を切削し、もっと適切

な剛な混合物の改質、若しくは SMA で舗設します。深い轍は、舗装の荷重に対する構

造的問題(当初建設時の設計や材料の選択の問題、大型車の量が予想を大幅に超える場

合、の両方)から発生します。あるいは、舗装が水分を含んだり剥がれたりして劣化が

進んだ箇所で発生します。しばしば深い轍は表層のオーバーレイによる材料の追加に

よる対応をします。；レアケースとしては、深層まで掘削を行い、剥がれや劣化した

材料を取り除き新しい材料で置き換えます(交通への影響やコストからこのような対

応は少ないです)。 

 また変状や損傷に関し、舗装種別、交通条件、更には、温暖化の進行等が影響するも

のはどんなものが考えられるか。 

o 現在、引き続き交通量が増加していることによる老朽化の加速や、地球温暖化の影響

拡大について、注視してゆく必要があります。アスファルト舗装の方が荷重や温度の

影響を受けやすいことから、コンクリート舗装はアスファルト舗装ほどの影響は無い

と思いますが、それでも特に温度変化の影響を受けると思います。これら二つの舗装

については、潜在的な影響を注視する必要があります。私たちは、環境の劣化ととも

に、大型車交通の増加や軸重の増加、温度の上昇、温度変化の拡大によるアスファル

ト材料寿命の短縮を見てきました。VDOT は過去数年間、夏季の極端な高温によるコ

ンクリート舗装のバックリングを見てきました。これはこれから増加してゆくと思っ

ております。 

5）コンクリート舗装の変状・損傷 ⇒ VDOT 

 コンクリート舗装の変状で多いものは何か。またどんな補修をしているか。 

 

（２）舗装の点検および評価 

  1）アスファルト舗装の点検や評価方法は 

 舗装の表層のわだち、クラック等の調査頻度はどれくらいか。また、その閾値はどれ

くらいとしているのか。 

o VDOT のインターステート、一級道路の全て、並びに二級道路の 20％については、毎
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年評価を行います。評価は幹線道路で複数車線の場合、一番右のレーンについて、あ

るいは、上下分離の無い道路の場合、主方向について行います。アスファルト舗装道

路については、轍深さ、クラック範囲、クラック長、パッチング範囲、IRI、並びに前

方及び下方の像が含まれます。コンクリート表層の道路では、段差、角欠けの数、ク

ラック長、パッチング範囲、IRI 及び前方及び下方の像が含まれます。全てのデータは

0.1 マイルごとに集約され、報告されます。 

 日本では、日常点検の中で変状を発見し、補修する、あるいは追跡調査する方法を取

っている。VDOT でも同じ方法か。 

o VDOT では、日常点検の仕組みはありません。しかし、VDOT の地方部や郡の担当者

は非公式な車上点検を行い、観察された明らかな安全上の課題を報告します。また

VDOT は、一般の方から道路の問題の報告を受ける公開電話番号もあります。これに

より、クラッシュ？、道路上の堆積物、ポットホールなどを発見できます。 

  2）コンクリート舗装の点検や評価方法は⇒ VDOT参照 

 コンクリート舗装の特に下層の状態を点検するにはどのような方法があるか。特に

FWD を使用した評価については、どんな注意が必要か。 

 コンポジット構造（上層にアスファルト混合物でオーバーレイした構造）の場合の評

価項目、方法はどのように行っているか？ 

3）舗装の評価値 

 CCI 評価を行うに当たって、評価方法のフロー、判定基準等があれば教えてほしい。

IRI はインターステート・一級道路と、二級道路で分けているが、状態指数でも方法

を分けているのか。 

o VDOT は、舗装ネットワークの評価方法としてクリティカル状態指数(CCI)を用いて

います。評価は 0 から 100 までの数字で表します。100 は全く問題の無い状態で

す。CCI は、それぞれの変状種別や程度に基づく荷重に関するものと荷重に関係しな

いものに関する変状の判定値に基づいています。荷重に関する変状は、荷重変状評価

(LDR)として、荷重に関しない変状は、非荷重変状評価(NDR)として報告されます。

CCI 値は、この LDR と NDR の値の小さい方の値を採用します。道路はこの CCI 値

に基づき、良い、普通、悪いと評価されます。またこの評価は、インターステート、

一級道路、二級道路により異なります。 

 舗装の評価に関し、予防保全的な評価、または LCC や LCA を考えた中長期的視点

からの評価に基づく管理手法は。 

o 現在、新規建設の設計について VDOT はライフサイクルコスト評価(LCCA)を用いて
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います。しかし、LCCA は舗装補修には使用されていません。これまで、VDOT は

新規の道路設計や補修のライフサイクル評価の過程は使用しておりません。 

 

（３）橋梁の舗装について 

 日本では橋梁コンクリート床版上にアスファルト舗装を舗設することが一般的であ

る。米国でもこのような形態はあるのか。ある場合、どのようなことが問題であり、

設計から補修までで重要な点はどんな点か。日本では橋梁でも排水性舗装を施工する

ため、防水が重要な観点となっている。 

o 監視が出来ないため、アスファルト舗装は行っておりません。(また、塩分進入を悪

化させるかもしれない、腐食の進行を隠すことも問題です) 

o しかしながらのアスファルトを施工する場合は、非常に遮水性の高い、高い改質アス

ファルト混合物、例えば Roshalt や BD Mix のようなものを使用します。 

 

（４）舗装試験について 

  1）舗装評価のための試験 

 FWD、滑り抵抗、あるいは現位置での動的安定度、等をどれくらい実施しているの

か。 

o 滑り抵抗試験は、現在のところ、事故データに基づく潜在的事故ホットスポットにの

み実施されている。現在、優先度の高い道路に対し連続滑り抵抗測定のパイロット試

験を実施している。（WDM の SCRIM を用い） 

2）FWD について 

 データ取得のために、どれくらいの車線延長を、どれくらいの頻度で実施すべきなの

か。 

o VDOT はプロジェクトレベルで、補修設計のための情報として FWD を実施してい

ます。2007 年から 2009 年の研究の一部として、FWD を用いインターステートで

(0.2 マイルごとに)実施しています。これらのデータは現在でも使用されています

が、既に古いものであることは認識しています。大きな延長を有する他の道路(一級

道路または二級道路)については行われておりません。VTRC は多量のデータ取得の

可能な TSD の調査の、二つの研究についてのスポンサーとなっています。 

  3）TSD について 

 FWD と TSD データについては、相関や信頼性、データの取りやすさ等で、どのよ

うな評価をしているのか。 
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o 現在までに、VTRC は TSD の二つの研究プロジェクトのスポンサーとなっておりま

す。両方の研究は、Gerardo Fintsch 教授の指導の下で行われております。VDOT は

TSD を用い、SCI のようなたわみ係数に基づき、舗装断面の構造的欠陥箇所を特定

することを考えております。そのうえで FWD を用い、さらに詳細にその箇所を評価

します。VDOT は TSD と FWD の間の相関を調べる作業はしておりません。 

 

（５）スマートロードについて 

 特に舗装は、試験区間で様々な種類のものが施工されているようだが、どういったデ

ータを収集し、それをどのように生かしているか。 

o 舗装試験道路では、ほとんどの区間で、IRI,轍、FWD を用いた構造能力測定がモニ

ターされています。VDOT は圧力とひずみ応答を測定する機器試験区間を設置する

作業を行っています。 

 舗装内センサーと舗装の各種破損との関連は見られるか。 

o 機器設置を行った舗装に限定されるため、これまで破損との関連は見られておりませ

ん。しかし、他の研究グループとの交流に基づき、各種の関連があること分かってお

ります。 

 

（６）舗装設計について 

  1）舗装設計について 

 既設舗装評価から補修方法の決定までのフローと補修の際の舗装構造設計の考え方は 

 日本では表層を排水性舗装としてから、基層の損傷が進むようになり、より下層への

影響も出ているため、舗装の水密性が重要となっている。舗装の設計における重点事

項は何か。 

2）舗装のライフサイクルについて 

 舗装のライフサイクルについては、表層だけではなく、路床より上の舗装についても

考慮されているようだが、特にアスファルト舗装についての考え方を教えてほしい 

3）舗装の打ち替えについて 

 舗装の表層、路盤より上についての打替えの間隔は、舗装の種別により異なっている

と思うが、どのようなモデルで、どのくらいの間隔を考えているのか。 

o 状態による判定の境界としては、表層の CCI が 60 以下の場合が挙げられる。CCI が

85 以下の場合、舗装種別によっては、保全処置の対象となる。 

＊ 保全処置とはチップシール等の対応のことか？ 
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（６）舗装点検から補修の過程 

  1）舗装補修のオペレーション 

 舗装点検から補修までの作業は、どのようなフローで、どのような組織が実施するの

か。 

o 作業フローと作業を実施する組織の種類は、必要な補修の範囲による。 

o 非常に基本的で限定された保全作業(例えばクラックシール)や補修(ポットホールパッ

チング)は、直営のスタッフ(DOT 職員)が実施する。 

 また外注があるとすれば、どのような規定に基づき、それを決定しているのか。 

o 表面補修や置き換えでもより大きなプログラムについては、他の相当大きな補修や改

良と同様に、契約により実施される。この作業は、VDOT の道路及び橋梁の標準仕

様により管理される。 

 

（７）舗装材料 

  1）アスファルトプラント、合材運搬等に関する事項 

 低炭素社会に向けてアスファルト混合物の製造において低温混合について取り組んで

いるか。取り組んでいる場合その方法はどのようなもので、混合温度はどの程度か。 

o VDOT は、製造者に、様々なウォームミックスアスファルト技術の使用を認めてい

るが、それは強制ではない。用いられる最も一般的技術は、水注入フォーミングであ

り、温度低下の手段というよりもむしろ、最も頻繁にもちいられる圧密補助である。 

 日本では、アスファルト混合物の運搬に荷台がオープンの大型ダンプを使用し混合物

積載後シート等で覆い運搬しているが、こちらではどのように運搬しているのか。 

o バージニアでも、オープンベッドダンプが使用される。VDOT は、運搬時に湿度を

受けることを防ぎ、異物が混入することを防ぐため、また混合物の温度の維持のた

め、トラックベッドを防水シート(tarpaulin)で覆うことを求めている。 

 アスファルト混合物を製造する際、耐久性等の観点からこだわっている点はなにか。 

o 製造の間、VDOT は製造者に、プラントサンプル材料が、粒径分布、アス量、空隙

率の基準値を満足するよう求める。；さらに、舗設材料は密度を評価する。要求事項

を遵守しない場合、罰金を科し、製造停止を行う。また、過度の違反については、舗

設材料の撤去や置き換えを行う。 

 アスファルトに添加する改質剤で最も多いものはなにか。また、特に特殊なものがあ

る場合、それは何を目的に開発したものなのか。 
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o VDOT は、湿気による損傷のリスクを低減するため、全ての混合物に、anti-strip を

含有することを求めている。マーケットから入手可能で、VDOT の認可した液体

anti-strip 添加物または水和石灰が使用される。また、VDOT は、PG64E-22 バイン

ダー(AASHTO の M332 バインダー仕様に合致するもの)がポリマーを含有し、適正

な繰り返しクリープ回復特性(MSCR)に合致することを規定している。このバインダ

ーは、轍を防ぐ付加剛性を有するため、重交通、優先度の高いルートで用いられる

が、疲労クラックに抵抗する混合物の弾力性及び回復機能を維持している。 

 アスファルトプラントの一般的な混合能力はどの程度か。また、広大な国土で道路を

建設、維持管理する上で、どの程度の規模でアスファルトプラントが存在しているの

か。 

o バージニアでは、ほとんどが連続ドラム式プラントとなっている。州内のバッチ式プ

ラントは 5 つに満たない。連続ドラム式プラントは、150-450t/hr で、プラントご

と、混合方式、プロジェクトの要請事項(例えば、輸送時間(haul time)、使用される

トラック、切削/舗設比等)により異なる。地盤状況により、平均施工量(production 

rate)は 350-400t/hr になる。ほとんどのプラントは、プラント自体と 3-5 の骨材スト

ック、1-2 の RAP(再生材)ストック、2-3 のサイロ、関連資材の備蓄庫からなる。ま

た、これらが専有面積のほとんどを占め、バラつきも大きい。多くのプラントが採石

場(quarry)に隣接しており、骨材製造のための採石場と関連を持っている。RAP の

ストックは特に、州内でも、都市部(舗装断面を保持するための切削の量が多いた

め、非常に大きい)と地方部(RAP は製造されると同様な割合ですぐ消費されるため、

季節備蓄にとどまる)で大きく異なっている。 

  2）アスファルト再生材料について 

 アスファルト混合物のリサイクルや副産物を使用しているか。その場合、バージンの

アスコンと再生アスコンの比率はどの程度で、再生アスコンの適用基準はなにか。 

o リサイクルの二つの一般的なタイプがバージニアでは使われる。：プラント製造アスコ

ンへ再生アスコン(RAP)を混入するものと、コールド原位置リサイクル、コールド中央

プラント再生及び全層再生での RAP 使用である。VDOT では、再生アスファルトシ

ングル(RAS)は密粒混合物のみへの使用が許されている。 

o プラントアスファルト混合物への許容 RAP 量は、混合物種別と仕様バインダーによ

り異なる。密粒混合物には以下の仕様が使用される。 
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表 II-14A 

推奨されるアスファルトセメントの性能グレード 

混合物 

名称 a 

混合物中のアスファルト舗装再生材(RAP)の割合 

%RAP   25.0% 25.0% < %RAP   30.0% 25.0% < %RAP   35.0% 

SM-4.75A, SM-9.0A, 

SM-9.5A, SM-12.5A 

PG 64S-22 PG 64S-22  

SM-4.75D, SM-9.0D, 

SM-9.5D, SM-12.5D 

PG 64H-22 PG 64S-22  

IM-19.0A PG 64S-22 PG 64S-22  

IM-19.0D PG 64H-22 PG 64S-22  

BM-25.0A PG 64S-22  PG 64S-22 

BM-25.0D PG 64H-22  PG 64S-22 

a SM = 表層混合物; IM = 基層 (binder) 混合物; BM = 路盤混合物; 数字は NMAS(最大骨材

粒径 nominal maximum aggregate size) in mm を指す。; A = ベースバインダーグレードは

通常 PG 64S-22; D = ベースバインダーグレードは通常 PG 64H-22.  

PG64E-22 バインダーを必要とする密粒混合物は、混合物重量で 15％を超える RAP

を含まない。SMA 混合物は、以下の仕様を満たす必要がある。 

 

表 II-26 

アスファルトと RAP 使用の性能グレード仕様 

混合物種別 & 性能グレード 混合物での許容 RAP 割合(%) 

SMA-9.5(64H-22), SMA-12.5(64H-22) & SMA-19.0(64H-22) 0.0 to 20.0 

SMA-9.5(64E-22), SMA-12.5(64E-22) & SMA-19.0(64E-22) 0.0 to 15.0 

 

 

o VDOT は、再生アスファルトシングル(RAS)の使用を密粒アスファルト混合物に限っ

て認めている。RAS 材料の必要事項は地域家屋の屋根葺き替えの際出てくる廃棄シン

グルスクラップの剥離 RAS 材料、あるいは地域の屋根シングルの製造過程で出来る

RAS 端両方に規定する。VDOT は RAS 材料は重量で 5％を超えないことを規定して

おり、RAS と RAP の両方の混合物については、全混合物の内 30％を超えないよう規

定している。 
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o FDR、CIR、CCPR 層については、100％再生材料とできる。2011 年から、VDOT は

およそ 75 車線マイルの舗装をコールドリサイクルにより施工している。二つの大規

模プロジェクトが、Williamsburg の近郊の I64 号線で実施されており、それぞれ 65

車線マイルずつの延長がある。 

 再生アスコンを使用する場合、最も重視する利点は何か。 

   エージェンシーの観点から見ると、最終混合物の費用効率と耐久性が最も重要な要因

である。VDOT が舗装契約における最低額入札制度を取っているため、費用効率は調

達において第一に考えるべきものである。アスファルト混合物のライフスパンの考察

と決定は難しい要素であるということが言えるにしても、一番重要であるにもかかわ

らず、最終材料の耐久性はしばしばおろそかにされる。考察と決定を難しくする要因

としては、例えば、下層の舗装状態や材料、交通の影響が挙げられる。産業の観点か

らは、再生利用は、州内の場所により重要度が変わってくる。都市部では、再生材料

の使用が頻繁であり、価格競争が激しく、RAP の備蓄管理の支援の必要がある。 

  3）舗装の種類と施工性について 

 舗装耐摩耗、耐流動性、交通騒音や降雨や寒冷地等を考慮した様々なアスファルト混

合物があると思うが、舗設や運搬の際に問題となるような混合物はないか。 

o SMA(ギャップ)混合物は、しばしば、剛性が高く、粗い、もっと詳細な注意が必要な

混合物であるとされている。分離の傾向があるため、VDOT はリミックス能力のある

材料輸送車両(MTV)を用い舗設するよう要請している。 

o 一般的ではないが、場合によっては、繊維改質を行う。 

o また、硬い混合物のワーカビリチーを改善するため、ウォームミックス技術(ホットミ

ックス温度で)を用いることも許容(推奨されることもある)される。 

 アスファルト混合物の種類により、作業性・施工性の評価手法はあるか。 

o 直接的なものは無い(バインダーの粘性試験を除き)。混合物が密度要件を満たさない

場合、潜在的な原因としてワーカビリチーの低下がある。コントラクターは、設計、

舗設や圧密装置の見直し、あるいは WMA（Warm Mix Asphalt）技術を用いることが

できる。 

  4）アスファルト骨材について 

 アスファルト混合物に使用する粗骨材及び細骨材の流通や製造の事情はどのようなも

のか。また、それら材料のアスファルトの剥離抵抗性についてどのような試験を行っ

ているか。 
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5）アスファルト材料の開発 

 例えば新しいアスファルト混合物を開発する場合、走行性などの観点からタイヤのグ

リップ感（すべり抵抗）や乗り心地や走行騒音等の性能追及に際し、自動車メーカー

やタイヤメーカー等とコラボしている研究や取組はあるか。 

o VTRC は通常、新しい製品や技術については、開発が進んだのちアプローチをし、製

品やアプリについて、VDOT の要請に合うかどうか評価する。通常私たちは政府組織

として直接製品の開発に参加したりすることは無い。しかし、関連する産業界や商社、

連邦政府(FHWA)と一緒になり、将来性のある新製品新技術についての試行や評価の

機会を提供することで協力している。 

 環境影響(人体影響、リスクアセスを含む)や LCIA などを考慮した材料・施工技術の動

向は 

o VTRC は再生材料や様々な産業副産物の利用の増加を想定している。またここ 10 年

以上にわたってこれらの利用の増加が顕著であったことを見てきている。生産性、効

率や作業員の安全を向上させる自動化や機器の使用により、建設技術は進歩している。

環境への関心も重要となっている一方、新規の技術は第一にコストの問題となってい

る、しかし、世界的な気候変動の影響が増大する中で、今後は環境影響分野が産業の

けん引役となると考えている。 

6）舗装と交通事故の関係 

 日本は降雨日数年間 100 日強で年間降雨量は 1700 ㎜と多く交通事故の大きな要因で

ある。そこで交通事故対策として排水性舗装が開発され高速道路の交通事故は劇的に

減った事情があるが、そちらでは交通事故対策として開発されたアスファルト混合物

はあるか。 

o バージニアは何年も前に、タイヤ騒音の低減を第一の目的に、開粒度アスファルト層

にチャレンジした。同時に湿潤状態での交通安全の改善となることを期待できる水膜

や水しぶきの低減効果も認識した。残念ながら、排水性の表層は、急激に温度が低下

し、湿潤凍結状態への注意が必要となった。また適正に建設が行わなければ、不十分

かつ局所的な材料の問題が生じることも明らかとなっている。 

o 私たちは、高い滑り抵抗が必要となる事故の多い個所に対応するため高摩擦表面処理

（HFST’s）を用いている。この処理は非常に高価なものである。この開発にあたって

は、適切なプラットフォーム（下層状態）の構築と細かな調整、適用の限界、即ち開

始位置と終了位置、を考えてきた。 
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  7）小規模舗装補修材料 

