成果報告

冬期道路の安全性・効率性向上に関する研究について
独立行政法人土木研究所寒地土木研究所
寒地道路研究グループ長

浅野

基樹

ただいま御紹介にあずかりました寒地道路研究グ
ループ長の浅野でございます。
私の方から、重点プロジェクト研究７番の「冬期道
路の安全性・効率性向上に関する研究」につきまして、
その概要を、
少し駆け足になるかと思いますけれども、
御説明したいと思います。
現在、独法土木研究所の役割（図－１）といたしま
して、国が実施する関連行政施策の立案に反映する研
究、
それから技術基準の選定に反映する研究、こういっ
たものを重点的に行うということになっております。
冬期道路に関する政策は、法制的には雪寒法、豪雪
法、スパイクタイヤ規制法などの法制度があります。
それらの目的が積雪寒冷地における道路交通を確保す
るため、除雪、防雪及び凍雪害の防止について特別の
措置を定め、これら地域における産業の振興と民生の
安定に寄与するということであり、これは一つの冬期
道路に関する政策と言えるかと思います。
片や、昨今の政策評価、それからマネジメントの時
代ということですけれども、政策評価法による事業評
価、道路行政マネジメント、それから最近は事業仕分
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願いしても望めないような事業をするという独法の立
場、役割を踏まえつつ、積雪寒冷地における道路交通
を確保するという国の政策、施策に反映するための研
究がどうあるべきかを常に考えながら、研究を進めて
まいりました。
冬期道路の性能、パフォーマンスとは何かというと、
冬期道路の安全性、それから確実性だと思います。そ
ういったものを冬期道路管理の効率性、的確性を求め
つつ、確実に維持向上してくための研究に取り組みま
した。
このプロジェクト研究の個別課題は６つ（図－２）
あるのですけれども、くくりますと、除雪の効率性向
上に関する研究、雪氷路面の対策に関する研究、吹雪
視程障害に関する研究、交通安全対策に関する研究を
62
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個別課題として位置づけまして、これらに対して寒地
機械技術チーム、寒地交通チーム、雪氷チームが取り
組んできたものであります。
以後、この個別課題ごと、概要について触れたいと
思います。
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雪氷処理の迅速化に関する技術開発
まず、
雪氷処理の迅速化に関する技術開発（図－３）
という除雪に関する研究ですけれども、三つの達成目
標を掲げております。リアルタイムに除雪車の位置情
㒰㔐ᯏ᪾䈱⟎䇮ᬺጁᱧ䈱⏕

報と作業情報が確認できるシステムの開発と除雪情報

図－３

等の提供システムの開発、それから冬期道路の積雪状
況の計測技術の開発という、三つの個別課題や達成目
標を掲げております。
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一つ目の研究は、既に開発局でお持ちの基幹システ
ム、除雪車の位置情報をリアルタイムに収集し、デー
タを蓄積するというシステムがございまして、これを
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用いながら技術開発を行ったということであります。
そのシステムの構築の中で３つの目標（図－４）、
ダイナミック工区シフトの支援、除雪作業状況確認シ
ステム、散布情報収集・管理システムの開発を目標と
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しております。
ダイナミック工区のシフトの支援というのは、隣接
5

する除雪工区境の臨機な変更を支援する機能で、除雪

図－４

作業の状況確認システムというのは、指定した経路で
除雪する場合の終了時刻を予想する機能、それから散
布情報収集・管理システムというのは、凍結防止剤の
詳細な散布設定状況を収集・管理する機能でございま
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うことでございます。
最初のダイナミック工区シフト支援ですけれども、
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これは網走管内の道路の例（図－５）でございますけ
れども、通常こういう三つの工区に分かれているとこ
ろを、このシステムを用いまして、進捗に合わせてそ
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準化して、全体の除雪の終了を早めるというシステム
とでございます。
それ以外の活用事例として、リアルタイムな除雪状
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の工区をシフトして、工区の除雪工事の進捗状況を平
であります。これを開発して現場に適用したというこ
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図－５
うな活用事例も生まれております。

