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はじめに

　山川（日本道路協会代表評議員），橋場（日本道路
協会代表次期評議員），鳥居（推薦評議員）と黒田
（高速道路調査会代表評議員）の４名が東京有明（ホ
テルサンルート有明）において 2016 年 10 月 31 日，
11月１日の両日にわたって開催された第104回REAAA
評議員会に参加した。今回の REAAA評議員会は，
同日に有明の東京ビッグサイトで開催されていた「ハ
イウェイテクノフェア 2016」（高速道路調査会主催）
に合わせて開催されたものであり，日本道路協会と高
速道路調査会の協働により当評議員会が実現した。東
京で REAAA評議員会が開催されるのは，2008 年に
開催された第 85 回評議員会以来で８年ぶりの開催と
なった。今回は評議員会，YP（若手技術者）会議の
他，第３回 REAAAビジネスフォーラム（11 月１日
午後開催）も開催された。ここでは第 104 回評議員会
（黒田），技術委員会（鳥居推薦評議員，TC ２オー
ナー），YP 会議（前田 YP）の３つについて報告す
る。ビジネス・フォーラムについては雑誌『道路』１
月号に橋場氏が報告した。

１ ．第 104 回評議員会（10月31日午後，11月１日
午前開催）の概要報告

　⑴会長挨拶および評議員会の成立
　評議員会の２週間前にタイ国プミポン国王がご崩御
されたことを受けて，タイの REAAA会員とタイ国
民に対して弔意の言葉と，この最大の困難をできるだ
け早期に乗り越えていくことを期待していることが伝
えられた。また今回の評議員会は 2017 年３月に計画
されている REAAA大会（Conference）への準備と
して特に大切な項目が議論され，大会の成功へ導く重
要な会議であることが強調された。

　⑵議事録確認
　次いで第 103 回の会議録確認が行われた。この
REAAA第 103回評議員会は 2016 年３月15日にUAE
のドバイで IRF の協賛をえて開催された評議員会で
あった。これに続く，第 104 回評議員会を東京で開催
すること，2017 年３月 22～ 24 日に REAAA総会（第
105回，第106回評議員会，第12回HORA会議，第13
回 YP 会議，第４回ビジネス・フォーラム，ワーク
ショップ，特別セッションなどを含む）をインドネシ
アのバリで開催することを公式に決定したことが含ま
れていた。第 103 回評議員会議（2016 年３月 15 日開
催，UAE，ドバイ）の議事録は異議なく承認された。

報　告

第 104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 104 回評議員会が開催され，その全体概要，技術委員会からの報告，
そして併せて開催された第 10 回若手技術者会議の内容について出席者
から報告します。

黒 田 孝 次

　＊　REAAA評議員

＊
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　⑶財務報告
　今回の財務報告は 2016 年１月～９月末日までの９カ
月間を対象に纏められたものと，2017 年の予算計画
の両方が示されたものであるが，REAAAの財務会計
の基本的な問題，そしてその改善方策が議論された。
　昨年度から幽霊会員（会費未納の会員）解消の努力
を続けてきた。フィリピンチャプターでは，３年以上
の未払い会員が退会したことによる会費の減収を防ぐ
ため新しく 73 会員（３法人会員，４普通会員，66 生
涯会員）が入会した。日本も同様の処置をしたにも関
わらず，収入関連の数字が改善しないのは未納会費の
回収がマレーシア，インドネシアなど多くの会員を持
つ国で進んでいないことである。他方，財務諸表が明
確でないのは，前回の評議員会までの REAAAの財
務諸表の内，収入（Income）で表される数字は会員
からの会費収入見込み（幽霊会員を含む）で示されて
おり，実際に振り込まれた現金額ではなかった。
　これに対して，今回提出された 2017 年予算計画で
は収入（Income）は実際の会費収入（2013～ 2016
の間に振り込まれた会費から算出）と，その他の広告
収入やオフイススペース貸出収入を示している。幽霊
会員の債務は除外した数字となっているため，昨年の
収入RM234,100 から 10％ダウンの RM211,100 となっ
ている。このことは財務計画の見直しの一歩であるこ
とは認められる。
　しかし，ここで問題視されたのが，2017 年の収入計
画と支出計画とのバランスである。2017 年の収入計画
は RM 211,100 であることに対して，支出計画は RM 
312,153となっている。実に，RM 100,000 以上の赤字が
見込まれている。日本円で 300 万円以上の赤字となる。
　この財務報告をしたマレーシアのガネンドラ推薦評
議員は報告の中で，このように当初から赤字となる財
務計画を立てるのではなく，バランスの取れた財務計

