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2014 年 2 月 4-7 日に欧州アンドラ公国・アンドラ・ラ・ベリャ市において、世界道路協会（PIARC）主催

の第 14回国際冬期道路会議（アンドラ大会）が開催されます。大会では論文発表や展示会が開催され、論

文発表には日本からも多くの論文執筆者が参加し、また展示会では日本展示ブースも設置致します。世界

の道路行政担当者をはじめ、冬期道路維持管理にかかわる企業が出展する文字通り、世界最大の冬期道路

管理見本市である展示会には、来場者 1500人が見込まれています。 

 

 

＜大会日時・場所・テーマ＞ 
 
2014年 2月 4日（火）～7日（金） 

アンドラ公国 アンドラ・ラ・ベリャ市 
 
大会テーマ： 
 
 Winter Roads in times of crisis 

＜会議トピックス＞ 
 
1）Winter Service and climate change  

冬期サービスと気候変動 
  

2）Costs and benefits of winter service in a constraint 
budgetary context 

予算縮減下における冬期サービスの費用便益 
  

3）Extreme events in winter time 
冬期の異常気象時対応 
  

4）Winter service management 
冬期サービスのマネジメント 
  

5）Operational approaches, equipment and products for 
winter conditions  

雪寒対策の実務、関連設備/装置 
 

6）The road user in winter conditions 
   冬期の道路利用者 

  
7）Road tunnels in winter conditions 

冬期の道路トンネル 
  

8）Road bridges in winter conditions 
冬期の道路橋 

 

＜大会参加登録方法＞ 

大会ホームページよりご登録ください☟ 

http://www.aipcrandorra2014.org/index.php?lang

=en# 

＜問合せ先＞ 
 
・日本道路協会 国際担当：安藤 

E-mail: ando＠road.or.jp (日本語) 
 

・PIARC事務局 

ウェブサイト：www.piarc.org  

E-mail：andorra2014@piarc.org (英語,仏語) 

E-mail：tomonobu.tanino@piarc.org（日本語） 

＜参加登録料＞ 

通貨：ユーロ 

 

 
   

一般登録料 

区分 PIARC 会員 PIARC 非会員 
大会全日程参加 900 1000 
1日大会パス 300 

大会全日程参加（同伴者） 350 
1日大会パス（同伴者） 300 

ガラディナーのみ 150 

 

http://www.aipcrandorra2014.org/index.php?lang=en
http://www.aipcrandorra2014.org/index.php?lang=en
http://www.piarc.org/
mailto:andorra2014@piarc.org


 

＜大会スケジュール＞ 
 
日程 ： ２０１４年２月４日（火）～７日（金） 

場所 ： アンドラ・ラ・ベリャ コングレスセンター 他 

 
※大会専用ウェブサイト www.aipcrandorra2014.orgに原文(英語)があります。 

 

日程   大会 展示 

2/3 

（月） 

午前   到着→移動※バルセロナ空港から無料シャトルバスあり 
  

午後 15:00 - 21:00 大会登録 

2/4 

（火） 

午前 

8:00 - 大会登録 

  10:00 - 11:30 オープニングセッション 

11:30 - 12:30 開会式 

午後 

12:30 - 14:30 昼食 

13:00 - 19:00 

展示 

14:30 - 16:30 プレナリーセッション（大臣セッション） 

16:30 - 17:30  休憩 

17:30 - 19:00 テクニカルセッション（論文発表） 

19:30 - ウェルカム カクテルレセプション 

2/5 

（水） 

午前 

8:30 - 10:30 テクニカルセッション（論文発表） 

9:00 - 19:00 

展示 

10:30 - 11:30 休憩 

11:30 - 13:00 テクニカルセッション（論文発表） 

13:00 - 

昼食 

（※13:00 にアイスサーキット会場までのシャトルバス出発⇒ 

  13:30～昼食＠アイスサーキット会場） 

午後 14:30 - 16:30  
重機展示／ 

国際除雪選手権（於 アイスサーキット） 

2/6 

（木） 

午前 

8:30 - 10:00 テクニカルセッション（論文発表） 

9:00 - 19:00 

展示 

（一般公開） 

10:00 - 11:00 休憩 

11:00 - 12:30 テクニカルセッション（論文発表） 

午後 

12:30 - 14:30 昼食 

14:30 - 16:00 テクニカルセッション（論文発表） 

16:00 - 17:00 休憩 

17:00 - 18:30 テクニカルセッション（論文発表） 

夜 20:30 -  ガラディナー   

2/7 

（金） 

午前 

8:30 - 10:00 テクニカルセッション（論文発表） 9:00 - 12:00 

展示 

（一般公開） 

10:00 - 11:00 休憩 

11:00 - 12:30 クロージングセッション 

12:30 - 13:00 閉会式 
  

午後   出発※バルセロナ空港へ無料シャトルバスあり 

 
 

http://www.aipcrandorra2014.org/


 

■無料シャトルバスの運行について 

PIARC アンドラ大会事務局により、バルセロナ空港⇔アンドラ・コングレスセンター間において、

無料シャトルバスが運行されます。運行日程は下記のとおりです。 

※バスの所要時間は片道２時間半～３時間です。 

 

【２月３日（月）】 

バルセロナ空港（ターミナル１・２） 発  ⇒  アンドラ・コングレスセンター 着 

◆９時～２３時の間につき、１時間毎に運行 

 

【２月７日（金）】 

アンドラ・コングレスセンター 発  ⇒  バルセロナ空港（ターミナル１・２） 着 

◆１１時発・１２時発・１３時～１９時の間につき、３０分毎に運行 


