
２．PIARC と TC（技術委員会）

　PIARC（世界道路協会）は、1909年に設立されたパ
リに本部を置く国際機関であり、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。正式
な名称は World Road Association だが、旧名称の「常
設 国 際 道 路 会 議 協 会（Permanent International 
Association of Road Congresses）」の略称である
PIARC が現在も使われ、“World Road Association 
PIARC”と標記されることも多い。
　PIARC は、世界中の国や地域、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４年毎に戦略計画が策定されている。
現タームの2008 ～ 2011年においては、以下の４つの
戦略テーマ（ST：Strategic Theme）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、全
部で17の技術委員会がある。このうち、冬期道路を扱
うのが、冬期サービス委員会（Winter Service Commi-
ttee）であり、戦略テーマ B（STB）に属する５番目の
委員会なので TCB5委員会とも称する。

３．TCB5冬期道路サービス委員会の概要

　現ターム（2008 ～ 2011年）では前タームの冬期道路
管理委員会という名称から変更され、道路利用者に冬
期の道路サービスを提供するという立場が明確にされ
ている。
　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。現タームにおける TCB5
冬期サービス委員会の活動テーマは次の通りである。
B5.1 －冬期道路情報システムの高度化
B5.2 －持続可能な冬期道路の提供
B5.3 －冬期道路会議を通じた情報共有
B5.4 －道路利用者とのコミュニケーション
　このうち B5.3は国際冬期道路会議の開催を担当し
ている。他の３テーマについては、それぞれワーキン
グ・グループを設けて技術レポートを作成している。こ
れらについては、５．１節で後述する。

PIARC（世界道路協会）TCB5冬期サービス委員会第８回委員会
および第24回世界道路会議参加報告

松澤　勝＊

１．はじめに

　平成23年９月26日～ 30日にメキシコ合衆国メキシ
コシティで PIARC（世界道路協会）主催の第24回世界
道路会議が開催された（写真－１）。この会議の期間中
に、PIARC 冬期サービス委員会第８回委員会が開催
された。筆者は、日本の冬期サービス委員会委員とし
て参加する機会を得たので、その概要を報告する。

写真－１　会場のCentro Babamex Convention Center

報　告
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切りの期日が報告されていたが１）、今回は報告されな
かった。何らかの事情により再考しているらしく、委
員へ確認したところ、「まだ決まっていない」が、次
の委員会が開かれる2012年３月までには決めるとのこ
とであった。
　続いて、大会テーマについて議論が行われた。テー
マについては、以下の様な候補案が提示されていた。
　“Good winter service with decreasing budget and 
in extreme weather”
　“Winter Service While the Climate and the Global 
Economy Crash”
　“Winter Service In Times of Fiscal Constraints or 
Winter Service Under Tight Budgets”　等
　いずれも、現状の厳しい予算制約と気候変動に伴う
厳しい冬期気象下における冬期サービスの持続可能性
を打ちだしたものである。
　続いて、技術発表のトピックスについても以下の様
な案が示された。
Topic 1：Winter service and sustainable development
Topic 2：Stakes of winter service
Topic 3：The perfect storm, climatic and economic
Topic 4：Management and valorization of the data
Topic 5：Operational approaches, Material materials 
and techniques, 
Topic 6：Road user
　最後に、今回の委員会が現ターム（2008 ～ 2011年）
最後の委員会であったので、現タームで委員長を務め
たスウェーデンの Öberg 氏へ、次期委員長のフラン
スの Gillope 氏からプレゼントが手渡された。

５．第24回世界道路会議の概要

５．１　セッション TCB5「冬期サービス」

　冬期サービス委員会が主催するセッションは27日の
午前に行われた。このセッションで一般からの公募に
よる研究発表はなく、冬期サービス委員会の現ターム

（2008 ～ 2011年）の活動について報告が行われた。
（1） 冬期サービス委員会の概要
　始めに、Öberg 委員長が、TCB5委員会が35カ国63
名の委員により構成されていることなど TCB5委員会
の概要について説明を行った。

（2） 技術レポートの紹介
　ここでは、各ワーキング・グループにより作成され
ている次のレポートについて報告が行われた。
・「冬期サービスのマネジメントシステムと道路情報」

４．第８回委員会の議事概要

　TCB5冬期サービス委員会の第８回委員会は、第24
回世界道路会議の会場にある会議室で26日午後、29日
午後、30日午前の３日間の予定で行われた（写真－２）。

写真－２　会議の様子

　世界道路会議では、一般の論文応募による研究発表
の他、各 TC の活動報告が主となるセッションも開か
れる。冬期サービス委員会では、27日の午前にセッシ
ョンを持っており、委員会の活動や、レポートの内容
について報告が行われる予定である。26日の会議では、
その準備について議論が行われ、発表者の持ち時間の
確認などを行った。なお、このセッションの詳細につ
いては５．１節で後述する。
　29日午後の委員会では、2014年に予定されている国
際冬期道路会議アンドラ大会について、議論を行った。
　始めに、主催国であるアンドラ公国の委員より、現
在の進捗状況について報告が行われた。アンドラ公国
はフランスとスペインに挟まれたピレネー山脈にある
面積468km2（網走市とほぼ同じ広さ）の小さな国であ
る。2009年に、大会のウェブサイトが立ち上げられて、
今年になって実行委員会が立ち上がったところであ
る。そして、今後の主要なスケジュールが以下の通り
報告された。
　2012年６月：研究発表トピックの決定と会議案内第
　　　　　　　１版の発行
　2012年９月：展示の案内送付　
　2013年６月：会議案内第２版の発行
　2013年10月：プログラムの決定
　なお、論文募集（Call for Papers）について、英国エ
ジンバラ市で開催された第７回委員会では、論文締め
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提案によって始まったもので、今回作成した2010年版
では25の国・地域の冬期気象や地勢、冬期道路管理技
術等のデータが掲載された。
　また、各国を代表する除雪機械のオペレータがその
技量を競い合う国際除雪選手権が実施された。スラロ
ームなどの運転操作のほか、除雪装置（サイドウイン
グ）の操作等の技量を競い合った。なお、これを見た
日本からの参加者の提案で、2011年に札幌で開催され
た「ふゆトピア」において、日本で初めて同様な除雪
の競技会が開催されている。

