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２．会議概要

2018年2月20～23日に、ポーランド共和国、グダン
スク市（注：

グダニスクとの表記も用いられる）

PIARC（Permanent International Association of
Road Congress）とは世界道路協会（英語名

World

で、第15回PIARC国際冬期道路会議が開催されまし

Road Association）のことで、旧名称が慣用的に用い

た。この会議では寒地土木研究所からの参加者により

られています。この協会は、道路および道路交通分野

表－1の発表等を行いました。

における国際間協力の推進や発展強化を主な目的とし
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て1909年に設立された国際機関です。
PIARC国際道路会議は、通常会議と冬期道路会議
があり、それぞれが概ね4年ごと（会議としては2年ご
と）に開催されています。
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1回
の頻度で開催されています。日本でも2002年には第11
回大会が札幌ドームを中心に開催されました。これま
での大会報告については、既報 1）－4）をご覧いただけ
ればと思います。
今会議はメインテーマを“Providing Safe and
Sustainable Winter Road Service”として、グダンス
ク市コングレスセンター AmberExpoを会場に開催さ
れ、研究発表会を中心に、開閉会式、大臣セッショ
ン、技術展示、国際除雪競技会、テクニカルビジッ
ト、各種会合、総括セッションなどが開催されました
（表－2）。
表－2
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本会議は、世界中から冬期道路の技術者・研究者が
多数参加することで知られています。今会議の登録参
加者は約1000人で、世界42カ国から参加がありました。
３．開会式
2月20日10時より開会式が行われました。開会式で
は、Frederick G.“Bud”Wright氏の基調講演が行わ
れるとともに、オープニングセレモニーが盛大に執り
行われました（写真－1）。

写真－2

森技監の講演

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

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

本報告では、これらの中から特色ある研究をいくつ
か紹介します。
写真－1

開会式の様子

トピック1「極限の状況や災害」では、大雪などの
異常気象時における維持管理手法などに関する研究成

４．大臣セッション

果が発表されました。異常気象に関するセッションで
は日本からは豪雪対策に関する道路交通への効果とし

20日14時から大臣セッションが開催されました。大

て、大雪に関する経済的損失の算定について、検討し

臣セッションでは「道路利用者への安全で効率的な冬

た結果の発表がありました。発表の中では2014年に福

期サービスの提供」と「持続可能な発展と気候変動の

島県で発生した大雪を事例に、早期の通行止めと開放

中での冬期道路管理の提供」をテーマに、日本、リト

を行った場合の経済的損失の試算が行われました。

アニア、モンテネグロ、ポーランドの代表を招いて報

また、雪崩に関するセッションでは、日本とスペイ

告が行われました。日本からは、国土交通省の森昌文

ンから発表がありました。日本からは、地形図、路線

技監が登壇し、SNSの活用やi-Constructionでの除雪

図、降積雪等のデータを用いた道路雪崩対策施設の投

車の運転支援技術、ETC2.0など国土交通省の取り組

資効果計測手法が説明され、雪崩対策効果は道路利用

みについて紹介を行いました（写真－2）。これらの報

者以外の産業損失等への波及効果も大きいという事例

告の後でカナダ・ケベック、ラトビア、英国、スロバ

が示されました。寒地土木研究所の松下からは、低気

キアの道路実務の行政官を交えたディスカッションが

圧に伴う降雪と雪崩発生との関係について、現地観測

行われました。

結果に基づく斜面積雪の安定性評価を行い、一般的な
雪崩発生条件より降雪量が少ない状況でも雪崩発生に

５．テクニカルセッション

対する早期警戒が必要になる場合があることを報告し
ました。寒地土木研究所の伊東からは、大雪や暴風雪

テクニカルセッションは以下の8つのトピックで、
口頭139編、ポスター169編の発表が行われました。

時の気象条件と通行止めとの関係について分析を行
い、通行止めとなりやすい気象条件について発表があ

1

極限の状況や災害

りました。ノルウェーの参加者からは、日本における

2

気候変動と環境

近年の大雪の傾向について質問があり、近年の気象変
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化に関心が高い状況が感じられました。スペインから

