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　鳥居（推薦評議員，TC︲2 オーナー），橋場（日本
道路協会代表評議員），池端（日本代表 YP）と黒田
（高速道路調査会代表評議員）の４名がマレーシア・
クアラルンプールでの YP 会議（６月１日開催）およ
び評議員会（６月２日開催）に参加した。ここでは評
議員会での議論の概要を報告し，次に鳥居氏による
TC︲2 報告，そして池端氏による YP 会議の報告と三
部に分けて会議の報告をする。

１．第 101 回評議員会（６月２日開催）の概要報告

　⑴当日の早朝に日本（嬉野）から到着したばかりの
ヘルマント会長から評議員会開催の挨拶があり，当
初，第 101 回評議員会はスリランカ，コロンボでの開
催計画とされていたが，現地の政治状況が不安定なこ
とからスリランカでの開催を延期したいとの連絡を受
け，急遽，マレーシア，クアラルンプールでの開催に
変更した。この変更に起因して評議員に迷惑を及ぼし
たことへの謝罪と，この評議員会開催を引き受けてく
れた REAM（マレーシア道路技術者協会）および迅
速に会議をアレンジした事務局に感謝が表明された。
次に，出席評議員の自己紹介の後，メンバー国から多
くの参加があり評議員会の成立が表明された。韓国は
今年 11 月第１週に予定されている世界道路会議

（PIARC）と同時開催される第 102 回 REAAA 評議
員会への参加を促すために６名のミッションを出席さ
せていた。

　⑵第100回評議員会の議事録は異議無く了承された。

　⑶財務報告
　ガネンドラ評議員（馬国，元 事務局長）から財務報告
がなされた。昨年度（2014 年度）の収支は RM73,978.00
の増収，そしてバランスシートでは会員の会費の増収に
より，RM874,398.00 から RM948,376.00 に RM73,978.00
の増加となっている。しかし収入は請求額の合計であ
り，実際に現金として納入された金額で無いことに注
意が必要。数年来の平均値を用いて収支を計算すると
収支は悪化する計算となり，状況を勘案し昨年度には
会費を３年間以上払込みされていない幽霊会員の整理
を行ったばかりである。この整理では３年間以上払込
みの無い会員に，今までの未払い会費の合計額の支払
いか，会員の脱会という２つに１つの選択肢を示し協
力をお願いしたことである。これにより，脱会を選ん
だ会員も多かったが，RM36,776.60 の債務会費の支払
いがあったことにより収支が改善された。財務委員会
として評議員各位およびメンバー国の REAAA チャ
プターに，会費納入へのさらなる努力をお願いした
い，との要請もなされた。

報　告

第 101回 REAAA評議員会出席報告

　公益財団法人高速道路調査会の代表者が評議員を務める REAAA の
第 101 回評議員会が開催され，併せて開催された舗装小委員会および第
７回 REAAA 若手技術者会議の内容について，それぞれの出席者から
報告します。

黒 田 孝 次＊

　＊　REAAA 評議員
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　⑷事務局長レポート
　事務局長の報告の中で，EMT（Executive Management 
Team：ヘルマント会長，ウォルドロン副会長，ハサン
ディ事務局長，ガネンドラ評議員の４名からなる委員
会）から昨年 12 月 10 日の委員会で REAAA に新しく
COO（Chief Operating Officer）を設置したいとの提
案が突然あった。ガネンドラ評議員の説明では，現在
の CEO が役割を果たしていないとの理解ではなく，
KPI（REAAA の目標値）を達成するためにはマレー
シアの事務局に COO を置くことが必要だと提案。し
かし COO の提案内容については，職務の範囲，役割
および必要経費についても説明がないために議論がま
とまらず，結果として次回の評議員会までに提案を明
確化して議論を続けることとした。今期の暫定 CEO
（インドネシアの財務負担による，インドネシア会長
の就任期間に限定したハラハップ氏）の設置に，不満
を持つオーストラリア評議員により今回の評議員会に
EMT として提出されたことから，現 CEO をはじめ，
KPI（目標指数）の達成には COO が必要なのではな
く，各国のチャプターや各評議員のさらなる支援が必
要だとのインドネシア側からの意見に加えて，韓国や
日本からは COO の設置に反対するわけではないが，
COO の給与など費用の捻出ついても提案がない限り
賛成しかねるとの意見が出された。

