
3社会的効果

機能性ＳＭＡ

１社会的効果

積雪寒冷地ではダメージに対して
より強い舗装材料を必要とします。

これまでの技術

機能性ＳＭＡ

２社会的効果

機能性ＳＭＡは、
私たちの安全な暮らしを支えています。

耐久性が高く路面にも水が溜まりにくく
雨天時の走行性に優れています！

冬期間の薄い凍結路面でも
滑りにくい！

機能性SMAは現状の排水性舗装に比べてわだ

ちぼれ量が低くなります。

このため耐久性（耐流動性、耐摩耗性、骨材飛散

抵抗性）が向上します。

また、標準的な舗装と比べて路面に水が溜まりに

くく、雨天時の走行性に優れています。

冬期間では、ブラックアイスバー

ンのように路面が薄く凍った場合で

も舗装の凸部が表面に残り、滑りにく

いという効果があります。

【排水性舗装の破損状況】

【デメリット]

●空隙が強度の弱点となる

●路面に水がたまりやすい

機能性ＳＭＡは排水機能を保ち
耐久性の高い舗装を構築する技術です。

【メリット]

●一度の施工で構築できる

●密実で耐久性が高い

●路面の排水性が高い

排水性舗装は、たくさんの空隙がある舗装で、雨水を舗装内

部に素早く浸透させて水はねを防止する機能や、タイヤの走行

音を小さくする低騒音機能を持っています。また、表面が粗い

ことから冬期間の路面のすべり防止の効果も期待できます。

しかし、排水性舗装の空隙は強度の面では弱点となることから、

積雪寒冷地では冬期間に使用されるタイヤチェーンなどのダ

メージに対してより強い舗装材料が求められています。

平成１４年に施工した「機能性ＳＭＡ」の損傷状況を

目視によって確認しましたが、目立った損傷は発生し

ておらず、供用後１０年経過した現在でも健全な状態

を保っていることが確認されています。

機能性ＳＭＡ舗装の施工箇所は北海道内及び全国に及ん

でおり、全国各地に普及しています。

【機能性ＳＭＡの舗装表面（凍結時） 】

機能性SMA

密粒度アスコン

従来技術の排水性舗装の空隙は強度の面では弱点と

なることから、積雪寒冷地では冬期間に使用されるタ

イヤチェーンなどのダメージを大きく受けます。

機能性ＳＭＡは、上層は排水性舗装のように表面が

粗く、下層はＳＭＡのように密実で耐久性が高いとい

う２つの性格を持つ舗装を一度の施工で構築できる舗

装材料です。
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【混合物の違いによるわだち掘れ量試験結果】

水分が溝に落ち、表面が乾燥し、舗装表面が滑らない

年度
全国（ｍ
2）

北海道（ｍ
2）

～平成18年度 761,564 313,214

平成19年度 69,558 23,457

平成20年度 178,922 157,503

平成21年度 173,126 144,370

平成22年度 93,177 67,367

1,276,347 705,911

社会的効果3
長期間の健全性が確認され
全国各地に普及しています！

ランブルストリップス

１社会的効果

北海道では正面衝突による死亡事故が多発しており
このような事故を防止する対策が急務です。

これまでの技術 ランブルストリップス

２社会的効果

ランブルストリップスは、
私たちの安全な暮らしを支えています。

正面衝突事故の件数が
５４％減少、死者は６８％減少しました！

「ぼんやり」「眠気」
運転に効果があります！

平成14年～平成19年に北海道の国道センターライン上にランブルストリップスを施工した43路線、延べ

641kmでは、整備前2年間と整備後2年間の正面衝突事故件数が約54％、正面衝突事故死者数が約68％と大幅

に減少しています。また、重傷者数及び軽傷者数は、ともに48％減少しています。

104人の一般ドライバーにアンケート調査を行った結果、約７割の人がランブルストリップス踏んだ経

験があると回答しています。その内42％の人は「居眠りをしていた」、「ぼんやりとしていた」と答え

ており、ランブルストリップスの普及の効果が確認されています。

3社会的効果
事故軽減効果は年間５３億円！

平成14年から平成19年の6年間に整備された43路線、総延長641kmにおける正面衝突事故をみると、年平

均で死亡は▲20人減少、重症は▲25人減少、軽症は75人減少、事故数は▲57件減少しています。

この1年間での事故の軽減度合いを金額換算すると、約53億円と算定されます。

北海道の交通事故の特徴は、事故件数に対して死亡事故の

割合が高く、特に正面衝突事故による死亡事故が多いです。

これは北海道の都市間距離が本州に比べ2倍と長く、走行速

度も高く、対面の２車線道路が多いことによるものです。

従来の正面衝突事故対策である中央分離帯の設置は高価で

あり、センターポールやチャッターバーは冬期間の除雪作業

の支障といった課題があります。

【デメリット]

