
2016年冬期道路管理と陸上交通気象に関する国際会議・ワークショップおよび
第18回 SIRWEC国際道路気象会議への参加報告

大宮　哲　　國分　徹哉　　松澤　勝　　高橋　尚人
徳永ロベルト　　武知　洋太　　佐藤　賢治

１．はじめに

　2016年4月25日から27日に、アメリカ合衆国コロラ
ド州フォートコリンズにて「2016年冬期道路管理と陸
上交通気象に関する国際会議・ワークショップ」（以下
TRB 会議と記す）が開催されました。また、TRB 会議
に引き続き、4月27日から29日に、同地において「第18
回 SIRWEC 国際道路気象会議」（以下 SIRWEC 会議と
記す）が開催されました。今回、寒地道路研究グループ
交通チームおよび雪氷チームより、表記の7名が TRB
会議に、また、うち3名（松澤、高橋、大宮）が引き続
きの SIRWEC 会議に参加する機会を得ましたので、
その内容について報告します。

２．2016年冬期道路管理と陸上交通気象に関する

　　国際会議・ワークショップ（TRB 会議）

２．１　概要

　当該会議は、TRB（米国交通運輸研究委員会）の主
催により、Colorado Department of Transportation（コ
ロラド州交通局）、AASHTO（米国全州道路交通運輸
行政官協会）、FHWA（連邦道路庁）、フォートコリ
ンズ市および幾つかの民間企業の協力の下で開催され
ました。この会議は、かつては個別に開催されていた

「冬期道路管理に関する国際シンポジウム」と「陸上
交通気象に関する全米会議」を2008年に統合したもの
で、4年に1度開催されており、今回は冬期道路管理に
ついては9回目、陸上交通気象については6回目にあた
ります。
　この度の会議は、研究発表の部分が Webinar（Web
上で開催されるセミナー）という方式で開催されまし
た。具体的には、現地会議の開催に先立ち、2015年12
月にインターネットを介して口頭発表を録画し、現地
会議前に参加者の発表内容を予め Web 上で閲覧の上、
会議当日の6つのセッションにおいて討議が行われま
した。会議当日の会場の様子を写真－1に記します。

写真－1　会場全体の様子

２．２　寒地土木研究所からの発表

　寒地土木研究所からは、以下の7件の発表がありま
した。
　雪氷チームの松澤上席研究員は、「Recent Changes 
in Pressure Patterns and Their Regional Occurrence 
at Times of Heavy Snowfall and Blizzard Events in 
Hokkaido, Japan（北海道における、近年の暴風雪や大
雪時の天気パターンや地域性の変化）」と題して発表
しました。
　寒地交通チームの高橋総括主任研究員は、「Difference 
in remote road surface sensor performance by 
pavement type（非接触式路面センサーの舗装種別に
よる性能の違い）」と題して発表しました。
　寒地交通チームの徳永主任研究員は、「Study on 
Winter Road Surface Friction Characteristics and 
Their Reproducibility（冬期道路における路面すべり
特性とその再現性に関する研究）」と題して発表しま
した。
　寒地交通チームの佐藤研究員は、「Laboratory and 
Field Evaluation of a Chloride-free Material for Snow 
and Ice Control（非塩化物系凍結防止剤の開発に関す
る試験）」と題して発表しました。
　雪氷チーム國分研究員は、「Drivers’decision-making 

報　告
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２．３．４　セッション4

　本セッションでは、冬期道路メンテナンスへのビッ
クデータの活用をテーマとして議論が行われました。
本セッションに関連するテーマとして9件の事前発表が
挙げられ、固定データとモバイルデータの統合、モバ

ている、既設の RWIS（道路気象提供システム）につ
いては、導入や維持メンテナンスに費用がかかる旨の
報告がありました。さらに、吹雪による視程障害が近
年散見されるようになってきており、その対策として
防雪柵が有効であるとの報告がありました。本論議の
際に、雪氷チームで提供している「吹雪の視界情報」
について紹介をしたところ、参加者から反響がありま
した。
２．３．２　セッション2

