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一般講演

寒地交通チームの佐藤と申します。私からは、「冬
期道路交通の安全性・信頼性向上に関する研究」につ
いてお話をさせていただきます（図－1）。
�

図－1

その内容ですが、初めに、第4期中長期計画におけ
る研究ということで、寒地交通チームが現在実施して
いる研究の概要についてご説明させていただきます。
その後、研究成果の紹介ということで、比較的最近挙
げた研究成果のうち、四つに絞ってご紹介をさせてい
ただきます（図－2）。

図－2

まず、研究の概要についてです（図－3）。研究の背
景からご説明させていただきます。皆さん、よくご存
じのとおり、日本は本格的な人口減少の時代に到来し
ておりまして、生産人口の減少ですとか、高齢者比率
の上昇ですとか、地方の過疎化といった状況が進展し
てきております（図－4）。
�
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「冬期道路交通の安全性・信頼性向上に関する研究」
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図－4

その中で特に北海道では、全国よりも10年先んじて、
人口減少が進展しているという状況です（図－5）。
その一方で、国家財政も厳しい状況が続いており、
公共事業費が減少傾向にありまして、ピーク時の約半
分になっているという状況が続いています（図－6）。
そういった中、国土交通省では、国土形成計画の中
で、国土構造のコンパクト・プラス・ネットワーク化
というものを打ち出しております。これは行政サービ
スを効率的に提供するために、都市をコンパクト化し
て、そのサービスが成立するのに必要な人口規模を確
保するために、圏域をネットワークで結ぼうといった
考え方です。北海道総合開発計画の中でも、農林水産
業ですとか、観光などを担う生産空間を支える必要が
あるということで、重層的な機能分担と交通ネットワ
ークの強化を図るとうたっております（図－7）。

図－5

図－6

図－7

そういったネットワークを形成する上で、積雪寒冷
地での課題があります。冬期間でも、安全で信頼性の
高い交通サービスを提供する必要があるということ
で、社会や地域構造の変化に対応した管理水準の設定
ですとか、除雪の一層のコスト縮減ですとか、あるい
は除雪機械の台数減とか、オペレーターの高齢化、そ
ういった状況の中でも、持続的な除雪体制を確保しな
ければならないとか、交通事故の対策をより進めなけ
ればならないという課題です（図－8）。
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図－8

そのような課題に対応するために、土木研究所では
第4期中長期計画の中で、三つの達成目標を立てて、
研究を進めております。一つ目が費用対効果評価に基
づく合理的な冬期道路管理水準設定技術の開発。二つ
目が冬期道路管理のICT活用による省力化、除雪機械
の効率的維持管理技術の開発。三つ目がリスクマネジ
メントによる効果的効率的な冬期交通事故対策技術の
開発ということで、このような目標を立てて、さまざ
まな研究を実施しております（図－9）。
�

図－9

ここまでがいわゆる前振りで、ここから寒地交通チ
ームでこれまで挙げてきた研究成果にどんなものがあ
って、それがどのように社会に貢献しているかという
ことをご紹介させていただきます。
まず一つ目が、ランブルストリップスについてです

（図－10）。
�

図－10

ランブルストリップスというのは、こういう見た目
をしておりまして、センターライン上に連続的に溝を
彫り、この上を走ると、音と振動が発生するといった
ものをいいます（図－11）。
�

図－11

これを開発した背景ですけれども、北海道での正面
衝突による死亡事故件数の割合が、全国と比べて高い
という状況がありまして（図－12）、これを何とか防
げないかということで、研究を行ったものです。
�
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図－12

これまで正面衝突対策でよく知られ、よく行われて
いるのが、中央分離帯、ラバーポール、チャッターバ
ーなどです。中央分離帯は、非常に効果は高いのです
が、道路を拡幅する必要がありますので非常に高価だ
という欠点があります。またラバーポール、チャッタ
ーバーは、中央分離帯に比べれば非常に安価ですが、
除雪の支障になりやすいといった欠点があります。そ
こで安価で除雪の邪魔にもならない構造を、というこ
とで、このランブルストリップスを開発したわけです
（図－13）。
�

