報 告

PIARC 国際冬期道路会議に参加して

松沢

伊東靖彦＊、大上哲也＊＊、高橋尚人＊＊＊、牧野正敏＊＊＊＊、
勝＊＊＊＊＊、丸山記美雄＊＊＊＊＊＊、宗広一徳＊＊＊＊＊＊＊、浅野基樹＊＊＊＊＊＊＊＊

ˍȅ͉̲͛ͅ
2010年２月８〜 11日にカナダのケベック市で第13
回 PIARC 国際冬期道路会議が開催された。この会議
に、寒地土木研究所から著者ら８名が参加したので報
告する。

今回の会議では、「道路利用者への持続可能な冬期
サービス」をメインテーマに、世界中から冬期道路の
行政官、専門技術者・研究者ら1500名余りが参加した。
大会では６つのトピックに分かれて最新の研究開発な
どの発表を行う技術セッションを中心に、大臣セッシ
ョンなどのスペシャルセッション、
各国や企業の展示、
テクニカルビジット等が行われた（ນȽˎ）。

ˎȅ݈͈ٛٽါ
ນȽˎȁఱٛ
PIARC（世界道路協会）は、1909年に設立されたパ
リに本部を置く国際機関である。正式な名称は World
Road Association だが、旧名称の常設国際道路会議
協会（Permanent International Association of Road
Congresses）の略称である PIARC が現在も使われ、
World Road Association PIARC と表記されること
が多い。PIARC には、世界中の国や地域、地方公共
団体が加盟しており、日本の第１代表は国土交通省の
道路局長が務めている。
参加した国際冬期道路会議は、1969年に第１回会議
をドイツのベルヒテスガーデンで開催してから、ほぼ
４年に一度の頻度で開催されており、今回初めて、北
米で開催された
（ນȽˍ）。
近年の開催状況については、
１）２）３）４）
を参照されたい。
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２月８日
（月）
午後３時から、開会式が行われた。は
じめに、Anne-Marie Leclerc・PIARC 会長から、本
会議への世界各国からの参加者を暖かく歓迎する旨の
挨拶があった。また、Regis Labeaume・ケベック市長、
John Baird・カナダ交通大臣、Julie Boulet・ケベッ
ク州交通大臣からも挨拶があり、その後華やかに大会
のテープカットが行われた（ৢ૯Ƚˎ）
。
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全の鍵となる１つが適切な情報提供であるとして、同
州の道路では、24時間、365日、常時道路情報を得ら
れるシステムを確立している旨が発表された。
井上・PIARC 副会長からは、PIARC による活動概
要として、技術委員会の構成、各種セミナーの開催及
び冬期道路に関する取り組みについて報告された。
また、韓国からは、2010年にプサンで開催される ITS
ৢ૯ȽˍȁMfdmfsdȆQJBSD ٛಿ

世界会議の紹介が行われた。このほかモロッコ、カナ
ダ・オンタリオ州、スペイン、アルジェリアから、各
国の冬期道路管理への取り組みが発表された。
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ːȅൃܢസঌȆঌಿΓΛΏοϋ

˒ȅܿΓΛΏοϋ
技術セッションでは計133件（うち日本からは27件）
の研究発表が行われた（ນȽˏ）
。ここでは発表された
論文から代表的な論文を紹介する。なお一部に著者ら
が直接聴講できず、
論文集からの紹介となるものがある。
万专丂䷮㸊

万专丂䷮㸋

䷸丙䷶丢个

东䷸䷾丶

㪌

㪊

㪋㩷

㪎㩷

㪋㩷

㩷

㪈

㪊

㪉㪎

䉦䊅䉻㩷

㪉

㪌

㪎㩷

㪋㩷

㩷

㪉㩷

㪈

㪌

㪉㪍

㩿㪈㪀

㩿㪊㪀

㩿㪋㪀㩷

㩿㪊㪀㩷

㩷

㩿㪈㪀㩷

㩿㪈㪀

㪊㩷

㪌㩷

㪋㩷

㩷

戦略、並びに次回
（2014年）の冬期道路国際会議の開催
地として、同市の概要紹介が行われた。
これらの講演を通じ、冬期都市に共通する課題は、
除雪システムの運用と財政とのバランスであることを
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各市長及びフロア参加者が確認するに至った。
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大臣セッションでは、２月９日
（火）10時15分から
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Julie Boulet・ケベック州交通大臣からは、交通安
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12時まで、「適切な冬期モビリティ」に関する報告が
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事業は同市の最優先課題であると発表された。
さらに Maria Rosa Ferrer・アンドラ・ラ・ベリャ（ア
ンドラ公国）市長からは、2006年における同市の除雪

政策と除雪システムにより対応している旨発表された。
Micheal Applebaum・モントリオール市長からは、
約50万人が毎日中心街へ通勤していることから、除雪
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２月９日
（火）
８時30分から、冬期都市・市長セッシ
ョンが開催された。
このセッションは、冬期間における適切な都市モビ
リティを確保することを主目的としており、「冬期サ
ービスと財政」に関する報告が行われた。
Regis Labeaume・ケベック市長からは、同市は年平
均で積雪300cm、降水日が100日、凍結期間が175日間で
あるが、同市が管理する道路2,550km に対し、適切な
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カ国から各国の冬期道路管理に関する戦略や政策につ

㪉

いての報告が行われた。全ての発表者が政府機関、も
しくは準じる機関からの発表であり、このセッション
の性格が見て取れる。
スペインからの発表では、国道網は高速道路を含め
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て26,041km あり、168の工区に分けて管理を行ってい
ること、2008/2009年の冬期道路管理費用は6471万ユ
ーロ（約80億円）であること、冬期道路管理計画に基づ
きサービスレベルを３ランクに分けていることなどが
報告された。
フィンランドからは、2009年から採用された新しい

˒ȅˍȁΠάΛ·ԅȶൃܢȜΫΑْ͈ࠗȆζΥΐι
ϋΠ࣐͂ȷ

冬期道路管理ポリシーの紹介があった。このポリシー
では、道路利用者のニーズ、気候の違い、交通機能、費
用対効果、環境マネジメントなどが考慮されている。さ

トピックⅠでは、冬期サービスの計画、マネジメン
トと実行をテーマに４つのセッションが設けられ、10
カ国から23編の論文が発表された。
ˍȫ
ΓΛΏοϋ U2.2ȁ
ȶ࣭زၞ͂ଽॐ͈ٽါȷ

らに冬期道路管理クラスの分類やクラス毎に要求され
るすべり摩擦係数、
除雪レベルなどが示された
（Ƚˍ）
。
日本からは、国土交通省道路局道路防災対策室の若

このセッションでは、スペイン、フィンランド、ス
ロバキア、ラトビア、スイス、日本、エストニアの７

尾将徳氏から、日本の冬期道路管理の概略について紹
介された。
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このセッションでは、冬期の維持管理やマネジメン
トの手法に関連して計８件の発表があった。日本から
の４件のうち３件は、
当研究所からの発表
（高橋、宗広、
大上）である（ৢ૯Ƚː）
。また、セッション座長を雪
氷チーム上席研究員の松澤が務めた。
高橋からは、路面のすべり抵抗値を中間アウトカム
とする冬期道路管理のロジックモデルを構築し、冬期

械の稼働状況を記録する施工記録装置のデータを基
に、地域・路線特性を考慮した除雪車の基準除雪速度
を策定し、この速度から効率的かつ経済的な除雪機械
配置に関する研究結果を報告した。
このほか日本からの発表は、（社）雪センターの大島
淳一氏からで、ミクロ経済理論を用いた除雪の費用対
効果分析手法を提案し、青森を対象に試算を行った結
果を示した。

路面管理の業績測定およびパフォーマンス評価を試行
した結果を報告した。

米 国 連 邦 道 路 庁 か ら は、 米 国 の 中 期 道 路 計 画
（SAFETEA-LU: Safe, Accountable, Flexible,

宗広からは、タクシープローブデータを活用した冬
期道路交通特性の評価事例として除排雪作業の費用便
益算出結果について報告を行った。
また大上からは、道路管理データベースや、除雪機

Eﬃcient, Transportation Equity Act − A Legacy for
Users）のもとで、遂行されている道路気象研究開発
計 画（ R W M P : R o a d W e a t h e r R e s e a r c h a n d
Development Program）のパフォーマンス評価につい
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て発表があり、交通安全、交通容量、環境への影響な
どの指標毎に、このプログラムの成果が報告された。
スウェーデンの道路交通研究所からは、冬期道路管
理の最適化を目的に、環境や事故、コスト等、様々な
要因を考慮したウィンターモデルを開発し、そのモデ
ルを用いて社会的コストを試算した結果が紹介され
た。

