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はじめに

　山川（日本道路協会代表評議員），鳥居（推薦評議員，
TC-２オーナー），橋場（次期 日本道路協会代表評議
員），池端（日本代表YP），前田（日本代表YP），築地
（日本代表YP）と黒田（高速道路調査会代表評議員）
の７名が韓国ソウル市で開催されたREAAA YP会議
（11 月３日）および評議員会（11 月４日）に参加し
た。今回の REAAA評議員会は，第 25 回世界道路会
議（PIARC Seoul 2015）が 11 月２日～６日にソウル
市 Coex Center で開催され，時を合わせて共同開催
の形となったものである。さらに，REAAA評議員会
の他，第11回 REAAA道路機関長会議（HORA：Heads 
of Road Authorities）（11 月４日）も同時開催された。
ここでは①評議員会での議論の概要を報告し，次に鳥
居氏による②技術委員会，PIARC TC4.2 と REAAA 
TC-２の合同セッションの報告，そして橋場氏と黒田
による③第 11 回道路機関長（HORA）会議の報告，
池端氏による④YP会議の報告，最後に橋場氏による
⑤地域組織会合（Meeting of Regional Organization）
の報告，と５部に分けて報告をする。

１．第 102 回評議員会（11 月４日）の概要

　⑴会長挨拶および評議員会の成立
　今回の評議員会はHORA会議も同時開催されるこ
とから評議員の他，HORA会議出席予定者もオブザー
バーとして出席したこともあり，いつもの評議員会に
も増して多くの参加者が午前８時半に集合した。この
ためHermanto 会長の挨拶と出席者の紹介に予定時間
の 30 分を超えて１時間ほどを要した。会長の挨拶は
今回の評議員会と HORA 会議開催への韓国チャプ
ターの大きな貢献に対して感謝の意を表明したほか，
インドネシアでの焼畑に起因した山火事から近隣諸国
へ重大な煙害被害を及ぼしていることへの懸念が示さ
れた。また，Joko Widodo 大統領による組織改変によ
りHermanto 会長が副大臣を務めていた国土交通住宅
省では副大臣職が廃止され，現在は地方開発庁の長官
に異動との紹介があった。REAAAの会長職はこの
異動に関係なく継続することも報告された。
　⑵議事録確認
　第 101 回評議員会議（2015 年６月２日開催，クア
ランプール）の議事録は異議なく承認された。
　⑶財務報告
　欠席の財政長の Richard Steel 氏（ニュージーラン
ド）に代わって推薦評議員の AirinaNic Jaffer 女史
（マレーシア）から財務報告がなされた。今回の財務

報　告

第 102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 102 回評議員会が開催され，併せて開催された舗装小委員会，第 11
回 HORA会議，第８回REAAA若手技術者会議および地域組織会合の
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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報告は 2015 年１月から９月末日までの９カ月を対象
に纏められたものであるが，１年間の計画値も同時に
示し，REAAAの財務会計の問題点を明らかにしたも
のである。
　その問題点とは，昨年度からの幽霊会員（会費未納の
会員）解消の努力にも関わらず，未納会費の回収が多く
の国のチャプターで進んでいないことである。REAAA
の財務諸表のうち，収入（Income）で表される数字は会
員からの会費収入見込みで示されており，実際に振り
込まれた現金額ではない。この数字（会費収入見込み）
は何年も会費振込みがない会員からの会費収入を見込
んでいる。この数字を使うと支出（Expenditure）の数
字に較べてRM12,240（40万円程度）の黒字になるが，
この数字を基に財務を議論すべきではない。そのバラ
ンスシートを見ると会費未納額は今年で RM139,223
（460 万円程度），昨年までの未納額はRM295,414（970
万円程度），未納額全額ではおよそ 1,400 万円に及ん
でおり，まさに看過できない金額になっている。
　この幽霊会員の財務上の扱いについて，前回の第
101 回評議員会では未納会員に連絡をし，まず会費の
納入をお願いする，その会員が３年以上に亘って会費
を納入していない，しかも会員として存続する意思が
ない場合には負債を帳消しにして退会を選択する，こ
のように会員に継続の意思があるか，ないかを明確に
し，会費の財務的取り扱いを適性に評価することで
あった。この明確化がなされないと会費を何年にも
亘って納入していない会員にもニュースレターや技術
報告書を送付し続けることになる。健全な財務管理が
できなくなる，との指摘である。
　さらに，未納額を国別，チャプター別で見ると，マ
レーシア（RM144,424），フィリピン（RM91,035），韓

