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スウェーデンの冬期道路マネジメント・モデル「ウインター・モデル」について（その１）
文献名「ウインター・モデル－冬期道路マネジメント・システム－」

寒地交通チーム

はじめに

　ここに紹介するスウェーデンの「ウインター・モデ
ル」は、冬期道路管理（特に路面管理）に関するマネジ
メント・モデルであり、交通機能や交通安全などの道
路利用者へ直接影響する項目以外に経済や環境への影
響も含め、貨幣価値へ換算して総合的に最適化すると
いう視点で、冬期道路管理を評価しようとするもので
ある。
　公共事業を実施する際には、その事業の効果を社会
経済への影響を含めて総合的に評価することが求めら
れている。我が国の道路事業においても、費用便益分
析などの事業評価、環境影響評価および政策評価の一
環として道路行政マネジメントが実施されている。
　これは、改築事業ばかりでなく維持管理部門におい
ても、その社会経済に及ぼす影響の大きさから考えて、
その事業効果を計測、評価し、その事業についてマネ

ジメントを行うことが必要であると考えられる。
　本稿は、この「ウインター・モデル」について、
2006年３月イタリアのトリノで開催された第12回
PIARC 冬期道路トリノ大会での発表論文を著者の了
解を得て翻訳し、紹介するものである。
　トリノ大会で発表された「ウインター・モデル」に
関する論文は、この「ウインター・モデル」全体を紹
介した「ウインター・モデル　－冬期道路マネジメント・
システム－」、「ウインター・モデル」の中に包含され
るサブ・モデルを紹介した「冬期道路コンディション・
モデル」、同じく「冬期交通事故率の変動」および「ス
ウェーデンのウインター・モデルの環境サブ・モデル
－現状データからモデル化したシナリオへ－」の計４
編である。この４編について、号を別にして掲載する
ことにする。
　なお、翻訳は筆者が行っているので、浅学なため誤
訳等の可能性もあることをお含み置き頂きたい。

概要

　雪氷路面は道路利用者にとって懸案である。主たる
問題は、交通事故危険性の増加と交通機能の低下であ
る。問題の解消、あるいは削減のため道路管理者は様々
な道路維持作業を行なう。道路維持作業は道路利用者
にとっては有利だが、道路管理コストや環境影響を内
包している。道路維持作業を最適化するためにマネジ
メント・システムを適用すべきである。
　ウインター・モデル・プロジェクトは、スウェーデ
ンにおける冬期道路管理の戦略と実行について、その

効果の重要性と金銭価値の面から評価するためのモデ
ルとなる。冬期道路管理の効果は、道路利用者、道路
管理者および環境の面から評価される。道路利用者の
側面からは、主に効果は交通機能（走行速度と交通流）
と安全性に着眼している。路面状況と交通現象を同時
に計測することにより、走行速度と道路条件の関係が
導き出された。
　乾燥した露出路面に比べ、特定の７種類の路面（湿り、
湿潤、氷または雪等）では、速度低下が一般的に大きい。
その低下率は20% にのぼる。しかし、交通流との関
係は築くことができなかった。冬期事故率（100万台・

文献

ウインター・モデル

－冬期道路マネジメント・システム－

カール－グスタフ・ウォールマン
スウェーデン道路交通研究所（VTI）
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キロ当たり事故件数）は、ブラック・アイスにおいて
は乾燥路面の16倍となる。雪氷路面では事故率はその
路面状態の継続時間と指数関数的関係がある。それは
より短い期間であればあるほど、事故率が高くなると
いうものである。

キーワード
冬期道路管理、効果、事故危険度、交通機能

１．背景

　道路利用者にとって道路、街路、歩道および自転車
道における雪氷路面は毎年懸案である。主たる問題は、
交通事故危険性の増加と交通機能の低下である。問題
の解消、あるいは削減のため道路管理者は除雪や滑り
対策などの様々な道路維持作業を行なう。
　維持作業は道路利用者にとっては有利だが、道路管
理コストや環境影響を内包している。維持作業を最適
化するため（または、少なくとも十分に良いものにす
るため）にマネジメント・システムを適用すべきであ
る。
　高速道路と街路に関する事業計画では、計画および
建設コスト、さらに交通需要、旅行速度および事故危
険度などの変化を含んだ、様々な影響を見積もるモデ
ルを古くから適用してきた。
　予算制約の中で、道路の維持管理分野は極めて軽視
されている。これは冬期道路維持管理ばかりの課題で
はない。
　スウェーデンの国道の冬期道路管理は、2001-2002
年の冬までは「ドリフト96」という仕様書（それ以前は
「ドリフト94」（英語版では「オペレーション94」））、現
在は「ヴィンター 2003」という仕様書により管理され
ている。この仕様書には、車道、路肩およびバス停な
どにおける、一般的な降雪、滑りおよび他の状態に関
して、厳格な機能的要求事項が記述されている。
　この規定で不足していることは、非常に限られた範
囲では道路利用者と環境への影響を説明することがで
きるが、道路管理者のコスト（少なくとも直接費用）し
か評価することができないことである。この規定は、
経験によって道路利用者と環境への影響評価に基づき
確立されていることは疑いのないことであるが、冬期
道路管理は他の公的活動と比較されて財政措置がなさ
れるので、その目的や社会経済的な議論を踏んで動機
付けられるべきである。さらに、道路維持事業は、実

績に基づいた効力評価をさらに重要視しながら、道路
利用者のための条件を改善するために実施される。
　スウェーデン道路庁（SRA）とスウェーデン改革庁
（VINNOVA）の共同で予算措置されたウインター・モ
デル・プロジェクトは、VTI と Klimator AB（グーテ
ンブルグ大学の知的企業）の提携で実施されている。
このプロジェクトは、冬期道路管理の戦略と実行につ
いて、その効果の重要性と金銭価値の面から評価する
ためのモデルとなる。冬期道路管理の効果は、道路利
用者、道路管理者および環境の面から評価される。

２．ウインター・モデルの構造

　モデルの構造は図－１のとおりである。気象、交通
状況、維持作業および道路状態間の関係を図示してい
る。

図－１　ウインター・モデルのフローチャート

　ウインター・モデルは道路の状態、つまり、効果、
貨幣価値および適正化を評価するためのサブ・モデル
で構成されている。これは、全てのサブ・モデルにお
いて共通のキーとなる観点である。これらのサブ・モ
デルのいくつかは適切な変数と効果の関係が知られて
いるが、根気強い検討が行われているにもかかわらず、
多くの領域で未だ多くの知見が必要な状況にある。
　モデルにおいて、冬期の気象は、一冬を通して道路
天気情報システム（RWIS）と時間毎に収集される他の
データによって特定される。それらのデータは実際の
気象データが得られるが、いくつかは平年値から推定
されている。その後、道路状態は、それまでの道路状
態、気象、維持作業および交通を考慮しつつ、毎時間
計算される。続いて、道路利用者、道路管理者及び環境
への影響が、対応するモデルによって評価、換算される。
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　本大会ではそれぞれ異なるモデルを扱う４つの論文
が発表される。本論文では、交通機能モデルと交通事
故危険度に関する基本的なモデルについて取り扱う。
その他の論文では、道路状態に関する基礎的なモデル、
交通事故危険度に関する発展的モデル、そして環境モ
デルについて発表する。

３．定義と解説

　道路交通機能は、次により表される。
　・１時間あたりの平均速度（㎞ /h）
　・交通流（時間交通量）
　国内における冬期間の長さの違いにより、スウェー
デンは気象の上で通常南部、中央部、下北部、上北部
の４地域に分けられる（図－２）。

図－２　スウェーデンにおける気象分類による地域分類

　アクセス・モデルにおいては道路状態を以下の18種
に分類する。
　・乾燥、湿り（moist）または湿潤で舗装露出状態（こ
れらは道路の中央部に雪氷が残っている状態も含
む）