欧州は殆どが陸続きであり、様々な国のドライバー
が同じ道路を同時に走行する。このような道路での冬
期の安全性を高めるため、多様なドライバーに対して、
均質なサービスレベルの提供や的確な冬期情報提供を
行う必要があり、そのためには、国毎に異なる道路管
理基準や道路情報システムなどの統一の必要性がある
ことが報告された。
フィンランド道路庁からは、2009年に出版された地
域の維持管理計画策定のためのガイドラインが報告さ
れた。このガイドラインでは、利用者のニーズを考慮
することが盛り込まれ、管理計画立案の初期段階から
関係者の強力な参加を得ることと、計画の効果を分析
することが課題として挙げられた。

ৢ૯Ƚːȁఱષࡄ͈֥ݪอນ
ˏȫΓΛΏοϋ U2.4ȁȶൽႹ၌ဥ৪͂ൽႹۯၑ৪͈ۼ
ࡽैဥȷ
このセッションでは、冬期道路管理における道路利
用者と道路管理者の関わりについて、４件の発表があ
った。
米国からは、米国ミズーリ州がスウェーデン道路庁
と共同で取り組んだ利用者ニーズを考慮した道路管理
に関する調査に関して、スウェーデン、フィンランド、
ミズーリ州の事例が報告された。この中では利用者の
ニーズを把握するため顧客満足度調査や直接面談調
査、討議会、インターネットを利用した調査など様々
な方法が取られていることが示された。また道路管理
者が戦略的なプランや理念を持つことが、顧客本位の
アプローチを効果的に展開するために必要であるとの
ことである。
米国からのもう１件の発表は、高速 I-80号線沿いの
ネバダ州、ユタ州、ワイオミング州、カリフォルニア
州
（Ƚˎ）で取り組んでいる I-80号線冬期管理連合
（I-80 Winter Operation Coalition）の 報 告 で あ っ た。
このプロジェクトの目的は、各州が監視・収集してい
る情報の共有とそれらを一体化したドライバーへの情
報提供の質の向上を目指すものである。
ドイツからは、欧州内22か国から約50名が参加した

ȽˎȁJ.91͂ίυΐͿ·Π४حਗ͈պ౾˒ȫ
ːȫΓΛΏοϋ U2.5ȁȶտుࠀȷ
このセッションでは冬期道路管理に関する委託契約
について、４件の発表があった。
カナダ（ケベック）からは、近年冬期道路管理の競争
入札に参加する業者数が減少し、契約額が高騰してい
るため、その改善手法を検討し試験的に導入している
との発表があった。
別のカナダからの発表は、ニューブランスビック州
の Trans-Canada Highway プ ロ ジ ェ ク ト に お け る、
官民共同（PPP: Public Private Partnership）による道
路管理についてであった。このプロジェクトでは、出
動基準などが明確に記載されている維持管理契約合意
書（OMR: Operation Maintenance and Rehabilitation
Agreement）によって、維持管理の契約が2033年まで
25カ年の定額契約で行われているとのことであった。
ノルウェーの道路庁からは、冬期道路管理の外注業
務を管理するための、作業状況、現況確認、作業人員

COST 353プロジェクト「欧州における道路安全のた
めの冬期道路サービス戦略
（Winter service strategies
for increased European road safety）」について報告

確認などの情報を発注者側と受注者側が共有できるシ
ステムの報告があった。
続いて、
同じくノルウェーの道路庁からの発表では、

が行われた。

2003年から冬期道路管理を外注化したことで、発注者
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側に現場の実務経験が無くなり、数年ごとに受注者が
変わるため、互いに経験の蓄積ができないという課題

級幹線道路では最大8.8、全道路では最大4.9倍の死亡
事故リスクがあるとのことであった。

が指摘された。このため、冬期道路管理に関する意識
の向上、訓練・教育、研究・開発、経験の伝承が必要
であり、それらに関するプロジェクトを立ち上げて取

さらに、今後の気候変動に対応した予測シナリオに
ついて説明があり、2030年にはフィンランド中心部の
気温は、現在のフィンランド南部並みに上昇すると予

り組んでいるとの報告がされた。

測されるとのことで、南部では冬期の降雨が多くなり、
これによって路面状態の変化が予測困難になるため、
すべりやすさの予測モデル開発の必要性が高まると発

ˑȫ
ΠάΛ·ԅ!͂͛͘
本トピックでは、道路管理者の立場から冬期道路管
理の計画や政策に密接に関連する発表が行われた。特
筆する点は、
（1）多くの国で、道路のクラス分け、除雪や凍結防止
剤散布の出動基準、管理目標が明確化されていること
（2）費用対効果、業績評価など、行政側が説明責任を
果たすためのツールとなる研究が進められていること
（3）道路利用者のニーズ（顧客ニーズ）を重要視してい
ること
（4）委託契約についてはいくつかの課題があり、各国
で様々な改善が行われていること
（5）COST353など、複数の国が連携したプロジェク
トが行われていること
などである。
冬期道路を扱う PIARC の技術委員会は、現活動期
間より冬期サービス委員会
（Winter Service Committee）
に名称を変えた。このような方向性に従って、各国か
ら発表された取り組みについても、冬期サービスの提
供を強く意識しているとの印象を受けた。
˒ȅˎȁΠάΛ·Ԇȶൃ̫̤ͥͅܢհ͂֊൲ȇ
২ٛȂ۪ࠐ͍ݞޏफ͈۷തȷ

表された。また、路面状態の変化が大きくなるため、
道路利用者へのリアルタイムな情報提供、特に、路面
状態に関する情報提供の重要性が高まると考えている
とのことであった。
ノルウェーからは、路面の横すべり抵抗を考慮した
冬期道路管理の最適化に関する発表があった。ノルウ
ェーでは、すべり摩擦係数を冬期道路管理の基準とし
て用いているが、カーブ区間では遠心力が作用するこ
とを考慮する必要がある。そこで、ノルウェーですべ
り 摩 擦 係 数 の 計 測 に 用 い て い る TWO（Traction
Watcher One）に、ジャイロと加速度計を設置して横
方向の力を計測することで、カーブ区間における限界
速度（車線を逸脱しないで走行できる速度の上限）
が計
算された。
その結果を用いて、実際の道路ですべり抵抗の計測
と横方向の力の計測を行い、カーブ区間毎に必要なす
べり抵抗値を求めた
（Ƚˏ）。今後の課題としてカー
ブ区間におけるすべり抵抗値計測機器の開発が挙げら
れている。
˓ȫ
Ƚˏȁ̳͓ͤࢯȪࠗ௶ȫ
͂ࡠ௸ٮഽȪࠗॳȫ

このトピックでは、４つの技術セッションに分かれ
て、９カ国17編の論文発表が行われた。このうち、主
だった論文を以下に記す。
ˍȫ
ΓΛΏοϋ!U3.2ȶম͂ၠଢ଼ȷ
フィンランドからは、冬期路面状態と交通事故リス
クに関する分析結果の発表があった。
フィンランドの冬期交通事故の特徴として、
１）
事故リスクは路面状態が急変するときに高い、
２）一般的には真冬より初冬期・終冬期の事故リスク
が高い
３）
フィンランド北部より南部の事故リスクが高い
４）
凍結・シャーベット路面での事故リスクが高い
とのことであった。
また、事故発生時の路面状態と実際の路面状態の出
現割合から、死亡事故リスクを算出したところ、１級
幹線道路の露出路面の事故リスクを1.0とすると、１
34

ˎȫΓΛΏοϋ! U3.3ȶͤ͢հ͈̹͈̈́͛ૂ༭
ރȷ
本セッションでは、日本から３件、カナダから１件
の論文発表があった。カナダと日本からは、冬期間の
道路利用者情報の連携と品質の最適化について発表が
あった。また、日本からは、よりよい情報の提供と発
光式デリネータの設置による雪害対策の最適化につい
て発表があった。
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ΓΛΏοϋ!U3.4ȶൃ͈ܢඅ༆̈́࿚ఴٜ͂ࠨȷ
スウェーデンからは、冬期間のバス事故について発
表があった。スウェーデンでは、バスによる事故のリ
スクは低いものの、1996 〜 2002 年の事故統計ではバ
スによる事故件数は年間４％増加し、また、雪氷路面
では、
他の車種より高い事故率となっている。さらに、
スウェーデンでは、乗用車と異なり大型車両にはタイ
ヤに関する規則はなく、多くのバスは一年中夏タイヤ
を使用しているとのこと。
この研究では、タイヤテストとドライビングシミュ
レータを使った試験が実施された。タイヤテストは、
VTI（Swedish National Road and Transport Research
Institute）のタイヤテスト装置を使用し、夏タイヤ、
冬タイヤ
（スパイク装着可）、冬タイヤ（スパイク装着
不可）およびスパイクタイヤの計10 種類のタイヤを用
い、滑らかな凍結路面でのテストが行われた。試験の
結果、スパイクタイヤはスパイク無しの冬タイヤに比
べて良好な結果であり、スパイク無しの冬タイヤと夏
タイヤの間では大きな違いは見られない結果であった
（Ƚː）
。

