報 告

「2012年・冬期道路管理及び陸上交通気象に関する国際会議」参加報告
寒地道路研究グループ

１．はじめに

寒地交通チーム

雪氷チーム

３Ｂ：判断支援システムの現状と将来展望
４Ａ：冬期路面のすべり抵抗改善と基準

平成24年４月30日から５月３日までの４日間にわた

４Ｂ：吹雪と吹きだまり

り「2012 International Conference on Winter

５Ａ：路面や路盤の計測と予測技術

Maintenance and Surface Transportation Weather

５Ｂ：冬期道路管理用車両の技術革新

（2012年・冬期道路管理及び陸上交通気象に関する国

６：気候変動と豪雪対策

際会議）
」が、TRB（Transportation Research Board、

７Ａ：冬期道路管理の施策と管理

米 国 交 通 輸 送 研 究 委 員 会 ）の 主 催 に よ り、Iowa

７Ｂ：データネットワークとその品質

Department of Transportation（アイオワ州交通局）、

８Ａ：施策の展開と効果計測について

A A S H T O （ 米 国 全 州 道 路 交 通 運 輸 行 政 官 協 会 ）、

８Ｂ：凍結防止剤や滑り止め材の利用最適化

FHWA（連邦道路庁）の協力の下で、米国アイオワ州・

９Ａ：冬期道路管理能力と道路交通

コーラルビルで開催されました。本会議は、かつては

９Ｂ：道路気象データの管理

個別に開催されていた、
「冬期道路管理に関する国際

10：運輸・気象分野の連携に関する将来展望

シンポジウム」と「陸上交通気象に関する全米会議」

（パネルディスカッション）

とを2008年に統合したもので、概ね４年に１度の割合

11：ドライバーの判断支援に向けた気象情報提供

で開催されており、今回は冬期道路管理については８

12：閉会（まとめ）

回目、陸上交通気象については５回目にあたります。
当研究所からは、浅野グループ長、徳永主任研究員、

３．講演・発表等について

切石研究員、金子主任研究員、松下研究員及び武知研
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。

開 会 の セ ッ シ ョ ン で は、AASH TO の L elan d
Smithson 氏による基調講演「道路管理者と気象事業
者の協調とその相乗効果に関する成果と将来展望」が

２．会議の概要

ありました。
以下に、当研究所からの発表概要について発表順に

本会議には、18のセッションが設定され、53件の論
文発表があり、米国のほか、オランダ、カナダ、スウ

記述します。
金子主任研究員は、「吹雪と吹きだまり」のセッシ

ェーデン、ニュージーランド、ノルウェー、ロシア、
中国、韓国、日本からの参加がありました。発表１件
当たりの所要時間は30分と、かなり長い方ではないか
と思います。
セッション名（意訳）を以下に記します（セ
ッション番号にＡ、Ｂが付いているものは併行セッシ
ョン）
。
＜セッション名＞
１：開会
（基調講演：道路管理者と気象事業者の協
調とその相乗効果に関する成果と将来展望）
２：環境保全と持続可能性
３Ａ：冬期道路環境における交通安全
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写真－１

金子主任研究員の発表
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ョ ン に て「Revision of the Highway Snowstorm

