報 告

第15回 SIRWEC 国際道路気象会議に参加して
雪 氷 チ ー ム 松澤
勝
寒地交通チーム 高橋 尚人
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第15回 SIRWEC（サーウェク）国際道路気象会議が、

会議は、ケベック市内にある会議場（Centre des

2010年２月５〜７日に、カナダのケベック市で行われ

Congrès）で行われました（ৢ૯Ƚˍ）。主要プログラ

ました。筆者らは、この会議に参加・論文発表する機

ムは、表−２の通りです。会議では、18カ国から50件

会を得たので、この会議の概要を報告します。

（口頭36件、ポスター 14件）の発表がありました。国
別では、フィンランドから９件、次いで、アメリカか

ˎȅ࣭षൽႹܨય݈͈ٛٳटࠐ͂࿒എ

ら７件の発表がありました。デンマークとスウェーデ
ンからは４件の発表、その次に、イギリス、スロベニ

SIRWEC は Standing International Road Weather

ア、カナダ及び日本から３件の発表がありました（注：

Committee（常設国際道路気象委員会）の略で、道路

複数国が連携した発表の場合、筆頭筆者の所属で分

気象に関わる産官学の道路技術者と気象学研究者が、

類）。

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
回の国際道路気象会議を開催したのを始めに、ほぼ１
年おきに国際会議を開催しています
（ນȽˍ）。設立時
は、ヨーロッパの国で構成されていたため、名称はヨ
ーロッパ道路気象常設委員会（SERWEC：Standing
European Road Weather Commission）で し た が、
1990年代にヨーロッパ以外の国も加入し、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、今回
は、第13回 PIARC 国際冬期道路会議とあわせて開催
されました。
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࿑

ρ·ΞͻΑȷ
このセッションでは、４件の発表がありました。
デンマークからは、道路表面の霜の発生検知に関連
した発表がありました。２m と20cm の高さに露点計
を設置して計測を行った結果、道路上の表面霜を予測
するためには、一般的な２m の高さでの露点計測で
は不十分であると結論づけていました。
スウェーデンからは、欧州11カ国で取り組んでいる
ERA-NET ROAD プロジェクトの１つで、気候変動
を考慮した改良型ウィンター・インデックスの開発に

Ƚˎȁࠈఝഩდ߿ͤڲΓϋȜȪऒȫȂ୪߿Γϋ
ˎȫ
Ȝ ETD222Ȫֲȫ

取り組んでいる IRWIN という研究プロジェクトに関

また、雪氷チーム松澤上席研究員は、2008年２月の

する発表あり、ECHAM5と CCSM3のモデルによって

長沼、及び、同年４月の道東でそれぞれ発生した暴風

計算された将来の気候値と道路気象との関係に関する

雪を対象に、一度の吹雪に対する再現確率を求める手

研究等の結果が示されました
（Ƚˍ）
。

法について発表を行いました
（ৢ૯Ƚˎ）
。
スロベニアからは、路面状況や路面温度を計測する
ための埋設型センサーと、非接触型センサーの比較を
行い、非接触型センサーでも路面状態や路面温度の検
知精度が十分であることが発表されました。

ȽˍȁΑΠΛ·γσθ́ड೩̦أܨຕതͥ̈́ͅئ
ତȃB2C Ώς́ FDIBN6κΟσͬဥ̞̹ࠗॳࠫˍضȫȃ
米国からは、FHWA（米国連邦道路庁）が開発し、
コロラド州で試行した MDSS（維持管理支援システム）
に関して、デンバー国際空港での利用事例を示し、道
路管理以外への活用可能性について発表がありまし
た。
オーストリアからは、ウィーン大学で開発したモデ
ルによる、地形の複雑な地域
（山、谷等）
における気象
メッシュデータの詳細化について発表がありました。

ৢ૯Ƚˎȁઐᚧષࡄ͈֥ݪอນ
ːȅˏȁΠάΛ·ˏȶփএࠨ׳ΏΑΞθ͂ࣞഽൽ

ːȅˎȁΠάΛ·ˎȶΓϋȜ͂౾ȷ
このトピックでは、雪氷チーム松澤上席研究員を含
め３件の発表がありました。
フィンランドからは、非接触式の滑り計測センサー
について報告がありました。V 社製の DSC111に加え
て、 滑 り を 計 測 す る 携 帯 電 話
（Cell Phone Friction

ႹΏΑΞθȷ
トピック３では、６件の発表がありました。うち米
国からが４件でした。FHWA を中心に、数年前より
意思決定支援システムの開発と展開に取り組んでお
り、その影響があると思います。
米国の Nixon 博士からは、道路気象予測は必然的

