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PIARC(世界道路協会)TCB5冬期サービス委員会と

「冬期サービス国際セミナー」に参加して

松澤　勝

報　告

１．はじめに

PIARC（世界道路協会）のTCB5冬期サービス委員
会が、2009年10月5 ～ 6日に、チェコ共和国プラハ市
で開催された。またTCB5委員会とチェコ交通省等が
主催する、「冬期サービス国際セミナー」が、同年10
月7～9日にチェコ共和国のフラデツ・クラーロヴェー
市で開催された。筆者は、この委員会とセミナーに参
加・聴講する機会を得たので、これらの概要を報告す
る。

２．PIARC（世界道路協会）とは

世界道路協会の現在の名称（英語）はWorld 
Road Associationで あ る が、 旧 名 称 のPermanent 
International Association of Road Congress の略で
あるPIARCが、現在でも広く使われており、”World 
Road Association PIARC”と表記されることも多い。
PIARCは1909年設立で、本部はフランスのパリに
ある。PIARCは、独自の活動計画に基づき、交通安
全、各種交通モードの有効利用、持続可能な開発、投
資の効率性などのテーマを念頭に、道路及び道路交通
政策の策定と新たな道路技術の開発に貢献することを
目指している。加盟国は、2009年9月の時点で日本を
含む118カ国であり、地方政府会員（市など）や団体
会員、個人会員を含めると142の国や地域から登録さ
れている。各国の第一代表は公共事業担当大臣から指
名され、日本からは国土交通省道路局長がその任にあ
たっている。

３．TCB5委員会（冬期サービス委員会）

PIARCでは、ほぼ4年毎に戦略計画を定めている。
現在の期間（2008～2011年）には、以下の4つの戦略
計画（ST: Strategic Theme）があり、この計画に基
づいて、戦略計画毎に4～5組の技術委員会　（TC: 
Technical Committee）が設けられている。
・　ST A - Sustainability of the Road Transport 　
　System（持続可能な道路交通システム）

・　ST B - Improving Provision of Services
　（サービス提供の向上）
・　ST C - Safety of the Road System
　（道路システムの安全）
・　ST D - Quality of Road Infrastructure　
　（道路インフラの品質）
このうちTCB5委員会が属するST Bには、以下の
TCがある。なおSTBのコーディネータはNEXCO東
日本の井上啓一社長（PIARC副会長）が務めてい
る。
各TCは、委員と連絡委員、準委員から構成され
る。日本のメンバーは、委員が筆者、連絡委員が
（社）北海道開発技術センターの原文宏氏、準委員
が、国土交通省国土政策総合研究所の池原圭一氏であ
る。現在の任期（2008～2011年）では、当所特別研究
監の加治屋安彦氏が委員だったが、2009年8月に逝去
された。このため、9月から急きょ筆者が後任の委員
として参加することとなったものである。
B1: Good governance of Road Administration（道路
行政の良い統治）　
B2: Road Network Operation（道路ネットワーク運
用）
B3: Improved Mobility in Urban Areas（都市のモビ
リティ改善）
B4: Freight Transport and Inter-Modality（物流とイ
ンターモーダル）
B5: Winter Service（冬期サービス）
各TCは、TC毎に戦略計画に基づいて、ワーキング
グループ（WG）を設け、国際的な調査やレポートの
とりまとめ、発展途上国への技術普及、セミナーの開
催等の活動を行っている。また、年に数回（TCB5は
年2回）会議を開催して議論を行っている。
TCB5委員会には、次のWGがある。
B.5.1 - Improve winter maintenance and operation 
information systems（冬期道路情報システムの高度
化）
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B.5.2 - Provide sustainable winter maintenance（持続
可能な冬期道路の提供）

B.5.3 - Share knowledge via the Winter Road 
Congress（冬期道路会議を通じた情報共有）

B.5.4 - Communication with road users（道路利用者
とのコミュニケーション）

４．第４回TCB5冬期サービス委員会

　10月5 ～ 6日にチェコ共和国プラハ市にある、チェ
コ交通省で第4回TCB5委員会が行われた。日本から
は、委員である筆者と、連絡委員の北海道開発技術セ
ンターの原氏が参加した。また、NEXCO西日本から
PIARC本部に派遣されている坪内氏（STBのオーガ
ナイザー）もパリから駆けつけて委員会に参加した（写