を行っていて、Ville-Marie Viger トンネルでは、つ
ららや凍結路面が見つかると、朝夕のラッシュアワー
前に除去作業を行っている。交通に大きな影響がある
が、マスコミにも道路利用者にも広く知られ、理解を
得ているとのことであった。
他、ベルギーからは、技術委員会 C4の活動や道路
トンネルの冬期間の管理に関する問題点について発表
があった。
ˑȫΠάΛ·Ԇ͂͛͘
冬期には、旅行速度の低下やスリップ事故などの交
通事故が多く発生するなど、冬期道路交通の安全性と
移動性は低下する。冬期道路条件と交通流との因果関
係については十分に解明されていない。近年、冬期路
面状態の定量評価技術の開発が進んでいることから、
今後、より定量的な分析が進むと期待される。
˒ȅˏȁΠάΛ·ԇȶൃૂ͈ྩުܢ༭ΏΑΞθȷ
トピックⅢでは、冬期の道路管理業務における気象
と道路状況の監視と予測、決定支援等について４つの
セッションが設けられ、９ヶ国から24編の論文が発表
された。
ˍȫΓΛΏοϋ U4.2ȶܨય͂ൽႹે͈۬ޙণȆ۷௶ȷ

ȽːȁΗͼμদࡑࠫ˔ضȫ
͈ΨȜ̦ΑΩͼ·Ηͼμ͈ࠫͬضນ̱̞̀ͥ
Upubm!Jdf!Hsjq!Wbmvf ͈ౙպ൝͈મळ͉ະྶȃ

ːȫΓΛΏοϋ! U3.5ȶൽႹΠϋΥσ̤̫ͥͅخ
ෝ̈́ൃ͈ܢۯၑȷ
カナダからは、道路トンネルの冬期間の管理につい
て発表があった。モントリオールの都市高速では計
10km のトンネル区間がある。厳しい冬期気象条件と、
セントローレンスなどの河川下を通過するトンネルで
は地下水の問題もあり、様々な工夫をして冬期間の管
理を行っている。また、都市高速のトンネルは、交通

このセッションでは、冬期の道路維持管理における
気象と道路状況の監視システムについて発表が行われ
た。
フランスからは、通常使用されている道路カメラと
照明による画像データから舗装の湿潤状態を識別する
研究について報告された。調査は夜間や雨天時に集中
して行い、白黒の画像を解析して、概ねグレーレベル
170が乾燥状態、グレーレベル120が湿潤状態を示した。
赤外線装置を使うと、表面の濡れの程度を０％〜 65
％の範囲で得られたとのことであった。
カナダからは、オンタリオ運輸省の連続すべり摩擦
測定による道路表面の区分モデルの開発と性能比較に
ついて報告された。モデルには平均摩擦係数に、光の
透過率のばらつきを指標とした変数や、連続すべり摩
擦係数測定装置で得られる工学的な波長パターンによ

流に大きな影響を与えるため、
冬期の道路管理作業は、
オフ・ピーク時にトンネル内の視程も考慮するなど、
作業を行うタイミングにも留意しているとのことであ
った。
セ ン ト ロ ー レ ン ス 川 の 下 を 通 過 す る LouisHippolyte‒Lafontaine トンネルでは、地下水によるつ

る変数を新たに加えている。
このほかカナダからは、カナダ運輸省がシェルブル
ーク大学に依頼して、移動型道路気象情報システムを
応用した車とインフラの協調の適用性に関する研究を
専門技術センターで始めたことが報告された。
日本からは、（株）ネクスコ・エンジニアリング北海
道の大廣智則氏が、北海道の高速道路における雪氷作

ららが発生するため、毎日午前１時と午後１時に点検

業の計画と実施状況、降雪による通行止め短縮のため
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に開発した Web を使った積雪深情報システムの経済
的効果、道路画像配信システムを使った高架橋区間に
おける効率的な雪運搬と凍結防止剤の効率的な散布に
ついて報告された。
ˎȫ
ΓΛΏοϋ U4.3ȶܨય͂ൽႹે͈ޙထ௶ȷ
このセッションでは、冬期の道路維持管理における
気象と道路状況の予測システムについて発表が行われ
た。
フランスからは、道路における危険現象の予測を目
的に、フランスの約12万 km の道路区間１km 毎に、
１時間先までのリアルタイムな気象予測を提供する道
路気象情報システムについて報告された。要素として
は、雨・雪・みぞれ等の降水のタイプ、降水強度、気
温、路温、風向、風強、視界等で、気象機関の観測、
道路の気象観測、レーダ画像の推定、予報官の予測が
入力されて運用されている。
カナダからは、GIS を基本とした温度の特徴を表現
する新たなフォーマットで、霜の形態を道路管理者へ
わかりやすい図式により提供する、夜間凍結可能性の
予測システムについて報告された。
イギリスからは、科学だけでなく視覚的な使いやす
さなどの改良を行い、さらに今冬の試験により科学的
な能力や視覚的な情報などの利点を確認した道路の気
象予測システムの開発について報告された。
オーストリアからは、道路の気象予測能力を向上さ
せる気象情報と地理情報を統合したシステムについて
報告された。冬期道路維持作業の支援のために自動処
理された高い解像度と低い縮尺の予測地図が特徴で、
これらの地図はオーストリアの高速道路機関の協力で
インターネット経由で構成され、交通管制センターで
利用しやすいものとなっている。

る路面情報をリアルタイムに入手でき、走行状況の情
報は色分けして道路利用者に提供される。また凍結防
止の情報は可変情報表示装置や地方ラジオ局を通じて
発信される。さらに記録したデータから冬期評価や費
用の推定・予算の正当化が可能になり、今後の意思決
定ツールの実現に、このデータは必要不可欠とのこと
であった。
ラトビアからは、ITS ソリューションの基本的な方
向性である意思決定支援、自動作業記録、交通情報サ
ービスの現状、プロジェクト等について報告された。
アメリカからは、米国14州の運輸局が共同で開発し
た総合冬期保守意思決定支援システムについて報告さ
れた。道路の状態や凍結防止剤の量・タイミングなど
を含む保守情報を自動的に収集し、リアルタイムに評
価して最適な追加処置を提案するもので、1,100路線、
850台程の除雪機械からデータ収集し、ワークステー
ションや車載装置によるシステム利用者への情報提供
するもので、このシステムの応用や実現される利益評
価等についても発表が行われた。
カナダからは、オンタリオ州北部における凍結融解
による舗装道路の損傷を最小限にするための凍結深お
よび雪解け期間の予測法の検討、現地データに基づく
凍結融解指数の算出について報告された。
同じくカナダからは、ケベック州運輸省で実施した
ITS に関するプロジェクトについて報告された。情報
は車両や気象観測装置で収集し、車両の位置、道路標
識、巡回・除雪・散布作業に関する情報をリアルタイ
ムでデータベースに送り、統合監視センターではデー
タを利用し道路網の安全性・円滑性に影響する問題や
事故を監視して報告している。また、意思決定支援ツ
ールとして気象の予測、作業進捗状態の把握、業務計
画の策定など、予算や環境保全上の利益をもたらす新

ˏȫ
ΓΛΏοϋ U4.4ȶࠨ׳ΏΑΞθȷ

たなビジョンを作りだしているとのことであった。
ドイツからは、ザールラント州で開発された包括的・

このセッションでは、
冬期の道路維持管理の効率化、
道路利用者への情報提供等に寄与する各種システムに
ついて発表が行われた。

戦略的な散布薬剤管理システムについて報告された。
散布薬剤管理システムの基本は保管・積込場所の計画、
最適な作業ルート、費用と利益の比較であること、さ

アメリカからは、米国運輸省の陸上交通気象データ
管理システムのプロトタイプであるクラリスシステム
について報告された。この中では、開発プロセスとし

らに全ての在庫状況を常に把握することが重要で、散
布薬剤管理システムは必要不可欠であると述べられた。
日本からは寒地土木研究所の牧野が、除雪機械の位

て運輸機関の業務支援の構想とデータ提供の事例、陸
上交通のための気象予報の改善、運輸業務支援のため
の意思決定支援ツールの技術開発について発表があっ

置情報を活用した除雪工区の弾力的な運用を支援する
システムの開発について報告を行った。これは隣接工
区の工区境を弾力的にシフトすることにより路線全体

た。
フランスからは、冬期の道路維持管理や利用者情報
を管理モニタリングするソフトウェアについて報告さ

の作業時間を短縮し、渋滞損出額の低減に寄与するシ
ステムであり、適正な散布作業の指標を検討する上で
基礎データとしても活用できる、詳細な散布情報の収

れた。このソフトウェアでは、道路管理者は巡回によ

集蓄積機能も備えている。
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システムについても報告された。これはデジタル地図
形式の使いやすいプログラムで、監督員は PC で簡単
にデータを入力でき、常にリアルタイムで更新される。
柔軟な作業指示を行える計画ツール、除雪作業のフォ
ローアップやリアルタイムな制御ツール、リアルタイ
ムな情報ツールの３つの要素から構成されている。
ドイツからは、ドライバーや旅行者へ特定の道路区
間の気象や道路状況の情報を提供するシステムについ
て報告された。提供している道路状況情報はテストド
ライバーの感覚と比較して平均85% 以上の一致があ
り、最初のバージョンはすでに稼動している。また入
出力フォーマットはオープン基準やヨーロッパ基準に
ৢ૯Ƚˑȁอນ̳ͥཪ৽හࡄ֥ݪ
ːȫ
ΓΛΏοϋ U4.5ȶ৬ၰུ̹̱ͬܿ͂ܖȷ