　・一時的な状態：白露（hoarfrost）（HF））またはブラ
ック・アイス（BI）

　・定常状態：固い圧雪（hard-packed snow）（HP）
または厚氷（thick ice）（THI）

　・可変状態：緩い圧雪（loose snow）（LS））またはシ
ャーベット（slush） （SL）

　・轍状態：轍部が舗装露出の状態 R（B）（轍の外が

定常状態のもの、轍の外が可変状態のもの、轍の
外が可変またはその他混在した状態のものの３パ
ターン）

　・轍状態：轍部がブラック・アイスの状態（上記と
同じ３パターン）

　轍状態は雪氷の層がすり減り、走行軌跡部の舗装面
が見える状態であるとしているため、轍部は舗装露出
状態かブラック・アイス状態のみになる。
　事故率（事故危険度とも呼ぶ）は100万台キロ当たり
の事故数として表現される。動物との衝突事故を除き、
警察から報告される交通事故データを用いる。事故率
は、警察からの報告により、次にあげる５つの路面分
類毎に識別される。
　・乾燥（舗装露出状態）
　・湿り、または湿潤における舗装露出状態
　・固い圧雪または厚氷
　・ブラック・アイス、または白霜
　・緩い圧雪またはシャーベット
　雪氷路面状態の継続時間は冬期間の走行台キロに大
きく関係する。
　維持作業水準は、A1－ A4および B1－ B2の６分類
に規定される。滑り対策として、Aレベルの道路ネ
ットワークは薬剤散布が行われる。一方、原則として、
Bレベルのネットワークは散布されない。A1は薬剤
が散布される道路の最高水準の道路で、B1は薬剤が
散布されない道路の最高水準の道路である。

４．交通機能モデル

　このモデルは、気象、交通、維持作業、道路状態、
走行速度および交通流の関係を表す。

４．１．データ収集

　雪氷路面の走行速度や交通流への影響は、主に雪氷
状態が変化するとともにその継続時間が短いため、あ
まり良く理解されていない。影響評価を達成するため
には、道路と気象状態に関する詳細な観測が必要であ
る。
　走行速度や交通流は時間平均値として記録された。
路面状態によらず測定精度を確保するため、車両感知
器は誘導ループセンサーを持っていた。乗用車、トレ
ーラー以外の大型車、トレーラーの３車種分類であっ
た。
　気象データはＲＷＩＳから得られ、若干の処理がな
された。気温、路温、降水量、風向および風力、なら
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びに晴れ、降雨、降雪、吹雪、そして氷晶雨（フリー
ジング・レイン）や霜による滑り危険度などのデータ
が１時間毎に収集された。
　道路状態は、１日２回から最大１時間に１回までの
範囲で、目視によって観測された。道路の状態は“可
変”もしくは“安定”として定義された。“可変”状
態とは、降雨があるとき、もしくは、湿潤、湿りまた
は緩い圧雪、シャーベット、白露またはブラック・ア
イスの時である。このような状況の中、観測は午後６
時から午前８時までの毎時間行われた。“安定”状態
とは、天候は晴れで乾燥路面、または、固い圧雪や厚
氷の状態の時であり、この場合は１日に２度の観測が
必要であるとした。
　データ収集は、南部を除いた他の全ての気象分類地
域における11箇所において行われた。道路幅員は6～
9.5m（20 ～ 31フィート）であった。ＡＡＤＴは1000台
から3300台の間であった。６箇所は薬剤が散布された
道路で、５箇所は薬剤が散布されない道路であった。
原則として、それぞれ２シーズン観測された。

４．２．データ処理および分析

　データベースに交通、気象およびその他の観測地を
蓄積するため、特別仕様のデータベース・マネージャ
が開発された。
　通常の回帰分析に替わって、新しい評価方法が開発
された。基本的概念は、気象と路面状態の整合が取れ
ない時間のみ対のデータを組み合わせるというものだ
った。乾燥路面では、一対のデータはある等しい交通
条件（速度水準および交通量）に近づいて行くはずであ
る。結局、日変動、週変動、季節変動が考慮に入れら
れた。
　要約すると、この統計分析は、すべての対データか
らの回帰分析結果と一致し、また、乾燥路面における
走行速度および交通流との違いを関連づけした。この
統計的手法はWlklundの文献の中で公表されている。

４．３．結果

　分析の結果、雪氷路面上では著しい速度低下を示し、
また、上記で定義された雪氷路面毎に違った速度低下
を示す。一般に、湿りまたは湿潤路面では雪氷路面よ
りも速度低下が少ない。交通流の変化を考慮すると、
道路条件との関係を確立することはできなかった。
　速度低下の結果を表－１、表－２に示す。信頼性と
一貫性をより確実にするため、全観測点からのデータ
が集計され一般化される。表－１では、速度低下は気

象地域分類と関係があることを示し、表－２では、速
度低下は道路幅員（２分類）に関係があることを示して
いる。したがって、これらの結果はそれぞれの仮定の
下で用いられるだろう。
　速度低下は、乾燥路面上の速度との百分比で表現さ
れる。表中の PCは乗用車、TNTはトレーラー以外
の大型車、TWTはトレーラーである。

表－１　乾燥路面に対する路面分類別・気象地域分類

　　　　別の走行速度低下率（％）

表－２　乾燥路面に対する路面分類別・道路幅員別の

　　　　走行速度低下率（％）

５．交通事故危険度モデル

　交通事故危険度モデルの根本的仮説は、冬期状態が
一般的に共通な状態になればなるほど、運転者はその
状態に順応するため、事故危険度は前述の雪氷分類別
や気象地域分類別に異なるというものである。続く仮
説は、冬期期間を通して雪氷路面状態の期間が短けれ
ば短いほど、危険度は高くなるというものである。
　特定の道路網の特定の雪氷路面における事故率を推
定するためには、対象道路における雪氷路面状態での
事故件数と車両走行台キロという２つのデータが必要
である。車両走行台キロのデータを収集するには、雪
氷路面状態の期間がしばしば極めて短くなることと、
一冬を通して道路網における綿密な観測を必要とする
ことという大きな問題がある。

５．１．データ収集

　スウェーデン道路庁は、1993/94から1996/97の４シ

PC TWN TWT PC TWN TWT PC TWN TWT
Moist 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Wet 2 2 2 2 2 2 2 3 3

BI/HF 10 9 8 8 7 6 6 5 4
PS/THI 20 19 15 16 15 7 9 8 5
LS/SL 17 16 9 14 13 6 11 11 5
R(B) 8 8 6 6 6 5 5 5 4
R(BI) 12 11 10 10 8 7 7 5 4

Central Sweden Lower northern Upper northern

PC TWN TWT PC TWN TWT
Moist 2 2 2 1 1 1

Wet 3 3 3 2 2 2

HF/BI 8 7 7 7 6 6

PS/THI 19 18 15 15 14 10

LS/SL 16 15 11 13 12 7

R(B) 7 6 6 6 5 5

R(BI) 10 8 8 9 7 7

Width 6-7.9m
(20-26ft)

Width 8-9.5m
(26-31ft)
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ーズン、スウェーデン全土の道路状態を観測した。調
査目的は、冬期道路維持管理業者の業績検査であった。
国道網の約2,000箇所で、１箇所につき週１回程度の
頻度で観測された。それらのデータから、4シーズン
における道路状態の分布を推定することが可能であっ
た。この道路状態データは道路網により集計され、４
つの気象ゾーンおよび維持作業基準レベル別に分類さ
れた。最後に、それぞれの道路状態での車両走行台キ
ロが推定できた。
　警察によって報告された４シーズンに亘る交通事故
データを使用して、道路状態別に分類した。それらの
交通事故は道路状態と同様に道路網にも対応してい
る。

５．２．結果

　事故率の平均値は、前述の仮説で述べたように、雪
氷路面分類別、気象地域分類別に異なる。しかし、気
象地域分類別の差は、乾燥路面でも発生している。こ
れは、警察の報告の範囲が気象地域分類別に異なるた
めだろうと思われる。つまり、例えば、スウェーデン
上北部はとても人口密度が低いため警察が遠距離で発
生した小規模の事故の報告のために長距離を移動しな
くてはならないという障害があると思われるからであ
る。
　例として、スウェーデン中部における、薬剤が散布
されている道路網と散布されていない道路網における
事故率を図－３に示す。
　雪氷路面上の事故率は、薬剤が散布された道路網よ
り非常に高く、さらに乾燥路面上の事故率よりさらに
高い。例えば、ブラック・アイスは薬剤散布道路より
１６倍危険であるが、非散布道路よりは“たったの”
６倍の危険度である。
　興味のある点は、それぞれの雪氷路面において事故
率は一定であるのか、または、路面状態に継続時間に
より事故率が変化するのかである。
　この仮説を検証するため、前述のデータを利用する
ことができた。結果、警察から報告された事故率と路
面状態の継続時間との関係は、異なる３種類の雪氷路
面毎に指数関数的な関係を示した。
　相対継続時間とは、冬期間の総走行台キロに対する
ある雪氷路面における車両走行台キロの割合である。
0.01という値はほぼ２日間に当たる。
　仮に、事故率の関数が乾燥路面における事故率と一
定の関係にあるとすれば、この関係は全ての気象地域
に当てはまる。図－５は、その相対事故率を示す。こ

