報 告

PIARC（世界道路協会）TCB.2冬期サービス委員会第２回委員会参加報告
松澤

１．はじめに

勝

３．冬期サービス委員会会議について

2016年10月4 ～ 6日に、ポーランド共和国グダンスク

冬期サービス委員会は、年に2回の会議を開きます。

市で PIARC（世界道路協会）の TCB.2冬期サービス委

第2回目となる今回の会議は、2016年2月にフランスで

員会の第2回委員会が開催されました。グダンスク市

開催されたキックオフ会議に続くもので、グダンスク

は、ポーランドの北部に位置し、バルト海に面した人

市の中心市街から5km ほど離れた場所に位置する

口 約50万 人 の 都 市 で、2018年2月 に は 第15回 PIARC

Amber Expo コンベンションセンターで行われました。

国際冬期道路会議の開催が予定されています。筆者は、

委員の出席者は19名で、日本からは技術委員の筆者（松

PIARC 冬期サービス委員会
（TCB.2）の日本の委員とし

澤）、準委員の東日本高速道路（株）北海道支社の中谷

て参加する機会を得たので、その概要を報告します。

部長のほか、パリの PIARC 事務局から宮崎氏（西日
本高速道路（株）から派遣）が参加しました（写真－1、
写真－2）。

２．PIARC とは
PIARC は道路技術分野では世界最大の国際機関で
す。PIARC には、世界中の約140の国や地域、地方公
共団体等が加盟しており、日本の第1代表は国土交通
省道路局長が務めています。
PIARC は4年毎に活動計画を策定し、それに基づき
戦略テーマ
（ST：Strategic Theme）を定めています。
現期間
（2016 ～ 2019年）は以下の5つの戦略テーマが設
けられています。
・ST-A：マネジメントと財政
・ST-B：アクセスとモビリティ

写真－1

・ST-C：安全

会場の Amber Expo

・ST-D：インフラストラクチャー
・ST-E：気候変動、環境と災害
これらの戦略テーマ毎に3 ～ 5の技術委員会（TC：
Technical Committee）やタスクフォース（TF：Task
Force）が設置されています。筆者が委員を務める
TCB.2冬期サービス委員会は ST-B に属し、ST-B には
以下の4つの TC と1つの TF があります。
・B.1：道路ネットワーク管理／ ITS
・B.2：冬期サービス
・B.3：都市圏の持続可能なマルチモーダリティ
・B.4：貨物輸送

写真－2

会議の様子

・TFB.1：交通イノベーションための道路インフラ
３．１

国際冬期道路会議グダンスク大会

会議では、第15回国際冬期道路会議の準備状況につ
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いて以下の報告がありました。

本論文の提出

2017年7月31日

・

本論文採否の通知

2017年10月31日

会議案内
（ブリテン）
1は、作成が遅れているが、
あと2週間程度で発行できる予定である。

・

主会場の Amber Expo では開会式、技術セッシ

・

議論の合間に、口頭発表の会場となる会議室や、展

ョン、展示会などを開催する。

示とポスター発表の会場となる展示ホールの見学も行

アクセスはグダンスク中心市街からタクシーで約

いました（写真－4）。

15分、トラム
（徒歩含む）で約30分である。
・

テクニカルビジットは4コース
（交通管理センター、
トンネル、橋梁など）予定している。

・

オペレーターの技量を競う国際除雪選手権（Snow
Plow Champion Ship）を、Amber Expo に隣接す
るサッカー競技場（Stadion Energa）の駐車場で行
う
（写真－3）
。

写真－4

３．２

会議室（左）と展示ホール（右）

ワーキンググループ活動

現ターム（2016 ～ 2019年）において TCB.2冬期サー
ビス委員会に、次の4つの活動課題（Issue）があり、レ
ポートの作成などを行います。
写真－3

会場の Amber Expo から見るサッカー競技場
（Stadion Energa）

・

Issue B2.1：Transportation management during
winter events（冬期の交通管理）

・

また、技術セッション（研究発表）について議論を行

Issue B2.2：Deicing salt and brine treatments,
interventions and best practices（凍結防止塩お

いました。技術セッションの論文査読やセッション編
成は TCB.2冬期サービス委員会の任務です。

よび塩水の処置、介入およびベストプラクティス）
・

Issue B2.3：Updates to the Snow and Ice Data

技術セッションは、①極限の状況や災害、②気候変
動と環境、③道路気象情報、④道路利用者と道路の安
全、⑤冬期維持管理と計画の策定、⑥機械・設備と製
品、⑦都市部における冬期サービス、⑧トンネルと橋
梁の8トピックで、
トピック毎に、論文査読を行います。
トピック⑧を除く7つのトピックが、冬期サービス委

Book（雪氷データブックの更新）
・

Issue B2.4 Preparation of the 2018 Winter Road
Congress（2018年冬期道路会議の準備）
IssueB2.1 ～ B2.3に関しては、ワーキンググループ

（WG）を立ち上げており、会議では WG 毎に議論を行
いました。

員会の担当です。前回のアンドラ大会の際は、トピッ
クにより応募論文数の偏りが著しかったので、今回は、
委員がどのトピックを担当するかについて、論文登録
状況を見て調整することになりました。応募された概
要についての査読・審議などは、PIARC のオンライ
ン査読システムを使って行います。
論文に関する主要なスケジュールは以下の通りです。