　本セッションでは、今後の冬期道路管理作業を持続
可能なものとするため、作業従事者や管理者をソフト・
ハード面から支援する方法などについて討議が行われ
ました。本セッションに関連するテーマとして11件の
事前発表が挙げられ、その中に前述の佐藤研究員の発
表が含められていました。討議の中では、特に作業実
施にあたっての従事者への意志決定支援および継続的
なトレーニングの重要性が確認されました。
２．３．３　セッション3

　本セッションでは、主に除雪機械や装置の保守・運
用技術について討議が行われました。本セッションに
関連するテーマとして13件の事前発表が挙げられ、そ
の中に前述の佐藤研究員の発表が含められていまし
た。討議の中では、除雪作業や車両管理の安全性・効
率性を支援するツールやなどについて議論され、車両
の金属腐食対策に関する議論の際、佐藤研究員が
Webinar で発表した非塩化物系凍結防止剤の紹介を
したところ、参加者からの反響を確認できました（写

真－2）。

supported by The Snow Visibility Information 
system（吹雪の視界情報によるドライバーの交通判
断支援）」と題して発表しました。
　雪氷チームの武知研究員は、「Influence of Roadside 
Environment and Road Structures on Blowing-Snow-
Induced Visibility Hindrance on Winter Roads：
Analysis using the results of weather observations 
by a visibility observation vehicle during blowing 
snow（冬期道路の吹雪視程障害に及ぼす沿道環境と
道路構造の影響－吹雪時の移動気象観測結果を用いた
分析－）」と題して発表しました。
　 雪 氷 チ ー ム の 大 宮 研 究 員 は、「Outline of the 
Automated Continuous Snowdrift Transport Rate 
Observation System and Analysis of the Conditions 
Necessary for Drifting Snow to Occur in Light of 
Meteorological Factors（吹雪量等自動連続観測シス
テムの概要および複数の気象要素を加味した地吹雪発
生条件の分析）」と題して発表しました。

２．３　討議の内容

　TRB 会議では6つのセッションに分けて討議が行わ
れました。
　セッション1：Decision Support Part 1：Tools to 
　　　　　　　　aid travel planning（一般ドライバ
　　　　　　　　ー向け交通支援ツールについて）
　セッション2：Best Management Practices（道路
　 　　　　　　 管理における技術の向上について）
　セッション3：Equipment & Materials（効果的な
　　　　　  　　除排雪に関する新たな技術および装
　　　　　  　　置について）
　セッション4：Big Data & Winter Maintenance（ビ
　　　　　 　　ックデータの効果的な利活用方法に
　　　　　　　 ついて）
　セッション5：Decision Support Part 2：Maintenance
　　　 　　　　Operations（道路管理者向け交通支
　　　　　　　 援ツールについて）
　セッション6：Resilience & Climate Change（今後
　　　　　　　 の気候変動と道路交通に関して）
２．３．１　セッション1

　本セッションでは、冬期間のドライバーの交通行動
の判断支援を行う上での、ドライバーへの提供ツール
や、計測機器について討議が行われました。本セッシ
ョンに関連するテーマとして10件の事前発表が挙げら
れ、その中に前述の國分研究員、武知研究員の発表が
含まれておりました。討議の中ではアメリカで利用し

写真－2　 セッション3の様子
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　設立時は欧州の国のみで構成されていたため、委員
会の名称は常設ヨーロッパ道路気象委員会（SERWEC：
Standing European Road Weather Commission）でし
たが、1990年代に欧州以外の国も加入し、現在の名称
となりました。第18回目の開催となる今回は、直前に
開催された TRB 会議と同会場であるフォートコリン
ズ・マリオットホテルの会議場で行われました。この
SIRWEC 会議では、以下の5つのトピックに関する口
頭発表（24件）のほか、ポスター発表（10件）があり、活
発な議論がなされました。
　トピック1：Road Weather Management Systems
　　　　　 　（道路管理に関わる気象観測および予測
　　　　　 　について）
　トピック2：Novel Technologies in Road Weather
　　　　　 　（道路管理に関わる最新技術の紹介）
　トピック3：Decision Support System and Road
　　　　　　  Weather
　　　　　　 （道路管理に関する交通支援ツールにつ
　　　　　 　いて）
　トピック4：Integrating Road Weather Information
　　　　　 　and Operations
　　　　　 　（統合的な道路気象情報システムの開発
　　　　　 　について）
　トピック5：Moving RWIS Forward
　　　　　 　（道路気象情報システムの改良に向けた
　　　　　 　取り組みについて）