れはスウェーデン全土に当てはまる。
　なお、本大会において本論文の他に事故に関する研
究が３論文発表される。
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図－３　薬剤が散布されている道路とされていない道

　　　　路における事故率の平均値（100万台キロ当た

　　　　りの事故件数）

図－４　３種類の雪氷路面相対継続時間の関数として

　　　　の事故率（百万台キロ当たり事故件数）（薬剤

　　　　散布道路および非散布道路）

図－５　３種類の雪氷路面相対継続時間の関数として

　　　　の相対事故率（乾燥路面の事故率に対する比

　　　　率）（薬剤散布道路および非散布道路）
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　さまざまな路面状態における事故率が、初冬期およ
び終冬期において分析され厳冬期と比較された。また、
さまざまな路面状態における車両単独事故、正面衝突
事故、追突事故が、これら３つの事故類型における単
位事故件数当たりの死者数、重傷者数、軽傷者数の平
均値とともに分析された。

６．謝辞

　ウインター・モデルの開発は、スウェーデン道路庁
（SRA）およびスウェーデン改革庁（VINNOVA）から
共同で予算措置されている。

おわりに

　道路事業の事業評価は、「１．背景」に書かれている
スウェーデンの状況と同様に、我が国においても改築
事業を中心に実施されてきた。一方、最近、我が国に
おいては交通安全事業などの事業において業績評価を
実施するなどの道路行政マネジメントにも取り組んで
いるところである。今後道路の維持管理についても一
つの事業として業績評価を実施することは重要である
と考えられる。その際、ここに紹介した「ウインター・
モデル」の概念は一つの先進事例として大いに参考に
なるものと思われる。
　特に、我が国においてはスパイクタイヤ使用を禁止
しているため、冬期路面管理は雪寒事業の中で大変重
要な役割を担っており、その中でも凍結防止剤等の散
布は必要不可欠で主要な工種となっている。しかし、
古くから凍結防止剤を散布している欧米では環境への
影響が報告されており、我が国においても今後環境へ
の負荷が懸念されるところである。スパイクタイヤ規
制後、凍結防止剤散布が必要不可欠となった今、環境

への影響も考慮した適切な冬期道路管理が求められて
いると考えられる。
　今後、我が国においても適切な冬期道路管理を目指
していくためには、冬期道路管理事業の効果と影響を
的確に把握し、総合的かつ適切に評価する必要がある。
この「ウインター・モデル」は、冬期道路管理の総合
的な業績評価とマネジメントを検討する際に参考とす
べき一つのモデルであると考えられる。
　今後、残りの３編、「冬期道路コンディション・モ
デル」、「冬期交通事故率の変動」および「スウェーデン
のウインター・モデルの環境サブ・モデル　－現状デ
ータからモデル化したシナリオへ－」を随時紹介して
いく。

（文責：浅野　基樹、武本　東）

【参考文献】

１） Carl-Gustaf Wallman（2006）. The Winter Model 
- A Winter Maintenance Management System. 
Proceedings of XII International Winter Road 
Congress, II-1-8.
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要旨

　ウインター・モデルは、冬期道路管理の政策や運用
の変更による影響とその貨幣価値を評価するためのモ
デルであり、大プロジェクトである。冬期道路コンデ
ィション・モデルはウインター・モデルの中心部をな
す。道路コンディション・モデルは、冬の状態を毎時
の道路状態で表すものである。道路コンディション・
モデルは、事故率、旅行速度、燃料消費および環境な
どへの影響を評価する他のサブ・モデルにデータを提
供する。開発初期段階では、道路幅員７－９ｍ、規制
速度90キロの郊外部２車線道路が、気象および維持作
業によってどのように影響されるか説明するモデルの
開発を意図した。大方、冬期道路コンディション・モ
デルのベースは、アクセシビリティ・モデルを開発す
る目的で備えられた９つの観測地点から得られたデー
タである。これらの観測地点のデータは、幾つかの期
間における、気象、交通流、道路の初期状態、実施さ

れた維持作業、除雪と凍結路面対策に依拠する道路状
況に関する毎時の情報である。追加情報として '02-'03
の冬から、固い圧雪又は厚氷でのスパイクタイヤによ
る舗装面が露出されるほどの轍の発達、および湿りや
湿潤状態から乾燥となるメカニズムについての情報も
収集される。

キーワード

モデル、道路コンディション、冬

１．背景

　既に、カール・グスタフ・ウォールマン博士が、冬
期道路管理の政策や運用の変更による影響とその貨幣
価値を評価するためのモデルとなる大規模なウインタ
ー・モデルのアウトラインについて発表したが、この
ウインター・モデルでは、道路利用者、道路管理者お

スウェーデンの冬期道路マネジメント・モデル「ウインター・モデル」について（その２）
文献名「冬期道路コンディション・モデル」

寒地交通チーム

文献

冬期道路コンディション・モデル

スタファン・メラー
スウェーデン道路交通研究所（VTI）

はじめに

　ここで紹介する「冬期道路コンディション・モデル」
は、交通機能や交通安全などの道路利用者へ直接影響
する項目以外に経済や環境への影響も含め、貨幣価値
へ換算して総合的に最適化するという視点で、冬期道
路管理を評価しようとするスウェーデンの冬期道路管
理（特に路面管理）に関するマネジメント・モデル「ウ
インター・モデル」に包含されるサブ・モデルの一つ
であり、2006年３月イタリアのトリノで開催された第
12回 PIARC 冬期道路トリノ大会で発表された４編の

論文の内の一つである。
　「ウインター・モデル」についての論文は、先月号（寒
地委土木研究所月報No.646、2007年３月）に紹介した
が１）、本号では引き続きそのサブ・モデルである「冬
期道路コンディション・モデル」について翻訳し紹介
するものである。
　先月号同様、翻訳は筆者が行っているので浅学なた
め誤訳等の可能性もあることをお含み置きいただきた
い。
　残りの２編についても今後随時紹介していく予定で
ある。

文献紹介
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よび環境への影響が評価される。
　本発表では、ウインター・モデルの中で最も重要な
サブ・モデル、すなわち冬期道路コンディション・モ
デルについて述べる。このモデルは、毎時の道路状態
を描写することによりその冬の状態を表現するもので
ある。この道路コンディション・モデルは、事故率、
旅行速度、燃料消費および環境への影響を評価する他
のサブ・モデルに入力データを提供する。また、この
モデルは郊外部２車線道路に限定されている。

２．モデルの開発

　開発初期段階では、道路幅員７－９ｍで規制速度が
90キロの郊外部２車線道路が、気象および維持作業に
よってどのように影響されるかを説明するモデルの開
発を意図した。このモデルは、冬期道路管理水準と交
通量によって４ケースに限定されている。表－１参照。
管理水準Ａ3は凍結防止剤散布を行うクラスの下から
２番目のクラスで、Ｂ1は凍結防止剤を散布しないク
ラスの最上位のクラスである（スウェーデン道路庁、
1996年、a）。

　大方、冬期道路コンディション・モデルのベースは、
アクセシビリティ・モデルを開発する目的で備えられ
た9観測地点から得られた１～２シーズンのデータに
ある。
　観測地点は次の項目を代表している。
－気候区分：スウェーデン中央部、下北部、上北部
－水準クラス：A3、A4および B1
－交通量：AADT 1500 ～ 3500
－幅員：6.5 ～ 9.2m
－最高制限速度：90および110㎞ /h
　幾つかの期間において、これらの観測地点のデータ
から、気象、交通流、道路の初期状態、実施された維
持作業に関する毎時の情報が得られる。また、除雪と
凍結路面対策に依拠する特定の道路状態についても得
ることができる。特定の現地調査地点において追加情
報が '02-'03の冬の時点から収集される。その一つは、
スパイクタイヤによる固い圧雪又は厚氷における舗装

