報 告

「第14回 PIARC 国際冬期道路会議アンドラ大会」に参加して
石田樹＊

遠藤裕丈＊＊

角間恒＊＊＊

金子学＊＊＊＊

小宮山一重＊＊＊＊＊

佐藤京＊＊＊＊＊＊

田中俊輔＊＊＊＊＊＊＊ 高橋尚人＊＊＊＊＊＊＊＊ 徳永ロベルト＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 原田裕介＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
牧野正敏＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

松澤勝＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

松下拓樹＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

一度の頻度で開催されており、2002年には札幌でも開

１．はじめに

催されています。今回の開催地であるアンドラ公国は
平成26年２月４日から７日まで、アンドラ公国アン

ピレネー山脈にある人口８万弱の小さな国です。当研

ドラ・ラ・ベリャ市で、世界道路協会
（通称 PIARC：

究所からは、著者13名が表－１の発表を行った他、松

Permanent International Association of Road

澤上席が、融雪技術と情報収集技術のセッションの座

Congress）の第14回国際冬期道路会議が開催されまし

長を行いましたので報告致します。

た。国際冬期道路会議は、1969年に第１回会議をドイ
ツのベルヒテスガーデンで開催してから、ほぼ４年に
表－１
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7PFGT (TGG\KPIVJCYKPI CPF (CVKIWG %QODKPGF
#EVKQP
&GXGNQROGPV QH C 5PQYUVQTO 8KUKDKNKV[
+PHQTOCVKQP5[UVGOHQT4QCF7UGTU
'HHGEVKXGPGUUQH #PCN[UKUQH 8KUWCNK\GF 5PQY
4GOQXCN 1RGTCVKQP 4GEQTFU 6QYCTF VJG
'UVCDNKUJOGPV QH 5PQY 4GOQXCN &GRNQ[OGPV
5WRRQTV5[UVGO
+PXGUVKICVKQPQH'XCNWCVKQPCPF'UVKOCVKQPQH
6WPPGN .KPKPI  &GVGTKQTCVKQP $CUGF QP
+PURGEVKQP&CVC
# 5VWF[ QP %JGOKECN 6TGCVOGPV 5VTCVGI[ KP
%QPUKFGTCVKQPQH2CXGOGPV6[RGU
(GCUKDKNKV[5VWF[QP(TKEVKQP/CRRKPI
# 5VWF[ QP 7UG QH 3WCPVKVCVKXG +PFKECVQT VQ
5WRRQTV VJG +ORTQXGOGPV QH 9KPVGT 4QCF
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$CUKE6GUVUVQ5GNGEV5PQYTGOQXCN8GJKENGUCPF
VQ &GVGTOKPG *QY 5PQY 2KNGU #HHGEV 2CUUKPI
8GJKENGU6QYCTFVJG#FQRVKQPQH4QWPFCDQWVUKP
,CRCP
6JG *KIJYC[ 5PQYUVQTO %QWPVGTOGCUWTG /CPWCN
4GXKUGF'FKVKQP 
%QPFKVKQPU HQT +PETGCUKPIVJG 5NQRG&KUVCPEG
DGVYGGP #XCNCPEJG2TGXGPVKQP$TKFIGU CPF KVU
%QPUVTWEVKQP%QUVU
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２．開会式
２月４日10時から開会式が行われました。開会式で
は、PIARC 会長である Oscar de Buen 氏の挨拶の後、
フランス気象庁の Aurelien Ribes 氏の基調講演が行わ
れました。基調講演では気候変動によって気温上昇や
降水の増加をもたらし、土壌融解に対応したインフラ
が必要であることなど、気候変動が冬期道路サービス
に与える影響について解説されました。
３．プレナリーセッション
プレナリーセッションでは、各国の道路行政部局を
代表する方々が集まり、気候変動や予算縮減などの課
題にどう対応していくかを議論しました。日本からは
国土交通省の菊川顧問（前技監）が参加されました。菊

