
　今回の会議では、「雪と建物」「吹雪」「雪崩」「交通」
「利雪」「積雪地域の暮らし」の６つのカテゴリーに基
づいて、８つの口頭発表セッションと１つのポスター
セッションに分かれて論文発表が行われました。
　本会議は、吹雪や雪崩などの雪氷に関する気象現象、
建築物、道路交通への影響評価および道路交通確保の
ための除雪技術等に関する試験研究、雪冷房などの雪
の有効活用に関する研究など広範囲に及んでいます。
また、当研究所では、雪氷災害の減災技術に関する研
究、冬期道路交通機能の維持と向上に関する試験研究
に取り組んでおり、本会議においては、これらに関連
する各国の最新の研究動向に関する情報を収集し、ま
た、当研究所の研究内容や研究成果を紹介し、直接質
問や意見交換ができる有意義な機会となりました。
　会議を通じて、冬期気象特性に基づき、予算を有効
に活用して雪対策の効率を高めていくことは各国共通
の課題であり、数値シミュレーションも活用すること
で調査・設計の効率を高めたり、地域の気象特性や道
路管理ニーズに合致した技術開発・試験研究に取り組
んでいることがわかりました。
　口頭発表セッション名を以下に記します。

＜口頭発表セッション名＞
　１：吹雪（1）
　２：吹雪（2）
　３：雪崩
　４：利雪
　５：道路と交通（1）
　６：道路と交通（2）
　７：雪と建物（1）
　８：雪と建物（2）

３．寒地土木研究所からの発表等について

　当研究所からは５件の論文発表を行いました。なお、
高橋総括主任研究員は、道路と交通（1）のセッション
において座長、道路と交通（2）のセッションにおいて

第７回雪工学国際会議に参加して

寒地道路研究グループ　寒地交通チーム　雪氷チーム
技術開発調整監付　寒地機械技術チーム

１．はじめに

　平成24年６月６日から６月８日までの３日間、福井
県福井市において、第７回雪工学国際会議（Snow 
Engineering VII）（主催：Engineering Conference 
International）が開催されました。
　当研究所からは、浅野研究グループ長、松澤上席研
究員、高橋総括主任研究員、徳永主任研究員、松下研
究員及び岸研究員が発表を行いましたので、その概要
について報告します。

２．雪工学国際会議について

　雪工学国際会議は雪工学に関する最新の研究成果を
持ち寄って意見交換を行い、雪工学分野の研究を促進
させることを目的としています。
　本会議は1988年のアメリカ・サンタバーバラでの開
催以降４年に一度開催されており（表－１）、今回で７
回目となります。日本では1996年に仙台で開催され２
回目の開催となりました。過去の会議は雪工学会誌等
１）～７）に報告されています。

表－１　会議の開催地

報　告
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Maintenance in the Third Medium-Term Plan of the 
Public Works Research Institute of Japan」と題し発
表しました（写真－２）。スパイクタイヤ規制後の冬期
路面管理の課題や昨今の局所短期的な激甚的降雪等の
課題に触れながら、土木研究所第３期中期計画におけ
る冬期道路に関わるプロジェクト研究の内容について
紹介しました。
　発表後、「気象変動に関する研究では雪質の変化に
ついての研究を行うのか」、「冬期歩道路面の研究では
ロードヒーティングなどはコストが大きいのでコスト
とサービス水準のバランスが大事であるがどう考える
のか」、「スパイクタイヤに関してはスパイクタイヤ粉
じんの他に道路のダメージが大きかったと思うがどう
か」などの質問があり、それらに対し「気象変動につ
いては現在、主に降雪地域などの変化について分析し
ている。冬期歩道路面ではロードヒーティングという
よりは雪氷路面の適切な表面処理をどうするかに焦点
を当てている。スパイクタイヤについては過去耐摩耗
性舗装の研究をしていた」ことなどを説明しました。

は副座長を務めました。以下に、発表概要について発
表順に記述します。
　 松 下 研 究 員 は、 雪 崩 の セ ッ シ ョ ン に て「An 
Examination for Determining the Slope Distance 
between Avalanche Prevention Bridges」と題して発
表しました（写真－１）。雪崩予防柵の現行の設計手法
では、積雪深が小さいほど斜面方向の柵の設置間隔（列
間斜距離）が短くなり柵の設置基数が多くなる結果、
コストが高くなる課題があります。発表では、雪崩予
防柵の列間斜距離に関する現地試験を行い、列間斜距
離を長くすると柵に作用する雪圧と斜面積雪の移動速
度が大きくなりますが、積雪の移動速度が大きい状態
の理論雪圧を考慮することで、列間斜距離を現行の設
計条件よりも長くできる可能性があることを説明しま
した。
　発表後、積雪深が小さい箇所の試験実施の有無や試
験箇所の設計積雪深の計算方法や、おがくずを用いた
斜面積雪の移動や変位の計測方法について質問があり
ました。

