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費用対効果による冬期道路管理作業の意思決定
支援手法について
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寒地土木研究所では、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を開発する
ことを目標として、冬期の走行環境や旅行速度、冬期道路管理作業（除雪や凍結防止剤散布な
ど）の便益等を推定する技術の開発に取り組んでいる。本研究では、気象・交通条件データ等
を入力値とすることで、冬期の走行速度低下による経済損失、冬期道路管理作業実施時の経済
効果等を出力する手法を開発したので報告する。
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1. はじめに
積雪寒冷地域において、グランドデザイン2050の基本
戦略にあるコンパクト＋ネットワーク化の推進には、冬
期間の交通ネットワークの強化と機能確保が不可欠であ
る。また、札幌市市政世論調査結果1)において「除雪に
関すること」が第1位であるように、積雪寒冷地域にお
いては住民の冬期道路管理への要望が高い。冬期道路管
理費の増加が見込めない実情に鑑みると、今後の冬期交
通ネットワークの確保・強化および道路利用者の満足度
向上には、資源やストックの再配分、すなわち一律の冬
期道路の管理水準から道路の重要性やニーズに対応した
重点的な管理水準の設定を促進させる必要がある。
このような背景から、寒地土木研究所では費用対効果
の評価に基づき合理的な冬期道路管理手法を決定するた
めの手法の開発に取り組んでいる。本論文では、気象・
交通条件等を入力することで、路面凍結等による走行速
度低下に伴う経済損失、冬期道路管理作業の実施による
走行速度回復に伴う経済効果および推奨される作業内容
を出力する手法について報告する。

による道路有効幅員の増加による走行速度の改善から冬
期道路管理作業の経済効果を推定する。これにより、冬
期道路管理作業の費用対効果および推奨される作業内容
の推定を行う。
積雪や路面凍結、道路有効幅員減少による経済損失や
路面雪氷状態の改善による経済効果は、走行速度から算
出される単位距離あたりの旅行時間と、車両1台毎の単
位旅行時間当たりの価値を貨幣換算した値を用いて推定
する必要がある（図-1(3)）。また、前述のような経済損
失および経済効果を算出するためには、路面凍結等によ
る路面すべりやすさや平坦性の悪化、道路有効幅員減少
が発生した際に走行速度や任意区間の通過に要する時間
のばらつき（時間信頼性）のような冬期走行性がどの程
度低下するかを定量的に求める必要がある（図-1 (2)）。
加えて、走行速度を推定するためには路面のすべりやす
さや平坦性、道路有効幅員（冬期走行環境）が明らかで
ある必要があるため、これらの値を計測する（図-1
(1a)）、または気象や交通量データ等から推定する（図1 (1b)）技術が必要となる。本論文では、これらを推定
する手法を以下に示す。

2. 冬期道路管理作業の費用対効果推定手法の概要
図-1は本研究で開発する冬期道路管理作業の費用対効
果推定手法の概要を示す。本研究で提案する手法では、
路面凍結や積雪による路面平坦性の低下、路肩堆雪によ
る道路有効幅員の減少等に起因する走行速度の低下から
経済損失を推定する。併せて、除雪や凍結防止剤散布等
による路面のすべりやすさや平坦性の改善、運搬排雪等
図-1 冬期道路管理作業の費用対効果推定手法の概要
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レーザスキャナ

3. 冬期走行環境の把握手法の開発
(1) 冬期走行環境の計測手法
本研究では冬期走行環境を計測するために、図-2に示
すように車両に計測機器を搭載し、路面すべり抵抗値
（HFN；路面の滑りやすさを表す指標であり値が小さい
ほど路面が滑りやすいことを示す）、路面平坦性（IRI）
および道路有効幅員を計測する手法を開発した。車両前
部の車輪付近には加速度センサが搭載されており、走行
時に車両に生じる加速度を測定することでIRIを計測す
る。また、車両上部にはレーザスキャナが搭載されてお
り、車両左右の縁石や堆雪までの距離を測定することで
道路有効幅員を計測する。さらに、車両後部には連続路
面すべり抵抗測定装置が取り付けられており、車両進行
方向に対して数度傾けて取り付けられた測定輪に生じる
力を測定することでHFNを計測する2)。