写真－１

プレナリ－セッションで説明する菊川顧問
39

川顧問からは、近年、日本で「ゲリラ豪雪」と呼ばれ

を弾力的に編成し、それにより凍結防止剤コストを25

る短期集中的な豪雪によって、大きな交通障害が発生

％削減した事例が紹介されました。

していることなどが紹介されました（写真－１）。他の

注目すべき発表として、カナダのオンタリオ州から

招待国は、アンドラ公国、スペイン、韓国、フィンラ

冬期道路のサービスレベル（LOS）を合理的に決定する

ンド、フランス、カナダのケベック州でした。

手法の紹介がありました。降雪後の雪氷路面継続時間、
路面すべり抵抗、塩散布量、交通事故発生件数の予測

４．口頭セッション

モデルを用いて、LOS（ここでは Bear Pavement
Regain Time：BPRT）と冬期道路管理にかかる直接

４．１

トピック１

ト ピ ッ ク １「 冬 期 サ ー ビ ス と 気 候 変 動（Winter

及び間接コストの関係を交通量ランク毎に計算し、
LOS を変化させるべき日交通量の閾値を決定する手

Service and Climate Change）」では、米国、ドイツ、

法で、気候変動による冬期道路管理への影響評価も可

日本の各国から、気候モデルを用いた自国における降

能です。路線の重要度に応じた冬期道路管理のレベル

積雪の将来変化と、冬期道路への影響に関し、口頭３

設定が費用便益分析をベースとして明快に説明されて

編、ポスター４編の発表がありました。

おり、我が国においても非常に参考となる事例と考え

いずれも、将来にわたって気温が上昇することで、

ます。

降積雪に関する指標は減少する傾向が見られました。
その中で、設計値や交通事故、道路維持管理コストな

４．３

トピック３

どに関する検討が発表され、会場からは極大値にも留

トピック３「極端事象対応（Extreme Events in

意すべきではないかという意見が出ました。今後、気

Winter Time）」では、ドイツ、米国、フランス、英国、

候モデルの進展や、より細かい解像度のデータを用い

日本など10カ国から口頭15編、ポスター 16編の発表

ることで、より確からしい降積雪指標による将来の影

がありました。

響評価がなされるものと考えられます。

ドイツでは、大雪の際には、多車線道路の１車線を
除雪しない対応を取ることや、縦断勾配の悪い区間で

４．２

トピック２

トピック２「財政制約下における冬期道路管理にか
かるコスト縮減及び費用便益（Costs and Benefits of
Winter Service in a Constraint Budgetary Context）」

は、除雪が終わるまで大型車が入らないよう制限する
（登坂できない大型車が交通の障害となるため）などの
対応事例の紹介がありました。
米国からは、2011年２月に中西部を襲った暴風雪事

では、３セッションで13カ国から14編（口頭、ポスタ

例の紹介がありました。この時の風速は25m ／ s、降

ーとも）
の発表がありました。

雪 量 は45 ～ 60cm で、36名 の 死 者 が 出 た そ う で す。

各国とも厳しい財政状況の下でいかに冬期道路管理

なお死因は、交通事故による死者や作業中の心臓疾患

の効率性を上げ、ユーザに提供する道路サービスの質

が主であり、一酸化炭素中毒は含まれていなかったと

を確保するか苦労しており、様々な取組が紹介されま

のことです。なお、立ち往生による凍死や一酸化炭素

した。その多くは情報通信技術を活用した道路管理者

中毒は、教育や啓発で対応する課題とのことでした。

の意志決定を支援するものであり、例えば、アイスラ

また、英国では30年ぶりの大雪となった2009年冬期

ンドの路面温度予測システムや除雪機械のロケーショ

の事例の紹介があり、“Lessons from the Severe

ンシステム、英国の路面温度予測技術を地点的なもの

Weather February 2009”というレポートをとりまと

から線的に拡張する手法、リトアニアの非接触式路面

めたとのことです。このように災害事例を記録し、そ

センサとスマートフォンを活用した路面のすべり抵抗

れを教訓して学ぼうという姿勢が印象的でした。

計測システム等があり、道路気象情報を活用すること
で除雪ルートの最適化を図る事例も複数ありました。
毎年大きく異なる冬期気象の厳しさを指標化

４．４

トピック４

トピック４「冬期サービスのマネジメント（Winter

（Winter Severity Index）し、冬期道路管理への投入

Service Management）」では、米国、カナダ、スイス、

と指標の関係を解析することで投入の最適化を図ろう

フランス、スペイン、日本など、20 ヵ国から口頭50編、

とする取組も複数の国から紹介された他、冬期気象の

ポスター 53編の発表がありました。当該トピックで

変動の影響を軽減するため過去５冬の実績を基に予算

は、各国における近年の財政的制約を踏まえた冬期サ
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ービスの戦略、サービス水準の設定、道路気象予測情