真－１、２）。
　会議の冒頭で、8月に亡くなった加治屋委員に対し
て、1分間の黙祷を捧げた。その後、筆者を含む新メ
ンバーの紹介、議事次第の確認、前回の会議の議事録
の確認、7月に東京で開催されたSTB委員長会議の報
告が行われた。
　続いて、2010年2月にカナダ国ケベック市で開催さ
れる国際冬期道路会議に関する議題に進んだ。まず、
現地の実行委員でもあるケベック州のCharpentier氏
より、現在の準備状況、国際冬期道路会議までのスケ
ジュール、会議のプログラム等について説明があっ
た。
その後、発表論文の審議をトピック毎に分かれて行
った。今回の会議のトピックは次の６つである。
Topic 1：冬期道路管理及び計画
Topic 2：冬期交通の安全性とモビリティ、社会的視点
Topic 3：冬期管理情報システム
Topic 4：雪氷管理技法、技術
Topic 5：冬期道路管理と持続可能な交通
Topic 6：冬期道路管理への気候変動の影響－気候変
　　　　 動への対応
査読については、各査読委員が9月20日までに結果
を送付することになっていた。
私は9月に入ってから委員になったため、9月上旬に
トピック１の論文査読を依頼された。3月に概要査読
が行われ、トピック１では40編以上の発表が採用にな
っていたが、最終的には36編の論文が提出された。期
限が迫っていたので極めてハードな作業だった。当日
は、各査読者の評価とコメントをもとに議論を行い、
口頭発表、ポスター発表、不採択、他のトピックへの
変更に分けた。また、論文の内容に修正を求める場合

は、そのコメントを付した。
トピック１の、口頭発表の枠は、全部で６セッショ
ン24編なので、かなり絞らなければならない。結局1
編を不採択、6編を他のトピックに移動、5編をポスタ
ー発表にすることとした。
次に、採択した論文のグループ分けとセッションの
タイトル、座長、副座長の決定を行った。トピック１
を担当する委員は4名だったため、私も、2つのセッシ
ョンの座長を行うことになった。他のトピックの委員
が帰った後もトピック１だけ残って議論したが、会議
場の都合もあり、論文のセッションへの割り振り、発
表順等は、トピック１のリーダーに一任することにな
った。
最終的な、セッションと発表件数は、表－１に示す
とおりである。なお、3月の概要査読段階では、200件
以上が審査にパスしたが、最終的に論文を提出したの
は75%程度であった。
2日目は、PIARCの戦略プランに基づき、WG毎に
ミーティングを行い、WG毎の活動報告を行った。
その後、世界各国の雪氷対策等の概要を記した『雪
氷データブック』の改訂、10月7～9日にフラデツ・
クラーロヴェー市で開催されるセミナーの紹介、
PIARCのWebサイト、そして2014年の第14回PIARC
国際冬期道路会議がアンドラ公国で開催されることな
どが報告された。そして、次回の委員会を2010年2月
の世界冬期道路会議の前後に行うことが確認された。
最後に、書記が第4回TCB5冬期サービス委員会のま
とめを報告し、会議を終了した。

写真－１　チェコ交通省
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５．冬期サービス国際セミナー

5.1　セミナーの概要

　各TCは、4年間の任期中に2回、技術普及と啓蒙の
ため発展途上国でセミナーを開くことが求められて
いる。他のTCと異なり、TCB5冬期サービス委員会
は、対象地域が限定されており、発展途上国からの委
員がほとんどいないため、チェコ共和国は発展途上国
ではないものの、ここでセミナーを開催することとな
ったそうである。
　セミナーは、プラハから北東に約100km離れたフラ
デツ・クラーロヴェー市で10月7 ～ 9日に開催された。
セミナーのプログラムは表－２の通りである。主催者
から提供された参加者数は約170名である。参加者の
住所（国）は記載されていないので、国別の参加者は
不明である。なお、本セミナーはチェコ語、英語、フ
ランス語の同時通訳で行われた（写真－３）。

5.2　開会式・TCB5冬期サービス委員会の紹介

冒頭の開会式では、チェコ共和国の交通省次官など
の来賓の挨拶が行われた。開会式の最後にはTCB5冬
期サービス委員会のÖberg委員長が、PIARCの概要に
ついて紹介を行った。
続いて、カナダのCharpentier氏が2010年2月にケベ
ック市で行われる第13回国際冬期道路会議の紹介を
行い、参加を呼びかけた。続いて、TCB5冬期サービ
ス委員会の戦略計画について、前述のWG毎（B.5.1～
B.5.4）に、WGのリーダーより説明が行われた。
　休憩を挟んでセッションが開始された。

5.3　セッション

「冬期道路管理から得た経験」では、チェコ、スウ
ェーデン、イタリア、ハンガリー、カナダ・ケベッ
ク、ドイツ・バイエルン州、スロベニア、スロバキ
ア、オーストリア・ウィーン市の各国・地域の冬期道
路管理の概要について紹介が行われた。これらの発表
では、各国の地勢や道路概況、冬期道路管理のポリシ
ーや作業実態、研究開発などが示された。
　スウェーデンのÖlander氏の発表では、サービスレ
ベル、冬期道路管理の外注契約、凍結防止剤の散布技
術、温めた砂の散布、グルコースの利用、非接触型道
路センサーと滑り情報システム、滑り計測、ウィンタ
ーモデルなどについて説明が行なわれた。このうち、
外注契約については5年契約を行っているとのことで
ある。また、1989～1992年に行われたMINSALTプロ
ジェクトについて、塩の散布を減らした試験エリアで
は、スリップ事故が増えたという失敗を紹介してい
た。このプロジェクトの報告書が出た当時、当研究所
の有志で和訳したことを思い出し懐かしく思った。
　ドイツ国バイエルン州のRoßmann氏の発表では、