の予測と道路路面状況（乾燥路面、圧雪路面等）の予

はスペインとフランスを結ぶAragnouet-Bielsaトンネ

測システムの構築に関する発表があり、予測したデー

ルへのアクセス道路の通行止めや雪崩対策に関する両

タと実際のデータと比較検証した結果について紹介さ

国の連携や雪崩対策の違い等を説明しました。雪崩対

れました。

策としては雪崩を人工的に誘発して制御する方法がと

トピック5「冬期維持管理と計画」では、冬期道路

られており、エキスパートによる積雪調査が毎週行わ

の路面管理手法や冬期道路気象情報システムなどに関

れ、フランス気象局の予報や現地気象観測データ等を

する研究成果が発表されました。寒地土木研究所の齊

総合的な判断材料として通行止めや雪崩誘発の実施を

田からは凍結防止剤の散布効果を簡便に評価するツー

判断しているとの説明がありました。

ルについて発表があり、一般的なソフトウェアを用い

トピック3「道路気象情報」では、計測技術、予測

て凍結防止剤の事後散布時の路面雪氷状態が推定可能

や維持管理手法に関する研究成果が発表されました。

になることが報告されました。同じく寒地土木研究所

予測のセッションでは寒地土木研究所の松澤から、道

の徳永からは、凍結防止剤散布作業員の的確な現地判

路の路面状況、視程、車速の関係に関する研究につい

断を支援する技術を確立するため、熟練・未熟作業員

ての発表が行われ、圧雪路面で視程が500m未満で大

の判断の違いや車載端末による路面状況等の情報提供

きく速度低下がみられるなどの成果について発表を行

方法が判断にもたらす効果の違いを調べた被験者実験

いました。また、寒地土木研究所の國分からは、一般

の概要、結果および今後の展望についての紹介があり

の気象データから吹雪時の視程を推定する手法を開発

ました。

し、インターネット“吹雪の視界情報”で視界予測情
報の提供を開始し、情報提供の効果を把握するために
アンケートを実施した結果、約80％の方がこのサイト
を利用して交通行動を変更する実態が明らかになった
などの成果について発表を行いました。同じく寒地土
木研究所の牧野からは、降雪予報を用いて大雪時に隣
接工区の除雪作業の支援を行う場合の予測除雪ルート
を表示する運用支援プログラムについて発表がありま
した。
本トピックでは他にもドイツ、フランス、米国、オ

