報 告

PIARC 国際セミナー「極端な大陸性気候国における冬期道路
サービスのマネジメント」参加報告
基樹＊

浅野

松澤

勝＊＊

熊谷

１．はじめに

政行＊＊＊

片野

浩司＊＊＊＊

高橋

尚人＊＊＊＊＊

３．PIARC 国際セミナーについて

平成23年４月６日～８日の３日間、PIARC（世界

PIARC は、４年毎に戦略計画（Strategic Plan）を定

道路協会）TC.B5（技術委員会 B5）及びモンゴル国道

めており、現在の期間では約20の技術委員会
（TC）が

路・運輸・建設・都市計画省が主催する国際セミナー

あります。各技術委員会は４年の戦略計画期間内にお

「極端な大陸性気候国における冬期道路サービスのマ

いて発展途上国で２回セミナーを開催することが求め

ネ ジ メ ン ト“Management of Winter service in an

られています。TC.B5では、2008年10月にチェコでセ

extreme continental climate country”」がモンゴル国

ミナーを開催しており、今回のモンゴルのセミナーが

ウランバートル市で開催されました。

２回目のセミナーとなります。

当研究所は、TC.B5の委員及びセミナーの講師とし

今回のセミナーでは、モンゴル国道路・運輸・建設・

てセミナーに参加する機会を得ました。また、現地で

都市計画省の事業実施部局であるモンゴル道路庁と

道路関係の技術協力ニーズを調査したので、その概要

TC.B5が協力してプログラムの策定を行いました。

を報告します。

モンゴル道路庁は近隣諸国に対して各国の冬期道路
サービスに関する発表を依頼しました。日本の国土交
通省道路局に対しても、モンゴル道路庁から発表の依

２．モンゴル国の地勢

頼文書が送られており、TC.B5の前身である冬期道路
セミナー開催地であるモンゴル国の地勢、道路事情
2

管理委員会の前委員長を務められた田崎忠行氏（㈱長

を紹介します。モンゴル国の面積は、156万4,100km（日

大）が日本の代表として出席し、発表を行うことにな

本の約４倍）で、人口は273万5,800人です。首都ウラ

りました。

ンバートル市の人口は111万2,300人（いずれも2009年
１）

一方、TC.B5はモンゴル国側のニーズに合致するテ

末現在） でモンゴル国の人口の約40% が住んでいま

ーマに応じて発表者の調整を行いました。チェコでの

す。

セミナーでは欧州内の TC.B5委員の多くが出席した

モンゴル国は、北緯41度32分から52度15分の中緯度

ので、TC.B5の委員が分担して発表しましたが、今回

高圧帯に位置します。首都ウランバートル市の緯度は

は TC.B5から６名（うち日本が２名）しか参加できま

47度55分で、日本の稚内市宗谷岬（北緯45度31分）より

せんでした。このため委員以外の日本からの発表の提

も北に位置します。気候は大陸性気候で、気温は、冬

案が期待されていました。提案に当たっては TC.B5

はマイナス50度、夏にはプラス35度に達する、寒暖の

国内委員会で調整を行って発表テーマと発表者の候補

差が極めて激しい国です。

を整理し、リストを TC.B5委員長宛に送りました。そ

モンゴル国の道路総延長は49,250km で、そのうち

の後 TC.B5でプログラムの素案を作成してモンゴル

国道が12,613km、国道のうち2,283.3km が舗装道路、

道路庁へ送付し、最終的にモンゴル道路庁が、各国代

2,713km が砂利道、7,615.9km が地面を改良した道路

表の発表を加えてプログラムを確定しました。

となっています。

この様な過程を経て、田崎氏に加え、TC.B5委員の

道路の維持管理に関する政府予算は年間80 ～ 90億
トゥグリク
（100トゥグリク＝6.6円で換算すると約５
２）

億2,800 ～ 5億9,400万円）です 。
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当研究所の松澤と同連絡委員の原文宏氏（（社）北海道
開発技術センター）、及び当研究所の浅野、熊谷、片野、
高橋が発表することになりました。
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引 き 続 き、 田 崎 氏 と Öberg 委 員 長 の 座 長により

