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たが、1990年代にヨーロッパ以外の国も加入し、現在

１．はじめに

の名称となりました。
第16回 SIRWEC（サーウェク）国際道路気象会議（以

PIARC（世界道路協会）国際冬期道路会議の開催年

下、
「会議」と略す）が、2012年５月23日～ 25日に、

には、両会議は同時期に開催され、直近では、2010年

フィンランド共和国のヘルシンキ市で開催されました。

に第13回 PIARC 国際冬期道路会議とあわせて開催さ

筆者らは、会議に参加・論文発表する機会を得ました。

れています１）。

また、会議の出席に併せて、フィンランド交通庁等を
訪問する機会を得ましたので、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

３．会議の概要
会 議 は、 ヘ ル シ ン キ 市 内 に あ る 会 議 場（Helsinki
Exhibition & Convention Center）で行われました（写

SIRWEC は Standing International Road Weather

真－１）。主要プログラムは、表－２のとおりです。

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
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、フィンランドでの開催は1986年以来２回目
となります
（表－１）
。
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設立時はヨーロッパ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
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写真－１

Helsinki Exhibition & Convention Center
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会議では、23カ国から79件（口頭47件、ポスター 32
件）の発表がありました。国別では、開催国のフィン

を配信することができ、結果として意思決定の確実性
が増すことを示しました。

ランドから20件、次いで、アメリカとスウエーデンか

ドイツからは、確率的な道路気象情報システムを実

ら８件の発表がありました。ドイツから５件、イギリ

装した道路地図について発表がありました。ドイツの

スからは４件の発表、その次に、フランス、オースト

気象局は、路面状況に関する詳細な情報を提供するた

リア、スロベニア、チェコ、ロシアおよび日本から３

めに予測システムが用いられています。現在、天気予

件の発表がありました
（注：複数国が連携した発表の

報の避けられない不確実性について、それらを考慮し

場合、筆頭筆者の所属で分類）。

た情報を組込むためにシステムを拡張しているとの報
告がありました。
フランスからは、フランス気象庁による路面条件予

４．研究発表の概要

測の概要について発表がありました。既存の路面予測
４．１

トピック１「道路気象情報システムのセンサ

情報を向上させるために、路面上の積雪層を CROCUS
と呼ばれる積雪モデルを活用し、それらと高解像度の

ーと装置」
このトピックでは、12件の発表がありました。その
中から代表的な発表を紹介します
（他のトピックも同

大気モデルを組み合わせた新しい手法の概要と、今後
の実証実験の予定について述べられました。

様）
。
スウェーデンからは、冬期路面状況や路面性状の移
動観測を行う Mobi-Roma と呼ばれるプローブシステ
ムの紹介が行われました。

４．３

トピック３「冬期道路管理手法」

トピック３では、６件の発表がありました。
デンマークからは、自国の多孔性アスファルトでの

フランスからは、欧州標準化委員会（CEN）でとり

実験結果の報告がありました。多孔性のアスファルト

まとめが行われている道路気象情報システムの標準化

は、熱的性質に関して通常のアスファルトとの相違は

について紹介がありました。例えば、情報提供におい

あまり見られないこと、別途特別な予測モデルを作成

ては、３～７日先までの文字による気象概況、最低で

する必要はないことが述べられました。

も24時間先までの数値予報、気象レーダー画像等が基

オランダからは、力学的予報データにもとづく道路

本となることが示されました。また収集系のシステム

気象予測について発表がありました。データ格子点を

として、例えば路面温度センサーの要求精度は０℃～

より細かく設定することで、局地的な道路気象予測を

－15℃では±0.5℃、－15℃～－30℃では ±1.5℃とす

より効率的に使用することができることが述べられま

ること等が定められているとのことです。

した。

フィンランドからは、歩道の滑りに関する発表が行

また、フィンランドからは、天気情報の改良による

われました。気温が０℃を前後して歩道の氷雪層の上

社会経済便益評価のアプローチに関する発表がありま

に水膜がある場合に最も滑りやすくなることや、フィ

した。

ンランド労働衛生研究所で開発した歩道用摩擦計測機