国（RM77,640），インドネシア（RM23,639）などの
会員数の大きな国の未納額が大きい。これに対して日
本は 2015 年から会員への連絡が実り，他の国に較べ
て大変小さな未納額（RM1,434）となっている。
　財務報告では，ここ２～３年では年間の会費の納入
額は RM135,000 程度となっているとし，この納入額
に見合う支出計画を立てるべきと提案している。
　この財務報告の提案に対して，さまざまな意見が出
された。１つは会員個人が納入できない場合には，そ
の国のチャプターが代わって未納額を納入することを
認める，会員個人に連絡し協力を直接お願いする，２
年以上会費を滞納した会員を退会したものと見做す事
務局長の権限行使，２年を超える滞納については財務
的に帳消しにする，などの議論が出され，評議員会で
承認された。また，2015 年 12 月末日を期限に未納の
会費を支払ってもらう努力をすることを確認した。特
に，ブルネイ，韓国，マレーシア，フィリピン，そし
てインドネシアの５カ国が名指しされ未納会費の回収
努力を促された。
　一方，良い報告もあった。TC-２（舗装委員会）の技
術報告書（Compendium）の印刷について，広告料で
賄えない部分については三野基金（MINO FUND）
から拠出することを決めていたが，幸い広告料で印刷
に必要な経費を賄えたばかりでなく利益が出たことか
らMINO FUNDを取り崩す必要が無かった。これは
後述するように会員への配布費用の削減をできたこと
が大きく寄与した。
　⑷事務局長レポート
　REAAA ジャーナル，技術報告書（Compendium
含む）の印刷について，ジャーナルについては今後も
ハードコピーでの印刷で会員への配布を続けることに
するが，技術報告書などは印刷費用と郵送費用が掛か
らないREAAAのウエブサイトに掲載することにする。
そして，ジャーナルの印刷，会員への配布に必要な費
用を賄うために，ジャーナルへの広告掲載代金を倍に
するとの報告があった。ブックカバーへの広告掲載は
RM7,000（約 23 万円）にするとの報告に評議員から
はため息がこぼれる場面があった。広告主を見つける
困難を考えると，ため息がでることは仕方がない。
　鳥居評議員の提案があり，会員へのジャーナルや技
術報告書など印刷物の郵送については経費節減のため
に，事務局から各国のチャプターや関連協会に纏めて
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送付し，そこから会員へ配布して貰う方式を採用し
た。また，この考えに沿ってオーストラリアとマレー
シアはハードコピーでない，ソフトコピーに替えて会
員に配布した。この２つの変更から会員への配布費用
が大いに削減されて，広告料が費用を上回り，利益が
でる結果となった。
　2017 年３月中下旬にインドネシアで開催される第
15 回 REAAA道路会議 2017 に向けた準備状況の報
告があった。この総会と同時に開催される①第 105 回
評議員会，②YP会議，③第 106 回評議員会，④ビジ
ネス・フォーラムのなかで，REAAA名誉会員の推薦，
片平賞（Katahira Awards）の授与，そして今回新し
く提案された三野最優秀プロジェクト賞（Mino Best 
Project Award）の授与が計画されている。
　次回の評議員会，第 103 回評議員会は IRF からの
招待を受け，ドバイで開催する計画である。詳しくは
IRFからこの評議員会の後に提案がある。
　⑸執行評議員会報告
　執行評議員会の一員であるGanendra 氏（マレーシ
ア）から Chief Operating Officer（COO）について
報告と説明があった。第 101 回評議員会で提案のあっ
たCOOの公募，インタビューについて，119 名からの
応募があった。今後の手順と採用方法について，評議
員会で意見を出して欲しいとされた。この報告に対し
て，インドネシアのMurjanto 評議員から「COOの採
用は評議員会では反対意見もあり，決定したわけでは
ない」，「今回の公募の位置づけについて説明を求める」
との質問があった。Ganendra 氏からは，COO の採
用は未だ決定に到っていないが，REAAA事務局が
置かれているマレーシア・クアラルンプールに COO
を置いてマネージメントを強化する必要性については
認められている，そこで，この職に対して誰が興味を
持って応募してくるか，期待される年俸はいくらか，
などのデータを得るために公募広告を実行した，評議
員会で COOの採用が決定されたときに直ぐに対応で
きる準備をした，との説明がなされた。
　⑹指名委員会報告
　マレーシアの REAAA前会長である Judin Abdul 
Karim 氏が委員長を務める指名委員会から次回の第
15 回 REAAA 道路会議 2017 に向けて，REAAA 会
長，事務総長，財政長，そして評議員の指名について情
報提供があった。現時点でオーストラリアから，他の