準拠しているとのことであった。
ドイツからは、冬の道路維持管理における現場デー
タの自動収集の可能性について報告された。道路の公

このセッションでは、冬期の道路維持管理に寄与す
るプローブカーデータやシステムについて発表が行わ
れた。
日本からは東日本高速道路（株）の服部浩彦氏が、
ITS 通信車からの位置、速度、状態のプローブ情報を
蓄積して道路管理への活用を検証する実験について報
告された。主に報告や巡回によっている、交通障害の
原因となる事故、除雪作業による混雑、雪氷路面の状
態把握に注目し、プローブ情報を使用して道路管理を高
度化する手法について検討された。加えて静止画や音声
を含めた情報の安全運転への寄与度も調査されていた。
また、東日本高速道路
（株）
の横田雅俊氏からは、雪
氷作業をより効率的に行い、現場の作業環境を改善す
る除雪車位置監視システムの導入について報告され
た。24時間体制で除雪作業状況を把握し、降雪状況の
変化に迅速に対応するもので、事故の報告があると近
くの車両に対応指示が可能となるとのことであった。
アメリカからはデトロイトとミシガンのプローブカ
ーデータを使って、車両からのプローブデータによる
道路の気象予測改善への寄与と、この処理に有効なデ

共事業機関が収集したデータは、作業改善のための評
価や、交通・気象状況の詳細情報として事業管理者を
支援するために使用される。

ータの検討について報告された。
アイスランドからは、アイスランド道路管理局が参

このセッションでは、除雪作業の効率化を図りコス
トの縮減につなげる目的で、除雪機械装置や除雪方法

画する、冬期作業の車両の軌跡情報や１日の作業日報
の提供を可能にするシステムについて報告された。
カナダからは、ケベック運輸省が除雪車のために開
発・配備した第１世代の移動気象観測所に改良を加え、
より安価・効率的で無線障害を受けないリアルタイム

の改良や新たな開発が報告された。

に遠距離データ通信ができる第２世代の移動気象観測
所の開発について報告された。
このほかカナダからは、モントリオールにおける、
管理者作業を簡素化しインターネットにより作業軌跡
をリアルタイムで提供する、除雪作業の効率的な管理
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ˑȫΠάΛ·ԇ͂͛͘
車両に関する技術を含めて、気象と道路状況の監視
や予測システムの開発が、各国で取り組まれている。
これら気象予測や道路状況予測により、道路管理者や
道路利用者へより良い情報が提供されることとなる。
また、これらの予測システムや各種の決定支援シス
テムの開発により、道路管理者の日々の作業や長期的
な作業計画の改善への寄与が期待される。
˒ȅːȁΠάΛ·Ԉȶୱຕచॐܿȷ
トピックⅣでは、雪氷対策技術として除雪機械の開
発、防雪技術、凍結防止剤散布の効率化、冬期路面の
評価などに関する研究について、６つのセッションが
設けられ、10 ヶ国から28編の論文が発表された。
ˍȫΓΛΏοϋ U5.2ȶڟ૧എ̈́ੰୱܿȷ

カナダからは、前面にプラウを有する通常の除雪車
に牽引式のプラウ（Tow Plow）を併用することで、除
雪幅を7.85m まで広げて除雪能率や効率を高めつつ、
除雪に要するオペレータの数を減らしてコスト縮減も
できるとする発表があった。現在、試用中のものも含
めて北米で約50台が稼働しているとのこと。また、冬
期間の空港管理に関して除雪機械や除雪方法の工夫、
尿素や蟻酸ナトリウムの使用
（塩化ナトリウムは禁止
されている）、カナダ滑走路摩擦指数
（CRFI）による評
37

価方法などが報告された。
スウェーデンからは、ポリウレタンをプラウのエッ
ジや部材に使用した改良型プラウに対する試験結果が
報告された。通常のプラウに比べて軽量化し、着脱の
迅速化、除雪作業の高速化、騒音レベルの低下、燃料
消費減少、エッジの摩耗の減少が可能となり除雪費用
の削減ができたという報告であった。
スイスからは、長さ５〜 10mm、厚さ２、３mm の
木材チップに塩化マグネシウム水溶液を40％以上しみ
こませた防滑材が報告された．主に歩道や軽交通道路
に散布するもので、長く残留し効果が続き、従来の散
布機がそのまま使え散布時に埃がでず生物分解性であ
るため快適で安全、使用後は堆肥化や燃料などに再利
用できるなどの利点が紹介された。
イタリアからは、約50℃の塩化カルシウム溶液の散
布車および専用のノズルの開発に関して発表があった。
標準的な手法である周囲温度と同じ温度の溶液を散布
する方法に比べ、
凍結防止効果が高いことが報告された。
日本からは、高速道路の除雪に伴う一般車両への影
響（除雪時間、通行止め回数、除雪費用）
を小さくする
ためのマルチビークル除雪方式の開発に関する報告
や、歩道除雪に適した除雪機械の開発に関する報告、
路面に固着した雪氷をキャビテーションによって除去
する装置の開発に関して報告があった。
ˎȫ
ΓΛΏοϋ U5.3ȶ۪͂ޏୱຕచॐȷ
このセッションでは、吹雪や吹き溜まりに対する視
程障害改善効果や安全性の向上対策に関しての研究が
報告された。
アメリカからは、ワイオミング州の I-80における15
年間に渡る調査から、防雪柵は除雪費用を1/3 〜 1/2
削減する効果があることや、全衝突事故件数のうち25

さらに、東日本高速道路
（株）
の高橋徹氏は、自発光式
のデリネータ、車両のヘッドライトを反射する旗、路側
の雪壁に青色のスプレーラインを引くことによる視線
誘導などの対策はいずれも効果があるものの、効果の程
度は昼夜の時間や視認性の程度に依存し一定ではなく、
効果の定量的な評価が今後の課題であると発表された。
ˏȫΓΛΏοϋ U5.4ȶൄࠫཡগस͈ഐဥܿȷ
このセッションでは、凍結防止剤の散布の効率化、
適正化に関しての研究が報告された。
デンマークからは、GPS を利用した自動散布車を
開発して、ドライバーの作業を効率化し、散布量や散
布幅などの正確性を向上させた研究事例の報告があっ
た。この自動散布車は、気象や路面温度の予測に基づ
いて区間ごとに適正な散布量に変化させることがで
き、凍結防止剤の散布量削減効果も期待されている。
また、デンマークのフューネン郡では、1996 〜 2006年
の間に凍結防止剤の散布方法をあらかじめ湿らせた塩
と水溶液の混合散布に変更しており、道路の安全性と交
通流の両方を低下させることなく１m2当たりの塩化ナ
トリウム散布量を周辺の郡に比べて50% 以上減らして
いる。この効果は主に散布ノズルによる水溶液散布技術
によるところが大きいようで、従来の砂混じりの事前に
湿らせた塩などの散布に比べて的確な散布パターンや
散布位置を選ぶことができる点が有利に働くようだ。
このほかフランスからも、塩化ナトリウム溶液の自
動散布装置の実用化に向けた研究報告があった。
ドイツからは、道路表面に散布された凍結防止剤の
分散状況や効果的な散布タイミングに関する発表があ
り、2006年から2008年にかけて調査した結果から、散
布された塩の多くはタイヤによってすぐに飛散してし
まうが、少しの量の残った塩が危険なスリップを防ぐ

％以上が防雪柵のない区域の吹雪時に発生しているの
に比べて防雪柵のある区間は11％であり、防雪柵は視
認性の向上と安全上の便益を生むとの発表があった。
防雪柵などの費用対効果に関して述べていた点が興味

のに十分な効果を発揮することや、湿った道路表面へ
の湿らせた塩の散布の場合、散布量の25 〜 50% は残
留するが残りの塩は縁部に飛散することなどが述べら
れた。そのため、予防的散布は的確な時間に行うべき

深く感じた。また、ニューヨーク州の交通省で開発さ
れ た、 吹 雪 や 吹 き 溜 ま り の 緩 和 策 を 提 案 す る
SNOWMAN というソフトウェアについて、一般的な