イルデータの品質や即時性、データ取得の難しさ、デ
ータ共有について討議が行われました。討議の中では、
モバイルデータの品質確保、車両から収集した膨大な
データをどのように処理するかなどについて考えてい
くことが今後重要であることが再確認できました。
２．３．５　セッション5

　本セッションでは、冬期道路施設や冬期路面状態の
モニタリング技術、路側データとモバイルデータの統
合、リモートセンシング、作業判断支援ツールなどに
ついて討議が行われました。本セッションに関連する
テーマとして9件の事前発表が挙げられ、その中に前
述の高橋総括主任研究員と徳永主任研究員の発表が含
められていました。討議の中では、冬期道路管理にお
ける作業判断支援ツールの役割と道路利用者に対する
法的責任等が議論されました。その他、判断支援ツー
ルに蓄積したデータと維持管理データの統合および分
析による冬期道路の性能評価（パフォーマンスメジャ
メント）の重要性が改めて確認されました。
２．３．６　セッション6

　本セッションでは、気象変動による路面の滑り抵抗
や視程などへの影響をテーマとして議論が行われまし
た。本セッションに関連するテーマとして4件の事前
発表が挙げられ、その中に前述の松澤上席研究員、武
知研究員、大宮研究員の発表が含まれておりました。
討議の中では、各国の極端な気象イベントとその頻度、
そのような極端気象などへの対応策などについて討議
が行われました。各国での極端な気象イベントとその
頻度について討議した際には、松澤上席研究員より二
つの低気圧が一つに統合し急速に発達した低気圧が日
本近郊で発生し、北海道で大雪・暴風雪となる事例増
加傾向にあることなどを報告しました。

３．第18回 SIRWEC 国際道路気象会議（SIRWEC 会議）

３．１　概要

　SIRWEC は Standing International Road Weather 
Committee（常設国際道路気象委員会）の略で、道路
気象に関わる産学官の道路技術者と気象学研究者が、
最新の研究開発について議論と情報交換を行うことを
目的としています。1984年にオランダのハーグで第1
回の会議が開催されたのをはじめに、ほぼ1年おきに
会議が開催されています（表－1）。

表－1　これまでの開催地
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げられていたのは、気象データおよび路面状況データ
のみならず、過去に散布した融雪剤の残留量を加味し
ている点でした。
３．２．４　トピック4

　トピック4では5件の発表がありました。
　カナダからは、横風が原因となる横転事故対策を目
的とした RWIS システムの開発についての発表があ
り、危険時における警告の表示方法や道路標識のデザ
イン、設置箇所などについての検討結果が報告されま
した。
　韓国からは、路面や降雨のリアルタイム状況を考慮
に入れた制限速度の可変システムについての開発につ
いての紹介がありました。
３．２．５　トピック5

　トピック5では5件の発表がありました。
　ノルウェーからは、熱収支モデルによる雪面の雪質
変化についての報告があり、雪面圧縮効果の有無や気
温を加味した雪質の時間変化の一例が示されました。
　また、本トピックでは雪氷チーム松澤上席研究員が

「A Technique for Estimating Snow Transport Rate 
from the Mass Flux at a Given Height」というタイ
トルで発表しました（写真－3）。本研究は、実測が困
難な“吹雪量”（吹雪の激しさを示す指標）を、ある1高
度点で測定した質量フラックス値から推定する手法に
ついて議論したものであり、定量的把握が難しい吹雪
量を比較的簡便な方法で推定する方法について提案し
たものです。会場からは、地吹雪発生時における雪面
の雪質の違いに関する質問や、降雪粒子の落下速度な
どのパラメータ設定の考え方についての質問がありま
した。