画とするべきとの意見を出した。われわれの努力によ
り成果が表れる広告収入などの収入を増加するべきで
ある，との意見であった。この意見に対して，評議員
はこの財務上の問題について国に持ち帰って改善策を
検討することに同意した。

　⑷事務総長レポート
　前回の３月のドバイでの評議員会の議論を受けて事
務局として数点の事務を進めてきた。まずは，各国の
チャプター，道路協会に滞納されている会費の回収を
依頼した。次に，2016 年ニュースレターの記事の提
出依頼，次期の評議員はじめ役員のノミネーションの
依頼，名誉会員のノミネーションの依頼，そして前回
の評議員会で決定されたフェローシップ・プログラ
ム，インターンシップ・プログラムの事務手続きの進
捗に努めてきたことが報告された。
　次に，第 15 回 REAAA総会について，インドネシ
アのバリで 2017 年３月 21 日～ 24 日に開催され，次
の行事が計画されていることが報告された。
　ⅰ．第 105 回評議員会
　ⅱ． YP（ヤング・プロフェッショナル・エンジニ

ア）会議
　ⅲ．第 15 回 REAAA総会
　ⅳ．第 106 回評議員会
　ⅴ．REAAAビジネス・フォーラム
さらに，表彰式が執り行われるのは
　•名誉会員
　•片平賞
　•REAAA三野ベストプロジェクト賞（新設）

　⑸指名委員会報告
　指名委員会から次回の第 15 回 REAAA Conference 
2017 に向けて，REAAA会長，事務局長，財務局長，
そして評議員の任命について情報提供があった。現時
点での申し出のあった候補者は：
　•会長　Romeo S. Momo 氏　　フィリピン
　• Immediate Past President
　　Achmad Hermanto Dardak 氏　インドネシア
　•  Past President Judin Abdul Karim 氏
 　マレーシア
　•事務総長　ZulakmalHj. Sufian 氏　マレーシア
　•財政長　Lydwina Marchiela Wardhani 女史
 インドネシア
　そして，21 名の評議員（日本は橋場，黒田の２名）評議員会メンバー
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が候補に挙げられている。
　次に REAAA 名誉会員について，13 名の推薦が
あった（オーストラリア３，インドネシア２，韓国
２，マレーシア２，ニュージーランド２，フィリピン
１，そして台湾１）。

　⑹CEO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（Head Of Road Authority）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に
ついてはドバイの評議員会で決定されたように，直近
のニュースレターはインドネシア道路協会が中心に
なってその発行を進めることになり，インドネシアの
会社からの広告の申し出，フィリピンの会社からの広
告の申し出を受けることができたことにより，７月に
ニューレターを発行することができた。
　２点目のHORAであるが，第 102 回評議員会と同
時に開催されたHORA会議は成功裏に終えたことか
ら，来年の３月に開催される第 15 回総会に合わせて
HORA会議を開催し，成功させることがCEOの役割
と信じている。HORA会議のテーマは都市間道路と
地域開発のための資金について，とした。この
HORA会議を成功させるため，開発途上国からの会
議出席のための資金援助を先進国にお願いしたいと要
請している。
　この CEOのレポートに関連して，現会長を支援す
るためにインドネシアの経費負担でインドネシアから
CEOが派遣されているが，次期のフィリピンのモモ
会長を支える CEOを，フィリピンの経費負担で出す
用意があるかとの質問が出された。フィリピンは持ち
帰って検討するとした。

　⑺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 104 回評議員会を欠席した
ため，鳥居氏が技術委員会からの報告を行った。

　⑻会員管理
　REAAAの 2016 年９月末の会員数は 1,459 名であ
る。３月１日の 1,427 名から 43 名が新加入し，11 名が
退会した結果である。43 名の内訳は法人会員が３，
生涯会員 10，普通会員が 25，準会員が５である。こ
の法人会員は日本の IHI が新加入したことも含まれる。

