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１．はじめに

　PIARC（世界道路協会）の TCB5冬期サービス委員
会の第７回委員会が、2011年５月４～５日に、英国・
エジンバラ市で開催された。筆者は、日本の委員とし
て参加する機会を得たので、その概要を報告する。

２．PIARC と TC（技術委員会）

　PIARC は1909年に設立された国際機関で、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、道路の建設、改良、維持、利用技術等、道
路技術・行政の向上、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的としている。
国や地方公共団体、個人などが会員となっており、
142カ国からの会員で構成される。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。
　PIARC では、ほぼ４年毎に戦略計画を策定し、そ
れに基づき戦略テーマ（ST：Strategic Theme）を定め
ている。現在の計画期間（2008 ～ 2011年）には、以下
の４つの ST がある。
・　ST A - 持続可能な道路交通システム
・　ST B - サービス提供の向上
・　ST C - 道路システムの安全
・　ST D - 道路インフラの品質
　これらの戦略テーマ毎に４～５つの技術委員会（TC
：Technical Committee）が設けられており、TCB5冬
期サービス委員会が属する ST B には、以下の TC が
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 毎に活動計画を定めており、ワーキ
ンググループ（WG）を設けるなどして、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を
目的としたセミナーの開催等の活動を行っている。ま
た、これらの活動を進めるため、年に数回、委員会を
開催して議論を行っている。2008 ～ 2011年の現任期
における TCB5冬期サービス委員会の活動計画は次の
通りであり、WG を立ち上げてレポートの作成を行っ
ている。（国際冬期道路会議を開催する B5.3の活動計
画を除く。）
B.5.1 - 冬期道路情報システムの高度化
B.5.2 - 持続可能な冬期道路の提供
B.5.3 - 冬期道路会議を通じた情報共有
B.5.4 - 道路利用者とのコミュニケーション

３．第７回委員会の議事概要

　TCB5冬期サービス委員会の第７回委員会は、エジ
ンバラ市のホリルード宮殿に近い、マクドナルド・ホ
リルード・ホテルで行われた（写真－１）。日本からは、
筆者のみが参加した。

　始めに、スコットランド交通事業庁（Transport 
Scotland）の Edmund 氏より、歓迎の挨拶とスコット
ランドの紹介が行われた。スコットランド交通事業庁

写真－１　会議の様子
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は3,432km の道路を管理していること、昨冬の塩の散
布量は700,000t であることなどの説明が行われた。
　続いて、英国の TCB5委員である Hobbs 氏が、イ
ングランド道路庁（Highway Agency）の冬期道路管理
について説明を行った。イングランド道路庁では
7,080km の道路を12のエリアに分けて管理しているこ
と、道路気象観測所は220箇所あること、昨冬の塩の
散布量は260,000t であることなどの説明が行われた。
北部に位置するスコットランドに比べると塩の散布量
はかなり少ないことが分かる。
　その後、PIARC の現任期（2008 ～ 2011）における活
動計画に関する議題に移り、以下の報告が行われた。
　最初はワーキンググループ（WG）のレポートの現状
報告である。WG5.1からは、各国の冬期管理用の情報
システムに関するケーススタディが報告された。ケー
ススタディには、ソルトレークシティの冬季オリンピ
ックや、リトアニア、フィンランドの道路維持管理シ
ステムなどが含まれている。
　WG5.2からは、経済的、環境的視点から冬期管理の
持続可能性を扱った既往調査のレビューを行っている
旨の報告が行われた。但し、冬期道路管理に関するも
のは少ないため各委員に情報提供を求めた。
　WG5.4からは、各国における道路利用者への情報提
供システムに関する事例調査やアンケート結果が報告
された。さらに、欧州内でシームレスな情報提供が行
われるようなデータ仕様の統一や、道路交通情報の電
話番号の統一が行われているとの報告があった。
　これらの報告の後で、フランス語訳を行うためのス
ケジュールについて確認が行われた。さらに、各 WG
の最終レポート作成に向けた議論については、２日目
の午前に行われることとなった。
　続いて、モンゴル国ウランバートル市で2011年４月
６～８日に開催された冬期道路セミナーの報告がフラ
ンスの Gilloppe 委員より行われた。その中で、震災
直後にも関わらず日本より７名が参加したことに謝意
が述べられた。なお、このセミナーについては、当研
究所からも５名が参加しており、別報で報告している
ところである１）。
　次の議題は PIARC 世界道路会議メキシコ大会であ
る。メキシコ大会では TCB5冬期サービス委員会では
１つのセッションを担当し、前述の各 WG レポート
の報告、カナダ・ケベック市で行われた国際冬期道路
会議およびモンゴルやチェコで開催された冬期道路セ
ミナーの報告などを行うことが確認された。
　その後、次の任期（2012 ～ 2015）における TCB5冬