会長候補が推薦されない場合には会長を立てる意思が
あると，立候補について条件付きのレターを受け取っ
ていることを明らかにした。REAAAオーストラリア
チャプター代表の Brendan Marsh 氏の名が会長候補
として挙げられている。これらの指名については，次
回の第 103 回評議員会でさらに議論することが確認さ
れた。
　次にREAAA名誉会員について，現時点では６名の
推薦があったこと（オーストラリア１，マレーシア１，
ニュージーランド２，フィリピン１，そして台湾１）
を示したあと，日本の推薦を促される場面があった。
REAAA会長でもあった三野氏が 1995 年に REAAA
名誉会員に選ばれた後は日本からは推薦がないことに
配慮された助言であったようだ。
　⑺CEOレポート
　REAAA CEOである Gandhi Harahap 氏から CEO
レポートが報告された。今期の CEOの活動は出版，
HORA会議の開催の２点において進捗があった。１点
目のニュースレターの印刷配布については，現行の方
法では費用が掛かり，その費用は広告掲載で賄われる
ため広告主の確保が必要であるが，その困難さを考え
合わせ費用が掛からないREAAA Website での電子掲
載に変更する案が検討された。しかし，ニュースレター
はハードコピーで続けたいとの希望も多く，今回は経
費節減を続けながらも広告掲載の収入によるハードコ
ピーでの印刷と会員への配布を続けることにした。
　２点目のHORAでは，韓国チャプターからの9,000US
ドルの申し出を受け，多くの参加者を招くことができ
た。招待者の選定は，事務局が韓国チャプターと相談
して決められた。
　⑻技術委員会
　技術委員会の報告は鳥居氏が別掲で行う。技術委員
長の Sharp 氏が今回の第 102 回評議員会を欠席した
ため，技術委員会全体の報告を鳥居氏に委任された。
その内容は REAAA第 102 回評議員会技術委員会・
TC-２（舗装小委員会）活動報告を参照。
　⑼REAAA会員強化（Membership Promotion）委
員会
　委員長であるMurjanto 氏から会員確保のため活動
の提案が出された。その１つは纏まった会費収入に繋
がる法人会員の勧誘である。法人会員の数が未だ少な
いとして，各国から３法人以上の会員を勧誘するよう
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要請があった。さまざまな国でプロジェクトを担当し
ている日本から，さらに会員を増やして欲しいとの要
請がなされたのに対して，各国が揃って勧誘するのな
ら日本も努力すると答えるに留めた。
　次の提案はビジネス・フォーラム（以下，「BF」）
の機会を利用して REAAA会員増を図る提案であっ
た。インドネシアのバリで第１回BFを開催したが，
その機会を捉え多くの新規会員を獲得できたため，今
後もBFを開催して新規会員を確保しようとの提案で
ある。この提案に関連してREAAA Business Forum
のTOR（Term of Reference）がインドネシアのNonon
女史から提案され，このTORは評議員会で了承され
た。また，今後の BFの REAAA側の責任者をNonon
女史にお願いすることも合わせて決定した。このTOR
には，BFは REAAA事務局，開催国評議員と連携し
ながら準備される，BF の参加者から参加費を徴収す
るなどして必要な費用を賄う，パネルディスカッショ
ンやランチョンミーティングなどの機会を作る，など
が挙げられている。
　⑽その他
　①第 103 回 REAAA評議員会の開催　
　IRFの CEOである Patrick Sankey 氏から次回の第
103 回評議員会を 2016 年３月 14日～ 16 日にドバイで
開催する計画が提案された。IRFは３月13日～ 23日に
ドバイで交通安全セミナー（Safer Roads by Design 
Seminar）を開催する予定，そのセミナーへの参加も
併せて誘われたものである。これら一連のセミナー開
催，評議員会の開催は，UAE政府によりすでに承諾さ
れており，第 103 回 REAAA評議員会開催の計画は承
認された。
　②第 104 回 REAAA評議員会の開催
　橋場次期評議員から東京において 2016 年 10 月 31
日～ 11 月２日まで第 104 回 REAAA評議員会の開催，
YP 会議の開催，そして BF開催の提案がなされた。
第 104 回評議員会，特にBFは，同時期に開催予定の
「ハイウェイテクノフェア 2016」（主催：（公財）高速
道路調査会）と合わせて開催する計画で，（公社）日本
道路協会に第 104 回評議員会準備委員会が設置され，
委員長に山川評議員，幹事長に橋場次期評議員が就い
ていることも紹介された。この提案は評議員会で了承
された。
　③第 15 回 REAAA道路会議 2017 の開催

