報 告

PIARC（世界道路協会）TC B.2冬期サービス委員会 第7回委員会参加報告
松澤

勝

３．冬期サービス委員会会議について

１．はじめに
2019年3月11～13日に、フランス共和国シャンベ

冬期サービス委員会は、年に2回の委員会（会議）

リー市でPIARC（世界道路協会）TC B.2冬期サービ

を開きます。第7回目となる今回の会議は、フランス

ス委員会の第7回委員会が開催されました。筆者は、

共和国の南東部に位置するシャンベリー市のマネー

TC.B.2冬期サービス委員会の日本の委員として参加す

ジュ・コングレスセンター（Centre de Congrès le

る機会を得ましたので、その概要を報告します。

Manège）で行われました。日本からは技術委員の
筆者（松澤）と準委員の東日本高速道路（株）の中

２．PIARCと冬期サービス委員会

谷雪氷専門役、および、東日本高速道路（株）から
PIARC本部事務局に派遣されている並木氏が参加し

世界道路協会（World Road Association - 通称
“PIARC”）は、道路および道路交通分野における国
際間協力の推進や発展強化を主な目的として1909年に

ました（写真－1, 2）。
以下では主要な議事について記載します。
  

設立された道路交通分野としては最も歴史のある国際
機関です。
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。
現在の活動ターム(2016-2019年)では“アクセスとモ
ビリティ”、“気候変動および環境と災害”などの5つ
の戦略テーマのもと、21の技術委員会(TC: Technical
Committee)とタスクフォース(TF: Task Force)が設
置されています。
TC B.2冬期サービス委員会（以下“冬期サービス
委員会”）は、戦略テーマB(ST-B)“アクセスとモビ

写真－1

リティ”に属する技術委員会の一つです。冬期サービ

会議の様子

ス委員会の主な活動は、冬期道路に関する技術レポー
トの作成、雪氷データブック（各国の道路や気象の概
要、雪氷対策に関するデータを掲載した技術資料）の
発刊、4年に一度開催される国際冬期道路会議のテク
ニカルセッションの査読と運営、発展途上国などでの
セミナーの開催です。現在の活動タームにおける冬期
サービス委員会の委員長はフランスのGillope氏です。
Gillope氏は、2002年に札幌で国際冬期道路会議が開催
された時点で冬期道路管理委員会（冬期サービス委員
会の前身）のフランス語秘書を務めており、長期にわ
たり中心メンバーとして活躍されてきた方です。
写真－2
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集合写真（前方中央が著者。
Gillope委員長は3列目右端）
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３．１

世界道路会議

世界道路会議は4年に一度、PIARCの活動タームの

う必要があることを確認しました。なおTopic11の査
読ボードには、筆者が参加しています。

最終年に開催される、PIARC最大のイベントです。
この会議について、PIARC事務局の並木氏から以下
の報告がありました。
（1）大会概要

３．２

TCレポートの作成

各TCは活動ターム内で、あらかじめ設定されたテ
ーマに基づく技術資料の作成を行うことが責務となっ

・開催地：アラブ首長国連邦アブダビ市

ています。そのため冬期サービス委員会では、ワーキ

・会期：2019年10月6～10日

ングループ（WG）に分かれて作業を行っています。

・主要なプログラム：

現タームでは、以下のWG毎に技術資料の執筆や編集

TC担当の技術セッション（21セッション）、スペシ

を行っています。

ャルセッション
（13セッション）、ポスターセッション、

WG1：冬期の道路交通マネジメント

展示会など

WG2：凍結防止塩や塩水による処理およびベストプ

・参加費：

ラクティス

早期割引は6月1日まで。高所得国（注：参加費は国
の所得によって差が付けられている）の場合、5日間
参加できるフル登録で会員$1,050、非会員$1,190。6月
2日以降は会員$1,260 非会員$1,400である。
（2）TC担当の技術セッション：
・全体で3時間、途中で30分の休憩を挟む。TCの委員
から4件、応募論文から4件程度の発表を行う。
・セッション紹介（最大5ページ）を5月15日までに作
成する。
（3）応募論文について：
・概要募集で応募された論文は600件以上で、うち542

WG3：雪氷データブック
会議では、WGに分かれて議論が行われました。筆
者はWG1に参加しました。
WG1では、組織内部や、国境での道路管理など組
織間での連携に関して各国のケース・スタディをとり
まとめたレポートを作成しており、昨年12月にドラフ
ト版が完成しました。その後、ドラフト版は戦略テー
マB（ST-B）を統括するST-Bコーディネータの査読
を受けており、会議の時点では、そのコメントに対す
る対応について議論を行いました。そして、各委員が
担当した章・節において、査読者のコメントに該当す

