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１．はじめに

　第17回 SIRWEC（サーウェク）国際道路気象会議（以
下、「会議」と略す）が、2014年１月30日～２月１日に、
アンドラ公国ラ・マッサーナで開催されました。筆者
は、会議に参加・論文発表する機会を得たので、概要
を報告します。

２．SIRWEC 国際道路気象会議の開催経緯と目的

　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
回の会議を開催したのを始めに、ほぼ１年おきに会議
を開催しています（表－１）。

表－１　過去の開催地

　設立時は欧州の国で構成されていたため、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。
　PIARC（世界道路協会）国際冬期道路会議の開催年
には、両会議は同時期に開催されます。直近では、
2010年に第13回 PIARC 国際冬期道路会議とあわせて
開催され１）、今回は、第14回 PIARC 国際冬期道路会
議の直前の開催となっています。

３．会議の概要

　会議は、ラ・マッサーナ地区にある会議場（La 
Massana Exhibition and Convention Centre）で開催
されました。アンドラ公国は、ピレネー山脈東部、フ
ランスとスペインに挟まれた、総面積が468㎢（網走市
とほぼ同じ）、人口は約76,000人（2012年）の国家です。
　今回の会議では、以下の４つのセッションを設けて
論文発表が行われました。
　セッション１：冬期道路気象予測技術と手法
　セッション２：センサーと装置（設置式、移動式、
　　　　　　　　道路気象情報システム）
　セッション３：意思決定支援システム、道路管理、
　　　　　　　　成功事例、利用者の経験
　セッション４：すべての季節・地域・気象を対象と
　　　　　　　　した道路気象
　会議では、23カ国から52件（口頭38件、ポスター 14
件）の発表がありました。国別では、スペインから11件、
前回開催国のフィンランドから10件、開催国アンドラ
から５件、チェコから4件、スウェーデンとアメリカ
から３件の発表がありました（注：発表件数が２件以
下の国は割愛。複数国が連携した発表の場合、筆頭筆
者の所属で分類）。

４．研究発表の概要

４．１　セッション１

　このセッションでは、気象予測モデル、道路状態（路
面温度や路面状態）予測モデルに使用するデータ取得
を省力化したり、道路気象が交通に与える影響のモデ
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　同じく、スウェーデンからは路面状態（乾燥、湿潤、
圧雪、凍結）判別のため、近赤外線カメラで撮影した
画像を解析する手法の研究発表がありました。近赤外
線を使用するセンサーは、数種類の波長の近赤外線を
路面に照射して、その反射から路面上の水分（水・雪・
氷）量を把握し、路面状態やすべり抵抗値を推定しま
す。設置式、車載式ともに開発が進んでおり３）、設置
式の場合には舗装面の切削やセンサーの埋設が不要、
車載式の場合には車体改造が不要といったメリットが
あります。
　本セッションにおいて筆者は、路面すべり計測装置
の比較試験結果から、近赤外線を使用する光学式セン
サーの測定結果を中心に発表しました。凍結防止剤、
すべり止め材を散布した路面でも試験を行った研究は
少ないことから、いくつかの研究機関等から情報交換
を申し込まれました。

４．３　セッション３

　このセッションでは、道路気象情報の提供や利活用
事例に関する発表がありました。アメリカからは、郊

　チェコからは、カナダで開発された路面温度・路面
状態予測モデル METRo ２）とチェコ水文気象研究所が
開発した気象予測モデル ALADIN を組み合わせて適
用した結果の報告がありました。予測値に大きな誤差
が生じている場合があり、その一因として、ALADIN
モデルが日中の気温及び雲量の変化を上手く評価でき
ていないことが考えられるが、今後詳細な解析と解析
結果に基づく改善が必要ということです。
　また、オランダからは、路線の路面温度分布予測に
Google マップのストリートビューの画像を利用する
研究発表がありました。ビル等の沿道構造物は路面温
度に影響を与えるため、路面温度推定モデルでは、天
空率（天空が構造物等に蔽われている率）で補正する方
法が広く使われています。天空率は魚眼レンズを用い
て天空の写真を撮影して求めますが、その代わりに、
ストリートビューの画像（図－２）を使用する試みで
す。天空写真を撮影する手間が省ける上、予測精度は
従来手法と同等という報告でした。画像を使用するた
めにグーグル社と契約を結んだということでしたが、
契約の詳細は明かしてくれませんでした。

