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2009年１月10日 (土) から15日 (木) に亘り､ 米国

ワシントンD.C.にて開催された ｢第88回TRB年次総会｣

に際し､ 口頭発表並びに委員会へ参加する機会を得ま

した｡ ここに､ 本総会への出席報告をします｡ なお､

TRB (Transportation Research Board：米国交通運輸研

究会議) とは､ 米国議会の諮問機関であるNational

Academy of Scienceの一組織であり､ 1920年にその前

身が創設された交通と運輸に関わる研究を推進する団

体です｡ 以来､ 毎年ワシントンD.C.にて年次総会が開

催されています｡ ｢第88回TRB年次総会｣ は､ ワシン

トンD.C.のホテル３会場 (Marriott Wardman Park

Hotel ､ Omni Shoreham Hotel ､ Hilton Washington

Hotel) において､ セッション数：約600､ 発表論文数：

3,000以上により行われました｡ 米国をはじめとし､

世界各国の政府・民間・学術研究機関から､ 多くの行

政官､ 技術者､ 研究者等が参加しました｡ 上述のセッ

ションを統括する委員会グループは､ 道路政策と組織､

計画と環境､ 設計と建設､ 運用と維持管理､ 法律､ 交

通システム運用､ 公共交通､ 鉄道､ 物流､ 航空､ 海洋

の11から構成されています｡ 本年次総会のスポットラ

イトテーマは､｢Transportation, Energy, and Climate

Change｣ (輸送､ エネルギー､ 気候変動) です｡���������������������������������
12日 (月) 午後３時45分～５時30分に､ ｢Surface

Transportation Weather Committee ｣ の主催による

｢Impacts of Major Weather Events, Part 2 : Safety,

Drivers, and Highway Operations (主な気象による影

響 - 安全､ ドライバー､ 道路運用)｣ の口頭発表が行

われました｡ 当所からは雪氷チームの松澤上席研究員

が ｢How Drivers Perceive Visibility in Blowing Snow:

Human Subject Experiments on Visibility by Viewing

Videos of Blowing Snow｣ (ドライバーの感じる吹雪

時の視程：ビデオ画像を用いた被験者実験) を口頭発

表しました｡ 本論文では､ 視程計で計測した視程と､

視程板 (黒色の目標物) をビデオから認識した距離と

の比較を行い､ 視程計での計測値が200m以下の場合､

視程計の計測値に比べ､ 70m程､ 視認できる距離が短

いという結果を示しました｡ また､ わだち部の舗装が

見えているときより､ 雪氷で路面が覆われているとき

の方が､ 視程を悪く感じる傾向があるなど､ 走行時の

周囲の環境による吹雪時の視認距離の違いについ研究

した結果を報告しました｡
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13日 (火) 午後３時45分～５時30分に､ ｢Visibility

Committee｣ の主催による ｢Role of Luminance and

Illuminance in Night Visibility (夜間の視認性におけ

る輝度と照度の役割)｣ のセッションが開かれました｡

本セッションにおいて､ 寒地交通チームの宗広主任研

究員が ｢Experimental Study on Required Luminous

Intensity of LED Roadway Delineators Under Foggy

Conditions｣ (霧発生条件下における自発光式LED視線

誘導灯に要求される光度性能に関する実験的研究) を

口頭発表しました｡ 本論文は､ 自然の霧発生による視

界不良条件下で自発光式LED視線誘導灯を対象とし､

昼夜における被験者20名による視認性評価実験の結果

について､ 主観的見やすさ評価と不快グレア評価の観

点から示したものです｡ 本研究は､ 過年度に実施した

寒地交通チームと北海道大学・萩原准教授との共同研

究 ｢霧発生時における道路付属物の視認性に関する研

究｣ の成果の一部を紹介したものです｡ 本論文により､

道路のサービス速度別に､ 霧による視界不良条件を考

慮し､ ドライバーに対し求められる自発光式LED視線

誘導灯の光度範囲を明らかにしました｡ 本セッション

座長である米国連邦道路庁ターナーフェアバンク研究

所のCarl Andersen光及び視認性室長から､ ｢米国にお

いても､ LEDを活用した道路照明を積極的に導入する

傾向にあり､ この分野の研究は重要である｣ 旨のコメ

ントを頂きました｡
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14日 (水) 午前10時15分～12時に､ ｢Signing and