写真－２　会議の状況（筆者は左手の奥、右端は

NEXCO西日本からPIARC本部に派遣されている坪内

氏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

表－２　会議のプログラム

表－１　トピック毎の発表件数



 47寒地土木研究所月報　№681　2010年２月

5.4　ラウンドテーブル

 ラウンドテーブルでは、パネルディスカッション形
式で、会議の総括が行われた。テーマは、持続可能な
冬期サービスである。
　持続可能な発展は「将来の世代のニーズを満たす能
力を損なうことなく、今日の世代のニーズを満たすよ
うな開発」と定義される。これを冬期道路サービスの
分野に当てはめて考えると、経済的競争、社会的責任
そして環境保護の間で、持続的かつ活動的な平衡状態
を探すことと説明された。そして、持続可能な冬期サ
ービスをどのようにして供給するかについて、各国の
代表によって議論された。　

5.5　テクニカルビジット

　テクニカルビジットでは、除雪機械を製作する会社
の工場に行き、各種の除雪機のデモンストレーション
や、工場での組み立て過程の見学を行った（写真－４）。
ボルボやメルセデスなどの車体に、除雪プラウや凍結
防止剤散布装置を取り付ける。年間で、800台ほど生
産するとのことである。

維持管理コストの縮減について紹介された。バイエ
ルン州は、面積70,500km2で、アウトバーン（高速道
路）が2,500km、国道延長が6,700kmである。国道の
維持管理の職員は1990年に3,273人いたが、2014年に
は、1,935人にすることが求められている。2005年か
ら2009年にかけて、砂散布時の空荷走行の削減、車両
の削減、除雪や砂散布のルートの最適化などを行った
結果、１除雪基地当たり一冬で、55,000ユーロのコス
ト縮減を達成したとのことである。
「冬期道路管理の技術、材料と機械」のセッション
では、チェコの発表が4件で、他はベルギーとラトビ
ア、ハンガリーからの発表だった。
　ラトビアは、面積65,000km2で、国道の延長が
1,622kmである。地方道を含めた道路の30%が、まだ
舗装されていない。ルーチン的な道路管理は2002年か
ら行われている。2007～2014年まで、26のエリアで道
路管理の外注を8年契約で行っている。冬期道路のサ
ービスレベルは、交通量と路線種別に応じて、5段階
に分けられており、許容される道路上の積雪深や雪
堤、除雪氷完了までの時間が定められている。
チェコのPospíšek氏は、冬期道路管理指数の発表を
行った。諸外国の例に漏れず、チェコでも、冬期道路
管理の外注が行われているが、冬の気象条件によって
費用が大きく異なる。そこで、冬期の気象条件に応じ
た指数と、標準の冬期道路管理費用を定め、それに応
じて業者への支払いを行っている。
　「冬期道路管理に関する研究と新技術」のセッシ
ョンでは、チェコ、スウェーデン、フィンランド、
USA、フランスから最新の技術について紹介があっ
た。
　スウェーデンのBogren氏は、チェコで導入してい
る維持管理支援システムの紹介を行った。このシステ
ムは、主要路線での12時間先までの毎時の道路状況、
路面温度、降雪量を1時間更新で予測を行う。道路状
況の分類は、乾燥、湿潤、積雪、吹きだまり（注意）、
吹きだまり（警告）、滑りやすい、危険という7分類で
ある。このシステムでは、地形データ(標高、土地利
用）、サーマルマッピング、交通量、舗装の構造など
の情報を下に予測モデルを構築している。そして、道
路パトロール、気象予測、道路気象観測所、維持管理
作業のデータを用いて計算を行い、路面状況や路面温
度の予測を行う。

写真－３　セッションの様子
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写真－４　除雪機組み立て工場の内部

６．おわりに

　今回の委員会は、全て英語で議論が行われ、改めて
英語力の必要性を強く感じた。また、英国の様に、道
路管理者に加えコンサルタントがTCB5委員会の委員
に加わり、WG活動の実作業を行っている国もあり、
委員会活動を支える体制の必要性を感じた。

　セミナーを聴講しながら印象に残ったのは、次の通
りである
・持続可能な発展を念頭にしたコスト縮減や環境負荷
の軽減。
・複数年契約による冬期道路管理の外注。
・道路気象予測システムの高度化。例えば、プローブ
カーによるリアルタイムの情報収集、路面状態予測モ
デルの高度化と道路気象観測の詳細化（例えば路面に
加え、舗装内、路盤内の温度計測等）。
・道路管理者の概念が、冬期道路を管理する組織か
ら、冬期道路サービスを提供する組織へと変化。
　今まで、研究発表で海外出張したことは何度もある
が、委員会のような場で議論したことは殆ど無い。そ
れが、今回、国際的な委員会に日本の代表として参加
することになり、責任の重さも感じている。また、前
任の加治屋氏に比べると経験も浅いうえ英語も拙く、
至らない部分も多いと思うが、皆様のご指導とご支援
を得つつ努力して参りたいと考えている。

松澤　勝

寒地土木研究所　　　
寒地道路研究グループ
雪氷チーム　　　　　
上席研究員　　　　　
博士（工学）　　　　
気象予報士　　　　　
技術士（建設）　　　
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