報 告

「PIARC・TC2.4委員会会議および冬期道路ワークショップ」に参加して
松澤

勝＊

徳永

ロベルト＊＊

（TC：Technical Committee の略）やタスクフォースが

１．はじめに

設けられています。PIARC の冬期サービス委員会は、
平成27年３月９日から11日までの３日間において、

戦略テーマ ST-2「アクセスと移動」に属します。

フィンランド・ヘルシンキ市で、世界道路協会（通称

冬期サービス委員会は、年に２回の会議が行われて

PIARC：Permanent International Association of

います。７回目となる今回の会議は、2014年10月にス

Road Congress）の TC2.4（冬期サービス）委員会会議

ペインで開催された会議に続くもので、ヘルシンキ市

並びに同委員会とフィンランド交通省が共催で

内にある Hotelli Seurahuone で行われました。委員の

PIARC-TC2.4冬期道路ワークショップ（テーマ：車両

出席者は23名で、日本からは技術委員の筆者（松澤）の

による冬期路面状態の移動計測）が開催されました。

ほか、パリの PIARC 事務局へ派遣されている谷野氏

寒地土木研究所からは、雪氷チームの松澤上席研究員

と宮崎氏、およびオブザーバとして徳永主任研究員が

および寒地交通チームの徳永主任研究員がこれらの委

参加しました（写真－１）。
先ず始めに、フィンランド交通省から歓迎の挨拶が

員会会議・ワークショップに出席・発表の機会を得た
ので報告致します。

あり、フィンラド道路庁がフィンランド交通省へ改名・
組織改編されたことや、フィンランドの道路の概要紹
介が行われました。その後、議事次第に沿って議論が
行われました。以下では、主要な議事を記します。
２．１

PIARC 戦略計画2012-2015について

２．１．１

ワーキング活動

冬期サービス委員会では、以下の３つのワーキング
グループ（WG）に分かれて、レポート作成が行われて
います。
・

WG2.4.1：Crisis Management of Unusually
Severe and/or Sustained Snow Events（極度の
豪雪や長期にわたる降雪現象時の危機管理）

・
写真－１

WG2.4.2：Sustainability and Climate Change

PIARC・TC2.4委員会会議の様子

Considerations in Winter Operation（ 冬 期 道 路
管理における持続可能性および気候変動の検討）

２．冬期サービス委員会会議について

・

WG2.4.3：Advanced Technology for Data
Collection and Information to Users and Operators

PIARC では、ほぼ４年毎に戦略計画を定めており、
現期間
（2012 ～ 2015年）には、以下の４つの戦略テー
マが設けられています。

（データ収集および利用者や運営者に対する情報
に関連する最新技術）
筆者（松澤）が参加している異常豪雪時の危機管理に

・

ST-1：マネジメントとパフォーマンス

関する WG2.4.1では、WG リーダーの Hobbs 氏（英国

・

ST-2：アクセスと移動

道路庁）
を中心に、各国の異常豪雪時の対応事例、計20

・

ST-3：安全

事例を収集してとりまとめています。これらの事例の

・

ST-4：インフラストラクチャー

中には、日本の2014年３月の豪雪時の国道48号での雪

これらの戦略テーマ毎には、４～５の技術委員会
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崩対応事例が含まれています。会議では英語版のドラ
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フト・レポートが提示され、内容の確認が行われまし