 維持管理において、小規模な損傷を補修する場合どのような材料があるのか。 

o 小規模損傷範囲、例えばポットホールは、季節、場所、その場所の特徴に合わせ、様々

な材料を適用している。コールドパッチ乳剤ベースの材料の他に、プラントミックス

のホットアスファルト材料が手に入りやすいようなら適用されたし、近年開発された

骨材のバインダーとして水硬化性のポリマーを用いた製品もある。さらに、VDOTは、

自動的にポットホールを補修するポットホール補修用のロボットを試行している。こ

れには、ホットアスファルト混合物（プラントミックス）またはコールドパッチ材料

（瀝青ベースの低温アスファルト材料）の両方が使われる。また VDOT は、ホットス

カリフィケーション及び補修の方法を試行している。この方法では、赤外線により損

傷エリアを加熱し、掘り起し(scarified)、新しい材料を加え、既存の掘り起こした材料

と混ぜ、パッチエリア全体を圧密する方法である。 

 

（８）要求性能 

 舗装の要求性能はどのように規定されているか。また舗装のわだち掘れ深さや、クラ

ック率等の、管理基準等を教えてほしい。 

⇒ Brian w/ Hari の資料参照 

 

（９）その他 

 舗装の設計・施工・点検・評価・管理における ICT、AI、IoT 技術の活用と展望は 

o ICT (intelligent compaction) 建設の品質管理のための実現可能なツールと考えます。

適正な最終評価(密度＆乗り心地)を得られることがコントラクターの使用のインセンティ

ブになりえますが、まだ将来のもの？ 

o AI (artificial intelligence) – 舗装評価に将来役立てられる可能性があります、特に検知、

認識、表面変状量評価の自動システム、(例えば自動クラックアルゴリズム) 

o IoT (???) -  
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３．８ 注目すべき点と日本の高速道路への示唆 

 
本調査により得られた米国バージニア州における技術動向と各技術、研究体制・施設等の詳細

は、以上に報告されたとおりであり、以下に「注目すべき点と日本の高速道路への示唆」として

これらの成果を俯瞰し、我が国の舗装技術を展望する。 

 まず、今回調査において注目すべきキーワードには、「ネットワーク」と「パートナーシップ」

が挙げられる。これらのキーワードは、米国バージニア州の技術動向と研究体制の双方に見られ、

道路管理の合理的手法等を示唆する共通要素と考える。 

技術動向では、舗装の点検においてTSD やSCRIMを用いたネットワークレベルの状態把握が検討

されており、修繕要否のスクリーニングからPCIによる評価・判定までの仕組みが構築されつつあ

る。さらに、構造設計の段階では、破損形態（クラック側あるいはわだち側に寄るか）が予め想

定され、この設計から点検までをPMSに統合することで予防的補修・修繕の具現化を目指している。

また、PCIとPMSからなる管理システムには、指標や基準を再評価する機能があり、運用と並行し

てビジネスモデルを現実化し、最適化する仕組みを有している。一方、再生材利用を含む材料調

達時のPMDには、パートナーシップの概念が見られ、RAP配合率をはじめ、材料開発の段階から仕

様規定を通過点と考え、性能規定によるQC・QAを見据えている。特に再生材利用においては、業

界側の経済的メリットを尊重し、これをインセンティブとして配合を委ね、仕様規定を手放しな

がらパフォーマンスを保持し、かつRAP配合率を高めるねらいがある。ここで、地方部では再生材

のスットク状況により非効率となる可能性もあり、再生材利用を一律に求めず、ホットミックス

やコールドミックスの適否を含めて地域ごとのメリットを優先している。 

 研究体制では、VTRC、VDOT、VTTIの各々が明確な位置づけと役割を持ち、基礎・応用研究を分

担して連携する研究者ネットワークが構築されている。例えば、VTRCではVDOTがすぐにでも仕様

変更できるよう現場の標準的作業に対応した応用研究を担い、VTTIでは影響力の大きい基礎的か

つ先進的な研究案件を担って舗装技術の持続性を支えている。さらに、VTTIは、学生自体が実体

験をもとに研究する優れた環境にあることをひとつの役割とし、産官学のパートナーシップによ

り新たな技術と人材を育てている。 

以上から、今回の成果は、ネットワークとパートナーシップの先に道路管理の合理的手法、さ

らに業界全体の持続可能性の新たなヒントを示唆している。物的・人的資源の確保が一層困難と

なるなか、高速道路の管理事業をひとつの中核とし、技術と人材を育てるネットワーク、パート

ナーシップの構築に期待する。 

（日本大学 生産工学部工学部土木工学科 土質・道路工学研究室 准教授 加納 陽輔） 

  



3-139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附資料  
（資料 1）デジタル画像を用いた舗装変状評価指針, 2.43 版,  

バージニア交通局保全部門, 2014 年 3 月 

（資料 2）2018 年ニーズベース解析に使用された、舗装メンテナンス決定マトリックス 

の開発と高度化のための支援資料 

（資料 3）VDOT の舗装状態指標の開発と実施 第 1 部 たわみ性舗装 
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第４章 米国ノースカロライナ州他植栽点検技術等動向調査 

４．１ 調査目的 

 

高速道路の安全確保において高速道路周囲の樹木が原因となる風倒木は、発生時の交通や

お客様に与えるインパクトを考えると、道路構造物の劣化が原因となるインシデントに匹

敵する影響度を潜在しており、風倒木点検は植栽全般に関する点検の中でも非常に重要度

が高い項目となっている。しかしながら、長大な路線延長の中から危険木等を拾い出すた

めに点検者は現地踏査や状況把握、とりまとめのために多くの時間を費やしており、また

伐採等の除去作業においても数が多く作業が追い付かないことがあるなど、諸問題が存在

することも確かである。 

高速道路の老朽化が進む中、樹木においても経年に伴う危険木等の発生量は今後増えるこ

とも予想される。このような背景のなか風倒木点検に関する視点から、 

① リスク評価基準・プロセスの明確化 

② 点検作業の効率化 

③ ＰＤＣＡの可視化 

④ 将来のリスク木を生まないための現場づくり  

が求められている。 

こうした観点から、本調査は米国において樹木劣化に関する諸研究とコンサルティングを

専門で行っている機関において実践されている理論や研究面に関する様々な情報を収集す

るとともに、実際のフィールドで樹木管理を行っている管理者からそうした理論や研究成

果の運用面における取り組み状況を把握することを目的としたものである。 

 

 また併せて、カリフォルニア州においては、本線上での工事作業区域内の作業員や機器

類、あるいは点検業務に従事する点検者などを防護する装置といった交通安全に関するよ

り具体的な情報の収集、あるいは沿線での人口増加が見込まれる路線における通行料金プ

ログラムやエクスプレス・レーンといった交通政策に関する情報の収集も目的として調査

を実施するものである。 
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４．２ 調査概要 

 

本調査は、2018 年 10 月 22 日(月)から 31 日(水)までの 10 日間にわたり、米国ノースカ

ロライナ州シャーロット、イリノイ州シカゴにおいて植栽点検、樹木リスク点検等に関す

る情報収集、ならびにカリフォルニア州サンディエゴにおいては、交通安全対策と交通政

策について調査を行い、各訪問先において意見交換、および現地調査を実施したものであ

る。本調査の概要(表 4.2.1)、調査参加者(表 4.2.2)、および調査行程(表 4.2.3)を次頁以降に

示す。 
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表 4.2.1 調査概要 

訪問先機関 

 ノースカロライナ州シャーロット 
1) Bartlett Tree Laboratories  https://www.bartlett.com/regionSetup.cfm 
2) シャーロット市施設 City of Charlotte  http://charlottenc.gov/Pages/Home.aspx 

 イリノイ州シカゴ 
3) Morton Arboretum  http://www.mortonarb.org/ 
4) シカゴ市施設 

 カリフォルニア州サンディエゴ 
5）カリフォルニア州交通局地区 11（サンディエゴ） http://www.dot.ca.gov/ 

訪問先住所 

1) 13768 Hamilton Rd. Charlotte 
2) 701Tuckaseegee Rd. Charlotte (City of Charlotte facility) 
3) 4100 Illinois Route 53, Lisle, IL 60532-1293 
4) 30 N. LaSalle St. Chicago 
5) 7183 Opportunity Rd, San Diego, CA 92111 (Traffic Management Center Office) 

訪問先窓口 

1)-2) Tom Smiley, Ph.D. 
Senior Arboriculture Researcher, Bartlett Tree Research Laboratories 

3)-4) Jake Miesbauer, Ph.D. 
Arboriculture Scientist, The Morton Arboretum 

5)   Lima Saft, PhD, PE, PMP 
TMC Operations, California Department of Transportation, San Diego 

調査概要 

昨今、国内の高速道路では、植栽樹木や隣接地の樹木が巨木化し、気象条件等によ

っては、本線に倒木するリスクが増大している。これらの樹木のもつリスクについ

ては、対象木を、本線との位置関係、樹高等から「危険木」としてスクリーニング

し、目視や触診等により点検を行うことにより状態を把握しているが、その評価は

点検者の主観に委ねる場合が多く、措置、対処方法、樹木保有者への説明等も曖昧

な場合が多いのが実情である。一方、米国では、危険木の評価に関して、定量的な

判断基準を設けており、基準に従ってリスクポイントを付与する当、客観的に対外

説明できる方法が確立されている。また、危険木の位置、周辺状況に従い、ハザー

ドゾーンの設定もなされており、リスクの大きさに合わせて、措置の優先順位を設

ける等の事業マネジメントも確立されており、これらの情報が随時、モニタリング、

マッピングされ、情報公開も行われている。 

主な調査 
項目 

・樹木リスクに関わる評価基準、評価方法、ハザードゾーンの設定方法、データ管

理方法（シャーロット、シカゴ） 
・移動式防護柵バルジビームの設計、開発、運用に関する調査（サンディエゴ） 

地 図 

 

 

https://www.bartlett.com/regionSetup.cfm
http://charlottenc.gov/Pages/Home.aspx
http://www.mortonarb.org/
http://www.dot.ca.gov/
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表 4.2.2 調査参加者 

氏 名 所属・役職 

1 
細野 哲央 
Tetsuo HOSONO 

一般社団法人 地域緑花技術普及協会 代表理事 

千葉大学 客員研究員 

2 
森崎 耕一 
Koichi MORISAKI 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 

土木事業本部 環境緑化部長 

3 
紺野 義仁 
Yoshisato KONNO 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 

企画本部 企画部 上席専門役 

4 
高野  博 
Hiroshi TAKANO 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 

企画本部 品質安全推進室 参与 

5 
須藤 一郎 
Ichiro SUDO 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 

土木事業本部 土木保全計画部 保全技術課長 

6 
長田 剛之 
Takeshi OSADA 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 

土木事業本部 環境緑化部 植栽保全課長 

7 
柏﨑 智和 
Tomokazu KASHIWAZAKI 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 

さいたま保全計画センター 植栽保全課長 

8 
鈴木 雄吾 
Yugo SUZUKI 

東日本高速道路㈱ 

建設・技術本部 技術・環境部 環境課 課長 

9 
松本 大輔 
Daisuke MATSUMOTO 

東日本高速道路㈱ 

管理事業本部 管理事業計画課 係長 

10 
蛭田 貴行 
Takayuki HIRUTA 

㈱ネクスコ・メンテナンス関東 

京浜事業所 

11 
高橋 一紀 
Kazuki TAKAHASHI 

㈱ネクスコ・メンテナンス関東 

佐久事業所 

12 
佐藤 將 
Sho SATO 

公益財団法人高速道路調査会 

研究第二部 調査役 

13 佐藤 周二 Shuji SATO 通訳者（英語－日本語）＠シャーロット 

14 樋口 裕美子 Yumiko HIGUCHI 通訳者（英語－日本語）＠シカゴ（10/26） 

15 ｹﾈｽ･ﾋﾞｸﾀｰ･ﾚﾋﾞﾝ Kenneth Victor Levin 通訳者（英語－日本語）＠サンディエゴ 
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表 4.2.3 調査行程 

日付 時間 行程 宿泊地 車 通訳 

10/22 
(月) 

 
15:00 
17:45 
15:45 
18:00 
21:07 

 移動 
- 成田空港集合 
- 成田発(UA882 便) 
- シカゴ着 
- シカゴ発 
- シャーロット着 

シャー

ロット 

空港

送迎

のみ 

― 

10/23 
(火) 

 
9:00-12:00 

 ミーティング 
- Bartlett Tree Laboratories, NCDOT 

シャー

ロット ○ 
○ 12:00-13:00  訪問先での昼食 

13:00-17:00  ミーティング（継続） 
- 日本側プレゼンテーション 

17:00-19:30  訪問先との夕食 ○ 

10/24 
(水) 

 
9:00-11:30 

 現地視察 
- シャーロット近郊 

シカゴ ○ 

○ 11:30-12:15  訪問先との昼食 
12:15-14:30  現地視察（継続） 

 
17:00 
18:12 

 移動 
- シャーロット発（UA5365） 
- シカゴ着 

― 

10/25 
(木) 

 
9:00-12:00 

 

 ミーティング 
- Morton Arboretum, Illinois Tollway 
- 日本側プレゼンテーション 

シカゴ ○ 
○ 

12:00-13:00  訪問先での昼食 
13:00-17:00  現地視察 
17:00-19:30  訪問先との夕食 ○ 

10/26 
(金) 

9:30-12:00  現場視察 
- シカゴ近郊 

シカゴ ○ ○ 12:00-13:00  訪問先での昼食 

13:00-16:00  現地視察（継続） 

10/27 
(土) 

 
12:45 
15:00 

 移動 
- シカゴ発（UA2381） 
- サンディエゴ着 

サンデ

ィエゴ 

空港

送迎

のみ 

― 

10/28 
(日) 9:00-17:00  高速道路調査（自主調査） サンデ

ィエゴ ○ ― 

10/29 
(月) 9:00-15:30 

 ミーティング＆現地視察 
- カリフォルニア州交通局 
- 日本側プレゼンテーション 

ロサン

ゼルス ○ ○ 

10/30 
(火) 

 
11:40 

 移動 
- ロサンゼルス発（UA032） 機内泊 

空港

送迎

のみ 

― 

10/31 
(水) 15:30 - 成田着 ― ― ― 

凡例 UA:ユナイテッド航空 
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４.３ 現地スタディー 

４．３.１ 樹木リスク点検に関する理論・研究情報収集 

 

（１）樹木リスクに関する理論 

１）バートレット研究所訪問 

Bartlett Tree Research Laboratories（以下：バートレット研究所）は、親会社

Bartlett Tree Experts 社（以下：バートレット社）の研究機関という位置付けであ

る。バートレット社は 1907 年に樹木学者フランシス.A.バートレットがコネティカッ

ト州に設立した樹木総合コンサルティング会社であり、民間事業者、自治体等様々な

クライアントと契約し点検、メンテナンス、コンサルティング等の業務を行ってい

る。先の大戦前後から米国東部で行ってきた送電線付近の樹木管理を中心に業務を拡

大し、現在では米国内、カナダ、イギリスに 100 以上の事業拠点をもつ。科学的で客

観性を重んじる手法やシステマティックに未来を見据えて物事を考えるという業務哲

学は設立者の思想が今でも受け継がれており、共通理念とする顧客への４ステップの

業務アプローチからもそれを窺うことができる。 

バートレット社業務の４ステップ 

・システマティックな方法による植物の健全性・安全性の点検 

・科学的、客観的な診断評価と、過去―未来を見通した問題解決 

・必要とされる最大限の樹木サービスの提供 

・先進的、効果的な手法による、長期的な管理計画のデザイン 

バートレット研究所は 1927 年に設立され、1965 年に現在のノースカロライナ州シャ

ーロット市郊外の 350 エーカー（約 141ha）の敷地に移った。研究所の主な役割は親

会社を技術的にサポートすることであり 15 名の研究者、10 名の作業技術者が常駐す

る。樹木生理や腐朽劣化に関する研究のみならず、メンテナンスにおける新技術や手

法の研究、9000 種の植物を収集し北米東海岸地方に適した樹種の研究改良、さらには

技術者養成のための研修等の開催も行っている。また樹木のみならず、病理学、土壌

学、昆虫学、菌類学といった樹木と密接な関係にある研究まで総合的にカバーしてい

ることも特徴である。 
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写真 4.3.1 バートレット研究所 

 

２）スマイリー博士による樹木リスク解説 

樹木劣化とリスクに関する理論、研究に関する解説はバートレット研究所の上席研究

員であるスマイリー博士（Dr. E.Thomas Smiley）のプレゼンテーション形式で行われ

たが、本報告書ではその内容を整理し文章化して記述する。 

  

写真 4.3.2 スマイリー博士のプレゼンテーション 

 

①樹木リスクアセスメントの概要 

バートレット研究所が携わる樹木管理に関する業務、リスク点検は地元ノースカロラ

イナ州に限らず全米各地に及び、点検に際しては ISA（International Society of 

Arboriculture）の点検手法に準じて実施されている。米国内では管理者によって

ANSI、ISO、州レベルの基準書や手引きが運用されているが、ISA はそれらを包含した

内容となっている。 

ISA が推奨する手順 ISA-BMP(ISA Best Management Practice)では、リスクアセスメ

ントとは「点検レベル」と「リスク評価体系」の２大要素により構成されると定義づ

けている。 

E. トーマス スマイリー博士 

Dr. E. Thomas Smiley 
 
・Bartlett Tree Research Laboratories 

Senior Arboricultural Researcher 
・Clemson University 客員教授 
・ISA Board Certified Master Arborist  
・ISA Tree Risk Assessment Qualification 
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点検レベルとは、点検方法の深度のことであり、車上目視と言った簡易な方法から、

非破壊探査といった手間や費用の掛かる方法まで、必要とする情報を得るために、そ

れに応じた点検方法を選択することをいう。 

次にリスク評価体系について、点検によって得られた情報を整理して予測を立てたの

ちリスク評価へ導くことは我々の日本のフィールドでも行っている手法と同じである

が、ISA-BMP でいうリスク評価体系の特徴は、多くの情報を一度にミックスして結論

へ導かないことである。ISA ではリスク評価にあたり様々に関連しあう情報を次の３

要素の視点で純粋にそれぞれ整理し、最後にその重みの組み合わせによって総合的に

評価するという明瞭な手法をとっている。 

 

図 4.3.1 ISA リスク評価体系の概念 

 

樹木劣化 ⇔ 折損（Failure）⇔ 被害（Impact）⇔ 結果（Consequence）は関連しあ

う関係にあるものの、必ずしも伴って連動するものではない（折損＝被害発生とは限

らない）。リスク評価の過程では、それぞれの要素をいったん個別に分けて評価すると

いうことを理解する必要がある。 
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はじめに、スマイリー博士のプレゼンテーションに示される ISA-BMP リスク評価体系

の全体の流れをフローに整理したものを示す。以降それぞれの項目について解説を加

える。 

 

図 4.3.2 ISA-BMP リスク評価体系フロー 
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②点検レベル 

樹木リスク点検の方法は次の３つのレベルを基本とする。すべての樹木に対して３レ

ベルを行うのではなく、簡易なレベルから行い必要となった対象について、部分的に

レベルを上げて深めていく方法である。 

 

表 4.3.1 リスク点検レベルの 3 段階区分 

Level-1 移動目視点検（Limited Visual Assessment） 

 

樹木・樹木群に対して専ら一方向から重

大な劣化の有無を目視確認し、まず重大

なリスクを拾い出す。 

車両、徒歩、上空（UAV 等）、ボート等に

よって行う。 

 
※UAV は近年急激な進化を遂げ、樹木点検そ

の他さまざまな場面への効果的な利用が期

待されるが政府による制限も大きい。 

  

Level-2 基本点検（Basic Assessment） 

 

周囲環境、樹冠、幹、地表の根系状態に

ついて、周囲 360°を目視確認する。簡易

な器具を併用する場合もある。 

  

Level-3 詳細点検（Advanced Assessment） 

 

倒木や被害の可能性につながる要素を近

接状態で詳細に調査する（樹上調査、機

器による腐朽探査を含む） 

 

 

 

 

