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１．海外道路調査団について

　公益財団法人高速道路調査会が講習等事業として主

催する海外道路調査団は，人材育成の一環として，海

外の高速道路に関する最新のトピックや技術について

調査，情報収集する機会を広く提供することを目的に

一般公募によって調査団を結成し，派遣している。

　2000 年以降に派遣した同調査団は，本調査団を含

め計 28 回，延べ 549 名に上る。

２．調査団概要

　本調査団は，北米における交通安全対策の開発・製

造について，および環境に配慮した高速道路について

調べるため，交通安全施設の開発・製造メーカー，高

速道路建設事業者および建設会社を訪問した。訪問先

は，米国の交通安全施設のメーカーであるトラフィッ

クス社，米カリフォルニア州の有料道路公社およびカ

ナダ，バンクーバーにおいて新規に道路建設を行った

建設会社であり，それぞれで会合を持った。また合わ

せて北米を中心に道路事業の環境対策状況を研究する

財団を訪問した。本調査団は，７月 13 日㈰から 20 日

㈰までの６泊８日の行程で実施された（図―１）。
　道路上の交通安全対策に関する諸設備について，並

びに環境と調和した高速道路の建設および維持管理の

在り方がますます重要な課題となっており，国内にお

いてもすでにさまざまな取組みがなされている。北米

においても同様に調査研究および取組みが講じられて

きていることから，本調査団では，これらの課題に取

組んでいる各組織等にそれぞれ訪問し，意見交換およ

び現地視察を実施した。

３．訪問先概要

　⑴トラフィックス社（TrafFix Devices. Inc）

　トラフィックス社は，交通安全施設および衝突緩和

装置を開発，生産，販売を行うメーカーである。社歴

報　告

北米における交通安全施設および
道路環境対策に関する海外調査

　公益財団法人高速道路調査会が平成 26 年７月 13 日から 20 日まで実
施した，北米における交通安全施設および道路環境対策に関する海外調
査の概要を報告する。

