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１．はじめに

2017年6月26日から30日まで、アルゼンチン・メン
ドーサ州メンドーサ市において世界道路協会（通称
PIARC）のTCB.2（冬期サービス）委員会会議、並び
にPIARCとアルゼンチン道路局等の共同開催による

「International Conference on Winter Service（冬期
サービスに関する国際会議）」が開催されました。寒
地土木研究所からは、雪氷チームの松澤上席研究員お
よび寒地交通チームの徳永主任研究員がこれらの委員
会会議および国際会議に出席・発表の機会を得たので
報告致します。

２．冬期サービス委員会会議について

PIARCは道路技術分野では世界最大の国際機関で、
世界中の約140の国や地域、地方公共団体等が加盟し
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
・ ST-C : 安全
・ 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に属します。現タ
ームにおいて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、これらの遂行のため、
年2回の会議が行われます。
・ Issue B2.1: Transportation management during 

winter events （冬期の道路交通マネジメント）
・ Issue B2.2: Deicing salt and brine treatments, 

interventions and best practices （凍結防止塩と
塩水による処理、介入およびベストプラクティス）

・ Issue B2.3: Updates to the Snow and Ice Data 
Book （雪氷データブックの改訂）

・ Issue B2.4 Preparation of the 2018 Winter Road 
Congress （2018年冬期道路会議の準備）

3回目となる今回の会議（6月26～27日）は、2016年
10月にポーランドで開催された第2回会議に続くもの
です。委員の出席者は14名で、日本からは技術委員の
松澤上席研究員のほか、パリのPIARC事務局の宮崎
氏（西日本高速道路（株）から派遣）、およびオブザ
ーバとして徳永主任研究員が参加しました（写真－1）。

先ず始めに、アルゼンチン道路局から歓迎の挨拶が
あり、アルゼンチン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
に、主要な議事を記します。

２． １　第15回国際冬期道路会議への対応

2018年2月20～23日にポーランド共和国グダンスク
市で開催される国際冬期道路会議の準備状況について
報告と議論が行われました。

（1）会議全般

会議全般について、ポーランドの委員から、以下の
報告がありました。
・ 主会場のAmberExpoで、開会式、大臣セッショ

ン、技術セッション（口頭発表、ポスター発表）、
展示会などを開催する。

・ オペレーターの技量を競う国際除雪選手権は、
AmberExpoの駐車場で実施する。

・ テクニカルビジットは2コース（交通管理センタ
ーや除雪ステーションなど）設定した。

「PIARC・TCB.2委員会会議および冬期サービスに関する国際会議」に参加して

松澤　勝　　徳永　ロベルト

報　告

写真－1　PIARC・TCB.2委員会会議の様子
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・ 開会式と閉会式については調整中である。
（2）技術セッション

技術セッション（口頭発表やポスター発表）につい
ての概要査読結果と今後の予定について以下の報告と
議論を行いました。
・ 8つのトピック（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、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）に対して291件投稿があり、採択は248
件だった（うち日本は47件採択で、世界で1位と
のこと）。

・ 本論文の〆切を8月31日に延期する。
・ 各委員は、本論文の査読を行う。査読専用のサイ

トに査読結果を入力する。
・ 次回のノルウェーでのTCB2委員会で論文採否を

審査し、セッションと座長を決める。
・ 本論文採否通知は2017年10月31日である。
・ 口頭発表に選ばれた論文もポスターセッションで

の発表を行う。これについては、口頭発表とポスタ
ー発表の両方を準備するのは大変なので、どちら
かで良いのではないかとの意見も出ましたが、論文
募集の要項通り両方で発表することになりました。

２． ２　ワーキング活動

以下の3つのワーキンググループ（WG）に分かれ
て議論を行いました。

（1）WG1（冬期の道路交通マネジメント）

WGリーダーは米国のSteve Lund氏です。松澤上席
研究員は、このWGに参加しています。このWGでは、

「境界（国境や異なる組織間）での連携や冬期道路マ
ネジメント・システムに関するベスト・プラクティ
ス」のレポートを作成しています。各国からベスト・
プラクティス事例を収集するため、事前に調査票が各
委員に送付されており、日本からは3事例を報告して
います。現在の所、日本を含む8事例が得られている
とのことです。今後、他の委員に働きかけて、最終的
に10～20の事例を収集することを目標としました。な
お、レポートは英仏西の3カ国語で作成することが求
められています。しかしこのWGのメンバーに仏語、
西語のネイティブがいないため、外注する必要がある
との課題が提示されました。