Meters）
について、従来の滑り試験車との比較を行い、

に誤差を有し、意思決定支援システムはその誤差を考

検知精度の検証結果について報告が行われました（

慮できるくらい弾力性が必要であるとして、その方策

Ƚˎ）
。

について発表がありました。
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同じく米国の Linden 氏は、カナダで開発された道

が亡くなり、120万人以上が負傷しています。また、

路気象予測システム METRo について発表を行いま

交通機関は、ヨーロッパの温室効果ガス排出の20%

した。XML データでの処理は時間がかかることや、

を占めると言った問題があることの紹介がありました。

通年のシステム使用を考慮したときに、夏期の路面温
度予測に課題があることなどが紹介されました。

ロードアイディア・プロジェクトは、既存の資源や
データを活かした

発明（innovation） によってこれ

続いて米国の Chapman 氏は、NCAR（米国国立大

らの課題を解決することを目的とする、予算は490万

気研究センター）で実施されている、プローブ車で計

ユーロで2007年から2010年までの34 ヶ月間の期間で

測した道路気象状況と従来からの気象データを統合し

実施される研究プロジェクトです。

て、道路と気象に関する注意喚起を行う研究について

ːȅːȅˎȁίυΐͿ·Π͈ૺ༷͛

発表を行いました。
米国最後の Petty 氏は、冬期道路管理の意思決定支
援システムのコンセプトについて発表を行い、道路気

プロジェクトの進め方は、以下の３つのステップ
（層）
から構成されます。
基盤層：交通に関するデータ、それらのデータの融合
や道路気象モデルについて分析を行う

象や維持管理に関する様々なデータの活用が必要と述
べました
（Ƚˏ）。

発明層：新たな交通サービスや製品に関するアイディ
アを産み出すため、発明サイクルを用いて体

ロシアからは、MeteoTrassa system と呼ばれる、

系的にアイディアを産み出す

ロシアの意思決定支援システムの紹介がありました。
フィンランドからは、欧州で取り組みが開始された

開拓層：新しい発明を実際にテストし、実用可能性の
評価と利用者の受容性を確認する

COST Action TU0702 プロジェクトの紹介がありま
した。COST には欧州35カ国が参加しており、この
TU0702プロジェクトは、異常気象時のリアルタイム

ロードアイディア・プロジェクトの進め方の特徴と

な道路ネットワークの監視とコントロールがテーマと

して、発明サイクル
（innovation cycles）があげられま

なっており、３つのワーキングと２つのタスクフォー

す。発明サイクルは、①ブレインストーミング、②開

スが設置されて検討が行われています。

発、③実現性のチェック、④評価・検証、の４つのス
テップから構成されます（Ƚː）。
ブレインストーミングでは、100以上のアイディア
が出されたという紹介がありました。採用されたプロ
ジェクトについては、９つのグループ（ワークパッケ
ー ジ ）に カ テ ゴ リ 分 け さ れ ま す
（  Ƚ ˑ）。 今 回 の
SIRWEC で発表のあった研究成果については、「４．
４．４

SIRWEC でのロードアイディア・プロジェ

クトの事例発表」にて代表的な事例を紹介します。
Ƚˏȁ׳ΏΑΞθͅຈါ̈́වႁૂ༭ˏȫ
ːȅːȁΠάΛ·ːȶυȜΡͺͼΟͻͺȆίυΐͿ·
Πȷ
このトピックでは、ヨーロッパで取り組まれている
「ロードアイディア」プロジェクトについて８件の研
究発表がありました。
ːȅːȅˍȁυȜΡͺͼΟͻͺȆίυΐͿ·Π͈ٽါ
最初に、ロードアイディア（ROADIDEA）
・プロジ
ェクトの背景や全体像についての発表がありました。
このプロジェクトは、ヨーロッパの８カ国、計14の機
関が参加している研究プロジェクトです。研究の背景
として、ヨーロッパでは、交通事故で年間４万人以上
30
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スウェーデンとフィンランドからは、ワークパッケ
ー ジ ３ の「 手 法 と モ デ ル 開 発
（Method and model
development）
」に関する発表がありました。この研
究では、気象と交通のデータからすべり摩擦係数を予
測する式の構築と、
その式の再現性を検証しています。
すべり摩擦係数は、水分量と路面温度から予測しま
す
（Ƚ˓）。予測の例をȽ˔に示しますが、予測値
と実測値の間には乖離があります。その原因として、
路面上の水分量を過大に予測することが挙げられてい
ました。過大に予測するのは、予測式で道路管理作業
の影響を考慮できていないことが原因と考察していま
す。道路管理（除雪・凍結防止剤散布）によって路面上
ȽˑȁυȜΡͺͼΟͻͺȆίυΐͿ·Π͈χȜ·Ω
ΛΉȜΐ
（http://www.roadidea.eu/default.aspx）