　⑸ IRF との協調
　15 年前の 2000 年に IRF と MOU（協定書）を取り
交わしてからの具体的な協調がなかった反省から，
IRF 本部から Magid Elabyad 氏（IRF 副会長）を本
評議員会に招き，今後の活動について意見を交わし
た。IRF からの具体的な提案として，来年春に UAE
（アラブ首長国連邦，アブダビ）で IRF のコンファ
レンスを予定しおり，その機会に REAAA 第 103 回
評議員会を招待したい，との提案があった。この提案
に対してスリランカでの開催する評議員会は延期して
いるだけであり，スリランカと調整は必要ではある
が，IRF の提案は歓迎し，受け入れる方向で検討する
ことが確認された。

　⑹ CEO レポート
　CEO から２つの報告がされた。１つはニュースレ
ター，ジャーナル，コンペンディウムの発行について

は CEO の限定された役割を認めて，これらを発行す
る必要な費用は，掲載される広告によって賄われるこ
との確認がされた。２つめは今秋の世界道路会議に併
せて開催を計画している HORA 会議（Head Of Road 
Agency 会議）について，韓国チャプターから 9,000
米ドルの援助の申し出があることが報告された。

　⑺任命委員会
　レポート任命委員会ジュディン・アブドゥル・カリ
ム委員長（前会長）に代わり，アシャーリ・モハマド
氏（馬国評議員，マレーシア道路技術者協会会長）より，
次期 REAAA の会長を初めとする役員の推薦を受け
付ける旨の報告があり，任命委員会の招集が提案され
た。メンバー国は１年９カ月後の選挙に向けて，会長
を始めとする役員の推薦を準備することになる。これ
に関連してインドネシア・チャプターからは，第 15
回 REAAA 総会の開催時期について，2017 年春期に
総会の開催を計画するため，今後の評議員会で決定す
ることになるとの表明があり，総会と同時に第 105 回
評議員会が 2017 年春期にインドネシアで開催される
予定となった。

　⑻技術委員会
　前回の評議員会から課題となっていた技術委員会活
動の活性化について，各国の意見を収斂させることを
目的に議論された。技術委員会の構成については技術
委員会のシャープ委員長から提案のあった（オプショ
ン１），日本からの提案（オプション２）に対して意
見が出された。オプション１はメンバー国から１名ず
つ参加する委員会を設置し，その委員会に興味のある
技術分野を提案して各国からふさわしい技術者を見つ
けて委員会活動に参加してもらう案であり，技術委員
会を自然発生的に編成しようとする案である。一方，
オプション２は技術委員会の数を８つから５つに減ら
し，REAAA 地域で技術者が挑戦中の課題に絞って
委員会を活性化しようとする案である。
　日本チームの意見は，オプション２とオプション１
は矛盾するものではなく，道路技術者が興味のある課
題を検討する委員会は自然に提案されることになり，
日本の提案している課題に沿って技術委員会が形成さ
れていく可能性が高いと考えられる，同じ方向性を持
つと考えられるとした。結果としてオプション１が採
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択された。もっとも 2017 年春までは現在の技術委員
会が継続され，その後に新しい技術委員会が提案され
活動が開始されることになる。

　 ⑼ TC︲2（舗 装 技 術 委 員 会）の 技 術 報 告 書
“Compendium”の印刷
　この技術報告書は校正が完了しいつでも印刷できる
状況にあるが，印刷費用は RM24,000 必要であること
に対して集まった広告料は RM14,000 であり，費用を
広告料だけで賄えなくなっている。そこで日本チーム
から，この費用と広告料の差を埋めるために MINO 
基金を使うことが提案された。故 三野 REAAA 会長
から寄附されたこの基金については，手付かずの状態
で USD34,069 の金額になっている。
　日本チームからの提案に対して，この技術報告書の
広告掲載をさらに期限（１カ月）を設けて募集し，差
額を小さくする努力を続けること，この目的での使用
は１回限りに限定する，などの意見が出され，日本
チーム案は支持され決定した。６月４日時点で既に
REAAA 事務局から各評議員に対してさらなる広告
掲載について協力依頼が出されている。