機器による腐朽探査の例 

レジストグラフ、音波式探査器 
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③条件設定 

腐朽や枯損といった樹木に表れる情報は大小さまざまであるが、それらの情報からリ

スクを導き出すにあたっては、どの程度の気象条件（負荷）を想定するか、またどれ

くらいの期間内に問題となりうるか、といった条件設定が不可欠である。日本国内で

は最大負荷＝台風レベルとすぐに結びつくが、ISA の本拠であるアメリカは地域により

気象条件が多様であるため、このような段階が刻まれているものと思われる。 

 

表 4.3.2 想定する気象条件の 3 区分 

平年レベル （Normal Weather） 

 

通常考えられる平年的な気象条件 

風は強いときで 45mph（秒速 20ｍ）程度 

  

厳気象レベル （Extreme Weather） 

 

平年レベル以上を想定した気象条件 

風は強いときで 45mph＋10mph（秒速 25

ｍ）程度 

  

非常時レベル （Abnormally Extreme Weather） 

 

災害をもたらすような強風（台風、ハリ

ケーン、竜巻など） 

風は 55～60mph（秒速 25ｍ）以上 
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-想定時間軸- 

想定時間軸（Time Frame）の設定とは、向こう何年間のリスクを想定するかという

ことである。例えば樹木に生じたごく弱い腐朽兆候は、1 年という短いスパンで見れ

ばまだまだ倒木につながる恐れは少なくても、50 年という長い時間の中では大きな

腐朽に成長し倒木を起こすことも考えられる。つまり、どの時間を切り取るかを設定

しない限りは腐朽兆候の大小をリスクに変換することはできない＝リスク評価が不可

能ということである。 

東日本高速道路で行っている風倒木点検は、毎年点検⇒伐採処置⇒台風期には安全

を確保というスケジュールであるので、この場合の時間軸（Time Frame）は 1 年、と

いうことになる。なおスマイリー博士の説明ではアメリカ国内の場合、特に時間軸の

基準はなく顧客の要望にもよるが 1～5 年（平均 3 年）を一つの相場とする傾向があ

る、ということである。 

 

 

④点検～可能性と結果予測 

この段階は樹木リスク点検の中でも多くの情報が集まる佳境というべき部分でもあ

る。そこで ISA-BMP では点検において「折損(Failure)に関する視点」と「被害

(Impact)に関する視点」「結果（Consequence）に関する視点」と 3 系統に分け、さら

にそれぞれの系統について「要素の拾い出し」と「可能性予測」に段階分けして整理

している。 

 

-折損に関する視点- 

折損に関する点検（要素） 

[Factor] 
 

折損が起こる可能性（予測） 

[Likelihood of Failure] 

樹種 

劣化の状態 

生長状態 

健康状態 

考えうる負荷 

Tree Species 

Defects and Conditions 

Response Growth 

Health 

Loads 

 

差し迫った状態 

十分に起こりうる 

起こる可能性がある 

まず起こらない 

Imminent 

Probable 

Possible 

Improbable 
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表 4.3.3 Likelihood of Failure の 4 段階区分 

差し迫った状態 （Imminent） 

 

折損などがすでに起こり始めている、または気

象、負荷の変化がない穏やかな状況下であっても

近いうちに折損が起こると予想される状態。この

カテゴリーは時間軸設定に関わらず緊急的に扱

われるべき 

 

 

十分に起こりうる状態 （Probable） 

 

 

（設定した時間軸の範囲内において）平年

レベルの気象条件下でも十分に折損が起こ

りうる状態 

 

起こる可能性がある （Possible）  

 

 

（設定した時間軸の範囲内において）厳気

象レベルで十分に折損が起こりうる状態。 

 

まず起こらない （Improbable） 

 

 

（設定した時間軸の範囲内において）厳気

象レベルであっても折損が起こらないと予

測できる状態 

気象条件 折損発生

災害時レベル 起こりうる

厳気象レベル 起こりうる

平年レベル 起こりうる

現状 起こりうる

気象条件 折損発生

災害時レベル 起こりうる

厳気象レベル 起こりうる

平年レベル 起こりうる

現状 OK

気象条件 折損発生

災害時レベル 起こりうる

厳気象レベル 起こりうる

平年レベル OK

現状 OK

気象条件 折損発生

災害時レベル 起こりうる

厳気象レベル OK

平年レベル OK

現状 OK
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-被害に関する視点- 

被害の可能性に関する点検（要素） 

[Factor] 
 

被害が生じる可能性（予測） 

[Likelihood of Impact] 

幹/枝と被害対象の 
位置関係 

Location in Relationship 
to tree/branch  

 

  

被害対象（人・車）の 
出現頻度 

Occupancy rates 
Rare, Occasional, 
Frequent, Constant  

高い 
（人・車の往来が多い） 

High 
 

樹木の構造状態 
（特に傾き） 

Tree architecture 
(especially lean) 

中程度 
（状況によっては） 

Medium 
 

劣化の位置 Defect location 低い 
（ゼロではないが低い） 

Low 
 

想定される主風向 Storm wind direction ほとんどない 
（人・車の往来がない） 

Very Low 
 

被害対象の防護に 
寄与する要素 

Protection factors   

 

表 4.3.4 Likelihood of Impact の 4 段階区分 

高い （High） 

 

ターゲットは高い確率で被害を受ける 

・ターゲット＝車両 

・比較的交通量のある道路、交差点 

・樹木が道路方向に異常に傾斜 

・ほぼ間違いなく道路上へ倒木 

・高い確率で車中の人員に被害 

 

中程度 （Medium） 

 

ターゲットは状況により被害を受ける 

・ターゲット＝住宅（範囲内で最重要） 

・樹木の幹または枝がターゲット上に落ちる可

能性がある。 

・しかし方向によってはターゲット方向以外に

落ちる可能性もある 
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低い （Low）  

 

ターゲットが被害を受ける可能性は低い 

・ターゲット＝歩道上の人 

・通行量はほとんどない 

・ターゲットがゾーンに入る頻度は少ない 

・方向によってはターゲット方向以外に落ちる

可能性もある 

 

ほとんどない （Very Low） 

 

ターゲットが被害を受ける可能性はほとん

どない 

・ターゲット＝歩道上の人 

・ごくたまにしか人が通らない歩道 

 

 

-結果に関する視点- 

被害結果に関する点検（要素） 

[Factor] 
 

被害結果の予測 

[Consequence of the failure] 
  

 

  
ターゲットが何か 
何が最も重要か 

What are the Targets 
(Value)  重大 

（死亡、重症、大規模） 

Severe 
 どのようにして被害を 

もたらすか 
How susceptible to 
harm  中-大規模 

（人身、中規模以上） 

Significant 
 

サイズ、重量と 
被害規模の関係 

Part size 
小-中規模 

（中規模以下） 

Minor 
 

影響する距離、範囲 Fall distance 
ごく小規模 

(無視できるレベル) 

Negligible 
 被害対象の防護に 

寄与する要素 
Protection factors 
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表 4.3.5 Consequence of the Failure の 4 段階区分 

重大 （Severe） 

 

 

重大、または高価な物品被害。複数の人

身への重大な被害がありうる。（死亡、重

症） 

 

 

中-大規模 （Significant） 

 

 

中～大規模の物品被害。人身への被害が

ありうる。 

 

小-中規模 （Minor）  

 

 

小～中規模の物品被害。人身への被害は

ほとんど考えられない。 

 

ごく小規模 （Negligible） 

 

 

ごく小規模、または高価でない物品の破

壊。無視できるレベル 

枝 
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⑤分級（判定） 

前項までの段階で、それぞれ「折損(Failure)に関する視点」「被害(Impact)に関する

視点」「結果（Consequence）に関する視点」で評価された三つの予測結果は、この段

階で初めて掛け合わされ、分級（カテゴライズ）される。 

分級はまず前二者について掛け合わされ、その結果を基に後者と掛け合わせることで

一つの結論に導く。 

 

表 4.3.6 分級第一段階（Table-1） 

 

 

表 4.3.7 分級第二段階（Table-2） 

 

 

  

ほとんどない
Very Low

低い
Low

中程度
Medium

高い
High

差し迫った状態
Imminent

なし
Unlikely

やや考慮
Somewhat likely

考慮
Likely

高く考慮
Very likely

十分に起こりうる
Probable

なし
Unlikely

なし
Unlikely

やや考慮
Somewhat likely

考慮
Likely

起こる可能性がある
Possible

なし
Unlikely

なし
Unlikely

なし
Unlikely

やや考慮
Somewhat likely

まず起こらない
Improbable

なし
Unlikely

なし
Unlikely

なし
Unlikely

なし
Unlikely

折損が起こる可能性
Likelihood of Failure

被害が生じる可能性
Likelihood of Impacting Target

ごく小規模
Negligible

小-中規模
Minor

中-大規模
Significant

重大
Severe

高く考慮
Very likely

低リスク
Low

中リスク
Moderate

高リスク
High

重大リスク
Extreme

考慮
Likely

低リスク
Low

中リスク
Moderate

高リスク
High

高リスク
High

やや考慮
Somewhat likely

低リスク
Low

低リスク
Low

中リスク
Moderate

中リスク
Moderate

なし
Unlikely

低リスク
Low

低リスク
Low

低リスク
Low

低リスク
Low

折損＋被害が起こる可能性
Likelihood of Failure and Impact

被害結果の予測
Consequences of Failure

最終評価リスク 
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⑥リスク評価シミュレーション 

これまでの流れを、実際のケースに当てはめてシミュレーションする。 

 

Table-1 

 

 

Table-2 

 

 

 

ほとんどない
Very Low

低い
Low

中程度
Medium

高い
High

差し迫った状態
Imminent

なし
Unlikely

やや考慮
Somewhat likely

考慮
Likely

高く考慮
Very likely

十分に起こりうる
Probable

なし
Unlikely

なし
Unlikely

やや考慮
Somewhat likely

考慮
Likely

起こる可能性がある
Possible

なし
Unlikely

なし
Unlikely

なし
Unlikely

やや考慮
Somewhat likely

まず起こらない
Improbable

なし
Unlikely

なし
Unlikely

なし
Unlikely

なし
Unlikely

折損が起こる可能性
Likelihood of Failure

被害が生じる可能性
Likelihood of Impacting Target

ごく小規模
Negligible

小-中規模
Minor

中-大規模
Significant

重大
Severe

高く考慮
Very likely

低リスク
Low

中リスク
Moderate

高リスク
High

重大リスク
Extreme

考慮
Likely

低リスク
Low

中リスク
Moderate

高リスク
High

高リスク
High

やや考慮
Somewhat likely

低リスク
Low

低リスク
Low

中リスク
Moderate

中リスク
Moderate

なし
Unlikely

低リスク
Low

低リスク
Low

低リスク
Low

低リスク
Low

折損＋被害が起こる可能性
Likelihood of Failure and Impact

被害結果の予測
Consequences of Failure

最終評価リスク ＝ 中リスク 
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⑦リスク評価精度の確認 

これまでに解説した ISA-BMP に基づく手法により点検者が付した判断と実際の風倒木

の被害が一致したかどうか、それを確認したスタディーがある。 

これは過去に別件で調査した林分が偶然にもハリケーン通過後も被害状態のまま存置

され確認可能であったため、ふり返り確認のために再調査したというケースである。

なお、これら風倒木があった林分はプライベートな敷地であったため、リスク評価３

要素「事象が起こる可能性」「被害が生じる可能性」「被害結果の予測」のうち、後２

者については判定を行っていない。したがって、「折損が起こる可能性」で付した、

「差し迫った状態、十分に起こりうる、起こる可能性がある、まず起こらない」の４

段階の判定が妥当であったか、という点についての確認である。 
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-結果：点検員の判断と実際の状況- 

「折損が起こりうる可能性」でいう「差し迫った」「十分に起こりうる」などの定性

的な表現が一般的感覚に一致しているかということと、気象条件に対しての関連性に

ついて照合した結果、下表の結果となった。 

 

表 4.3.8 点検員が付した判定に対する確認結果 

（例）差し迫った状態とはどのくらいの割合の 

樹木に被害が出ることをいうかという事前予測 
↓    

 

定義 予測 

 

結果 

折損が 
起こる可能性 

気象条件との 
関連 

折損の可能性
予測 

折損 
発生率 

妥当性 

差し迫った 

状態 

[Imminent]  

全部または 

ほとんど 

［All or Most］ 

95％ 

○妥当と言える 

Imminent 判定樹木の 

95％に事象が発生した 

十分に 

起こりうる 

［Probable］  

かなり多い 

［Many］ 
38％ 

△妥当と言い切れない

Probable 判定樹木の 

50～60％に事象が発生

すると想定していた 

起こる 

可能性がある 

［possible］  

いくらか 

［Some］ 
15％ 

○妥当と言える 

possible 判定樹木の 

15％に事象が発生した 

まず 

起こらない 

［Improbable］  

わずかに 

［Few］ 
＜1％ 

○妥当と言える 

Improbable 判定樹木の 

事象発生は 1％未満 

であった 

 

-参考とすべき情報- 

・劣化兆候がまったくなかったのに折損が起こった樹木は全

部で 10 本あった。 

・折損が起こった樹木のうち、大枝の枯損や幹腐朽といった

劣化事象の種類は 1 本の樹木に対し平均 3 種、最大 6 種で

あった。 

・折損が起こった樹木と劣化事象の関係は次のとおり表され

る。これらをグルーピングすると折損発生に強く結びつく

劣化事象は何かといった傾向が見えてくるため、これらの

キー要素を見つけ出し、評価の頼りにすることは非常に有用な手法となる。 

気象条件 折損発生

災害時レベル 起こりうる

厳気象レベル 起こりうる

平年レベル 起こりうる

現状 起こりうる

気象条件 折損発生

災害時レベル 起こりうる

厳気象レベル 起こりうる

平年レベル 起こりうる

現状 OK

気象条件 折損発生

災害時レベル 起こりうる

厳気象レベル 起こりうる

平年レベル OK

現状 OK

気象条件 折損発生

災害時レベル 起こりうる

厳気象レベル OK

平年レベル OK

現状 OK
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図 4.3.3 劣化事象と折損発生の関係 

 

⑧技術者の育成 

ISA では、樹木リスク評価を行う点検評価者(Assessor)育成のために TRAQ(Tree Risk 

Assessment Qualification)と呼ばれる講習を行っている。講習コースは 2 日間にわた

る実践的な講義に加え、半日の筆記＋実技試験からなる。また講義内容は ISA-BMP の

改訂情報や異常気象の多発といった時代的変化も加味して都度アップデートされる。

これまでに世界 19 か国で 7200 人以上が履修、講義開催数は 400 回を超える。（補足：

ISA の HP では、TRAQ 受講に際し ISA 認定または指定機関などのアーボリスト資格の保

有、大学において樹木学に関連する単位履修等の資格要件を定めている） 

   

写真 4.3.3 TRAQ（点検評価者育成講習） 
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⑨解説のまとめ 

これまでの解説に加えてスマイリー博士自身の数々の研究や体験から、結論として次

のように締めくくっている。 

 

・点検評価者育成講習(TRAQ)は、リスク評価を本質的にとらえ、信頼性を高めるこ

とに効果的である。 

・折損が発生する可能性(Likelihood of failure)を評価する者としては、アーボリ

ストが最適である。 

・しかし、実際に折損が発生する可能性を評価するとき、どうしても過大評価しが

ちである。特に「起こる可能性がある(Probable)」に判断されるべき樹木を、そ

れ以上の悪い方（深刻に）に見積りがちである。 

・またアーボリストが「被害が起こる可能性」を評価する時も、悪い方（深刻に）

に見積りがちである。 

・「被害が起こる可能性」の評価にあたっては、優れた探査機器や手法があるので、

それらを併用すると効果的である。 

 

アーボリスト(Arborist)とは  

日本でいう樹木医が －樹木の調査・研究、診断・治療、公園緑地の計画・設計・設計監理

などを通して、樹木の保護・育成・管理や、落枝や倒木等による人的・物損被害の抑制、後継

樹の育成、樹木に関する知識の普及・指導などを行う専門家のこと－（日本緑化センターによ

る）とされるのに対し、 

アーボリストは －樹木・木本植物の繁殖、育成に関する知識や病虫害その他樹木に関連す

る環境に関する知識を有するとともに、剪定、施肥、補強等施工、樹木ダメージに関する診断

や処置などの実践スキルをもつ者－ とされている。 

厳密に両者を比較することは困難であるが、樹木医が高度な学術的知見に基づく活動を主と

するのに対し、アーボリストはどちらかというと広く浅く、実践作業まで含めた総合的な樹木

管理に携わる者というイメージである。 

アーボリストは唯一の資格ではなく、ISA、州単位など認定機関が複数存在する。しかし、

これらの中で ISA は世界各国に支部を持ち、また技術基準においても中心的役割である。 
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３）バートレット研究所におけるフィールド研究事例 

バートレット研究所で驚くべきことは、樹木の劣化進行メカニズムの研究やそれに伴

う損傷や折損の発生の関連性等について、実際の樹木と現場状況を再現して実証研究

を行っていることである。敷地内の古木をそのまま利用して劣化状況を観察したり、

街路とまったく同じ施工方法で構造物と樹木を配置してダメージの強度を比較してい

る区画など、高度さや複雑さはないが「実物で証明する」ことで実に単純明快でわか

りやすく、高い説得力をもって人に知ってもらうための努力や工夫を行っている。 

 

①見本園、樹木コレクション 

バートレット社が自社で行う樹木コンサルティングにおいて活用するためであろう、

様々な樹木の見本が敷地内のあちらこちらに配置されていたが、時間の関係上見るこ

とができたのはそのうちのごくわずかであった。Elm tree（ニレ）のコレクションは

品種研究用で、1900 年代半ばに米国内で猛威を振るったニレ立ち枯れ病(Dutch Elm 

Disease：DED)への耐性を調べるため世界各国から集めたものである。 

  

写真 4.3.4 バートレット研究所の見本園 

 

また、ランドスケープ用にも樹木の様々な仕立て方の見本園を見ることができた。確

かな品質で剪定や管理作業を行えば樹木はこれだけ美しいですよ、というような良い

例を実物で顧客に見せるということは非常に説得力が高く、ランドスケーププラン提

案等の場面では非常に有用なツールとなることが想像できた。 

敷地内の主要な樹木にはタグがつけられており、これはバートレット社が自社で請け

負う樹木管理業務に付帯して行うインベントリシステム”Arborscope”（台帳管理シ

ステム）のデモンストレーション用タグということである。タグは単に番号を振った
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だけのものと、QR コードが印刷されたものがあり、QR コードはスマートフォン等で読

み込むと、その樹木の基本情報や管理履歴などが表示される仕組みとなっている。 

  

写真 4.3.5 QR コードで情報を読み取れる樹木タグ 

 

②大木化樹木の力学的補強に関する研究事例 

樹齢 60～70 年のアメリカハナノキを使った力学的補強試験。この樹種は双幹や多幹

（Co-dominant Stem）になりやすく、特に枝の又部分の強度が弱い特徴があるとのこ

と。この試験木は根元付近から強い双幹になっていたため折損防止の補強手法の試験

木となった。ロングボルト（幹下部）、ケーブリング（幹中間）、コブラケーブル（幹

上方）というように場所に応じて数種類の補強が使用されており、これらの力学的寄

与度ならびに劣化経過の観察を行っているとのことであった。 

 

  

写真 4.3.6 大木化樹木の力学的補強事例 

ロングボルト 

ケーブリング コブラケーブル（ドイツ製） 
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それぞれの補強手法の解説 

・ロングボルトは又から離れた位置で施工すると力学的効果が高いが、離れた二つの

枝に真っ直ぐに長いボルト穴をあけるのがとても困難。また樹木がねじれた方向

に動くと、ボルト穴から亀裂が入ることがある。写真のボルトは実はあまり強度

に寄与していないことが判明している。（この木とは別に、近似した条件の若木を

たくさん用意して様々な位置にボルトを通し実際に引っ張り、耐張力計測や破壊

試験を行ったことのこと） 

・ケーブリングはアメリカでは最もスタンダードな補強手法で高い位置でも可能。 

・コブラケーブルは紫外線劣化がある。試験品は 7 年経過で切れ、幹肥大部分にはク

ビレが残ってしまった。一般にはおおよそ 10％/年の強度低下があること、5 年程

度の耐久性と思った方がよい。紫外線の強い地域はもっと短くなるだろう。 

 