Marking Materials Committee｣ 及び ｢Maintenance and

Preservation Section ｣ の主催による ｢Advances in

Pavement Marking Application, Testing, Inspecting, and

Research｣ (区画線の先進的な応用､ 試験､ 調査及び

研究)｣ についてのセッションが開かれました｡ 本セッ

ションにおいて､ 寒地交通チームの平澤主任研究員が

｢Study of Repainting Criteria for Pavement Markings

Based on Road User Visibility Assessment｣ (ドライバー

の視認性評価による区画線の塗り替え基準の検討) を

口頭発表しました｡ 本論文は､ 北海道における区画線

塗り替え基準を作成するために､ 苫小牧寒地試験道路

において､ 実走行による区画線視認性評価､ CG動画

による区画線視認性評価の実験を行い､ 価格感度測定

法 (PSM) により道路利用者が受容できる外側線の

適正な評価ランクと限界の評価ランクを検討しました｡

また､ 区画線の状態を測定する手法として､ デジタル

画像ファイルを使用した区画線損傷度判定ソフトウェ

アを開発し､ 実用化に十分な測定精度が得られたこと

を報告しました｡

本セッションでは､ 他に､ 区画線の施工速度及びガ

ラスビーズを噴射する速度と反射輝度の相関､ 小型の

促進載荷試験機 (MMLS3) を使った区画線の再帰反

射性能の評価､ 幅広の区画線や再帰反射性能の安全性

等に関する最近の研究が紹介されました｡
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13日 (火) 夜､ 冬期道路管理委員会 (Winter

Maintenance Committee) が開かれました｡ この委員

会は､ 米国内では連邦道路局 (FHWA) や各州道路局

の関係者､ 大学や各種研究機関の関係者を中心に､ ま

た米国以外ではカナダや北欧､ 日本からの委員から構

成されており､ 国際色豊かなメンバーで活発な議論が

行われています｡ 日本からは､ 当所の加治屋特別研究
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監が委員を勤めていますが､ 今回は代理として､ 雪氷

チームの松澤上席研究員､ 他が出席しました｡

最初に､ 明年２月にカナダのケベックで行われる

PIARC (世界道路協会) による世界冬期道路会議

(International Winter Road Congress) に関して､ プロ

モーショナル・ビデオの上映やPRが､ ケベック大会

の事務局により行われました｡ そして､ 冬期道路管理

委員会の関係者から多くの論文が応募されるよう要請

がありました｡

その後､ 議事次第に沿って会議が進められました｡

TRNewsは､ TRBの会誌で2ヶ月に1回発行されていま

す｡ 今回､ TRNewsで冬期道路管理の特集を組むこと

になり､ そのテーマのブレーン・ストーミングが行わ

れました｡ 冬期道路管理に関する現在の課題や話題､

将来展望などの項目毎に､ 各委員がアイデアを発表し､

それを書記がその場でPCに入力します｡ プロジェク

ターで投影されたスライドを見ながら､ 延々と議論が

続きました｡ 実は､ 前日の夜に開かれた陸上交通気象

委員会 (Surface Transportation Weather Committee)