写真－3

トピック6口頭発表の様子

ーストリアなどから発表がありました。フランスから
は、OPTIMAプロジェクトが紹介されました。これは、

トピック6「機械・設備と製品」では、冬期道路管

1km区間毎に1時間先までの道路気象予測を行い、気

理に用いる除雪車両や凍結防止剤、防雪柵・防雪林な

象条件が悪い場合はアラートを発信するものです。発

どに関する研究成果の発表が行われました。

表では、コンチネンタル社とフランス気象庁が提携し

防雪柵・防風林のセッションでは、寒地土木研究所

て、コンチネンタル社の車載モジュールから気温やワ

の幸田から北海道の道路防雪林の成長とその防雪効果

イパーの作動などの情報を収集し、フランス気象庁は

について発表があり、樹高が5mを超える道路防雪林

それらのデータに基づき分析を行い、アラートを発信

で下枝の枯れ上がりが発生している防雪林において、

することなどが報告されました。

風速10m/s以下で吹雪の防雪効果を評価した結果、道

米国ワイオミング州からはPikalertと呼ばれるシス

路付近の吹雪輸送量は風上側に比べ1/6に減少すると

テムの紹介がありました。このシステムは車両から気

の成果が発表されました。ロシアからは、防雪柵と道

温、ワイパーやABSの作動などのデータを収集する

路防護柵の風洞実験を用いた性能試験について発表が

モジュールと、冬期道路のハザード情報を作成するア

あり、高速道路上の工作物である道路防護柵は吹雪の

ルゴリズム、Web上でマップに表示するシステムで

流れに付加的な障害を生じさせ車道にかなりの積雪を

構成されるものです。これらの情報は、冬期道路管理

発生させること、ニュージャージー型の防護柵を路側

の判断支援や、道路利用者への情報提供に活用されて

と車線分離帯に設置した場合は吹溜りが殆ど生じなか

いるとのことです。

ったこと、地形の起伏が防雪柵の防雪性能に大きな影

スウェーデンからは、道路気象（路面温度も含む）
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響を与えていること、防雪柵上部・下部の空隙率を変
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化させた試験結果から防雪性能に効果的な防雪柵の空

企業など多くの展示ブースが見られました。

隙率についての提案がありました。その他にも、本セ

日本ブースの政府パネルでは、「日本の冬の紹介」

ッションでは日本から模型防雪林を用いた風洞実験に

「冬期災害の対策や維持管理技術」「省力化除雪機械

よる道路防雪林の育成管理手法の検討について発表が

や除雪機械の多機能化」「降雪状況の把握技術や除雪

あり、防雪林の防雪性能は樹高に比べ下枝高が大きく

マネジメントシステム、道路利用者向け情報提供技

影響すること、間伐と風向角における防雪性能の関係

術」などについて展示を行ったほか、日本を紹介する

が明らかになったことが報告されました。

VTRや折り紙教室などのアトラクションも行われ、多

また、材料・素材に関するセッションでは寒地土木

くの方が関心を示して立ち寄られました（写真－4）。

研究所の高橋から非塩化物系凍結防止剤の性能につい

また、日英、日仏および日波の通訳スタッフが常駐

て発表があり、プロピオン酸ナトリウムを既存の塩化

し、きめ細やかな接客対応を行い、日本らしい「おも

物系凍結防止剤に混和することで凍結防止性能を維持

てなし」の気持ち溢れた展示ブースとなりました。

しつつ腐食を抑制できることが報告されました。

各国もそれぞれ自国の特色を活かした展示内容とな

舗装に関するセッションでは、寒地土木研究所の田

っており、開催国のポーランドの展示ブースでは、民

中からこれまで日本の積雪寒冷地で多く施工されてき

族衣装を身にまとっての舞踊が披露されるなど、大変

た排水性舗装に代わり、高い耐久性と走行安全性の機

華やかな展示となりました。

能を併せ持つ舗装として開発された機能性SMAにつ
いて紹介があり、室内および屋外試験の結果から、機
能性SMAは冬期路面対策として有効な舗装であるこ
とが報告されました。
この他にも、本トピックでは機械マネジメント支援
システムに関するセッションで、寒地土木研究所の伊
藤から除雪機械の劣化傾向の定量評価手法について報
告がありました。
トピック7「都市部における冬期サービス」では、
冬期の市街地における歩行者や自転車交通の安全性・
快適性確保に関する研究発表が行われ、ノルウェー、

写真－4

日本ブース

スウェーデンやフィンランド等の北欧諸国から多数の

企業展示においても、動力源を全て電気とした散布

発表が行われました。フィンランドからはヘルシンキ

装置などが展示され、国内で散見する製品や技術とは

における冬期歩行空間の管理水準適正化手法に関する

違ったものを見ることができました（写真－5）。

発表があり、道路ネットワークデータや人口分布デー
タ等を基に解析を行った結果、少なくない区間で現在
よりも管理水準を引き上げる、または引き下げること
が妥当であるなど管理水準の一層の適正化が可能であ
ることが報告されました。
また、口頭発表と並行してポスターセッションが展
示会会場で行われました。本大会では口頭発表が行わ
れたテーマについてもポスターを用いた発表があり、
各ポスターの前では活発な議論が行われました。
写真－5