や装置に関する発表がありました。
　スウェーデンからは、気象予測、道路気象情報シス
テムの情報に加え、プローブカーの情報を組み合わせ
て道路利用者に詳細な道路状態の情報を提供する取り
組みの発表がありました（図－３）。道路気象センサー
は、センサー設置箇所で詳細なデータを取得しますが、
センサーとセンサーの中間地点では観測を行っていな
いため、プローブカーのデータで補完しようとする取
り組みです。取得したデータから道路状態を予測する
モデル構築のプロジェクトも別途進んでいて、プロー
ブカーの台数も、今冬の20台から2017年に2,000台を
目指しているということでした。

ル化に関して発表がありました。
　ドイツからは、高速道路で道路気象観測と交通流観
測を行い、観測結果を基に気象条件、路面温度等から旅
行速度を予測するモデル（図－１）の紹介がありました。

図－１　モデルの体系図

図－２　ストリートビューから合成した天空の写真

（左）と画像解析結果（右）

図－３　データ取得と情報提供の概要図

４．２　セッション２

　このセッションでは、道路気象観測を行うセンサー
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４．４　セッション４

　本セッションでは、予測モデルの適用事例について
発表がありました。

　スペインからは２件の発表がありました。一つは、
カタロニア地方で適用している道路気象予測モデルの
紹介です。カタロニア地方は地形が複雑なため気象や
道路状態が急変し、多様な道路状態の出現に対応する
ため、細密な気象予測モデルと様々な予測モデルを適
用しています。道路状態の予測では、路面状態、視程、
風速及び雹の可能性について、各要素を三段階程度で
予測していると報告がありました。今後、たとえば視
程では、現在は霧による影響のみ予測しているところ、
降雨による視程障害についても予測可能にしていく予
定ということです。
　もう一つは、フランスとの国境に近いアラン渓谷で
の雪崩予測です。アラン渓谷は31.5km の区間に82の
雪崩の起こりやすいエリアがあります。道路管理者が
理解しやすいように、雪崩の起こりやすさと雪崩規模
を予測し、そこから雪崩リスクを4段階で判定するレ
ポート（図－５）を2003年から発行しています。継続的
にデータを蓄積し、人為的に雪崩を発生させてリスク
を低減させる対策にも利用しているということです。

外部の州間道路に可変速度標識を導入し、交通事故減
少効果と悪天候時の通行止め回数削減効果を試算した
論文がありました。試算の結果、事故削減効果では年
間280万ドル、通行止め回数は一週間当たり0.39回減
らせ、配達遅れなどの影響も含めて一冬で5,470万ド
ルの便益があったということです。
　フィンランドからは、道路気象情報の提供の現状に
関して紹介がありました。フィンランドでは、380地
点で道路気象を観測し、570地点にカメラを設置して
います。これらデータは、道路管理、交通管理に使用
するだけではなく、インターネット等を通じて道路利
用者にも提供し、さらに、道路交通情報を提供する機
関にも協定を結んで無償で提供しているということで
す。管理者だけがデータを利用するのではなく、広く
データを提供することで道路交通の安全性や快適性を
高め、また、新しいデータ活用方法の発明を促すこと
ができるということです。
　また、アンドラ公国から、アンドラの気象サービス
の紹介がありました。アンドラ公国では、Météo France

