
第93回 TRB年次総会に参加して
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１．はじめに

　2014年１月12日（日）から16日（木）までの５日間、米
国ワシントン D.C. にて「第93回 TRB 年次総会」が開
催されました。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、第93回 TRB 年次総
会は、米国をはじめ世界各国の政府・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、
ワシントン D.C. のホテル３会場（Marriott Wardman 
Park Hotel、Omni Shoreham Hotel、Washington 
Hilton Hotel）において、セッション数：約800、発表
論文数：約4,500本により行われました（写真－１、写

真－２）。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、「Celebrating Our 
Legacy, Anticipating Our Future 」（我々の遺産を祝
い、未来を先取りする）でした。
　この年次総会に寒地土木研究所から３名が参加する
機会を得ましたので、その内容について報告します。

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

２．論文発表セッション

２．１　セッション397「陸上交通における安全と気象」

　13日（月）午後３時45分～５時00分に、「Surface 
Transportation Weather Committee」の主催による

「Safety and Weather in Surface Transportation （陸
上交通における安全と気象）」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髙田研究員が

「Judgment of Appropriate Speed and Driving 
Behavior with Different Road Surfaces Conditions in 
Curve Sections（カーブ区間における異なる路面状態
に応じた適正速度判断と運転行動）」と題して発表を
行いました（写真－３）。
　本論文では、北海道東部の郊外部２車線道路におい
て、被験者による走行実験を行い、運転挙動と適正速
度の判断に関する試験結果を示したものです。同論文
では、カーブ区間の乾燥路面と圧雪路面を対象として、
路面状態の変化がドライバーの運転挙動並びに速度選
択に及ぼす判断の違いについて論じました。また、カ
ーブ区間の曲線半径別におけるドライバーの運転挙動
と速度選択の違いについても論じており、曲線半径の
小さいカーブ区間においては、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式の安全速度
情報を提供することを提案しました。
　なお、本セッションでは他に米国やヨーロッパなど
から４本の研究発表が行われ、米国のワイオミング州
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３．委員会

３．１　冬期道路管理委員会

　14日（火）午後７時30分～ 10時15分にかけ、Winter 
Maintenance Committee（冬期道路管理委員会）がカ
ナダオンタリオ州交通省の Max S. Perchanok 氏の司
会で開催され、石田上席研究員が参加しました。
　2013年に開始された３カ年計画の概要説明があり、
短期的課題として「経済的及び人的資源制約下での冬
期道路サービスレベルの確保」、長期的課題として「気
候変動への対応」が示されています。その後、新たな
研究ニーズに関して議論が行われ、多基準による総合
的融氷剤選定手法、冬期道路管理の便益分析、冬期道
路管理業務の調達を最適化する手法の設計などが候補
となっているとのことです。また、アイオワ大学の
Wilfrid A. Nixon 教授から、冬期道路管理オペレータ
に向けたトレーニングマテリアルは多数存在するもの
の活用されていないことから改善の必要があるとの指
摘がありました。National Academy of Sciences の
Steve Andrle 氏からは、SHRP2の Reliability プロジ
ェクトに関しての報告がありました。この中では道路
気象と交通のモニタリング、旅行時間信頼性、雪氷現
象発生からのサービスレベルのリカバリータイム、交
通シミュレーションによる旅行時間信頼性の評価など
が取り組まれておりプロジェクトの進捗が報告されま
した。これらの研究成果は今年夏に WEB 上で公表さ
れる予定とのことです。

２．２　セッション642「冬期路面状況の観測、分類

　　　　および予測の進歩」

　14日（火）午後３時45分～５時30分に、「Winter 
Ma intenance  Commit tee」 並 び に「Surface  
Transportation Weather Committee」の主催による

「Advances in Observing, Classifying, and Forecasting 
Winter Surface Conditions（冬期路面状況の観測、分
類及び予測の進歩）」のセッションが開かれました。
本セッションにおいて、寒地交通チームの高橋総括主
任研究員が「Study on Reproducibility of Friction 
Maps under Snow and Snow-free Road Conditions