③街路樹の歩道破壊に関する研究 

一般的によくみられる街路樹の根上がりによる歩道破壊の対策工法を比較した研究。

約 20 年前に並木状のプラタナスを植栽し、区間ごとに異なる歩道断面構造を施工し、

10 年経過後に舗装材をすべて剥ぎ取りエアスコップにて根系を露出させて比較したも

の。不慮の樹木病害でプラタナスがすべて枯損し、以降試験を中止したために現場は

やや荒れてしまっているが、対策工法の有無による差は歴然で現在でも明確に確認す

ることが可能だ。 

 

写真 4.3.7 街路樹の歩道破壊に関する研究事例 

  

コントロール区画（無対策）は通常

の歩道断面構成であったため根が

自由に伸びて歩道を破壊した。 

一方歩道際に防根シートを垂直に

埋め込んだ区画はまったく根の侵

入が認められず、現在でもしっかり

効果が残っている。（写真は落葉

が積もっているだけ） 

歩道部 

防根シート区画 

コントロール 

区画 
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④街路樹の歩道下根系成長に関する研究 

プラザ（広場）やパブリックスペースに見られる全面歩道内の樹木生育に関する研

究。樹木周囲の限定した範囲のみに生育土壌をもつ一般的な方式（植マス方式）と、

スマイリー博士が長年開発に関わった、歩道荷重をプラスチック系素材の下部構造体

で支えつつ根の侵入を許容し、歩道と樹木の健全性を両立する工法（サスペンデッド

工法）を比較できるように施工された試験区画である。 

  

  

写真 4.3.8 全面歩道内の樹木生育に関する研究事例 

二つの工法は比較しやすいようレイアウトされておりその差は一目瞭然である。また

下部構造体の実物見本や切り取った根系の実物、さらには土壌断面を直接観察できる

ように作られた通路など、実物を見せることで理解しやすく、また、説得力を高める

工夫がされている。 

  

⑤成長抑制剤試験 

ケミカルによる成長抑制試験区画で散布／無散布による成長差を見ることができる。

東日本高速道路管内でもこれに類する薬剤試験は数多く行うが、長期間モニタリング

することは少ない。ここでは 10 年経過している林ということであり明確な成長差を見

サスペンデッド工法区画 植マス方式区画 

http://www.deeproot.com

http://www.deeproot.com
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ることができた。使用薬剤は Paclobutrazol（パクロブトラゾール）というジベレリン

生成阻害作用による成長抑制作用型で”Cambistat”という商品名とのことである。成

長抑制剤は日本国内では近年まで樹木への適用登録が存在しなかったため専ら草地の

成長抑制として使用されることが多く樹木への施用事例はまだ少ない。なお同成分を

用いた成長抑制剤は日本国内でも入手可能である。 

 

写真 4.3.9 成長抑制剤の樹木施用に関する試験 

 

⑤ 落雷による樹木損傷に関する研究 

広大なアメリカでは樹木への落雷が多く、バートレット研究所の敷地内でも落雷被害

は年に何度か発生するとのことである。当該樹木は過去に落雷を受けたもので、その

落雷を受けやすい位置関係から試験木となった。試験内容はバートレット社が自社業

務で販売する避雷装置のテストで、装置はアンテナと幹に沿う導線、ヒューズ、接地

棒からなる。幾度かのテストにより、装置のコンパクト化やヒューズ容量等の仕様を

決めたとのことである。 

  

写真 4.3.10 落雷による樹木損傷に関する研究 

  

中央の緑が濃い木が成長抑制剤を

10 年間施用した樹木。隣り合う無施

用樹木との差は一目瞭然である。 

長期間の施用、無剪定状態での純粋

な比較は、そのための樹木と十分なヤ

ードが必要であり、我々のフィールドで

ここまで明確な差を出すことはなかな

かできない。 
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（２）樹木台帳管理システム（インベントリシステム） 

１）インベントリシステムとは 

インベントリ(Inventory)とは一般に一覧や目録を作成することや、棚卸をすること

をいい、Tree Inventory は一定の範囲内にある樹木の位置情報や諸元等のデータを一

覧化することをいう。東日本高速道路においても植栽台帳として管理敷地内の樹木や

芝生の位置や諸元情報はおおよそ網羅され CAD や表データとして整理されているもの

の、データ運用面ではまだ紙ベースといっていい形態である。一方、バートレット社

が運用しているインベントリシステム”Arborscope”（アーボスコープ：商品名）は

全面システム化されていることや、管理作業等の情報までを網羅するシステムであ

り、今後の我々の植栽台帳を更新整備するにあたって参考になるものと期待される。 

アーボスコープは、バートレット社グループの一員で調査、センサスを専門に行う

Bartlett Inventory Solutions が開発・管理しており、同社では顧客の要望に応じた

システム設計やモデファイを行うとともに、自社内でインベントリ調査、データ蓄

積・管理プラン立案までも行う。システムの概要について、同社の技術者マイケル・

シャーウッド氏より説明いただいた。 

 

①インベントリシステムの概要 

インベントリデータを利用した樹木管理そのものは 2004 年から始めたもので、アー

ボスコープとしてシステム化された状態での運用は 2010 年からということである。現

在までの実績としては全米、カナダおける企業、大学をはじめ自治体の敷地や管理区

域、珍しいところではイギリスの宮殿なども手掛けており、過去 10 年で調査した箇所

は約 1800 箇所、樹木は 50 万本に上るという。 

アーボスコープ（インベントリ）の考え方やプロセスは基本的に ISA-BMP(Tree 

Inventories 編)に則った構成となっている。インベントリによる効果、目標やゴール

は次の通りまとめられている。 

 

インベントリがもたらすもの 

・樹木管理の効率化が推進される 

・詳細状況を把握することで非常時への備えが可能になる 

・樹木管理にかかる費用と必要性が明らかになる（とても重要な部分である） 
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・公共の安全性をもたらす 

・問題の共有や解決を通じてコミュニティの関係性を高める 

インベントリのねらいとゴール 

・安全性は第一、さらに持続性があること（この 5-10 年で重要視されてきた） 

・よりダイバーシティのある樹木構成への提案 

・メンテナンス内容、優先度を明らかにするとともに履歴を蓄積する 

・記念樹や献木などの付加情報収集と共有 

・樹木がもたらす価値を明らかにする 

樹木管理をより前進させるための５ステップ 

・まず目的とゴールを明確にする 

・インベントリは樹木がもつ資源に対して行うものと心得る 

・樹木管理プランを磨き上げる 

・そしてプランを実行する 

・信頼できる履歴蓄積とそれを用いたフォローアップ 

 

 

 

図 4.3.4 インベントリの流れ 
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②インベントリ調査の実際 

Bartlett Inventory Solutions には調査を行うことができる技術者が 40 名在席

し、すべての者が ISA 認定アーボリストかつ TRAQ 受講者である。インベントリ調査

を行う者は、そのインベントリ案件ごとに顧客ニーズやゴールをしっかり認識したう

えで調査を行うことが徹底されている。 

  

写真 4.3.11 インベントリ調査 

調査内容 

調査は原則として TRAQ でいう Level-2 点検（基本点検：周囲環境、樹冠、幹、地表

の根系状態について、周囲 360°を目視確認する。簡易な器具を併用する場合もあ

る。）を地上から視認できる範囲に対し行うが、顧客からの要望に応じて高所や樹上

まで調査を行うこともある。 

収集するデータ 

データは、調査範囲の各樹木について樹種、樹高、胸高直径といった基本諸元に加

え、樹木リスク評価に関わる 3 要素（折損が起こる可能性、被害が生じる可能性、被

害結果予測）とそれを導くための情報、さらには鳥類営巣等の付帯動植物の状況や、

保護区域の如何、根の制限要素など付加すべき各種情報を収集する。それら情報はそ

の場で入力用携行端末に入力していく。なお２回目以降の調査の場合は、タブレット

端末やスマートフォン等を利用することができる。 

樹木位置情報 

樹木の平面位置は GPS 情報取得によって地図上に自動的にプロットされる。なお、

GPS はマッピングレート（誤差 1ｍ程度）で設定されている。㎝単位などより高精度
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にすることも可能であるが、引き換えに情報取得や書き出しに時間がかかるため、現

在はマッピングレートがベストバランスということである。 

  

図 4.3.5 インベントリ調査項目（一部） 

調査樹木識別タグ 

調査済みの樹木は番号を付与した金属製タグにより識別することで二重計上や計上漏

れを防いでいる。素材は複数を試した結果、中央の真鍮製のものがリスの害が少ない

ことが分かったため標準品としている。（リスは全米どこにでも普通にみられ、タグを

齧ったり持ち去ったりするということだ） 

 

写真 4.3.12 インベントリ調査済みタグ 
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③インベントリシステム利用イメージ 

 

 

樹木位置表示（1） 

Google 地図がベースとなっている。マ

クロな視点で調査箇所を見ながら、ズ

ームによって入っていくことが可能 

樹木位置表示（2） 

シャーロット市で実施した Ash（トネリコ

類）のインベントリ調査結果の一部を表

示したところ。○印が樹木１本を表し、さ

らに樹木の健康状態で色分けして表示

されている。 
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樹木個別データの表示（1） 

調査日、調査者、周囲状況、ID 番号、

樹種、形状、階級等の基本諸元、 

緯度経度など 

樹木個別データの表示（2） 

腐朽や劣化に関する情報 

樹木個別データの表示（3） 

その他情報、キツツキ活動の有無、ヒ

コバエ、害虫食痕、適地植栽か否か、

など 
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データ集計（1） 

検索条件に応じて集計したデータをま

とめて表示し、合計や％を表示。全体

の傾向をマクロに見るときに有用 

データ集計（2） 

グラフ化などの表示クリエイト機能 
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④樹木の価値の算定について 

アーボスコープの画面では、個別表示、全体表示したときに、その樹木単体または

調査樹木全体の金額が表示されていることが特徴的である。 

 

 

この金額は樹木（または樹木全体）がもつ資産価値（Asset Value）を金額に換算

したもので、木材等としての商品価値ではなく、樹木が存在することの価値（評価

価値：Appraised Value）を示している。 

ポップアップ表示 

樹木の印をクリックすると基本情報が

ポップアップされる仕組み。記念植樹

や献 木といった情 報 も表 示 できる。 

[View more details]ボタンでさらに詳

細画面へ移行する 

この樹木の資産価値 4644 ドル（約 50 万円） 

調査樹木全体の資産価値 

5,630,240 ドル（約 6.2 億円）  
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この金額を表示することの意味は、前出の“インベントリのねらいとゴール”の

一つで挙げた「樹木がもたらす価値を明らかにする」にあり、遡って価値を明らか

にすることの重要な目的は、「樹木の価値を金額として見せることで、樹木を管理す

る財務担当者に樹木の資産価値を認識してもらうと同時に、しっかり予算を組んで

管理すべきものという視点をもってもらうこと」であるとシャーウッド氏は言う。 

樹木管理を前進させるための５ステップにも「インベントリは樹木がもつ資源に

対して行うもの」と挙げられているように、樹木そのものの情報だけに捉われるの

ではなく、樹木の存在が寄与している目に見えない価値を拾い出すことこそが樹木

に対する人々の意識を変え、そして樹木管理を前進させるのだという信念を窺うこ

とができる。 

価値算定にあたっては、CTLA によって提唱された数式（※）をベースとしてお

り、樹種、材積、植栽目的、コンディションといったパラメータによって金額が算

出される仕組みということだ。なお、これら金額は、場合により課税額算定や保険

金算定等にも使われるとのことである。 

※ CTLA Trunk Formula MethodとはGuide for Plant Appraisal（現在は10th edition, 2018 

ISA）に示される樹木の価値を算出する数式で、1957年にISAの前身組織を含む有識者からなる

委員会CTLA（Council of Tree and Landscape Appraisers）によって提唱された。 

-簡略化式（8th edition1992より）- 

Appraised value=(trunk area (in2)×basic price/in2)×species×condition×location 

（断面積×時価取得費用）×樹種（係数）×状態（係数）×ロケーション（係数） 

 

 

⑤その他インベントリに関すること 

-調査員の判定ミスについて- 

健全と判断した樹木が折損し事故に至ったなど、判定ミスというものは可能性と

してゼロではないが、今のところインベントリ調査を通じて発生したことはないと

のことである。シャーウッド氏の考えは”Arboriculture is the Art and 

science”（樹木学は人文と科学の両面をもつ）であり、100％の答えはないと割り

切っている。しかしそれを補うためのデータのトレーサビリティ確保、調査員のト

レーニングがとても重要で、日々努力を積み重ねているとも答えている。前出

4.3.1 (1) 1）⑦リスク評価精度の確認、で紹介されたケーススタディーは、まさに

彼らが行っているトレーニングの一環として自主的に行ったものである。 
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-インベントリの需要ついて- 

インベントリシステムによる樹木管理手法は、アメリカ国内で見るとまだスタン

ダードというには至っていないものの、樹木が原因となる事故を未然に防ぐリスク

管理の機運は高まっており、一定の需要はあるというという。シャーウッド氏によ

ればインベントリの発注規模に特に決まった傾向はなく、大学キャンパスのような

まとまった敷地であっても丸ごと調査することは稀で、エリア分けして優先度や予

算に応じて発注するなどのケースが多いとのことである。また、アップデートに対

する需要がいまひとつであり、一度構築したシステムをアクティブな状態で更新す

るということは顧客にとっても腰が重く、もっともつまずきやすい部分だとも言っ

ている。 

-I-tree との連動- 

アーボスコープは、米国農務省森林局 USDA が主導する I-tree にデータをアップ

ロードすることが可能である。I-tree は 2002 年から始まった米国内全体のインベ

ントリ構想で、樹木の分布状況から災害対策や CO2 固定量の算定など、マクロな視

点でさまざまな集計や利用を目的としたシステムである。 

 

 

２）インベントリシステム運用の実際 

シャーロット市の樹木管理において実際に運用されているシステムを見る機会を得

た。Arborscope とはやや異なるもののシステム構築には地元であるバートレット社が

携わっている。市ではもともと電気やガス、水道といったライフライン等の管理に GIS

を利用したマッピングシステムを活用しており、そのシステムに樹木管理の機能を組

み込んで作られている。樹木データの更新は年１回が理想であるものの予算的な都合

により現状 5～7 年で更新されているということである。 

 

-シャーロット市インベントリシステムの概要- 

・google 地図をベース図として表示しているが、他の地図や図面にも入替可能 

・アクセス権を付与された各関係機関によって入力、アップデートが可能 

・樹木○印を地図上に表示すると同時に、着色により樹木のステータス（良好、新

植、枯損など）も一覧可能 
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・連邦政府や州管理のメジャー路線以外の市管理道の街路樹情報は網羅されている 

・樹木○印をクリックすると諸元表示：樹種、市、大きさ、状態ランクなど樹木基本

情報が表示される 

・樹木基本情報のみならず、作業ステータス、苦情コメント、写真添付といった付加

情報や履歴情報収集も積極的に行い登録している 

 

 

樹木ステータス表示 

緑＝良好、青＝新植、赤＝枯損撤去 

樹木の属性情報でソーティングした状

態 。 画 面 右 の リ ス ト に ”Hurricane 

Michael Arborist Tracking”とあり、ハ

リケーンで被害を受けた樹木を表示し

た状態。データ属性ごとに全体を俯瞰

できる機能は傾向把握や予測する上

でとても有用である 
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シャーロット市のあるノースカロライナ州は毎年のハリケーンルート上に位置し、

市としてもハリケーン対策は最重要であると明言している。本調査直前の 9～10 月に

も立て続けにハリケーン被害があり、一回のハリケーンで 400～500 件ほどの倒木等

に関する緊急連絡があったとのことだ。このような背景に加え、Emerald Ash Borer

という北米東部～中西部の Ash（トネリコ類）に甚大被害をもたらしている害虫によ

る枯損の増加など、市の樹木リスク対策と確実な事後対応に対する要求度は高い。市

職員の説明からは樹種や大きさといった基本諸元データよりも、その木の管理作業履

歴や状況ステータス、苦情の発生、住民しか知らないような過去の経緯や詳細情報な

ど、付加情報の蓄積をより重視しているというようなコメントもあった。またこれら

情報は、もし樹木が原因で訴訟等に発展した場合には、過去の経緯を証明する重要な

証拠にもなりうるとのことであった。 

このようなシステマティックな管理方法の普及度については、シャーロット市以外

でも米国中のある程度の都市であれば、このような GIS ベースのシステムは標準的に

運用されているのではないかということである。 

 

詳細画面 

拡大写真と共に道路に沿って街路樹

を示す緑色のドットが見える。選択す

れば基本諸元データが表示される。 
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-シカゴ市インベントリシステムの概要- 

シカゴ市で訪れたミレニアムパークでもインベントリシステムを活用した管理を行

っているとのことであり、概要を伺った。ミレニアムパークはシカゴ市中心部に

24.5 エーカー（約 10ha）を構え、2004 年にオープンした非常に美しく近代的な整備

がされた公園である。また、地下駐車場の上空の人口基盤上にすべての植物が植わっ

ているという特殊な条件、そして、来場者が多く安全管理上の点からも植物の管理に

は計画的で綿密さが要求され、インベントリシステムが欠かせないということであ

る。なお、現地案内であったためインベントリの画面などを見ることはできなかった

が、案内していただいたスコット・スチュアート氏からは以下の概要説明があった。 

・オープンから 15 年間は予算が計上されていなかったため高木類は一切剪定の管理

作業が施されてこなかったが、樹木もかなり成長したため今後インベントリシス

テムが欠かせなくなった。 

・インベントリシステムはバートレット社が作製したものを使用しており、公園内の

724 本の高木類がタグ付けされて登録されている。 

・入力情報は樹種・大きさ等基本諸元だけでなく、作業履歴、作業すべき項目と時

期、コスト、特記事項など。これらを基に管理計画と予算計画を組む。 

・インベントリ情報の更新は 2 年に一回、バートレット社の技術者と市の技術者が共

同で 3 日間かけて全数点検調査を行う。 

・インベントリデータは管理者が利用するだけでなく、市民にも Web 公開することで

樹木への愛情やオーナーシップを育んでもらいたいと思っている。 

・管理作業はすべてインベントリの計画に沿って行うが、2 年に一度の更新時に予期

されない事象までは対応できない。（個別に予算を取って対応せざるを得ない） 

  

写真 4.3.13 ミレニアムパークの樹木 
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４．３．２ 樹木管理現場における実際の運用 

（１）高速道路の樹木管理 

１）ノースカロライナ州運輸局（NCDOT） 

－州と NCDOT の概要－ 

ノースカロライナ州は米国東海岸の中ほどに位置し、日本国土の約 1/3 ほどの面積

を有する。緯度は関東地方とほぼ同じで海沿いであることから気象条件も東京付近と

非常に近似しており、比較的温暖な四季のはっきりした地域である。州人口は 1,039

万人で、人口が最も多い都市は州都ローリー（Raleigh）ではなくシャーロットで 86

万人である。 

 

  

図 4.3.6 ノースカロライナ州の位置と気象概況 

 

NCDOT（North Carolina Department of Transportation）の概要は下図のとおり。州

内を 14 地区に分割して地区ごとに管理体制を組んでいる。NCDOT の概要は 10 番地区に

所属する環境・緑化担当のボブ・コペツキー氏から説明していただいた。 

 

 

図 4.3.7 NCDOT 業務地区 

気象概況

ノースカロライナ州

シャーロット

年平均気温（℃） 15.4 15.6

年間降水量（㎜） 1,100 1,435

積雪量（㎝） 14 9

気温レンジ（℃） -1～+33 ±0～+35

東京気象

管理延長：80,000 マイル    （128,000 ㎞） 

管理面積：200,000 エーカー （80,000ha） 

従業員数：13,000 人 
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－NCDOT の緑に対する考え方－ 

高速道路の緑に期待する機能 

・空気浄化、有害成分の飛散防止吸収、炭素/酸素の循環機能 

・洪水や雨水の調節機能 

・エロージョンの防止 

・周囲環境を静め落ち着かせる 

・騒音の吸収 

・土地の価値を高める 

・スクリーンとなりプライバシーを守る 

 