情報をリアルタイムに把握できるシステムを活用して

報や路面状態
（すべり抵抗値）情報を用いた作業判断支

おり、除雪や凍結防止剤散布における課題、それらに

援技術、予防的路面管理によるコスト削減等が採り上

対する取り組みは北海道と共通であるということが印

げられました。路面管理に用いられる凍結防止剤に関

象的でした。

しては、ほとんどの国で塩化ナトリウムが採用されて
おり、安全かつ快適な道路交通の確保において当該薬

４．５

トピック５

剤の使用が必要不可欠であることについては全ての国

ト ピ ッ ク ５「 雪 寒 対 策 の 実 務、 関 連 設 備 ／ 装 置

で一致していますが、近年の財政的な制約を始め、凍

（Operational Approaches, Equipment and Products

結防止剤の効果や薬剤散布による道路構造物、車両、

for Winter Conditions）」は論文数が多く、トピック

沿道環境への影響の低減に資する効率的な散布手法に

４と並んで最多の12の口頭発表セッションが設けられ

ついて関心を持つ国が非常に多いことが目立ちました。

ました。大まかに分類すると、凍結防止剤（剤・試験・

例えば、スイスやスペインでは既に路面管理手法とし

散布方法・環境影響）、計測技術（すべり抵抗値等）、

て塩化ナトリウム固形剤よりも塩化ナトリウム水溶液

融雪技術、舗装及び道路設備と設計に関し、20カ国か

の使用促進を図っているとのことです。水溶液使用の

ら口頭48編、ポスター 60編の発表がありました。

理由は、路面への付着率
（飛散防止効果）が高いため、

凍結防止剤については、塩化ナトリウムの湿剤また

降雪直前を待つことなく48 ～ 72時間前に散布作業が

は溶液を事前散布（路面凍結直前に凍結防止剤を散布）

可能となり、オペレータの夜間の拘束時間や薬剤散布

することを基本としながら、効果のより正確な計測・

量の低減によるコスト削減が期待されるとのことで

評価に取り組む発表が多く見られました。凍結防止剤

す。ただし、この路面管理手法は降雪量が５cm 未満

を効率よく散布し、散布量削減を図りつつ道路の安全

及び気温が０℃付近の時期・区間において推奨できる

性を確保するという目標は不変ですが、残留塩分量や

手法であり、降雪量が５cm 以上及び－５℃以下の場

路面すべりなどの計測技術の発達により、より精密な

合は従来の塩化ナトリウム固形剤との混合散布を推奨

計測・多様な評価が可能になったことが凍結防止剤に

しています。このような路面管理手法の推進は、冬期

関する研究が活発に行われる一因と感じました。

維持作業機械等の展示場でも見受けられ、水溶液散布

また、フランスからは沿道の水質調査を行った結果

装置を搭載した車両が非常に多かったのが印象的でし

の発表もありました。その他、塩化ナトリウム以外の

た
（写真－２参照）
。また、除雪作業においては、道路

凍結防止剤として排水泥や植物由来の凍結防止剤や添

監督員の負担軽減や、除雪情報管理の効率化に関する

加剤の研究発表や技術展示があり、凍結防止剤に関す

取り組み等について発表が行われました。道路監督員

る研究・技術開発が盛んに行われていることを実感し

の負担軽減のための取り組みでは、除雪や凍結防止剤

ました。

散布等の情報をリアルタイムに把握、監視できるシス

計測技術では、日本から車載式の塩分濃度センサー

テムについて説明がありました。北海道の国道管理者

を活用した冬期道路管理の紹介がありました。これは、

も除雪を効率的に管理するため、除雪車の位置や作業

道路巡回車のタイヤ近傍にセンサーを設置し、タイヤ
が跳ね上げた飛沫の塩分濃度を計測することで凍結防
止剤残留量を計測するシステムで、日本展示ブースで
も注目を集めていました。他、路面のすべり計測技術
では、トピック４を含めて光学式センサーに関する研
究発表がありました。このセンサーは、赤外線やレー
ザー光で路面上の水分（水・雪・氷）量を計測し、路面
のすべり抵抗値を出力します。測定タイヤ設置などの
車両改造が不要で車両停止時にも計測できる等のメリ
ットがあるため、今後、さらに光学式センサーの技術
開発が進むと予想されます。
融雪技術では、ドイツから地熱を利用した融雪に関
する論文発表がありましたが、ほとんどは日本からの