写真－１　松下研究員の発表状況 写真－２　浅野グループ長の発表状況

　松澤上席研究員は、ポスターセッションにて「吹雪
量と飛雪流量の関係に関する研究」について発表しま
した。この発表は、吹雪対策施設の設計に必要な累計
吹雪量を飛雪流量から推定する手法を明らかにするた
め、飛雪粒子計を用いて高さ１m の飛雪流量 q を計
測し、並行して高さ方向に10点でネット式吹雪計を用
いて飛雪流量を計測して吹雪量 Q を求め、関係を調
べた結果を報告するものでした。内外の研究者・技術
者と議論を行いましたが、同様なネット式吹雪計を使
っているフランスの研究者とは「ネット式吹雪計と
SPC の測定値の誤差」や「雪粒子の昇華は無視でき
るか」などについて議論を行いました。
　浅野グループ長は、道路と交通（1）のセッションに
て「Resea r ch  P rog rams  f o r  W in t e r  Road 

　岸研究員は、道路と交通（2）のセッションにて
「Development and Practical Use of a Real-time 
Deicer Application System Based on Slip Resistance 
Values Determined During Spreader Vehicle 
Operation」と題して発表しました（写真－３）。凍結
防止剤散布作業管理の効率化を目的として開発した凍
結防止剤散布情報収集・管理システム、及び凍結防止
剤散布車への連続路面すべり抵抗値測定装置の適用性
について紹介し、これらを合わせて活用することで散
布作業状況と路面状態の関係を示せることや、目視に
よる路面状態判別とすべり抵抗値との比較結果につい
て発表しました。
　会場から、連続路面すべり抵抗値測定装置のキャリ
ブレーション頻度と雪氷路面の作製方法について質問
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　また、道路と交通のセッションでは、カナダのニュ
ー・ブランズウィック州から多車線道路での除雪効率
を高めるための大型の除雪用プラウの開発に関する発
表がありました。車線数が多い道路の場合、プラウを
大型化することで除雪に要する時間を短縮可能で、地
域の道路事情に応じた技術開発が行われていることが
わかりました。

がありました。
　高橋総括主任研究員は、同セッションにて「A 
Study on the Evaluation of Winter Driving 
Environment」と題して発表しました。この研究は、
冬期の運転環境を評価するため、被験者を用いた走行
試験を行い、その際の道路状態（有効幅員とすべり抵
抗値）の計測、運転行動（速度及び加速度）及び満足度
調査を行い、この研究で適用した CS（Customer 
Satisfaction）ポートフォリオ分析を運転環境の評価に
適用できる可能性を紹介しました。
　会場からは、連続路面すべり抵抗値測定装置で計測
したすべり抵抗値に関する質問、事故データも考慮す
べきではないのかなどの質問のほか、調査の実施時期
の与える影響についてのコメントがありました。
　徳永主任研究員は、同セッションにて「A Feasibility 
Study on Continuous Friction Devices for Winter 
Road Management in Japan」と題して発表しました

（写真－４）。日本の冬期路面管理に、路面状態を連続
的に計測可能な「連続路面すべり抵抗値測定装置」の
導入可能性を検討するため、我が国の標準機器である

「フルロック式路面すべり測定装置」及び北欧で使用
実績がある「加速度計」を用いて比較実験を行い、計
測機器の出力値の特徴、機器間の相関関係等について
検討した結果と今後の課題について発表しました。
　発表後、計測機器の信頼性や冬期路面においてすべ
り易い路面と判断できる閾値に関する質問があった
他、本研究における比較実験から得たデータの重要性
に関するコメントがありました。当方からは、フルロ
ック式路面すべり測定装置との相関等を踏まえると連
続路面すべり抵抗値測定装置による出力値の信頼性が
最も高いこと、また、個人的経験も含めてすべり摩擦
係数（μ）が0.3を下回るとすべり易い路面と評価できる
ことを説明しました。

写真－３　岸研究員の発表状況

写真－４　徳永主任研究員の発表状況

４．おわりに

　本会議では、積雪寒冷地の研究者が各国の抱える課
題やその解決のための試験研究の取り組みと成果の発
表と意見交換を行いました。課題解決のための技術開
発は地域特性に根差したものがありますが、積雪寒冷
地では共通した課題を抱えていることから、発表内容
および質疑やその後に行われた情報交換等は、大変有
意義なものでした。今後も、道路管理ニーズに合致し
た試験研究を進展できるよう取り組んでいく所存です。
　次回の会議は、2016年にフランス・ナント市で開催
される予定です。
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