これら期待する機能は日本とほぼ同じである。これらはあくまで樹木の良い面を謳っ

たものであるが、良い面ばかりではないことも承知であり、もっといえば道路を作る

ことでさえ２面性があることも宿命と常に痛感しており、“Friend or Foe”（味方にも

敵にもなる）であると述べている。 

 

写真 2.1.2.1 道路や樹木の２面性 

ランドスケープ計画については下記の視点において検討し、その結果から装備レベル

が決定される。 

検討すべき視点 

・修景の必要性と整備効果 

・安全性の向上 

・動植物環境に対する影響緩和、補償の責務 

・植物のメンテナンス性 

・植物による保護、補助の必要性 

道路とは、進歩である一方 

破壊でもある 

樹木は美しいが 

ときに被害ももたらす 



4-43 
 

 

表 4.3.9 NCDOT ランドスケープの装備レベル 

Standard（標準） 

 

 

必要最低限装備 

造成部分への播種など草地

の復旧、草種相の転換など 

 

 

Enhanced（向上） 

 

現況の良いところを高める

ようなプロジェクト 

シーニックな景観の向上を

目的とした修景・植栽 

 

 

Reforest（再生・創造）  

 

大規模な地盤造成、植栽計

画を伴うプロジェクト、環

境対策、復元レベル 

 

Landmark（ランドマーク化） 

 

地域のランドマーク化を狙

うようなプロジェクト 

（地域による樹木管理が協

定化されているケース） 

 

Innis Street Gateway- 
Salisbury, NC 

I-85, Concord Reforestation 

US 321 Northern Gateway 

Design 
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Preservation（保護） 

 

対象物を保全するためのプ

ロジェクト 

環境・歴史的価値の高い樹

木（奴隷が鎖で繋がれたと

いう樹齢 4～500 年のオー

ク）を保全するために道路

線形を変更させた例 

 

－道路と樹木の離隔に関する基準－ 

NCDOT では、ランドスケープ計画、メンテナンスいずれの場面においても、道路と樹

木の間には一定の「クリアゾーン」をおくことを定めている。 

 

図 4.3.8 ランドスケープ計画における幅員用途区分 

 

 

図 4.3.9 メンテナンスにおけるクリアゾーンの改良モデル 

クリアゾーン クリアゾーン 

クリアゾーン 
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表 4.3.10 クリアゾーンとして確保すべき幅 

都市部／近郊   地方部 

規制速度 道路種別 
クリアゾーン 

（セットバック） 
 規制速度 道路種別 

クリアゾーン 
（セットバック） 

40 ㎞/h 以下 
（25mph） 

主要道路 
幹線道路 
大通り 

2.4m  40 ㎞/h 以下 
（25mph） 

地方主要道路 2.4m 

40～56 ㎞/h 
（25-35mph） 

幹線道路 
大通り 

3.0m  40～56 ㎞/h 
（25-35mph） 

幹線道路 
大通り 
郊外道路 

4.2m 

56～72 ㎞/h 
（25-35mph） 

大通り 
自動車専用 

3.6m  56～72 ㎞/h 
（25-35mph） 

大通り 
郊外道路 
自動車専用 

6.0m 

72 ㎞/h 超 
（45mph） 

自動車専用 9.0m  72 ㎞/h 超 
（45mph） 

郊外道路 
自動車専用 

9.0m 

Main Street=主要道路、Avenue=幹線道路、Boulevard=大通り、Parkway=自動車専用 

Village Main Street=地方主要道、 Rural Road 郊外道路とした 

 

確保すべきクリアゾーンはガイドラインにおいて上表のように規定されている。クリア

ゾーンの始点端は下図において“Edge Of Travel Lane”とされていることから、走行車

線の端と読み取ることができる。なおクリアゾーン内には芝草、草本植物、低木類（大き

くならない樹木）までは許容されているが、高木性樹木は規制対象となる。何をもって高

木性とするかは「成長時に幹径が 4 インチ=10 ㎝を超える樹木」と定義している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.10 必要な離隔等の解説図 
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－樹木管理作業の実際－ 

当初はしっかり確保されていたクリアゾーンであっても、長年のうちに近隣樹林から

樹木が張り出し繁茂して草刈り範囲は縮小してしまい、クリアゾーン自体が失われてい

く。その結果下の写真のように標識類は樹林に飲み込まれ機能を果たせなくなるだけで

なく、張り出した枝や侵入木がハリケーンや冬季の着氷によって折損するなど交通障害

をもたらす。 

 

写真 4.3.15 クリアゾーン減少に伴う標識類の視認障害 

 

要領等で標準的な道路構造断面が定義されているとはいえ、やはり長大な路線延長の

なかでは種々の制約から日本と似たような狭い部分もあり万事がうまくできているわけ

ではないようであった。特に、切土のり面勾配がきついところや用地幅が狭いところは

大型機械によって高頻度の草刈りが行えないためか、クリアゾーンが侵され道路のすぐ

際まで高木が迫っているところがみられた。 

これらを受け、現在 NCDOT では定期

的なクリアゾーン回復作業に力を入

れているとのことである。しかし、

ノースカロライナ州は元々温暖な気

候で植物の成長も早いことから再

生・遷移が早く進み、少しでも気を

緩めると雑木林に戻ってしまうため

フォローアップを含めた作業を行っ

ているとのことであった。 

  

写真 4.3.16 I-77 シャーロット市郊外の状況 
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－クリアゾーン回復作業内容－ 

・既定の幅もしくは当初の林縁線まで一律に伐採 

・樹木が再生しないよう切り株処理や除草剤コントロールによる草地への転換 

・修景、下草抑制を目的とした低木類や草花の植栽、補植（必要に応じ） 

  

写真 4.3.17 クリアゾーン回復作業方法・機械類 

刈払い機（径20㎝超）・・・・・・33,000円/hr 

刈払い機（径10-20㎝）・・・・・27,500円/hr 

刈払い機（径10㎝未満）・・・・13,750円/hr 

作業員４人（ﾁｪｰﾝｿｰ、ﾁｯﾊﾟー 、収集積込み） 

16,500～22,000円/hr （1.5～1.7百万円/ha) 

 

切り株処理・・・・・10,000円/箇所 

初期萌芽処理・・20,000円/箇所 

フォローアップ・・・11,000円/箇所・・3～4年毎 

           14,300円/箇所・年 
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－クリアゾーンの回復・樹木侵入事例－ 

 

  

写真 4.3.18 クリアゾーン回復、修景例 

 

  

写真 4.3.19 クリアゾーン減少、雑木林化（1） 

 

  

写真 4.3.20 クリアゾーン減少、雑木林化（2） 

 

 

I-40 EBL at Exit for Clayton （2009） I-40 EBL at Exit for Clayton （2013） 

I-40 median, just past exit301 （2017） 

(管理作業実施前の状態) 

 

I-40 median, just past exit301 （2009） 

I-40 at 3320 Silas Creek Pkwy, Winston-Salem 

(2009) 

I-40 at 3320 Silas Creek Pkwy, Winston-Salem 

(2017)  （管理作業実施前の状態） 
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－樹木リスクと緑地景観のバランス－ 

NCDOT の担当者からの説明では、今回の調査の主題である樹木リスクについての取り

組みや考え方、リスク管理に関する作業といった事柄についての直接的な解説はなか

った。しかし、プレゼンテーションの内容を通じてある程度 NCDOT の基本スタンスが

見えた。それは道路上に存在する個々の樹木リスクを洗い出し、管理し対処するとい

うことではなく、まずはもともと備わっているクリアゾーンをしっかり取り戻すこと

が最大のリスクに対する防御であるという考えだ。800,000 マイルという途方もない管

理延長の中にあって実に合理的ともいえる。しかしながら、ただ単に道路と樹木の距

離を置くだけでなく、修景や保護が必要なところは樹木の「成長した時の」高さを考

慮した植栽、高頻度の草刈り（条件が良い場合で最低 7 回/年）によって美観とクリア

ゾーンの両立という方策もとっている。また、樹木保存のためにはその根系範囲まで

考えて大きく線形を振りなおしたり、地域との協働でランドマーク的植栽を施したり

とシンプルかつメリハリのある緑地づくりを行っている。そして、さらに特筆すべき

はこれらの考えがしっかりと要領や基準に反映されていることだ。NEXCO 東日本の設計

要領等の諸基準にも「維持管理を考慮して～」といった記載はあるが具体的な数値や

適用樹種が記載されているわけではなく、良い意味で柔軟であるが一方で曖昧ともい

え主観的な考え方を残す余地となっている。 

NEXCO の緑に関する要領書基準はまだ高速道路が若かった昭和時代に原形が作られ、

それ以降基本的な考えは大きく変わっていない。日米で道路構造を一律に考えること

はできないが、道路の老齢化とともに新規路線も少なくなった現在、要領書基準を新

しい道路ではなく現状に合わせて変えていく必要もあろう。 

 

コペツキー氏が NCDOT に入局した 30 年以上前、最初に言われたのは「Tree is no 

friend of the road engineer  木は道路エンジニアの敵-」だそうだ。しかし、道路

を取り巻く世論や時代が移り変わるとともに緑の大切さは徐々に認識され、現在やっ

と同等に扱ってもらえるようになったという。その背景まで窺い知ることはできない

が、察するに緑の有用性を一方的に展開するだけでなく妥協点や譲り合い、共存の形

を苦労して考え、獲得してきた結果が今日存在しているのではないであろうか。 

 

 



4-50 
 

２）イリノイ有料道路局（Illinois Tollway） 

－州と Illinois Tollway の概要－ 

イリノイ州は米中西部に位置し、Illinois Tollway（以下、I-Toll）が展開する業

務エリアは五大湖の一つミシガン湖沿岸の大都市シカゴを中心とするエリアから郊外

を結ぶ、イリノイ北部の経済圏と居住圏を結ぶエリアの 294 マイル（約 470 ㎞）の路

線である。イリノイ州北部は緯度としては日本でいう青森～函館付近であるが、海流

の影響を受けない内陸部であるため気象条件は極端で、都市部といえども厳冬期の極

値はマイナス 30 度まで下がることもある。 

  

図 4.3.11 イリノイ州の位置と気象概況 

 

I-Toll の業務路線図を下図に示す。延長 470 ㎞とはいえエリア半径としては NEXCO

東日本関東支社管内とそれほど大きく違わない。業務範囲としては図に示す通りだが

高速道路自体は管理主体を変えその先のミネアポリス、セントルイス、カンザスシテ

ィー、インディアナポリスといった隣接州の主要都市まで続いている。 

 

 

図 4.3.12 I-Toll 業務路線と同縮尺の関東地方の比較 

気象概況

イリノイ州
シカゴ

年平均気温（℃） 10 15.6

年間降水量（㎜） 900 1,435

積雪量（㎝） 91 9

気温レンジ（℃） -10～+30 ±0～+35

東京気象
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－I-Toll の緑に対する考え方－ 

I-Toll の理念は「できうる限りの最高レベルのサービスを通じて、お客様に安全で

効率的な有料道路を提供すること」であり、その一環として I-Toll は州や連邦政府の

要求する水準をクリアしつつ、最も効果的な手法により自然環境の改善と保全を行う

としている。ただし、自然環境保全については局所的な対応ではなく道路敷地外のよ

り整備価値のある場所を代替ハビタットとして整備するなど“Natural Equal 

System”とよぶ方式をとっている。有料道路にはこれまで植栽がなかったわけではな

く、IC の一部や JCT の広いエリアには高木が植栽されているもののあまり生育は良く

なく、ほとんどは草地か荒廃した雑木林であった。しかし、環境への意識の高まりも

あり 2016 年には 2000 万ドル（約 20 億円）の予算と共に I-Toll 有料道路に延べ

58,000 本の植樹を行うプロジェクトがスタートした。現在は本格的な植栽を前に、地

元の Morton Arboretum（モートン植物園）と技術提携し、マスタープランに沿った内

容確認と現地に合った適切な植栽方法に関する技術的な検討を行っている。 

有料道路の緑に期待する機能 

・運転ストレス軽減 ・動物へのハビタット供給 

・大気浄化 ・洪水調節機能 

・騒音低減 ・炭素固定 

道路環境への植栽で考慮すべきこと 

・植栽土壌としての貧弱さ 

・凍結防止剤としての塩 

・過酷な大気環境 

・管理作業上のダメージ 

マスタープランで求めるもの 

・セーフティー 

→“クリアゾーンの確保”“道路付帯設備への影響がない状態” 

・メンテナンスとアクセシビリティ 

→短期、長期メンテナンス作業は不可欠。さらにアクセス性を確保する 

・長期の持続性 

→現状の有料道路に適合し共存できる形態であること 

写真 4.3.21 1988 年に植えられた樹木 
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－道路と樹木の離隔に関する基準－ 

I-Toll では、もともとリスクが生じるほど樹木が多くない点と、十分に広い敷地に

樹木が余裕をもつて植えられているため、特に「折損や倒木」というリスクの捉え方

ではなく、もっぱら今後起きうる道路諸設備との競合問題や、樹木が過酷な環境で衰

弱して本来の機能を発揮できないという種類のリスクでとらえているようであった。

そして彼らの懸案事項が「いかに樹木を道路環境に合わせて健康に育てるか」という

点に集約されていることが感じられた。とはいえマスタープランでは最低条件として

のクリアゾーンは求められており、下図のように具体的数値として明示されている。 

 

 

図 4.3.13 マスタープランに定めるクリアゾーン幅 

上段図は I-Toll の HP に示される

標準横断で、中下段は訪問時に提

供されたもの。概ねクリアゾーン内

は 20～30ft（6～9m）までは草地、

その外側は修景用低木類まで、高

木に至っては 50ft（15m）以上確

保することになっている 

https://www.illinoistollway.com 

https://www.illinoistollway.com
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写真 4.3.22 I-355 郊外部の実際のクリアゾーン 

 

－最適な植栽方法のためのトライアル－ 

I-Toll が最も気を遣っているのが、いかに樹木を道路環境に合わせて健康に育てる

かという点であり、そのために地元のモートン植物園の監修を受けながら道路隣接地

で実際に基盤改良タイプや様々な樹種を組み合わせた試験施工を展開していた。現地

ではモートン植物園のゲイリー・ワトソン博士、ジェイク・メスバウアー博士、アリ

ソン・サリスバリー研究員に案内していただいた。試験施工にあたっては、I-Toll で

過去 1988 年、1997 年、2008 年と何度かに行われた植栽の施工記録や現状を勘案し、

それらをいわば反面教師的に利用して試験する内容を企画している。この試験施工は

まだ始まったばかりで明確な結果が見えてくるのはまだ先であるが、少しずつ 58,000

本におよぶ施工と並行しながら順次結果を反映していくとのことであった。 

 

 

比較する要素 

・基盤改良方法（施工方法） 

・基盤改良方法（土壌改良材） 

・樹種 

・根鉢の大きさ 

試験方法 

・道路環境と同等の隣接地にて試験

区画を設け、それぞれを組合せ、

生育状態を追跡調査するもの。 
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基盤改良方法（施工方法）： 平地の面的改良、のり面単木用オーガー改良 

土壌改良材は調整汚泥、完熟汚泥、木質堆肥、炭、それらの混合品など 

樹種：アメリカキササゲ、ユリノキ、サトウカエデ、サイカチ、ヒッコリー、アカガシワ 
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根鉢の大きさ：3 ガロン、7 ガロン 15 ガロン 

それぞれの要素を組み合わせて比較試験形式で行っている 

試験地は粘土質でかなり固い土壌であったが、道路条件と同じであるという 
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－樹木管理の段階計画－ 

マスタープランに示される 58,000 本の樹木のおおよその管理方針は次のとおりであ

る。特に具体的な管理作業方法は触れていないものの、段階に応じて作業する者を変

えるなど樹木に対する丁寧さの必要性の段階と、樹木と作業者の関係性が考えられて

おり、おのずと気持ちのこもった適切な作業が施されるように設定されているのでは

ないかと思われる。 

・植栽後 0-2 年：植栽施工業者による管理 

・植栽後 3-5 年：別に契約したメンテナンス専門業者 

・植栽後 5 年～：Illinois-Tollway 直営管理 

 

 

－樹木リスクよりも上流に位置するもの－ 

I-Toll では既存の樹木に対するリスクという観点はまったくと言っていいほど登場

しなかった。過去の植樹がリスクを生じるほどに生長しておらず、ある意味で彼らは

過去の負の遺産を抱えていないからかもしれない。彼らはむしろこれから緑を多くし

ていこうという最中であり、経験者から見ればちょうど旧道路公団時代にさんざんや

った試験施工を今頃やっている状態に近いという。しかし異なるのは、旧道路公団建

設ラッシュ時代の植えよ増やせよ的発想でなく、しっかりと長期的視点に立ちクリア

ゾーン確保とともに Confliction＝構造物や諸設備との競合、空間の競合が生じないよ

うにルールを設け、さらに厳しい道路環境やイリノイの気象条件に合った植栽を追求

することで樹木達が「誰にも文句を言われず健康に育つこと」を原点として植栽に取

り組んでいる。このことこそが人間や車にとって、また樹木や環境にとってリスクど

ころか双方利益をもたらすものであり究極の理想の姿ともいえよう。 

我々NEXCO 東日本の樹木管理はいつしか、いかにして限られた空間に樹木を収め続け

るかばかりを考えるようになってしまい樹木の健康が二の次になってしまった感が否

めない。負の遺産部分は、それはそれで対処しなければならないが、樹木を健康に育

てること、これこそが最大のリスク防御であり最も源流に位置するという、まことに

シンプルで基本的なことを忘れかけているということを再認識する必要はないか。 
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（２）市街地、街路樹管理 

１）シャーロット市樹木管理 

－シャーロット市の概要－ 

バートレット研究所があるノースカロライナ州シャーロットは東海岸から約 250 ㎞内

陸に位置する州最大の都市である。シャーロットは大手銀行が本社を置くなど米国内

ではニューヨークに次ぐ№2 の金融都市と言われ、雇用需要や治安の良さから人口は増

え続けている。近年では米国内

の人々が温暖な地域に移住する

傾向があり、シャーロットはフ

ォーブス誌が毎年発表する米国

内で最も成長している都市ベス

ト 20 の常連となっている。 

  

 

 

－市の緑の施策－ 

都市の形成は 20 世紀初頭の開拓民の移入にさか

のぼり、その当時から計画的に大きな街路に植樹

を始めた。1910 年代に植樹された街路樹は旧い

市街地に現存しており、”City Of Trees”を掲

げる市の緑のシンボル的存在である。市の樹木管

理担当者の説明では、市が管理する樹木は 20 万

本あるものの樹木の老齢化は確実に進んでおり、

年を経るごとに伐採を要する樹木も増えていると

のことだ。しかし、人口流入に伴い市街地は郊外

に向けて成長を続けており、それに合わせて植樹

も着実に行うことで樹木の緑被率（Tree Canopy 

Coverage）を 2050 年までに現在の 46％から

50％まで伸ばす目標を掲げている。

写真 4.3.23 シャーロット市街 
 

https://charlottenc.gov 
 

写真 4.3.24 開拓時に植えた街路樹 
 

https://charlottenc.gov
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図 4.3.14 シャーロット市内の緑化比率と植栽量 

米国一般にみて世帯所得が低い地域ほど緑被率が低くなる傾向があるなか、シャーロ

ット市は世帯所得に関係なく緑被率が一定して高いという特徴があり、市としてもこ

れを先人が遺した貴重な財産と捉え、維持できるよう樹木にかかるストレスを軽減し

つつ積極的に市街地にも植樹する方針を打ち出している。 

   

－市の樹木管理概要－ 

市の樹木には老齢化だけでなく増加するハリケーン襲来、甚大な被害をもたらす病虫

害などの脅威が常にあり、市では特にハリケーンによる被害防止を最重要と認識して

いる。このような時代背景の中、市は 1970 年代より緑化に関する条例、植栽標準仕様

等の整備を始めるとともに緑化の専門技術者を配置し、現在では市内 771km2 という東

京 23 区をやや上回る面積に対し合計 24 人のアーボリストでカバーする体制をとって

いる。さらに市内はエリア分けされて１エリアあたり植栽担当アーボリストとメンテ

ナンス担当アーボリストが２名一

組となり業務をカバーする仕組み

となっている。樹木管理にかかる

予算は植栽予算として年間 70 万

ドル（0.77 億円）、メンテナンス

予算として 120 万ドル（1.32 億

円）ということである。 

 写真 4.3.25 ハリケーン倒木事例 
 

市内の緑被率分布（暖色が濃い

ほど高い）と植樹量（緑色ドット）の

プロット図。 

市中心に比較的近い低緑被率ブ

ロックへの植樹量を高く設定して

市内全体の緑被率を均等に高め

ようと計画していることがわかる。 
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－市の樹木管理の実際－ 

