
   PIARC 賞 2015 
世界道路会議（ソウル大会）論文募集 

 

  
世界道路協会（PIARC）では、2015 年 11 月に開催される第 25 回世界道路会議（ソウル大会）の論文を募集し

ます。採択論文の著者にはポスター発表の機会が提供され、大会論文集に掲載されます。さらに、優秀な論文に

は技術セッションにおける口頭発表の機会が与えられます。また、特に優れた論文には「PIARC 賞 2015」が授

与されます。前回の 2011 年メキシコ大会では、日本の論文１編が受賞の栄誉に輝きました。 
 

大会日時：2015 年 11 月 2 日(月) - 6 日(金) 
開催場所：大韓民国 ソウル COEX Convention Center 

大会テーマ：『Roads and Mobility – Creating New Value from Transport』 
 

≪PIARC 賞 2015≫ 
会議に応募された論文の中から、特に優れた論文に対して PIARC 賞が授与されます。受賞した論文執筆チー

ムのうち、１名に対して大会への旅費・滞在費が支給され、更に大会登録料が免除されます。PIARC 賞の受賞

部門は、以下の 8 部門です。 
① Young professionals（論文執筆者、または執筆チームメンバーすべてが 30 歳以下であること） 
② Developing countries (世界銀行の 2014 年度分類による低所得経済国からの論文を対象とする) 
③ Best innovation（モーリス・ミルヌ賞） 

④ Safety of road users and road workers  
⑤ Sustainable development  
⑥ Road design and road construction 
⑦ Road maintenance and operation 
⑧ Roads and intermodality 

 

≪応募要領≫ 
 独自の内容で公表可能であり、過去に発表してい

ないこと。 
 政治的、営利目的あるいは広告宣伝に関する内容

は除外すること。 
 ブランド名は表示しないこと。 
 論文概要（アブストラクト）は 400 字以内。 
 英語または仏語（両言語使用が望ましい） 
 下記大会ウェブサイトより提出すること。 

http://piarcseoul2015.org/eng/ 
 

 論文募集案内オリジナル（英語）はこちら 
 

 

≪スケジュール≫ 
2014 年 9 月 30 日 論文概要 提出締め切り 
2014 年 11 月 15 日  論文概要 採択通知 
2015 年 2 月 28 日  本論文 提出締め切り 
2015 年 5 月 15 日 執筆者に論文受理の通知 
2015 年 11 月 2-6 日 ソウル大会 

 
≪問合せ先≫ 
・PIARC ソウル大会事務局  
ウェブサイト：http://piarcseoul2015.org 
E-mail：seoul@piarc.org (英語) 
・日本道路協会 
ウェブサイト：http://road.or.jp 
担当：安藤 E-mail; ando@road.or.jp 
・PIARC パリ事務局 
ウェブサイト：http://www.piarc.org 
 

http://piarcseoul2015.org/eng/
http://www.road.or.jp/news/pdf/Callforpapers-Seoul2015.pdf


 

≪論文募集≫ 

 世界道路会議（ソウル大会）では、以下の 36のトピックスに関して論文を募集します。 

こちらの内容から外れる論文は審査されません。 
各トピックスの詳細についてはこちらをご確認ください☛PIARC 韓国大会論文募集案内オリジナル（英語） 

 

1) Evolution of road and transport administration 
2) Accountability 
3) Fighting corruption 
4) Road financing and funding 
5) Circular economy  
6) Climate change mitigation and adaptation – The role of transport authorities 
7) Environmental commitments  
8) Ex ante appraisal of transport projects 
9) Ex post evaluations of infrastructure projects 
10) Risk management 
11) Low cost solutions for road networks monitoring 
12) ITS Architectures oriented to services for road networks operations and improvement of mobility  
13) Information to users and system efficiency for maximized acceptability  
14) Motorcyclists in urban areas  
15) How to better enforce the dedicated lanes use? 
16) Commuting from home to work in large cities 
17) Evolution of heavy commercial vehicle design and regulation 
18) Challenges of urban freight  
19) Infrastructure assessment and monitoring against heavy traffic roads 
20) Winter service strategies and climate change  
21) Multimodality and climatic adversity in winter   
22) Advanced technologies and management of winter crisis 
23) Rural roads 
24) Road safety investments and planning  
25) Transportation safety and lane use  
26) Safety of vulnerable road users 
27) Systemic safety approach to combat driver distraction and fatigue  
28) Sustainable road tunnels operations 
29) Safety measures for people with reduced mobility in road tunnels 
30) Road tunnels in multi-modal systems 
31) Management of road assets 
32) Road pavements 
33) Road bridges 
34) Optimal use of local materials 
35) Slope and foundation drainage and storm water management  
36) Maintenance techniques for unpaved roads in developing countries 
 

 
 
 

http://www.road.or.jp/news/pdf/Callforpapers-Seoul2015.pdf