４．セミナーの概要

PIARC 技術委員会 B5冬期道路のサービスの戦略的課
４．１

セミナーのプログラム

以下に、セミナーのプログラムを紹介します。

題について PIARC の各委員からの４件の報告があり
ました。
はじめに Öberg 委員長から PIARC 全体の活動の概

４月６日

要や TC.B5の課題、活動と成果などについての報告

・開会式

がありました。次にエストニアの Kuno Männik 委員

・PIARC TC.B5の冬期道路サービスの戦略課題

から各国の道路状況の変化に対応した情報の伝達や道

・セッション１・セッション２：各地域の冬期道路管

路利用者からの情報収集の手法等に関する調査結果の

理に関する経験から得た知識
・セッション３：冬期道路管理の技術、機材、機械化
及び厳しい気候条件下での対策

報告があり、その中で日本の免許取得段階での凍結路
面運転訓練の事例などの紹介されていました。
フランスの Didier Giloppe 委員から雪氷データブッ

４月７日

ク2010についてこれまでの経緯と今回の改訂内容につ

・セッション４：冬期道路管理の組織、研究及び新技

いての紹介がありました。最後に Öberg 委員長から

術

ケベックでの世界道路会議や各種国際セミナーなどで

・ラウンドテーブル・ディスカッション

得られた知見の紹介がありました。

・個別ミーティング
４月８日

（２）セッション１・セッション２：各地域の冬期道路

・テクニカル・ツアー

管理に関する経験から得た知識
セッション１では、冬期道路管理について３件の発

４．２

表がありました。最初はモンゴルから、国内の気象、

セミナーの概要

（１）開会式及び PIARC TC.B5の冬期道路サービスの戦

道路網、舗装の状況、冬期路面管理等の話がありまし
た。冬期路面管理は10月中旬から始まり、年によって

略課題
配布された資料によると会議参加者は82名となって

状況は変化し、全く降雪しないこともあれば、強風の

いましたが、会場となったモンゴル外務省会議室のテ

ため路面に積雪しない、あるいは大量の雪をもたらす

ーブルは、ほぼ満席で後方に椅子席も用意されるなど

こともあるとのことです。

多くの参加者の中で会議が開会されました（写真－
１）
。

路面が凍結した場合には、塩や石を主に人力によっ
て散布し（写真－２）、雪が溜まった場合にはブルドー

開会式にあたりモンゴル国道路・運輸・建設・都市

ザ、ショベル等を使って除雪が行われます。それで間

計画省 T.Purevdorj 副大臣、同省道路局の B.Enkhtor

に合わなくなれば、ロータリ除雪車を使って雪を路外

局 長、PIARC 冬 期 道 路 サ ー ビ ス TC.B5 Gudrun

に飛ばすという状況です。

Öberg 委員長及び世界道路連盟の K.K.Kapilla 議長か
ら参加者に対して歓迎の挨拶が述べられました。

写真－２
写真－１

開会式

人力による散布の様子

次にロシアから、CIS 諸国における冬期道路管理の
発表がありました。1992年に CIS 加盟国の間で設置

58

寒地土木研究所月報

№698

2011年７月

さ れ た ICRA（Intergovernmental Council of Road

路管理者による被災者への食料提供などの取り組みが

Administrators）の活動の様子が伝えられました。そ

紹介されました。また、近年の建設投資の縮小による

の中で、ベラルーシ共和国ミンスクの環状道路で行わ

除雪作業に携わる人材の減少が今後の豪雪災害時の活

れている道路情報、気象情報の収集・配信システムの

動に与える影響についての問題提起がありました。

紹介がありました。

フランスからは冬期道路のサービスレベルについて

最後に中国から、新疆ウイグル自治区における除雪

の発表がありました。各国における交通量や道路レベ

機械等についての発表がありました。新疆は、緯度が

ルに応じた道路サービスの水準についての事例紹介が

高いため最低気温が－51.5℃、最大積雪深150cm とな

あり、その中で札幌市の道路種類別の冬期管理レベル

り、冬期間が５ヶ月続く地域となっています。過去の

の事例も紹介されていました。

雪害を受け除雪機械が整備され、中国製又は日本製の

日本の原氏からは北海道の冬期道路環境への気候変

除雪機械
（ロータリ除雪車、プラウ付きトラック、ブ

動の影響についての発表がありました（写真－５）。最

ラシ方式、エア方式の４種類）により除雪が行われま

近の北海道の冬期の最低気温の上昇や豪雪が増加して

す。 最近は、除雪機械の高速化、稼働率の向上及び

いるなどの気象の傾向についての紹介と気象変化に伴

