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SIRWEC 常設国際道路気象委員会に参加して
高橋

１．はじめに

表－１

2011年５月６日に SIRWEC（サーウェク）常設国際
道路気象委員会が、フィンランド共和国ヘルシンキ市
で開催され、筆者は、この委員会に出席する機会を得
ました。また、委員会の出席に併せて、フィンランド
国立技術研究所及び在フィンランド日本国大使館を訪
問したので、概要を報告します。
２．常設国際道路気象委員会の概要
SIRWEC は Standing International Road Weather
Committee（常設国際道路気象委員会）の略で、道路
気象に関わる産官学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
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目的としています。
委員会設立時はヨーロッパの国々で構成されていた

３．今回の委員会の概要

ため、設立時の名称はヨーロッパ道路気象常設委員会
（SERWEC：Standing European Road Weather

今回の委員会は、2012年にフィンランド共和国のヘ

Commission）でした。その後、1990年代にヨーロッパ

ルシンキ市で第16回の SIRWEC 国際道路気象会議を

以外の国々も加入して現在の名称となりました。現在

開催するにあたり、プログラム構成やセッション編成

は、19カ国が委員会に加盟しており、筆者も委員の一

などを検討するために招集されました。

員となっています。委員会の活動の一つとして、ほぼ

委員会は、フィンランド交通庁（Finnish Transport

１年おきに SIRWEC 国際道路気象会議を開催してい

Agency：FTA。フィンランド語の略称は STO）で開

ます
（表－１）
。

催されました（写真－１）。

第１回目は1984年にオランダのハーグで開催され、
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
年にカナダのケベック市で、第13回 PIARC 国際冬期
道路会議とあわせて開催されました１）。

写真－１
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議題は、以下のとおりです。
①開会

ment methods and actions）
４．意思決定支援システム（Decision support sys-

②委員会の構成について
③参加委員の自己紹介

tems）
５． 成 功 事 例 と 利 用 者 の 経 験（Best practice and

④前回の委員会の概要
⑤前回の SIRWEC 国際道路気象会議からの教訓
⑥委員会事務局

user experience）
６．道路利用者とのコミュニケーション
（Communication with road users）

⑦ SIRWEC ウェブサイトの構成・時点修正

７．将来のシナリオ（Future scenarios（ITS, climate

⑧第16回 SIRWEC 国際道路気象会議について
・準備状況

change, new technology, etc））
※このセッションで論文を募集するが、論文の申し

・会議の会場

込み状況を見て、適宜修正を検討。

・会議の予算

期日：

・会議ウェブサイトの構築

論文概要申込期限：平成23年12月16日

・展示

論文採否通知：平成24年１月13日

・後援者

本論文投稿期限：平成24年２月29日

・レセプション等

早期申込料金適用期限：平成24年４月13日

・会議後のツアーについて
⑨第16回 SIRWEC 国際道路気象会議のプログラムと
セッション構成
（案）
⑩将来的な活動について
⑪ EU COST プロジェクト TU702の最終セミナー（第
16回 SIRWEC 国際道路気象会議の前日まで開催）
⑫その他

委員会の開催：
会期中に委員会を開催する。
その他：
・上記を反映した会議案内チラシを早期に完成させ、
会議のウェブサイトを構築する。
・メーリングリストを更新して、会議案内を発送す
る。委員は、メーリングリストの更新や会議の周
知に協力する。

委員会の結果の要点を紹介します。

・EU COST プロジェクト TU702のセミナーを第
16回 SIRWEC 国際道路気象会議の前日まで開催

○委員会の組織について
委員長：カナダ気象センター Miguel Tremblay 氏

するので、セミナー参加者が同会議にも出席する
ように呼びかける。

副委員長：フィンランド南部 ELY センター Yrjö
Pilli-Sihvola 氏及びフィンランド気象協
会 Pertti Nurmi 氏
事務局：英国バーミンガム大学 Lee Chapman 氏

委員会では、セッション構成の検討にはかなりの時
間を費やし、他の国際会議でのセッション構成も参考
にしながら議論が進められました。議題が多かったの
ですが、委員会は非常に効率よく進められ、夕方には