　⑼その他　
　• REAAA第 15 回総会，第 105 回，106 回評議員
会，HORA会議，ビジネス・フォーラムの開催，イ
ンドネシア国内準備委員会から，上記の会議について
案内（Second Announcement 2016 年 11 月１日時
点）が出された。この大会についてはREAAAのウェ
ブサイトを参照されたい。大会は 2017 年３月 21 日の
YP会議，舗装マネージメントシステムワークショッ
プ，22 日のオープニングセレモニー，第 105 回評議員
会，23 日の６つのテクニカル・セッション，REAAA
第 15 回総会，第 106 回評議員会，第４回ビジネス・
フォーラム，閉会式およびガラ・ディナー，そして最
終日の 24 日にはテクニカル・ビジットが計画されて
いる。
　また，提出された論文概要（Abstracts）の 125 本
のうち，審査の後 95 本の論文概要に本論文提出が許
された。
　•第 107 回評議員会の開催
　フィリピンより，第 107回評議員会をフィリピン・首
都マニラにおいて開催を計画する旨の紹介があった。
　•片平基金委員会報告
　片平基金の総額は GBP（英国ポンド）36,771 余り
である。現時点の為替では 534 万円になる。英国の
EU離脱が為替に影響を与えたため，他の通貨に換算
すると約20％価値を落としていることに注意が必要。
この基金から 2017 年の片平賞の約 3,000 ドル（35 万
円）が授与される予定である。今回も片平グループ
（片平エンジニアリング，片平インターナショナル）
よりこの相当額（USD 3,000）の寄付を受けられるこ
とになったことは大変喜ばしい。
　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技術委員会が担
当し，スクリーニングを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
には審査委員長（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，そして日本
の５名が担当して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。
　•REAAA Mino Best Project Award　（三野ベス
トプロジェクト賞）報告
　三野ベストプロジェクト賞の受賞の選考結果につい
て，審査委員長の橋場氏より報告があり，評議員会に
より承認された。以下のカテゴリー別に各２件，合計
４件のプロジェクトの受賞が決定した。
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　カテゴリーⅠ　High Volume Road
　①NhatTan Bridge ニャッタン橋プロジェクト
 （ベトナム）
　②Central Spine Road Package ３（マレーシア）
　カテゴリーⅡ　Community Road
　①Multi-Purpose Community Road in Mongolia 
 （モンゴル）
　②Remote Area Mining & Community Road
 （オーストラリア）

さいごに

　今回の第 104 回評議員会が，実に８年振りに東京で
開催されることが３月のドバイでの評議員会で決定さ
れ，直ちに日本道路協会内に第 104 回 REAAA評議
員会準備委員会が設置され，山川委員長以下，官民か
ら多くの委員，橋場幹事長の下にも官民から多くの幹
事が集結して入念に準備を行ってきた。また今回の評

議員会，ビジネス・フォーラムに対して，できるだけ
多くの道路技術者に興味を持っていただくため，高速
道路調査会主催の「ハイウェイテクノフェア 2016」
との同時開催とした。YP会議にも，日本の高速道路
会社から６名が正式なYPとして参加し活発な会議と
なった。評議員会の円滑な運営には，参加評議員から
お褒めの言葉を多くいただいたほか，ビジネス・
フォーラムにも多くの参加者が集まり，熱の入った新
技術紹介となり，海外からの参加者に大いに刺激を与
えた。
　このように，この上ないほどの成功裏に第 104 回評
議員会，YP 会議，ビジネス・フォーラムを終えるこ
とができたことは大変喜ばしい。国交省道路局，日本
道路協会，高速道路調査会を初めとして，業界団体，
高速道路会社のご協賛，ご支援があって初めてこのよ
うな成果を挙げることができた。深謝を表したい。関
係者の皆さま本当にお疲れさまでした。

　第 104 回 REAAA評議員会では欠席したK. Sharp
技術委員長に代わり鳥居が委員会活動報告を，そのう
ち技術小委員会TC-２（舗装）部分を中村が行った。