加速度センサ

連続路面すべり抵抗測定装置

(2) 冬期走行環境の推定手法
本研究では冬期走行環境の推定手法として、機械学習
を用いて気象や道路構造、交通量等の要因から路面状態
などを推定する手法の検討を行った3)。本手法では、道
路構造や気象条件などを多層パーセプトロン（MLP）に
入力することで機械学習を行い、冬期走行環境を推定す
る学習済みモデルを生成した。モデルの学習、検証およ
び検定に用いる入力データとしては、推定対象日時から
24時間前までの札幌気象台における1時間毎気象計測値
（気温、降水量、風速、日照時間）、図-3に示す一般国
道231号 KP0～KP19における車線数、24時間交通量、交
差点からの距離、橋梁の有無および制限速度とHFN、
IRI、道路有効幅員および走行速度の実測値を使用した。
また、冬期走行環境の実測値は2017年度および2018年度
の冬期に当該区間で図-2に示す計測車両を用いて得られ
た値（計測回数12回、計測距離延べ460km）を使用した。
表-1は学習済みモデルを用いて路面状態等の推定を行
った時のHFN、IRI、道路有効幅員および走行速度推定
値の二乗平均平方誤差（RMSE）、推定値・実測値間の
決定係数および推定に用いたMLPの中間層ノード数・中
間層数をそれぞれ示す。HFN推定値は実測値と概ね一致
し、決定係数は0.660、RMSEは9.90となった。また、
HFN推定値の空間分布は図-4に示すように実測値と概ね
同様の傾向を示した。有効幅員推定値は実測値とある程
度一致し、決定係数は0.508、RMSEは0.74mであった。
一方で、IRI推定値は実測値の傾向を再現するに至らず、
決定係数は0.131、RMSEは0.74mm/mであった。IRIの推定
精度が低くなった理由としては、IRIの増大は路面の雪
氷層による凹凸の発生以外にも舗装自体の平坦性に大き
く左右され、このような非積雪路面でのIRIは気象や交
通条件等のみから推定することは困難であるためと推察
される。また、先述の入力条件から有効幅員を推定した
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図-2 冬期走行環境計測車両

KP19
片側 1 車線
KP15
片側 2 車線
KP11

片側 3 車線

KP0

図-3 冬期走行環境の計測および推定実施区間

図-4 路面すべり抵抗値の実測値および推定値（2018/1/12）
表-1 冬期走行環境推定時の決定係数、RMSE
MLP 中間層ノード数および中間層数
決定係数

RMSE

中間層
ノード数

中間層数

HFN

0.660

9.90

150

5

IRI

0.131

0.74

150

5

有効幅員

0.508

1.35

75

5

走行速度

0.474

4.92

150

5

場合の決定係数は0.508、RMSEは1.35mおよび走行速度
を 直 接 推 定 し た 場 合 の決定 係 数 は 0.474 、 RMSE は
4.92km/hであり、推定値は実測値とある程度一致した。
以上の結果より、気象や道路構造等を基に多層パーセ
プトロンを用いて学習済みモデルを生成することで、路
面のすべりやすさや有効幅員などを推定できる可能性が
あることが示唆された。一方で、本検証はごく限られた
路線長および期間を対象としたものであるため、今後は
他の路線や期間を対象として引き続き推定精度の検証を
行うことが必要である。

図-5 一般国道 231号における路面すべり抵抗値(HFN)と
走行速度の関係

4. 冬期走行性の推定手法の開発
本研究では、冬期走行環境から冬期走行性を推定する
ために、図-3に示す区間で積雪期に計測を実施すること
でHFN、IRIおよび道路有効幅員と走行速度の関係を明
らかにすることを試みた。計測は上記路線を対象に2017
年11月13日、2018年年1月12日、1月26日、2月6日、2月9
日、2月14日、2月16日、2月23日および3月5日の9回（い
ずれも平日）にわたり実施し、図-2に示す計測車両を用
いてHFN、IRI、道路有効幅員および走行速度を計測し
た。
図-5は計測区間におけるHFNと平均走行速度の関係を
車線数毎に示す。平均走行速度は路面すべり抵抗値の減
少に伴い低下する傾向にあり、本傾向は片側2車線区間
で明確に現れた。片側2車線区間では、路面凍結時（概
ねHFN20以下）における平均走行速度は42km/hとなり、
路面乾燥時（概ねHFN80以上）における平均走行速度と
比較して6km/h程度の低下が見られた。また、片側2車線
区間ではHFNの低下に伴い走行速度のばらつきが大きく
なる（時間信頼性が低下する）傾向が見られた。
図-6は計測区間におけるIRIと平均走行速度の関係を
車線数毎に示す。平均走行速度はIRIが大きくなるにつ
れ減少した。特に、片側2車線区間では無雪期（IRIは概
ね1mm/m程度）の平均走行速度は50km/hであるが、積雪
によりIRIが8mm/m程度まで増大した場合に平均走行速
度が35km/h未満になるなど路面平坦性が平均走行速度に
与える影響は顕著であった。また、片側2車線区間およ
び片側3車線区間ではIRIの増大に伴い走行速度のばらつ
きが大きくなった。
図-7 は計測区間における道路有効幅員と平均走行速度
の関係を車線数毎に示す。本計測期間中では道路有効幅
員と平均走行速度の間に明確な関係は見られなかった。
本計測の実施日には有効幅員減少による走行可能な車線
数の減少のような交通容量の著しい低下がほとんど発生
しなかったため、今後はより有効幅員が減少した条件下
での冬期走行環境データを収集する必要がある。
以上の結果より、冬期走行環境（路面すべりやすさお
よび路面平坦性）から走行速度や時間信頼性を推定でき