況を把握することによって、オペレータとの無線連絡

それから、除雪情報等の提供システムの構築（図－

が減少して、作業効率の向上、安全性の向上に寄与し

６）でございますけれども、インターネットによる除

ました。それから、豪雪時に立ち往生車両を救出でき

雪作業、除雪情報の道路管理者及び除雪工事請負業者

ました。救急車両の先導を行うため、最も近くにいる

に対する提供システムを構築しております。これは監

除雪車両を探し出して、救援作業に当たったというよ

督員と請負業者との情報交換、それから隣接工区同士
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図－７
の請負業者の情報交換に役に立っております。
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図－９
うふうに考えております。さらに昨今の厳しい財政事

それから、携帯電話による除雪作業情報の提供です

情から言いますと、冬期路面に求められる性能をき

けれども、これについては、現場代理人が現場で作業

ちっと定量的に把握して、的確な路面管理をするとい

状況を確認できるというような効果が出てきておりま

うことが求められるかと思います。

す。

そこで、この個別課題では、路面凍結の予測手法（図

冬期道路積雪状況計測技術の開発（図－７）ですけ

－８）、事前措置のための予測手法の開発と定量的な

れども、主に運搬排雪の排雪量の計測を自動化して効

冬期路面評価による管理手法の開発と、それから冬期

率化するということで、ロータリー除雪車の先にレー

道路の性能評価による適切な管理手法の開発、これら

ザースキャナをつけまして、雪の量を自動的に計測す

に取り組んだところでございます。

るという技術を開発しております。

路面凍結予測手法の開発ですけれども、これにつき
ましては、熱収支法を用いまして路面温度を推定する

冬期道路管理に関する研究

モデル、路面上の水分の貯留量から路面状態を推定す
るモデルを用いまして、固定観測点における路面凍結

続きまして、冬期の雪氷路面対策に関する研究であ
ります。

予測手法をまず開発いたしました。
このスライドに推定した温度をプロットしたグラフ

冬期の路面対策というのは、事前に対策をすること

等（図－９）を載せておりますけれども、大体推定誤

が非常に有効であるということが知られております。

差が全日24時間で1.9度ぐらい、それから昼間2.4度、

また、効果的で適切な路面管理のためには、定量的に

夜間1.3度ということで、まずまず予測としては、精

路面の状態を把握するということが必要であろうとい

度の高いものができたのではないかと考えております。
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この固定観測予測手法を線的に延ばすために、路面
温度差分布図を作成する、そういった方法で、路線の
路面温度分布を推定する手法も構築しております。
これらの路面凍結予測と次に説明するすべり抵抗値
の情報を気象予測情報とともに発信する GIS を活用
した情報提供システムを構築・運用しております。
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次に、定量的な路面管理の手法に関する研究（図－
10）ですけれども、冬期の路面の状態というのは、冬
期道路の交通特性、安全性に影響する重要なファク
ターであろうということで、それを定量的に把握する
ということは非常に大事だと思っております。
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そこで、定量的に連続的に路面のすべり抵抗を測定

図－10

する機器として、これに載せております連続路面すべ
り抵抗値測定装置というものを導入いたしまして、こ
れの実用化に関する研究をしております。この仕組み
は、測定輪を進行方向に対して一、二度傾けまして、
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道路横断方向にかかる力を継続的に測ってすべり抵抗
値を算出しているということです。
測ったものをリアルタイムに転送して、位置、路温、
速度等と一緒に計測しまして情報を収集できる冬期路
面すべり抵抗モニタリングシステム（図－11）という
ものを構築して、道路管理者に提供しているところで
あります。これを用いまして、道路管理者が冬期の路
面対策について自らの評価をするとともに、冬期路面

౻ᦼ〝㕙ߔߴࠅᛶ᛫ࡕ࠾࠲ࡦࠣࠨࠗ࠻
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管理作業の出動の意思決定に使うというシステムの開

図－11

発を行ってきています。
この路面対策の三つの達成目標のうちの三つ目です
けれども、昨今、政策評価、施策評価、事業評価、そ
ういうものが導入されておりますけれども、政策マネ
ジメントにおける PDCA のチェックに当たるところ
が評価ですけれども、その政策の評価の一つの指標と
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してロジックモデル（図－12）というものがあります。