写真－２
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論文で、融雪ヒートパイプなどの消融雪技術は日本の
41

方が、技術開発が進んでいると感じました。

ソフト的技術報告や付帯施設、特に消化施設の凍結対

舗装については、舗装種類による氷膜の形成や凍結

策が報告されました。最終日に行われたこのセッショ

防止剤の流出量の違いを計測することで舗装種類に対

ンは、他のセッションに比べ、発表時間が短く設定さ

応した凍結防止剤の散布手法の開発を目指す基礎的な

れていたことなどから、口頭発表会場のみならず、ポ

研究、ゴムチップを混入することで氷膜の形成を抑制

スターセッション会場でも議論がなされており、各機

する舗装材の開発、ロードヒーティングで舗装下に管

関での冬期トンネル維持事業への関心の高さが感じら

を敷設する代わりに排水性舗装の中間層を設置し、そ

れました。なお、寒地構造チームの佐藤が発表したト

こに通水する方式の耐久性・熱伝導の面等からの検討

ンネル覆工の劣化予測や健全度評価手法といった覆工

に関する研究発表がありました。

の維持管理に関する技術発表が少なかったのは残念で

道路設備と設計では、吹雪時の路側式防護柵（ガー

した。これらは、冬期道路トンネルの維持管理には必

ドレール）による道路上の吹きだまりに関する検討結

要となる技術と思われるため、機会があれば、重要性

果が報告され、除雪によって生じるガードレールへの

とともに成果について報告したいと考えております。

雪荷重を評価する手法の提案がありました。また、日
本からは、門型標識柱等への着雪対策事例が報告され
ました。
４．６

トピック６

トピック６「冬期における道路利用者（The Road
User in Winter Conditions）」では、主に冬期の道路
利用者への道路状況や気象情報の提供について、米国、
アンドラ公国、日本など９カ国から口頭９編、ポスタ
ー 11編の発表がありました。
地元アンドラ公国からは、山岳地帯であるため、大
雪の日には１時間に50cm もの積雪があること、国と
７つの地方行政組織と民間企業が連携して冬期道路管
理を行っているという内容の報告がありました。
本トピックでは、道路状況や気象状況の把握や、ド

写真－３ 開催国首都アンドラ・ラ・ベリャ市内にあ
る Pont Pla トンネル（L=1,268m、日交通量12,860台）
４．８

トピック８

トピック８「冬期の道路橋（Road Bridge in Winter
Conditions）」では、路面管理、道路橋の劣化の現状

ライバーへの情報伝達に関する話題が中心となってお

ならびに保全技術に関し、アンドラ公国、英国、韓国、

り、冬期の道路情報を以下に素早くドライバーに伝え

クロアチア、スペイン、デンマーク、日本の６カ国か

るかが各国共通の課題であることが伺えました。また、

ら口頭８編、ポスター 11編の発表がありました。11

情報システムのコストに関する質疑が何度かあり、低

編の論文のうち、９編は寒冷環境下の道路橋の劣化に

コスト化への要請が大きいものと感じられました。

影響を及ぼす凍結防止剤（写真－４）についての内容で
した。凍結防止剤は冬期の車両走行の安全管理に不可

４．７

トピック７

欠ですが、予算の制約がある中で、凍結防止剤が散布

トピック７「冬期道路トンネル（Road Tunnels in

される環境下に曝されている道路橋の部材の耐久性評

Winter Conditions）」では、道路トンネルの冬期環境

価および劣化対策をどのように効率的に行うかについ

に対する利用者の安全確保や凍結に対する付帯施設の

て関心を抱いている国が多いことを感じました。

対策等、維持管理に関する技術報告として、５カ国か

テクニカルセッションでは、劣化は道路橋全体とい

ら口頭４編、ポスター９編の発表があり、実態に関す

うより、凍結防止剤を含む融雪水が供給されやすい部

る報告やポスターによる資料提供が活発に行われまし

位や、排水不良で融雪水が滞留しやすい部位など、特

た。

定の部位で発生しやすいことが紹介されました。各国

口頭発表にて報告された４編の論文は、写真－３の

から発表された道路橋の部材の耐久性評価方法は、コ

ような切り立った斜面に位置する坑口形状のため、吹

ンクリートに供給された塩化物イオン量の測定や鉄筋

込む雪や斜面を流れて形成される氷柱除去等、日常的

の自然電位の測定など、現在、日本で行われている技

維持管理に関する効率化や利用者への情報提供などの

術におおむね近い内容でした。
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また、劣化の進行抑制を図るには、排水機能の保持