の水分量が減り、水分の相が変化するからです。現在、
すべり摩擦係数を精度よく予測する手法はありません
が、今後、すべり摩擦係数予測は、道路気象分野にお

ːȅːȅˏȁίυΐͿ·Π͈ࢵ̈́ͥജٳ

ける重要な研究テーマになると予想されます。

現在のロードアイディア・プロジェクトの報告書は
2010年７月に発表される予定とのことですが、ロード
アイディア・プロジェクトは、2010年からアメリカ及
びカナダと連携する、更なる展開を見せています。
アメリカの FHWA、カナダの ITS カナダなどとの
連携が始まり、セミナーの開催を予定していると言う

Ƚ˓ȁ̳͓ͤླྀड़߸ତ͈ထ௶˒ȫ

ことでした。
ːȅːȅːȁTJSXFD ͈́υȜΡͺͼΟͻͺȆίυΐ
Ϳ·Π͈ম႕อນ
本節では、ロードアイディア・プロジェクトの事例
として発表された論文のうち、
いくつかを紹介します。
ドイツからは、ワークパッケージ２の「データ収集
（Data Collection）」に関する発表がありました。気象
や交通に関してどのような既存データがあるか調べた
結果、交通・車両・気象などに関する約60種のデータが
あり、それらを、XML（Extensible Markup Language）
を活用して統合するシステムの基本概念の提案があり

Ƚ˔ȁ̳͓ͤླྀड़߸ତထ௶͈ठ࡛બ႕˒ȫ
Ȫȇထ௶Ȃႂȇ௶ȫ

ました
（Ƚ˒）。
また、ロードアイディア・プロジェクトは自動車交
通に限らず、自転車・歩行者を対象とした研究にも取
り組んでいます。自転車や歩行者の交通に大きな影響
を与える要素として降雨があります。自転車や歩行者
を対象とした、ルート検索や移動時間の計算などを行
うシステムと気象（降雨）予測システムを統合した GIS
システムを構築することで、天候の変化も考慮した移
動計画を考えることが可能なシステムです（Ƚ˕）。
システムの問題点として、自転車利用者・歩行者が
Ƚ˒ȁYNM ͬڰဥ̱̹ΏΑΞθٽැˑȫ
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システムの運用に関する費用を負担したがらないと予
想されるので、気象予測情報を無償で入手できるか否
31

かがシステムの継続運用に影響すると述べられました。

ており、システムの新しい機能やインターフェースに
慣れることも重要であるとの報告がありました。
近年の国際会議では、必ずと言ってよいほど

教育

（education） に関するセッションや論文発表があり
ます。年々高度化する作業機械や情報提供システムを
有効に活用するため、教育の重要性はますます増して
いると言えます。

Ƚ˕ȁুഢ৬Ȇ༜࣐৪ဥ͈ΏΑΞθْ࿂˓ȫ
ːȅˑȁΠάΛ·ˑȶထ௶༹ȟൽႹܨયૂ༭ΏΑΞ
θȷ
このトピックでは、最多の11件の論文発表がありま

ৢ૯Ƚˏȁ࣒͈݅࿅အ˔ȫ

した。
イギリスからは、気候が変動した場合に交通事故の

スロベニアからは、道路気象情報システムの統合に

発生状況がどのように変化するのか考察した論文の発

関する論文発表がありました。スロベニアでは、道路

表がありました。
気温が低下することで路面が凍結し、

気象情報システムを導入済みですが、年々、機器の整

スリップ事故が発生しますが、長期的な気候変動予測

備状況やシステム構成、予測の対象期間などが地区に

シナリオに従って気温が上昇する場合、スリップ事故

よってまちまちになってきました。そこで、統一シス

の発生件数が減少すると予測されます。イギリスの西

テムへ統合することとし、今回、データ収集、サーバ

ミッドランドでケーススタディを行った結果、50%

ー、インターフェースを統合したシステムの紹介があ

近く減少する予測結果となりました。しかし、実際に

りました（Ƚ21）。

は、気象の変化によって冬期道路管理に関する予算が
削減され、また、冬期道路管理に関する細心さが失わ
れることにつながるので、注意が必要であるとの報告
がありました。
デンマークからは、道路気象情報システム（RWIS）
利用者の教育プログラムに関して発表がありました。
デンマークでは、道路管理者と気象機関は密接に連携
しており、その一環として、道路管理者が道路気象の
基本を身につけ、道路気象情報システムに慣れること
を目的とした教育プログラムを実施しています。プロ
グラムは、初心者向けと上級者向けの２つのコースが
あり、道路気象に関する講義
（理論の習得）と実践の両
方を実施しています
（ৢ૯Ƚˏ）
。