面を露出するほどの轍の発達についてである。また、
そのほか湿りや湿潤状態から乾燥となるメカニズムに
ついてである。

３．冬期道路コンディション・モデルの構造

　道路コンディション・モデルの当初バージョンは次
に述べるアウトラインによって構築される。道路コン
ディションは、車道幅員を分割する５つの部分毎に表
現される（スウェーデン道路庁、1996年、b）。図－１は、
片車線分を示す。
　図－２は、道路コンディション・モデルの入出力デ
ータを示す。

表－１　道路コンディション・モデルの４ケース

図－２　道路コンディション・モデル入出力データ

図－１　車道幅員を分割する５つの部分
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■入力データ

・ 時間 ｔ（60分間隔）における車道幅員を分割する５
部分毎の道路コンディション。
・ 時間 ｔ における車道上の残留塩分（可能ならば）。
・ 時間 t+1 における道路気象情報システム（RWIS）か
らの気象情報。気象情報は、気温、路温、露点温度、
降水のタイプおよび量、風速および天候状況である。
天候状況とは、例えば、降雪、降雨、吹雪、さらに
滑りやすい路面の危険性（例えば冷却路面での結氷
による）である。

・ 時間 t+1 における交通量および平均走行速度。デ
ータは、スパイクタイヤ使用車、スパイクタイヤ非
使用車、トラックおよびトレーラーに分類される。
・ 時間 t+1 における道路維持作業。これらのデータ
は、除雪、凍結防止剤散布、凍結防止剤散布併用除
雪、滑り止め材散布および路面整正に分類される。

■出力データ

・ 時間 t+1 における車道幅員を分割する５部分毎の
道路コンディション。
・ 時間 t+1 における総体レベルとしての道路コンデ
ィション。例えば次の５つのタイプの道路コンディ
ションである。乾燥、湿り /湿潤、固い圧雪 /厚氷、
ブラック・アイス /白霜、および緩い圧雪 /シャー
ベット。
・ 時間 t+1 における走行軌跡部の滑り摩擦水準（可能
ならば）。
・ 時間 t+1 における車道上の残留塩分量（可能なら
ば）。

４．冬期道路コンディション・モデルの当初の試み

　道路コンディション・モデルは、まず始めに次に挙
げる9つのサブ・モデルから構成される。そのうちの
最初の5つのサブ・モデルは、除雪作業に関するもので、
後の4つは交通と気象に関するものである。

４．１．凍結防止剤散布

　凍結防止剤散布は溶液散布で実行され、散布時間は
道路管理水準のレベルに従って１～ 1.5時間かかると
仮定されている。作業は滑りやすい路面発現の危険性
が示されてから１時間後に開始されるとしている。さ
らに、凍結防止装置散布が完了した後、路面が湿潤状
態になるものと仮定されている。

４．２．凍結防止装置散布併用除雪

　凍結防止剤散布作業と同時に実施される除雪におい
ては湿式散布による凍結路面対策が行われると仮定さ
れている。この併用除雪は、降雪・積雪量が1cm に
達した段階で開始され、道路管理水準のレベルに従っ
て２～４時間かかる。この除雪が開始される時点まで、
積雪深は、交通量に依存する走行軌跡部以外は、降雪
量に比例する。この作業が実施されると、積雪量が約
0.5cm 以下となる走行軌跡部を除き道路上の雪は約
0.5cm の緩い雪の状態となる。降雪終了後、道路コン
ディションは徐々に湿潤状態と変化する。

４．３．除雪作業

　除雪は、降雪・積雪量が１～３cmになった時点で、
路面温度と道路管理水準のレベルに従って開始され
る。除雪作業時間は道路管理水準のレベルに従い、２
～６時間以内で完了する。続いて行われる凍結防止剤
散布作業が開始される時点まで、積雪深は交通量に依
存する走行軌跡部を除き、降雪量に比例する。除雪作
業が実行されると、道路コンディションは積雪深がよ
り浅い走行軌跡部を除き、約0.5cm の緩い雪の状態に
変化する。降雪が終了し、除雪が終了した時点では、
道路コンディションは表面に多少の緩い雪を残した状
態の圧雪となる。

４．４．滑り止め

　滑り止めは、滑り抵抗がある基準未満である場合に
開始される。滑り抵抗に関して、３つ不明点がある。
－それぞれの道路コンディションは、どの程度の滑り
抵抗に相当するか。
－維持作業の違い、例えば、凍結防止剤散布、滑り止
め材散布、路面整正などにより、どのような滑り抵
抗の増加が期待できるか。
－効果継続の維持作業による違い。

４．５． 路面整正

　路面整正は、固い圧雪又は厚氷の道路における縦横
断方向の過度な不陸を避けるために実施される。不陸
は60cm 定規内で1.5cm を超えてはならない。この道
路コンディション・モデルでは固い圧雪又は厚氷にお
ける轍掘れの発達による横断方向の不陸のみを取り扱
う。路面整正が行われると道路上に緩い雪の無い状態
の固い圧雪又は厚氷のより不陸の無い路面に急速に変
化する。
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４．６．固い圧雪又は厚氷における轍の発達

　このサブ・モデルは、どの位早く固い圧雪又は厚氷
の層がスパイクタイヤ装着車によって舗装面まで削れ
るかを推定する。特別現地試験からのデータ分析は、
走行軌跡部における相対摩耗は、厚氷で0.0005㎜ / 台、
固い圧雪で0.007㎜ / 台を示しているようである。

４．７．凝結

　気温が下がると遅かれ早かれ大気内の水蒸気は飽和
状態となる。飽和状態の気温を露点温度と呼ぶ。
　この温度以下になると、水蒸気は蒸気のままで居ら
れず凝結が始まる。懸案の道路に関して、路面温度が
大気の露点温度よりも低い場合、凝縮が生じる。例え
ば、路面温度や残留塩分に従って、路面が白露したり
湿潤になったりする。凝結を表すため、路面温度、露
点温度およびその他の要素に基づいた物理モデルが必
要である。

４．８．湿潤道路からの水跳ね

　このサブ・モデルは、どの変数が道路からの水跳ね
に影響するかを表す。水は、降雨、みぞれあるいは溶
雪から来る。水跳ねのメカニズムは、車両のタイプに
水が跳ねられ、引き続き水幕となってしばらく車両に
追随するもののようである。水幕と車両との接触が解
除される時点で、水滴が再び落下する。いくつかの水
滴は路面上に落下し、他は路側に落下する。横風もま
た水滴が道路以外に落下することを助長する。現地調
査の観測は、水跳ねを表すのに次の４つの変数が重要
であることを示した。
－交通量
－車種、つまり、乗用車、トラック、トレーラー。
－走行速度
－風速および風向

４．９．湿り道の乾燥

　水跳ねがある程度続くと、水跳ねメカニズムは終了
する。この変化を湿潤から湿った露出路面への変化メ
カニズムへ結びつけることは理屈に合っている。デー
タは、この変化は道路上の水量が10g/ ㎡程度になっ
た時に起こることを示す。これは、また、道路コンデ
ィションが湿潤から湿った露出路面に変化する時、水
跳ねサブ・モデルは終了し、乾燥サブ・モデルが開始
される。乾燥のメカニズムは路面からの蒸発である。
文献調査によれば、乾燥速度には少なくとも次の３つ
の変数が影響する。
－路面温度
－露点温度
－風速
　現地調査の観察は、乾燥においてはさらに４つの変
数が重要であることを示している。
－交通量
－車種、つまり、乗用車、トラック、トレーラー。
－走行速度
－塩分濃度

参考文献

・Va‥gverket（Swedish National Road Administration）. 
Drift 96. Allma‥n teknisk beskrivning av driftstandard. 
Publikation 1996:16. Va‥gverket. Borla‥nge. 1996. a.
・Va‥gverket（Swedish National Road Administration）. 
Metodbeskrivning 105:1996. Bedo‥mning av vinterva‥glag. 
Publikation 1996:59. Va‥gverket. Borla‥nge. 1996. b.
・ Wallman, C-G; Mo‥ller, S; Blomqvist, G; Bergstro‥m, A; 
Gaunt, H. The Winter Model: Stage 1. VTI meddelande 
958. Linko‥ping. Sweden. 2005.