器を用いた靴底の滑り摩擦の比較を行った結果が報告
されました。

４．４

トピック４「意思決定支援システム」

このトピックでは、５件の研究発表がありました。

また、オーストリアの Nuts 氏からは、舗装路面の

スウェーデンからは、様々な速度規制に対応した意思

きめが、滑り抵抗に与える影響について数値計算を行

決定支援システムについて発表がありました。制限速

い、雪がきめを埋めるに従い滑り抵抗が低下する状況

度を事前に推定するために、ベイズ理論に基づく動的

について紹介がありました。

ネットワークによる決定支援モデルを示していまし
た。初期条件は、気象、交通量、除雪作業等になりま

４．２

トピック２「冬期道路気象の予測技術」

このトピックでは、６件の発表がありました。
イギリスからは、確率論的な道路気象予測について

す。今後、フィールドでの実証実験を行うとのことで
した。
スロバキアからは、道路気象予測および意思決定支

発表がありました。道路気象予測はこれまで決定論的

援システムについて発表がありました。システムは、

に配信されてきました。類似する実在数のモデルを組

道路気象ステーション、数値モデル、予報者の判断等

込んだベイズ統計学を使用すると、確率的な予測情報

いくつかの相互に連結した構成要素から成ります。ま
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た、これらの動的なデータを視覚化することで、オペ

境の変化を定量的に評価するため、秋（無雪）期および

レータが適切な判断ができることを示していました。

冬期に道路条件（有効幅員・すべり抵抗値）計測、運転

アメリカからは、経済価値推定ツールについて発表

行動（速度・加速度）および満足度調査を行いました。

がありました。経済価値推定ツールは、初期条件を代

分析の結果、有効幅員の減少やすべり抵抗値の低下等

入することで、道路気象予測および道路管理意思決定

道路状態の変化に対応して運転者の満足度が変化して

支援システム等の潜在的な便益を計算するものです。

おり、満足度評価の適用可能性を示しました。

本ツールは、地方自治体が既知の運用上・経済パラメ
ータを代入することを意図して作成されたとのことで
した。
４．５

トピック５「ベストプラクティスと道路利用

者の使用感」
このトピックでは、６件の論文発表がありました。
オーストリアからは、冬期道路管理と凍結防止剤散布
に関する紹介がありました。発表では、事前散布（路
面凍結前に凍結防止剤を散布）の重要性、事後散布（路
面凍結後に凍結防止剤を散布）の課題の説明、交通量
と路面温度に応じた凍結防止剤散布量の基準の紹介お

写真－２

よび路面状態
（すべり抵抗値）に応じた対策メニューと

松澤上席研究員の発表

速度規制についての紹介がありました。
フィンランドからは、道路気象情報の効用に関する
文献調査を行った結果の紹介がありました。交通安全
面での効用に関する研究が多いことに対して、輸送事
業や歩行者に対しての効用に関する研究は少ないこと
が示されました。
アメリカからは２件の発表がありました。１件目は
道路気象情報システム Clarus ２）の導入状況と今後の
展望についての紹介、２件目は連邦道路庁（Federal
Highway Administration：FHWA）、米運輸交通担当
者協会
（American Association of State Highway and
Transportation Officials：AASHTO）
、州運輸局

写真－３

（Department of Transportation）等の機関の冬期道路
管理に関する取り組み状況と今後の展望について紹介

４．６

がありました。

ョン」

高橋総括主任研究員の発表

トピック６「道路利用者とのコミュニケーシ

また、本トピックでは、雪氷チーム松澤上席研究員

このトピックでは、６件の研究発表がありました。

と寒地交通チーム高橋総括主任研究員が発表しまし

フィンランドからは、道路状況の情報提供に関する

た。

発表がありました。このシステムでは12時間先までの

松澤上席研究員は、防雪柵、防護柵、電柱、家屋等

天気、風速、気温等の気象予測情報に加え、道路状況

の沿道施設がドライバーの視認性に与える影響に関し

を Normal/Bad/Very bad の３段階で提供していると

て、吹雪時のビデオ映像を用いた被験者実験結果を発

のことです。

表しました
（写真－２）。会場からは、吹雪時の視程を

オーストリアからは、中欧９カ国による INCA-CE

移動しながら計測するシステムについての質問があ

プロジェクトに関する紹介が行われました。このプロ

り、車載型視程計について説明しました。

ジェクトでは、短時間予測に基づくタイムリーな注意

高橋総括主任研究員は、
「冬期運転環境の満足度調
査」と題して発表しました（写真－３）。冬期の運転環
40

喚起情報の精度の向上に取り組んでいます。これらの
降雪や凍雨等の注意喚起情報はテキストメール
（SMS）
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によって配信されるとのことです。
また、アメリカからは、風速、気温、降雪の強さ等
を用いた、冬嵐の厳しさ指数（Storm Severity Index）
について発表がありました。