（１）WG1：冬期の交通管理
WG リーダーは米国の Steve Lund 氏で、筆者と中
谷氏は、WG1に参加しています。
PIARC の戦略プランに記されている Issue B2.1の
活動内容は「冬期イベントの影響を緩和し、道路の回
復力を高めるような、冬期サービスのマネジメント・
システムや、道路利用者への情報システムに関するベ

概要の〆切

2016年12月末

ストプラクティスの分析とレポート作成」となってい

概要採否の通知

2017年4月1日

ます。調査対象をフォーカスするため、Lund 氏を中
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心として、あらかじめ素案を策定し、それを基に議論

の報告がありました。日程は以下の通りです。

を進めました。議論の結果、今回の調査レポートの対

6月27日：第3回 TCB.2冬期サービス委員会

象範囲は、道路管理者と除雪業者との間の情報システ

6月28 ～ 29日：セミナー（セッション）

ムとその活用、
および国境での情報共有とされました。

6月30日：テクニカルビジット

また、ベストプラクティスを収集するための、アンケ
ート調査用のテンプレートについて素案が提示された
ほか、作業スケジュールを議論し、活動成果を、2018
年以降の PIARC 機関誌（Route and Road）で報告する
ことになりました。

３．４

今後の冬期サービス委員会の開催予定

次回以降の冬期サービス委員会の開催予定につい
て、報告がありました。
第3回：2017年6月

アルゼンチン共和国メンドーサ

市
（２）WG2：凍結防止塩および塩水の処置、介入およ
びベストプラクティス

第4回：2017年秋
第5回：2018年2月

ノルウェー（打診中）
ポーランド共和国グダンスク市

WG リーダーは、ドイツの Hanke 氏です。この WG
では、あらかじめ、凍結防止剤に関するアンケートを

４．テクニカルビジット

全ての冬期サービス委員に送付し、各国における実態
調査を行っています（日本からも回答済み）。それらの

最終日に、テクニカルビジットが行われました。行

成果をとりまとめて、国際冬期道路会議グダンスク大

き先はグダンスク市内から南に40km ほど離れた、

会で報告する予定とのことです。（注：intervention

Pelplin 道路管理センターです（写真－5）。実際の管理

の和訳である「介入」の意味がわかりづらいかもしれ

作業は官から受託した民間企業が行っています。

ませんが、疫学の分野で、新しい治療法や予防法を試
し、従来の方法と比較して、その有効性を検証する研
究手法を「介入研究」と呼ぶそうです。）
（３）WG3：雪氷データブックの改訂
雪氷データブック（Snow and Ice Databook）は、
PIARC が発行する世界各国の冬期道路に関するデータ
（国や道路網の概要、気候、冬期道路管理の施策や技術、
取組中の研究開発）を掲載した資料集です。最初の雪
氷データブックは、2002年に札幌で開催された第11回
国際冬期道路会議に合わせて発刊されました。これ以
降、4年に一度、PIARC 国際冬期道路会議の際に改訂

写真－5

道路管理センター全景

版が発刊されており、2014年版では、27の国と地域が
掲載されています。
2014年版までは、主に国際冬期道路会議の主催国が
とりまとめを行っていましたが、今回からは、冬期サ
ービス委員会が、この任務を受け持つことになり、国
際冬期道路会議グダンスク大会までに雪氷データブッ
クを更新することが確認されました。
３．３

セミナー

PIARC では、各委員会に対してターム内に発展途上
国等で2回のセミナーを開催することを求めています。
今回の会議で、2017年6月にアルゼンチン共和国メン

写真－6

塩の保管庫

ドーサ市で「国境の冬期道路管理」をテーマにセミナ
ーを開催し、それに合わせて委員会も開催する予定と
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では、一般的なダンプトラックに、冬期だけプラウや
凍結防止剤散布装置を搭載して、除雪や凍結防止剤散
布作業に用いるケースがほとんどです。

写真－7

塩（硬貨の直径は24mm）

写真－6は塩の保管庫です。塩は保管庫に山積みさ
れています。写真－7は保管されている岩塩で、ポー
ランド国内の岩塩坑から採掘された塩を使っているそ

写真－10

道路情報管理室

うです。写真の中央に置いてある5ズロチ硬貨の直径
は24mm です。

写真－10は道路情報管理室です。壁のスクリーンに
は CCTV カメラの画像や気象データなどが映し出さ
れており、職員が監視を行っていました。
５．おわりに
本文でも述べましたが、2018年2月にはこの地で、
第15回 PIARC 国際冬期道路会議グダンスク大会が開
催されます。日本からも多くの方々の参加を期待しま
す。（ 国 際 冬 期 道 路 会 議 グ ダ ン ス ク 大 会 の 詳 細 は
http://aipcrgdansk2018.org/ を参照）。
最後に、今後も引き続き、冬期サービス委員会の委

写真－8

保管中のプラウ

員として、国際貢献に努めるとともに、有用な知見を
取り入れられるよう努力したいと考えています。

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

写真－9

保管中の凍結防止剤散布装置

写真－8は、車庫に保管中のプラウで、写真－9は屋
外で保管されている凍結防止剤散布装置です。諸外国
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