○第16回 SIRWEC 国際道路気象会議について

終了しました。

会期：平成24年５月23日（水）～ 25日（金）
会場：コンベンションセンター
（ヘルシンキ中央駅

４．フィンランド国立技術研究所（VTT）等の訪問

から鉄道で一駅）
スポンサー：フィンランド交通庁、バイサラ社
※今後、他にも募る

４．１．フィンランド国立技術研究所（VTT）訪問
委員会の前日に、在フィンランド日本国大使館の三

セッション編成
（案）：

原慎弘一等書記官とともにフィンランド国立技術研究

１． 冬 期 道 路 予 測 技 術（Winter road forecasting

所（Technical Research Centre of Finland：VTT）を

techniques）
２． 道 路 気 象 情 報 シ ス テ ム 観 測 セ ン サ ー と機 器
（RWIS sensors and equipment）
３．冬期道路対策手法と活動（Winter road treat66

訪問しました（写真－２）。
研究所では、交通と交通サービスに関するカスタマ
ーマネージャーの Matti Roine 氏に研究所の概要を説
明していただきました（ 写真－３）。以下に、Matti
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Roine 氏の説明内容とパンフレット２）に記載されてい

・エネルギー（原子力、バイオエネルギー等）

る情報をもとに、フィンランド国立技術研究所の概要

・情報通信技術（オペレーションズ・リサーチ等）

を紹介します。

・産業システム（機械・自動車技術等）
・マイクロ技術と電子工学（光通信等）
・サービスと建設環境（サービス科学等）
・サービス研究（技術革新管理等）
道路交通に関する研究は、主に「情報通信技術」分
野で交通分野の研究の一部として行われています。交
通分野の研究では、航空を除く、道路、鉄道及び船舶
交通を対象に幅広く研究を行っています。
また、冬期道路管理に関係する研究プロジェクトで
で、道路気象情報システム（Road Weather Information System: RWIS）や路面すべり抵抗値の計測にも取

写真－２

フィンランド国立技術研究所の外観

り組んでいて、さらに、交通安全対策、道路構造に関
する研究も行っているということでした。
Matti Roine 氏からは、詳細な内容を知りたい研究
プロジェクトがある場合には、研究プロジェクト担当
者を紹介するので連絡してほしいというお言葉をいた
だきました。
４．２．在フィンランド日本国大使館訪問
フィンランド国立技術研究所の訪問後、在フィンラ
ンド日本国大使館を訪問し、三原慎弘一等書記官にフ
ィンランド共和国の概要等について説明していただき
ました。地勢等の一般的情報を紹介します。

写真－３

Matti Roine 氏

フィンランド国立技術研究所は、1942年に設立され、
貿易産業省
（Ministry of Trade and Industry）の下に

面

積：33.8万 Km2（日本の国土面積の約９割）

人

口：約535万人（2009年現在）

首

都：ヘルシンキ（約58万人
北緯60度９分７秒

運営されてきました。フィンランド国立技術研究所の
職員数は2,800人で、予算は２億7,400万ユーロ（1ユー

（カムチャッカ半島の付け根に相当）
夏至：日の出３時54分

ロ =120円で計算すると328億8,000万円）です。

日

予算
（収入）の内訳としては、32% が政府予算、28%

没22時48分

冬至：日の出９時20分

が国内の公共部門、24% が国内企業、16% が国外か
らの資金となっています。顧客数は1,520で、内990が
国内の企業、310が海外の企業、220が国内外の公的機

2009年現在）

日
民

没15時12分

族：フィンランド語系
スウェーデン語系（人口の約６%）

関となっていて、予算面では政府等の公共部門が半数

サーメ人（約5,700人）

以上を占めるものの顧客数では企業が80% 以上を占

公用語：フィンランド語、スウェーデン語、

めています。

北部の一部自治体でサーメ語が公用語

研究領域は広範囲に及び、主要な研究領域は以下の
時

とおりです。

差：日本との時差は７時間（夏は６時間）

・応用素材
（ナノ素材等）
・生物・化学処理（バイオマス等）
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５．おわりに
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