　REAAA会長であるHermanto 氏とインドネシア道
路協会のTeguh Rahardjo 氏から 2017 年３月中下旬
にインドネシアバリ島において，第 15回 REAAA道路
会議，第 105 回 REAAA評議員会，第 106 回 REAAA
評議員会，YP会議，BF，そして第 12回 HORA会議開
催の提案がなされた。これらの会議開催のスケジュー
ル案も示され，最初の技術論文のAbstract の提出は
2016 年３月に始める予定であり，その半年後には論
文提出が始まり 2016 年末～ 2017 年１月の締切りを予
定とする。詳細については今後の評議員会に提出され
ることになるが，第15回REAAA道路会議2017のテー
マは「Roads for better living」が提案されている。
さらにサブ・テーマは次のとおりである。
•Road Safety and the Environment
• Green Construction and Materials
•  Roads to Support Regional Growth for Better 
Quality Live

• Road financing scheme
•  Other topics related for better living and resilient 
road development

　④片平基金委員会報告
　片平基金の総額は GBP（英国ポンド）36,736 余り
である。現時点の為替では 690 万円になる。この基金
から 2017 年の片平賞の約 3,000 ドル（37 万円）が授
与される予定である。片平賞の論文審査には２段階の
審査があり，第１段階のスクリーニングはインドネシ
アの論文委員会が担当し，通過した優秀な論文 10～
15 編が片平賞審査委員会に提出される。この審査委
員会は審査委員長（オーストラリア），審査委員には
シンガポール，マレーシア，インドネシア，そして日

ホスト国評議員，IRF の面々と日本参加者
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技術委員会報告

　今回は欠席したK. Sharp 技術委員長が準備したリ
ポートを筆者が依頼を受け代理報告を行った。リポー
トを基に筆者の注釈および本報文記述時点での更新も
含め活動報告の内容を以下に記述する。
　⑴技術関連刊行物
　機関誌 “Journal” については残念ながら掲載用原
稿の受理なし。
　“Compendia/Technical Reports” については下記
No.１～ No.４に加え，やっとTC-２の成果としてNo.５ 
（REAAA Technical Report TC-５）が発刊された
（カッコ内は発刊の年月）。
　１．Guide to the privatisation of expressways and 
highways （November 2008） 
　２．Compendium on disaster risk management 
（July 2009）
　３．Efficient operation of the road network （July 
2010） 
　４．Road safety ‒ make it happen （December 2012） 
　５．Compendium on pavement durability（July 2015）
　続いて REAAAのWebsite での公表あるいはハー