作業環境の改善について研究中です。

い、豪雪や吹雪、雪崩などが発生し多くの交通障害が

セッション２では、各地域の冬期道路管理の経験か

生じている状況が報告されました。

ら得た知見をテーマに５件の発表があり、座長をモン
ゴル道路庁の R.Onon 副局長とノルウェーの Vider
Engmo 委員が務めました。
中国からは内モンゴルの高速道路における冬期除雪
技術についての発表がありました。機械や人力による
除雪の手法や雪の量に応じたすべり止め材の散布量や
交通解放までの時間などの基準を定めていること等の
紹介がありました
（写真－３）
。

写真－４

写真－３

田崎氏の発表

内モンゴル高速道路の冬期道路管理

ポーランドからは冬期道路管理の現状についての発
表がありました。零度を交差する気温帯の多い気候、

写真－５

原氏の発表

すべり止め材の散布や除雪機械の出動など冬期道路管
理コストの現状を踏まえ、道路管理業務の夏冬通年委
託などのケーススタディなど効果的な維持管理のため
の検討の紹介がありました。

（３）セッション３：冬期道路管理の技術、機材、機械
化及び厳しい気候条件下での対策
モ ン ゴ ル 国 道 路・ 運 輸・ 建 設・ 都 市 計 画 省 の

日本の田崎氏からは2011年の冬の豪雪についての発

Kh.Gantomor 道路交通政策局副局長と日本の原連絡

表がありました
（写真－４）。豪雪災害の状況、災害発

委員の座長の下、ノルウェーの Vider Engmo 委員か

生時の情報提供の重要性や自衛隊による救出活動、道

ら加熱したすべり止め材の湿式散布と環境に配慮した
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凍結防止剤散布手法、当研究所の片野から除雪機械と

emhi.ee）及 び 道 路 状 態（www.balticroads.net）で 構 成

技術、
松澤から地吹雪対策について発表がありました。

され、様々な情報を閲覧可能です。

Vider Engmo 委員からの発表では、ノルウェーに
おいてはすべり止め材の加熱式湿式散布は幹線道路と
空港において実施されており、作業量・すべり止め材
の散布量・コストの削減、走行条件の改善及び環境へ
の影響の低減等の効果が期待されるとのことでした。
また、Salt SMART という環境配慮の面から凍結防
止剤散布量削減に向けたプロジェクトを実施してお
り、除雪手法・散布手法改善、凍結防止剤の効果と環
境影響についての理解促進、除雪業者契約への反映等
に取り組んでいる旨の発表がありました。
当研究所の片野からは、北海道における除雪延長の
推移、出動基準、除雪工種、除雪機械の配置の考え方、
除雪機械の種類等の紹介をし、さらに GPS を用いた
効率的な除雪機械の運用マネジメントに関する技術開
。
発についての説明をしました（写真－６）

写真－７

座長を務める松澤

ノルウェーからは２件の講演がありました。一つは、
高地における交通の安全確保に関する講演で、もう一

松澤からは、地吹雪発生の気象条件、対策技術、吹

つは、冬期気象条件下での道路設計に関する講演です。

きだまり対策について発表を行い、スノーフェンス、

高地の道路における課題として厳しい視程障害、凍結

防雪林及び防雪切土等の対策について説明を行いまし

路面、吹きだまり等などがありますが、特徴的な対策

た。

として、集団走行（写真－８）があげられます。視程悪
化時に維持管理用車両が先導走行する方法で、スタッ
クするリスクもあると説明がありました。道路設計に
関しては、主に吹きだまり対策としての防雪切土につ
いて紹介がありました。

写真－６

片野の発表

（４）
セッション４：冬期道路管理の組織、研究及び新
技術
本セッションでは６件の発表があり、セッションの
座長を松澤が務めました（写真－７）
。

写真－８

集団走行

当研究所からは３件の講演を行いました。浅野は、

エストニアからは、ドライバーへ道路気象情報を提

北海道における冬期交通事故の特徴に関して講演しま

供するシステムについて講演がありました。Baltic-

した（写真－９）。講演では、近年、日本では交通事故

roads.net プロジェクトは、1999年にフィンランドと

死者数が減少するとともに事故率も低下傾向にあるこ

バルト海諸国の協力によって開始されたプロジェクト

と、スパイクタイヤ規制以降の北海道における冬型交

で、道路気象関連データを、インターネットを通じて

通事故の発生状況、スリップ事故の内訳等について発

ドライバーに情報提供するシステムです。システムは、

表しました。会場からは、交通事故減少に関係する要

気象警報
（www.meteoalarm.eu）、 気 象 観 測（www.