全電動型散布装置

６．展示
７．国際除雪競技会
技術発表と並行して展示会が開催されました。国レ
ベルの展示ブースは、日本のほか開催国のポーランド、

国際除雪競技会は2月22日に、会議の会場に隣接す

グダンスク観光局、イタリア、フランス、中国、韓国

るエネルガ・グダンスク・スタジアムの駐車場で開催

などから出展され、その他、主催である世界道路協会、

されました（写真－6）。路面に積雪がない状況でし
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たが、8ヶ国から22名の選手が参加し、プラウによる
指定位置への障害物の移動、後進による障害物間の走
行、コーンを用いたスラロームなど、運転操作技術の
正確さや所要時間などが競われました。本協議会では
予選を経てオーストリア、ドイツ、フランスの選手10
名が決勝に進み、オーストリアの選手が優勝しました。
なお、前々回のケベック大会での競技会を参考に、
北海道で3年に1度開催されるふゆトピア・フェアにお
いても同様のイベントが行われています。

写真－6

プラウによる指定位置への障害物の移動

８．テクニカルビジット

写真－7

クフィジンの道路橋

写真－8

凍結防止剤保管施設

９．冬期サービス委員会
国際冬期道路会議グダンスク大会の前後、19日と23
日午後にPIARC冬期サービス委員会が行われ、松澤

テクニカルビジットでは、道路橋と高速道路メンテ
ナンスセンター、および道路トンネルと交通管制セン
ターの見学が行われました。

上席研究員が技術委員として出席しました。（写真－
9）
19日の委員会には、PIARCの菊川副会長も出席し、

道路橋と高速道路メンテナンスセンターでは、クフ

2019年10月にアラブ首長国連邦アブダビ市で開催され

ィジンにあるポーランド最長河川のヴィスワ川に架か

る世界道路会議までのスケジュールや、他の技術委員

る道路橋と、A1高速道路北部に3箇所あるメンテナン

会の活動状況などについて説明を行いました。

スセンターのうち、ペルプリンのメンテナンスセンタ
ーを訪問しました。

また、世界道路会議での冬期サービス委員会担当セ
ッションの構成について議論を行い、活動報告を中心

クフィジンの道路橋は、ヴィスワ川の対岸への移動

にセッションを構成することとしました。

手段である連絡フェリーの運行が天候などの要因で制
限される期間の代替え交通路として2010年から4ヶ年
の歳月をかけて建設された橋であり、道路橋の供用に
よって対岸への移動時間が1時間短縮されたことや、
橋のスパンの長さは世界5位でヨーロッパ最大との説
明がありました。（写真－7）。ペルプリンの高速道
路メンテナンスセンターは、道路の維持作業、凍結路
面対策および除雪作業を行っており、24時間体制の交
通管制センターを併設しています。センター敷地内に
は屋根が全て木製の凍結防止剤の保管施設（写真－

写真－9

委員会の様子

8）や凍結防止剤等を洗浄する洗車スペースなどがあ
り、散布用の濃度の異なる2種類の水溶液を製作する
薬液調合設備などについて説明がありました。
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このほか、冬期サービス委員会は国際冬期道路会議
の技術セッションの進行を担当しており、セッション
45

の進行に関する諸事項について確認が行われました。

11．おわりに

そのほか、次回の委員会の予定（10月にウィーンで開
催）について、オーストリアの委員から報告が行われ
ました。

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。研究発表や各

23日の委員会では、次期大会の開催地であるカルガ

セッション後の意見交換に加え、展示会、テクニカル

リー市の代表団も参加し、次回大会の準備に関して意

ビジットなどいずれも有意義なもので、この成果を今

見が交わされました。グダンスク大会の反省の一例と

後の試験研究に反映したいと考えています。

して、略歴を論文と同時に提出すべき、スペイン語も
PIARCの公用語である、PIARC賞の選考基準を明確
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