図－13

この狙い、効果ですけれども、センターライン上に
溝が彫ってありまして、この上をタイヤが通ると、音
や振動が発生して、ドライバーにセンターラインを踏
んでいることに気がついてもらうというものです（図

－14）。

図－14

この特徴は、まず一つ目は設置費用が安い。二つ目
が除雪の邪魔にならない。三つ目が維持管理費用や手
間がかからない。四つ目に、長い距離でも施工が容易。
それから五つ目に施工速度が速く、短期間で施工でき
るといったことです（図－15）。
�

図－15

これは施工方法ですけれど、ここに写真が出ている
ような専用の施工機械を使って施工いたします。異形
車輪という四角い車輪が付いていまして、それが回転
するときに、施工機械が上下して、連続的に溝を彫っ
たり彫らなかったりできるという構造になっておりま
す（図－16）。
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図－16

どのような規格になっているかについて、センター
ライン、追い越し禁止の黄色線2本のところに設置す
るものを代表として説明しますと、横幅は350ミリ、
ピッチが300ミリで、縦幅が150ミリで深さが12ミリと
なっています。
これを路肩に付ける規格もありますが、路肩用の場
合は軽車両、自転車とか原付も走る可能性があります
ので、先ほどの規格よりも小さく浅い規格になってお
ります（図－17）。
�

図－17

このランブルストリップスを設置する前2年と後2年
を比較した交通事故データがこちらになります（図－

18）。正面衝突事故の件数で比較しますと54%減少し、
正面衝突による死者数で比較しますと68%減少と、か
なり高い効果を発揮していると考えております。
�

図－18

整備延長は、平成14年から24年と中途半端ではあり
ますが、この間だけでも全国で2,000キロ近くが施工
されているという状況です（図－19）。
�

図－19

ランブルストリップスは溝ですので、雪が降ったら
効果が無いのではないかと思われますが、雪程度なら、
音、振動が発生するということが実験でも確認されて
おりますので、北海道でも効果があるということです
（図－20）。
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図－20

これを開発した後、平成24年、関越道だったと思い
ますけれども、高速ツアーバスがドライバーの居眠り
で道路の左側の壁に衝突し、乗客の方がたくさん亡く
なったという重大事故を受けまして、大型車にも警告
効果の高いものを開発いたしました（図－21）。
�

図－21

基本的には、規格を大きく、深くしているわけです
が、その代わりに自転車とか原付といった軽車両に対
する安全性は考慮していないので、自動車専用道路専
用の規格となっています（図－22）。
�

図－22

大型車用の施工機械は、単純に考えれば、先ほどの
四角かった異形車輪を大きくすればいいのではないか
と思いますけれども、溝が深くなり過ぎるという欠点
がありますので、径の異なる円を二つ組み合わせたよ
うな構造を考えて、施工機械を開発いたしました（図

－23）。
�

図－23

今、説明したような内容は、ガイドラインにまとめ
て発行しております。寒地土木研究所のホームページ
にも掲載されておりますので、ぜひご覧いただきたい
と思います（図－24）。
�
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図－24

次に、二つ目のワイヤロープ式防護柵についてご紹
介させていただきます（図－25）。
�

図－25

今、話しましたランブルストリップスは、先ほど非
常に高い効果があるとご紹介したのですが、残念なが
ら山間部などの道路線形が厳しい区間ですと効果が落
ちてしまうということが分かりまして、新たな正面衝
突対策として、このような防護柵を開発いたしました
（図－26）。