ACTIVITYᲢѣᲣ

これはその施策にかかわる予算とか人員とかそういう

OUTPUTᲢኽௐᲣ

投入量と、作業の実施、その作業による結果、投入量、
施策による成果というものの因果関係を整理して、そ
れらを比較することによって効率性、的確性を評価す
るもので、冬期路面管理においてそういうロジックモ
デルを立てて、どうするべきかということを検討いた
しました。
冬期路面管理の最終的な成果というのは、いわゆる
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図－12
紹介いたしました連続的なすべり抵抗値を計測して、

冬期間の道路の交通特性、速度とか交通量とか交通容

これらとの関係を見ようという政策評価のモデルを現

量、それから事故、交通安全性、そういったものでしょ

道で試行いたしました。

うけれども、それを成果として把握するのは、非常に

札幌市内から中山峠に向けての路線の概要図におい

難しいということがあります。そこで、物理的に冬期

て投入量が書かれておりますけれども、投入の結果と

路面管理の成果を客観的に測れるものとして、先ほど

して凍結防止剤の散布量を載せております。横軸はキ
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図－14

図－13
ロポストなのですけれども、成果としてすべり抵抗値
を測ったということであります。このシーズンで80回
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測ったうちの滑りやすい路面の発生頻度を表していま
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また、滑りやすい路面の発生頻度が低いところはト
ンネルだったり、そういったところがはっきりわかり
ます。このようにすべり抵抗値の急変もよくわかりま
すので、有効な対策はどうあるべきかという検討に使

15
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えるのではないかと考えられます。ただ、最終的なア
ウトカムとしての交通現象との関係等はちょっと良く
わかりませんので、今後のデータの蓄積等が必要なの
ではないかと考えております。こういう政策評価モデ

ታߢߩᢔᏓ⹜㛎

図－15

ルに載せた冬期路面管理というのが、今後有効になる
のではないかと考えております。
この連続的路面すべり抵抗装置に関連した話題です
けれども、昨年、一昨年の事業仕分けで、凍結防止剤
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の散布基準の見直しというものがなされました。その
ときに見直しの結果の検証をどうするかという議論が
あり、本省の国道・防災課を中心に、現場でどういう
ことが必要かということが検討されまして、我々が導
入いたしました連続すべり抵抗値測定装置で散布基準
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の見直しの結果を検証しようということになり、21年
度、22年度に、東北地方整備局、中部地方整備局、中
国地方整備局で計測が実施されております（図－13）。
凍結防止剤散布量の低減に関する研究

ᄖⷰ࿑
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図－16
凍結防止剤以外の薬剤（図－15）を用いた路面管理

それから、個別課題の三つ目、凍結防止剤散布量の

手法の研究でありますけれども、主に行ってきたのは、

低減に関する研究（図－14）というものがございます。

産業リサイクルの促進という観点から、砂糖をつくる

これにつきましては環境負荷の小さい散布剤等の散布

精糖過程で出るライムケーキといったものの滑り止め

手法の開発、薄氷処理技術の開発といったことに取り

材への応用に関する研究をしています。

組んできております。
66

滑り止めの効果を確認してきておりまして、現在、
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図－18