●施工費が高く工期が長い

●冬期の除雪障害となる

●設置用地幅が拡大する

ランブルストリップスは安価で効果的な
正面衝突事故対策を実現する技術です。

これまでの技術では、施工費が高く、冬期の除雪作業の支障ともなる課題がありました。

ランブルストリップスは、舗装路面を削り、凹型の溝を連続して配置することにより、そ

の上を通過する車両に対し不快な音や振動を発生させ、ドライバーに車線を逸脱したこと

を警告する交通事故対策です。設置費用が安く、施工が容易で、短期間で設置可能です。

ラバーポールやチャッターバー等の凸型の対策手法に対し、ランブルストリップスは凹型

の手法であるため、冬期間の除雪作業の支障とはならず、二輪車などの走行に対しても安

全です。

【メリット]

●施工費が低く工期も短い

●除雪作業の支障とならない

●新規の用地取得が不要

国立研究開発法人
土木研究所・寒地土木研究所

〒062-8602
札幌市豊平区平岸1条3丁目1番34号

http://www.ceri.go.jp/

【１ｍ当たりの事業費】

【１ｋｍ整備に必要な期間】

正面衝突事故件数
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ワイヤーロープ式防護柵

１社会的効果

高速道路の暫定二車線区間などでは反対車線への
飛び出し事故が多発しておりこのような事故を防止
する対策が急務です。

これまでの技術 ワイヤーロープ式防護柵

２社会的効果

ワイヤーロープ式防護柵は、
私たちの安全な暮らしを支えています。

車線逸脱事故が激減、負傷、死者は皆無！

安心感が向上し、
運転に違和感や圧迫感もありません！

平成29年度に全国12路線113kmで行った高速道路暫定二車線区

間の試行設置箇所では国土交通省高速道路の正面衝突事故防止

対策に関する技術検討委員会中間報告において、試行前の前年

度45件飛び出し事故が発生していた区間では１件に激減し、そ

のうち試行前の死亡が７件、負傷事故が６件だったものが、試

行後いずれも０件との報告がなされています。

運転間隔の調査では、ラバーポールに比べ、ワイヤロープ区間の方が“安心感を感じた”が約5割と多

く、“どちらでもなかった”が約3割、「視覚的影響」は、影響の大きいと思われる右カーブでも“見え

方に違いがなかった”が約7割、幅員の圧迫感による運転しやすさ・緊張感は“どちらでもなかった”が

約6割とラバーポールと同程度と感じている人が多数

3社会的効果
事故後の復旧も速やかな対応が可能！

我が国の高速道路（有料）の約３割を占める暫定二車線区間

については、その大部分が上下線をラバーポールで区分する構

造となっていますが、反対車線への飛び出し事故が発生するな

ど安全性の課題が指摘されています。この暫定二車線区間では、

平成27年には、334件の反対車線への飛び出し事故が発生し、

死亡事故の発生確率が四車線区間の約２倍となっています。

【デメリット]

●車線逸脱事故が多発

ワイヤーロープ式防護柵は安価で効果的な
正面衝突事故対策を実現する技術です。
ワイヤロープ式防護柵は、たわみ性防護柵のうちケーブル型防護柵に属し

ますが、日本国内ですでに普及しているガードケーブルと異なり、支柱強度

が低いので、車両衝突時に容易に変形し、主にワイヤロープの張力で受け止

め、車両乗員の衝撃を緩和します。また、支柱とワイヤロープが一体的な構

造となっており、表裏がなく、支柱が設置できる空間があれば、容易に設置、

撤去が可能なため、既存道路への設置や、狭い幅員の分離帯用として使用す

ることが有利です。

【メリット]