　⑽その他
　① 第 102 回評議員会，HORA ミーティングそして
世界道路会議（PIARC）との合同セミナーは，今年
開催される世界道路会議（11 月２日～６日まで）に
併せて開催し，REAAA 第 102 回評議員会を 11 月
３～４日に，11 月４日午後には HORA ミーティング
を開催する計画で準備を進めていることが韓国チャプ
ターから報告された。HORA ミーティングにチャプ
ターから USD9,000 の寄附が申し出されていることは
先に述べたが，REAAA 関連で総額 USD46,000 が準
備されていることが紹介された。
　また HORA ミーティングのテーマについては，ホス
ト国の希望が優先されるが，韓国からテーマの希望があ
る場合には１週間以内に申し出ること，もし韓国に異議
がない場合には PPP（Public Private Partnership）を
テーマに採用し，REAAA 技術委員会の PPP のオー
ナーであるイスマイル MHA 総裁を議長に推薦したい
旨，韓国チャプターに伝えられた。このリクエストに
ついては確認文書が６月４日付けで事務局より出さ
れ，６月 16 日には韓国チャプターから上記２点につ

いて了承する旨の E︲mail が評議員宛に配信された。
　②第 104 回評議員会，第 105 回評議員会の開催計画
については，インドネシア・チャプターから第 15 回
REAAA 総会を 2017 年春に予定することが表明され
たことを受け，IRF と協調して 2016 年春にアラブ首
長国連邦アブダビで第 103 回評議員会を開催すること
で調整が進められる。第 105 回および第 106 回評議員
会は 2017 年春に総会と同時に開催される。なお，第
104 回評議員会を 2016 年秋に日本で開催するように，
日本チームに検討依頼がなされた。日本チームは日本
に持ち帰り議論を始めることとした。
　③片平基金（Katahira Fund），片平賞（Katahira 
Award）：インドネシア・チャプターから 2017 年春
の REAAA 総会開催の表明があったことから，発表
論文の募集など準備を進める必要があるため，片平
ファンド委員長の黒田からインドネシアでこのための
技術委員会を編成し，技術論文の第１次評価，最終の
片平論文賞の評価委員会への参画について要請し，イ
ンドネシア・チャプターは了承した。
　④ REAAA・MINO・プロジェクト賞の創設：次回
の 2017 年春期の REAAA 総会で REAAA・MINO・
プロジェクト賞を創設し，この賞の授与に MINO 基
金を用いたいとの提案がマレーシア道路技術協会
（REAM）アシャーリ・モハマッド会長からあった。
　その趣旨は，この REAAA 地域では多くの道路プ
ロジェクトが実施されており，技術論文賞に片平賞
（Katahira Award）があり，片平基金（Katahira Fund）
から賞金が授与されているので優良な道路プロジェク
トを表彰する MINO 基金を用いた三野プロジェクト

写真―１　評議員会メンバー
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前期の成果

　前回の報告（本誌 2015 年１月号，pp.59︲61）において
TC︲2 の前期活動の成果品である“REAAA Technical 
Report No.5/Compendium on Pavement Durability”
の刊行準備が整ったことを記述した。しかしながら，
REAAA の財政状況から第 100 回評議員会において
決定された「当該刊行物に掲載される広告料で刊行と
配布の費用を賄う」という目標がなかなか達成されず，
半年余り原稿が放置状態になったまま第 101 回評議員
会を迎えることになった。この状況を打破するため Sharp
技術委員長から REAAA の Website に掲示する案も
示されたが，必要経費と広告料収入の差額に三野ファ
ンドの一部を流用して充てる案が黒田評議員より提案
され了承された。ある期間，さらなる広告主を集める
努力をすることとファンドの流用は限定的なものとす
る，という条件つきではあるが，やっとハードカバー
による報告書の刊行に目途が立ったことになる。

