報 告

「PIARC・TC2.4委員会会議及び PIARC 国際セミナー」に参加して
寒地道路研究グループ（雪氷チーム・寒地交通チーム）

テップ気候、地中海性気候、西岸海洋性気候、ツンド

１．はじめに

ラ気候とバラエティに富んだ気候となっています。人
平成25年６月３日から７日までの５日間において、

口は、約1,727万人（2011年現在）です。また、国土の

南米のチリ共和国サンティアゴ市（写真－１）で、世界

おおよそ中心で標高520m の盆地に位置する首都サン

道 路 協 会（ 通 称 PIARC：Permanent International

ティアゴ市及び都市圏内には約706万人と全人口の約

Association of Road Congress）の TC2.4（冬期道路サ

41％が住んでいます。ちなみに、サンティアゴ市内で

ービス）委員会会議並びに同委員会、チリ道路局、チ

は冬期（６～８月）の降雪はほとんどなく、本会議参加

リ道路交通協会等が共催で「International Seminar

中においても市内の気温は７～ 18℃と快適でした。

on Winter Operation at High Altitude and Extreme
Zones（積雪寒冷地域及び山間部における冬期道路管
理に関する国際セミナー）
」が開催されました。寒地
土木研究所からは、雪氷チームの松澤上席研究員及び
寒地交通チームの徳永主任研究員がこれらの委員会会
議・国際セミナーに出席・発表の機会を得たので報告
致します。

写真－２

サンティアゴ市内を走る地下鉄

サンティアゴと近傍の交通ネットワークに関しては、
国際空港、高速道路、地下鉄、路線バスといった社会
インフラの整備が充実しており、南米有数の先進的な
大都市といえます。特に、地下鉄に関しては６路線（延
長約110km）によるネットワークが形成され、札幌市
写真－１

チリの首都サンティアゴ市内の風景

と同様のタイヤ式車両が走っています（写真－２）。な
お、一日当たりの利用者数は約250万人とのことです。

２．チリ共和国の地勢

チリ共和国の国道総延長は約77,600km に及び、そ
のうち約18,400km（23.7％）が舗装されています。そ

PIARC の TC2.4委員会会議及び国際セミナーが開

の他の区間は、砂利道又は地面を改良（地均しのみ）し

催されたチリ共和国の地勢及び道路事情について簡単

た道路となっており、これらを公共事業省道路庁が所

2
に紹介します。チリ共和国の国土面積は756,000km（我

管しています。

が国の約２倍）で南緯17度から55度に位置し、西部の
太平洋との海岸線、東部のアンデス山脈
（アルゼンチ

３．PIARC と TC2.4委員会会議について

ン）、北部のアタカマ砂漠
（ペルー・ボリビア）によっ
て囲まれ、南北に細長く北から南までの総延長は約

世界道路協会の現在の名称（英語）は World Road

4,630km に及びます。そのため、北から砂漠気候、ス

Association ですが、旧名称の Permanent International
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Association of Road Congress の略である PIARC が、

真－３）では、2014年２月上旬に開催予定の「PIARC

現在でも広く使われており、
「World Road Association

国際冬期道路会議アンドラ大会」１）の準備、PIARC 戦

PIARC」と表記されることも少なくありません。

略計画の進捗状況等に関するテーマを中心にミーティ

PIARC は1909年設立で、本部はフランスのパリに

ングが行われました。

あります。PIARC は、独自の活動計画に基づき、交
通安全、各種交通モードの有効利用、持続可能な開発、
投資の効率性などのテーマを念頭に、道路及び道路交
通政策の策定と新たな道路技術の開発に貢献すること
を目指しています。加盟国は、2013年時点で日本を含
む120カ国であり、地方政府会員（市など）や団体会員、
個人会員を含めると142の国や地域から登録されてい
ます。各国の第一代表は公共事業担当大臣から指名さ
れ、日本からは国土交通省道路局長（または技監）がそ
の任にあたっています。
PIARC では、ほぼ４年毎に戦略計画を定めていま
す。現在の期間
（2012 ～ 2015年）には、以下の４つの