（フランス気象局）が気象予測情報を提供しています。
アンドラ政府は、1980年に冬期間の気象予測情報提供
に関して Météo France と協定を結び、1990年に年間
を通して気象予測情報を無償提供するよう協定を拡充
しました。気象観測機器は、アンドラ政府及びアンド
ラの企業が設置していますが、アンドラ公国の主要産
業が観光で多くの旅行者が訪れることから気象サービ
スの重要性は高く、今後さらに気象観測機器を整備し
ていく予定であると説明がありました（図－４）。

図－４　アンドラ公国の気象観測機器設置箇所

（赤い点が今後の整備予定箇所）

図－５　雪崩危険レポート（例）

　フィンランドからは、フィンランド気象研究所の道
路気象予測モデルをスペインの高速道路で適用した事
例と、さらにソチオリンピックで適用すると紹介があ
りました。ソチオリンピックでは、屋内競技を黒海沿
岸で、海岸から約40km 内陸の山岳地域（標高2,000 ～
2,500m）でスキー競技を開催するので、このような地
理的な特徴に対応するため、メッシュサイズの小さな
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（1） 次期会議の開催地の選定と役員の改選
　米国アイオワ大学のニクソン教授から、米国運輸研
究会議の冬期道路管理と陸上交通気象に関する国際会
議４）を2016年にカナダのトロント市にて開催予定で、
その直前か直後に次期会議を開催すると新たな参加者
が期待でき、準備・運営も効率よくできるという提案
があり、審議の結果、採択されました。なお、2010年
にカナダのケベック市で会議を開催したことから、開
催地はカナダ以外が望ましいという意見がありました。
この点については、ニクソン教授が検討することとな
り、会議参加者には「2016年に北米で開催予定」と報
告することとなりました。
　また、SIRWEC では、慣例として会議開催国の理
事が次期会議まで理事長を務め、次期開催国の理事が
副理事長を務めます。慣例に従い、会議開催国のアン
ドラの理事が理事長に、ニクソン教授が副理事長に就
くことになりました。さらに、SIRWEC の書記とし
て議事録作成やウェブサイトの運営管理に貢献してき
た英国バーミンガム大学のチャップマン氏も理事長と
する２人理事長体制の提案があり、全理事の賛成によ
り提案が認められました。

（2） 電子アーカイブの作成
　SIRWEC では会議で発表された論文をウェブサイ
トに掲載していますが、古い論文は紙面しかないため、
ウェブサイトに掲載されていません。全論文を掲載で
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きるよう可能な限り電子データを集めることとし、会
議参加者にも協力を呼びかけることが了承されました。

（3） その他
　その他の議題として、会議トピックの決定方法、理
事会に参加する国の拡大方策、会議参加者の少ない国
への働きかけ等について意見が交わされました。また、
本会議のポスター発表は、ポスター掲示の他、代表執
筆者が登壇して３分程度でポスターの骨子を紹介しま
す。この方式は、前回会議に引き続き今回も採用され、
今回も好評だったため次回もこの方式を採用すること
が確認されました。

６．おわりに

　会議に参加して、欧州では複数国が連携した研究が
盛んに行われていると感じました。欧州では、欧州連
合（EU）が資金提供する研究プロジェクトが行われて
おり、また、複数国が隣接する地理的特性から、道路
気象は欧州各国が連携しやすい研究分野であり、今後
も複数国が連携する研究が進むと思われます。国際的
な研究動向に沿った研究を行うためには、欧州の研究
動向をよく把握しておく必要があると感じました。
　最後になりましたが、会議に出席する機会を与えて
いただいた関係各位に感謝の意を表する次第です。
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モデルを適用する等の改良を加えたということです。
今後、結果の報告が期待されます。

５．理事会

　日本の理事として、筆者は SIRWEC 理事会に出席
しました（写真－１）。理事会での主な議題は以下のと
おりです。

写真－１　SIRWEC 理事会の模様
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