第 53回海外道路調査団

図―１　全体行程



高速道路と自動車　第 57 巻　第 11 号　2014 年 11 月64

としては，1986 年の自宅兼オフィスから始まり，
2003 年サンクレメンテ本社を設立し創業から 28 年を

迎える（写真―１）。
　アイオワ州フェアフィールド工場では，金型や回転

成形機を保有し自社樹脂製品ロードキャスティング

（バリア），プラスティック・ウォール等を生産して

いる。またカルフォルニア州アデラント工場では，週

６日 24 時間体制でゴム再生材を製造（自社で廃棄ゴ

ム 900 万ポンドを再処理）している。さらにメキシコ

ティファナの工場では，ウィードマット（防草シー

ト），ロールアップサイン，巻き上げ式標識，スプリ

ングコーン，折りたたみ式コーン（日本で特許取得）
反射チョッキ等を生産している。

　代表的な製品として挙げられるのは，通称「スコー

ピオン」（車載型および牽引型衝撃緩衝装置）という

日本で使用される BOX 型緩衝材にアーチリング

チューブ（金属製）構造を両端に結合させ，さらに

BOX 緩衝材を結合させた O 型の緩衝材である。BOX

緩衝材に加えてアーチチューブが最大の吸収効果を発

揮する構造となっている。まさに発想の転換から開発

された製品と感じた。また，本線分岐部等に設置され

るコンプレッサー（別名クラッシュ・クッション）を

開発しており，日本同様にハードノーズに設置され，
吸収素材を高濃度樹脂に置き換えることで衝撃吸収効

果を発揮する。さらに，輸送設置が簡単可能な SLED

システム（ポリタンク保水式緩衝材）も開発してお

り，樹脂の構造体に保水を行って，それらを連結し，
長さとともに強度を調整する構造となっている。ヘッ

ドを装着した上で，上方向の飛散および衝突物体の方

向制御が可能となる。

　これらの製品は，国内はもとよりメキシコ，台湾な

どでの販売実績を挙げており，日本での販売も視野に

入れている。

　⑵ カリフォルニア州有料道路公社（Transportation Corridor 

Agencies：TCA）

　TCA は，カリフォルニア州の委託を受けて，有料

自動車道路を建設する組織である。1990 年代から郊

外地域の人口増加に伴う交通渋滞が顕在化してきた

が，当時のアメリカは財政が厳しい状況であったた

め，DBO 方式による道路公社を設立し，債券発行に

よる資金調達，通行料金収入による償還を枠組みとし

た道路建設事業を展開した。

　TCA の事業は，有料道路（R73）の維持管理，料

金収受を担っているほか，延伸事業も展開している。

なお，維持管理部門は，州道路交通局に委託してい

る。路線の管理延長は L=51 マイル（≒82 ㎞）で，
オレンジ郡の道路全体の 20％を占め，交通量は 25 万

台/日の規模である。

　料金収受にあっては，現金支払いを廃止し，今年度

から電子決済によるシステムに移行した。このシステ

ムは２種類のモジュール（エクスプレスアカウント，
ワンタイムトール）を採用しているが，乗車人数で課

金が異なり，交通渋滞緩和対策にも寄与している。

　カリファオルニア州は全米のなかでも環境保全に関

して先進的な取組みをしており，道路建設に関する環

境基準は連邦の環境法より厳しいものである。州基準

を順守するための環境プログラムの構築に当たり，多

大な労力，費用および時間を費やしている。

　近年，環境保全が建設時の重要な位置を占めること

から，延伸事業に関してはレーティングシステムを採

用している。これは第三者機関において，道路計画段

階から工事完了までの環境負荷低減対策の取組みをポ

イント化し環境負荷要因の低減度合いを客観的に評価

写真―１　トラフィックス社との討議状況
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するものでありアセスメント，アカウンタビリティに