件が採択された。国別で多い順に、フランス（42件）、

る修正がある場合には、会議後にWGリーダーに報告

イタリア（31件）
、ドイツ（31件）、メキシコ（29件）

することになりました。

日本（26件）である。
・冬期サービス委員会の担当トピックは、Topic11（冬
期の道路交通マネジメント）と、Topic12（凍結防

WG毎の議論の後、各WGリーダーから報告があり
ました。
WG2からは、英語、仏語、西語のドラフト版が完

止塩や塩水による処理およびベストプラクティス）

成し、今後、ST-Bコーディネータの査読に対応する

であり、Topic11は6件、Topic12は7件の概要論文

ことが報告されました。

が採択された。

WG3からは、国際冬期道路会議グダンスク大会で

・本論文の〆切は3月15日である。各TCで3名以上の

雪氷データブックを配布した際は30ヶ国の掲載でした

査読者による本論文の査読を行い、TC委員長は4月

が、改訂原稿が未提出のベルギー、モロッコ、リトア

30日までに本論文の採否についてPIARC事務局へ

ニアを外し、最終バージョンでは27ヶ国が掲載されて

通知する。

いるとの報告がありました。

以上の報告を受けて、冬期サービス委員会での対応

３．３

について議論が行われました。
その結果、TC担当の技術セッションでは、前半の
90分にTCの活動概要と各ワーキンググループ（WG、

次期ターム（2020-2023）の戦略計画

PIARC事務局の並木氏から、次期タームの戦略計
画について以下の報告がありました。
・次期タームでは、冬期サービス委員会は、戦略テー

後述）の成果報告を行い、後半の90分では応募論文か

マ3“安全と持続可能性(Safety and Sustainability)”

ら4件の口頭発表を行うことを確認しました。

に属する。

そして、担当のTopic11とTopic12から口頭発表を

・付託条項(Terms of Reference：ToR)として以下の

各2件選出するため、本論文の査読を4月5日までに行

6項目が挙げられている。（筆者注：ToRは各TCの
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活動テーマに相当するもので、これに基づいてWG

・開催期間：2022年2月8～11日

活動等が行われます）

・会場：Calgary Telus Convention Center

① International winter road congress（国際冬期道路

など

また、PIARC本部において、国際冬期道路会議に
おいて冬期サービス以外のトピックを扱うことが検討

会議）
② Snow and Ice Data Book（雪氷データブック）

されていることについて議論が行われ、「他のTCとの

③ Integration of new technologies in winter service

議論が必要」、「冬期サービス委員会の負担が増えない

（冬期サービスにおける新技術の統合）

ようにすべき」などの意見が出ました。

④ Winter maintenance in urban areas（都市内の冬
期道路管理）

６．次回の委員会（第8回委員会）

⑤ Implications of connected and automated vehicles
on winter service（冬期サービスにおけるコネク
テッドカーや自動運転の影響）
⑥ Study of damages on infrastructure due to winter

最後に、次回の委員会の開催について意見が交わさ
れ、世界道路会議の開会前日である2019年10月5日に
アブダビで開催することを決定しました。

maintenance measures.（冬期道路管理によるイン
フラへのダメージ）

７．テクニカルビジット

これらについて以下のような意見が交わされました。
・①と②については、現在のタームに引き続き、ToR

最終日に、テクニカルビジットが行われました。
最初に、シャンベリーから、南に約60kmに位置

として残す。
・③については、広範なテーマなのでアウトプットを
絞り込む必要がある。例えばワークショップやセミ
ナーなどで取り扱うなど。
・④は、アンケートによるケースタディ報告が良いだ

するグルノーブル市内にある国立気象研究センター
（Centre National de Recherches Météorologiques）
の雪氷研究センター（The Centre d'Etudes de la
Neige（（CEN））を訪問しました。ここでは、積雪の
観測試験、雪崩予測、雪崩対策施設や雪崩処理装置、

ろう。
・⑤はTCで扱うのは難しい。国際冬期道路会議での
トピックが適切ではないか。

道路管理者への気象予測の提供などに関するプレゼン
テーションが行われました（写真－3、4）。

・⑥は冬期サービス委員会の課題というより、橋梁な
ど他のTCの課題であろう。国際冬期道路会議での
トピックであれば採用できるのでは。等
４．次回のセミナーについて
前回の委員会では、中国の委員から、2019年6月10
～12日に中国ハルビン市でセミナーを開催する旨アナ
ウンスがありました。今回の会議で準備状況の説明
が行われる予定でしたが、中国の委員は欠席でした。

写真－3

道路上の積雪変化の観測用試験路

PIARC事務局にも情報が入っていないとのことで、
事務局から再度、中国サイドに問い合わせを行うこと
としました。
なお、後日、中国側からセミナーを延期（期日未定）
する旨、連絡が入ったそうです。
５．次回の国際冬期道路会議
カナダの委員から、次回の国際冬期道路会議カルガ
リー大会について以下の概要報告がありました。
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写真－4

様々な雪崩対策
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プレゼンテーションの後、20kmほど離れたCol de
Porteにある、CENの積雪観測所の視察を行いました。
（写真－5）。ここでは1950年代から積雪の観測を行っ
ているとのことです。

写真－7

写真－5

塩の保管庫

Col de Porte積雪観測所で説明を受ける。

Col de Porteを離れ、シャンベリー戻る途中で、ル
･トゥヴェ（Le Touvet)にある除雪センターの視察を
行いました（写真－6、7、8）。ここは、シャンベリー
～グルノーブル間の道路を管理しています。

写真－8

保管庫の塩。写真内は1ユーロ硬貨
（直径23.25mm）

８．おわりに
現タームの任期は今年末までですが、冬期サービス
委員として、引き続き、我が国の冬期道路管理分野の
情報発信や、海外の先進技術や知見の国内還元に努め
たいと考えています。
写真－6

除雪車（凍結防止溶液散布装置付）

松澤 勝
MATSUZAWA Masaru
寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
グループ長
博士（工学）
技術士（建設）
気象予報士
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