（4） 国際冬期道路セミナー
　PIARC では、各 TC に対して任期中に２回、発展
途上国でセミナーを開催することを課している。冬期
サービス委員会では、チェコと、モンゴルでセミナー
を行ったことが報告された。

（5） 次タームの計画
　続いて、次のターム（2012 ～ 2015年）における TCB5
冬期サービス委員会の活動計画の報告に移った。次の
ターム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
　　（Sustainability and climate change considera-
　　tions 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）

（6） 第14回国際冬期道路会議
　最後に2014年にアンドラ公国で行われる国際冬期道
路会議のアナウンスが行われた。

５．２　その他の参加セッション

（1） セッション ST B「統合された交通モードと利用
者へのサービスの提供」
　前述の通り現タームでは４つの戦略テーマ（ST）が
あり、それぞれの ST 全体を包括する議論を行うセッ
ションが ST 毎に開かれた。
　このセッションの前半では、「革新的なインターモ

・「冬期サービスの持続的発展」
・「冬期サービスに対する気候変動の影響」
・「道路利用者とのコミュニケーション」
　「冬期サービスのマネジメントシステムと道路情報」
では、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、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。
　「冬期サービスの持続的発展」では、経済的、環境
的視点から冬期管理の持続可能性について既往調査の
レビューが行われている旨、報告が行われた。
　また、「冬期サービスに対する気候変動の影響」では、
欧州の冬期気候の変化について報告が行われ、高緯度
地域ほど、冬期の気温上昇などの影響を受けることな
どが示された（写真－３）。
　「道路利用者とのコミュニケーション」では、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。

（3） 第13回国際冬期道路会議
　2010年２月にカナダ国ケベック市で開催された第13
回国際冬期道路会議について報告が行われた。なお詳
細については別報２）を参照いただきたい。
　技術発表については、以下のトピックで約130件の
発表が行われた。
・冬期における安全性と移動性
・冬期業務の情報システム
・雪氷対策技術　
・環境に優しい冬期サービス　等
　また、この会議に合わせて『雪氷データブック』の
改訂が行われた。『雪氷データブック』は、2002年の
札幌大会時に PIARC 冬期道路委員会日本代表委員の

写真－３　ヨーロッパでの気温の将来予測
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６．おわりに

　今回、冬期サービス委員会とともに、世界道路会議に
参加することができた。残念ながら冬期道路に関する
報告や発表は数少なかったが、世界の道路技術や施策
全体で、近年注目される課題や、各国の取り組み状況
を知ることができる良い機会となった。今後の研究活
動に、この会議で得た知識や感覚を活かしていきたい。
　なお、次回の第25回世界道路会議は、2015年に韓国・
ソウルで開催される。隣国でもあることから多くの参
加が望まれるところである。
　また、筆者は、次タームにおいても PIARC 冬期サ
ービス委員会に参加する予定であり、この分野におけ
る海外の先進事例や話題について読者に紹介していき
たいと考えている。
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写真－４　日本パビリオン

ーダルな旅客輸送とロジスティクス」をテーマに、イ
ギリス、日本などから、インターモーダルに関する取
組が紹介され、他の交通モードなどの関係者や、将来
の土地利用計画などとの連携・調整が必要であること
等が報告された。
　後半では、「交通渋滞に対する革新的な対策」をテ
ーマに、オーストリア、メキシコなどからの事例紹介
が行われた。たとえば、イギリスからは、ITS を中心
とした取組みが紹介されるとともに、Twitter 等の新
たなツールによる道路情報の提供事例が報告された。

（2） セッション TCC3「道路運用上のリスク管理」
　この委員会は、気候変動やテロなどリスクへの対応
について、以下の３つの WG でレポートがとりまと
められ、その概要が説明されたほか、一般の論文投稿
者より関連論文の発表が行われた。
・道路管理部門へのリスクマネジメントの導入
・自然災害や気候変動及びセキュリティ上のリスク
・リスクの社会的受容
　このセッションでは、土木研究所の田村耐震総括研
究監から、東日本大震災による道路施設被害について
の報告があったほか、洪水を対象とした気候変動に対
するリスクマネジメントに関する報告などが行われ
た。最後に、TCC3の岡原委員長（（財）先端建設技術
センター理事長）より、種々な分野においてリスクマ
ネジメントと、被害拡大防止を図る対応が必要である
などセッションのとりまとめが述べられた。

５．３　展示

　世界道路会議に併せて展示も行われた。日本パビリ
オンでは、東日本大震災の被害状況を伝えるビデオの
上映などが行われた（写真－4）。

松澤　勝＊
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