降雪量が40cm 以上の平均出現度数は、主に北海道東
部と東北地方の山間部で近年増加する傾向であること
を説明しました。
また、今回の会議では、参加者の関心を高めるため、
ポスター発表の前段に発表者が演壇で発表概要を一分

４．７

トピック７「将来のシナリオ」

このトピックでは、６件の研究発表がありました。

間で紹介したのですが、好評だったため次回以降もこ
の方式が採用されるかもしれません。

フィンランドからは、WiSafeCar プロジェクトについ
て発表がありました。このプロジェクトでは、道路と
車両の間や車両と車両の間を通信で結ぶことで、道路
気象、滑り、事故等の情報を収集伝達する試験が行わ
れており、通信規格として IEEE 802.11p や3G が用い
られているとのことでした。
アメリカからは、ABS やワイパーの動作等の情報
を収集して処理する Vehicle Data Translator（VDT）
の Ver.3.0の試験結果について報告があり、Ver2.0に
比べ、降雪事象検知等の判断精度が向上されているこ
とが示されました。
また、フィンランドからは、欧州での近年の冬期気
象と将来予測に関する発表があり、2050年までに降雪
頻度が大きく減少するものの、北欧では日降雪量20

写真－４

原田研究員のポスター発表

６．理事会

cm 以上の出現頻度が増加すること等が紹介されまし
た。

日 本 か ら の 理 事 と し て、 高 橋 総 括 主 任 研究員が
SIRWEC の理事会に出席しました。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。

５．ポスター発表

次回（2014年）は PIARC 国際冬期道路会議の開催年に
ポスター発表には、32件の発表が登録されていまし

あ た り、 同 会 議 の 開 催 国 で あ る ア ン ド ラ 公 国 で

た。内訳はフィンランドが７件、スウェーデンが５件、

SIRWEC 国際道路気象会議を開催するのが慣例です

ロシアが３件、ドイツ、チェコ、トルコおよびウクラ

が、アンドラ公国の代表からは、２つの国際会議を開

イナが各２件、アメリカ、イギリス、スロベニア、日

催するのは難しいという発言があって結論が保留にな

本、デンマーク、カナダ、中国、アイスランドおよび

りました。

イランが各１件でした。

また、SIRWEC では、慣例として会議開催国の理

ポスター発表では気象研究者の発表が多く、道路気

事が次期会議の終了まで委員長を務め、次期開催国の

象および路面予測精度をよいものにするために、各々

理事が副委員長を務めます。慣例に従い、今回の会議

のデータをどのように組み合わせるかについて検討す

の開催国のフィンランドの理事が委員長に選ばれまし

るものが主流でした。また、近年の気象予報技術の進

たが、副委員長は次回の開催国が決定しなかったため、

展に伴い、
道路気象予測に如何に適用するかが各国（特

アンドラ公国の代表が暫定的に就くことになりました。

にヨーロッパ）の共通した認識のようでした。諸外国

なお、次回理事会の開催時期については、アンドラ

では、気象庁が道路気象予測情報について力を入れて

公国の結論を得てから検討することとなりました。

研究していることが印象的でした。加えて、自国のロ
ーカルな気候変動に関する発表も若干数見られました。

７．道路管理者等への訪問

原田研究員は、本セッションで新潟県以北の積雪寒
冷地における冬期気候の変動傾向について発表しまし

SIRWEC 国際道路気象会議の参加に併せて、フィ

た
（写真－４）
。冬期の累計降雪量は全体的に減少傾向

ンランドに本社を置き気象観測機器等を製造している

にあるのに対し、最大積雪深や降り始めからの24時間

ヴァイサラ社、フィンランド交通庁および在フィンラ
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ンド日本国大使館を訪問しましたので概要を報告しま