１．技術委員会報告

　⑴再構築技術委員会

　今回 Sharp 委員長が準備した報文は非常に簡潔で
あり，ここ２，３回の評議員会に問いかけていた再構
築技術委員会については，全会員各国からの委員参加
でなくても技術委員会を存続させるかどうかを評議員
会に投げかけた内容であった。８技術小委員会を解体
することに加え，新たな技術委員会を出発させるには
先ず 11 会員各国すべてから委員指名があることが重
要であるとの従前のスタンスをいくぶん緩めたことに
なる。この報文が事務局に送られた 10 月半ばの時点

REAAA技術委員会・技術小委員会TC-２（舗装）活動報告
鳥　 居　 康　 政＊/ 中　 村　 俊　 行＊＊

　　＊　世紀東急工業㈱常任顧問，REAAA TC-２オーナー
　＊＊　REAAA TC-２委員長

ハイウェイテクノフェア（説明を受けるREAAA会長（右端）） ハイウェイテクノフェア（中央がマレーシア道路総局長）
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ではブルネイ，シンガポール，台湾およびタイからの
指名がなかったが，評議員会開催直前までの２週間の
間にミラクルが起こり，報告当日は 11 会員各国から
の指名委員プラス若手技術者の会代表委員，アドヴァ
イザーとしての鳥居を含め 13 名をお披露目すること
ができた。
　なお，本報告の中で第 15 回 REAAA総会・道路会
議開催時に予定されている「地域開発を支援する都市
間道路とその資金調達」をテーマとした第 12回道路機
関長（Heads of Road Authorities, HORA）会議で求
めているペーパーをまとめて “Compendium” とする
ことを鳥居から提案した。また，後の議論でインドネ
シアのTri Tjahjono Sardjoeno 評議員からは，道路会
議発表論文の中から選ばれる片平賞受賞論文を収録し
た機関誌 “Journal” の発刊も提案された。再構築技
術委員会のさし当たっての業務が揃ったことになる。

　⑵会員各国道路交通統計
　この統計は年２回開催の評議員会のたびに更新され
ているが，今回は 2016 年 10 月現在の人口，国道延
長，登録自動車台数，関連予算，管理機関等が示され
た。当日になってタイから修正資料が提出されたりし
たが，議事録には更新された数値が残るはずである。

　⑶ FEHRL　スキャンニング・ツアー
　通常，REAAAとWRA/PIARC との共同作業が報
告される枠であるが，今回はオーストラリアARRB
（Australian Road Research Board）グループの職員で
あり，PIARC TC E1（Adaptation Strategies / Resilience）
の委員でもあるC. Evans 女史が中心となって進めてい
る韓国・日本を訪問先としたFEHRL（Forum for European 
National Research Laboratories） の “Infrastructure 
Resilience” 調査団に対する協力が紹介された。11 月
下旬に来日し，国総研，土研，NEXCO総研，東京湾
横断道路などが訪問先となっている。

２．TC-２舗装技術小委員会

　１期（2010～ 2013 年）の活動を振り返った後に今
期の課題と成果の公表予定について下記のとおり報告
した。
　⑴舗装の維持修繕
　本件については先に報告したとおり（本誌 2016 年
６月号），国内のワーキング・グループで６カ国（オー
ストラリア，インドネシア，日本，韓国，マレーシア

およびニュージーランド）８編（日本から３編，うち
１編は京都モデルのベトナム国道網への試行事例）の
リポートと３カ国（フィリピン，シンガポールおよび
台湾）の質問回答票をとりまとめ，Sharp 技術委員長
に “REAAA Technical Report TC-８/Compendium 
on Pavement Maintenance and Rehabilitation　
Practices” ドラフトとして送付した。このドラフト
では提出された８編のリポートは本編の付属として掲
載するものとなっている。他方，Sharp 委員長は８編
のリポートのうち執筆者との内容確認を終えた７編で
構成される文字通りの “Compendium” の編集作業を
済ませたドラフトを作成しており，ワーキング・グ
ループでまとめた本文相当分を “Text” として取り
込む案となっている。現在，Sharp 氏との間で 2016
年末を目途に両ドラフトの一体化に向けた協議と検討
を行っている。なお，上記８編のリポートのうち韓国
分は２，３の内容確認に対する執筆者の回答が得られ
ず，評議員会での報告後に韓国の評議員に協力を依頼
したところである。