であり、可能であれば凍結が起こると予想される60分
前以内に実施すべきであると報告されていた。

適用性が確認できれば他の多くの州にも適用が広がる
と述べていた。
日本からは、寒地土木研究所の伊東が防雪林の樹木

ːȫΓΛΏοϋ U5.5ȶ༘ນ࿂ેఠ͈௶ȷ

密度と視認性の関係について発表した。
この論文では、
防雪林によって視認性を改善する効果を適切に得るた
めには、適度な間引きにより樹木密度を管理する必要
があり、樹木密度は32m 幅の防雪林で少なくとも400
本 /ha 必要であることを示した。
38

このセッションでは、冬期路面における舗装路面の
すべり摩擦測定に関する研究が報告された。
カナダからは、冬期路面のすべり抵抗性を測定する
様々な装置のデータ精度や装置の扱いやすさを比較評
価した結果が報告された。評価対象の機械は、RT3、
IceChek、WIFT、TWO、MK3の５機種だった。各々
の測定装置の特徴が紹介されていたが、機械の冬期間
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のすべり抵抗性を測定する目的が多様であるため、ど
のような装置を用いるかも、その目的や適用方法に合

散に関する試験方法のヨーロッパ標準を決めるべく研
究中のようだ。

わせて選定することが肝要といえる。
スウェーデンからは、異なる波長の３つのレーザー
ビームとフォトダイオードを用いて非接触方式で路面

˒ȫΓΛΏοϋ U5.7ȶୱຕཡੰ͞ୱຕੜၑȷ

のすべり抵抗性を推定する方法の妥当性を評価した研
究が報告された。非接触のレーザービームを用いるこ
とで、コストが下げられる。

雪処理施設に関する研究が報告された。
ベルギーからは、パラフィン系の材料を使用した
PCMs（Phase Change Materials）を舗装の表層に使

レーザービームを用いた非接触方式と、RT3による
直接接触方式によるすべり抵抗を同時に測定した結
果、レーザービームを用いた非接触方式は道路表面の

用し、路面凍結を遅らせたり、特異的な霜の付着を防
ぐ技術の試験結果が報告された。
アメリカからは、アメリカ国内諸州における冬期路

汚れやレンズの汚れによって容易に影響を受けてしま
うので、現段階では性能的に不十分で、今後改良が必
要な段階のようだ。
日本からは、寒地土木研究所の丸山が排水性舗装の

面管理の事例調査に基づいた優良事例を報告してい
た。具体的には、冬期道路管理の判断支援システム
（MDSS）の導入、車両位置情報システム（AVL）の活
用、除雪プラウや凍結防止剤散布装置やすべり摩擦測

冬期路面におけるすべり抵抗性に関する報告を、福井
大学の藤本明宏氏からは塩化ナトリウム溶液の影響を
受けるアスファルト舗装表面のすべり抵抗性の予測に
ついて、それぞれ報告を行った。
排水性舗装は、ブラックアイスバーン時や薄い氷膜
時など、雪氷が路面のキメを覆い隠さない状態であれ
ば、密粒舗装に比べてすべり抵抗性が若干高い傾向を
示すことを報告したが、カナダのケベック州の担当者
からは、ケベック州ではフリージングレイン（過冷却
の降雨）が排水性舗装の空隙を浸透する間に氷結し、
表面も内部も凍結して道路管理上問題であるため排水
性舗装の適用を避けていることが紹介され、見解を求
められた。各国で降雪や降雨などの気象条件が異なる
こともあり、排水性舗装の冬期路面における挙動につ
いては、肯定的な意見や否定的な意見が様々あるのが
実態といえる。

定装置などの機械装置技術の向上、作業者への継続的
な教習、気象情報と交通情報および冬期維持管理情報
の統合などが取り組まれている。
カナダからは、モントリオール市の雪処理施設の報
告があった。一冬あたり1350万 m3の雪を16箇所の下

ˑȫ
ΓΛΏοϋ U5.6ȶൄࠫཡগस͈८ືࣣڬٜଢ଼ȷ
このセッションでは、
凍結防止剤の散布量の計測や、
散布の適正化に関する研究が報告された。
フランスからは、凍結防止剤の散布量を画像認識に
よって判別して散布量の制御に役立てようという
GRAIND'SEL プロジェクトや、凍結防止剤の残量を
光学分光器によって遠隔測定する研究が報告された。
デンマークからは、凍結防止剤の散布量や散布位置
の的確性など、散布機自体の性能評価の方法に関する
報告があった。
ドイツからは、
塩および塩水散布の最適化に関して、
道路表面への散布量とその時系列的な拡散状況につい
て調べた結果、事前に湿らせることや溶液の使用が効
果的であると述べており、特に溶液での散布は今後重
要になると予想されていた。溶液散布のパターンや拡
寒地土木研究所月報
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このセッションでは、雪氷の除去技術や、除雪体制、

水道シュート、13箇所の堆雪場、１箇所の石切場で雪
処理を行っており、各々の施設での雪処理割合は下水
道シュート30％、堆雪場50%、石切場20％程度とのこ
とであった。
˓ȫΠάΛ·Ԉ!͂͛͘
トピックⅣの話題を総括すると以下のようになる。
除雪機械装置や除雪方法に関しては、除雪作業の効
率化を図りコストの縮減につなげようとの目的で、継
続的に改良・開発が進められている。具体的には、プ
ラウの改良、車両装備や編成の工夫、キャビテーショ
ンの応用などが指摘される。
吹雪や吹き溜まりの防止や抑制技術に関しては、走
行安全性の確保や視認性向上を目的として、防雪林や
防雪柵の効果の評価や経済性に関する研究が進められ
ている。
凍結防止剤の散布技術に関しては、凍結防止剤散布
の効果を最大限に発揮させつつ、散布量の削減や適正
化のための技術開発が進められている。具体的には、
散布タイミングの判定技術、凍結防止剤の溶液での散
布、溶液散布ノズルの開発、散布量のリアルタイム管
理手法の開発などが着実に進められている。特に、今
後のヨーロッパにおける溶液散布の動向が注目される。
冬期間の舗装路面の測定や評価方法に関しては、
様々なニーズに対応した測定方法が開発されており、
特に、刻々と変化する路面状況の予測および評価の手
法が求められる。具体的には、すべり摩擦計測機器の
39

開発、舗装材料による凍結路面発生状況の改善技術な
どが挙げられる。
˒ȅˑȁΠάΛ·ԉ
ȶ۪ͅޏ̱̞ȆൃܢȜΫΑȷ
トピックⅤは、４つのセッションに分かれ、15題の

ウムなど各凍結防止剤毎にその雪氷融解性能などを比
較した試験結果が発表されていた。これらを基に、適
切な散布手法や分量について検討するとのことである。
いずれも、凍結防止剤の効果については雪氷融解作
用の正の効果だけでなく、環境作用や腐食作用など負

発表が行われた。

の効果について、どういう指標を、どの方法で、どの
程度評価していくのが良いか、今後検討と社会的合意

ˍȫ
ΓΛΏοϋ!U6.2ȶൄࠫཡগस͂ൽႹဥ౷ȷ

が必要であると強く示唆する内容であった。

日本からは国土交通省国土技術政策総合研究所の山
本裕一郎氏が「凍結防止剤の散布と沿道環境」と題し
て、日本国内の凍結防止剤散布路線（国道）42箇所に

ˏȫΓΛΏοϋ U6.4ȶȂୟୱȽ۪ͅޏ̱̞এேȷ

おいて、塩分の飛散状況や土壌への残留を調査した。
その結果、農作物の生長を阻害するレベルでなく、春
以降の濃度が低下し、散布前の状況になることも確認
されたとのことである。
この結果は日本の降雪量が他国に比べて多く、散布
量も比較的少ないためと見られるが、注目を集めてい
る課題の一つであり、塩散布影響の国際的な調査動向
への注視が肝要といえる。
このほか、フランスからはカナダでの調査から、汚
染土壌に含まれる重金属の流出に凍結防止剤を含んだ
堆雪が関係するとの発表があった。雪捨場の選定にあ
たって水文地質学的な評価が必要であるとしており、
今後の調査の進展に留意したい。
ˎȫ
ΓΛΏοϋ!U6.3ȶൄࠫཡগस఼͈͂ৗȷ
フィンランドからは、空港滑走路の凍結防止剤の評
価について問題の提起があった。現在、雪氷融解能力
の観点から、凍結防止剤として主に蟻酸やアセテート
（酢酸人絹）
が用いられているが、これらは飛行機への
腐食が大きく、フィンランドなど使用を避けている国
もある。近年開発されたベタインは、腐食への影響は
少なく、また雪氷融解効果は蟻酸等には劣るものの、
必要な滑走路の摩擦は確保できる。現在、凍結防止剤
の評価は雪氷融解能力ばかりが着目されているが、航
空安全性にも着目すべきとの主張であった。
日本からは、塩化ナトリウムによる構造部への腐食
誘発懸念や環境への懸念から、酢酸系凍結防止剤を都
市高速道路に試験散布した事例が報告された。
スウェーデンからは、沿道環境の塩害に関するモデ
ルの開発について発表があった。これは、道路維持に
よる塩化ナトリウムの散布によって、沿道への暴露や