と課題および今後の技術開発に関して意見交換を行い

す。

ました。
意見交換の後、本社工場を見学させていただきまし

７．１

ヴァイサラ社訪問

ヴァイサラ社は、ヴィルホ ･ ヴァイサラ教授が高層
気象観測用ラジオゾンデを開発した1930年代に始ま

た。工場では一部「かんばん方式」
（トヨタ自動車（株）
が開発した生産管理方式）が採用され、
「かんばん」、
「か
いぜん（改善）」は通じる日本語ということでした。

り、創業70年以上の歴史を持つ会社です。現在、約
1,400人の専門知識を有する社員がおり、本社には約
800人が在籍しているとのことでした。

７．２

フィンランド交通庁訪問

フィンランド交通庁（Finnish Transport Agency：

世界各地に30のオフィスがあり、約140か国に製品

FTA）の概要、フィンランドにおける冬期道路管理の

を輸出しており、近年は中国市場の拡大に伴いアジア

性能規定発注の現状についてヒアリングを行いまし

太平洋地域の成長が著しいとのことです。事業分野は

た。ヒアリングでは、維持管理・運用部長の Jukka

多岐にわたりますが、気象関連分野での知名度が特に

Karjalainen 氏（写真－６）が中心となって対応してく

高く、ラジオゾンデは世界の約7割のシェアを占めて

ださいました。

いるとのことです。
ヴァイサラ社の概要紹介の後、冬期道路管理に関す
る観測機器として、光学式センサーについて詳しい紹
介がありました
（写真－５）。本センサーは路面上の水
分量を計測し、路面のすべり抵抗値を求めます。道路
管理分野では光学式等の非接触センサーを用いた移動
観測技術の開発が進んでおり、今回の会議でも光学式
センサーを用いて路面すべり計測を行った研究発表が
複数ありました。

写真－６

７．２．１

FTA からのヒアリング（立っている方が
Jukka Karjalainen 氏）
フィンランド交通庁（FTA）の概要

FTA は、2010年に道路、鉄道、船舶輸送の三部門
の統合により発足した組織です（図－１）。この統合は、
円滑で効率の良い、安全な交通システムの発展を目指
す目的で行われました。道路分野では、2001年にフィ
ンランド国道路庁（Finnish National Road Administ
ration：FINNRA）を、発注を行うフィンランド道路
写真－５

ヴァイサラ社の光学式センサーの説明を
する Kimmo KynnÖs 氏

庁（Finnish Road Administration：Finnra）と 建 設・
維持管理・コンサルタント業を行うフィンランド道路

高橋総括主任研究員からは、札幌の地勢、気象概要

会社（Finnish Road Enterprise、民営化して2008年に

等の紹介とともに、路面すべり計測装置の比較試験の

DESTIA に名称変更）に分割する大きな組織改正があ

結果について報告しました。その後、引き続き光学式

りました。

センサーの特徴として、設置が容易で道路条件や車両

FTA は78,130km の 道 路、5,919km の 鉄 道、16,200

の状態
（走行速度やハンドル角度）にかかわらず計測で

km の航路を管理し、予算は約16億ユーロでフィンラ

きる長所がある一方、路面上の水分量を計測するため、

ンドの社会基盤分野の三分の一に相当するとのことで

すべり止め材
（砂や砕石）を散布した路面のすべり抵抗

す。

値の評価に課題があること等、光学式センサーの特徴
42
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図－１