因について質問がありました。
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熊谷は、北海道における舗装の凍結対策に関して講

は、ヨーロッパで使用している加速度計との比較につ

演を行いました
（写真－10）。北海道では、機械除雪に

いて質問がありました。加速度計は、路面のすべりや

よって路面上の雪氷が取り除かれ、外気に直接曝され

すさを連続的に測定できないこと、計測可能な道路交

ることで凍上や温度ひび割れの問題が大きくなった経

通条件が限られるなどの課題があり、現在の装置を使

緯と凍上のメカニズム、凍上対策として凍結深に対し

用していることを回答しました。

て一定の厚さの凍結抑制層に置き換える工法の紹介、
低温時の温度クラックの発生に対して、軟らかいアス
ファルトバインダーの使用と上層路盤にアスファルト
混合物を使用する対策を紹介しました。

（５）ラウンドテーブル・ディスカッション
全セッションの終了後、ラウンドテーブル・ディス
カッションが行われました。

会場からは、凍結抑制層の設置位置（断面構成）に関

ディスカッションは、モンゴルにおける冬期道路管

する質問と、モンゴルの気温差が激しい気象条件下に

理の財政的な状況に対する質問から始まりました。モ

おける軟らかいアスファルトの適用可能性について質

ンゴルからは、道路管理に関する財政的な問題ととも

問がありました。寒地土木研究所の講演の中で、会場

に、厳しい気候条件下での固い雪の処理の問題がある

の方々が一番高い関心をもった発表だったと思いま

との説明がありました。

す。

固い雪の処理では、ノルウェーではスクレーパーを
使用しているが、それらの機械は非常に高額なため経
済性の問題がある旨の説明がありました。エストニア
からモンゴルでは維持管理に携わる民間会社４社を有
効に活用できないかという提案があり、各国における
維持管理の民間委託状況に関する話題となりました。
ノルウェーでは、維持管理を100% 民間委託してお
り、開始当時はコストが縮減されたが、近年では維持
管理業務が民間企業にとって魅力的でなく、むしろコ
スト増になっている状況の説明がありました。日本で
は道路維持を民間委託しているが、除雪機械について
は高額かつ稼働時期が通年ではないため、官が購入し
写真－９

浅野の発表

た除雪機械を貸すことによって受注者の負担を緩和す
る方法の紹介がありました。
ついで、舗装の凍上対策の話題となり、スウェーデ
ン、ノルウェー、エストニア及びロシアから対応状況
の説明があり、活発なディスカッションが続きました。
最 後 に、 モ ン ゴ ル 国 道 路 庁 か ら の お 礼 の 言 葉、
Gudrun Öberg 委員長のお礼の言葉をもって閉会とな
りました。
（６）個別ミーティング
７日の午後、モンゴル国

道路・運輸・建設・都市

計画省と各国の代表者とのミーティングが行われ、日
写真－10

熊谷の発表

本からは、田崎氏、原氏、浅野、松澤の４名が参加し
ました。

高橋は、路面のすべり抵抗値を活用した冬期道路マ

始めに、道路・運輸・建設・都市計画省の副大臣よ

ネジメントについて講演しました。路面のすべり抵抗

り歓迎の挨拶がありました。その後で、モンゴルの概

値を連続測定可能な装置を用い、雪氷路面発生状況や

況と道路・運輸・建設・都市計画省の組織
（写真－

交通特性変化を把握する取り組みと、冬期道路管理の

11）、道路整備中期計画について説明が行われました。

業績測定のケーススタディを紹介しました。会場から

中期計画では国内を網羅する5,572km の州道建設に
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180億 US ドルを、国内の南北を縦断する990km の高