（2） WG2（凍結防止剤と水溶液処理、介入およびベス

トプラクティス）

このWGでは、凍結防止剤の散布手法などに関する

レポートを作成しています。WGリーダーは、ドイツ
のHorst Hanke氏ですが、欠席のため、ノルウェーの
Larsen Oystein氏より報告がありました。

事前に他の委員宛に凍結防止剤の種類や散布基準等
に関するアンケート調査を行い12カ国から回答を得た
とのことです（日本は回答済み）。未提出の国に対し
て、8月31日を〆切に再度催促を行うとのことです。

（3）WG3雪氷データブックの改訂

雪氷データブックは、各国の雪氷対策に関するデー
タ（気象条件や冬期道路管理水準、新技術など）を掲
載した資料集で国際冬期道路会議が開かれる4カ年毎
に出版されます。2014年版には27カ国のデータが英語、
仏語、西語の3カ国語版で出版されました。WGリー
ダーはTCB.2委員会委員長のDidier Giloppe氏が務め
ています。2018年版からは3カ国版の作成は各国で行
うこととなり、我が国のデータは、本省を通じて各機
関に意見照会をとって更新を行い、英語、仏語、西語
に翻訳し提出しています。現在の所、日本を含む11カ
国から更新ファイルを受け取ったとの報告がありまし
た。更新に応じていない国に対して催促をかけ、国際
冬期道路会議グダンスク大会までに改訂版をウェブ上
で公開することを確認しました。

２． ３　次回以降の予定

次回以降の予定として、第4回冬期サービス委員会
が2017年10月3～5日ノルウェー・トロンハイム市で開
催されること、第5回委員会は2018年2月の国際冬期道
路会議に合わせて開催されることが報告されました。
また、PIARCでは、各技術委員会に対して任期中に
2回、発展途上国などでセミナー等の開催を求めてい
ます。会議の場で、委員長より、中国の委員に対して
2019年春に中国に対し2回目のセミナーと委員会の同
時開催が打診されました。

２． ４　所感

今回の委員会では、今まで参加していなかった中
国から2名の委員が参加し、セミナーでも発表して
いたことが目立ちました。先日、東京で開催された
PIARCの国内報告会で、近年、中国が、PIARCの中
でプレゼンスを高めようとする動きがあり、一帯一路
構想の下、中国主導での海外インフラ投資が拡大して
いるとの指摘がありました。

我が国でもインフラ輸出は主要な課題であり、これ
らの機会を通じて、今まで以上に、我が国の国際的な
プレゼンスを高めていく必要性を感じました。
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３．冬期サービスに関する国際会議について

TCB.2委員会会議後に開催された上記国際会議に
は、アルゼンチンの国道・州道等の管理者、PIARC・
TCB.2委員会委員、大学教員・学生、建設コンサルタ
ント、道路維持従事者など14ヶ国から200人以上が参
加しました（写真－2および写真－3）。会議の日程お
よび次第（概略）は以下のとおりです。