写真－３

PIARC-TC2.4委員会会議の様子

戦略テーマが設けられています。
ST-1：マネジメントとパフォーマンス
ST-2：アクセスと移動

以下に、本委員会議の議題となった内容を簡単に列
挙します。

ST-3：安全

・

会議議題の確認・了承、新しい委員の紹介など

ST-4：インフラストラクチャー

・

PIARC 冬期道路国際会議アンドラ大会について

これらの戦略テーマ毎に４～５の技術委員会
（TC：

・

アブストラクトの投稿状況

Technical Committee）やタスクフォースが設けられ

・

本論文の〆切及び審査について

ています。PIARC-TC2.4（冬期道路サービス）委員会

・

審査結果（採否）の通知

は戦略テーマ ST-2「アクセスと移動」に属します。

・

会議のスケジュール（セッション・テクニカル

ST-2に 属 す る 技 術 委 員 会（Technical Committee：
TC）
は以下のとおりです。

ビジット等）
・

PIARC2012/2015戦略計画

TC2.1：道路ネットワーク運用

・

用語辞典、Snow and Ice Databook ２）など

TC2.2：都市のモビリティ改善

・

分野別 WG のミーティング＆とりまとめ

TC2.3：物流交通

・

チリでの PIARC 国際セミナー開催について

TC2.4：冬期道路サービス

・

その他（PIARC ウェブサイト、次回の委員会会

TC2.5：地方
（rural）道路と地方部へのアクセス

議開催について、とりまとめ

各 TC は、TC 毎に活動計画を定め、国際的な調査

PIARC 国際冬期道路会議アンドラ大会の論文は７

とレポート策定、発展途上国でのセミナーの開催等の

月末が〆切となっています。その後、技術委員による

活動等を行っています。これらの活動のため、年に数

査読を経て、次回の委員会（10月にドイツで開催予定）

回会議を開催しています。

で、口頭発表とポスター発表の選別及びセッション分

冬期道路サービス委員会は、前ターム（2008-2011年）

けの審議が行われる予定です。

より、それまでの冬期管理委員会という名称から変更
され、道路利用者に冬期道路サービスを適切に提供す

４．PIARC 国際セミナーについて

ることに主眼が置かれるようになってきました。その
ための路面凍結予測や除雪車の運行管理、道路利用者

PIARC の戦略計画の一環として発展途上国の技術

への情報提供など情報活用、道路管理予算の縮減や気

向上に資する国際セミナー等の実施が定められていま

候変動下での冬期道路管理の持続可能性、異常降雪時

す。この度の国際セミナーは、PIARC-TC-2.4、チリ

の対応等についてが当該委員会が取り組むテーマとな

公共事業省道路庁、チリ道路交通協会等が協力して開

っています。この度開催された TC2.4委員会会議（写

催したものです。
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Ⅰ）
オープニングセッション（６月４日午後）
・