今期のテーマ⑴－リサイクリング

　本件は REAAA と PIARC コラボレーションの一環
として，同一のテーマに関するセミナーあるいはワー
クショップを開催しようと，双方の舗装委員会共同で

取組んだものである。PIARC の会期が４年で一定し
ているのに対し，REAAA は会長任期（２年以上～
４年未満）に左右され，両者でテーマの決定・調査の
開始を合わせるは難しい。今期は既に決定されていた
PIARC TC4.2 のトピックスのうち「リサイクリング」
を REAAA TC︲2 の側で取上げ，REAAA 会員各国
におけるリサイクリングの実態を調査した。結果は両
舗装委員会の委員を務める神谷恵三 氏（㈱高速道路
総合技術研究所）他によってペーパーがまとめられ，
2015 年 11 月の第 25 回世界道路会議開催時に発表さ
れる予定である。なおこのイベントについては PIARC
と韓国の組織委員会が主導的に進めているが，
REAAA，PIARC に加えて韓国の研究グループとの
共同ワークショップの形を取ることが決まり，プログ
ラムもほぼ確定している。また，REAAA TC︲2 プロ
パーでは，本調査に各国会員のうち 11 カ国からレス
ポンスがあった。画期的なことであるとともに関心の
深さが窺える。

今期のテーマ⑵－舗装の維持修繕

　本テーマについては 2014 年９月から各国の事例収
集を開始したが，今次評議員会開催時点で５カ国
（オーストラリア，インドネシア，日本，マレーシア，
ニュージーランド）からリポートの提出があった。わ
が国からは委員宛て執筆依頼時に NEXCO 管理の都

賞（REAAA Mino Project Award）を創設したい，
との提案があった。今回の評議員会では多くの賛意が
寄せられたことから，次回の評議員会に向けて具体的
な手順，募集方法，この授賞に向けた選考委員会など
の準備が進められることになろう。

あとがき

　この第 101 回 REAAA 評議員会は午前，午後を通
して長時間の会議になった。次回，韓国ソウルで開催
される第 102 回 REAAA 評議員会に向けて，技術委
員会活動の活性化の議論，HORA ミーティングの設

定，TC︲ ２技術報告書（Compendium）の印刷および
その広告掲載の呼びかけ，第 103 回 REAAA 評議員
会の IRF との協調によるアラブ首長国連邦アブダビ
での開催，第 104 回 REAAA 評議員会の日本での開催
依頼，2017 年春の第 15 回 REAAA 総会開催および同
時に開催される第 105 回，106 回 REAAA 評議員会
に向けての準備，また会長を始めとする幹部の選挙，
片平論文賞の評価委員会，および三野基金を用いる
REAAA 三野プロジェクト賞の設立など，多くの準備
が一斉にスタートすることになった。今期も後半戦に
入ったことが実感される第 101 回評議員会であった。

REAAA TC-2（舗装小委員会）報告
鳥 居 康 政＊

　＊　世紀東急工業㈱常任顧問，REAAA TC︲ ２オーナー
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市間高速道路と国道の２事例を準備し，他国の TC︲2
委員参考用として送付したが，2015 年当初に京都モ
デルを適用したベトナムの事例を加えているので提出
リポートは３編，計７事例が集まっている。調査対象
はネットワークあるいはプロジェクトで採用されてい
る維持管理手法・工法いずれも可とし，さらに適用し
ている管理システムに焦点を置いたものも歓迎すると
している。
　調査期間は平均的な REAAA の会期３年を前提に
着手したが，前掲の黒田評議員の報告にあるとおり，
次の REAAA 総会・道路会議の開催時期が明らかに
なったことから，事例の収集，集約に当初予定より時
間的余裕が生まれた。既に手元にあるリポートについ
て Sharp 技術委員長からは成果品を“Compendium”
としてまとめる前提で査読・編集作業に入るという申
し出もあるが，TC︲2 としては現在でも前向きの姿勢
を示している韓国と台湾からのリポートを待ち，残る
ブルネイ，フィリピン，シンガポール，タイの４カ国
に改めて参加の呼びかけを行うつもりである。