Japan」と題して、土木研究所第３期中期計画におけ

Countermeasure Manual – Forcusing on Description

る冬期道路に関わるプロジェクト研究内容について発

of Snowbreak Forests」と題し、昨年３月に改訂した

表しました（写真－３）。発表後、聴衆との間で日本に

「道路吹雪対策マニュアル」の概要を紹介する発表を

おける冬期道路管理の意思決定システム（MDSS）の導

行いました
（写真－１）。発表後、会場からは、防雪林

入動向、研究成果の入手方法及び現場への導入方法な

の間引きが必要となる状況や、吹き払い柵に関する質

どの質疑があり、当方からは現場での意思決定は一般

問があり、下枝が触れあって育成や維持管理に支障が

的に天気予報等により行われており米国のようなシス

出る状況や、吹き払い柵の防雪機能について追加説明

テムは一般的には導入されていないこと、研究成果は

しました。

TRB や WRA（ 世 界 道 路 協 会、 旧 世 界 道 路 会 議

松下研究員は、
「気候変動と豪雪対策」のセッショ

（PIARC））等の研究発表会や Web で公表しているこ

ンにて「Measures Against Avalanches in Which the

と、現場への成果の導入については北海道開発局等の

Phenomena of Snow Sliding Through Supporting

道路管理者と協働しながら導入を図っていることなど

Surfaces of Snow Bridges Occurs」と題して、すり

を説明しました。

抜け現象を伴う雪崩の発生条件とその対策手法の概要
について説明しました。また、松澤上席研究員の代理
として「Recent Trends of Changes in Snowfall and
Snow Depth in Japan, and Their Impact on Snow
Control Measures」と題して発表し（写真－２）、日本
における過去26年間の積雪深や降雪量の変動傾向とし
て、 主 に 北 海 道 の 東 部 で 年 最 大 積 雪 深 や 日 降雪 量
30cm 以上の日数が増加傾向にあることを説明し、そ
れによる道路の防雪対策への影響の一例について報告
しました。発表後、解析期間をもう少し長くとること
はできないかとの質問がありましたが、今回の発表で
は、積雪深や降雪量の地域的な変動傾向を把握するこ
とを目的としており、解析対象地域の141地点に設置
されている気象庁 AMeDAS の観測期間を対象にした
ことを説明しました。

写真－３

浅野グループ長の発表

徳永主任研究員は、「冬期道路管理能力と道路交通」
のセッションにて「Weather and Friction Data
Collection for Winter Road Performance Evaluation」
と題して、沿道の気象変化や地域の違いによる冬期路
面状態（すべり抵抗値）の空間的・時間的出現傾向や冬
期道路交通特性等との関係について分析した主な結

写真－２

松下研究員の発表

浅野グループ長は、
「施策の展開と効果計測につい
て」のセッションにて、
「Research Programs for
Winter Road Maintenance in the Third MediumTerm Plan of the Public Works Research Institute of
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写真－４

徳永主任研究員の発表
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果、現場への導入可能性等の今後の取り組みについて

雨量データ、メソ数値モデルの風速、気温データを基

発表しました
（写真－４）。発表後、聴衆からは、日本

に視程を推定し判定している」こと「視界状況のラン

の日々の冬期路面管理における路面のすべり抵抗値の

クは既往調査で得られている視界不良時における被験

導入や年度別における計測装置のタイヤの違いによる

者の運転挙動（走行速度など）を参考とし５ランクに区

測定結果への影響等について質問がありました。当方

分している」ことを説明しました。

からは、我が国では、一般的に冬期路面管理の意思決
定や効果把握は担当者の主観や経験に基づいて行われ
ていること、また、路面すべり抵抗計測用のタイヤの
違いによって計測結果に若干の影響はあり得るが、冬
期間の気象条件の違いによる影響の方が強いと考えら
れることを説明しました。
切石研究員は、
「ドライバーの判断支援に向けた気
象情報提供」のセッションにて「Subjective and
Objective Assessment of Winter Driving
Environment」について発表しました（写真－５）。発
表の概要は、冬期の運転環境について客観的評価と主
観的評価を使用した分析を行い、冬期における走行環
境を運転挙動の変化、満足度の変化としてとらえるこ

写真－６

武知研究員の発表

とができたと報告するものでした。発表後、聴衆から
今後も同様の調査を継続していくのかといった質問が

４．おわりに

あり、今後行う場合には更にデータを充実させた分析
の実施を考えていると回答しました。

本会議では、どのセッションでも活発な議論が交わ
され、諸外国の研究者や技術者と意見交換できる大変
良い機会となりました。また、発表論文については
TRB のホームページ１）に掲載されております。なお、
次回は2016年にカナダ・オンタリオ州・トロント市で
開催される予定とのことです。
最後に、本会議への参加の機会を与えていただいた
ことについて、心から感謝致します。
参考文献
１）http://www.trb.org/Highways1/Blurbs/167060.

写真－５

切石研究員の発表

aspx

武知研究員は、
「ドライバーの判断支援に向けた気
象情報提供」のセッションにおいて「A Study on
Provision of Winter Road Snowstorm Information to
Road Users」と題して、北海道内における吹雪の視
界状況や道路利用者から直接投稿された道路の吹雪状
況をリアルタイムに道路利用者へ提供する取り組みと
その効果について報告しました
（写真－６）
。発表後、
聴衆からは、
「情報提供した視界状況の計測技術やラ
ンクの区分方法」について質疑があり、当方より「視
界状況は、気象庁から受信したレーダーアメダス解析
50
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