おわりに

　はじめににも書いたが、今後残りの２編、「冬期交
通事故率の変動」および「スウェーデンのウインター・
モデルの環境サブ・モデル－現状データからモデル化
したシナリオへ－」についても随時紹介していく。

【参考文献】

１）寒地交通チーム：スウェーデンの冬期道路マネジ
メント・モデル「ウインター・モデル」について（そ
の１）、寒地土木研究所月報 No.646、pp.45 ～
50、2007.3.

（文責：浅野　基樹、武本　東）

10 VTI notat 19D-2006



　初冬期と終冬期は厳冬期に比べて、雪氷路面での交
通事故の危険度が大きい。この結果は、スウェーデン
において、４年間の路面状態の目視観測と冬期交通事
故データから得られたものである。本研究の目的は、
雪氷路面における交通事故の危険度が一冬に渡ってど
のように変化するかを把握することである。そのため、
冬期を「初冬期」「厳冬期」「終冬期」の３つの期間に
分割した。それぞれの期間における事故率を算出し「厳
冬期」と比較した。ここで、事故率（交通事故の危険度）
は事故件数を走行台距離で割った数と定義し、事故は
警察が所有している1993/94から1996/97までの冬期間
においてスウェーデンの国道で発生した事故で、野生
動物との衝突を除いたものである。事故率は、警察か
ら報告された５つの異なる路面状態ごとに算出した。
路面状態は、①乾燥した舗装露出状態、②湿りまたは

湿潤で舗装露出状態、③圧雪または厚氷状態、④ブラ
ック・アイスか白露の状態、⑤緩い圧雪またはシャー
ベットの状態であり、後者の３つが雪氷状態である。
各路面状態における走行台距離は、路面状態を観測す
るための目視観測をベースに算出した。分析の結果、
雪氷路面では、初冬期と終冬期は厳冬期と比べて危険
度がより大きくなることが示された。この理由として、
道路利用者は、厳冬期は初冬期や終冬期よりも雪氷路
面を予測しているらしいと考えられる。さらに、交通
事故の危険度は、初冬期よりも終冬期に高く、初冬期
や終冬期の期間が短いほどより高くなる。
　
　

冬期路面管理、効果、事故危険度、事故率、冬期

スウェーデンの冬期道路マネジメント・モデル「ウインター・モデル」について（その３）
文献名「冬期の自動車事故危険度の変動」

寒地交通チーム

アンナ･ベルクストローム
スウェーデン道路交通研究所（VTI）

　ここで紹介する「冬期の自動車事故危険度の変動」
は、交通機能や交通安全などの道路利用者へ直接影響
する項目以外に経済や環境への影響も含め、貨幣価値
へ換算して総合的に最適化するという視点で、冬期道
路管理を評価しようとするスウェーデンの冬期道路管
理（特に路面管理）に関するマネジメント・モデル「ウ
インター・モデル」に包含されるサブ・モデル「事故
危険度モデル」の拡張を論じたものであり、2006年３
月イタリアのトリノで開催された第12回 PIARC 冬期
道路トリノ大会で発表された４編の論文の内の一つで

ある。
　「ウインター・モデル」についての論文は、３月号（寒
地土木研究所月報No.646、2007年３月）１）に、また、「冬
期道路コンディション・モデル」については４月号（寒
地土木研究所月報No.647、2007年４月）２）に紹介した
が、本号では引き続き標記論文を翻訳し紹介するもの
である。
　以前紹介した２論文同様、翻訳は筆者が行っている
ので浅学なため誤訳等の可能性もあることをお含み置
きいただきたい。
　残りの１編についても次号以降に紹介する予定であ
る。

文献紹介
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　幹線道路や街路の投資計画は、計画や建設コストに
加えて、交通需要、旅行時間、事故危険度などの様々
な要素を評価するモデルを古くから適用してきた。予
算制約の中で、道路の維持管理分野は軽視されている。
冬期の道路維持管理においては特に軽視されている。
　このウインター・モデル・プロジェクトは、スウェ
ーデンの冬期道路維持管理における種々の戦略や手段
からもたらされる最も重要な影響や、道路利用者、道
路管理者および環境への影響の金銭価値を評価するた
めのモデルとなるだろう（Wallman 他、2005）。この
プロジェクトはVTI と Klimator AB（イエテボリ大
学の知的法人）の協力により実現した。
　ウインター・モデルは、サブ・モデルに分割され、
そのうちの１つに「事故危険度モデル」がある。事故
危険度モデルは、路面状態や天候、道路や交通に関す
るデータによる自動車事故への影響を論ずるモデルで
ある。本論文では事故危険度モデルの拡張を論じる。
当初このモデルでは、事故の危険度は乾燥した舗装露
出路面に比べ圧雪または厚氷状態のほうが高く、また
ブラック・アイスは最も危険な路面状態であると結論
を出した。冬期の平均事故率（100万走行台キロあたり
の事故件数）は、ブラック・アイスにおいて乾燥路面
の16倍となる。また、雪氷路面での事故率は、その路
面状態の継続時間が短いほど事故率が高くなるという
継続時間との指数関数的関係を持つ。この点に関して
は、本大会でも発表される基礎的な「事故危険度モデ
ル」（Wallman、2006）を論ずる論文に記述されている。
　本大会では、ウインター・モデルのサブ・モデルを
論ずる論文は合計４本発表される。本論文のほかに、
Wallman（2006）の論文と、基礎的な「路面状態モデル」
（Möller、2006）について論ずる論文の他「環境モデル」
（Blomqvist、2006）についての論文がある。
　

　本論文で紹介する研究の目的は、例えば滑りやすい
路面状態が最初に発生したときに起こるような事故危
険度の変動などから、事故危険度モデルの基礎モデル
を補完することにある。
　事故率（事故危険度）は100万走行台キロ当たりの事
故件数で表わされる。交通事故データは警察が所有し
ている1993/94から1996/97までの冬期間においてスウ
ェーデンの国道で発生した事故で、野生動物との衝突

を除いたものである。ある道路網における特定の雪氷
路面状態での事故率を評価するためには、当該路面状
態での事故件数と走行台距離の２つのデータが必要で
ある。事故率は、警察の報告で判断した次の５つの路
面状態毎に算定された。
①乾燥した舗装露出状態
②湿りまたは湿潤で舗装露出状態
③固い圧雪または厚氷状態
④ブラック・アイスまたは白露の状態
⑤緩い圧雪またはシャーベットの状態
ここで、③、④、⑤は雪氷路面である。
　各路面状態での走行台距離は年平均日交通量
（AADT）によって推定され、路面状態データは、ス
ウェーデン道路庁が1993/94から1996/97の４年の観測
年度に渡って全土で道路状態を観測するために実施し
た目視観測により収集された。目視観測は、各箇所週
１回の頻度で国道網の約2000箇所において実施され
た。これらのデータから、この４年の観測年度の路面
状態分布を推定することが可能となった（Möller、
Wretling、1998）。路面状態データは道路網で集計され、
維持管理水準毎にグループ化した。スウェーデンの国
道での冬期道路維持管理基準（スウェーデン道路庁、
1996）では、Ａ１からＡ４、Ｂ１およびＢ２の６つの
水準が設定されている。Ａ１は最も高い維持管理水準
であり、年平均日交通量が16,000台以上の国道が該当
し、Ｂ２は最も低い維持管理水準であり、年平均日交
通量が500台未満の道路が該当する。基準によると、
Ａ１からＡ４の道路は好天時または降雪後においては
規定時間後には雪氷を残さないことになっている道路
であり、一方、Ｂ１とＢ２は満足できる摩擦は保持す
るが道路上に雪氷を残すことを許している道路であ
る。一般的に、すべり対策として、Ａ１からＡ４は薬
剤を散布する道路であり、Ｂ１とＢ２は薬剤を散布し
ない道路である。
　路面状態データは気象区分によって、南部、中部、
下北部、上北部の４つにグループ化された。スウェー
デンの国土は、冬期間の長さの違いに従い、通常これ
ら４つの気象区分に分割される。これらの冬期間の長
さの違いは以下のとおりである。
 ・スウェーデン南部：11月15日－３月15日（４ヶ月）
 ・スウェーデン中部：10月15日－４月15日（６ヶ月）
 ・スウェーデン下北部：10月１日－４月30日（７ヶ月）
 ・スウェーデン上北部：10月１日－４月30日（７ヶ月）
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　冬期に雪氷道路での自動車事故の危険度がどのよう
に変化するかを分析するために、冬期の路面状態デー
タを「初冬期」「厳冬期」「終冬期」の３つに分類した。
事故率は各期毎（観測年度、気象区分、路面状態およ
び維持管理水準別）に推計され、初冬期や終冬期の事
故率を対応する厳冬期の事故率と比較した。各観測年
度において、気象区分毎に３種類の異なる初冬期、終
冬期および厳冬期の期間を設定し、事故率を算出した。
・初冬期と終冬期の期間１：15日
・ 冬期と終冬期の期間２：22日
・ 冬期と終冬期の期間３：30日
厳冬期の長さは、観測期間の全体の長さに従って、53
～ 183日となった（ ）。

