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冬期路面改善シミュレータ WIRIS（ウィリス）について
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１．はじめに

徳永 ロベルト

高橋 尚人

石田 樹

２．冬期路面改善シミュレータ WIRIS（ウィリス）

冬期道路管理では、路面すべり摩擦係数
（μ）の改善
を目的に凍結路面に対して凍結防止剤散布（事後散布）

２．１

概要

図－1に WIRIS の画面を示す。WIRIS は同図左の

を実施している。凍結防止剤散布は冬期道路の安全性

入力画面と同図右の出力画面に分けられる。入力画面

確保に欠くことができない対策であり、道路予算の縮

には、
「Ⅰ．計算条件」と「Ⅱ．管理水準」があり、全

減や顕在化しつつある橋梁の塩害問題等を背景に、そ

ての項目の入力は必須である。入力の結果は、出力画

の効率化は益々重要となっている。

面の「Ⅲ．計算結果」および「Ⅳ．推奨対策」に反映

事後散布作業を効率的・効果的に実施するための資
1）

料として冬期路面管理マニュアル
（案） や除雪・防雪
2）

ハンドブック がある。冬期路面管理マニュアル
（案）
には、
「散布は気温と雪氷量を総合的に判断し、状況

される。また、推奨対策の横には検討事項の欄を設け
ており、さらに検討が必要な事項を表示する。
WIRIS は Microsoft Office Excel で作られており、
EXCEL 2000以降の後継版で作動する。

にあわせて効果的な散布に心掛ける必要がある」と前
置きした上で、気温－8℃程度を境に、それ以上では
塩化ナトリウムの散布を、それ以下では防滑材の散布

２．２

入力情報

表－1は入力画面の項目一覧である。各項目の詳細

を推奨している。散布量について、冬期路面管理マニ

を以下に記載する。

ュアル
（案）
には参考値として薄い圧雪や氷板路面には

a．路面状態

2

2

1）

30g/m 、氷膜路面には15g/m と記載されている 。ま

WIRIS は、「凍結」と「圧雪」の路面状態を対象と

た、除雪・防雪ハンドブックには路面水分の凍結防止

する。乾燥や湿潤路面への凍結防止剤の事前散布は考

2

を目的とする場合は標準散布量として20 ～ 40g/m と
2）

慮されない。留意点として、WIRIS の操作時点の路

記載されている 。それでもなお、路面雪氷状態が気

面が湿潤状態であっても、対策を実施する時点での路

象、舗装の種類、交通などの影響を受けて多様に変化

面温度が氷点下と予想されているのであれば「凍結」

するため、散布作業を適切に判断・実行することは依

を選択する。同様に降雪が予測されるのであれば、
「圧

然として容易でない。

雪」を選択する。

これまでに筆者らは、気象条件、交通条件、路面状
態および舗装条件を考慮して凍結防止剤の事後散布後
の μ を推定する手法（路面すべり推定法）を構築してき
3）

b．路面温度
対象とする路面温度を入力する。
c．路面雪氷厚

た 。また、路面すべり推定法を基に、適切な冬期路

対象とする路面雪氷厚を入力する。SMA 舗装およ

面管理作業を推奨する冬期路面改善シミュレータ : ウ

び排水性舗装は水分が舗装内部で貯留・浸透するため、

ィリス
（Winter Road Surface Improvement Simulator：

その雪氷厚は同じ水分供給量であっても密粒度舗装に

4）

WIRIS）
を開発している 。
本論文では WIRIS を紹介し、WIRIS による計算結
果から氷膜・氷板
（以下、凍結と総称）路面と圧雪路面

比べて薄いことに留意されたい。
d．凍結防止剤の散布量
任意の散布量を設定可能であるが、散布実態に即し

への凍結防止剤の事後散布について考察する。また、

て、1章に記載したように20 ～ 40g/m2程度を設定する

WIRIS の使用に関する留意点をとりまとめた。

ことを推奨する。
e．交通量
対象とする区域を「都市部」、
「郊外部」、または「山
間部」から選択する。これらの区域の交通量は1000、
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図 -1

冬期路面改善シミュレータ WIRIS

表 -1

入力項目の一覧

100および10台 /h にそれぞれ設定される。対象とす
る路線の交通量については道路交通センサス等を参考
にされたい。
f．舗装の種類
対象とする舗装を「密粒度舗装」
、
「SMA 舗装」
、ま
たは「排水性舗装」から選択する。
g．μ 水準
対象とする μ の水準（μsta）
を
「低 μ 管理」、
「中 μ 管理」、
または「高 μ 管理」から選択する。低 μ 管理から順に
μsta は0.15、0.25、または0.35にそれぞれ設定される。な
お、μsta = 0.15および0.35は氷結路面と湿潤路面におけ
る制動停止距離
（設計速度50km/h）に必要な数値とし
て、道路構造令5）に定められている。参考までに、フィ
ンランドでは、μ < 0.20を凍結状態として滑り易い路
面、μ ≥ 0.30を乾燥・湿潤状態として滑り難い路面と
6）

