
２．論文発表セッション

２．１　セッション251「冬期道路管理と道路状況情

　　　　報の便益」

　14日（月）午前10時15分～ 12時00分に、「Winter 
Ma in tenance  Commi t t ee」並びに「Sur face  
Transportation Weather Committee」の主催による

「Benefits of Winter Maintenance and Road Condition 
Information（冬期道路管理と道路状況情報の便益）」
の口頭発表が行われました。当所からは寒地交通チー
ムの宗広主任研究員が「Approach to Optimization of 
Winter Road Management Operation by Taxi Probe 
Data（タクシープローブデータの活用による冬期道
路管理作業の最適化へのアプローチ）」を口頭発表し
ました（写真－３参照）。
　本論文では、札幌市内の国道路線を対象とし、2010
年10月～ 2011年３月の間に記録されたタクシー GPS
データを基に冬期旅行速度を計測するとともに、道路
管理者が実施する除排雪作業の記録データとマッチン
グさせることにより、運搬排雪作業の費用便益効果の
試算結果を示しました。本発表に対し、聴講者から以
下のような質問及びコメントがありました。例えば、
カナダ並びに米国の参加者からは、「民間のタクシー
会社と連携してデータを取得していることが興味深
い。調査の実施に関し、研究所、道路管理者、タクシ
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１．はじめに

　2013年１月13日（日）から17日（木）に亘り、米国ワシ
ントン D.C. にて開催された「第92回 TRB 年次総会」
に際し、論文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92回 TRB 年次総会」は、ワ
シントン D.C. のホテル３会場（Marriott Wardman 
Park Hote l、Omni  Shoreham Hote l、Hi l ton 
Washington Hotel）において、セッション数：約750、
発表論文数：4,100以上により行われました（写真－１、
写真－２参照）。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、政策と組織、計画と環境、設計と
建設、運用と保全、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、「Deploying 
Transportation Research – Doing Things Smarter, 
Better, Faster」（交通研究の展開－より賢く、よりよ
く、より速くを実行へ）でした。

写真－２　主会場の Marriott Wardman Park Hotel で

　　　　　行われた政府機関、団体、企業による展示

写真－１　主会場の Marriott Wardman Park Hotel

報　告
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と適正速度の判断に関する試験結果を示したもので
す。路面状態として乾燥路面と圧雪路面の２条件を設
定し、カーブ区間において路面状態の変化がドライバ
ーの運転挙動や適正速度の判断に及ぼす影響について
報告しました。また、対策として路面状態に応じて、
カーブ警戒標識とともに補助標識として可変の安全速
度情報を提供することを提案しました。ポスターに訪
れた、米国、カナダ、ノルウェー、イスラエル、中国
などの研究者からは、「カーブ区間の曲線半径及び路
面状態により、ドライバーが判断する適正速度が異な
ることを実測データにより示したことはたいへん興味
深い」との声が寄せられました。さらに、本試験での
実験条件は、昼間の乾燥路面と圧雪路面だけを対象と
していることに対し、「夜間の条件下、かつ路面状態
として湿潤条件などを加えると、さらに価値ある研究」
となるとのコメントを頂きました。
　北米や北欧諸国では、気象条件や路面状態における
速度可変に関する研究や実道導入がすでに進められて
いることから、参加者の関心も強く、活発な意見交換
ができました。

ー会社の分担はどのようになっているのか？」、「タク
シープローブデータのカバーエリアは札幌市全体のど
れくらいなのか？」などの質問が寄せられました。こ
れに対し、当研究所で実施しているタクシープローブ
データの調査要領について適宜回答しました。プロー
ブデータを活用した冬期道路交通流の計測はすでに諸
外国で実施されていますが、冬期道路管理とのバラン
スを考慮した応用例として、聴講者から関心が示され
ました。
　なお、本セッションでは、この他に、アメリカのモ
ンタナ州立大学、カナダのウォータールー大学の研究
者からの発表がありました。冬期道路管理による費用
便益として、走行時間短縮便益と走行費用短縮便益に
加えて安全便益（衝突事故軽減）の試算結果に関する事
例、及び地方部２車線道路を対象とし、冬期気象条件