澤、熊谷、片野、高橋が出席しました。

速道路建設
（写真－12）に210億 US ドルを、ウランバ

道路庁からは、これまでの日本の協力に対する感謝

ートル市内の道路建設と維持補修に100億 US ドルを

の言葉とともに、これからの期待として、モンゴル国

投資することなどの報告があり、最後に各国の代表者

では1990年代の市場経済化後に道路分野の研究がなく

を交えてディスカッションが行われました（写真－13）。

なったため、冬期道路管理など日本の高度な技術を取
り入れたく、技術者交換などをお願いしたい旨の要望
がありました。具体的には以下の４点です。
①これからの道路事業を進める技術者の養成のた
め、道路技術者の研修や専門家の派遣・交流等。
②道路に関する技術基準の作成。
③道路研究機関設立についての協力、そのための専
門家の派遣・交流。
上記要望に対し、日本側から、道路庁からの提案に
ついては、国土交通省に伝えたい旨回答しました。ま
た、当研究所からは、研究機関として何ができるのか
可能性を探っていきたい旨伝え、特に、セミナーで、

写真－11

道路・運輸・建設・都市計画省の組織図

舗装の低温クラックについて研究しているモンゴル科
学技術大学のボロルマ准教授とお会いできたので（写
真－15）、情報交換を考えていることを述べました。

写真－12

南北を縦断する高速道路建設に関する説明

写真－14

写真－13

モンゴル国 道路・運輸・建設・都市計画
省と各国の代表者とのディスカッション

ついで、モンゴル国道路庁と打ち合わせを行いまし
た
（写真－14）
。日本からは、田崎氏、原氏、浅野、松
62

モンゴル国道路庁との打ち合わせ

写真－15

モンゴル科学技術大学ボロルマ准教授と
熊谷
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舗装の低温クラックについては、道路庁から共同研
究ができないかという提案がありましたが、寒地土木

クラック研究者であるモンゴル科学技術大学ボロルマ
准教授をご紹介していただきました。

研究所から、新しい研究を始めるには多くの段階を踏
まなければならないので、今後、何ができるのか検討
したい旨答えました。
さらに、道路庁からは雪に関し、厳しい気候条件下
での固い雪の処理や、吹きだまりなどの課題があるの
で技術支援をお願いしたい旨の話があり、今後、それ
らも含めて、メールなどで情報交換をしていくことに
なりました。
５．モンゴルへの協力ニーズ調査
今回のセミナー参加に合わせ、モンゴルの道路事情、
技術ニーズ等について情報収集を行いため、寒地土木
研究所から参加の５名が、JICA モンゴル事務所と在

写真－16

日本大使館でのヒアリングの模様

６．おわりに

ウランバートル日本大使館に赴きヒアリングを実施し
ました
（写真－16）。

今回のセミナーでは、当研究所が行ってきた冬期道

JICA 事務所では次長と企画調査員の２名の方、日
本大使館では経済協力担当の一等書記官の方に対応し
ていただきお話をうかがうことができました。
モンゴルへの協力については、インフラ、人材育成、

路管理に関する試験研究の成果を、モンゴル国におい
ても活用できる可能性があることを感じました。
冬期道路管理の試験研究に関しては、どちらかとい
うと北米・北欧を中心として研究ニーズの把握と成果

地方部開発、環境等の分野でニーズが高い。ダルハン

の普及に努めてきましたが、アジアなど広範な地域を

地方から中国へ抜ける幹線道路がアジアハイウエーに

対象とした研究ニーズの把握や成果の普及・技術移転

位置付けられており重要な路線となっている。また、

及び研究開発の可能性について検討することも重要で

モンゴル南部での鉱山開発が2015年までの予定で進め

あると考えられます。

られておりそこへの幹線道路整備プロジェクトがあ

最後になりますが、出張に際し、JICA 札幌事務所

る。日本・モンゴル建設会議が平成23年１月12日にウ

及びモンゴル事務所、在モンゴル日本国大使館、旭川

ランバートルで開催され、当該道路への日本側の貢献

市から派遣されている JICA 専門家後藤純児氏など多

が期待されるとともに、技術者研修、技術基準の作成、

くの方々にご多忙のところ大変お世話になりました。

道路関係研究機関設立等の要望が出されているなどの

この場を借りて心から感謝申し上げたいと思います。

お話をうかがうことができました。
さらに、これまでのインフラ協力案件では、無償資
金協力によるウランバートル市内のバイパス整備（ナ
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トの JICA 専門家として旭川市からウランバートル市
に派遣されている後藤純児氏とお会いしました。後藤
氏は、都市開発関連の制度設計等に携わっているとの
ことで、ウランバートルの都市開発の現状等について
お話をうかがうとともに、さきほど述べた舗装の低温
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