期サービス委員会の活動計画についての議題に移っ
た。次の任期では冬期サービス委員会は、「戦略テー
マ２：アクセスとモビリティ」（Strategic Theme ２： 
Access and Mobility）に属し、TC2.4となる予定であ
る。そして、以下の４つの活動計画案が説明された。
●　異常な降積雪イベントの危機管理（Crisis manage-

ment of unusually severe and sustained snow 
events）

●　冬期管理における持続可能性と気候変化（Sustai-
nability and climate change considerations in 
winter operation）

●　道路利用者と管理者への情報提供とデータ収集技
術（Advanced technology for data collection and 
information to users and operators）

●　2014国際冬期道路会議アンドラ大会への対応
（Preparation of the 2014 Winter Road Congress 
in Andorra）

　続いて、2014年にアンドラ公国で行われる国際冬期
道路会議の準備状況がアンドラ公国の委員より報告さ
れた。それによると、今後の主要なスケジュールは次
の通りである。ただし、査読の時間が短いなどの意見
が出ており、変更の可能性もあると思われる。また発
表会場も４つしか確保していないなど（2010年のケベ
ック大会では６会場で並行して進行）の問題が指摘さ
れていた。アンドラ公国の委員からは、ホールの一部
を使うことで、もう一つ会場を確保可能と回答してい
た。
　2012年９月　　　ブリテン１の発行
　2013年２月１日　論文概要〆切
　2013年３月　　　ブリテン２の発行
　2013年４月30日　概要採択通知
　2013年７月31日　論文〆切
　2013年10月31日　論文採択通知
　2013年10月　　　ブリテン３の発行
　最後に、次回の TCB5冬期サービス委員会の会議を
2011年９月26 ～ 30日にメキシコで開催される世界道
路会議に合わせて開催することが報告された。

４．テクニカルツアー

　２日目の午後、テクニカルツアーとして除雪基地と、
回転式ボートリフトであるファルカーク・ホイールの
視察が行われた。
　除雪基地では維持管理を請け負っている民間業者が
対応した。屋外には除雪車や凍結防止剤散布車などの
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５．おわりに

　会議の間のコーヒーブレークなどで、諸外国の委員
と雑談をする機会があり、しばしば東日本大震災のこ
とが話題に上がった。特に、原子力発電所の事故が、
その後どうなっているのかとか、筆者の住んでいると
ころは原子力発電所から離れているのか、影響はない
のかなどと尋ねられることが多かった。
　委員会では、英語とフランス語の同時通訳で議論が
行われた。今回で、委員会の出席は５回目になるが、
相変わらず語学力強化の必要性を強く感じた。ただ、
毎回参加することで、徐々に顔見知りも増えてきたこ
とは幸いである。
　いずれにせよ、日本の代表という立場で来ているの
で、責任の重さも深く感じる次第である。皆様のご指
導とご支援を受けながら、引き続き国際的な技術的協
力に貢献できるよう努力したいと考えている。
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作業車が並べられていた。これらの機械は、業者が所
有しているものとのことである。除雪車に据付けられ
たプラウのブレードはゴム製であり、それについて尋
ねたところ、十分な量の塩を散布することで、道路の
雪は固まらないため、ゴム製のブレードが使われると
のことであった（写真－２）。また、英国には岩塩鉱山
があり、散布用の塩は、そこから産出したものを使っ
ているとのことである（写真－３）。

　次にファルカーク・ホイールの視察を行った。ファ
ルカーク・ホイールは、フォース・アンド・クライド
運河とユニオン運河をつなぐ世界初の回転式ボートリ
フトであり、この高低差は24m とのことである。実
際に船に乗って運河の遊覧を体験することもできる。
写真－４は回転している途中のファルカーク・ホイー
ルである。陸橋が向こう側の水路となっており、円形
にくり抜かれた部分に挟まれたゴンドラ部に船を浮か
べ昇降させるしくみである。英国のミレニアム記念事
業の一環として2002年に建設された。

写真－２　除雪車のプラウ

写真－４　ファルカーク・ホイール

写真－３　貯蔵庫に積んであった散布用の塩
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