2018 年秋にはハリケーンが立て続けに上陸し、その都度倒木や折損に関して約 500

件の緊急要請が舞い込んだとのことである。折しも、本調査団が市内を視察した日

は、前週にあったハリケーンで発生した倒木の最後の撤去作業中であった。 

 

写真 4.3.26 ハリケーン倒木撤去作業状況 

 

樹木に関する異常を発見した場合の対応体制は次のとおり。 

・発見者は 911 に連絡。市はまず周囲安全確保、市の樹木であれば速やかに対応 

・民間木の場合、所有者に対し 30 日以内に対応せよと通知し処置を指示する 

・民間木であっても市が緊急的作業を行った場合は、後日請求書を送付する 

・市/民間木の判断は、根が民地であっても胸高で市であれば市の樹木として扱う 

 

ハリケーンだけでなく、甚大病虫害も地域樹木にとっては脅威であり、かつて 1900

年代中盤のニレ立ち枯れ病（Dutch Elm Disease: DED）の猛威のように市や州を越え

て、大陸規模に広がり特定樹種の街路樹が壊滅的な枯損被害を受けることも大きなリ

スクとして捉えている。現在の最大の脅威はアオナガタマムシ（Emerald Ash Borer）

というアジア由来の害虫で 2002 年にミシガン州で被害が発見されて以降、北米大陸東

～中西部の Ash（トネリコ類）に大きな枯損被害を出しなおも範囲が拡大中である。こ

れは市に限らず州を越え、米国農務省森林局 USDA においても警戒監視対象である。 

また Cankerworm と呼ぶフユシャクの幼虫も大発生することがあり、特に老齢木は葉

の食害程度でも大きなダメージとなることから警戒している。 

民有地から樹高 20m を超す老

木が市道を塞ぐように倒れたが、幸

い車両や人身被害はなかった。 

市の義務は市道上に限られるた

め道路上のみ作業し、それ以外の

復旧は民地当事者が責任をもつて

行うということである。この樹木は幹

の途中で腐朽によるキノコが 10 年

以上前からあり、市も早く伐採する

よう家主に指導していたという。 
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写真 4.3.27 アオナガタマムシの被害と分布 

 

外的な要因のみならず、樹

木の老齢化による劣化も静

かに進んでいる。旧い市街

地に残る樹齢 100 年級の街

路樹は大木化しすぎた上に

幹や枝の枯れや腐朽が多く

なったものの、街の景観価

値、異常気象、老木を無理

に剪定することによる劣化

の促進（とどめを刺してし

まう）などそれぞれを考え

ると思い切った策を打ち出せないとのことだ。かといって技術的に見ても無理な延命

は得策でなく、担当者としても「この景観は 10 年後には大きく変わっているだろう

ね」と新たな樹木への更新に向けてある程度割り切らざるを得ないようであった。 

 

－市の今後に向けた取り組み－ 

植栽技術向上や施策を通じてリスク木を生まないための努力も怠っていない。市民が

緑と親しみ共存するための街づくりのルール化、市中心街の衰弱樹木の原因調査と改

善も行われている。また２ブロック毎に樹種を変えてダイバーシティを持たせること

も街区の味付けと同時に甚大病虫害を想定したリスク防止策の一つとなっている。 

写真 4.3.28 進む街路樹の老齢化 
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写真 4.3.29 市中心街の街路樹・緑化状況 

 

植栽・メンテナンスに関する技術についても仕様や諸基準の明確化、具体化につと

め、かつ専門的な技術が必要な部分は市のアーボリストによる監修や判断を求め決定

するルールとしている。NEXCO においてもほぼ同様のシステムではあるが、品質判断者

がアーボリスト有資格者である点は要求を高く設定している。また仕様書（標準図）

も NEXCO では施工物に対する寸法や材質指定等の意味合いが強く、施工方法（例えば

植樹工）については共通仕様書や施工管理要領に文章的に記載があるのみで、明確に

図示するものは存在しない。一方シャーロット市の標準図では反対に施工方法やポイ

ントをしっかり明示しながら、材質や寸法は○○の 1/3、〇～○inch というように幅

を持たせているところが大きく異なる点である。極端にいうならば形状や材料品質を

満たすならば樹木

は生育する（はず

だ）という考えを

日本式とするなら

ば、樹木が生育す

るために不可欠な

ことがしっかり施

されていれば細か

いところは問わな

いのがアメリカ式

といえようか。 

 

図 4.3.15 シャーロット市の植樹工標準仕様図 
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メインストリート以外の裏通りや住宅街はまだ日本と同じように空中線が走っており

ライフラインや建物と樹木の競合に起因して乱暴な処置による樹木の腐朽や枯損が発

生するそうだ。このようなことを少しでも減らすために、拡張する市街地の開発行為

などの場面においてはアーボリストが監視し、事業者に必要な指導や改善指示を与え

ることもしている。また近年では外来種の繁茂による植生荒廃も問題視していること

から市では植栽する樹種に非常に気を配っており特に生育空間に制限がある地域では

大きくならない樹種（Small Maturing Tree）へ積極的に植え替えるなど将来のリスク

木を生まないよう将来を見据えた努力を行っている。 

シャーロット市の樹木管理では、“Right Tree, Right Place”（適木を適地に）をモ

ットーにアーボリスト達が日々活躍している。専門技術をもつ者が、必要とされる場

面でその技術をいかんなく発揮して生き生きと仕事をする。木だけでなく人の「適

材・適所」これもまた、理にかなった重要な秘訣ではないだろうかと思われた。 

    

写真 4.3.30 樹木とライフラインの競合 

 

図 4.3.16 排除すべき侵略的外来樹種 
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２）シカゴ市樹木管理 

－シカゴ市の概要－ 

シカゴ市はイリノイ州北部、ミシガン湖畔に位置し、かつてはニューヨークに次ぐ米

国二番目に大きな都市とされたが、現在ではロサンゼルスに抜かされ三番目である。

地理的に大西洋～五大湖の航路、主要河川、陸路の要所となったことから古くから

商・工経済が栄えたが 1900 年代末にはやや衰退した。人種構成が多様で芸術、学術も

盛んである。面積は約 600km2、人口は約 280 万人である。 

 

写真 4.3.31 ミシガン湖とシカゴ市 

 

－市の緑の施策－ 

シカゴを含む 7 郡の地域が共同で専門技術や作業力を結集し 2050 年までに健康で多

様性に富んだ都市の緑（Urban Forest）を作り上げることを目的として The Chicago 

Region Trees Initiative (CRTI)が 2013 に立上げられ、広域の取り組みを実施

している。2050 年までのゴールとして以下を挙げている。 

・地域樹木がその価値を認められ永続できる状態 

・協働的な管理の必要性が理解され行われること 

・明確で定量的な進歩が確認され認知されること 

・将来の健康増進に向けて公共の理解とサポートのもと都市の緑が発展すること 

期待する効果としては、 

・緑被率（Canopy coverage）の向上 

・都市部の温度上昇の低減 

・洪水調節機能 

・大気浄化安定 
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・樹木/不動産の価値向上による所得向上 

また、技術的な側面からは 

・樹種の多様化による甚大病虫害への備え 

・侵略的外来種のコントロールと元来の自然植生への誘導 

を掲げている。これには前出のモートン植物園も技術提携として参加している。 

またシカゴ市本体も元来から緑化には力を入れており、市条例の一つに公共/個人を

問わず平均して 25ft（7.5m）ごと樹木がある状態にしなければならないとの条例があ

るとのことだ。そのような要求に対応するためにランドスケープの基準書については

街の様々な用途状況や形状等の条件を加味して、植栽方法に関する基準だけでも 60 ペ

ージ以上からなる。特に、多様性を念頭に置いた樹種の選択に関しては現在の樹種割

合、目標とすべき割合、推奨種、忌避すべき樹種などを細かく掲載しているほどであ

る。 

 

－樹木リスクを防ぐための留意事項－ 

市内を案内していただいたのは樹木点検や作業を行う部署ではなく、市交通局

（Transport Department）所属のシニアフォレスター、ジェフ・ブリンク氏で、氏は

市内のすべてのランドスケーププロジェクトを監修する立場にあるということだ。自

分の立場でランドスケープを通じリ

スクに強い都市の樹木を育てること

を仕事としている。特に留意してい

る点は凍結防止剤による塩害と冬の

寒さ、排水性の悪さであり、これら

をクリアできる樹種で、かつ甚大病

虫害に備えるために多様性を持たせ

るというパズル的な配植計画を常に

考えているそうだ。 

推奨できる樹種としてはサイカチ、ケンタッキーコーヒーツリー、エノキ、ボダイジ

ュ、ニレ、ナラ類、イチョウなど全部で 25 属、都市部で 7 属である。しかしこれらは

日本で行うような一般の種指定ではなく、すべて改良品種の指定である。同じ樹種で

も改良品種レベルで生育が左右されるほど環境が厳しいということが言えるだろう

写真 4.3.32 街路樹のイチョウ（改良種） 
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か。ナシ類やカエデ類と言った樹種は花や紅葉が美しく住民には受けが良いため、寒

さや塩害の厳しさを知らない設計家はやたらと植えたがるが実際には長く生育できな

いそうである。冬の厳しいアメリカでは植栽可能樹木の指標として“USDA Plant 

Hardiness”（米国農務省植栽耐寒指標）があり、USDA Zone5-8 というようにゾーン数

字が樹種の耐寒性を表す。USDA のものと簡易に作成した日本を比較すると、シカゴは

5（最低気温極値-23.3℃～-28.9℃）で、関東を含む本州の大部分がほとんど 9（同-

1.1℃～-6.7℃）でかなり暖かく、フロリダと同じ程度であることがわかる。 

  

図 4.3.17 USDA（米国農務省）植栽耐寒指標 

甚大病虫害についてはシャーロットと同じで、アオナガタマムシ（Emerald Ash 

Borer）の被害が多く、市街の Ash（トネリコ類）の３割は枯損で伐採を余儀なくさ

れ、いまでは拡散防止のため発生木の周囲まで先行して伐採するとのことで民間の Ash

も含めると相当数に上るようだ。このような現状やかつての DED の悲劇があり、街中

であっても樹種の多様性に気を遣っている。市の基準書でも一つの属は 15％以下に抑

えるよう植栽数を計画時に審査される。 

 

－市民と緑の共存を目指す－ 

また都市の緑について市民から愛着をもつてもらうために、ただ単に街路樹を植える

だけでなく、車道を削ってでも歩道をしっかり安全に整備し街路樹と市民が共存でき

る街づくりも行っている。市では移動手段のプライオリティを優先すべき順位の高い

方から①歩行者、②自転車、③公共交通機関、④自動車と設定しており、この順位に

基づけば歩行者のために車道を削るのは当然ということになる。また都市の中でも一
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律ではなく、個々のコミュニティの性格をよく理解し、それに合わせた歩道や緑のあ

り方に気を配っている。例として訪れたコングレス・パークウェイ（Congress 

Parkway）ではシカゴ市南部が商業衰退に伴って居住圏に変化したことに合せ、市中心

部への通勤等の歩行アクセス性向上を目指して車道から再設計し歩道幅員と街路樹の

植栽幅を確保している。またアーガイル（Argyle）地区はアジア人が多く飲食店や個

人商店が多いことから車道と歩道という縦断方向の概念ではなく歩行者が様々な店に

立ち寄る動線を重視し、横断しやすいフラットな空間を創っている。都市でリスクな

く樹木が生育するためには市民に愛され、邪魔だと言われない（伐採や無茶な剪定を

招かない）ことも不可欠な要素である。 

  

写真 4.3.33 市民に愛される歩道整備 

 

－植栽に関する技術等－ 

樹木の植栽方法については、特に目を見張るような技術は用いられておらず、ブリン

ク氏から提供された植樹工の標準図を見る限りでも、都市の種々の条件の中での精い

っぱいの施工方法であると感じられる。シャーロット市と同じで施工方法については

表記と図示で丁寧に解説されているが、寸法や材質については厳密に規定していな

左コングレス・パークウェイ：歩道は広く安全

で歩きやすい。雨水が入るよう植マス歩道側

のみスリットがある。 

下段アーガイル地区：歩道と車道がフラット

であまり道路という感じはせず広場に近い雰

囲気である。歩行安全確保と一定の緑を飾

れば店舗前に Sidewalk Café というテラス席

の占用権が与えられる 
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い。NEXCO 東日本ともっとも異なる点と一つ上げるとすれば,”All Pruning To Be 

Performed By Certified Arborist”（すべての剪定はアーボリストが行うこと）であ

ろう。また、支柱に関してもシカゴ市は原則として 1：3 以上の傾斜地でない限りは支

柱をしないことも特徴である。自立できない樹木は自然にダメになるので 2 年の枯補

償期間内以内であれば施工業者が植え替えることになっているとのことである。 

 

図 4.3.18 シカゴ市植樹工標準図 

植栽にかかる費用は約 750 ドル／本（材工共）で、これには枯補償期間 2 年の間に施

工者が行うメンテナンス費用も含まれている。この制度下での実績として 92～94％は

生存している。なお、樹木材料単価は約 200 ドルである。 

また、これはシカゴだけでなくアメリカ中のどこでも同じことが言えるが、樹木の樹

形において下枝がやけにすっきりしていることである。木が若いうちから下枝を意識

的に上げることはシカゴの場合重要な意味があり、それはただ単に交通阻害や視認性

の問題ではなく人が隠れる場所を無くし犯罪を予防するということであった。その一

方、樹幹についてはほとんど剪定せず、やや伸び放題と言ってよい状態であった。木

が大きくなってから太くなった下枝を剪定することは倒木・折損リスクを招く最大の

要因でもあり、この点で若いうちから下枝を早く上げておくことはリスク低減として

有効であると考えられる。 
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写真 4.3.34 下枝が意識的に上げられた街路樹 

 

－多様化の背景にあるもの－ 

各地で樹木に携わる者が異口同音に言っていたのがダイバーシティ、樹種の多様性の

ことであった。アメリカは各地に都市が形成されてからヨーロッパ式に Elm（ニレ）の

並木を各地につくったものの、1930 年代に同じくヨーロッパから侵入したニレ立ち枯れ

病（Dutch Elm Disease :DED）によってアメリカニレ（Ulmus Americana）は壊滅的な

被害を受け、ことごとく米国中のニレは伐採された。これはモノカルチャー（単一的）

やユニフォーミティ（整然とした）な美しさばかりを重視して同じ樹種ばかりを植えた

ことにある。奇しくもそのニレの後に植えたのが Ash（トネリコ類）であって、それが

数十年後の現在、同じような状況にあるという。Ash について樹木管理者はこれといっ

た決定打がなくお手上げ状態で半ばあきらめているようである。 

日本ではマツノザイセンチュウはそれに相当するケースであるが、マツがあまり街中

で使われることがなく、害がむしろ山の中に多いために、多くの国民が身近なダメージ

として認識していないのかもしれない。しかし近年はクビアカツヤカミキリのように街

中のサクラ類を狙う害虫も上陸しており、もし拡大が止められなければ日本中のサクラ

が枯死することにもなりかねない。多様性とは全部枯れても何中が残るという点もある

が、樹種同士が並びすぎないことで拡大のストッパーとなる役目も大きい。樹種が揃っ

たときの美しさは格別であるが、一方で何かがあった時に一斉に共倒れする可能性も秘

めているということを忘れてはならない。 
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（３）研究機関と地域 

今回の調査では２箇所の研究機関を訪れた。ひとつは前出バートレット研究所であ

る。4.3.1（1）1）では企業の研究所としての存在という側面が強かったが、企業グル

ープだけに限定した活動ではなく、ラボ研究、品種改良、情報収集、技術者研修、学

会、大学との共同研究、コンサルティン

グなど対外的に多方面で活動を展開して

いる。スマイリー博士は所属としてはバ

ートレットであるが、ISA の上級委員も

務めており、地元の市や州に限らず全米

で活動し ISA の基準策定なども手掛けて

いる。また ISA で行う TRAQ などもバー

トレット研究所は地区の開催場所となっ

ているものと思われる。 

もうひとつはイリノイ州のモートン植物園(Morton Arboretum)で、こちらは通常の植

物園として営業する一方、職員には研究者を多数置き、また研修生を受け入れ職業訓

練まで行っている。特に、品種改良や接ぎ木などのプロパゲーション（生産）は 1920

年代から始めており、1924 年には DED に耐性の高いハイブリッド”Accolade Elm”

（アコレードエルム：商品名）を自社開発し商業ベースに乗せている。モートン植物

園のミッションは世界中の樹木を集めて多くの人に知ってもらうこと、また、その中

から地域に適合した樹木を探し出すこととしており、古くから地域のアドバイザー的

存在、また学術的情報発信者として機能していたことが窺える。I-Toll など地域の困

難な大プロジェクトへの参加をみるに信頼性も相当に高いと思われる。 

 

写真 4.3.36 モートン植物園とその中の研究棟（右端は Accolade Elm） 

写真 4.3.35 モートン研究所ラボ 
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両者とも非常に似ている点は 

・本業の傍ら、地域への良きアドバイザーとして機能していること 

・地域の緑化のために研究や開発を行っていること 

・学会活動や共同研究を通じ情報収集・発信を行っていること 

・研究者の養成にも力を入れていること 

である。バートレットのスマイリー博士と、モートン植物園で案内していただいたゲ

ーリーワトソン博士はともに ISA の上級メンバーであり、旧知の関係から紹介をいた

だいた縁で両者を訪れた次第であるが、地域は違えど同じような理念の下に同じよう

な機関が存在していることは驚きであった。さらに帰国後インターネットなどで検索

すると他にも同じように地域のアドバイザー的機関は存在することが分かった。広大

なアメリカにあって州ごとに気象や地形が異なるためにこのようなシステムができ上

がったとも考えられる。彼らは説明の中で自分たちのミッションとゴールというもの

をよく理解し、熱く語る。地域からの厚い信頼と技術者としての使命感がうまくかみ

合っている証拠であろう。どちらが先かはわからないが、信頼のないところに使命感

は生まれないし、その逆も然りである。我々NEXCO 東日本において樹木に携わる者とし

て、技術の研鑽ばかりに目を向けるのではなく、いかにすれば顧客からの厚い信頼を

得られ、そしてそれを維持できるかも併せて考えていかなければならない。 
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４．４ 植栽点検技術に関するまとめ 

４．４．１ 日米における技術面の比較 

 

（１）現場の視点による比較 

まず組織、機関について、今回訪問したバートレット研究所は、日本の機関に例える

と、国立開発研究法人森林総合研究所や国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究

機構と同様に樹木や森林に関する様々な研究を行っている機関であり、その研究対象な

どの技術基準の基を定義している ISA（International Sosiety of Arboriculture）は

農林水産省の果樹部門と林野庁の合併した組織に近い組織と考えられる。ISA の認定す

るアーボリストは、日本では樹木医に相当する、樹木に関する専門技術者と言える。 

 

１）樹木リスクアセスメント 

①点検レベル 

ISA-BMP(Best Management Practices)では、樹木のリスクアセスメントは「点検レベ

ル」と「リスク評価体系」の 2 大要素により構成されていると定義している。 

まず「点検レベル」についてであるが、表 4.4.1 に示すとおり、日本では、国や地方

自治体で実施される【街路樹診断】と同等の内容であり、NEXCO 東日本関東支社（以下

関東支社）における風倒木点検では、概ね Level-1～Level-2 まで実施している。 

 

表 4.4.1 点検レベルの比較 

 

②リスク評価体系 

次にリスク評価体系であるが、アメリカの ISA 基準では、折損・倒木（Failure）の発

生予測と被害が予測される対象（Impacting Target）で、折損・倒木が発生した際の被

街路樹診断 関東支社

Level1 初期点検 初期点検 車上目視 車上・徒歩等による目視

Level2 基本点検 外観診断 詳細調査 目視や簡易な道具を用いた外観診断

Level3 精密診断 精密診断 別途調査 診断機器等を用いた高度な診断

ISA　点検レベル区分
内　　容日　本

点検種別
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害について考慮するべき優先度を定め、さらに被害の結果予測（Consequence of 