今後の予定

　リサイクリングに関する REAAA/PIARC ジョイン
トワークショップについては TC︲2 としての作業は完
了し，個々の参加者の準備・発表が残るだけである。
ただし，PIARC 側の扱い・見解との調整が必要にな
るかもしれないが，発表論文あるいは論文執筆後に得
られた情報も取入れ更新した論文は REAAA の成果
として“REAAA Technical Report”として残したい
と考えている。
　維持管理の事例収集は暫時続けることとするが，い
ずれ Sharp 技術委員長と締切りを相談せざるを得な
い。また各国の報告事例は，REAAA TC︲2 ワーキン
ググループ（WG）で集約しているが，本地域全般を
俯瞰したまとめのペーパーが欲しいところである。全
編に目をとおす技術委員長がその任に当たってくれる
ことも考えられるが，WG で作成することも含めタイ
ムラインを設定したい。
　なお，次期総会・道路会議に向けては前回と同様に
セミナー，ワークショップを計画したいと考え，TC︲2 委
員にテーマを含めて意見照会を開始したところである。

その他⑴－ CEOの現状分析

　インドネシア道路整備協会が経費の負担をし，CEO
が設置されてほぼ１年が経過した。評議員会のアジェ
ンダにも「CEO 報告」が定例化され，今回は第２回
目の出番があった。
　現在の CEO，Gandhi Harahap 氏は元インドネシア
公共事業省道路局長・REAAA 評議員という経歴の
持ち主である。筆者とは数少ない喫煙仲間で会議外に
同じ場所で会うことが多い。その彼が今回の評議員会
の主題の１つであった技術委員会・小委員会の見直し
について筆者と同様な問題意識を持っていることを場
外で知ることができた。すなわち，委員会活動がうま
く機能しない原因として技術小委員会の①オーナーの
選定と，②国際的な委員会運営の経験不足を挙げてい
た。これにテーマの選定も加えることになると思う
が，運営の一環として位置づけることができる。①に
ついては技術小委員会設置時点で８部門の運営責任は
会員各国（評議員）に割り振りが行われたが，全般的
にオーナーは現職の業務執行責任者であり，委員会活
動に割ける時間は非常に限定的にならざるを得ない。
また，与えられた技術部門の専門家とは限らない。こ
の点は PIARC の技術委員会委員長選定と大きく異な
る。②については特に多国籍の委員から構成される委
員会活動のベースに，委員間の意思疎通が欠かせない
ことは明らかである。テーマと作業方針に関する意見
集約・合意形成から始まり，実際の活動を軌道に乗せ
工程管理を行うには，ある程度の国際的な委員会活動
の経験（と辛抱）が必要となる。Gandhi 氏の言葉を
借りれば，オーナーが委員会のハンドリングに戸惑っ
てリーダーシップが発揮できていないとの分析であ
る。また REAAA の技術小委員会は，PIARC の技術
委員会とは異なり定期的な会合を持たず，メールによ
る交信が唯一の情報交換の手段となっている。適宜適
切なリマインダーの発信を含めこの作業にも時間がと
られるので①の理由に帰結する面がある。
　PIARC の地域的なカウンターパートとなりうるよ
うにせっかく設置された REAAA 技術小委員会であ
るが，結果として全般的には不活発であり，技術小委員
会を所管するSharp技術委員長から「解体，“disband”」
して技術委員会を強化する案が提出された所以であ
る。他方，Gandhi 氏の本質的な問題意識に対応でき



高速道路と自動車　第 58 巻　第８号　2015 年８月74

若手技術者会議

　REAAA 第 101 回評議員会にあわせて，第７回若
手 技 術 者（Young Professional Engineers：以 下，
「YP」）会議が 2015 年６月１日，マレーシア，クア
ラルンプールで開催された。YP 会議は，各国の若手
技術者の情報交換と技術的交流の場を設けること，お
よび将来の REAAA を担うメンバーを育成すること
を目的として創設され，2012 年４月の第１回会議以
降，年に２回行われる REAAA 評議員会と同時に開
催されている。筆者は，前回のオーストラリア，シドニー
での会議に続き２回目の参加となった（写真―１）。