の路面管理に関する発表が多く見られました。また、

が大切であること、ならびに防水性を有する種々の保

トピック８「冬期の道路橋」では、11件の発表のうち

護材を活用した部材への水分の供給抑制が有効である

８件が凍結防止剤散布に起因した構造物の劣化とその

こと等が紹介されました。さらに、保護材に着目した

補修方法に関するものであり、冬期道路においては、

研究に加えて、凍結防止剤の散布量を減らす対策の必

サービス向上に加え、時間軸に基づき道路施設を管理

要性を述べた論文が発表されたのも印象的でした。英

していくことが必要であると実感しました。

国の Anderson 氏からは、舗装面が粗いと水が溜まり

今回の会議では、口頭発表とポスター発表の両者が

やすく、凍結防止剤の散布量も多くなりがちなため、

行われる論文が多く、主に口頭発表の後にポスター発

ロールドアスファルト舗装のような緻密な舗装の適用

表を行う流れであったことから、口頭発表の聴講者が

が望ましい旨の紹介がありました。しかし、発表され

ポスター発表の場で詳細な説明を求める場面が見受け

た論文の多くは、どちらかと言うと対策工の紹介もし

られ、活発な議論・情報交換が行われていました。

くは工事報告に近く、維持管理に際して重要となる劣
化予測や対策工の費用対効果の評価についての論文が

６．展示

やや少ないように感じました。一方で、テクニカルセ
ッションでは保護材の効果の持続性についての質疑応

技術発表と並行して展示会が盛大に開催されました。

答がなされ、対策工の妥当性及びその評価方法に対す

国レベルの展示ブースは、日本をはじめイタリア、

る関心が高いことを覗うことができました。また、テ

フランス、カナダのケベック州など、その他、主催で

クニカルセッション後の座長総括では、座長を務めら

ある世界道路協会、企業からの出展も合わせて、多く

れたベルギーの Gilles 氏から部材への水分の供給を抑

の展示が見られました。

える技術の重要性についてコメントがありました。対
策工の評価は今後の大切な課題の一つであることを認
識しました。

写真－５

写真－４

ポスターセッションの様子

凍結防止剤（アンドラ・ラ・ベリャ市街に
て撮影）

５．ポスターセッション
口頭発表と並行して、ポスターセッションが展示会
会場で行われ、178編の発表がありました（写真－５）。
発表の内訳としては、トピック４「冬期サービスの
マネジメント」及びトピック５「雪寒対策の実務、関
連設備／装置」に関するものがそれぞれ53件、61件と
多く、中でも凍結防止剤散布や融雪装置等による冬期
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写真－６

日本ブース
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日本ブースでは、「日本の冬の紹介」「冬期災害の危

操作技術の競技会という形で盛り上げていく点で、オ

機管理」
「情報提供・収集等への新技術導入」「冬期道

ペレータのモチベーションや技術力の向上に寄与する

路管理技術」などについてパネル展示を行ったほか、

ものと考えます。

日本を紹介する VTR や冬に関するプレゼンテーショ

なお、前回のケベック大会での除雪選手権を参考に、

ンも行われ、多くの方が日本ブースに関心を示して立

北海道で３年に１度開催されるふゆトピア・フェアに

ち寄りました
（写真－６）
。

おいても、同様のイベントが行われています。

当研究所では、小宮山研究員の技術プレゼンテーシ
ョンをはじめ、接客や技術説明などを行い、情報交換
や交流を図ることができました（写真－７）
。
また、各国がそれぞれの国の特色を活かした展示内
容となっており、特に、2015年に世界道路会議が開催
される韓国の展示ブースは、民族衣装を着用したスタ
ッフが案内してくれるなど、目を見張るものがありま
した。
企業展示においても、除雪機械や凍結防止剤、ITS
関連技術、
寒冷地特有の舗装破損対策などが展示され、
新たな知見を多く得ることができました。
写真－８