図－20

実用化については、ビート糖業界にて今検討中と聞い

防雪柵の未設置区間の視程に対する柵風下側の視程の

ております。課題としては路面の清掃、それからコス

比を用いるとか、10分平均を用いるとか、そういった

ト面の課題があるのではないかと思っております。

技術的な評価手法についてまとめました。

それから、ブラシ式の機械による薄氷処理技術の開

それから、風洞試験を用いた防雪機能の評価方法（図

発（図－16）ということで、さまざまなブラシを用い

－19）というものの確立を目指した研究もしておりま

まして、その効果について検証をしてきております。

して、実験風速、それから実験時間といったものを規
定する研究もしております。

防雪対策施設の性能評価に関する研究

それから、防雪性能を向上した吹雪対策手法の開発
といたしまして、防雪柵にいろいろ工夫をして効果を

次に、吹雪視程障害に対する研究でございますけれ

上げるという研究をしております。ここでは防雪柵の

ども、
一つは防雪対策施設の性能評価に関する研究（図

風上側に捕捉の溝を掘ることによって、吹きだまりの

－17）でございます。これは防雪柵の性能をどう評価

高さを低くできるという技術開発（図－20）を行って

するかという観点からの研究でありまして、現在、定

います。

量的な評価方法というのが示されていないということ

それから、防雪林の育成管理手法に関する研究（図

で、実物大のフィールド実験によって、どういう試験

－21）をしております。成育基盤の良し悪しがその成

の方法が防雪柵の評価をする上で公正なのかという観

育に関係するということを突きとめておりまして、要

点からの研究をいたしまして、その試験方法について

するに滞水が成育阻害の主な要因であり、それぞれど

道路吹雪対策マニュアルに掲載したところであります。

ういう対応が必要かということを取りまとめて、これ

その結果はここに載せております（図－18）。例えば、
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これらを通じまして、この５カ年間で研究を取りま

けれども、ここに書かれました成育段階に応じた成育

とめて、
「道路吹雪対策マニュアル」を平成23年３月

状況の評価基準を明示して、成育不良の判定を容易に

に改訂をしております（図－22）
。これは道路吹雪対

しました。それから、防雪林の維持管理に必要な管理

策の計画、施工、維持管理にかかわる技術的事項を網

用道路を規定しました。

羅したマニュアルとなっており、前回の改訂が平成15

改訂後のマニュアルは現在ウェブ上に公開（図－

年ということでしたので、それ以来の新しい知見を盛

25）しておりまして、かなりのダウンロード数となっ

り込んで、改訂しております。

ております。機会がありましたら見ていただければと

主な改訂点（図－23）といたしましては、複数の吹

思っております。

雪対策施設の検討を可能とする選定表の作成、防雪林
の樹木の成育状態と評価手法の充実、防雪柵編では道

吹雪視程障害に関する研究

路設計要領、仕方書などとの整合を図った等となって
おります。

それから、視程障害に関する研究（図－26）ですけ

例えばこれは対策工を選定するフローでございます

れども、現在も視程障害を評価する方法、実際にドラ

けれども、改訂前のものは、あみだくじのように選定

イバーは道路の状況がどう見えているのかを、どのよ

していくと、一つの対策工があらわれるという方法で

うに道路管理や道路利用者に伝えていくかという研究

したけれども、改訂後は、いろいろな設計条件を当て

をしております。

はめた場合に、複数の対策工を選定できるというよう
な内容にまとめております。
それから、防雪林の生育状態と評価（図－24）です
68

道路交通における吹雪視程計測手法の提案と視程障
害度の指標の提案、視程障害時の効果的な安全支援方
策の開発、それから冬期道路の走行環境情報提供のシ
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視程計では測ったものと、実際に道路利用者が視程
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板等を見て把握する視程との違いというものから、吹
雪における視程計測手法の留意事項などをまとめてき
ております（図－27）
。
それから視程障害度（図－28）
、吹雪時に道路の状
況が実際にどう見えるかというものを運転挙動と結び
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つけて評価するということで、実際の吹雪時の道路映
像を実験室でお見せして、どういう沿道施設があると
きにどういう障害度であるかというものを規定して、
情報提供に活かしていくというような研究をしており
ます。
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図－29

それらの研究成果を活かして、視程障害時の効果的

それから、ユーザーからの吹雪情報の投稿（図－

な安全支援方策の開発（図－29）、すなわち、気象情

30）を利用した情報提供についても取り組んできてお

報支援システムから気温、風速、降雪強度をリアルタ

りまして、これは平成23年１月よりパソコンでの情報

イムに入手して、これをもとに視程を推定して、吹雪

の試験公開を開始してきておりますけれども、携帯電

の視程情報を５段階で提供する安全支援方策を開発

話やパソコンを通して、ユーザーから吹雪情報を提供

し、インターネット上にて提供しております。

していただいて、それをリアルタイムに提供するとい
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図－31
う技術開発にも取り組んできているところであります。
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図－33
寒地交通事故対策に関する研究