　
　事故率は、全ての維持管理水準、４種の気象区分、
全ての観測年度の３つの期（初冬期、厳冬期、終冬期）
毎に、それぞれの路面種類毎に推計され、計4,320の

データを得た。しかし、事故が発生しなかったため、
あるいは当該の維持管理レベル、３つの期、観測年度
または気象区分における路面状況が観測されなかった
ために事故率が算出されなかったケースが幾つかあっ
た。より多くの事故件数に基づいてより安定したデー
タ・セットを得るために、データは全ての４年の観測
年度（1993/94, 1994/95, 1995/96, および1996/97）にお
いて、Ａ１+Ａ２、Ａ３+Ａ４、およびＢ１+Ｂ２の
ように維持管理水準を二つ一組にして集計された。ス
ウェーデン上北部のデータについては、Ａ１からＡ４
までの全ての維持管理水準におけるデータを集計しな
ければならなかった。最終的に、固い圧雪または厚氷
状態、ブラック・アイスまたは白露、および緩い圧雪
またはシャーベットという全ての雪氷路面におけるデ
ータが集計された。当然のこととして、データは気象
区分毎、３つの期毎に分割されている。
　 ～ に、各気象区分、維持管理水準の組み合
わせ、および各期毎に推計された事故率を示す。これ
らの事故率は、全ての観測年度における全ての雪氷路
面でのデータを集計した結果に基づいている。棒グラ
フの両端に最も期間が短かった「初冬期と終冬期の期
間１」を載せていることに注意願いたい。図中の厳冬
期の事故率は、気象区分毎（ 参照）、維持管理水
準の組み合わせ毎に算出された３回の厳冬期の事故率
の平均である。全ての厳冬期は初冬期や終冬期に比べ
て長く継続し、その事故率はほぼ同じであった。
　事故率を示すY軸の目盛は図毎に異なっているこ
とに注意願いたい。いくつか非常に高い事故率が計算
された場合、グラフ表示はグラフの上限に収め、推計
された事故率をグラフ欄外に数字で示した（ お
よび 参照）。集計後も、当該の期間の冬期道路
状況における事故が報告されたにもかかわらず、雪氷
路面状況の観測がなされなかったため、全ての期間に
おいていくつかの事故率は推計できなかった。このよ
うな場合、分母がゼロとなり事故率が無限大となって
しまうため、グラフでは該当部の欄外に事故件数その
ものを、割るゼロという表示とともに示した（
および 参照）。ほとんどの場合、該当する走行
台距離に対応しないような小数の事故しか報告されな
かった。しかし、スウェーデン中部の「初冬期の期間
１」、維持管理標準レベルＡ１+Ａ２の道路において、
79件（内、ブラック・アイス／白露で71件、緩い圧雪
／シャーベットで７件、固い圧雪／厚氷状態で１件）
もの事故が報告された（ ）。ただ、この時点では
当該の走行台距離を推計するための基本をなす目視観
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測において、これらの路面状態は観測されなかった。
スウェーデン下北部（ ）では、雪氷路面ではない
初冬期に１件の事故しか観測されなかったため、臨時
に追加的な冬期間（初冬期４）を設け、事故率を算定し
た。
　分析の結果は、ほとんど全ての場合において、雪氷
路面は厳冬期よりも初冬期及び終冬期に大きな危険度
を成すことを示した（ ～ 参照）。この原因
として、運転者は初冬期や終冬期よりも厳冬期により
このような雪氷路面を予測している可能性を指摘でき
る。さらに、事故の危険度は、ほとんどの場合におい
て、初冬期よりも終冬期のほうがより高かった。この
結果は他のスウェーデンでの交通事故研究（Brude, 
Larsson, 1980）と一致している。加えて、多くの場合
において、初冬期や終冬期の期間が短いほど、事故の
危険度は高かった。このような結果は、最も低い水準
で維持管理されている道路、すなわち維持管理水準Ｂ
１、Ｂ２において、より明白であった。

　
　データを集計しない段階では、事故件数が少なかっ
たこともあり（事故が少ないということはありがたい
ことである）、データはいくぶん不安定であったが、
不安定であった主たる原因は、全ての冬期間において
雪氷路面状態が観察されなかったところにある。前述
したように、ある路面状態での事故が報告されたが、
その時点での路面状態が、対応する走行台距離を推計
のための基本を成す目視観測で、観測されない場合が
あった。その理由の一つは、目視観測は午前６時から
午後10時までしか行われていないが、当然事故は夜間
でも発生するからであろう。当該の走行台距離に対応
しない事故の報告が、ブラック・アイス／白露におい
て多く発生していることはこのことを裏付けている。
例えば気温が低下し湿った路面が凍結することでブラ
ック・アイス／白露の状態となることは、夜間におい
てより一般的である。
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　警察と路面状態観測者の路面状態評価が異なってい
るかもしれないとも説明できる。目視観測が週に一度
しか行われず、また、全国国道網の代表地点であると
している2,000箇所の観測地点が、当然道路網全体を
網羅しているわけではないということも強調されるべ
きである。
　予想に反して、一般的に終冬期の事故率の方が初冬
期の事故率に比べて高くなった。仮に、厳冬期に比べ
初冬期に事故の危険度が高い理由として、道路利用者
がまだ冬期の状況に順応しておらず滑りやすい状況に
驚くためだとしたら、事故の危険度が終冬期にさらに
高くなるのはなぜだろうか。考えられる理由としては、
おそらく終冬期に冬タイヤを夏タイヤに履き替えた
後、乾燥状態が長期間続いた後に最後の滑りやすい状
況が発生するからであろう。このことは、実際には運
転者は初冬期よりも終冬期の滑りやすい路面状態に驚
くという結果になるのかもしれない。

　この研究における結論は以下のように要約すること
ができる。
・　雪氷状況における自動車事故の危険度は、一般的
に厳冬期よりも初冬期や終冬期に大きくなる。

・　初冬期や終冬期が短いほど、事故の危険度は高く
なる。

・　これらは、最も低いサービス水準で維持管理され
ている道路、すなわち薬剤を散布しない道路、維
持管理水準Ｂ１およびＢ２において、より明白で
ある。

・　事故の危険度は、一般的に初冬期よりも終冬期に
おいてより大きくなる。

　ウインター・モデル・プロジェクトはスウェーデン
道路庁（SRA）とスウェーデン改革庁（VINNOVA）に
より共同で予算措置されている。

　 にあるように、残りの１編「スウェーデン
のウインター・モデルの環境サブ・モデル　－現状デ
ータからモデル化したシナリオへ－」についても次号
以降に紹介する。

１） 寒地交通チーム：スウェーデンの冬期道路マネジ
メント・モデル「ウインター・モデル」について
（その１）、寒地土木研究所月報No.646、pp.45 ～
50、2007

２） 寒地交通チーム：スウェーデンの冬期道路マネジ
メント・モデル「ウインター・モデル」について
（その２）、寒地土木研究所月報No.647、pp.43 ～
46、2007

（文責：浅野　基樹、武本　東）
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　冬期道路管理における凍結防止剤散布は望ましい結
果と望ましくない結果をもたらす。道路への凍結防止
剤使用に関連するさまざまな環境問題に関する研究が
多くなされている。しかしながら、塩害を受けた植生
に関する多くの研究は、植物細胞内のナトリウムと塩
素の濃度について取り扱い、道路管理者にはあまり有
用な指標にはならなかった。スウェーデンのウインタ
ー・モデルの環境サブ・モデルの主たる目的は、塩の
散布（量、方法、技法およびタイミング）と路側での距
離別飛散量の関係に関する知見を増やすことにある。