図-6 一般国道 231号における路面平坦性(IRI)と走行速度の関係

図-7 一般国道 231 号における道路有効幅員と走行速度の関係

る可能性が示された。今後は冬期走行環境が悪化しやす
い条件下で走行速度や時間信頼性と冬期走行環境の関係
を調査し、堆雪による道路有効幅員の著しい現象が走行
速度等に与える影響などを明らかにすることで冬期走行
性の推定精度向上を目指す。

5. 経済損失および経済効果の推定手法の開発
本研究では、4.で推定された走行速度を用いて、積雪
等が発生した際の走行速度低下に伴う経済損失および除
雪・凍結防止剤散布等作業による走行速度改善に伴う経
済効果を推定する。任意の長さL (km)の区間における走
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行速度低下に伴う1日当たり経済損失Mloss(円/日)は以下の
式で求められる。
𝐿

𝐿

𝑉

𝑉𝑠

𝑀𝑙𝑜𝑠𝑠 = −( − )𝑀Q

(1)

ここに、V：非積雪時の走行速度(km/h)、Vs：積雪等発生
時の走行速度(km/h)、M：車種別時間原単位(円/時・台)
およびQ：日交通量(台/日)である。同様に、任意の長さ
L (km)の区間における走行速度改善に伴う1日当たり経済
効果Mgain(円/日)は以下の式で求められる。
𝐿

𝐿

𝑉𝑟

𝑉𝑠

𝑀𝑔𝑎𝑖𝑛 = −( − )𝑀Q

(2)

ここに、Vr：除雪・凍結防止剤散布等の作業実施後の走
行速度(km/h)である。経済損失および経済効果の算出に
用いる車種別時間原単位は費用便益分析マニュアル4)を
基に、乗用車：2376円/時・台、バス：21958円/時・台、
乗用車類：2709円/時・台、小型貨物車：3027円/時・台
および普通貨物車：4077円/時・台とした。
以上の方法を組み合わせると、気象データ予測値や交
通量データ、冬期走行環境実測値等を入力値とすること
で、冬期走行性を推定し天候悪化時などの走行速度低下
に伴う経済損失額を求めることが可能となる。また、冬
期道路管理作業による路面すべりやすさや路面平坦性、
道路有効幅員の改善目標値を入力値とすることで、作業
実施時の走行速度改善による経済効果額を推定すること
ができる。さらに、本手法と冬期路面改善シミュレータ
(WiRIS)5)等を組み合わせることで、適切な作業内容を出
力することが可能となる。

冬期走行環境（路面すべりやすさ、路面平坦性および道
路有効幅員）を計測・予測する手法を開発した。併せて、
冬期走行環境から冬期走行性（車両の平均走行速度など）
を推定する手法および冬期走行性の変化から積雪等に伴
う経済損失・冬期道路管理作業の実施に伴う経済効果を
推定する手法を開発し、冬期道路改善シミュレータ
(WiRIS)と組み合わせて適切な作業内容を提案する手法
を開発した。
今後は本研究で開発した冬期走行環境の予測・計測手
法、冬期走行性の推定手法および経済損失・経済効果の
推定手法を統合し、道路事務所等の現場で容易に使用可
能なツールを開発することを試みる。併せて、深層学習
による画像分析を用いて、冬期道路の画像を撮影するだ
けで路面のすべりやすさ等を計測する手法のような、冬
期走行環境をより安価・簡単に計測する方法を開発する。
これにより冬期道路管理作業の経済効果推定等に必要な
冬期走行環境データを容易に収集する手法の実用化を目
指す。
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