ドカバーでの発刊が検討されているものとして以下の
３編の紹介があった。
　６．Guide to the Public/Private Partnership of 
Roadand Highway Projects
　７．Incorporating Japanese Pavement Design 
Practice for a Community Road in Mongolia
　８．Pavement Maintenance/Rehabilitation （TC-２）
　No.７はWebsite での掲示が決定されている。No.６
はハードコピーとして発刊を目指す動きもあるとの報
告内容であったが，REAAAの財政状況からNo.７と
同様にWebsite 掲示となる見込みである。No.８につ
いては，Sharp 技術委員長により前評議員会時点で報
告した５カ国７編のリポートの校閲・編集作業が進め
られ，本評議員会開催時までの進捗状況が報告された
（現時点では全て完了，著者に修正内容を照会・確認中）。
　⑵今後の技術委員会　　
　前評議員会で技術委員会の今後について以下の４点
が合意された。
　Action １：技術委員長より技術小委員会の各オー
ナー宛てに技術小委員会の解体と会員各国の代表者 /
連絡委員からなる技術委員会を再構築について通知す
ること。
　Action ２：技術委員長は再構築される技術委員会
のTOR（Terms of Reference，運営規約）を準備す

技術委員会・TC-２（舗装小委員会）活動報告
鳥 居 康 政＊

　＊　世紀東急工業㈱常任顧問，REAAA TC-２オーナー

本の５名が担当し透明性が確保された環境で片平賞が
選ばれる予定である。

さいごに

　2016 年秋（11 月１日～２日）に東京で第 104 回評議
員会開催が決定された。このため，第 104 回 REAAA
評議員会準備委員会を設置し，山川委員長および橋場
幹事長の下に，官民から多くの委員，幹事が集まり，
2015 年 10 月には委員会および幹事会を開催した。ま
た，多くの道路技術者に評議員会の開催に興味を持っ
ていただくため，ハイウェイテクノフェアとの同時開

催を計画し，YP 会議も併せて開催する予定であり，
日本を代表するYPの募集も準備委員会，幹事会を通し
て行っている。40歳未満の道路技術者によるREAAA
活動への参加を呼びかけたい。
　なお，2016 年３月には第 15回 REAAA道路会議の
論文のAbstract の提出が始まる予定であることから，
多くの道路技術者の論文提出をお願いしたい。前回，
第 14 回の REAAA道路会議では日本からの複数の論
文が片平賞に輝いたことは大変喜ばしいことである。
次回にも大いに期待したい。
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ること。
　Action ３：技術委員長は事務局および技術小委員
会オーナーと協力し，REAAA支部 / 会員各国に新
たなTORの下で活動する技術委員会委員の指名を依
頼すること。
　Action ４：技術委員長はYP（Young Professionals，
若手技術者）委員会委員長に参加を求めること。
　以上の決定を受け，2015 年 10 月初めに Sharp 委員
長より評議員，オーナーに加えて技術小委員会全委員
宛てに「今後の技術委員会」と題するメールが配信さ
れた。内容は技術委員会，技術小委員会の活動経緯と
評議員会の議論を紹介した本文と運用の事例を含んだ
TORが添付されたものであり，TORについての意見
照会と本評議員会を前にして，差し当たり再構築の技
術委員会委員の指名を依頼したものであった。
　Sharp 委員長自身報告文の中で発信のタイミングの
遅れを理由に挙げているが，メールに対する反応は少
なく，TOR 了承が２名，委員指名・受諾が２名との
ことであった（本会議直前にニュージーランドから登
録，現時点で３名）。いずれも固有名詞の記述があり，
前者は日本のTC-４（Asset Management）の七五三
野茂委員（㈱高速道路総合技術研究所）とマレーシア
の推薦評議員，後者は日本の橋場克司氏と若手技術者
委員会の代表者（オーストラリア）であった。
　報告文にはTORの概要が再録されており，今次評
議員会での新たな委員登録も期待されていたが，残念
ながら皆無であった。
　⑶REAAA会員各国の道路交通統計
　本件については事務局が会員各国の窓口から得た
2015 年９月時点の人口，国道延長，登録車両台数，
道路予算などとともに各国の道路管理者が一覧表で示
された。
　⑷REAAA/PIARCの連携
　ここでは前日（11月３日）に行われたREAAA TC-２，
PIARC TC4.2 および韓国の研究グループ共同で行わ
れたワークショップについて “very successful” で
あったと報告したが，今期のTC- ２のまとめと関連
させ別項で記述する。
　⑸その他
　前回と同様に第 15 回 REAAA道路会議に合わせ，
TC-２で今期調査の対象とした「リサイクリング」あ
るいは「舗装の維持修繕」をテーマにワークショップ