あるタイプの植物では、既知又は想定される散布量と
の反応関係から、塩害のモデル化が可能である。また、
この塩害のコストを設定することによって、少なくと
も環境上のコストの部分は推定することができる。
　このモデルは一冬を通して高い時間分解能（１時間）
で機能するため、例えば、冬期道路維持管理指針、交
通の車両構成あるいは気象が変化した場合のシナリオ
をテストするために使える。

雪、風、環境、植生、冬期道路管理

スウェーデンの冬期道路マネジメント・モデル「ウインター・モデル」について（その４）
文献名「スウェーデン・ウインター・モデルの環境サブ・モデル
　　　　－　現実のデータからモデル化されたシナリオへ　－」

寒地交通チーム

グラン・ブロムクヴィストおよび M・グスタフソン
スウェーデン道路交通研究所（VTI）

　ここで紹介する「スウェーデン・ウインター・モデ
ルの環境サブ・モデル　－　現実のデータからモデル
化されたシナリオへ　－」は、交通機能や交通安全な
どの道路利用者へ直接影響する項目以外に経済や環境
への影響も含め、貨幣価値へ換算して総合的に最適化
するという視点で、冬期道路管理を評価しようとする
スウェーデンの冬期道路管理（特に路面管理）に関する
マネジメント・モデル「ウインター・モデル」に包含
される環境に関するサブ・モデルを論じたものであり、
2006年3月イタリアのトリノで開催された第12回
PIARC 国際冬期道路会議トリノ大会で発表された４
編の論文の内の一つである。

　「ウインター・モデル」についての論文は、３月号（寒
地土木研究所月報 No.646、2007年３月）１）に、また、「ウ
インター・モデル」内のサブ・モデルの一つである「冬
期道路コンディション・モデル」については４月号（寒
地土木研究所月報 No.647、2007年４月）２）、同じく交
通安全に関するサブ・モデルとして「冬期自動車事故
危険度の変動」と題する論文を５月号（寒地土木研究
所月報 No.648、2007年５月）３）に紹介したが、本号で
はトリノでの一連の４論文の最後として、標記論文を
翻訳し紹介するものである。
　以前紹介した３論文同様、翻訳は筆者が行っている
ので浅学なため誤訳等の可能性もあることをお含み置
きいただきたい。

文献紹介
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　一冬を通し、道路の安全性と道路網の交通機能の双
方が受容可能なレベルで維持されなければならない。
スウェーデンの交通政策の総体的目標は６つの目標あ
るいは目的で構成される。
１．高い交通機能のシステム
２．高い交通の質
３．交通安全
４．よい環境
５．良好な地域開発
６．道路交通システムにおける性差平等
　よい環境を維持しつつ最初の３つの目標に折り合い
を付けることは、相反する利害を含む微妙な問題であ
る（Blomqvist、2001 : b）。凍結防止作業のシステムと
そこから得られる結果は、好むと好まざるによらず、
はたまた、望ましくないものとして、おおむねアメリ
カの冬期道路管理で塩が使われ始めた1930年代から研
究されてきている。それ以来、使用される塩の量は自
動車社会の発展とともに増加してきている。塩が、植
生、土壌、地下水あるいは地表水などの環境に与える
影響についての研究が多くなされている（Blomqvist、
2001 : a）。
　冬期道路管理規則は、この十年間に幾度か変更され
たが、スウェーデン道路庁（SRA）は、常に要求事項
を改善したいと考えている。現在のところ、塩の使用
量削減とコスト削減目標の政策は、冬期全般にわたる
気象条件に従って必要であった量と実際の量を比較可
能とすることのできるソルト・インデックスを開発す
ることとしている（Ölander、2002）。
　スウェーデンは、古くから地下水中の塩分集積を監
視している。1970年代後半以来、べックマンは、凍結
防止剤の影響として観測井戸におけるナトリウムと塩
素の集積を監視してきており、長期的な増加について
報告が書かれている（Bäckman  1980、1997）。
　今までのところ、ほとんどの植生の耐塩性限界に関
する研究は、植物組織へのナトリウムと塩素の集積に
ついてのものである（Dobson　1991、Brod　1993）。
しかし、道路管理者から見ると、この指標はあまり有
用ではない。より重要な指標は、凍結防止剤散布作業

（散布量、散布方法、散布技術およびタイミング）と塩
害発生との関係であろう。結局のところ、それはそれ
ぞれ個別箇所に適用されるべき凍結防止の戦略を浮き
彫りにするだろう（Blomqvist、2001 : b）。この点が、
スウェーデンのウインター・モデル（Wallman　2006）

の環境サブ・モデルの重要な役割を担うところである。
スウェーデンの道路気象情報システム（RWIS）からの
気象データや、例えば道路管理者の維持作業に関する
データを活用して、路面状態が “冬期道路コンディシ
ョン・モデル”（Möller　2005）により時間単位で計算
される。これは、凍結防止剤散布作業がどのように路
側への凍結防止剤の飛散に影響するかを説明する道路
管理データを時間軸で関係づける可能性を開く。それ
故、この環境サブ・モデルは、冬期道路コンディショ
ン・モデルと同じ地点、同じ時間の観測データにより
構築される。

Sub-
model 

De-icing
action

Roadside
exposure 

to salt

Weather 

Surroundings

etc. 

Traffic 

Maintenance 

Road 

　路側への塩分の飛散量を計測するため、観測地点に
「塩分観測用の羽根」を設置した。この羽根は風向に
直角となるように装備されガーゼ・フィルターが据え
付けられた（ 、Gustafsson ら、1996）。この羽
根には降水から保護するために屋根が取り付けられ
た。路側から2.5m の距離から100m の距離まで設置さ
れ、路側への飛散量によって30分から24時間までの範
囲で時間的解析ができるようにした（Gustafsson & 
Blomqvist、2004）。また、観測地点には、時間単位で
交通特性（車種、交通量）を検知する感知機および10分
間単位で風向・風速を解析できる観測機も設置した。
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　塩分観測用の羽根は木の表皮のような自然な状態に
は 匹 敵 し な い が、 多 く の 実 際 的 な 長 所 を 持 つ

（Gustafsson & Blomqvist、2004）。このフィルターは
塩分で汚染されていないものであり、それぞれのフィ
ルターは等しい表面積および同じ構造を持っており、
付着した塩分を抽出する洗浄手順を規格化しやすくな
っている。したがって、塩分計測用の羽根は実験的モ
デリングにふさわしい。フィルター上の塩分は超音波
槽において２分間非イオン化した水で洗い流される。
その後、洗い落とされた塩分溶液により塩化物の集積
が調べられる。
　道路横断方向の残留塩分調査が、散布後の路面上の
塩分量のフォローアップのため実施される。

　残留塩分は塩化物メーター（SOBO20（ ）で
測定された。この装置は、正確な量の測定液（85％の
アセトン）を正確に仕切られた路面上に噴射すること
により測定するものである。その液体の電気伝導率と
温度が測定され、１平米当たりの NaCl 量が計算され

る。計測は横断方向の区分けにより分けられる。道路
横断方向に一方の端から反対の端まで、外測線の外側、
右轍の外側、右轍、左右轍間、左轍、道路中央、左轍、
左右轍間、右轍、その外側、そして最後に外測線の外
側、という11部分に分割される。本研究の観測値は、
少なくともそれぞれについて３点の平均値を用いてい
る（ ）。この３回の測定は近接する地点で行った
が、既測定箇所でのアセトン溶液噴射の影響を避ける
ため交通が接近してくる方向に向かって少しずつずら
して行った。同様の測定機器を使用したデンマークで
の実験でも同様な手順を用いている（Fonnesbech & 
Prahl、2003）。
　凍結防止剤に関するデータは、除雪・薬剤散布車の
運転手によって収集された。現地測定全箇所において、
通過時に、日時、作業内容（除雪、薬剤散布）、方向、
薬剤散布量、薬剤散布幅、薬剤散布方法（乾式、湿式、
溶液）が記入される。しかし、最終的なウインター・
モデルでは、薬剤散布作業は、維持業者が正確に冬期
道路管理規則および仕様の指示通りに作業をしている
との前提の下にモデリングされる予定である。それ故、
薬剤散布量はウインター・インデックスで示される予
定である（Ölander、2002）。
　交通量は、除雪車が通過する際には接続させないよ
うにしたゴム管で計測された。交通量は、乗用車、ト
ラック、バスおよびトレーラーの交通量が、乗用車換
算係数とともに計算される。現地測定箇所での規制速
度はどちらも90キロである。
　ウインター・モデルの他の部分で作成されたデータ
は、路面状況、薬剤使用の有無、交通パターン、気象
データである。