道路部門における組織改正の経緯

図－３
表－３

７．２．２

交通量・道路種別に応じた管理区分

品質要件例：路面のすべり抵抗に関する基準

冬期道路管理の性能規定発注の現状

フィンランドでは、公道の管理を民間に委託してい
ます。国土は81地区に分割され（図－２）、地区あたり
の道路延長は500 ～ 2,000km、平均すると約1,000km/
地区となります。契約期間は５～７年で、発注者・受
注者双方が望んだ場合、契約期間を延長するオプショ
ンがあります。
員・ 資 材（ 凍 結 防 止 剤 を 含 む ）の 調 達、 下 請 け 業 者
（subcontractor）との契約および作業の実施です。
作業方法の選定は請負業者に任されており、道路管
理者は品質要件を満たしているか否かを確認し、品質
要件を満たさない場合には罰金が科せられます。罰金
制度の目的は、罰金を科することではなく、品質要件
を満たさなかった場合に道路管理者と請負業者が原因
や改善策を話し合うことで最終的により良い道路管理
を達成することを目的としているとのことでした。
一方、道路管理に対するボーナス制度も設けていま
す。これは６つの評価要素（４つは顧客満足度、残る
２つは発注者の評価（冬期道路管理および夏維持）に関
する要素）に基づいて評価し、年に一度、年間契約額
の０～２％の間で支払われます。
フィンランドの冬期道路管理の性能規定発注につい
ては2005年にヒアリングをしており３）、当時と基本的
な仕組みは変わっていませんが、気象カメラ台数を増
図－２

契約地区（色分けは受注業者を示す）

道路は交通量と道路種別によって区分され（図－
３）
、発注者
（道路管理者）は、各管理区分に求められ
る品質要件を提示します。冬期道路管理の関係では、

や し て 道 路 気 象 情 報 シ ス テ ム（Road Weather Infor
mation System：RWIS）を充実させる等の取り組みが
なされていました。
なお、フィンランドにおける性能規定発注について
は、別途報告させていただきたいと思います。

路面のすべり抵抗、積雪深および路面平坦性に関する
基準があります
（表－３）
。

７．３

在フィンランド日本国大使館訪問

請負業者は地区の道路管理の全責任を負います。具

在フィンランド日本国大使館を訪問し、三原一等書

体的には、計画の立案と決定、作業に必要な機器・人

記官にフィンランド共和国の概要４）を紹介していただ
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きました。

ンランド交通庁および在フィンランド日本国大使館を
2

フィンランドの国土面積は33.8万 Km （日本の国土

訪問し、ヒアリングや意見交換をする機会を得ること

の約９割）
で、人口は約538万人（2011年現在）です。首

ができました。このような貴重な機会を与えてくださ

都ヘルシンキ市は北緯60度９分７秒
（カムチャッカ半

った関係各位とお世話になった方々に感謝の意を表す

島の付け根に相当）に位置し、人口は約59.5万人（2011

る次第です。

年現在）です。緯度が高いため、夏至は日の出が３時

最後になりましたが、在フィンランド日本国大使館

54分、日没が22時48分ですが、冬至には日の出が９時

の三原一等書記官には、ご多忙の折にもかかわらず大

20分、日没が15時12分と年間を通じて昼間の長さが大

変お世話になりました。改めて心よりお礼申し上げま

きく変化します。

す。

公用語はフィンランド語、スウェーデン語およびサ
ーメ語
（北部の一部自治体）です。

参考文献

８．おわりに

１）松澤勝、高橋尚人：第15回 SIRWEC 国際道路気
象会議に参加して、寒地土木研究所月報 No.684

会議に参加して、欧米では道路管理者と気象事業者

2010年５月、pp28-35、2010

の連携がさらに強くなっていること、非接触式のセン

２）http://www.clarus-system.com

サーを用いた路面のすべり計測技術の研究が進みつつ

３）浅野基樹：北欧における冬期道路管理業務の民間

あること、さらに、各国とも道路管理者の有する情報

委託と性能発注について、日本雪氷学会北海道支

を道路利用者に発信することに積極的に取り組んでい
ることを強く感じました。
また、今回の会議出席に際し、ヴァイサラ社、フィ

高橋

尚人＊

TAKAHASHI Naoto
寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地交通チーム
総括主任研究員
博士（工学）
技術士（建設・総合技術監理）

44

部、「北海道の雪氷」第24号、pp50-53、2005
４）在フィンランド日本国大使館：フィンランド共和

松澤

勝＊＊

MATSUZAWA Masaru
寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
雪氷チーム
上席研究員
博士（工学）
技術士（建設）
気象予報士

国の概要、平成24年１月

原田

裕介＊＊＊

HARADA Yusuke
寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
雪氷チーム
研究員
博士
（農学）
技術士
（建設）
気象予報士

寒地土木研究所月報

№711

2012年８月