３．２　研究発表の紹介

３．２．１　トピック1

　トピック1では5件の発表がありました。ここでは、
その中から代表的な発表について紹介します（他のト
ピックについても同様）。
　アメリカからは、道路交通における注意喚起を行う
際の、各組織の協力体制（アメリカ国立気象局、民間
の気象予測会社、アメリカ運輸省および国の防災担当
者）についての紹介があり、気象および路面状況に関
するリアルタイム情報の提供、またアンサンブル予報
や数値モデル予測を用いた道路管理についての説明が
ありました。
　スウェーデンからは、冬期道路維持管理のサポート
を目的とした ASSIST と呼ばれるシステムの開発（フ
ィジビリティスタディ）について説明がありました。こ
の研究は、低コストで効果的に除雪および融雪剤散布
を行うことを目的としており、気象予測値や GPS に
よる位置情報のほか、道路形状情報（幅や傾きなど）を
使用しているとのことです。
　スイスにあるメーカーからは、高速道路や市街地の
道路状況のみならず、空港の滑走路の状況に関するス
マホ用 RWIS アプリ（RWIS：Road Weather information 
System）の紹介がありました。
３．２．２　トピック2

　トピック2では4件の発表がありました。
　イギリスやノルウェーからは、新開発した気温計や
路面センサーに関する話題が提供され、室内実験によ
る性能比較結果についての報告がありました。
　スウェーデンからは、路面状況を判断するための車
両取り付け式の光学センサーが紹介されました。これ
は、移動中の車内から撮影した映像（スマホや車載カ
メラ）および光学センサーによるデータから、5パター
ンの路面状態（乾燥、ぬれ、雪、シャーベット、凍結）
の判別を可能にしたものです。また、移動とともに変
化する路面状況を即座に判別することができる優れも
のでした。
３．２．３　トピック3

　トピック3では5件の発表がありました。
　カナダからは、冬期道路における事故リスクについ
て、気温や風速、視程、降雪など複数要素を加味した
考え方についての発表がありました。
　オランダからは道路管理者を対象とした意思決定支
援システム（DSS：Decision Support System）の紹介
が、アメリカからは一般ドライバーを対象とした DSS
の紹介がありました。オランダの DSS の特長として挙

写真－3　松澤上席研究員の発表の様子
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３．３　理事会

　日本の理事として、交通チームの高橋総括主任研究
員が SIRWEC 理事会に出席しました（写真－5）。理事
会では、次期開催地と執行部の改選が最大の議題とな
りました。次回（2018年）は PIARC 国際冬期道路会議
の開催年にあたり、同会議を開催するポーランドで
SIRWEC 会議を開催するのが慣例ですが、現在、ポー
ランドの理事がいないことから、SIRWEC の活動に協
力してくれるポーランドの方を探すことになりました。
　また、SIRWEC では、会議開催国の理事が次期会
議の終了まで理事長を務め、次期開催国の理事が副理
事長を務めるのが慣例です。慣例に従い、アメリカの
ニクソン氏が理事長に選ばれました。副理事長は、次

回の開催国が決定しなかったため、暫定的に空席にな
りました。そのほか、今後の活動として、Web 会議
の開催を検討することになりました。

３．２．６　ポスターセッション

　ポスターセッションでは10件の発表があり、移動観
測車を用いた気象観測例や数値モデルを用いた局所的
な路面状況の予測結果、トンネル出入口付近における
路面状況の変化に関する話題など、多岐にわたる発表
がありました。
　本ポスターセッションでは、雪氷チームの大宮研究
員が「An Attempt to Calculate Snowfall Intensity at 
Times of Strong Winds：Comparison Observation of 
a DFIR and Precipitation Gauges」というタイトルで
発表しました（写真－4）。本研究は、強風下では正確
に計測することが困難な降雪量をより精度良く推算す
るための補正式を作成することを目的としたものであ
り、屋外での比較観測結果を示したものです。降雪量
は道路管理を行ううえで必要不可欠な気象要素の1つで
あることから、会場からは今後も継続した観測を望む
声が多く聞かれました。

４．おわりに

　TRB 会議、SIRWEC 会議への参加により、各国の
冬期道路管理・冬期気象に関する研究・技術開発動向
について情報を得るとともに、当研究所の研究成果を
発信することができました。本会議に参加する貴重な
機会を与えて頂いたことに対し、研究所内外の関係各
位の皆様に参加者一同心よりお礼申し上げます。

写真－4　大宮研究員の発表の様子

写真－5　SIRWEC 理事会の様子
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