（路面温度、降雪、風速、路面状態）が車両の走行速度
に及ぼす影響などの発表があり、世界の積雪寒冷地に
おける課題を共有することができました。

写真－３　宗広主任研究員の発表状況

写真－４　影山研究員の発表状況

２．２　セッション603「道路運用における陸上交通

　　　　気象の役割」

　15日（火）午後２時00分～３時45分に、「Surface 
Transportation Weather Committee」並びに「Winter 
Maintenance Committee」の主催による「Role of 
Surface Transportation Weather in Highway 
Operations（道路運用における陸上交通気象の役割）」
のセッションが開かれました。本セッションにおいて、
寒地交通チームの影山研究員が「Test on Driving 
Behavior and Judgment of Appropriate Speed with 
Different Road Surface Conditions in Curve Sections」

（カーブ区間における異なる路面状態時の運転挙動と
適正速度の判断に関する試験）をポスター発表しまし
た（写真－４参照）。
　本発表は、北海道東部の郊外部の２車線道路におい
て、被験者参加による実車走行実験を行い、運転挙動

２．３　セッション669「歩行者の設計、安全、挙動」

　15日（火）午後７時30分～９時30分に、「Pedestrian 
Committee」の主催による「Pedestrian Design, 
Safety, and Behavior（歩行者の設計、安全、挙動）」
のセッションが開かれました。本セッションにおいて、
秋田大学の浜岡准教授とともに、寒地交通チームの宗
広 主 任 研 究 員 は「Study on Conf irmat ion by 
Pedestrians of Approaching Right-or Left-Truning 
Vehicle While Crossing at Crosswalk」（右折並びに
左折車両の接近時における横断歩行者の確認行動に関
する研究）をポスター発表しました。本研究は、平成
23年より、寒地交通チームが秋田大学及び北海道大学
などと、競争的資金（タカタ財団）による共同研究「交
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期道路管理委員会では NCHRP（全米協力研究プロジ
ェクト）へ研究予算を申請するため、いくつかの部会
を 作 り 研 究 ニ ー ズ（RNS：Research  Needs  
Statements）のとりまとめを行っています。松澤上席
研究員は、前回に引き続き、大規模雪害対策（Large 
Volume Snow Control：吹雪や雪崩のような比較的規
模の大きな雪対策のこと）の部会長を務めることとな
りました。なお、各部会は２月中旬までにレポートを
提出することが求められており手続きなどについて説
明が行われました。

３．２　陸上交通気象委員会

　15日（火）午後７時30分～午後10時00分に、「Surface 
Transportation Weather Committee（陸上交通気象
委員会）」が開催されました（写真－６参照）。米国に
おける、陸上交通に与える気象の影響とその対応に関
する取り組みについて情報収集するため松澤上席研究
員がオブザーバで参加しました。
　陸上交通気象委員会では、委員長であるアイオワ大
学の Wilfred Nixon 氏の司会の下で議論が行われまし
た。会議では、始めに、前述の冬期道路管理と陸上交
通気象に関する国際シンポジウムや、2012年５月にフ
ィンランドで行われた SIRWEC 国際道路気象会議の
報告が行われました。
　続いて、陸上交通気象に関連する報告が行われまし
た。FHWA（Federal Highway Administration: 米国
連邦道路庁）からは陸上交通気象に関するプロジェク
トについて、Gabe Guevera 氏より報告があり、陸上
交通気象に関するベスト・プラクティス・レポートの
第３版が公開されたことなどが報告されました。なお、
FHWA における陸上交通気象部門のリーダーで、
PIARC 冬期サービス委員会の前委員でもあった Paul 
Pisano 氏も、多忙の中、遅れて参加し、皆の歓迎を
受けていました。

差点を横断する歩行者の安全支援に関する研究」とし
て実施しているものです。苫小牧寒地試験道路におい
て模擬平面交差点を設置し、昼間及び夜間を対象とし、
交差点右折並びに左折時の車両接近時に、横断歩行者
が車両を確認する位置に関する実験結果を報告しまし
た。横断歩行者が車両接近を確認する位置の頻度、ば
らつきを示すとともに、横断歩行者に対する安全支援
として、車両接近を知らせる情報提供ツールの必要性
を提案しました。