フランスからは、運搬による CO2の削減について
発表があった。海水塩は天然の材料とエネルギー
（天
日、風）によって製造され、岩塩と比較して安価で、
製造過程における環境への影響が少ない。そのため凍
結防止剤として海水塩を使用することは望ましく、ス
カンジナビア諸国で多く使用されている。しかし、塩
散布が必要な地域と海水塩の生産地は離れているの
で、その運搬が課題である。
現在、運搬方法は市場原理に委ねられているので、
最も安価で、気候による需要の変化に臨機に対応でき
るトラック運搬が主流であるが、CO2の削減を考慮す
ると、計算上では、海運や鉄道による運搬が有効であ
り、政策的に海水塩の運搬モードを誘導していく必要
があるとのことであった。
さらに、フランスからは融雪剤として使用される塩
が環境に与える影響は、その広がりの規模が広すぎる
ため、良くわかっていない。
そうした中、交通需要は肥大化する一方であり、持
続可能性を見据えた取組みが必要となってきている。
今後は、冬期道路管理のあり方について道路利用者
との意見交換が大変重要になるが、その際には、塩散
布が環境に与える影響を科学的に説明できなければな
らない。
そのためにはまず、慣例的に行われてきた塩散布に
ついて、その経過をしっかり分析することで、使用量
を最適化する研究を進める必要があり、そのスタッフ
を養成することが求められる。
フランスの委員会は、塩が環境に与える影響を減ら
す取組みを進める第一歩を踏み出した。
具体的には、湿式と乾式の混合散布や除雪作業との
連携による予防散布の促進、研究スタッフの育成、環

植物、地下水への影響、あるいはそれらの環境コスト
について試算するものである。まだ、試算の前提など

境・水道を所管する部署と連携し、特に塩の使用を減
らすべき重要なエリアを特定することなどである。
日本からは、札幌市の茂木秀則氏が温泉水を利用し

仮定条件も多く、今後改良を続けていくとのことであ
った。
スロベニアからは、塩化ナトリウムや炭酸マグネシ

たロードヒーティングについて発表があった。
札幌市の定山渓温泉地区には、温泉水を利用したロ
ードヒーティングが敷設されている。従来はヒートパ
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イプによる融雪システムであったが、老朽化により改
築が必要となったことから、温泉水直接循環方式へと

記される。

変更することとした。主な理由は、ヒートパイプに使
用されている、フロンガスが環境に悪影響を与えるこ
とが懸念されるからである。

ˑȫΠάΛ·ԉ͂͛͘

温泉水を利用したロードヒーティングは、敷設可能
な箇所が限定されるが、一般的な電気エネルギーを利
用するものに比べ、CO2が極めて少なく、ランニング
コストは10分の１とのことである。
もう一題、日本からは、福井大学の渡邊洋氏から地熱
を活用した融雪施設について発表があった。この融雪施
設は貯水式熱収集システムおよび穿孔式熱交換システ
ムによるロードヒーティングシステムを採用している。
近年において普及が進んだ地下水散布式のロードヒ
ーティングシステムは、経済的には大変有利なもので
はあるが、地盤沈下や地下水位の低下、水質汚染など
の環境への影響が懸念される。そこで兵庫県の国道９
号、道の駅ハチ北では地熱を直接利用して融雪するシ
ステムが考案された。
1998年から長期にわたって行われている熱効率の調
査結果によると、貯水式熱収集システム
（ＲＨＣＳ）の
融雪能力は、チェーン着脱場のロードヒーティングと
して十分な結果であり、また、夏場においても、路面
温度を下げる目的でのシステム稼動が、融雪にあたっ
てのエネルギー効率に寄与しており、特に初冬期の融
雪に効果的であるとのことであった。
いずれの発表も着目点は違うものの、世界的な省エ
ネルギーや環境負荷軽減を意識した研究やプロジェク
トであったのが印象的である。
ːȫ
ΓΛΏοϋ U6.5ȶ͈࣭ڎۯၑ͈Ⴄঃȷ

トピックⅤでは、気候変動や環境意識の世界的な高
まりを受けて、冬期道路サービスのローインパクトを
目指した、
多くの研究が発表された。観点や手法には、
これまで培ってきた各国の風土技術により異なり、ま
た全般的に試行的な調査や机上的な検討が多く、未熟
な面もあるが、明らかにニーズは高まっており、本会
議も含め各国が情報共有し合い、技術が有機的に結び
つくことによって、
今後の大いなる発展が予感できる。
˒ȅ˒ȁΠάΛ·ԊȶൃܢൽႹȜΫΑ͂ܨ་൲͈
ޣגȷ
気候変動に関するトピックは、今回の PIARC 国際
冬期道路会議で新しく設けられ、１セッションで５件
の発表があった。
ˍȫ!ΓΛΏοϋ U7.2ȶൃܢൽႹȜΫΑ͂ܨ་൲
͈ޣגȷ
カナダからは、ユーコン準州における永久凍土上の
高速道路の維持管理について発表があった。
ユーコン準州はカナダ北西部に位置し、西側はアラ
スカに接している。10 〜 15年前に再建した高速道路
が永久凍土の融解を引き起こし、深刻なレベルの沈下
や道路縦断方向のひび割れが発生している。そこで、
永久凍土の融解を緩和するためのプロジェクトが行わ
れている。
発表では、2008年に実施した各種対策の試験施工の
紹介があり、法面へ植生することで熱を遮断する工法、

プログラム上では４件の発表が計画されていたが、
発表はラトビアからの１件のみとなった。
ラトビアからは、ラトビアの道路とその維持管理の
歴史について講演された。元々裕福な国ではなく、ま

空気が対流しやすいように法面を砂利で覆う工法、明
色舗装、排熱パイプや断熱材を路体に埋設する工法が
紹介された。施工されて間もないため、今後、融解の
緩和効果の有効性、実用性、コスト面から各工法の評
価を行う予定で、プロジェクトが成功して永久凍土の

た第２次世界大戦の勃発とその後の主権喪失によって
道路の整備や維持管理は非常に遅れたとのことであ

融解を止めることができれば、大幅な予算節約ができ
ると期待されている。

る。防雪面では、1970年代半ばには防雪柵が1500km
整備され、除雪面では1970年代にはほぼ常時機械除雪
されるようになるなど、概ね日本の道路維持の進展と

アイスランドからは、凍土の融解に関する問題につ
いて発表があった。アイスランドでは、凍土の融解に
よる路体の脆弱化に対して車両の荷重制限を行ってお

状況は同じであり、説明と異なり、とりわけ遅れてい
る状況は感じられない。
映し出されたセピア色のスライドからは、機械の形

り、気候変動によって重量制限を行う日数が増えてい
る。このため、道路の損傷を防ぎながら重量制限を行
う日数を最小化するため、地中温度と凍結深度のモニ

が違うことを除けば、昔の日本の道路を見ているよう
な気がした。
また、滑り止めの塩分散布の導入は早く、1960年代

タリングや路温と凍結深度の予測モデルの開発を行っ
ている。
アイスランドの道路管理者は、40カ所以上で凍結セ

には塩化ナトリウムの散布を開始していることは、特

ンサーを設置し、更に20カ所以上の設置を計画してい
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る。センサーは、電気伝導率と土中温度を計測して、
凍結深度を計算するもので、センサーの長さは1.2m
で、舗装面から深さ60cm までは５cm 間隔で、60cm
より下は10cm 間隔で計測を行っている。計測は１時
間間隔で殆どのセンサーは、自動気象観測ステーショ
ンと一緒に設置されている。モデルでは、計算した路
面温度と地中伝達熱量から各深度の路体温度を計算す
る。また、将来予測も可能で、現在は、５日先までの
気象予測データを基に、２〜３日後までの重量制限に

湿った冬になると予測されている。具体的には、凍結
開始日は13日遅くなり、融解開始日は11日早くなり、
凍結期間は24日間短くなると予測される。また、降雪
日数が減って降雨日数が増えるが、累計の降雪および
降水量は、10 〜 20％減少すると予測されている。
米国連邦道路庁からは、気候変動への対応戦略につ
いて発表があった。
気候変動に対応するため、米国連邦道路庁（FHWA）
がリーダーシップをとって、2008年にワーキンググル