（1）国際会議開催式（6月27日）

・ アルゼンチン政府機関、アルゼンチン道路協会等
の代表によるPIARC国際会議開催の挨拶

・ PIARC・TCB.2委員会委員長やPIARC技術顧問
によるPIARC活動に関する説明

（2）テクニカルセッション（6月28日・29日）

・ 戦略的な除雪および路面管理
・ 管理水準・道路気象情報および警報システム
・ 山間部道路および国境における冬期サービス
・ 市街地における冬期対策

（3）テクニカルツアー（6月30日）

・ 国道7号（山間部区間）、除雪ステーション、除雪
機械、凍結防止剤散布車および国際トンネル（ク
リスト・レデントール）の視察

以下に、会議のテクニカルセッションで行われた発
表（計30件）やテクニカルツアーで興味深かった事項
を幾つか述べます。また、寒地土木研究所からの発表

についても報告します。
6月28日および29日の2日間において行われたテクニ

カルセッションでは、アルゼンチン国内からの発表が
7件あり、その大半はアルゼンチン・チリの国境とな
っているアンデス山脈とこれを東西に横断する国際道
路沿線において冬期に発生する降雪や雪崩による長期
通行止め（メンドーサ州を横断する国道7号では最大
60日）、除雪作業員および機材の確保等に関する課題
や取組みが紹介されました。冬期の道路維持管理につ
いては、未だアルゼンチンでは我が国や欧州のように
具体的な基準はなく、各路線の維持責任者や作業員の
経験に任されているのが現状とのことです。ただ、近
年は北米等の技術や基準を参考にしながら、気象機関
から得た気象予報や沿道に設置した気象観測機器から
得たデータを活用し、除雪等の意思決定を行い始めて
いるようです。また、路面管理においても各路線のサ
ーマルマッピング（路線の路面温度分布の把握）を行
い、これらの結果を参考にしながら凍結防止剤散布の
ための重点管理箇所の選定や水溶液を用いた事前散布

（凍結予防散布）も行っているとのことです。
他方、諸外国（スウェーデン、イギリス、カナダ、

米国等）からは23件の発表があり、各国における冬
期道路管理に関る事例紹介として、維持管理従事者
との契約方法（複数年契約・性能規定の導入）、道路
利用者ニーズや予算を踏まえた管理水準の設定、冬
期サービスの目標設定とその評価方法（Performance 
Measurement）等が紹介されました。

諸外国からの発表で興味深かった内容としては、ノ
ルウェーの山間部道路における雪崩対策で、ヘリコプ
ター下部に吊るしたDaisy-bell（釣鐘型ドーム）を用
いて水素と酸素を混合爆発させ、爆風と振動で人工雪
崩を発生させる雪崩管理手法が紹介されました（写真

－4）。このような管理手法は、主に山の斜面形状が厳
しく作業員のアクセスが不可能なところで採用されて
いるとのことです。

写真－2　会議が開催されたメンドーサ市内の会場

写真－3　会議開催式の様子

写真－4　Daisy-bellを用いた雪崩対策（ノルウェー）
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寒地土木研究所からは、近年当研究所で取り組ん
でいる研究開発について紹介しました。寒地交通チ
ームの徳永主任研究員（写真－5）は、「A Feasibility 
Study on Sodium Propionate as an Alternative 
Antifreezing Material」と題して、沿道環境等への負
荷の少ない新たな凍結防止剤として活用可能か否かを
調べるために行ったプロピオン酸ナトリウムを用いた
金属腐食性試験および試験道路での散布試験の概要と
結果について発表しました。プロピオン酸ナトリウム
は、塩化ナトリウムと比べて金属腐食の進行が小さく、
また、塩化ナトリウムにプロピオン酸ナトリウムを湿
式剤として混合して散布した場合でも、従来の塩化ナ
トリウム単体や塩化ナトリウム＋塩化カルシウム水溶
液と同等のすべり改善効果があり、道路構造物等の長
寿命化に資することが期待されていることを紹介しま
した。発表終了後、現地大学の教員、道路局職員等の
皆さんと発表内容について簡単な意見交換を行うとと
もに、当該研究開発に関連する既往文献等の詳細につ
いて後日メールで情報提供することとしました。

松澤上席研究員（写真－6）は、「Contro l l ing 
Snowdrift」について発表しました。発表の概要は、
吹きだまりの発生メカニズムなどの吹雪の基礎事項
や、日本や北米で施工されている防雪柵や防雪盛土な
どの吹きだまり対策について、道路吹雪対策マニュア
ル1）や米国のガイドラインにおける設計方法を交えて
解説・紹介するものでした。セッション終了後、紹介
した吹雪対策について会議参加者から興味深いといっ
たコメントをいただきましたが、凍結防止剤の発表の
時のような、深い議論はありませんでした。これは、
凍結防止剤と異なり、吹雪が問題となるのは山間部な
どに限られているためと考えられます。季節は冬でし
たが、メンドーサ市内は気温もプラスで積雪もありま
せんでした。また、今回のセミナーで、アルゼンチン
において、米国の協力で防雪柵が試験設置されている
事例が紹介されており、その影響もあるかもしれませ