高い区間での除排雪や路面管理が難しく両国の道路管

現地政府機関、道路交通協会等の代表による

理者にとって大きな課題となっていることが伺えまし

PIARC 国際セミナー開催の挨拶

た。現在は、両国間の道路管理者との連携によって道

PIARC・TC2.4委員会による PIARC 国際セミ

路整備（舗装修繕、カーブ区間の拡幅等）が更に進めら

ナーの趣旨、PIARC 冬期道路国際会議アンド

れている他、冬期の維持管理においては双方の維持管

ラ大会の概要説明

理状況や道路気象予報についてリアルタイムで情報交

・

Ⅱ）
テクニカルツアー（６月５日終日）
・

チリ・アルゼンチン国際道路60号及び除雪等機

換が可能な連絡体制を図り、当路線の通行止め期間の
削減に努めているとのことでした。

材の視察
・

チリ・アルゼンチン国際道路60号の開通経緯、
維持管理、交通運用等に関する紹介

・

チリ共和国警察軍（カラビネーロス）の紹介、国
境の治安維持、雪崩発生時の救助活動等

Ⅲ）テクニカルセッション
（６月６日終日及び７日午前）
・

南米の積雪寒冷地域及び山間部における冬期道
路管理の課題

・

国内外における冬期道路管理の取組み事例

・

積雪寒冷地域及び山間部における冬期道路管理
（特定の取組み）

・

基調講演
（チリ共和国陸軍登山部隊の活動）

Ⅳ）
クロージングセレモニー

写真－４

チリ・アルゼンチン国際道路60号

本国際セミナーには、チリの道路管理者、大学教員・
学生、コンサルタント業者をはじめ19カ国から約300
人が参加しました。以下に、本セミナーで行われたテ
クニカルツアーやテクニカルセッションでチリと諸外
国からの発表で興味深かった幾つかのテーマについて
紹介するとともに寒地土木研究所からの発表について
も報告します。
４．１

テクニカルツアー

６月５日に行われたテクニカルツアーは、サンティ
アゴ市近郊でチリとアルゼンチンの国境を結ぶチリ側
の国際道路60号
（片側１車線）を視察しました
（写真－

写真－５

国際道路60号を走る大型車両の車群

４）
。視察の際に走行した区間については、舗装の状
態が概ね良好で道路付属物等
（道路標識、ガードレー

４．２

テクニカルセッション

ル、照明施設等）の整備及び維持が充実している様子

当セミナーのテクニカルセッション（写真－６）で

を伺うことができました。ただし、アルゼンチンとの

は、計25の発表が様々な視点から行われました。その

国境付近では標高が2,900m を超え、山間部特有の縦

うち、チリ国内からの発表は14件あり、その大半はア

断勾配
（３～５％）及び約30箇所のヘアピンカーブ（曲

ンデス山脈を横断する国際道路における降雪や雪崩に

線半径約25 ～ 40m）が連続し、線形が非常に厳しい区

よる長期通行止め、除雪作業に従事する人員及び機材

間となっています。当該国際道路は、太平洋と大西洋

の確保等に関する課題や取組みが紹介されました。冬

を結ぶ南米の最大の産業輸送道路となっており、大型

期の道路維持管理については、我が国や欧州のように

車両の交通が非常に多い路線です（写真－５）。しかし、

具体的な基準設定はなく、各路線の維持責任者の裁量

冬期にはその年の気候にもよりますが、降雪
（雪崩・

（経験）に任されているのが現状とのことです。ただ、

吹雪）
による通行止めが年間15 ～ 60日発生し、標高が

近年は北米や欧州の技術を参考にしながら、気象機関
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から得た気象予報や沿道に設置した気象観測機器から

発生していますが、道路利用者と車両を安全なところ

得たデータの活用による除雪等の意思決定も徐々に行

まで移動（避難）させる方法として参考になるのではな

われるようになり、また、路面管理においても一部の

いかと思います。

路線ではサーマルマッピング
（路線の路面温度分布の

アメリカの運輸省（Pisano 氏）からは、同国におけ

把握）による重点管理区間の選定も行っているとのこ

る近年の冬期道路管理に関する統計、新たな維持管理

とです。

技術の導入、維持従事者のトレーニング等について紹
介がありました。アメリカでは、年間約20億ドルの予
算が道路の雪氷対策に充てられており、凍結防止剤の
使用に関しては年間１千万トンに達しています。その
背景には、天候に起因する交通事故（150万件）の約1/4
が雪氷路面状態で発生していることが挙げられます。
使用されている凍結防止剤は、殆どが塩化ナトリウム
で、その他に塩化マグネシウム、塩化カルシウム等も
使われていますが、近年では環境負荷の軽減という側
面から、塩化物系薬剤に有機物（糖蜜）を混合した散布
手法の普及も進んでいるとのことでした
（写真－８）
。
また、同国ネバダ州運輸局の Nelson 氏（Maturano 氏
による代理発表）は、薬剤の散布は凍結防止のための