関する予測情報を発信している
（Ƚˑ）
。また、気象
データを連続・自動的に反映して、自動計算を行うよ
う、モデルを改良中とのことである。

Ƚ˒ȁDSDN ͬဥ̞̹ΏηντȜΏοϋࠫض႕21ȫ

Ƚˑȁଢ଼ࠫض႕˕ȫ
続 い て、 カ ナ ダ か ら は カ ナ ダ 地 域 気 象 モ デ ル
CRCM （Canadian Regional Climate Model）を 用 い
て、カナダケベック州南部の冬期気象状況の変化をシ
ミュレーションした結果の報告があった。
この研究では、冬期気象の状況を表す項目として、
凍結開始日、融解開始日、凍結期間、累積凍結日数、
凍結融解サイクル、冬期降雨日数、冬期降雪日数など
11の指標を選定した。この指標に対し、CRCM のシ
ミュレーション精度を検証するため、カナダの土地・
水 情 報 サ ー ビ ス NLWIS（National Land and Water
Information Service）の過去
（1971年〜 2000年）の気象
デ ー タ の 再 現 性 を 検 証 し た。 平 均 凍 結 開 始 日 は、
NLWIS では11月８日に対し、CRCM では11月５日、
融解開始日では、NLWIS の４月８日に対し、CRCM
では４月17日という結果となった。
次に、CRCM と気候変動モデル CGCM3を用いて、
気候変動シナリオによって、ケベック州南部の冬期気
象状況がどのように変化するかシミュレーションした
結果の紹介があった（Ƚ˒）。2041年〜 2070年の気
象状況をシミュレーションした結果、
全体的に暖かく・
42

ープを設立し、気候変動によって変化が起こると予想
される項目の抽出、それによって道路インフラおよび
管理作業にどのような影響が起こりうるか、シナリオ
の検討を行った。
現在の科学技術および実証データから、気候変動に
よって起こるであろうと予測できる現象として、以下
の４項目について説明があった。
（1）海面水位の上昇
（2）異常気象の頻度、強さ、期間の増加
（3）
平均および最大降水量の変化
（4）平均および最高気温の変化
一例として、海面水位の上昇の影響について紹介す
ると、海面の水位が上昇することによって、沿岸と河
川の水位が上昇し、沿岸水害が深刻化すると考えられ
る。その結果、沿岸域の高速道路の浸水や浸食、浸水
エリアでのより厳しい設計・施工基準の適用、防護施
設の大型化、沿岸域での維持管理の緊張度増加と道路
や社会基盤の復元力を考慮した計画作成などの必要性
について説明があった。
このような変化に対応するため、FHWA が重点的
に取り組む領域として、以下の４項目の紹介があった。
（1）実務者向けのデータ収集・統合・普及
（2）気候変動の影響に対する脆弱性やリスクの評価
（3）
意思決定の方法論、規定やガイダンス
（4）研究の実施と教育
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スウェーデンからは、気候変動による道路の脆弱性
とリスクに関する発表があった。スウェーデン政府の
レポートは、気候変動の影響で、道路管理者が考慮す
べき事項について指摘している。多くは、水に関する
事項だが、気温の上昇や風向・風速の状況に関する問
題もある。降水量は、国土全体で変化するが、特にス
ウェーデンの南西部と北部で降水量の増加が顕著と予
測され、他に、海水面上昇、土砂降りの増加、気温上

˒ȅ˓ȁεΑΗȜอນ
技術セッションでは、口頭発表と並行して展示会場
内においてポスターセッションも設けられた。
ポスター発表では、寒地土木研究所からは伊東と浅
野が発表を行った。ポスター発表のテーマは、口頭発
表と重複するものが多くあった。

昇が予測されていた。
スウェーデン地盤工学会では、気候変動に伴う地す
べりリスクマップを作成したが、降水量の増加が著し
く、シルトや粘土層のある南部で地すべりのリスクが
増加する可能性があるとされる
（Ƚ˓）
。また、地す
べり災害のほかに、水位上昇による橋梁の損傷、洪水
のリスク、危険物による事故リスクの増加が見込まれ
ている。
ৢ૯Ƚ˒ȁεΑΗȜอນ͈́୰ྶેޙ
Ȫչ৽හࡄ֥ݪȫ

ৢ૯Ƚ˓ȁεΑΗȜอນ͈́୰ྶેޙ
ȪஃࡄݪΈσȜίಿȫ
Ƚ˓ȁ౷̳͓͈ͤࡏܓഽ͈་൲22ȫ
ˎȫ
ΠάΛ·Ԋ͂͛͘

˓ȅΑβΏλσΓΛΏοϋ

最近、冬期道路に関する国際会議では、必ずと言っ

今回の会議では、「雪氷データブック」に関するス
ペシャルセッションが設けられた。「雪氷データブッ

てよいほど気候変動に関する研究発表がある。今回の
会議では、気温の上昇によって永久凍土が融解するこ
とで道路が損傷し、また、地すべり災害のような直接
的な被害について紹介があるが、気温の上昇によって

ク」は、2002年の札幌大会時に PIARC 冬期道路委員
会日本代表委員の提案によって始まったもので、継続
的に冬期道路委員会の活動として続けられている。
2002年版では15の国・地域のデータが掲載されてい

冬期日数が減少し、凍結融解のサイクルが変化するこ
とで様々な影響が生じると予想される。
気候変動が冬期道路サービスに与える影響の予測は
難しいが、今後も気候変動の予測とその影響に関する
研究は、確実に重要性が増す分野であり、より多くの
研究がなされることによって、より正確な予測・評価
が可能になると期待される。

たが、今回作成した2010年版では25の国・地域のデー
タが掲載された。その中から、カナダ・ケベック、日
本、モロッコ、チェコ、アンドラが選ばれ、各々の国
や地域の冬期道路管理に関する状況が説明された。
日本の雪氷対策については雪氷チームの松澤が説明
し、日本の地理、気象、道路の雪寒事業などの概説に
加え、今回の大会のテーマである「持続可能」に合わ
せて、自然エネルギーを活用した技術のいくつかを紹
介した。
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ৢ૯Ƚ21ȁဏୱ౾̦̞̹̾خ൲ޘ
ৢ૯Ƚ˔ȁΑβΏλσΓΛΏοϋ
Ȫ3121ාๅ͈ୱຕΟȜΗήΛ·͈༎ਬୣහ৪̜́ͥȂ
ΘȆΉαΛ·ਗ͈ΏλȜβϋΞͻȜσঙȫ

˔ȅΞ·ΣσΫΐΛΠ

˔ȅˎȁΉαΛ·ਗࣣۯၑΓϋΗȜ
ケベック州総合交通管理センターでは、はじめに、
担当官から交通省の組織概要および道路交通管理シス
テムに関して説明を受けた（ৢ૯Ƚ22）
。その後、総合

２月10日
（水）
の午後、本会議のプログラムの一環と
して、交通関連施設の現地施設テクニカル・ビジット
が行われた。７コース設定されていたが、このうち著
者らの見学した施設の一部を紹介する。

交通管理センターが管理する全ての自動車専用道路を
対象とする道路交通管理モニター施設を見学した
（ৢ
૯Ƚ23）。
同施設の管理体制は、24時間、365日である。特に
冬期には、気象情報を入手し適切な道路交通管理を行
うことに努めることや、同センターから発信する情報

˔ȅˍȁΉαΛ·ঌȆτΫΑঌ؍౯έͿςȜ

は、テレビやインターネットも含めて広く道路利用者
に伝達する仕組みが確立されていた。

ケベックシティでは旧市街地とレベス市との間にカ
ーフェリーを運航している。運行本数は季節により変
動があるが、最大40便でピークには20分おきに運行さ
れている。運賃は１人2.75ドル、自動車１台10.8ドル
である。
冬は結氷するため、船体や岸壁施設には対策が行わ
れている。例えば、船体は砕氷構造になっており、船
底前部には氷割が設けられている。また、スクリュー
はディーゼル発電・電気推進で運転されている（日本
の南極観測船と同じ）
。

ৢ૯Ƚ22ȁΉαΛ·ਗજ൚ۗͥ͢ͅ୰ྶ

ৢ૯Ƚ23ȁൽႹۯၑκΣΗȜঔ୭
ৢ૯Ƚ˕ȁࠫຕેޙ
̹̺̱Ȃࣽා͈ຕ͉ถ̩̀ઁ̞͈̈́͂ဇȃ

ȪȇΉαΛ·ਗࣣۯၑΓϋΗȜȫ

˔ȅˏȁજΉαΛ·ȜΫΑΓϋΗȜ
道路の維持管理を行っているケベックサービスセン
ターでは、はじめに、屋外で凍結防止剤（塩）の積み込
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み（ৢ૯Ƚ24）
、除雪グレーダによる路面氷板除去など
のデモンストレーション
（ৢ૯Ƚ25）
を見学した。その
後、施設内で管轄道路の管理概要の説明を受け、最後
に、実際に使用している除雪車、レスキュー車などの
道路維持管理用機械を見学した
（ৢ૯Ƚ26）。
センターでは、除雪機械の位置、散布した凍結防止
剤の種別・量など詳細なデータをリアルタイムで収集
し、過去の散布量との比較を行うなど道路管理に活用
していた。また、収集した情報の一部を一般道路利用
者へ Web 発信しており、情報化が推進されていた。
（ৢ
૯Ƚ27）
。