を開催する意思表示を行った。

TC-２舗装小委員会補足

　現在作業中の「舗装の維持修繕」に関する調査は，
韓国，シンガポール，台湾などリポート未提出国の委
員から一時希望的な反応もあったが，なかなか実現に
至っていない。台湾の委員からは文章にまとめる時間
が見出せず，Questionnaire 形式で空欄を埋めるとか選
択方式を採ってくれれば有難いという要望があり，現
在ワーキング・グループ（WG）で７カ国の報告一覧表
の作成とともに検討中である。既に手元にある５カ国
７事例に限定した場合，調査の背景，結果の概要を新
たに付すかどうか，付するとすればその作成をWGで
行うか Sharp 技術委員長に依頼するかを決めれば刊
行の目途が立つ段階になる。しかしながら，できるだ
け数多い会員各国の参加が望ましい “Compendium”
である。WGでの検討・成果を基に未提出６カ国の
TC-２委員宛てに最後のリマインダーを送るつもりで
ある。

REAAA TC-２ /PIARC TC 4. 2/Korean Research 
Group ジョイント・ワークショップ

　ワークショップ（WS）は 11 月３日 15：00～ 18：
30，PIARC TC4.2 のグループ・リーダーM. Wendel
氏（スウェーデン）をモデレーターとし，関連３団体
それぞれの代表者挨拶，Wendel 氏のWS開催の趣旨
説明および PIARC のリサイクリングに対する取り組
み事例の紹介，TC4.2 委員 J.Aurstad 氏によるスカン
ディナビア・北欧諸国の事例紹介，休憩を挟んで久保和
幸氏（TC-２委員，土木研究所）からREAAA TC-２の
調査結果とわが国で開発した劣化試験の紹介，J-H Im
氏（KCIT，韓国建設技術研究院）から自国の事例紹介
と続いた。全体で 3.5 時間を用意したWSの中味と参
加者の数など心配した事項は 100 名近い出席者の下，
活発な質疑が交わされ全て杞憂となった。また，この
WS用に神谷恵三氏（TC-２，TC4.2 双方の委員，㈱高
速道路総合技術研究所）他が準備し，PIARC に提出し
たペーパーの扱いが前記 REAAA技術委員会報告の
中で課題になっていたが，WS 終了後に，S-H Han 
PIARC TC4.2 委 員長と話した結果，REAAA の
Technical Report（TC-９）として扱う了承が得られ
た。これで今期のTC-２の２つの課題のまとめ方が
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はじめに

　今回のHORA会議は第 102 回 REAAA評議員会に
併せて開催されたもので，世界道路会議（PIARC）
との共催会議であったことから会員各国の主要メン
バーが参加しやすいことも考慮され，韓国チャプター
がイニシアティブを執って事務局と調整の上，開催さ
れたもの。前回，第 10 回 HORA会議は，2011 年 11
月にインドネシア・ジャカルタで第 93 回 REAAA評
議員会と併せて開催されており，その時のテーマは
“Road Safety” であった。この時は９カ国から 41 名
の代表者が参加した。今回のHORA会議のテーマは
“Public-Private Partnership” すなわち PPP であっ
た。参加国は 13 カ国，発表は８カ国，中でもフィリ
ピンからは公共道路省（DPWH）大臣の Singson 氏
が自ら発表した。