冬期道路の走行環境情報提供システムの開発（図－
31）では、冬の間どういう条件であれば、速度がどの

それから、最後の交通安全のテーマですけれども、

くらい落ちるかというような計測をいたしまして、例

新交通事故分析システム（図－33）ですが、デジタル

えば視界の著しい不良の200ｍ未満で雪氷路面だと、

道路地図だとか、道路構造のデータ、気象データを取

27％速度が落ちるというようなことを把握いたしまし

り込んだ事故分析システムの開発を行ってきておりま

て、それを北の道ナビの経路選択と旅行時間の検索の

して、北海道開発局の開発建設部の道路事務所に既に

ところに活かし、冬の間はどれだけ時間がかかるとい

導入されてきており、このシステムの改良とデータ更

うような計算をして、情報提供をするということを

新を行なう研究をしてきております。

行ってきております。この吹雪の視界予測等の情報提

このシステムを利用して危険箇所の選定、データ収

供（図－32）については、新聞等のマスコミでも取り

集整理手法、現地安全診断手法、要因分析手法、対策

上げられてきているところであります。

工の立案手法までの一連の作業を、交通安全診断手法
の体系としてまとめて提供してきております（図－
34）。
それから、地域特有の事故対策の開発（図－35）で
すけれども、ランブルストリップスは既に御存じかと
思いますけれども、居眠り対策として中央線に溝を連
続的に掘っていく正面衝突対策で、前研究中期計画中
に開発したものですけれども、その技術を応用した切
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削型区画線の開発だとか、横断方向の凹型の溝を設置

それから、除雪車に関係した事故に対する検討（図

する手法だとか、衝撃吸収型のボラードの設置などを

－36）をいろいろしてきておりまして、道路利用者へ

提案して現場に適用しているということであります。

の注意喚起、それから除雪業者、事業者への講習指導

今中期計画中ではまだ完成はしておりませんけれど

というものにも取り組んできております。

も、今現在、力を入れて研究開発しているものに、ワ

この研究期間５カ年の中で、かなり学会等にも研究

イヤーロープ式防護柵というものがございます。これ

発表する機会（図－37）がありまして、おかげさまで、

は今までのガードケーブル型のものとは違いまして、

国際的な冬期道路に関する会議 PIARC でも、寒地土

かなりたわむので、車に対する衝撃力が非常に少なく

研から盛んに発表することができておりますし、雪氷

安全であります。また、非常に省スペース型で幅をと

学会、それから土木学会等にも積極的に研究発表して、

らないので、暫定２車線や２車線道路の中央分離帯の

大いに評価されているところであります。

替わりとして使えます。安価であるのと、人力でワイ

それから、事業・社会への主な貢献（図－38）でご

ヤーを持ち上げて、この支柱を取り替えることができ

ざいますけれども、今日はスライドには用意してきて

るので、事故処理後、交通開放するまでの時間が短い

おりませんけれども、正面衝突対策としてのランブル

という利点もあります。

ストリップスが、平成21年４月に新技術活用システム、

一般道路用、設計速度80キロ用のものは大体形が見

通称 NETIS のこの制度始まって以来の推奨技術第１

えてきましたけれども、今年度高速道路用、設計速度

号として認定されておりまして、正面衝突対策を立案

100キロ用のものを現在衝突実験による検証など、技

する際の比較工法に位置づけられてきているところで

術の確立に向けて研究を進めているところです。来年

す。

度中にどこかの現場で実用化したいと考えております。
寒地土木研究所月報
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図－38
から知的財産についてはここに書かれているようなも
ので、かなり多くのものが出されたのではないかと
思っております（図－39）
。
最後ですけれども、先ほど講演されました笠原先生
は、この冬期道路の研究に関する分科会の分科会長で
ございまして、ランブルストリップスの NETIS の登
録等で交通事故死者数削減に大いに貢献したことや道
路吹雪対策マニュアルの改訂、定量的な路面の評価と
いうものを非常に高く評価していただいており、独立
行政法人の研究機関としての役割を十分に発揮したと
いう高い評価をいただいているところでございます
（図－40）
。
おかげさまで今中期計画、無事に成果を上げること
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図－40

ができました。次期の研究計画に向けまして、今まで
の研究成果を活かしながら、より社会に貢献した研究
成果を出せるように努力してまいりたいと思いますの
で、皆様の御支援をよろしくお願いいたします。
以上で、私からの説明を終わります。
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