ৢ૯Ƚ27ȁੰୱૂ༭൝ْ࿂Ȫۯၑ৪ဥȫ
˕ȅ࣭षੰୱࡀ
国際除雪チャンピオンシップが本会議会場からバス
で10分ほどの Baie de Beauport で開催された。

ৢ૯Ƚ24ȁൄࠫཡগस
Ȫȫ
༗ࡩۯ

各国を代表する除雪機械のオペレータがその技量を
競い合うこのチャンピオンシップは、約250ｍの周回
路で行われ、その競技内容はスラロームなどの運転操
作のほか、除雪装置
（サイドウイング）の操作も組み合
わされ、実際の除雪作業を想定したものであった
（ৢ
૯Ƚ28）
競技には、カナダ、ケベック州、フランス、モロッ
コ、米国、韓国、日本、アンドラ、スウェーデンの各
国から選抜された熟練の除雪車オペレータ20名が参加
し、所定の除雪コースにおける除雪の正確さと速さを
競われていた。競技コース沿道に集った観客からは、
大きな歓声と応援が寄せられていた
（ৢ૯Ƚ29）
。

ৢ૯Ƚ25ȁੰୱΈτȜΘΟκϋΑΠτȜΏοϋ

ৢ૯Ƚ28ȁܿއ໓ࠊ

ৢ૯Ƚ26ȁτΑ΅νȜ৬

ৢ૯Ƚ29ȁ۷͈ݖ̈́؊׳
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21ȅജাٛ
技術発表と並行して展示会が盛大に開催された。
国レベルの展示ブースは日本をはじめ、開催国のカ
ナダのほか欧州を中心に計12 ヵ国からの出展があっ
た。そのほか多数の企業から出展されていた。
日本ブースでは、
「日本の冬
（気象特性、文化）」
「冬
期道路管理技術」「環境に優しいエネルギーを利用し
ての道路融雪」
「塩散布の削減」
「効果的・効率的な冬
期道路管理」
「景観・緑化」
「日本の橋梁」などについ

ৢ૯Ƚ2:ȁུήȜΑ

てパネルで展示したほか
（ৢ૯Ƚ2:）、日本の雪国を紹
介するプレゼンテーション、VTR による冬期道路管
理技術等の紹介も行った。
準備の甲斐もあり、多くの人々が日本ブースに関心
を示して立ち寄り、日本の技術が海外の方々に広めら
れたと思われる。
当研究所においても、ブース内のパネル展示物製作
に協力したほか、職員6名が各15分間程度の日本の雪
対策技術を紹介する技術プレゼンテーションを行った
（ৢ૯Ƚ31）
。また、ブース内で展示パネル等を各国の
参加者に説明したり、技術マニュアルを配布するなど
（ৢ૯Ƚ32）
、情報交換や技術的交流を図ることができ
た。
日本以外の、各国の展示ブースではそれぞれの国に
より展示内容に開きが見られた。冬期道路の維持管理
や交通安全、道路管理政策など包括的な展示がなされ
ている国もあれば、展示の殆どを ITS に集中してい
た国もあった。また、ブースの外観や間取りについて
は、各国の らしさ を見ることができた
（ৢ૯Ƚ
33）
。
企業展示では、除雪機械関連
（ৢ૯Ƚ34、ৢ૯Ƚ35、
ৢ૯Ƚ36）、道路管理用システム、凍結防止剤、防滑材、
各種関連資機材、道路気象提供関係など、冬期道路の
維持管理に関わる様々な展示がされていた。
除雪機械関連については、除雪専用車のほかアタッ

ৢ૯Ƚ31ȁུήȜΆ͈อນ
Ȫ܃५৽හࡄ֥ݪȫ

ৢ૯Ƚ32ȁུήȜΆ͈ജা୰ྶ
Ȫչ৽හࡄ֥ݪȫ

チメント装置が展示され、特に散布装置のアタッチメ
ントが多く、また、日本では使用されていないボンネ
ット式のベースシャーシや、網型のカッティングエッ
ジなども展示されていた。
道路管理用関係では、各種摩擦測定装置
（ৢ૯Ƚ36）
のほか、GPS 等を利用した情報提供システムについ
て展示が数多くあった。日本国内では見ることができ
ないものも多く、見聞を広げることができたと考えて
いる。
ৢ૯Ƚ33ȁ࣭ͼͬܠιȜΐ̱̹ͼΗςͺήȜΑ
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PIARC 冬期サービス委員会が開催された。この会合
には委員として、寒地土木研究所の松澤が参加した。
８日の会議では、発表キャンセルの有無など、テク
ニカルセッションの進行について確認が行われた。
また12日の会議では、冬期道路会議の総括・反省点、
2012年に開催される国際冬期道路会議メキシコ大会に
おける冬期サービス委員会の関わり、および現在の任
期における各ワーキングのミッション進捗状況12）等が
話し合われた。
ৢ૯Ƚ34ȁδϋΥΛΠੰୱΠρΛ·

席上、PIARC 冬期サービス委員会において第13回
PIARC 国際冬期道路会議の実行委員会より、松澤上
席研究員を含む各委員に感謝状が渡された（ৢ૯Ƚ
38）。PIARC 冬期サービス委員会の委員として、第13
回 PIARC 国際冬期道路会議の論文査読や座長などを
務め、同会議の成功に貢献したことに対して委員会が
感謝の意が示されたものである。

ৢ૯Ƚ35ȁ࿌߿͈Λΐ

ৢ૯Ƚ38ȁۜ৫ેȪȫ
23ȅٳट౷ΉαΛ·ΏΞͻ͈အঊ
ৢ૯Ƚ36ȁႹ࿂ླྀड़௶౾

ケベックシティはカナダ東部に位置するケベック州
の州都であり、人口およそ50万人、公用語はフランス
語。気候的には年間降雪量は300cm を越え、最低気
温も−30°を下回るカナダでも有数の積雪寒冷地域で
ある。実際に到着するとケベック市はやはり寒く、出
張期間中には毛糸の帽子を被っている歩行者を数多く
見掛けた。ケベックシティは北米で唯一の城壁都市で
ある旧市街とそれを取り巻く新市街地で構成される。
市内の道路は全体的に坂が多く
（ৢ૯Ƚ39）、車道、

ৢ૯Ƚ37ȁΡρͼΫϋΈΏηντȜΗ

歩道を問わず融雪作業が行われている。その結果、路
面は高い確率で湿潤状態を保っているが、その影響で
走行していた車両は非常に汚れていた（ৢ૯Ƚ3:）
。

22ȅQJBSD ൃܢȜΫΑտ֥ٛ
国際冬期道路会議の前後
（２月８日および12日）に
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また、市内には

ｅｃｏ

と表示された電気自動車

のバスも数多く走行しており
（ৢ૯Ƚ43）
、その面での
環境意識の高さを感じた。

ৢ૯Ƚ39ȁ࢙̦ఉ̞ΉαΛ·ঌඤ͈ൽႹ

ৢ૯Ƚ43ȁഩুܨ൲৬ΨΑ
なお、歩行者用の信号機は、車道の信号と分離独立
したものとなっており、札幌市内で導入が進んでいる

ৢ૯Ƚ3:ȁ࣐ಎ๊͈֚৬ၰ

歩車分離信号機と同様に、歩道が青現示の時には車道
信号は全て赤現示となる。このため、歩行者は車輌と
の衝突の可能性が低く、安全性は高いと思われる（ৢ
૯Ƚ44）。

旧市街は道路幅員が狭く交通容量が多いとはいえな
いが、街自体がコンパクトであるため、歩行での移動
が苦になることはないと思われる。新市街については
幅員も広く、多車線道路であるほか中央分離帯も設置
されており、交通状態は非常に快適に思われた。

ৢ૯Ƚ44ȁ৬ൽ͂ඊၛ̱̞̀ͥ༜ൽဥܥ

24ȅ̤ͩͤͅ

ৢ૯Ƚ41ȁݰঌځ౷͈ൽႹ

今回、冬期道路に関する総合的な会議に参加でき、
国際的な冬期道路への取り組み状況とともに、各国の
考え方の違い、さらには近年の環境変化
（例えば、エ
コ技術や環境に対するローインパクトの推進）や、そ
れに取り組む状況、あるいは各国の考え方を肌で感じ
ることができる良い機会となった。
今後の研究活動のテーマ設定や調査内容などにこの
会議で得た知識や感覚を活かして取り組んで行きた
い。

ৢ૯Ƚ42ȁΉαΛ·૧ঌ͈ۚځൽႹ
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