も行います。会議では、報告内容やそれぞれの時間配

た。英語版レポートに基づき、今後、仏語、西語訳を

分について議論が行われました。

行う予定で、それぞれ、フランス、スペインの委員が
担当を務めることになりました。
２．１．２

２．３

PIARC の次期ターム（2016 ～ 2019年）における戦略

雪氷データブック

雪氷データブック（Snow and Ice Data Book）には、

次期タームの戦略計画

計画案について説明がありました。次期タームでは、

世界各国の冬期道路サービス水準や雪寒施策、雪寒対

の５つの戦略計画が挙げられています。

策技術等が記載されています。国際冬期道路会議の開

・ Management and Finance（マネジメントと予算）

かれる４年毎に改訂されるのですが、2014年の国際冬

・

Mobility（モビリティ）

期道路会議アンドラ大会から、従来の英語版、仏語版

・

Safety（安全）

の他にスペイン語版が追加されたこともあって完成が

・

Infrastructure（インフラ）

遅れていました。ようやく27の国と地域のデータが掲

・

Climate Change and Environment（気候変動と

載された2014年版が、PIARC の WEB 上で公開され

環境）

たとのことです。

冬期サービス委員会は、Mobility に属する予定との

なお、雪氷データブックは、今まで国際冬期道路会

ことです。また、冬期サービス委員会の活動テーマ案

議の際に DVD で配付されていましたが、今回、大幅

は以下のとおりです。

に雪氷データブックの発行が遅れました。このため、

・ International Winter Road Congress Planning（国

会議では今後の雪氷データブックの改訂方法について
意見が交わされました。その中には、技術委員会内に

際冬期道路会議の開催）
・

Updates to the Snow and Ice Data-book（雪氷

雪氷データブック改訂のワーキンググループを作って
作業することなどの提案もありましたが、３カ国語に

データブックのアップデート）
・

Transportation Management during Winter

翻訳するための作業や、誰が予算的な負担をするかな

Events（Identify and document best practices

どの課題があり、結論には至りませんでした。なお、

that mitigate the effects of winter events on

雪氷データブックの公開サイトは以下の通りで、アカ

performance of the system）to Include Training

ウントの取得が必要ですが、誰でもダウンロードする

Development and Dissemination（冬期イベント

ことができます。

中の交通マネジメント、教育と普及を含む）

http://www.piarc.org/en/order-library/22913-enSnow％ 20and％ 20Ice％ 20Databook％ 202014.htm
２．２

世界道路会議ソウル大会

世界道路会議ソウル大会は、2015年11月２～５日に

・

Deicing Salt and Brines Best Practice（凍結防止
塩と溶液のベスト・プラクティス）

２．４

その他

第15回国際冬期道路会議は、ポーランド共和国グダ

開催されます。世界道路会議では、冬期道路に限らず、

ンスク市で2018年２月に開催予定との報告がありまし

様々な道路関連の一般応募論文の発表と、各技術委員

たが、詳細はまだ決まっていないとのことでした。次

会の活動報告などが行われます。冬期サービス委員会

回の委員会（最終委員会）については、2015年11月にソ

の担当の一般論文の募集トピックは３つあり、既に概

ウル市で世界道路会議の期間中に開催する予定です。

要審査は終わり本論文が投稿されているところです。
委員会では、各委員に対して４月15日迄に本論文の査

２．５

テクニカルビジット

読を行うよう依頼がありました。その後のスケジュー

冬期サービス委員会会議２日目の午後には、ヘルシ

ルとして査読結果を踏まえ４月30日迄に採否を決定す

ンキ市内におけるテクニカルビジットが行われました。

る予定とのことでした。
また、世界道路会議ソウル大会における冬期サービ

最初に訪れた道路気象管理センターでは、国内にあ
る700の道路気象観測所のデータを収集しています。

ス委員会担当枠は３時間40分です。その枠の中で、前

またカメラ画像や気象レーダ等による道路の気象状態

述のワーキング・レポートの報告のほか委員会の活動

の監視や予測を行い、道路管理者へ情報提供を行って

報告
（国際冬期道路会議、冬期道路ワークショップ、

いるとのことです（写真－２）。

雪氷データブックなど）に加え、一般論文の口頭発表
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次に、除雪ステーションを視察しました。ここでは、
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フィスを有しているとのことです。一通りの見学ルー
トに沿って研究所の施設内を見学しましたが、夕方に
もかかわらず、実験を続けている職員を見かけました。
交代制で実験を行っているとのことです。
３．冬期道路ワークショップについて
PIARC では、各 TC に対して４年間の活動期間中に
２回、発展途上国で技術普及に資するためのセミナー
やワークショップの開催が定められています。冬期サ
ービス委員会では、2015年３月にルーマニアで冬期道
路セミナーを開催する予定でしたが、現地主催者側の
写真－２