Ƚ21ȁΑυαΣͺ͈ൽႹܨયૂ༭ΏΑΞθ͈ٽැ˕ȫ

教育プログラムの重要性として、現場の担当者はシ
ステムの利用方法を知らない場合があること、システ

このトピックで、寒地交通チーム高橋総括主任研究

ムが提供する気象情報や気象予報をどのように解釈・

員は、大気の安定度を表す指標であるパスキル安定度

分析すればよいか分かっていないという問題が述べら

を活用した路線の路面温度分布の予測手法に関して発

れました。また、道路気象情報システムは年々進化し

表を行いました（ৢ૯Ƚː）。ここ数年、SIRWEC では、
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凍結防止剤の散布などの冬期道路管理をより的確に行

デンマークからは、移動式の冬期道路管理センター

うため、路線を対象とした予測手法の開発が一つの研

について発表がありました。作業者は、対策が必要な

究課題となっています。ヨーロッパでは、GIS を活用

場合、現地にいて主観で道路状況を確認して作業の意

し、地形や気象のメッシュ情報から路面温度分布など

思決定を行います。移動式の冬期道路管理センターで

を求める手法の開発が進んでおり、今回の SIRWEC

は、現地で定量的な計測・評価を行い、意思決定をサ

でもオランダやデンマークから論文発表がありまし

ポートします。具体的には、路面温度センサーと路面

た。

状態センサーを装備した車両が現地の路面温度と路面

高橋総括主任研究員の研究は、地形や沿道条件の変

状態を計測し、位置データとともに作業車等に発信す

化がめまぐるしい日本において適用可能な、より細密

ることで、現地の定量データに基づいて的確かつ迅速

に路面温度分布を求める手法の開発です。路線の路面

な意思決定をサポートするシステムです。

温度分布を求めるサーマルマッピング調査結果を、大

アメリカからは、インディアナ州交通局が維持管理

気の安定度を表す指標であるパスキル安定度毎に分類

意思決定支援システム
（Maintenance Decision Support

し、路線の路面温度差分布図を作成して路面温度分布

System： MDSS）を州全域に亘って見直した結果につ

を求める手法と、札幌市内の一般国道を対象に当該手

いて報告がありました。同局では、1990年代後半に

法を適用して求めた路面温度分布の精度検証結果を発

MDSS を導入しましたが、2000年代にチェックをし

表しました。

たところ、隣接地区と比べて凍結防止剤散布量（塩）の
縮減率が30% も違うなど、地区によって大きな差が
あることが発覚しました。
このため、同局では、2008年から2009年にかけて、
州全域の MDSS の見直しをしたところ、塩の散布量
が、2008年度の558,274トンから2009年度には329,804
トンになり、散布量が228,470トン減ることで（減少率
約40%）、12百万ドルのコスト縮減になり、冬期間の
超過勤務時間も2008年度の226,484時間から2009年度
には168,210時間になり、超過勤務時間が58,284時間減
ることで、約136万ドル
（時間単価23.33ドルで計算）の
コスト縮減ができたという発表がありました。
ˑȅεΑΗȜอນ

ৢ૯Ƚːȁࣞޘ৽گහࡄ͈֥ݪอນ
ポスター発表には、14件の発表が登録されていまし
ːȅ˒ȁΠάΛ·˒ȶൃܢൽႹۯၑȟဥ༒ףȷ
このトピックでは、冬期道路管理の便益に関する４
件の研究発表がありました。
フィンランドからは、道路管理における気象情報の
効果
（便益）
に関し、約50件の関連する論文をレビュー

た。内訳はフィンランド４件、カナダ３件、フランス、
スウェーデン、ドイツ、スイス、米国、中国、イラン
各１件でした。しかし、うち９件しか、最終論文が提
出掲載されていませんでした。
フィンランドの気象研究所から、暴風雪事例におけ

した結果の報告がありました。
冬期道路管理分野では、

る被害の報告や、海洋を起源とする多量降雪の事例報

道路気象情報システムの費用便益比
（B/C）が５に達す

告などが行われていました。比較的、気象研究者の発

るという研究結果、気象情報を改善することで冬期道

表や、システム紹介のような企業色の強い発表がポス

路管理コストを５〜 30％縮減したという研究事例な

ターに回されていたような印象を持ちます。

どが紹介されました。これらの試算結果を算出するに

なお、ポスター発表は、一部、コーヒーブレークを

当たっては、計算上、仮定を設けていますが、より多

兼ねた時間帯に設定されており、和やかな雰囲気で議

くの技術開発が進んだ場合、さらに現在は計測されて

論が行われました。

いない新たな便益が生み出される可能性があることが
結論の中で述べられました。
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˒ȅχȜ·ΏοΛί