　⑵リサイクリング
　本件は珍しく REAAA 11 会員各国すべての参加が
得られたテーマであり，“REAAA Technical Report 
TC-９/ Compendium on Recycling of Pavement 
Materials” の発刊に向けた作業を継続中である。先
行するTC-８の進捗状況を見ながら，コアとなるペー
パーがまとめ，Sharp 氏の校閲・編集と進めるつもり
でいる。

　⑶PMSワークショップ
　前期に実施した「舗装の耐久性」に関するワーク
ショップ（2013 年３月，クアラルンプール）と同様
に，今期も 2017 年３月開催の第 15 回 REAAA道路
会議中に「舗装のマネージメント，PMS」を主題と
したワークショップを開くことにしている。インドネ
シア組織委員会の理解と支援もあり，現時点でほぼ
ファイナル・プログラムが準備できた。進行役はホス
ト国インドネシアが大学教授を指名してくれ，事例発
表者はオーストラリア，インドネシア，日本，マレー
シアおよびニュージーランドの５名である。

３．今後の技術委員会・技術小委員会雑感

　WRA/PIARC の技術委員会に倣い設置した８つの
REAAA技術小委員会は２期ほぼ８年間で幕を閉じ
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ることになる。2017 年３月以降は再構築された技術
委員会と必要の都度，あるいはテーマに合わせてワー
キング・グループあるいはタスク・フォースを技術員
会の下に設置し REAAAの技術関連業務に取組むこ
とになる。幸い，今次の評議員会で会員各国すべてか
ら委員の指名があり，従来「委員会」という名称を持
ちながら Sharp 氏個人のヴォランティアシップに委
ねられていた活動が組織的に進められるかたちが整っ
た。新委員の半数は評議員であり，普段のコミュニ

ケーションも容易となろう。ただし，評議員自身が具
体的なテーマに沿った活動に参加することは物理的に
も専門分野の面からも無理なこととできるだけ多くの
会員国が興味を持つテーマの選定が重要であることは
技術小委員会の運営経験から明らかとなった。した
がって，共通する課題とそれぞれの国で当該作業に貢
献できる適任者の選定こそが再構築技術委員会および
委員の大事な役割かと思われる。

はじめに

　REAAA 第 104 回評議員会にあわせて，第 10 回若
手技術者（Young Professional Engineers：以下，「YP」）
会議が 2016 年 10 月 31 日，東京で開催された。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，前々回の
韓国，ソウルでの会議に続き２回目の参加となった。

第 10回 YP 会議の概要

　今回は，日本，インドネシア，フィリピン，韓国，
マレーシア，台湾から計 16 名の参加があった。日本
からは，国内の高速道路会社６社から１名ずつYPが

選出され，６名が参加した（写真―１）。
　会議ではまず各国YP の活動報告がなされた。次
に，今後のYP会議の取組みについて議論された。そ
の中で，YP 会議とは別に各国が発表する場を設ける
という提案がなされた。発表方法等，意見を出し合っ
た結果，来年３月にバリで開催される会議では，YP
会議とは別にセッションを設け，各国が共通のテーマ
に沿って発表を行うこととなった。
　テクニカルプレゼンテーションは日本が担当し，阪
神高速道路㈱，西日本高速道路㈱，本州四国連絡高速
道路㈱より，各社における維持管理の取組み事例が発
表された。
　YP会議後に開催された，テクニカルツアーでは中
日本高速道路㈱のコミュニケーションプラザ川崎，首
都高速道路㈱のレインボーブリッジを見学した。合わ
せて 20 名以上の参加者が集まり，盛況な見学会と
なった。参加者から現地で多くの質問をいただき，日
本の高速道路事業について関心をもっていただけた。
　今回，日本からは６名のYPが参加したが，日本で
は以前より若手技術者の参加者を増やしていくことを
目標としていたため，今後も継続してさらに会員層を
厚くしていくことが重要だと考える。
　またYPメンバー所属は，政府機関，道路会社，大
学教員，民間コンサルタントとさまざまである。この
ようにバックグラウンドが異なるメンバーが１つの場
所に集まり，交流する機会は貴重だと思うので，参加
メンバーと積極的に交流し，情報を収集することが大
事だと感じた。

REAAA 第 10 回若手技術者会議出席報告
前 田 啓 太＊

　＊　中日本高速道路㈱八王子支社 大月保全・サービスセンター

YP会議参加者