定義されている 。

２．３

出力情報

２．３．１

対策の要否

ここでは、除雪作業と散布作業の要否を示す。まず、

h．除雪水準
対象とする除雪水準を「5cm」
「
、10cm」
、
または「15cm」

除雪作業に関して、管理水準として設定した除雪水準

から選択する。一例として、北海道の国道における新

から換算した路面雪氷厚（Hi-sta）と計算条件として入力

雪除雪の出動水準は、累計降雪量5 ～ 10cm を目安と

Hi-1 ≤ Hi-sta の場合に「除
した路面雪氷厚（Hi-1）を比較し、

7）

して定められている 。

雪不要」、逆に Hi-1 > Hi-sta の場合に「要除雪」と表示
される。また、散布作業に関して、散布前の μ（μ1）と

20
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(a）区域・交通量

図 -2

推奨対策の判別フロー

μ 水準
（μsta）を比較し、μ1 > μsta の場合に「散布不要」、
μ1 ≤ μsta の場合に「要散布」と表示される。
２．３．２

凍結防止剤散布後

路面すべり推定法3）に従い、散布後の路面雪氷厚と
μ を表示する。
２．３．３

(b）μ水準

推奨対策

推奨対策は、図－2のフローに従って「除雪」
、
「凍結

図 -3

凍結路面における必要凍結防止剤散布量

防止剤散布」
、
「防滑材散布」
、または「監視」から判別
される。

（b）は μ 水準が必要凍結防止剤散布量に及
について、

以下に路面状態の中で「凍結」を選択した場合の判
別について述べる。WIRIS の出力結果より、μ の水準
値
（μsta）≤ 散布前の μ（μ1）の場合は「監視」が選択さ

ぼす影響について、それぞれ示す。これら計算条件は
同図に示されるとおりである。
（a）
まず、同図
に着目する。いずれの区域においても、

れる。μsta > μ1の場合は、μsta まで改善させるために必

路面温度が低下すると融氷量が減少するため必要凍結

要な凍結防止剤散布量
（以下、必要凍結防止剤散布量

防止剤散布量は必然的に増大する。また、同じ路面温

（Ms-min）
）と計算条件として設定した凍結防止剤散布量

度であっても山間部、郊外部、都市部の順で（交通量

（Mss-in）を比較し、Ms-min < Mss-in の場合は「凍結防止剤

が多くなるほど）必要凍結防止剤散布量は大きくなる。

散布」が表示される。また、検討事項欄には「凍結防

これは交通量が大きいほど車両による凍結防止剤の飛

止剤散布量の削減」と表示され、さらに Ms-min も表示

散が顕著になるためである。

される。Ms-min ≥ Ms の場合は「防滑材散布」が表示され、

次に、同図（b）の μ 水準について述べる。本計算条

検討事項欄には「凍結防止剤散布量の増加」と表示さ

件の路面雪氷厚 = 0.4mm に対して散布前の μ = 0.18

れる。

であるため、低 μ 管理（ μ 水準 = 0.15）では路面温度
に関係なく散布は必要としない。中 μ 管理と高 μ 管理

３．計算結果に関する考察

を比較すると、高 μ 管理（ μ 水準 = 0.35）の必要凍結
防止剤散布量は中 μ 管理（ μ 水準 = 0.25）のそれに比較

本章では、一例であるが WIRIS の計算結果につい

g/m2と設定した場合、散布後の μ > μ 水準を満たす

て考察する。
図－3は凍結路面での WIRIS の計算結果であり、
（a）
は区域・交通量が必要凍結防止剤散布量に及ぼす影響
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路面温度は、中 μ 管理では－10.9℃以上、高 μ 管理で
は－2.2℃以上となる。
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３．２

圧雪路面

圧雪路面における必要凍結防止剤散布量と推奨対策
に関する計算の条件および結果を図－4に示す。同図
（a）
（b）
は高 μ 管理の結果であり、
は中 μ 管理の結果で
ある。
（a）
同図
の高 μ 管理をみると、推奨対策は、路面雪氷
厚 < 1.7mm では μ 水準（= 0.35）< 散布前の μ より大
きいことから「監視」となる。1.7 ≤ 路面雪氷厚 < 2.1
mm では、μ 水準 > 散布前の μ より小さく、かつ必要
凍結防止剤散布量 < 凍結防止剤散布量より「凍結防止
剤散布」となる。本計算条件の除雪水準 = 10cm を路
面雪氷厚に換算すると5.1mm となるため、2.1 ≤ 路面
雪氷厚 < 5.1mm では「防滑材散布」が表記され、路
面雪氷厚 ≥ 5.1mm では「除雪」が選択される。同図