　凍結防止・融雪剤使用の路側環境への化学的インパ
クトをモデリングするためには、塩の路側への飛散状
況、モデル上の環境対象物の脆弱性又は作用関係、ま
た、できれば、次に掲げるインパクトの「コスト」に
ついての知識が求められる。
　この実験的なモデルでは、道路に対して直角方向の
風成分を、薬剤、道路状況および交通データとともに
用いることを試みている。
　 こ の 基 礎 的 な 実 験 ア プ ロ ー チ（Gustafsson & 
Blomqvist、2004）は次のように記述される。
　　E=f（RS、PCeq、WPC、RSF）: （方程式１）
　　　ここで、
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　　　　E= 飛散量
　　　　RS= 路面上の有効残留塩分
　　　　PCeq= 乗用車換算交通量
　　　　Wpc= 風速の直角成分
　　　　RSF= 路面状況要因
　路面上の残留塩分の計算は方程式２のアプローチに
よってモデル化されている（Blomqvist & Gustafsson、
2004）。

　　　 eqacePCkSRS −= e  （方程式２）
　　　　RS= 路面上の残留塩分
　　　　S= 散布時点での薬剤散布量
　　　　k= 減衰に関する箇所毎の特性係数
　　　　PCeqace= 薬剤散布後の累積乗用車換算交通量
　ウインター・モデルを実施するに当たっては、気象、
交通および薬剤散布に関する様々な条件下での現地調
査からのデータを使用しながら、残留塩分モデルのキ
ャリブレーションが必要である。また、より一般的な
モデルの構築を可能とするためには、様々な舗装や
様々な車両構成の交通を代表する箇所でのキャリブレ
ーションも行うべきである。
　塩分飛散データは方程式1の影響要因と関係がある。
本論文の執筆段階では、異なるデータの組み合わせと
数式を検討しているが、まだ最適な解は得られていな
い。 は、路側における時間単位での塩分飛散状
況の例である。卓越風向が一方向であるため路側両側
に相違がある。

　 では、この飛散モデルのみが実測データに合
致した。最終的に、ウインター・モデルでは、路面の
残留塩分、通過交通、風のパターンおよび路面の状況
が塩分飛散状況を説明する項目となるだろう。
　

　ウインター・モデルの環境サブ・モデルは、時間単
位の路側塩分飛散状況をモデル化する予定である（

）。例えば、技術開発、管理基準、あるいは気候
変動などの変化に従って評価することは必要である。
これらの時間単位のデータを集計し総飛散量を出すこ
とによって（ ）、一定時間の累積飛散量を計算す
ることができる。
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　このモデルは距離と飛散量の関係（ ）を示し、
対象としてどのような環境要素（すなわち、植生の種
類）が選択されるかによって、どのような飛散量とダ
メージの関係が用いられるべきかを示す。この二つの
関数が一緒になって距離とダメージ量の関係を示す

（ ）。
　ウインター・モデルの環境サブ・モデルでは、この
連鎖関係を逆方向に使用する。このモデル利用者はま
ずダメージの許容レベルを選び、このモデル内でどの
飛散量とダメージのカーブが使われるかによって、飛
散量が許容限度に達する両路側における地点を示す。
　コストを仮定するか、また、例えば、環境影響を受
けた土地を購入するコストや美観に関するコストな
ど、このモデル利用者の選択も含めた方法により、こ
の環境サブ・モデルは薬剤散布による環境コストを与
える。そして、この環境コストは、全体的なウインタ
ー・モデルの中でその他のコストとの関係が位置づけ
られる（Wallman、2006）。

　この論文では、植生への影響を想定して路側への塩
分の飛散を論じてきた。地下水や地表水への影響であ
れば、作業は少しばかり違って来る。この点からのア
プ ロ ー チ は、 例 え ば、Thunqvist（2003）お よ び
Lundmark（2005）の文献に散見される。路側飛散の
モデル化は、例えば、土壌化学や道路近傍の土中の考
古学的埋蔵文化財への暴露についてのモデル化に関与
する（Antonson & Blomqvist、2006）。このモデルは、
ここで例示したように、路側での総飛散量だけを与え
るものではなく、例えば、冬期間、幾度、ある一定の
限界値に達するかを時間単位で計算することも可能で
ある。そのような情報は、塩分の飛散が発生した時期
と同様に、路側への塩分飛散の植生への影響が起きた
時と場所を理解するために重要である。これは、将来

このモデルの中に組み込むことができる。
　今も、いくつか興味深い事項が調査されている。そ
のうち、いくつかはウインター・モデルのようなツー
ルにより支援されるが、他の事項は必要な答えを得る
ためにより詳細な研究を必要としている。
　環境サブ・モデルをよりよいパフォーマンスに修正
し て い く た め 重 要 で あ ろ う 課 題（Blomqvist & 
Gustafsson　2004、Gustafsson & Blomqvist　2004）
の例としては、
－　路面からの薬剤溶液および堆積塩分の周辺環境へ

の飛散可能性に関して、乗用車、バス、トラック、
トレーラー間の正確な関係如何？

－　路面状況の差異が車両の薬剤飛散能力に与える影
響如何？

－　局地的な風速や降水のような気象条件が残留塩分
の減少にどのように影響するか？

－　路面への再散布はどのようにモデル化されるか？
－　路面状況がどのようにモデルに組み込まれるか？
－　風に関するデータの異なるパーツ（風向と風速）

は、路側への塩分飛散パターンに帰着する風の影
響をより良く表現するためにどのように使われる
べきか？

－　交通の車両構成がどのように路側塩分飛散に影響
するか？

　ウインター・モデルのプロジェクトでの作業は、同
一箇所、同一機会、同一時点における異なる多くの測
定結果を組み合わせるユニークな機会を与えている。
しかしながら、環境に関する要素の複雑さとデータ不
足は、この環境モデルを、他の状況へ一般化しプロジ
ェクト内での“モデル・ケース”以上とすることをい
や応なしに困難にしている。それゆえ、ウインター・
モデルはオープン・アーキテクチャーによるオープン・
モデルであることがとても重要であり、それにより、
例えば、環境の脆弱性、反応関係および貨幣評価に関
し、将来他の選択も可能となる。
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　このウインター・モデルの“モデル・ケース”の特
性を受け入れると、例えば、冬期道路管理水準が変わ
った時、交通の車両構成が変化した時または気象条件
が変化した時（気候変動など）などの、異なるシナリオ
をテストするために非常に有用なツールになり得る。

　この研究は、スウェーデン国立道路交通研究所（Ｖ
ＴＩ）により実施された“ウインター・モデル”プロ
ジェクトの一部としてなされ、スウェーデン道路庁お
よびスウェーデン改革庁により予算措置されている。

　本号で、2007年３月号から続けてきた第12回
PIARC 国際冬期道路会議トリノ大会で発表されたス
ウェーデンの「ウインター・モデル」に関する４編の
論文紹介を終える。
　この「ウインター・モデル」では、走行費用と道路
管理コストも含めて総合化するとしている。今後それ
らの貨幣換算や総合化に関する文献も入手できれば随
時紹介し、今後の冬期道路管理に関する研究に役立て
たいと考えている。
　なお、Web 上にスウェーデン語ではあるが、この「ウ
インター・モデル」に関する文献が紹介されているの
で参考までにアドレスを記す。
　ＶＴＩ（スウェーデン道路交通研究所）のＨＰ：
http://www.vti.se/templates/Report____2797.aspx? 
reportid=5976
　「ウインター・モデル」に関するＰＤＦファイル：
http://www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer%20-
%20English/R531Eng.pdf

１） 寒地交通チーム：スウェーデンの冬期道路マネジ
メント・モデル「ウインター・モデル」について

（その１）、寒地土木研究所月報 No.646、pp.45 ～
50、2007

２） 寒地交通チーム：スウェーデンの冬期道路マネジ
メント・モデル「ウインター・モデル」について

（その２）、寒地土木研究所月報 No.647、pp.43 ～
46、2007

３） 寒地交通チーム：スウェーデンの冬期道路マネジ
メント・モデル「ウインター・モデル」について

（その３）、寒地土木研究所月報 No.648、pp.37 ～
41、2007

（文責：浅野基樹、武本　東）
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