会議報告

　第 11 回 HORA会議は 2015 年 11 月４日の PM２：
00～ PM５：40 までの３時間 40 分，休憩なしの熱気
溢れた会議になった。REAAA会長のHermanto 氏か
らの開会挨拶，次にホスト国の韓国を代表してREAAA
の元会長（Past President）の Kyung-Soo Yoo氏が
挨拶に立った。その後，各国からの出席者の自己紹介
があり，日本からは４人（山川，鳥居，橋場，そして
黒田）のREAAA評議員，オブザーバーとして新YP
の前田氏が出席した。この会議の議長はマレーシア代
表のHaji Ismail 氏が務めた。

発表は：
　•インド National Highways Authority of India
（NHAI）の財務部長のNivedita Srivastava 女史による
“India：-Highway Sector Overview and Road Ahead”
　•インドネシア公共事業住宅省道路総局長の
Hediyanto 氏 による “Indonesia Road Management 
and Delivery Challenges and Strategies”
　•韓国Public and Private Infrastructure Investment 
Management Center（PIMAC）のKim氏による “Roads 
PPPs In Korea-Current Status and Challenges”
　•マレーシアMalaysian Highway Authority（LLM）
の総裁の Ismail 氏による “Public-Private Partnerships 
（PPP） of Road and Highway Projects”
　•パキスタンNational Highway Authority（NHA）
PPP部長のMehboob 氏による “Pakistan’s Significant 
PPP Achievements in the Road Sector”
　•フィリピンDepartment of Public Works & Highways
大臣の Singson 氏による “Investment Opportunities 
in the Philippines”
　•タイDepartment of Rural Roads（DORR）の技師
長のManeetes 氏による “Management of Low volume 
Road in Thailand”
　•iRAP（International Road Assessment Programme 
（iRAP）のCEOのMcinerney氏による “PPP and Impact 
Investment Models to deliver large scale road safety 
gains”
　の８つのプレゼンテーションがあった。このように
各国で取り組まれている PPP プロジェクトの最新情
報が盛り込まれ，大変興味深い先取的な取り組みが
次々と紹介された。これらの発表とその後の議論は
REAAAの Compendium として纏められることが決

　　＊　日本道路協会REAAA次期代表評議員
　＊＊　高速道路調査会REAAA代表評議員

第 11回道路機関長（HORA）会議報告
黒 田 孝 次＊＊橋 場 克 司＊ /

定まったことになる。ただし，既存のペーパーには提
出時より遅れて届いたマレーシアの情報が抜けてお
り，これを含めれば会員各国 11 カ国をカバーするこ
とになることから，いくぶんかの手直しをお願いした

いと思っている。
　なお，本ワークショップで発表あるいは質疑された
技術的中味は雑誌『舗装（2016 年１月号）』に別途紹
介される予定である。興味ある方は参照されたい。
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定された。印刷や発行の時期は第 15 回 REAAA道路
会議 2017 までに行うことも決められた。

あとがき

　このように第 11 回 HORA会議は成功裏に終了した
が，インド，フィリピンからの発表は非常に興味深い
もので多くの質問を集めた。これらの発表のスライド
は全てREAAA事務局に提供され，評議員全員にメー
ルで配送された。興味のある方は連絡いただき共有し
たい。

　REAAA第102回評議員会の前日の2015年11月３日，
第８回若手技術者（Young Professional Engineers，
以下「YP」）会議が開催された。YP会議は，将来の
REAAAを担うメンバーを育成することと，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
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回行われる評議員会と同時に開催されてい
る。筆者は，第６回シドニー，第７回クアラルンプー
ル会議に続き３回目の参加となった。
　今回は，インドネシア，日本，韓国，マレーシア，
フィリピン，台湾から計 15 名の参加があった。日本
からは筆者を含めて３名が出席したほか，ホスト国の
韓国からは４名の参加があり，盛況な会議となった。
　会議では，まず各国のYPの活動の報告がなされ，
続いて，各国がYP会議に期待することや，YP 会議
をさらに盛り上げていくための方策が議論された。次
に，テクニカルプレゼンテーションがあり，台湾から
はAET（All Electronic Tolling）導入による料金所
撤去の取り組みが紹介され，韓国からはトンネル覆工
背面の空洞調査とその補修方法について紹介された。
　次回はドバイ，さらにその次の 2016 年 11 月には日
本で評議委員会とYP会議が開催されることが決まっ
ている。今回，新しく日本代表のYP２名が加わった