(a）高μ管理（μ = 0.35）

より必要凍結防止剤散布量は散布前の路面雪氷厚の増
大とともに線形的に増加することが知れる。ここで、
圧雪路面への散布について考察する。同図において、
「防滑材散布」を「凍結防止剤散布」で代替しようと
すると必要凍結防止剤散布量は最大222g/m2となり、
実際の散布量と比較して過剰で現実的でない。代替策
として、除雪水準を5cm に下げることで、必要凍結防
止剤散布量は最大55g/m2まで低下させることができ
る。この他に後述するように μ 水準を下げると散布は
不要になる。
同図（b）の中 μ 管理について述べる。路面雪氷厚 <
5.1mm では「監視」となり、
それ以上で「除雪」となる。
気温－8℃かつ中 μ 管理
（ μsta = 0.25）では「凍結防止
剤散布」および「防滑材散布」の選択は無くなる。
(b）中μ管理（μ = 0.25）
４．WIRIS の使用に際して

図 -4

圧雪路面における必要凍結防止剤散布量およ
び推奨対策に関する検討

以下に WIRIS の活用方法、適用範囲および留意点
について述べる。

ࠐWIRIS ࡢά⏝

ࠐᚑ᮶

ሗ

ሗ

４．１

活用方法

ኳẼணሗ
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図－5に示すように、冬期道路管理に WIRIS を活用
することにより、従来までのパトロールや CCTV カメ
ラによる主観的な判断に加えて、WIRIS によって得

ุ᩿

ุ᩿
┠どࡸ⤒㦂

られる客観的な情報を基に維持管理作業内容を決定す
る事が可能になる。また、散布車のオペレータの熟練
度や主観に関係なく、誰であっても同じ作業になるよ
うな統一的な維持管理作業の実施が促進される。これ
により、過剰散布や過少散布が減り、確実な冬期交通
の安全性の確保と冬期道路管理費用の削減が期待でき
る。
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冬期道路管理への WIRIS の活用イメージ
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４．２

2） 社団法人日本建設機械化協会：2005除雪・防雪ハ

適用範囲

WIRIS の使用に当たっては、以下の適用条件に注
意されたい。

ンドブック（除雪編）、pp. 192-216、2004．
3） 藤本明宏、佐藤賢治、田中俊輔、徳永ロベルト、

・SMA 舗装と排水性舗装について
路面すべり推定法は舗装のテクスチャや排水性能の

高橋尚人、石田樹：舗装種別および通過車両を考
慮した凍結防止剤事後散布後の路面すべり推定手

経年劣化を考慮できていない。現時点の WIRIS は新

法の構築と検証、寒地土木研究所月報、No. 753、

設の SMA 舗装および排水性舗装を対象とする。

2016（掲載決定）．

・交通条件について

4） 藤本明宏、田中俊輔、徳永ロベルト、高橋尚人、

通過車両は、路面上から凍結防止剤を飛散させ、凍

石田樹：客観的・統一的な冬期路面管理を促進さ

結防止剤の融氷効果を低下させる。この影響は、通過

せる冬期路面改善シミュレータ WIRIS の開発、寒

台数が多く、輪荷重が大きく、走行速度が高いほど顕

地技術論文・報告集、Vol. 31、pp. 100-105、2015．

著になると考えられる。現時点の WIRIS は通過台数の

5） 日本道路協会：道路構造令の解説と運用、pp. 384-

増減を考慮しているものの、輪荷重は普通乗用車のみ
を、走行速度は40km/h のみを、それぞれ対象とする。

385、2004．
6） SNOW AND ICE DATABOOK-2010 Edition、
PIARC Technical Committee B5 Winter Service、

４．３

留意点とお願い

WIRIS は依然として開発段階にあり、現場の声に
応えるべく、機能の追加、インターフェースの改良、

p. 70、2010.
7） 国土交通省北海道開発局：道路の維持管理計画
（案）、p. 7、2014．

入力条件の見直し等、実用性を高めていかなければな
らない。この理由により、現在は限定的に北海道開発
局の道路管理者に配布し試行していただいているとこ
ろであるが、将来的には他の道路管理者の方々にも広
くご活用をお願いしたい所存である。開発段階である
事をご理解の上、WIRIS を使用してみたい方は、ま
ずは寒地交通チーム（011-841-1738）にご一報ください
ますと幸甚である。また、WIRIS を使用した際には、
問題、障害、感想など、忌憚のなくフィードバックし
ていただければ大変幸いである。
５．おわりに
本研究では、客観的・統一的な冬期路面管理を推進
させるために、凍結防止剤散布後の路面すべり摩擦係
数 μ の推定法を基に構築した冬期路面改善シミュレー
タ WIRIS を紹介するとともに、計算結果より必要な
凍結防止剤散布量を踏まえて推奨対策について検証し
た。
また、
WIRIS の使用に関する留意点をとりまとめた。
今後は、WIRIS の改良に努めるとともに、より有効
活用に関して道路管理者と協議し、今まで以上に合理
的かつ客観的な冬期道路管理方法の提案を行いたい。
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