写真－６

テクニカルセッションの様子

事前散布と路面への定着性が高い水溶液の使用を推奨
していることを強調し、また、アメリカ政府は2000年
から、新興国への技術移転の一環として凍結防止剤水
溶液や糖蜜の使用についてアルゼンチンの山岳地域の
道路管理者及び大学と連携して実践的検証を行い、現
在はこれらを用いた路面管理手法が浸透しつつあるこ
とを紹介していました。

写真－７

降雪・吹雪時の隊列走行（ノルウェー）

諸外国からの発表で興味深かったテーマとして、ノ
ルウェーの山間部道路における冬期の悪天候時の隊列
走行について紹介がありました
（ノルウェー道路庁：
Haaland 氏）
。首都オスロと西海岸の主要港湾都市を
結ぶ幹線道路の山間部では、一定の降雪や吹雪による

写真－８

塩化ナトリウムと糖蜜を混合した散布剤

視程障害が発生した場合、隊列方式による通行を行っ
ているそうです
（写真－７）。隊列による車群は、20

「南米の積雪寒冷地域及び山間部における冬期道路

～ 25台で構成され、先頭と後尾には除雪車等の維持

管理の課題」のセッションでは、米国ユタ州の雪崩対

作業車を配置し、最高速度40km/h で移動するそうで

策について、ユタ州道路局（Primono 氏）から人工雪崩

す。また、各車両はラジオを介して必要な情報が共有

による雪崩管理について紹介がありました。発表後に

できるようになっています。我が国の積雪地域におい

人工雪崩による処理を判断する基準について尋ねたと

ても、昨今の豪雪等による路上での遭難事故が何件か

ころ、計測を行うのではなく経験的な弱層テストによ
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って判断しているとのことでした。
寒地土木研究所からは、当所が取り組んでいる技術
開発等について紹介しました。寒地交通チームの徳永
主任研究員
（写真－９左）は、
「国内外における冬期道
路管理の取組み事例」のセッションで「Road Surface
Friction Use to Evaluate Winter Roadway
Performance」と題して、交通量が多い市街地や山間
部道路における沿道の気象変化、地域の違い、維持管
理作業の有無等が及ぼす冬期道路の性能（路面状態）を
路面のすべり抵抗値（客観的な指標）により評価し、空
間的・時間的路面状態の出現傾向と冬期道路交通特性
の関係等から地域特性等を踏まえた路面管理水準の中

写真－９

寒地土木研究所からの発表の様子

長期的な意思決定への活用や事業実施のフィードバッ
クのための評価が可能であることを紹介しました。発

５．おわりに

表終了後は、時間の都合上質疑は行われませんでした
が、セッション終了後にバルパライソカトリック大学

国際セミナーにおける発表時の質疑、セッション後

の教員・学生、チリ道路庁職員、民間コンサルタント

の意見交換、また、その他に行われた情報交換等は、

等の皆さんと冬期における路面のすべり抵抗値の計測

いずれも有意義なもので、上記セミナーへの参加及び

手法及びデータの活用可能性について意見交換を行う

発表の機会が与えられたことは光栄でした。この成果

とともに計測機器、関連する研究の既往文献等につい

を今後の試験研究の推進に活用したいと考えています。

て後日メール等にて情報提供することとしました。
松澤上席研究員
（写真－９右）は、
「積雪寒冷地域及

参考文献

び山間部における冬期道路管理
（特定の取組み」のセ
ッ シ ョ ン で 「 S n o w d r if t C o n t r o l M e t h o d a nd
Technology」について発表しました。発表の概要は、

１）PIARC 国 際 冬 期 道 路 会 議 ア ン ド ラ 大 会 URL：
http://www.aipcrandorra2014.org/

吹きだまりの発生メカニズムなどの吹雪の基礎事項

２） PIARC Technical Committee B5 - Winter

や、日本や北米で施工されている吹きだまり対策につ

Service, Snow & Ice Databook - 2010 Edition,

いて解説・紹介するものでした。発表後、聴衆から「山

2010.

岳地域ではどのような対策が行われているのか」とい
った質問があり、我が国で用いられている「吹き上げ
防止柵」を紹介しました。

松澤
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