●車線逸脱事故を防止

●設置必要幅が小さい

●短時間で復旧完了

ワイヤロープ接触後、約7割が通行止規制となり、平均で規制時間は約180分、そのうち、復旧作業時間

は約80分でした。

落雪防止用格子フェンス

１社会的効果

積雪寒冷地の橋梁への着氷雪処理は危険な作業で
通過交通にも大きな影響を及ぼします。

これまでの技術 落雪防止用格子フェンス

２社会的効果

落雪防止用格子フェンスは、
私たちの安全な暮らしを支えています。

高所からの落雪事故はゼロとなりました！

通行止めの回数も減少しました！

平成19年度に、落雪防止用格子フェンスを一般国

道38号豊頃大橋に設置しました。

豊頃大橋は北海道十勝地域にあり、積雪寒冷な気象

条件にあります。高所に積もった雪を人力で取り除く

ためには、幅広の高所作業車を使用するため、両側通

行止めが必要となっていました。

落雪防止用格子フェンスにより、高所からの落雪不安

が解消され、設置後の落雪事故はゼロとなっています。

社会的効果 維持管理作業、費用も軽減します！

落雪防止用格子フェンスにより、落雪の不安が無くなった事や、通行止め回数が減少したことにより、

道路監視員が不要になり、通行止め器材の配置・撤去などの作業も軽減しています。金額にすると約40

万円/年の節減となっています。

積雪寒冷地では、道路構造物に着氷雪が発生する事があります。通行車

両の振動や気温の上昇により着氷雪が落下する事例が報告されています。

このような着氷雪の対策としては雪下ろしといった維持作業が行われてい

ますが、特に橋梁の場合はその着雪位置が高く、車両の通行規制を伴うな

ど作業に苦慮しているのが実情です。

【デメリット]

●ランニングコストが高い

●効果の持続性が低い

●危険な高所作業が生じる

落雪防止用格子フェンスはランニングコストが不要で
落雪を防止、危険作業を回避できる技術です。

これまでの雪下ろしに替わる着氷雪対策としては、電力など

のコスト負担が大きいヒーティング工法、塗り替えが必要な塗

装工法などが施されてきました。

落雪防止用格子フェンスは、密度の低い雪片を早期に落雪さ

せ、密度の高まった危険な雪氷は落下させない落雪防止効果が

あり、ランニングコストが不要でコストが安い工法です。また

雪落としなどの危険な作業を回避することができます。

【メリット]

●ランニングコストが不要

●持続性が高い

●危険な高所作業を回避

国立研究開発法人
土木研究所・寒地土木研究所

〒062-8602
札幌市豊平区平岸1条3丁目1番34号

http://www.ceri.go.jp/
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落雪防止用格子フェンスにより、片側通行止めが、設置前は24時間が年平均2回あったものの、設置

後は12時間が年平均1回に減少しました。片側通行止めの減少の影響台数は、約2万台から7千台と約6

割に減少しました。（※H22交通センサスより試算）

この影響台数について待ち時間等の損失額を試算すると約5百万円/年解消していることなります。

（※通行止めの変化は維持管理業者聞き取りによる）【格子フェンス工法の概念】

【設置された格子フェンス（一般国道38号豊頃大橋）】
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除雪機械マネジメントシステム

１社会的効果

降雪や積雪が交通に与える影響を抑え円滑な交通
を確保することは住民にとって不可欠な課題です。

これまでの技術

除雪機械ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ

２社会的効果

除雪機械マネジメントシステムは、
私たちの豊かな暮らしを支えています。

適切な除雪機器の運用を可能とします！

作業をシミュレーション、迅速な除雪作業を
行えます！

除雪機械マネジメントシステムにより、監督職員は除雪作業の進捗状況の把握が容易となり、

工区境の臨機なシフト（ダイナミック工区シフト）や、除雪機械の他工区への応援などを検討す

ることができます。

また、今後の除雪ルートを指定することで、

除雪作業終了時刻がシミュレーション可能とな

り、終了予想時刻に基づいた工区シフト判断を

行うことができ、迅速な除雪作業が図られます。

3社会的効果 全道各地の国道で活躍しています！

２０１６年度末現在、北海道開発局の全開発建設部に導入され、除雪機械のほぼすべてに当たる

１０４４台で稼働中です。

積雪寒冷地域では、降雪や積雪が道路交通に与える影響

は大きく、円滑な道路交通の確保は地域住民にとって必要

不可欠で、国道ではほぼ全ての区間で除雪作業が行われて

います（2012年末現在、国道での除雪率は99.6％）。

効率的・効果的で、常に良好な路面管理や異常気象時にお

ける迅速な除雪作業を実施するためには、現有する除雪機

械を有効に活用しながら、積雪状況の変化や除雪作業状況

をリアルタイムに把握し、臨機に除雪作業を支援する技術

が必要となります。
【除雪作業による渋滞]

【デメリット]

●局所的大雪では除雪の遅延が生じる

●除雪の現状把握が困難

●臨機な作業指示が困難

除雪機械マネジメントシステムは
安全で快適な道路交通を確保する技術です。

これまでは、除雪作業の進捗状況を十分監督員などが把握できず非効率的な作業運用状況が生じました。

除雪機械マネジメントシステムは、監督職員が除雪作業の進捗状況の把握が容易となり、工区境の臨機なシフト

や、除雪機械の他工区への応援などを検討することができます。また、今後の除雪ルートを指定することで、除雪

作業終了時刻がシミュレーション可能となり、終了予想時刻に基づいた工区シフト判断を行うことができ、迅速な

除雪作業が図られます。

【メリット]