でも､ 同じテーマでブレーン・ストーミングが２時間

以上行われています (陸上交通気象委員会は､ 冬期道

路管理委員会から分離独立してできた新しい委員会で､

重複するテーマが多く､ 両委員会は連携して活動して

います｡)｡ 既に､ 前日の議論で多くのアイデアが出さ

れており､ この日の冬期道路管理委員会でのブレーン・

ストーミングはそれを受けてのものでしたが､ 活発に､

多くのアイデアが出されました｡ ある程度､ 議論が出

尽くしたところで､ 執筆の担当者を募りましたが､ 皆､

積極的に志願しており､ その熱心さにはつくづく感心

しました｡

その他にも､ 冬期道路管理支援システムなどの話題

提供や､ AASHTO (米国全州道路交通運輸行政官協

会) などで行っている冬期道路管理に関連するプロジェ

クトの話題提供などが行われました｡ 夜の７時半に開

始し10時半過ぎまで､ 延々と３時間以上熱心な議論が

交わされました｡��������������������
13日 (火) の午後５時30分～７時に､ すべり抵抗値

を冬期路面管理の意思決定や業績測定等に活用あるい

は活用の検討を進めている諸外国の関係機関 (道路管

理者・研究者) が集まり､ 各機関の活動に関する近況

報告及び今後の予定について打合せを行いました｡ 今

回､ 参加したメンバーは､ スウェーデン道路庁道路維

持管理部 (Jan O
･･
lander相談役)､ 米国ワイオミング州

交通運輸局冬期調査課 (Kathy Ahlenius分析官)､ ス

ウェーデン・ルレア工科大学 (Niclas Engstro･･m教授・

Henrik Andrén研究員) 及び当研究所 (浅野グループ

長・徳永主任研究員) でした｡

各機関による報告の概要は次のとおりです｡

①スウェーデン

スウェーデン道路庁では､ 北欧で開発・生産されて

いるすべり抵抗値測定装置を以前から冬期路面の判断・

評価に使用していますが､ 現在､ 当研究所と同様に米

国ハリダイ社製のCFT (連続路面すべり抵抗値測定装

置) を6台導入し､ 既存の測定装置との比較試験を行

うとともに､ 当該装置によるすべり抵抗値を用いて冬

期の路面状態に関する情報を道路ユーザーに提供する

ことを検討しています｡ 更に､ スウェーデン・ルレア

工科大学では､ スウェーデン道路庁の委託により既存

の計測機器とCFTの比較試験を行っている他､ 国内外

のタイヤメーカーによって製造・販売されている冬用

タイヤの製品評価にCFTを試験装置として使用するた

めの検討を進めています｡

②米国

ワイオミング州交通運輸局では､ 同じくCFTを用い

た道路交通運用 (可変式速度規制) への活用について

検討を進めています｡

③日本

当研究所からは､ 本年度冬期よりCFTを３台用いて

実道において冬期路面のモニタリングを行い､ インター

ネットを介して道路管理者向けに情報提供を試行して

いることや冬期路面管理における意思決定支援及び業

績測定ツールとしての活用可能性について検討を進め

ていることについて近況を報告しました｡

最後に､ 今後の予定として､ 各国における冬期路面

管理の諸問題､ すべり抵抗値の計測手法・活用方法､
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路面管理水準・目標設定への活用等について各国機関

間で情報交換を継続して行く必要性について話し合い

が行われました｡
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今回の年次総会では､ 気候変動 (Climate Change)

に係るセッションをスポットライトセッションとし､

各分野にまたがる約600以上のセッションのうち約1割

が関連セッションとされていました｡

たとえば環境保護庁 (Environmental Protection

Agency) の担当者が座長をつとめる気候変動状況全

般に関するセッションを始め､ 土地利用､ 都市計画､

総合交通マネジメント及び公共交通から見たセッショ

ン､ 航空､ 鉄道及び海運の面からのセッション､ 低燃

費車のエネルギー消費と排ガスへの貢献に関するセッ

ション､ 再生燃料やバイオ燃料のセッション､ 中温化

舗装に関するセッション､ さらにはカーシェアリング

や舗装技術の貢献に関するセッションなど幅広い分野

に亘り気候変動に係わるセッションがありました｡

その中で､ TRBとPIARC (世界道路協会) は第２次

大戦後少し距離を置いた活動をしてきておりましたが､

｢気候変動とサステナビリティーに対応した国際的ア

プローチ､ パート２｣ というセッションにおいて､

PIARCの事務局長 (ジャン・フランソア・コルテ氏)

が座長を務めていたのが印象的でした｡ 一昨年100年

ぶりにパリで開催された世界道路会議 (World Road

Congress) においてTRBとPIARCの協力協定が結ばれ

たことの効果の現れかと感じたところです｡

気候変動の影響は､ 今後の土木研究所の研究テーマ

を考える上でも､ 分野にかかわらず非常に重要なファ

クターになるものと考えられ､ 今回の年次総会におい

て世界の動きを実感することができたことは一つの収

穫であったと感じております｡������
ワシントンD.C.では､ 2009年１月20日に第44代米国

大統領のバラク・オバマ氏の就任式典が行われました

(����は､ 同式典が行われた米国議会議事堂)｡ 今
回のTRB年次総会は､ 同式典の前週に行われましたが､

ワシントンD.C.全体が､ 新大統領を迎える熱気に溢れ､

多くの方が同式典準備に取りかかっている様子も垣間

見ることができました｡ 米国連邦政府は､ 積極的な内

需拡大施策の一つとして道路や橋梁等の社会資本整備

を推進することを示しています｡ 本TRB年次総会にお

いても､ スポットライトテーマ ｢輸送､ エネルギー､

気候変動｣ をはじめとし､ 地球規模で考えるべき輸送

の課題に対し､ 参加者による極めて活発な議論が交わ

されました｡ 末筆になりますが､ 本会議参加の貴重な

機会を与えて頂いたことについて､ 研究所内外の関係

各位の皆様に対し､ 心より謝意を表します｡
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