寄与している。

　カリファオルニア州は環境対策のトップランナーで

あることを自負し，固有種および希少動植物保護・生

育，低炭素化に向け真摯に取組んでいるさまが直接伝

わるものであった。日本においても環境保全に対する

取組みは鋭意実施され成果を得ているが，今後の環境

対策の枠組み，取組みにおいて参考となる貴重な訪問

先であった。

　⑶グリーンロード財団（Greenroads Foundation）

　グリーンロード財団は，主にアメリカ西部において

高まりを見せた，環境と調和した道路建設をいち早く

研究し，事業そのものを定量的に評価するシステムを

作成した NPO 法人である。加盟組織は，米国内のみ

ならず，カナダ，ニュージーランドなど多岐にわたる。

　Greenroads 評価システム（以下，「本システム」）
は，持続可能な道路や交通インフラ・プロジェクトを

証明するために利用できるサードパーティ製の，指摘

ベースのシステムである。本システムは，４つの認定

証のひとつに向けてポイントを獲得するためのプロ

ジェクトについて，実装することができる設計と建設

における実践の効果を測定するためのメトリックを提

供するものである。本システムは，ジェラリー・アン

ダーソン博士が 2007 年ワシントン大学在学時に研

究，作成したものであり，環境に関する７項目につい

て点数枠を設けて，事業内容全体を定量的に評価する

というものである。このシステムを有料道路公社など

が事業評価手法に採用しており，国民への説明責任に

も寄与しているところである。評価ランクは，点数に

応じてエヴァーグリーン，ゴールド，シルバー，ブロ

ンドに区分される（図―１）。
　また，本システムは，カリフォルニア州有料道路公

社を始め，アメリカ国内を主体として建設プロジェク

ト発注機関で採用されている。最も意義深く感じた点

は，アメリカ国内においても，わが国の環境負荷低減

に資する調達に関する法制度であるグリーン購入法に

当たるグリーン調達プログラム（Environmentally 

Preferable Purchasing, EPP）があるが，さらに一歩

踏み込んだ形で積極的に環境負荷を抑制するため，い

わば発注機関自体の評価的インセンティブを付与して

いる点である。

　⑷レドコー社（Ledcor. Inc）

　南フレーザー周辺道路（SFPR）は，カナダ西南岸

の都市バンクーバー郊外を流れるフレーザー川の南岸

に新設された延長 40 ㎞，時速 80 ㎞，４車線の高速道

路である。コンテナ輸送や周辺道路の渋滞解消を目的

に，フェリーターミナルのデルタポートからサリーを

結ぶ，バンクーバー郊外では珍しい東西に走る道路で

ある。

　この道路は PPP（パブリック・プライベート・パー

トナーシップ）事業であり，レドコー社が建設・管理

運営を行っており，州政府との契約に基づき，20 年

後の2034 年に契約更新もしくは返還を行うものである。

　レドコー社は，1947 年に創立され，当初は石油採

掘場へのアクセス道路の建設を行っていた。その後石

油やダイヤモンドの採掘，オフィスビルや商業ビルの

建設，パイプラインや道路建設，光ファイバーの埋

設，水上航空の運営など環境の持続可能性に配慮しな

がら年間 450 億カナダドルに及ぶ建設を行っている。

現在では北米全域に 20 支店を持ち，7,000 人以上のス

タッフが働いている。

　SFPR の建設にあっては，計画段階から数多くの環

境保護や向上に取組んでおり，効果検証のモニタリン

グも行っている。特に川を横断する個所では，サケの

遡上に配慮し，高架構造の採用や水位変化に対応した

魚道の創出を行っている。また，かつてゴミの埋め立

て地だったバーンズ沼地を野生動物の生息地として復

活させ，現在ではその沼地がバンクーバーの肺として

保全されている。その他，自生苗を用いた緑化，隣接図―１　Greenroads 評価システムの区分
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する農耕地に配慮した線形（回避・迂回）の採用，農

業用水の確保を目的とした放置水路の修復，耕運機な

ど農業用作業機械の移動を円滑に行うためのオーバー

パスの建設，かつての先住民の住居付近では景観に配

慮した天然石を模した擁壁の採用，将来的な緑化を目

的とした MSE（日本の蛇かごのようなもので土と石

とタバックを混ぜて作成）の設置など，道路沿道の環

境保全も積極的に行っている。

４．高速道路視察

　⑴アメリカ編

　道路構造体としての特徴は，コンクリート舗装の

シュアであり，アスファルト舗装は極めて少ない。ま

た，目地間隔が日本に比べて長いと感じた，これらの

ことは，アメリカにおける地震の頻度が少ないことが

起因しているものと推測される。一方，新しい路線に

おいては，高機能舗装が採用されていた。

　防護柵等の安全対策については，強度が高いコンク

リート製が中央分離帯側で多く見られた。防護柵の考

え方，基準の違いはあるが，コンクリート製が故に損

傷した場合の影響を抑制できるため，日本においても

橋梁部のみならず，検討の余地は小さくないと感じ

る。また，ガードレールは主に路肩側で多く採用され

ており，日本同様に２山タイプが多く見られた。ただ

し，支柱に着目すると木製構造が大半を占めており，
日本のような鋼製部材と比較すると相対強度は劣る

が，環境負荷低減の観点から，リサイクルへの注力が

伺える。

　一部の区間においては，道路空間の中央に鉄道を配

置するという空間の有効利用が建設当時から計画さ

れ，運用されていた。日本においても，震災復興等に

伴う新たなまちづくりにおける思想として，非常に参

考になり得るものと感じた。

　路面標示の視認性および性能は，重交通区間では，
摩耗を抑制する反射体を埋め込んだ区画誘導を施し，
維持管理の省力化を図る形態にしていることが推測さ

れる。また，アスファルト舗装区間においては，アメ

リカ発祥の技術であり，日本でも施工されているラン

ブルストリップスが車線両側に施工されており，高速

走行に対して安全面で大きな効果が得られるもの改め

て感じた。

　⑵カナダ編

　道路構造・防護柵・交通安全対策等は，アメリカと

さほど変わらないが，カナダはアメリカに比べ，交通

規制・道路案内標示（電光掲示板等）・視線誘導標示

が多く設置されているように見受けられた。

　昨年 12 月に開通したハイウェイ 17 は，フレザー川

に沿っており，自然環境と共存したハイウェイで，防

音壁（木材を使用）や外壁（岩の形）などが景観に合

わせたデザインとなっていた。

　河川が近いこともあり，排水処理は直接河川に流さ

ない構造とし，表面には排水施設が無く，一度地下に

浸透させ濾過して処理をしていた。

　また，野生動物の保護用地域があり，保護地域を避

けた道路線形となっている。野生の動物が出没すると

ころには看板はもちろんのこと，早期発見のために照

明が設置されていたが，ロードキルを無くすことは難

しいようである。

　市内は，自転車専用レーンが整備されており，ハイ

ウェイにも専用レーンが有るほどで，CO2 を出さない

移動手段として多くの人が利用している。自然保護・
環境保護対策にこだわった道路づくりに感心するとと

もに，共感を得た。

おわりに

　今回の調査では，島国の日本では体験できない陸路

での国境越えをし，広大なアメリカ大陸のスケールの

違いを直接肌で感じることができた。

　車社会先進国の高速道路は，既存の道路をより有効

に活用する有力な手法が積極的に取り入れられ，自然

環境との共生についても十分考慮した道路造りをして

いた。

　また，アメリカ，カナダ両国とも利用者の自己責任

の文化が根付いており，学ぶべきことがとりわけ多い

有意義な調査であった。