ん。ただし、テクニカルツアーで車窓から見た限りで
は、防雪柵の整備延長はごくわずかでした。後述する
ように、峠付近の吹雪は厳しく、チリとアルゼンチン
を結ぶ主要な路線であることから、今後、吹雪対策の
整備が進む可能性があると考えられます。

6月30日に行われたテクニカルツアーでは、メンド
ーサ市から比較的近く、アルゼンチンとチリの国境を
結ぶアルゼンチン側の国道7号（日平均交通量≒2,800
台）の86km区間および標高約3,200mに位置する国際
トンネル（クリスト・レデントール）約3kmを視察し
ました（図－1）。

国道7号は、大西洋と太平洋を結ぶ南米最大の産業
輸送道路であるため、大型車両（貨物およびバス）の
交通が比較的多い路線（大型車混入率：29.7％）です。
全区間が舗装されており、登坂車線がある一部区間を
除いて、片側1車線区間（全幅員約7m）が殆どです。
この度視察した区間内には、除雪ステーションが6箇
所存在し、冬期間（平常時）は道路局職員約30人が3
交代で勤務していますが、降雪時（非常時）は全員が
出動する体制となっています。

冬期には、その年の気候にもよりますが、峠付近で
は一夜で1.5m以上降る場合が多く、視程障害、吹き
だまり、雪崩が頻発するため、通行止めが年間15～40
日発生します。また、標高が高く路肩が狭い山間部区

写真－5　徳永主任研究員発表の様子 写真－6　松澤上席研究員発表の様子

図－1　視察した国道7号および国際トンネル
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間での除排雪や路面管理が難しく、道路管理者にとっ
て大きな課題となっています。現在は、アルゼンチン・
チリ両国間の道路管理者が連携し、双方の維持管理状
況や道路気象予報についてリアルタイムで情報共有が
可能な連絡体制を図り、当該路線の通行止め日数の削
減に努めているようです。

除雪機械等に関しては、除雪グレーダー、除雪トラ
ック、ロータリー除雪車等が各除雪ステーションに配
備されていますが、特に多雪処理の際には土工用ブル
ドーザーなどの大型重機も使用しています。

当該路線の路面管理については、薬剤として主に現
地で生産および調達可能な塩化ナトリウムを使用して
いるという説明がありました。管理方法としては、凍
結防止・遅延を目的とした予防散布（主に塩化ナトリ
ウム水溶液を散布）および除雪後の融氷雪散布（固形
塩化ナトリウムを散布）が行われています。また、近
年では路面への薬剤定着を増すため固形塩化ナトリウ
ムに塩化カルシウム水溶液や糖蜜を混合させた湿式散
布も行っているとのことです。

最後に視察した国際トンネル（写真－7）は、国道7
号全般と同じく片側1車線という構造です。1980年開
通以来、冬期の降雪による通行止め発生時を除いて常
に運用しているため、修繕が殆ど行われておらず、ト
ンネル全区間の老朽化が著しいという説明がありまし
た。そのため、現在は当該トンネル開通まで機能して
いた併設の旧鉄道トンネル（1910～1984年まで運用）
の改築工事に向けた計画が両国間で進められており、
将来的には2つのトンネル（片側2車線）による運用を
目指しているようです。

４．おわりに

この度のPIARC・TCB.2冬期サービス委員会会議お
よび冬期サービスに関する国際会議における発表や意
見交換は、いずれも有意義なものでした。諸外国にお
ける冬期道路管理の今後の動向、発展途上国が抱える
諸課題、新たな技術開発など参考となる貴重な情報を
得るとともに、我が国の冬期道路技術に関する情報を
発信することができました。

また、本文でも述べましたが2018年2月には、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。技術セッションでは、日本から47件の概要が採
択され、このうち寒地土木研究所からは13件が採択さ
れています。また同大会で行われる展示会の日本ブー
スの運営にも協力し、日本の冬期道路技術のPRを行
う予定です。これらの活動を通じて、今後も引き続き、
国際貢献に努めるとともに、今回得られた成果を筆者
らの今後の研究開発の推進に活用していく所存です。
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