が，来年日本で開催されるYP会議のホスト国を務め
るにあたり，さらなるメンバーの増強が必要と考えら
れる。YP会議は，国際交流や人的ネットワークの形
成だけでなく，国際会議で発表する経験を積む場とし
ても最適なことから，若手技術者の積極的な参加を促
したい。

　＊　中日本高速道路㈱名古屋支社保全・サービス事業部

REAAA 第８回若手技術者会議出席報告
池 端 信 哉＊

YP会議参加者　前列右から３人目が筆者
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　2015 年 11 月５日に，世界道路会議が開催されてい
る同じ会場（韓国・ソウル）で地域組織会合（Meeting 
of Regional Organization）が開催された。本会合は
PIARC の提案により初めて開かれるもので，世界の
各地域で組織されている道路関係国際団体の代表者が
出席した。
　筆者は，REAAA評議員としてREAAA会長・事務
局長とともに出席した。以下に会合の内容を報告する。

１．PIARC事務局長挨拶

　PIARC 事務局長 Jean-François Corté 氏（フラン
ス）より，本会合の目的として次の３点が述べられ
た。
　•各組織についてお互いが把握し，相互協力を図る
こと。
　•ビジネスの領域に協力を広め，ビジネス上の利点
を作り出すこと。
　•各組織のより緊密な関係を作ること。

２．PIARC会長挨拶

　出席者の自己紹介の後，PIARC会長Oscar de Buen 
Richkarday 氏（メキシコ）より歓迎の挨拶があった。
その中で，事務局長から示された３点に加え，異なる
地域においてどのような課題があるかを知り，それら
へ協働して対応できる対話がしたいこと，また今回の
会合により各組織が直接コンタクトできるようになる
点が第一の成果であること，が述べられた。

３．各組織の紹介

　以下の６団体から現在の活動状況について紹介が
あった。
　• Intergovernmental Council of Roads：旧ソ連に
属していた 12 カ国で組織された団体。ロシア語が共
通語。

　• South East Europe Transport Observatory：東
欧諸国で組織された団体で，旧東側に属する国々。鉄
道政策も含む。
　•Conferenceof European Road Directors of 
Roads：EU加盟国を中心とした 29 カ国で構成。
　•Association of Southern African National Road 
Agencies：アフリカ南部の 13 カ国で組織されてお
り，英語が共通語。
　•Council of Road Directors of Iberia and 
Iberoamerica：イベリア半島とラテンアメリカの国々
で構成。スペイン語が主言語。
　•Road Engineering Association of Asia and 
Australasia （REAAA）：アジア・太平洋地域の 36 カ
国が参加。
　REAAA以外，各団体を構成する国々はすべて地
続きであり，どの地域においても道路網計画・技術基
準等の検討や技術者セミナー等が実施されている。

４．今後の活動

　PIARC は 2016 年１月から 2019 年末までの新たな
活動期間に入り，次回の世界道路会議は 2019 年にア
ブダビで予定されている。PIARC 会長から，次回会
議において 17 の技術委員会を各団体とのジョイント
ミーティングとし，道路行政組織間の緊密な連携を構
築したい旨，話があった。
　今回は初めての会合ということで各組織の紹介が主
であったが，次回は特定のテーマについて議論するこ
ととなった。今後数カ月のうちに各団体間で連絡を取
り合い，テーマとなるトピックスを決めることとな
る。次回会合は，PIARCの総会とあわせて 2016 年９
月にケープタウンで開催予定である。

　＊　大日本コンサルタント㈱ 専務執行役員

地域組織会合報告
橋 場 克 司＊