道路気象管理センターの視察状況

準備が整わなかったため、この度フィンランドで冬期
道路ワークショップが開催されることとなりました
（写
真－４）。
この冬期道路ワークショップは、冬期サービス委員
会およびフィンランド交通省が共同で開催したもの
で、 テ ー マ は「Mobile Road Surface Condition
Measurements in Winter（車両による冬期路面状態
の移動計測）」でした。冬期路面状態の移動計測に関
しては、特に北欧４ヵ国が路面のすべり摩擦係数を路
面の状態を示す客観的な指標とし、冬期路面管理の基
準として採用しているため、道路管理者にとって重要
なテーマです。また、近年はこの路面状態に関する情
報を冬期路面管理のみならず、道路利用者にも啓発的

写真－３

ダンプ車に載せられた散布装置

な情報として還元すべきという認識が高まりつつあ
り、上記テーマに関する諸外国の技術的進展と動向に
関する最新の情報を得る機会となりました。
本ワークショップには、フィンランド交通省の関係
者をはじめ、スウェーデン、ノールウェー、ドイツ、
米国、英国、日本等17カ国から約60人が参加し、計９
つの発表が行われました。これらの発表の中で興味深
かった点を幾つか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。
先ず、Teconer 社
（フィンランド）
、Vaisala 英国支社
（英国）および MetSense 社（スウェーデン）の計測機器
製造会社からは、それぞれが開発・販売している非接
触式路面状態計測機器の概要、冬期路面管理における
使用事例やその他の活用可能性等について説明があり

写真－４

冬期道路ワークショップの状況

ました。これらの会社が開発した非接触式路面状態計
測機器は、個別の仕様に違いはあるものの、共通点と

除雪・散布作業車の他、凍結防止剤・すべり止め材の

して全てが近赤外線レーザーをセンサーとして用いて

倉庫があり、これらの説明がありました（写真－３）。

います。また、いずれの計測機器も冬期路面管理の効

最後に Vaisala 社の研究所を訪問しました。Vaisala

率化に資する判断支援ツールとして路面温度、路面判

社は、世界的な気象観測器のメーカーで世界に30のオ

別およびすべり抵抗値を出力し、冬期の維持管理作業
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（除雪・凍結防止剤等散布など）の適切な意思決定や作

望まれるが、各々の装置の利点・欠点を踏まえながら

業実施後の効果確認における使用実績が少しずつ増え

冬期路面管理への活用を促すとともに、路面状態情報

ているようです。更に、現在はインターネット等を介

と気象予報を併せた道路利用者への情報提供について

して道路利用者に路面状態の情報提供を試験的に行

も検討を積極的に進めるべき。」というコメントをい

い、安全運転を促すための啓発ツールとしての活用可

ただきました。

能性も検討しているとのことです。
他方、VTT（フィンランド）
と RoadIT 社
（スウェー
デン）からの発表では、一般車両の車両制御データ
（ABS・横すべり防止装置・駆動制御装置等の作動デ
ータ）を用いた路面すべり抵抗推定技術と気象値を組
み合わせたシステム構築の概要を紹介するとともに、
当該システムによる冬期路面管理の判断支援および道
路利用者への情報提供によって期待される効果（事業
の最適化・交通事故の削減、環境負荷の軽減等）につ
いて説明がありました。
寒地土木研究所からは、寒地交通チームの徳永主任
が「A Comparative Study of Road
研究員
（写真－５）
Surface Condition Measurement Devices（冬期路面

写真－５

状態計測機器の比較研究）」について発表しました。

徳永主任研究員の発表

発表の概要は、当研究所が所有する連続路面すべり抵
抗値測定装置
（CFT：Continuous Friction Tester）と

４．おわりに

光学式路面状態計測装置を用いた比較試験の概要とそ
の結果を紹介するものでした。また、当研究所で行っ

この度の PIARC・TC2.4（冬期サービス）委員会会

た比較試験から光学式路面状態計測装置の長所・短所

議および冬期道路ワークショップにおける発表や意見

について整理し、冬期路面管理における活用方法や今

交換は、いずれも有意義なもので、これらへの参加お

後望まれる改善点
（例：路面状態検地までの応答時間

よび発表によって諸外国における冬期路面管理の今後

等）
について述べました。この発表に対して、「様々な

の動向、技術開発など参考となる貴重な情報を得るこ

メーカーによって、光学式路面状態計測装置や車両運

とができました。この成果を筆者らの今後の研究開発

動データを用いた新たな技術の開発・改良が進められ

の推進に活用していく所存です。

ているが、普及が進んでいない。今後も更なる改良は

松澤
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