●工区ごと除雪時間を平準化する

●作業の遅延理由を把握できる

●効率的な運用指示が可能

【到着予想時刻表示画面]

【工区シフト例]

【ダイナミック工区シフトイメージ]

【除雪作業状況確認機能]

ロータリ除雪車対応型アタッチメント式路面清掃装置

１社会的効果

安全・安心な道路を提供するため道路維持管理は、
より一層の機械経費のコスト縮減が求められます。

これまでの技術
ﾛｰﾀﾘ除雪車対応型
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ式路面清掃装置

２社会的効果

ﾛｰﾀﾘ除雪車対応型ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ式路面清掃装置は、
私たちの豊かな暮らしを支えています。

ランニングコストを低減しました！

ライフサイクルコストも縮減します！

現行のロータリ除雪車(降雪期)＋路面清掃車(非降雪期)による２台の専用機械から、ロー

タリ除雪車(ベース車両)１台でロータリ除雪装置(降雪期)＋路面清掃装置(非降雪期)の運用

が可能となります。

安全・安心な道路を提供するため、道路管理者は道路の維持管理を行っています。維持管理には、代表例として非降

雪期に道路の清掃を行う「路面清掃車」や降雪期に道路の拡幅除雪を行う「ロータリ除雪車」などの機械が活用されて

いますが、近年の情勢により、より一層の機械経費のコスト縮減が求められています。

【デメリット]

●購入、維持管理費が高い

●通年運用ができない。

これまでの道路作業機械は、作業時期の性能要件が異なるため、それぞれ半年程度しか稼働しないのが実態です

ﾛｰﾀﾘ除雪車対応型ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ式路面清掃装置は「ロータリ除雪車」をベース車両とし、降雪期の「ロータリ除雪装

置」と開発した非降雪期の「路面清掃装置」をアタッチメント式で交換することで、２台の専用機械を１台の除雪

車に集約してコスト縮減を可能としました。

【メリット]

●購入、維持管理費を削減

●通年運用が可能

●ライフサイクルコストも低減

国立研究開発法人
土木研究所・寒地土木研究所

アタッチメント式路面清掃装置は、既存の

ロータリ除雪車を通年活用することで、現行の

路面清掃車の機械経費と比較してコスト縮減が

期待できます。また、除雪機械が多く稼働する

積雪寒冷地では、より一層の導入効果が期待で

きます。

① 路面清掃車に比べ、購入費、整備費、管理

費が約50%～60%縮減

② 通年試算した場合、運転費が約10%縮減

③ ライフサイクルコストでは約20%～30%縮減

ﾛｰﾀﾘ除雪車対応型ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ式路面清掃装置は、
専用機械を集約してコスト縮減を行う技術です。

〒062-8602
札幌市豊平区平岸1条3丁目1番34号

http://www.ceri.go.jp/

２
台
を
１
台
に
集
約

ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ

購入費 整備費 管理費 運転費 計

①4輪ﾌﾞﾗｼ式路面清掃車 2,520 1,470 1,890 1,058 4,418 6,938

④ﾛｰﾀﾘ除雪車 2,720 1,061 2,040 2,700 5,801 8,521

計 5,240 2,531 3,930 3,758 10,219 15,459

②4輪操舵ﾌﾞﾗｼ式路面清掃車 3,180 1,855 2,385 1,126 5,366 8,546

④ﾛｰﾀﾘ除雪車 2,720 1,061 2,040 2,700 5,801 8,521

計 5,900 2,916 4,425 3,826 11,167 17,067

③開発機 1,290 753 968 1,406 3,127 4,417

⑤ﾛｰﾀﾘ除雪車 2,720 1,061 2,040 2,049 5,150 7,870

計 4,010 1,814 3,008 3,455 8,277 12,287

非降雪期③

＋降雪期⑤

現行

提案

ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ
合計

非降雪期①

＋降雪期④

非降雪期②

＋降雪期④
-20%

-30%

縮減

１．①，②，④は現行機械のライフサイクルコスト

２．③は開発機とベース車両（ロータリ除雪車）の非降雪期分のライフサイクルコスト

３．⑤は非降雪期に開発機を利用した場合の降雪期分のライフサイクルコスト

【ライフサイクルコスト比較表】

～研究成果の社会的効果～ 道路交通編