図－26

これは衝突実験の時の写真ですが、ワイヤーが衝突
した車両を受け止めるといった構造のものです（図－

27）。
�

図－27

構造を理解していただくために、施工方法をご紹介
させていただきます。
まず、長さ70センチのスリーブという鋼管を地面に
打ち込みまして、そこに支柱を差し込みます。この支
柱の上部にはスリットが入っておりまして、そこにワ
イヤーを通します。そのワイヤーの端に金具を付けて
端末に固定し、ワイヤーを緊張したらできあがりとい
った構造になっております（図－28、29）。
�
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図－28

図－29

この特徴の一つ目は、車が衝突したときに支柱が折
れるということです。ワイヤーのたわみが衝撃を緩和
することで、乗員が受ける衝撃が小さくなるという特
徴があります。二つ目が、先ほど説明したように、細
い支柱にワイヤーを通すといった構造になっておりま
すので、裏表が無く、設置幅が非常に狭くて済みます。
三つ目が、事故などが起きたときなどの緊急時に、人
力だけで容易にワイヤーと支柱を取り外して、開口部
をどこでも設けることができるということです。四つ
目が、事故が起きた後の復旧の時、壊れた支柱を人力
で取り外して、新しい支柱を差し込んで、ワイヤーを
再び通して、再緊張するという工程になりますけども、
これを全て人力で作業できるので、比較的短時間で作
業を完了できるということです（図－30）。
�

図－30

これは、すでにいろいろなところで設置されてきて
いますが、最近のトピックとしましては、高速道路の
暫定二車線区間での試行設置というのが挙げられると
思います（図－31）。
�

図－31

日本の有料の高速道路の3割が暫定二車線区間で、
その大部分がラバーポールで分離する構造になってい
ますが、対向車線への飛び出し事故なども発生するこ
とがあり、危険ではないかというようなご指摘もあり
ました。それを受けて、国土交通省ではこのワイヤロ
ープ式防護柵をレーンディバイダーとして、ラバーポ
ールの代わりに設置してみようということを発表し、
「NEXCO」3社が全国113キロに設置して、今、効果
の検証を行っているという状況です。こちらが、全国
で設置された試行箇所の図になります（図－32）。
�
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図－32

これに対して、当チームでも技術的な支援を行って
おりまして、レーンディバイダーとして必要な性能の
検討を行っております（図－33）。

図－33

例えば、若干張力を弱めたときに、性能は大丈夫な
のかというような実験を行ったり、事故が起きた時に
ワイヤーを緩めるのをより簡単に早くできるように、
緊急開放金具を開発するなど技術的支援を行っており
ます。こういったワイヤロープの普及を図ることで、
事故防止に貢献をしているということです（図－34）。

図－34

続きまして、三つ目のラウンドアバウトのご説明を
させていただきます（図－35）。
�

図－35

ラウンドアバウトといいますのは、円形交差点、い
わゆるロータリー交差点といわれているものの一種で
す。そのロータリー交差点の中で、こういう運用をし
ているものをラウンドアバウトと呼ぶと決まっている
のですが、まず環道、真ん中の丸い部分を走る交通が
優先になります。環道の交通は時計回りの一方通行
で、信号や一時停止の規制は受けません。環道に入ろ
うとする車は徐行して入るわけですが、環道側に車が
いなかったら、一時停止しなくても良い、といった運
用をするものをラウンドアバウトといっております。
ですから、北海道にもここに挙げているような円形
交差点が釧路とか、旭川とか、小樽にあり、形は丸い
けれど、ラウンドアバウトではないロータリー交差点
というわけです。
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このラウンドアバウトは、交通量が多くなると、逆
に詰まってしまって非効率な状況になってしまいま
す。1日あたりの総流入交通量がおおむね1万台以下と
いうことが条件になっていますので、郊外の道路など
に使われます（図－36）。
�

図－36

このラウンドアバウトの効果、影響を表にまとめた
ものがこちらで、この中からいくつかピックアップし
てご紹介させていただきます（図－37）。
�

図－37

一つ目としては速度低下。ラウンドアバウトを通る
ときに、若干速度が落ち、交錯点が少ないということ
で、重大事故が起きにくいという特徴があります。
交差点を通過する車両の動線が交差するところを交錯
点と呼びます。ラウンドアバウトでは4箇所しかないで
すし、交錯点で車の動線が交わる角度も浅いので、重大
事故が起きにくいという構造になっています（図－38）。

歩行者の視点で見ますと、渡るところに分離島を設
ける例が多いのですが、そのために安全に渡りやすい
という一方、交差点全体が丸い形状になりますので、
歩く距離が長くなって、時間も長くかかるといった欠
点もあります。
その他としては、流入交通量が少ない場合は、総遅
れ時間が短縮するということで、燃料消費も少なくな
りますし、CO2削減にもなるという特徴もあります。
また、信号がいらないということで、交差点の維持管
理コストの削減にもなりますし、仮に停電になったと
きでも、交通処理が可能といった特徴があります。
そのラウンドアバウトの構造ですとか、冬期管理に
ついて検討するために、苫小牧にあります試験道路の
中に、このような試験路を設置いたしました。そして
いろんな実験をして検討を行いました（図－39）。

図－38
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図－39

これが実験の様子で、冬ですとか、夜間などの条件
での実験も行っております（図－40）。
�

図－40

ラウンドアバウトの規格を検討するにあたっては、
ドイツでも普及していますので、そのガイドラインを
参考にしております（図－41）。
例えば流入部の交通容量の計算式というものがあり
ます。式の初めにSって書いてありますが、日本では
安全率0.8をかけて運用しています。ここに出てくる
係数は、みんな乾燥路面を対象にした係数なので、こ
れが積雪路面だったらどうなるかというような実験を
行っております（図－42、43）。
�

図－41

図－42

図－43
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圧雪と、圧雪に滑り止め剤をまいた条件と、乾燥の
3パターンで実験を行っており、その実験の結果をグ
ラフにしたものがこちらです（図－44）。乾燥路面に
対して、圧雪路面は大体300台/hくらいで、ちょっと
容量が下がるという結果が得られております。そこに
砕石、滑り止め剤をまきますと150台/hくらい回復で
きるということで、容量を確保するためには路面管理
が重要だということが明らかになっております。
�

図－44

それ以外にも、いろんな実験を行っておりまして、
例えば、雪が降るとラウンドアバウトであることが分
かりにくくなるのではないかということで、視認性の
実験を行いました。ケース1が何も付いていない状態
で、ケース2がシェブロンあり、ケース3はシェブロン
と視線誘導標を設置した状態の比較実験です（図－

45）。
�

図－45

ドライバーに視線を計測する装置を付けてもらって
実験を行ったところ（図－46）、昼間は中央島全体を
見ているのですが、夜になると環道の路面を見ている。
夜間、ケース3というのは両方付いているパターンで
すけども、そのときには、集中してシェブロンを見る
というようなことが分かりました（図－47）。
�

図－46

図－47

それからドライバーに対する主観評価のアンケート
も行ったのですが、冬期に雪で覆われて形状や線形が
分かりにくくなると、シェブロンですとか、視線誘導
標といった設置が効果的で、必要であるという結果が
得られております（図－48）。
�
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図－48

次が除雪車の旋回性に関する実験ということで、丸
い交差点を除雪車がはみ出さずに走れるのかという実
験を行いました。この除雪関係の実験は、寒地機械技
術チームと共同で行っております（図－49）。
�

図－49

走行軌跡の計測に当たっては、こういった高精度な
測量システムを使って計測をいたしました（図－50）。
これが実験の様子です（図－51）。
その結果、最小回転半径は除雪ドーザがもっとも小
さくて、除雪グレーダの軌跡は作業していてもしてい
なくても、あまり変化が無いという結論が出ています
（図－52）。
�

図－50

図－51

図－52
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併せて除雪トラックと除雪グレーダは、右折したと
き、流出部で分離島にちょっとはみ出してしまうとい
うことも分かりまして、やはりこういったところは除
雪ドーザが使う必要があるということが明らかになっ
ております（図－53）。
�

図－53

次に堆雪の影響の実験を行いました（図－54）。右
下のほうで水色に塗ってあるところに、雪をわざとた
めて、走行性とか安全性の評価をするという実験を行
いました。これが実験の様子です（図－55）。
�

図－54

�

図－55

その結果がこちらですが（図－56）、ドライバーは、
横断歩道からゆずれ線までの範囲で、特に注意をし
ているということ。また特に堆雪高さが1.2mと1.5m
のときに、速度の低下が顕著だということ。1.0mと
1.2mの速度差が非常に大きく、ドライバーの目線高
さよりも高いときに速度低下するということが分かり
まして、その結果、歩行者をよく見えるようにするた
めに、分離島A、B、流入B、流出Aに雪をためないほ
うがいいという結果で、たまったとしても、ドライバ
ーの目線高さ、おおむね1メートルくらいまでにして
おくほうがいいという結果です。
�

図－56
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次がエプロン構造の検討です。エプロンといいます
のは中央島の回りで、環道だけでは走れないセミトレ
ーラー連結車などが乗り上げて走ってもいい緩衝地帯
といった部分で、この図でいうと、中央島の回りにち
ょっと濃く斜線が引いてある部分がエプロンというこ
とになります（図－54）。
�

図－57

そのエプロンのふちの部分に付ける縁石の形状をど
うしたら除雪に有利かということを検討したわけです
（図－57）。
実験に使った除雪車はこういったもので（図－58）、
これが実験の様子です（図－59）。
�

図－58

�

図－59

結果としまして、ホイルローダーで施工するときは、
傾斜角度を30度まで、モーターグレーダは20度までに
すると、損傷が若干やわらぐという結果が得られてお
ります（図－60）。
�

図－60

角度が緩い方が、当然除雪車に対して有利なのです
が、あまり緩いと、ここをまっすぐ走り抜けてしまう
車が増えるのではないかという懸念があります。それ
を調べるために鉛直形状とすりつけ形状の2種類の縁
石を作って比較実験を行いました（図－61～63）。
�
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図－61

�

図－62

�

図－63

その結果がこちらです（図－64）。やはりすりつけ
にした方が鉛直よりも走りやすくなり、支障が少なく
なるということにはなりますけれども、11段階ある中
で差がそれほど大きくないということを考えますと、
エプロンをあえて通行する車両は、それほど増えない
のではないかという結論です。
このように、ラウンドアバウトの構造決定や、普及
に貢献しているということです。
�

図－64

最後は、四つ目、新たな凍結防止剤についての説明
をさせていただきます（図－65）。
�

図－65
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研究の経緯から説明しますが、現在道路の凍結防止
剤として使われておりますのが、主に塩化ナトリウム、
いわゆる塩です。この塩が、例えば沿道の植物とか橋
梁などの道路構造物といった環境に負荷を与えている
のではないかという懸念がありまして、もっと負荷の
少ない凍結防止剤が無いかと研究を始めたものです。
富山県立大学と共同で研究を始めまして、その中で、
凝固点、値段、匂いやpHといったものを総合的に勘
案して、まずプロピオン酸ナトリウムをやってみよう
ということで実験を始めました（図－66）。
�

図－66

このプロピオン酸ナトリウムというのは、一般用途
として食料保存料、防かび剤として使われているもの
で、白色の粉末で水溶性が非常に高いという特徴があ
ります（図－67）。
�

図－67

まず、この凝固点を調べました。単体で比較します

と、やはりプロピオン酸ナトリウムの方が若干凝固点
が高いということで、塩ナト、プロナトを重量比8対2
で混ぜて比較してみると、塩と遜色ないくらいの凝固
点になるということが分かりました（図－68）。
�

図－68

実際にどのくらい氷を溶かすのか、融氷性能に関す
る試験を行いました（図－69）。
�

図－69

容器に水を入れて凍らせて、そこに凍結防止剤をそ
れぞれ散布し、溶けた水を吸い取ってその重さを量る
といった実験で、これがその結果です（図－70）。プ
ロナトの場合は、塩ナトと比べて、即効性があるとい
うことが分かりました。低温時、約マイナス8度以下
の状態では塩ナトと同様に融氷性能は低下しますが、
時間の経過とともにその差は小さくなります。8対2の
混合物は、大体塩ナトと同程度の融氷性能があるとい
うことが分かりました。
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図－70

有害性はどうなのかということで、有害物質の試験
を行いました。排水基準を定める省令と、これに基づ
いた試験ということで、基準値に適合するかを確認し
たところ、全ての項目で基準値に適合ということが分
かりました（図－71）。
�

図－71

次が植物への影響の調査です。土に薬剤をそれぞれ
混ぜて、そこに小松菜の種子を播き、21日間観測する
という実験です（図－72）。その結果がこちらです（図

－73）。プロナトは、1グラム混ぜたときは、大体よく
発芽しますが、2グラム混ぜると、ちょっと発芽が厳
しい。塩ナト、プロナトの混合物の場合は、塩化ナト
リウムよりも生育がいいぐらい。唯一、4グラム混ぜ
ても発芽したのが、混合物の場合だけという結果が得
られております。

図－72

図－73

次に、金属腐食はどうなのかという試験をしており
ます。これは各凍結防止剤の水溶液を作って、そこに
鉄片を入れ、24時間浸した後取り出して、24時間放置
するといったサイクルを7日間実施して、その後、さ
びを取って、その鉄片の重さを測るという実験です（図

－74）。
その結果がこちらです（図－75）。プロナトはほと
んど金属腐食が生じないということが分かりました。
8対2の混合物の場合、蒸留水よりも金属腐食が抑えら
れるという結果です。9対1にした場合はどうかと言い
ますと、塩ナトの半分くらいまで腐食が押さえられる
という結果が得られました。
�



寒地土木研究所月報　特集号　2017年度 � 39

図－74

図－75

ではコンクリートに対する影響はどうかということ
で実験を行っております。10×10×20センチの供試体
を作り、それを凍結防止剤を溶かした水溶液に供試体
の一面を浸した後、プラス～マイナス20度の凍結融解
サイクルを28サイクル与えて、スケーリング片を取っ
て、乾燥質量を測るといった実験を行っております（図

－76、77）。これが実験前後の写真になります（図－

78）。
この結果、塩ナト、プロナトの混合物9対1の方は塩
単体と比べてコンクリートの凍害劣化に与える影響が
小さいということが明らかになりました（図－79）。

図－76

図－77

図－78
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図－79

最後が試験道路での散布試験で、実際に試験道路に
まいて実験してみようということです。まず試験道路
に水をまいて、氷の膜を作ります。そこにそれぞれの
凍結防止剤を散布しまして、まずその段階で滑り抵抗
値を測ります。その後、模擬車両50台を走らせて、滑
り抵抗値を測るというのを繰り返して実験を行いまし
た（図－80、81）。
�

図－80

�

図－81

その結果がこちらです（図－82）。プロナトを用い
た散布薬剤というのは、従来の散布薬剤と比べて、路
面の滑りやすさが同程度に改善できるという結果が得
られました。
�

図－82

今後、現場での作業性ですとか、施工性の確認に取
り組んでいきますが、現時点の実験結果では、混合物
を使うと非常に有効ではないかという結果となってお
ります。
以上で、研究の概要と研究成果についての紹介を終
わります。ご清聴ありがとうございました。