傾斜路でのプラウ操作

８．テクニカルツアー
テクニカルツアーは、アンドラ公国の交通センター、
国境付近や供用後間もないトンネル、延長距離約４km
のゴンドラ、大雪崩発生現場の対策箇所の訪問があり
ました。
写真 - ７

技術説明の様子（松澤上席研究員）

供用後間もないトンネル訪問では、道路を通行止め
にしていただき、トンネル内を見学後、スライドを用

７．国際除雪選手権

いた概要説明をいただきました。アンドラ公国では、
トンネルはヨーロッパ全体の基準を遵守し、山国であ

国際除雪選手権は２月５日に、コングレスセンター

ることから道路交通上重要であるとのことでした。加

から約28km 離れたエンバリラ・ポートにある、標高

えて、坑口付近の道路の結節点では、ラウンドアバウ

2,200m の雪上カーレースが行われるグランドバリラ・

トが多用されていました。また、山沿いの集落で1996

サーキットで開催されました（写真－８）。このサーキ

年に発生した流下距離約３km の大雪崩の堆積区対策

ットは峠頂上部に近くスキー場に隣接しており、時折、

工として、雪崩を安全な方向に逃がす雪崩誘導堤と、

風雪が強くきびしい寒さの中、およそ600名が観戦し

家屋への影響が勘案されるエリアでは擁壁が、当時の

ました。競技では、機械の不具合の診断技術や、コー

雪崩発生データをもとに施工されていました。

スにおけるスラローム、障害物、傾斜路等での操作技
術の正確さと所要時間が競われました。予選を経て決

９．閉会式

勝にはアンドラ公国、フランス、カナダのケベック州、
英国、韓国、リトアニアの６ヶ国から10名の選手が参
加し、アンドラ公国の選手が優勝しました。
この除雪選手権は前回のケベック大会につづき２回
目の開催ですが、普段、あまり目立たない縁の下の力
持ち的存在である除雪車オペレータを前面に出して、
44

閉会式では、会議の概要報告、第25回世界道路会議
のアナウンス、次回の PIARC 国際冬期道路会議の開
催地の発表がありました。
会議の概要報告では、技術委員会2.4冬期サービス
の委員長 Didier GILOPPE 氏（写真－９）がトピック１
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から６、技術委員会3.3道路トンネル運用の委員長

年４月に開始予定とのことです。

Ignacio DEL REY 氏がトピック７、技術委員会4.3道

次いで、次回（2018年）の PIARC 国際冬期道路会議

路橋の委員長 Satoshi KASHIMA 氏がトピック８の

の開催地の発表がありました。チリ共和国サンティア

概要を報告しました。

ゴ市、ポーランド共和国グダンスク市が立候補し、グ
ダンスク市に決定したと発表されました。グダンスク
市の紹介と、会議の主なトピックとして、冬期道路管
理と財政、冬期道路管理の基準、冬期道路管理の環境
影響、および冬期道路管理の技術的側面を予定してい
ると発表がありました。
最後に、アンドラ公国経済領土省の Jordi Alcobé 大
臣から、世界道路協会の支援によりアンドラ公国で過
去最大の会議を開催できたことに対する謝辞が述べら
れ、会議は閉会しました。
10

写真－９

会議の概要報告（Didier GILOPPE 氏）

おわりに
今回の会議には1,000人以上の参加者があり、盛況

の内に会議を終えることができました。技術発表やセ

次いで、2015年に韓国ソウル市で開催予定の第25回

ッション後の意見交換や、展示会、テクニカルビジッ

世界道路会議のアナウンスがありました。世界道路会

トなど、いずれも有意義なもので、この成果を今後の

議は、第１回会議が1908年にパリで開催され、以降、

試験研究に反映したいと考えています。また、準備段

おおむね４年ごとに開催されてきました。第25回世界

階も含めて今回の会議において多くの方々にお世話に

道路会議の会期は2015年11月２日から６日までで、会

なりました。紙面を借りてお礼申し上げます。

議 の テ ー マ は“Roads and mobility - Creating new
value from transport”です。論文募集案内は、2014

石田

樹＊

遠藤

裕丈＊＊

次の国際冬期道路会議は2018年にポーランド共和国
グダンスク市で開催されるとのことです。
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