Failure）と合わせ、そのリスクの大きさを過去の知見などから平均 3 年先まで予測評

価している。 

関東支社における風倒木点検では、あくまでも第三者被害発生が予測される危険木に

限定した点検であり、その被害の大きさまでは予測せず、折損・倒木原因の状況を評価

し、対策判定で作業実施までの時間を判定している。 

日本の街路樹診断の評価に関しても、東京都の街路樹診断マニュアル1における総合判

定によれば、樹勢や腐朽の状態等の樹木の状態から判定しており、歴史的価値のある樹

木、保存樹等については対策方針策定の際に考慮する事項とし、あくまでも樹木の状態

から危険度を判定している。 

 

2016 年 10 月に来襲したハリケーンマシューの被害状況から、バートレット研究所で

樹木のリスク評価の妥当性について振り返りを行ったところ、Probable（十分に起こり

得る）と判定した樹木（50～60％の確率で折損・倒木が発生すると予測）で、実際には

38％の被害に留まったため、その評価は妥当とは言えないとし、アーボリストは発生予

測や被害の大きさを深刻な側に寄せた判定をしがちであるとしている。 

我々の風倒木点検における判定についても、安全確保を優先すると、どうしても深刻

な側に寄せた判定になりがちであることは同様であるが、技術レベルはリスクアセスメ

ントのトレーニングを受けたアーボリストが評価するアメリカに対し、我が国では、リ

スクアセスメントのトレーニングは実施していない造園施工管理技士という所に差異

があると考えられる。 

先にも述べたとおり、日本ではあくまでも折損・倒木原因の状態による評価であり（表

4.4.2）、関東支社の判定基準には時間軸を評価する対策判定（表 4.4.3）はあるものの、

対策判定は、担当技術者個々の判断に委ねられている点から、ISA のリスク評価体系に

ならい、客観的に評価することが必要と考えられる。 

ここで、ISA の「リスク評価体系」にならい関東支社の風倒木点検における対象を（第

三者被害がある場合のみ）当てはめた Table-1、Table-2 は、表 4.4.4、表 4.4.5 のと

おりとなる。 

 

                                                   
1 H26年度街路樹診断マニュアル（東京都建設局公園緑地部） 
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表 4.4.2 関東支社風倒木点検における危険木（倒伏）の判定基準 

判定区分 一般的状況 

個別の倒伏に対す

る判定 

危険木【重度】 

（ＡＡ） 

枯損木（全樹枯損・大枝枯損）、腐朽病害及び偏倚

が著しく倒伏への影響が非常に高いと判断され、速や

かな対策が必要な場合 

危険木 

（Ａ） 

【中度】 

（Ａ１） 

腐朽病害及び偏倚が進行しており、倒伏への影響が

高いと判断される場合 

【軽度】 

（Ａ２） 

腐朽病害及び偏倚の進行は軽微であり、倒伏への影

響が比較的低いと判断される場合 

Ｂ 

腐朽病害及び偏倚が認められ、倒伏への影響はない

か非常に軽微で症状の進行状態を継続的に監視す

る必要がある場合 

ＯＫ 腐朽病害及び偏倚がないか、もしくは軽微な場合 

腐 朽 病 害 状 態 の

判定ができない 
Ｒ 

腐朽病害及び偏倚状態（倒伏への影響度合い等）に

関する判定を行うために、調査を実施する必要がある

場合 

第 三 者 等 被 害 に

対する判定 
Ｅ 

安全な道路交通または第三者等に対して支障となる

恐れがあるため、対策が必要と判断される場合 

 

表 4.4.3 対策の判定 

 

判定区分 

 

 

一般的状況 

 

対策に対する判定 

 

s 
樹木枯損や腐朽病害及び偏倚が著しく、樹勢が低下し

ており、速やかな対策が必要であると判断された場合 

a 
樹木の腐朽病害に伴う樹勢低下や偏倚しており、概ね

３年以内に伐採が必要であると判断された場合 

b 
樹木の腐朽病害に伴う樹勢低下や偏倚しており、概ね

５年以内に伐採が必要であると判断された場合 

c 
樹木の腐朽病害に伴う樹勢低下はあるが、対策の必要

性は低いと判断された場合 

対策の判定ができない r 
対策に対する判定を行うために、調査が必要と判断さ

れた場合 

第三者等被害に対する判

定 
e 

安全な道路交通または第三者等に対し影響となる場

合 
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表 4.4.4 Table-1 

 

 

 

表 4.4.5 Table-2 

 

 

 

単純に、風倒木点検の判定基準を表 4.4.5 Table-2 に当てはめてみると、重大リス

ク＝AA、高リスク＝A1、中リスク＝A2、低リスク＝B と考えられるが、被害結果の予測

について高速道路に特化すると、倒木の被害は常に「Severe」であり、Table-1 の中の

みでリスク評価をしている。 

そのため、折損の起こる可能性及び被害が起こる可能性をどのように客観的に判断し

ていくかということが、我々にとっての課題であると考える。 

 

 

 

ほとんどない

Very Low
低い

Low
中程度

Medium
高い

High

差し迫った状態

Imminent
なし

Unlikely
やや考慮

Somewhat likely
考慮
Likely

高く考慮

Very likely

十分に起こりうる

Probable
なし

Unlikely
なし

Unlikely
やや考慮

Somewhat likely
考慮
Likely

起こる可能性がある

Possible
なし

Unlikely
なし

Unlikely
なし

Unlikely
やや考慮

Somewhat likely

まず起こらない

Improbable
なし

Unlikely
なし

Unlikely
なし

Unlikely
なし

Unlikely

折損が起こりうる可能性

Likelihood of Failure

被害が生じる可能性

Likelihood of Impacting Target

ごく小規模

Negligible
小-中規模

Minor
中-大規模

Significant
重大

Severe

高く考慮

Very likely
低リスク

Low
中リスク

Moderate
高リスク

High
重大リスク

Extreme

考慮
Likely

低リスク

Low
中リスク

Moderate
高リスク

High
高リスク

High

やや考慮

Somewhat likely
低リスク

Low
低リスク

Low
中リスク

Moderate
中リスク

Moderate

なし

Unlikely
低リスク

Low
低リスク

Low
低リスク

Low
低リスク

Low

折損+被害が起こる可能性

Likelihood of Failure and Impact

被害結果の予測

Consequences of Failure

風倒木点検はこの枠内のみであるが、被害の生じる

可能性はすべて高いと判断 

AA 

B A 
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③樹木の折損や倒木に関する技術的視点 

今回の調査では、折損や倒木原因に関する詳細な紹介は

多くなかったが、VTA（Visual Tree Assessment）法2が基

準となっている。VTA 法は我が国でも樹木の診断に利用し

ており、関東支社の風倒木点検においても VTA 法のエッセ

ンスを取り入れて実施しているが、アメリカと大きく異な

るのは、我々高速道路の点検者ではリスクアセスメントの

トレーニングを受けていない技術者も多く、文献等で VTA

法を独学で点検に臨んでいるため、確実に理解していると

は言いきれない。 

また、風害に関する基準値として、アメリカでは日本に比べやや厳しく設定している

ことがわかった。特に Abnormally Extreme は日本の平均風速に換算すると、27.8m/s で

あり、この場合すべての樹木が倒木する危険性があると言われているが、日本の気象庁 

風の強さと吹き方によれば、35m/s（最大瞬間風速 50 m/s）で多くの樹木が倒れるとし

ている。 

ISA では、近年の異常気象に対する基準の見直しはしていないそうであるが、アーボ

リスト達はそれぞれ、現場の状況に合わせ異常気象も考慮した評価をしている。特に、

今回の調査で紹介があった 2016 年のハリケーンマシュー被害個所のリスク評価の振り

返りなどを行い、合理的な判断ができるように努めている。 

我々も今後は、過去事例の振り返りや研究機関の情報等の取り込み等から、極端化し

ている近年の気象条件を考慮した判定などに着手する必要性があるものと考える。 

④診断機器 

シャーロット市で ArborTom（写真 4.4.1 多点式応

力波速度測定器：我が国ではアーボソニック 3D とい

う非破壊検査機器）、レジストグラフ（NEE でも保有

する半破壊検査機器）の紹介を受けたが、いずれも、

我が国では、街路樹診断等における精密診断（外観

診断の後、必要に応じて実施）で、腐朽空洞範囲の探

                                                   
2 ドイツのカールスルーエ研究センター クラウスマテック（Claus Mattheck）博士の提唱する樹木の外

観評価法 

写真 4.4.1 ArborTom 
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査を行う機器である。 

これらの精密診断機器は、我が国の高速道路で使用するケースは極めて少ないもので

あるが、建設時に保存した古木やテーマ木などで重要とされる樹木への適用も検討の余

地があるものと考える。 

⑤技術資格と継続教育 

アメリカにおける技術資格として、ISA では TRAQ という樹木のリスク点検に従事する

資格認定制度（5 年更新）があり、Assessor を育成している。 

この TRAQ は、受講資格要件として、ISA 認定 Arborist や大学で樹木学を履修した技

術者という樹木に関する高いレベルの知識、経験を有した技術者の中で、さらに Tree 

Risk Assessment に特化した資格で更新制度もあり、継続教育も行われている。 

日本の高速道路では、一般的に一級または二級造園施工管理技士と同等の技術者が点

検を実施しており、特に樹木のリスクに関する専門的な教育は行われていない。関東支

社においても同様である。 

参考までに、東京都の街路樹診断の資格者は樹木医（東京都の、または東京が認める

街路樹診断の講習を受講した樹木医）としている。 

表 4.4.6 点検資格者の比較  

 

 

技術資格に関しては、我が国の資格制度の現状などを考慮すると、資格要件で縛るこ

とは非常に困難なものと考えられるが、継続教育として、TRAQ 制度とまではいかない

ものの樹木のリスクアセスメントに特化した研修制度を取り入れることは可能である

ものと考えられる。 

H30 年度より公益財団法人高速道路調査会で緑地点検講習会を開催しているが、この

ような形態で、点検実務者が常時スキルアップを図れるような仕組み作りが望まれる。 

関東支社 街路樹診断

Level1 造園技術者

Level2

Level3 診断業務実績なし

樹木医

点検種別

点検資格者

TRAQ

一級及び二級造園施工
管理技士と同等

米国
日本
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２）植栽台帳（インベントリシステム） 

インベントリシステムはライフライン管理用データと共用した総合管理台帳であり、

樹木の位置情報を Google Map に載せ、図と LINK した DB には、1 本 1 本の樹木の諸元

（樹種、市、大きさ、状態（Level-2 までの評価））、作業情報、苦情コメント、管理計

画等が収録されている。さらに特筆すべきは、アメリカでは i-Tree という樹木による

生態系サービス評価ツールによる金銭的価値（緑地の価値、緑地による効果の価値、景

観の価値等）も収録している。 

このシステムの更新は、コスト面を考えると 5～7 年サイクルでできれば良いのではな

いかということである。 

インベントリシステムは、NEXCO の植栽台帳の活用方法や緑地のまとまりの単位など

の諸条件を考慮すると、そのまま取り入れることは困難と考えられるが、i-Tree による

緑地の効果を金銭的価値で表現することはぜひ取り入れていきたいと考える。我が国の

中でも非常に大規模なグリーンインフラである高速道路緑地は、我々国民にとってどれ

だけ金銭的価値をもたらしているのかがわかることで、高速道路の価値を高めることが

でき、NEXCO グループ内でも高速道路緑地必要性を再認識することに繋がっていけるの

ではないかと考える。 

 

３）その他の緑地管理技術 

①病虫害 

ニレ立ち枯れ病（Dutch Elm Disease）の被害について、20 世紀にアメリカでは深刻

な被害があった経緯から、かなり神経質になっており、シカゴでは、樹種、品種の植栽

比率を考慮するなどの対策も行われていた。 

シャーロットでは、外来生物である Emerald Ash Borer（アオナガタマムシ）による

トネリコの仲間の被害がアメリカ全土で問題化しているということであった。 

アオナガタマムシはアジア原産の甲虫で、樹幹内に穿孔し食害する害虫であり、我が

国にも生息しているが、我が国では問題となるような被害は報告されていない。 

大規模植栽は病虫害の大発生を招くと言われるが、高速道路の植栽は、同樹種を大規

模に植栽するケースが多く、ある特定の病虫害で激害となっていることも多い。高速道

路の病虫害対策は維持管理における課題でもある。 

また、我が国の外来種による被害は、明治の終わりから発生し、昭和に被害の拡大が
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問題となり、その被害は現在も進行中である『マツ材線虫病（行政名：松くい虫）』が知

られているが、近年では、バラ科の樹木に被害を発生させる、クビアカツヤカミキリの

被害拡大が懸念されている。これらはいずれも苗木や材木の移動など、人間活動により

伝播したものとされているが、元来、その地域にいない昆虫が、人間活動によって持ち

込まれ、大きな被害が発生するケースは、我が国の狭い国土の中でも見られている現象

である。 

外来生物による被害は、我々も情報収集を行っていくことで、被害を最小限に留めら

れるよう考えていきたい。 

②植栽計画 

植栽する樹種は、地域性、過酷な気象等諸条件や病虫害被害状況を考慮し決定すると、

訪問先の各所で樹種選択が重要なポイントであり、さらには品種まで考慮しているとい

うことである。園芸品種などは原種のもつ諸条件への耐性がやや劣る面もあり、その反

面、甚大な病虫害被害を受けた経験から単一樹種を大規模に植栽するのではなく、多数

の樹種を植栽している。 

日本でも、その地域にあった樹種選択が重要であるとしていながら、デザインやスト

ーリーを重視するあまり、地域性を考慮していないケースもあり、先にも述べた通り、

高速道路では同じ樹種を大規模に植栽していることが多いため、樹種選択を重要視する

視点は参考になるものである。 

植栽位置にも気を遣い、街路では地下に埋設されているライフラインや電線等の架線、

車道との離隔、視距などを考慮し、ハイウェイでは、クリアゾーンを設けることを基本

としている。 

NEXCO では、路肩や立ち入り防止柵からの離隔や標識、合流部の視距確保には考慮は

するが、地下の埋設物への配慮はない。実際に、老朽更新時や移植時に埋設ケーブルを

根が抱き込んでいるケースも見られる。 

日本の国土を考慮すると、アメリカのようにクリアゾーンを大きくとることは困難で

あるが、地下埋設物への対策方法などは参考になるのではないだろうか。 

NCDOT では、歴史等も考慮し、必要であれば線形を変えてでも既存木を保存している

といい、標準的な植栽計画、緑化を強調した植栽計画、さらにはランドマークとなりう

る特に強調する計画と地域性や歴史を考慮した計画を行っているそうである。 

NEXCO でも、歴史にも配慮し、必要であれば線形を変えて、樹林を守る取り組みを行っ
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てきた例もあり、アメリカも日本もそこは同じような考え方で計画している。 

自然環境対策に関して、I-Toll では、保全対象各々でミティゲーションを行うのでは

なく、Natural Equal System と呼ばれる、道路に隣接していないミティゲーションの価

値のある場所に総合的な代替ハビタットを整備している。 

③植栽施工 

シャーロットでは、植栽適期は 10 月から 3

月とされ、特筆すべきは、上鉢の土被りを

2inch までとしていること、また、上鉢にはウ

ッドチップでマルチングを行っている。シカ

ゴでは、ウッドチップは風で飛散するため、

溶岩砂利のマルチングを行っている。 

上鉢の土被りに関してわが国の造園施工の

文献などには、深植えをしないという言葉だ

けが掲載されており、基準は職人個々の感覚

や経験に依存している。 

このため、施工時に深植えになっているケー

スや、土捨て場にされるケースもあり、樹木

の衰退現象の一因になっているケースも多

い。我が国でも上鉢の土被りの数値化は必要

であると考えられる。 

マルチングに関しても、樹木の根元まで張芝

をしたことで、経年的に衰退していく現象も

みられることもあり、ウッドチップを敷き均

すことにより、そうした問題も回避可能であ

る。関東支社では植物資材のリサイクルを推

進しているが、腐植化が遅い木質系資材の運

用に困っているが、チップマルチングを制度

化することで活用の場が広がるであろうし、

上鉢まで張芝をしたことによる樹木の生理障

害や草刈り機による根元の損傷、根元への人の立ち入りによる踏圧害への対策にもなる

写真 4.4.2 支柱およびマルチング 

図 4.4.1 シャーロット市 
          植樹工標準図 

写真 4.4.3 シカゴ 根囲い保護材 
         同心円状のスリット 
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であろう。 

街路では、我が国同様に鋼製の根囲い保護材を設置しているが、樹木の肥大成長に伴

い保護材の持ち上げや樹木への食い込みなどが問題となっており、樹木の生長とともに

撤去しなければならないのが問題ということであるが、シカゴでは、保護材のスリット

が同心円状になっており、樹木の生長にあわせて孔を広げていくことができる。このよ

うな工夫はわが国でも参考になるのではないかと考えられる。 

 

シカゴでは枯れ補償は 2 年間であり、樹木の自立を促すため支柱も設置せず、勾配が

1：3 以上の場合にバンドで 2 方向から吊る簡易な支柱を設置するということである。 

我が国の造園では、支柱も仮設物ではありながら景観の一要素としているため、かな

りの年数が経過しても撤去しないようなケースもある。改めて、支柱は仮設の物という

認識を強く広げていく必要性もあると考える。 

④維持管理 

アメリカの高速道路の維持管理は、クリアゾーン確保のため、路傍はほぼ草地であり

切土の勾配も 1：3 と緩勾配であり、大型機械を使用し草刈を年 7 回（NCDOT）実施、刈

り草は存置というのが基本であり、訪問中も車窓から大型の乗用草刈り機で作業を実施

している状況も確認できた。 

I-Toll では、施工後 2 年間は施工者が、3～5 年までは別に契約したメンテ業者、5 年

以降は I-Toll でメンテを実施するそうである。 

 

（２）我々の現場への反映 

今回の調査目的は、風倒木点検におけるリスク評価手法についての情報収集が主目的

であったが、現在我々の抱えている課題をまず整理すると以下の通りとなる。 

・風倒木点検に限らず、点検者は現地踏査および状況把握から取りまとめに多くの時間

を費やしている。 

・対策作業が、その対象も多く追いついていかない状況も散見される。 

・高速道路の老朽化にともなう問題は、構造物ばかりでなく緑地も同様であり、危険木

の増加も懸念される。 

 

そうした中、我々ができうる対策として今回の調査から以下のような事が考えられる。 
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-リスク評価基準・プロセスの明確化- 

・個々の技術者がその経験値だけで判断するのではなく、ISA のリスク評価のように、

客観的な状況判断を行い危険度判定の精度向上を図る。 

・客観的な評価を行うための技術者育成と教育を実施していく。 

-点検の効率化- 

・アメリカのアーボリスト達のように、過去の倒木事象等から、評価を見直す、変化

させるなど、我々も過去の事象の発生状況を振り返り、無理・無駄を排除するなど

の分析を行うことで効率化を図る。 

 

-PDCA の可視化- 

・PLAN（保全計画）→DO（対策作業実施）→CHECK（妥当性の確認）→ACTION（改善）

の流れで業務実施ができるように現行の植栽台帳 DB 等で管理情報やリスク評価の情

報を収録することも考慮する必要がある。 

・i-Tree を活用することによる、緑地そのもの及び緑地がもたらす効果についての金

銭的価値の評価により、高速道路緑地の重要度を確認する。 

-リスク樹木を生まない現場作り- 

・計画面では、樹種選択を確実にし、支障発生の可能性のある Target からの離隔確保

などを確実に行う。 

・深植えの基準、根元の張芝を避けウッドチップ等のマルチングを行うことで、将来の

衰弱を回避する。また、支柱についても確実に不要になった場合に撤去を行い、過剰

な支柱設置は避けるなど、要領の見直しも必要である。 

・目標とする将来形をしっかりと定め、現在のように大木化してから支障対応といった

事後処理的な管理ではなく、予め適切な時期に適切な剪定管理を実施していくことで、

倒木危険のない樹木を育成していくことも必要である。 

 