３．委員会

３．１　冬期道路管理委員会

　14日（月）午後７時30分～午後９時30分に、「Winter 
Maintenance Committee（冬期道路管理委員会）」が
開催され、雪氷チームの松澤上席研究員が委員として
出席しました。冬期道路管理委員会は委員長であるオ
ンタリオ州交通省の Max Perchanok 氏の司会の下で
議論が行われました（写真－５参照）。

写真－５　冬期道路管理委員会

写真－６　陸上交通気象委員会

　最初に TRB の Frank Lisle 氏から、近年 TRB 年次
総会の参加者が増えていることや、一会場でまとまっ
て開催することへの要望が多いことから、2015年から、
TRB 年次総会の会場をワシントンコンベンションセ
ンターに変更することなどが報告されました。
　続いて2014年にアンドラ公国で開催される PIARC

（世界道路協会）国際冬期道路会議のアナウンスや、
2012年５月にアイオワ州で行われた冬期道路管理と陸
上交通気象に関する国際シンポジウムなどの関連会議
の報告が行われ、松澤上席研究員も、2012年６月に福
井で開催された第７回雪工学国際会議の報告を行いま
した。
　その後、2013年からの３カ年計画（Triennia l  
Strategic Plan）に関する議論などが行われました。冬
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５.おわりに

　今回の TRB 年次総会に参加し、全体を通して、中国、
韓国、インド、タイなどのアジアからの参加者が年々
多くなっていることが特徴として感じられました。ど
のセッションでも活発な議論が交わされており、諸外
国の研究者や技術者と意見交換をできる良い機会とな
りました。
　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。

３．３　ラウンドアバウト委員会

　16日（水）午後２時30分～４時00分まで「Roundabouts 
Committee」（ラウンドアバウト委員会）が開催され、
交通チームの宗広主任研究員がオブザーバとして参加
しました。同委員会では、委員長である米国カンザス
州立大学の Eugene Russell 教授の司会の下で議論が
行われました。ラウンドアバウトの研究の世界的な権
威であり、過去に当所寒地道路連続セミナーでの講演
経験もあるドイツ・ルール大学ボッハムの Werner 
Bliron 名誉教授も参加されておりました。
　年次総会の中のワークショップやビデオシアターを
通じた報告として、委員から、米国において2000年以
降急速にラウンドアバウトの普及（2012年現在で、約
2200箇所）が進んでいるが、標識や路面標示の設置が
必ずしも統一されている状態ではないことや、ラウン
ドアバウト建設後約10年以上を経て維持管理の重要性
について言及されました。Eugene Russell 委員長か
らは、こうした課題を解決するためにも、同委員会を
通じ研究・技術情報の交換を強く進めていきたいとの
主旨の説明が行われました。さらに、2014年４月に米
国シアトル市で開催予定の「2014年国際ラウンドアバ
ウト会議」の開催要領について報告が行われ、論文募
集を2013年の早期に開始するので、世界各国から多数
参加願いたいとの案内が行われました（写真－７参
照）。

　ワシントン D.C. 市内には、ホワイトハウスや博物
館など多くの観光スポットがありますが、観光客が自
転車のレンタルにより移動する様子が見受けられまし
た。専用駐輪場（シェアスポット）から自転車を借り、
D.C. 市内の他の専用駐輪場に返却することが可能で
す。１日、１ヶ月などの単位でクレジットカード利用
により利用できるシステムとなっています（写真－９

参照）。

写真－７　ラウンドアバウト委員会

４．ワシントン D.C. 市内で進む自転車交通

　今回、ワシントン D.C. を訪問して強く印象に残っ
たことは、自転車専用レーンの整備が年々大きく進ん
でいることです（写真－８参照）。

写真－８　自転車専用レーンの整備

写真－９　自転車レンタルシステム

(1) 専用駐輪場　　　　(2) 自転車利用の様子
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