第７回YP会議の概要

　今回は黒田評議員の報告にもあるように，会場が急
遽スリランカからマレーシアに変更になったこともあ
り，日本，オーストラリア，インドネシア，マレーシ
ア，台湾の５カ国から各１名のみの参加となった。
REAM（マレーシア道路技術者協会）からのゲスト
参加があったものの全員で 10 名と通常よりも小規模
な会議であった。
　会議ではまず各国の YP の活動の報告がなされた
が，日本では REAAA の若手技術者の活動は行われ

ていないため，筆者からは技術分科会に若手技術者を
参加させることなど，若手会員層を厚くするための方
策を発表した。YP は，REAAA 会員のうち 40 歳以
下の会員を対象としているが，日本の会員で該当する
のは数名のみであると考えられることから，まずは若
手技術者の会員層を厚くしていく必要がある。この点
については今後日本国内で検討する必要があるだろう。
　次に，今後の YP 会議のあり方について議論され
た。各国が YP 会議に期待することを確認したとこ
ろ，①国際交流のシンボルとなる，②次代のリーダー
や専門家を育てる，③国際会議での経験を積む場を提
供する，④ REAAA の運営に直接かかわる組織とな
る，⑤人的ネットワークを形成する，などさまざまな
意見があった。このように各国の思惑が異なることか
ら，今後の活動方針についても意見がなかなかまとま

る人材を REAAA 内で養成するには時間がかかる。
国内の支援体制の確立を含めて現状の８部門あるい
は，今回わが国から提案した５部門のオーナーとして有
資格者を日本で探すことは可能であろうが，REAAA
構成メンバーのバランスを考えると出過ぎは好ましく
ない。幸い「PPP」，「交通安全」担当のマレーシア，
インドネシアのオーナーはそれなりの活動をしてい
る。見直しが行われるとしても技術委員会・小委員会
の再編，再構築は次期のサイクル以降であろうことか
ら国内でも関係者との意見交換を継続できたらと思っ
ている。

その他⑵－モンゴルの事例

　REAAA の機関誌“Journal”掲載用として，わが国か
ら日本の設計基準を導入したモンゴルの舗装工事の事例
紹 介 原 稿（“Incorporating Japanese Pavement Design 
Practice for a Community Road in Mongolia”）を Sharp
技術委員長宛てに送付してあった。このほど内容確認，
校閲，編集の作業が完了し，“REAAA Technical Report 
No ７”として公表できる準備が整った。評議員会では
他に論文が集まらず，REAAA の Website に掲載する
ことが提案され了承されたことも報告しておきたい。

REAAA 第７回若手技術者会議出席報告
池 端 信 哉＊

　＊　中日本高速道路㈱総務本部総務部
写真―１　YP会議参加者　右から６人目が筆者
（右端は黒田評議員，右から３人目が橋場評議員）
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らないのだが，若
手技術者間の交流
をより深めていこ
うとする考えは一
致しており，評議
員会に合わせて年
に２回の YP 会議
を継続していくこ
とに決まった。次
回は第 102 回評議
員会に合わせて，
ソウルで YP 会議
が開催される予定
である。
　会議では，テク
ニカルセッション
として，クアラル

ンプールの北約 20 ㎞ に位置するバイパス道路の建設
プロジェクトが紹介された。また YP 会議の翌日に
は，紹介されたバイパス道路の建設現場に行くことも
できた。建設中の高架橋（写真―２）は約 65 ｍの橋脚
高さがあり，完成すればマレーシアで最も高い橋脚に
なるとのことである。スパン 40 ｍのポストテンショ
ンの単純桁が約 30 径間連続しているなど，構造は
至ってシンプルであるが，コストダウンと施工の効率
化を図るための工夫が随所に見られ勉強になった。設
計を担当した技術者と現場を監督する建設事務所の所
長と一緒に，設計の考え方や現場の品質管理について
３時間ほどディスカッションをする時間もあり，非常
に充実した現場見学であった。YP 会議を魅力的なも
のにするために，各国のプロジェクトの紹介や現場見
学は今後も続けて行くことになっているため，次回ソ
ウル会議にも期待が寄せられる。機会があれば日本の
高速道路建設プロジェクトについても紹介したいと考
えている。

写真―２　Rawang Bypass 建設現場