我々NEXCO グループに課せられた使命は、『24 時間 365 日安全安心・快適便利な高速道

路空間』を提供することであり、適切な保全管理を行っていくことが重要である。 

点検診断は保全管理の中でも、最上流部、起点となる業務であり、インフラの老朽化、

近年の極端な気象や自然災害、さらには少子高齢化及び労働人口の減少等の問題を踏ま
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えると、その高度化や効率化が喫緊の課題でもある。 

今回の調査では、合理的な考えに基づいた樹木リスクアセスメント、インベントリ、

さらには、植栽計画から施工、維持管理に至るまで、参考となる情報も多く、今後の我々

の業務の中に取り込み、点検の高度化・効率化に繋げていけるものであると考える。 
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４．４．２ 総括－樹木のリスク管理 

 

－樹木の点検手法－ 

International society of arboriculture (ISA)の基準では、樹木点検の方法とし

て、①Limited visual assessment（一部分の目視による簡易点検）、②Basic 

assessment（簡易的な点検道具を用いた詳細な点検）、③Advanced assessment（②よ

りも詳細な追加調査）の段階があり、②Basic assessment が基本となっている（Best 

Management Practices: Tree Risk Assessment: BMP）。 

日本の高速道路における沿道民有地の樹木は、本線を走行する車両からの目視点検が

原則となっていると思われる。すなわち、①Limited visual assessment により点検さ

れているといえよう。しかし、倒木により本線に影響を及ぼす樹高の樹木について

は、点検主体はさておき、本来は②Basic assessment により点検される必要がある。

高速走行中の目視では、視認できる範囲の樹勢の判断が中心となるため、活力ある樹

木の倒伏は防ぐことが難しい。（＊樹木の樹勢と構造的な健全性は一致しないことも多

いため、活力ある樹木が倒伏することが起きうる。） 

沿道民有地の樹木の管理責任は民有地の所有者にある。また、道路交通の安全のため

であっても他者が勝手に民有地に立ち入ることは許容されない。しかし、沿道民有地

の樹木の道路本線への倒伏事故は、道路管理瑕疵となり道路管理者の責任が問われ得

ることも、法令や多くの裁判例から明白なことである。 

川崎市では、公開空地の樹木が原因となる枯れ枝の折損事故以来、樹木を管理する市

民・事業者に向けて、樹木の点検のポイントについての情報を HP で提供し、判断に迷

う場合は、専門家による診断を勧めている3。 

高速道路管理者においても、事故発生を防止するために、沿道民有地の所有者に対し

て普及啓発活動をすることは欠かせないと考える。そのためには、沿道民有地の所有

者を把握しておかなければならない。土地所有者に樹木点検を期待することが難しい

場合には、樹木点検のための民有地の立ち入りについて合意を交わしおき、有償・無

償での点検サービスを運用していくことが望ましいと考える。 

 

                                                   
3 樹木を管理している市民の皆様へ：  

http://www.city.kawasaki.jp/530/cmsfiles/contents/0000057/57930/treepoint2.pdf 

http://www.city.kawasaki.jp/530/cmsfiles/contents/0000057/57930/treepoint2.pdf
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－リスク評価体系－ 

ISA の基準では、樹木のリスクは、①折損が起こる可能性、②被害が生じる可能性、③

被害結果の重大性の 3 つの要素の組み合わせによって評価される（BMP）。 

（＊ただし、②③は空間（樹木とターゲットの位置関係）の評価に由来するものであ

り、実際には同時に評価可能な要素である。したがって、基本的には、樹木の弱点の大

きさと空間について判断すればよいと考えられる） 

日本の高速道路においては、例えば、本線への影響の大きさにかんがみて切土のり面

の一段目について高木を撤去する形式的判断がなされている場合があると思われる。こ

れも、空間に関する判断を取り入れたリスク評価といえよう。ただし、切土は土壌の環

境条件にも幅があるとはいえ、基本的には有効土層が浅い土地と考えられる。したがっ

て、浅い分布の根系がはがれるような根返り倒伏を起こしやすい空間である。このよう

な土地では、空間の判断としてはより厳しい評価をする必要があるだろう。 

土壌の水分条件や、風の抜け方によっても樹木が折損・倒伏するリスクは変わりうる。

このように、樹木の生育場所の環境条件によってリスク評価の重みづけを変えるような

考え方が望ましい。 

車両からの目視点検の頻度は、1 年ごとと思われるが、Basic assessment を原則とし

た実質的判断により、個々の樹木の状態に応じて点検頻度に違いを設けることができれ

ば、点検業務の効率化を図ることもできる。 

 

－技術資格と継続教育－ 

ISA では、2 日間の実践的な講習、半日の筆記・実技試験から構成される資格認定：Tree 

risk assessment qualification（TRAQ）を運用している。 

日本において、Tree risk assessment に特化した認定資格は、「街路樹診断士」（一般

社団法人街路樹診断協会）があるが、受験資格は街路樹診断協会に所属する企業の樹木

医に限られている。したがって、日本の高速道路管理者において、実務者が樹木のリス

ク管理を学ぶ機会があるとすれば、On-the-Job Training もしくは、不定期に開催され

る社内研修時に限られるといってもよい。そのようなトレーニングは、質にバラツキが

出やすく、体系的に学習することは困難である。大木となった沿道樹木は、倒伏・折損

が起これば本線に重大な影響を及ぼし人命が失われるリスクも高い。国の方針を受け、

過去に整備されたインフラの適正なリスク管理が求められているなか、樹木の点検に関
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して十分な知識と技能をもつ人材の育成は急務であろう。 

なお、樹木点検のトレーニングは、現在の樹木点検業務に関わっていないような、通

常の管理の現場に近い職員も対象とされることが望ましい。樹木のリスクは、通常の管

理と密接にかかわっている。時に誤った過去の管理がリスクの原因となることもあるか

らである。 

 

－樹木台帳－ 

訪問先の都市では、樹木台帳（Tree inventory）に QR コード、GPS ・GIS が活用され

ていた。日本における GPS による樹木の位置情報の把握技術は、街路樹のような植栽間

隔であればすでに実用段階にあるように思われる。しかし、樹林地においては、精度、

受信機の価格・大きさ等の問題が残り、実用化までにはまだ時間を要するだろう。 

これに対して、QR コードは現行の技術で十分に運用可能である。たとえば、台湾大学

では、点検結果のわかる QR コードがプリントされている樹名板が校内の樹木に設置さ

れている。QR コードにより、現場で過去の樹木の点検や管理の履歴、所有者情報等を確

認できることはリスク管理において非常に有用なツールとなると思われる。 

 

－その他、樹木の設計・施工・管理－ 

日本で普通に見られる樹冠の外側から太枝の途中でぶつ切りする切り戻し剪定は、訪

問先の各都市ではまったく見られなかった。枝の分岐で元から外す間引き剪定が基本で、

枝先で細かい剪定はしていないため、剪定コストも抑えられているはずである。 

太枝の切り戻し剪定は、コスト、景観、樹木の健全性、リスクのすべての点で問題の

ある管理である。そのような剪定を管理者の方針として実施しているのは日本だけでは

ないかと思える。日本の高速道路では、道路へ伸び出た枝が切り戻されていることが多

い。これに対して、訪問先の各都市では、ハイウェイやフリーウェイにおけるクリアゾ

ーンの確保が徹底されていた。このような植栽設計のおかげで、間引き剪定中心の低コ

スト管理が実現できていると考えられる。 

剪定手法からもわかるように、米国の樹木管理者は、樹木管理の視点として Tree 

health を第一に考えていた。その次に位置づけられているのが、樹木のリスク管理の

視点である。ただし、健全な樹木は当然ながら倒伏・折損リスクも低い。Tree health 

への配慮は同時にリスクへの配慮となっていると考えられる。米国における Tree 
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health への熱心さは、緑豊かな郊外の住宅地の資産価値が高い＝緑豊かな土地に大きな

経済的価値があることが社会的な常識となっていることとおそらく無関係ではない。都

市樹木の経済的な価値を計算する（そして日本人の感覚からすると法外な価格が弾き出

される）i-Tree のシステムが国民に自然に受け入れられているのも、そのような背景が

あるものと思われる。 

日本の高速道路においては、沿道樹木の管理手法についての技術的なガイドラインを

見直すとともに、景観やコストに配慮した維持管理を継続していくための設計のあり方

を検討することも重要であろう。 

一方、植栽の施工技術に関しては技術の研鑽とデータの蓄積において我が国が優れて

いる点も多々見られた。今後、日本からも積極的に情報発信をし、他国との連携を深め

ることにより、より美しく安全・安心な道路植栽が生み出されることを期待している。 

(一般社団法人地域緑花技術普及協会代表理事 細野 哲央) 
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４．５ カルフォルニア州における交通安全対策と交通政策 

４．５．１ Balsi-Beam による交通安全対策（カルフォルニア州運輸省） 

 

打合せ日時：2018 年 10 月 29 日 10：00~ 

場所：Caltrans Traffic Management Center 

相手方：Dr. Lima Saft TMC（Traffic Management Center） 

Travis (Maintenance Manager Overseas Maintenance Operation) 

 

カルフォルニア州運輸省（California Department of Transportation。以下「Caltrans」とい

う。）は、道路の利用者及び作業員の両者にとって最も安全な交通システムを維持すること

を目的とし、その最も大切な資産はその職員であるという認識を共有している。 

Caltrans のミッションは、安全で、持続可能な、総合的かつ効率的な輸送システムを提供

し、カリフォルニアの経済を発展させ、人々の生活水準を向上させることとされている。 

そして、組織の人材、資源、パートナーを尊重し、リーダーシップ、革新的取組み、チー

ムワークを通して新たな課題に挑戦する、パフォーマンス主導の透明で説明責任のある組織

を理想の姿としている。 

Caltrans は、そのゴールとして、ユーザーと作業員に対して国で最も安全な交通システム、

機能及びアクセスを最大限に活用できるモビリティ、高い質を有する効率的な輸送システム、

カリフォルニアの資源と資産を保持し高める管理手法、作業を通してサービスの質を高める

ことを挙げている。 

 

Balsi-Beam は、供用されている道路上での工事作業区域内の作業員、機器等を防護する

装置であり、また、通行車両の逸脱を防止することで運転者、Caltrans の職員及び契約社員

の助けとなるものである。 

Balsi-Beam は、トラクターとトレーラーの組合せで移動が可能であり、工事箇所に到着

すると、両側の防護柵が延伸して広く安全な作業スペースが確保されるとともに、交通側に

反対側の防護柵を移動させることで、二重の防護柵による防護を行うことが可能である。ま

た、現地で設置の際に、リアキャリア上の衝撃吸収装置を配置することも容易にできる。 

Caltrans は、Balsi-Beam の防護柵の稼働構造についてライセンス4を所有しているが、自

                                                   
4 資料編の特許に係る資料を参照。 
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ら製作はせずに、メーカーと製造契約を交わして製造している。 

Balsi-Beam の具体的な適用例としては、一般的な路肩作業や防護柵に隣接した箇所の作

業、橋梁上部や遮音壁の作業、舗装のコアサンプリング、また橋梁点検などが上げられ、こ

れらの作業では、作業員が逸脱車両から回避する場所が無いことが一般的である。 

本装置の開発は、2001 年に漫然運転の車両が走行車線を逸脱して、通行規制区域内に侵

入し、二人の作業員に重傷を負わせた事故に始まる。二人の作業員のうちの一人、Balsi 氏

が足を切断することとなった。この事故により、作業区間の侵入防止の必要が認識され、作

業員の名前をつけた Balsi-Beam の開発が行われた。 

 

写真 4.5.1 から写真 4.5.5 までは、Caltrans 訪問時に Balsi-Beam のデモンストレーション

を行ってもらった際に撮影したものである。 

 

 

 

 

 

 

写真 4.5.1 

走行時の形態で、フロントキャリアとリア

キャリアが二本のビームでつながってい

る。 

 

 

 

 

 

 

写真 4.5.2 

現着したのち、ビームをテレスコープ状

に延伸し、片側にビームを寄せて二重の

防護ビームとした状態。延長 30 フィート

（約 9.14m）以上の安全な作業エリアが

形成されている。 
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写真 4.5.3 

テレスコープ状に延伸する防護柵の構造。

後方はリアキャリア上に設置された衝撃緩

衝装置。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

写真 4.5.4 
リアキャリア上に設置されているコンプレッ

サー及び発電装置。このほかにも溶接機

械や給水タンク等作業に必要な各種の装

置が設置されている。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.5.5 

リアキャリア上に設置されているコンプレッ

サー及び発電装置 
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写真 4.5.6 緩衝装置設置の状況 

                                       

トラクターとトレーラーを併せた重量は、全部で約 5 万ポンド（約 22.5t）である。 

また、衝突試験も行われており、TL2 の基準を満たしている。 

 

 

写真 4.5.7 防護柵を交通側に片側に重ねてポットホールの補修を行っている状況 
（Caltrans のウェブサイトから） 
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Caltrans との質疑応答と現地での調査において、次の内容を確認している。 

 トラクターは特別な仕様のものを必要としない。また、トラクターの種別により、交

通回転半径等は変化する。 

 配置が終了すると、前方にあるアウトリガー2 基が設置される。衝突試験は、アウト

リガー設置の状態で実施された。 

 輸送状態、設置の状態で実測した長さは下図のとおりである。 

 

 

 
 
ビームを重ねた時のビーム上面の

地面からの高さ；36in(0.9144m) 

 

 
リアキャリア上の衝撃吸収装置の

設置した時の高さ；12ft(3.658m) 

 

 

 

 

 

44ft5in(15.538m) 

102in(2.591m) 

64ft5in(19.634m) 
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なお、Caltrans に対して、継続して次の項目を照会している。 

 

 使用実績、今後の導入予定 

 運用方法と基準、作業に要する人員と時間、故障の有無 

 事故の実績 ⇒ 作業中の一般車両の衝突の事例は無いとのことであるが再度確認中 

 車両構造、規格、回転半径等、改造の可否、 

 ライセンスの実績 

 ライセンスを結ぶ場合の、費用、規定＊ 

 
＊ Caltrans はライセンスを所有しているが、自ら製作することは無く、メーカーと契約し製造を行

っている。Caltrans 以外の者が製造する場合、Caltrans からライセンスを購入し、自ら製造

することとなるが、現在まだその実績は無い。 
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４．５．２ サンディエゴ郡における SANDAG の交通政策 

 

打合せ日時：2018 年 10 月 29 日 13：00~ 

場所：SANDAG(San Diego Association of Governments) Operation Department (Old Town) 

相手方： Alex ESTRELLA  SANDAG Senior Transportation Planner 

         Ellison ALEGRE  SANDAG Senior Transportation Planner 

 

SANDAG とは 

アメリカ合衆国では、人口 5 万人を超える市街区域（urbanized area）は、都市圏計画組

織（Metropolitan Planning Organization）を設置することとなっている。サンディエゴ政府

組織（San Diego Association of Governments。以下「SANDAG」という。）はサンディエゴ

地域の都市圏計画組織で、サンディエゴ郡及び同郡内の 31 都市の政府で構成されている。 

ここで説明する Operation Department は、SANDAG の 5 つの部署の内の一つで、主に二

つの道路（メキシコとの国境付近から北西方向へ向かう州間道路 15 号（Inter State 15 号、

以下「I-15 号」という。）及び州道 120 号）の通行料金の収受業務を行っている。 

I-15 号は、Integrated Corridor Management Project（統合回廊管理プロジェクト）で情報

技術サービスプロジェクト（ Information Technology Service Project）が行われており、

SANDAG もその管理チームの一員となっている。 

Operation Department では、サンディエゴ郡の計画の立案と実施、試験調達分配、戦略の

策定が行われる。資金出資のほとんどが運輸関係のファンドから出されている。 

 

サンディエゴ郡の現状と交通政策 

サンディエゴ郡では現在 140 万人の就労者が居住しており、一日当たり 300 万回の移動

（以下「トリップ」という。）がある。これが 2050 年には、190 万人、400 万トリップとな

ると予想されている。また、通勤者の 69％が自分の住んでいる地域を超えて移動している。 

図 4.5.1 は、2014 年と 2050 年（予測）の人口パターン（薄茶の点が居住地区、茶色の点

が就労地区）を示したものであるが、I-15 号沿線での爆発的な人口増加が見込まれている。

しかし、対策の必要となる地域は環境条件が厳しく、新規の工事が制限されるため、新しい

手法が求められる。 
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図 4.5.1 サンディエゴ郡の人口パターンの現況と将来予測 

 

サンディエゴ市のトロリーバス路線は、現在の 3 路線を倍以上の 8 路線とする計画であ

り、新しいバスサービスも考えられている。 

エクスプレス・レーン（express lane）は特に重要な施策である（図 4.5.2 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.2 サウスベイにおけるエクスプレス・レーン 

 

I-15 号の通行料金プログラムでは、ロードジッパーを用いた車線数変動方式が取られてお

り、朝は上り、夕方は下りの車線数を増やしている。通行料金は、二人以上の乗り合いの場

合は免除されるシステムとなっている。バス料金も無料である。また、州高速道路 125 号は

2014 年（実績） 2050 年（予測） 
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クローズドシステムとして、すべての車両から通行料金を収受している。三つ目のプロジェ

クトとして、メキシコからアメリカへの国境を跨ぐ路線を計画している。 

上記の各プロジェクトとは別に、州間道路 I-5 号と 805 号に expressway などの料金シス

テムを導入することが決められている。実際の導入は 2035 年を予定しており、かなり時間

のかかるものとなっている。 

 

料金プログラムについて 

SANDAG には、他の都市圏計画組織と異なり、通行料金を実際に運用する担当部署があ

る。従来は、民間会社が有料道路を運営していたが、2008 年のリーマンショックによる経

済後退によってこの運営会社が倒産したことで、以降は SANDAG が直接、交通料金の関連

設備の運営を担当している。 

SANDAG は、カリフォルニア州から料金収受の権限を委譲されており、料金の設定も

SANGAG で決定できる。 

Fast Track と呼ばれる ETC システムによって、車載器を備えていれば、州内のすべての

エクスプレス・レーンが使用でき、また、このレーンの通行権限を売ることもできる。I-15

号の 20 マイル（約 32 ㎞）の区間でエクスプレス・レーンが作られているが、通行料金は 1

マイル当たり 5 セントから 1 ドルで設定されている。通行する距離によって料金は変わる

が、最低料金は 50 セント、最高料金は 8 ドルに設定されている。特に 20 マイルの区間の

中央区間が混雑しており、この区間の交通量は 3 万 6 千台/日である。 

写真 4.5.8 I-15 号のエクスプレス・レーン（左の車線）電光表示に料金が標示される 

 

 

 



4-96 
 

ICM について 

ICM（Integrated Corridor Management 統合回廊マネジメント）は、スマート技術によ

る管理プロジェクトであり、連邦道路局（FHWA）の実験サイトとして SANDAG の I-15 号

が選定された。この管理区域は、本線、エクスプレス・レーン、バス専用車線もあり、また、

並行して走る動脈、静脈に相当する高速道路があるため、実験に適切であると判断されたも

のである。 

この実験では、縦割りのそれぞれの組織を撤廃し、統合して意思決定を行うことが肝要と

なる。また、交通信号を運用しているそれぞれの自治体が Caltrans の道路と一緒に運用さ

れるようになった。 

各組織のデータの統合で、利用者のモビリティ選択の幅が広がった。またシステムの最適

化により、最大限にインフラを利用することが可能となる。 

 

 

図 4.5.3 ICM システムにおける表示画面の例 

 

図 4.5.3 は、ICM システムにおける表示画面の一例である。ICM システムでは、リアルタ

イムで高速道路データを収集し、インシデントによる交通流の変化を感知し、意思決定ツー

ルによるアルゴリズムで、幾つかの対応方法を示すことができ、その結果に基づき、信号機

のタイミングを把握し、自動的に最適化がなされる。
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附資料  

（資料 1）“Tree Risk Assessment Best Management Practice”Tom Smiley, Ph.D. 

（資料 2）Balsi-Beam 特許に関する資料 

特許ホームページ： 
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-
Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-
bool.html&r=17&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=%227,410,321+B1%22&OS
=%227,410,321+B1%22&RS=%227,410,321+B1%22 
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