た。さらに、フィンランド製の道路気象情報システム
が中国に導入されて活用されているなど、欧州の積極

ワークショップは、特定のテーマに関して議論を交

的な取り組みが印象的でした。日本からは、PIARC

わすもので、2002年に開催された札幌大会から行われ

国際冬期道路会議に25件余の発表をしているのにもか

ているものです。今回は、次の４つのテーマに分かれ

かわらず、SIRWEC では３件（うち２件が筆者）しか

て、ワークショップが行われました。

発表がなく、もっと、この分野に注目が集まるよう情

・道路気象情報システムと高度道路交通システムの
標準化
・道路気象モデル

報発信する必要を感じました。
最後に、
本会議への参加に際し、お世話になった方々
に深く感謝致します。

・道路気象情報を実務に導入する方法
・次世代の製品とサービス
˓ȅၑমٛ

४ࣉࡃ
１）Gustavsson T., C. Tengroth and J. Bogren（2010）.
IRWIN a winter road index. Proceedings of the

日本の理事として、寒地交通チーム高橋総括主任研
究員が SIRWEC の理事会に出席しました。今回の理
事会の最大の議題は、次回
（2012年開催予定）SIRWEC

15th SIRWEC Conference, Quebec, 5-7 February
2010.
２）Haavasoja T. and Y. Pilli-Sihvola（2010）.

の開催地の決定でした。
事前に照会があったのですが、

Friction as a Measure of Slippery Road Surfaces.

次期開催に立候補した国がなかったためです。今回の

Proceedings of the 15 th SIRWEC Conference,

理事会では結論が得られませんでしたが、理事会の中

Quebec, 5-7 February 2010.

でフィンランドでの開催について提案があり、フィン
ランドが持ち帰って検討することとなりました。

３）Petty K., D. Johns, P. Bridge, M. Siitonen, and K.
Franzel（2010）. Strategies for Ensuring Optimal
Guidance in Decision Support Systems for Winter

˔ȅٛ

Maintenance Operations. Proceedings of the 15th
SIRWEC Conference, Quebec, 5-7 February 2010.

閉会式では、多くの国から参加があり、すばらしい

４）Pirkko Saarikivi（2010）, ROADIDEA − Roadmap

研究発表があったことに対しての謝意などが、開催国

for radical innovations in European transport

であるカナダの代表から述べられました。

services. Proceedings of the 15 th SIRWEC
Conference, Quebec, 5-7 February 2010.

˕ȅ̤ͩͤͅ

５）Rene Kelpin（2010）, The ROADIDEA data
sources − results, utilisations and mediation.

今回の会議に参加して、道路技術者からの発表が少
なくなり、気象学研究者の発表が特に増えてきている
ように感じます。
また、発表を聞きながら、今後の道路気象に関する

Proceedings of the 15th SIRWEC Conference,
Quebec, 5-7 February 2010.
６）Marjo Hippi, Ilkka Juga and Pertti Nurmi（2010）,
A statistical forecast model for road surface friction.

研究フィールドとして、

Proceedings of the 15 th SIRWEC Conference,

・摩擦係数など路線の連続的な道路性状の予測

Quebec, 5-7 February 2010.

・微気象モデルの改良

７）Poul Grashoff, Marcus Wigan and Michiel

・気候変動が道路気象に与える影響

Benjanmins（2010）, Cooperative web based

・プローブ車によるリアルタイムの道路気象情報収集

bicycle routing database for trip planning, including

・道路管理の意思決定支援システムと効果の評価

dynamic weather integration. Proceedings of the

などが重要視されるのではないかと思いました。

15th SIRWEC Conference, Quebec, 5-7 February

また、ROADIDEA や、COST など、欧州では EU

2010.

の発足以降、道路気象に関連するプロジェクトでも多

８）Søren Brodersen and Pernille Arnsfelt Hansen

くの、各国間の連携が行われていることを実感しまし

（2010）, The Danish RWIS education Programme.
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Proceedings of the 15 th SIRWEC Conference,

Road Weather Information Systems in Slovenia.

Quebec, 5-7 February 2010.

Proceedings of the 15 th SIRWEC Conference,

９）Andrej Beden and Matjaž Ivačic
（2010）
̌
, Integrated

Quebec, 5-7 February 2010.
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