（積雪期、無積雪のすべり抵抗値分布の再現性に関す
る研究） 」と題して発表を行いました（写真－４）。
　路線の道路状態を詳細に把握するため、放射温度計
を設置した車両が走行し、路面温度分布を計測するサ
ーマル・マッピング調査が広く行われています。サー
マル・マッピングは、類似した気象条件下で路面温度
分布に再現性があることを利用した調査手法です。本
論文は、実道でのすべり計測データを用い、路面すべ
り抵抗値分布に同様の再現性があるか検証した内容を
発表したものです。会場からは、無雪期と積雪期のす
べり抵抗値の差、道路管理がすべり抵抗値に与える影
響について質問がありました。
　なお、本セッションではこの他にカナダのアルバー
タ州エドモント市から冬期道路の路面予測について、

アルバータ州立大学から連続路面すべり抵抗値測定装
置を用いた冬期道路のすべり抵抗値の評価に関する研
究発表がありました。

立大学からは、冬期気象条件にて交通事減少に寄与す
る手法としてリアルタイムの交通状況及び気象データ
を基にした可変式の速度制御システムの活用に関する
解析結果等の発表がありました。聴講者からは活発な
意見が出され、諸外国の積雪寒冷地域における交通事
情について知見を深めることができました。

写真－３　髙田研究員の発表状況

写真－４　高橋総括主任研究員の発表状況
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のデータ量は１Petabyte（１ギガの USB100万本分）
を超えると予想されます。NDS については非常に注
目度が高く、13日（月）に開催された論文セッション

（Naturalistic Driving Data and Driver Behavior）に
は部屋に入りきれないほどの聴衆が集まりました。こ
のセッションでは、NDS で収集された運転行動に関
するビッグデータを用いた追突事故リスクの評価手法
や、運転中の携帯電話使用リスクの評価などの論文が
発表されました。

４．おわりに

　TRB 年次総会は、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
換をできる大変良い機会となりました。
　なお、今回の TRB 年次総会直前に北米大陸を強い
寒波が襲い、全米各地で顕著な低温や積雪、強風によ
る停電のほか、航空機の遅延や欠航など交通機関への
影響が発生していました。幸いにも年次総会までには、
一旦、強い寒波は収まり、滞在中のワシントン D.C. は
穏やかな天候に恵まれ、当初の予定通り渡米及び帰国
することができました。しかし、滞在中に現地で目に
した報道では、連日のように寒波による人的被害や道
路の寸断、凍結等といった交通機関への影響について
伝えられており、諸外国においても冬期の急激な気象
変化の対応に苦慮していることを認識しました。
　最後に、本会議参加の貴重な機会を与えて頂いた、
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。

３．２　ラウンドアバウト委員会

　 1 5 日（ 水 ）午 後 ２ 時 3 0 分 ～ ６ 時 0 0 分 に か け 、
Roundabout Committee（ラウンドアバウト委員会）
がカンザス州立大学の Eugene R. Russell 教授の司会
で開催され、石田上席研究員が参加しました。
　米国では交差点の安全性向上策の一つとしてラウン
ドアバウトの導入を積極的に進めており、各種の調査
研究が活発に行われている印象を受けました。話題提
供として Moving over-dimensional cargo（超大型貨
物車）に関するラウンドアバウト設計上の課題につい
て発表がありました。本委員会では新たな研究ニーズ
として、RBT 啓蒙ツールの評価、RBT の交通計画モ
デルへの影響把握、RBT における歩行者の視程、踏
切近傍の RBT による交通管理、RBT による交通静穏
化作用と自転車歩行者の利用、コミュニティにおける
ミニ RBT の活用などを示しています。

３．３　運転者特性委員会

　14日（火）午前８時00分～ 12時00分にかけ、Vehicle 
User Characteristics Committee （運転者特性委員会）
がアイオワ大学の Susan Theresa Chrysler 教授の司
会で開催され、石田上席研究員が参加しました。
　SHRP2の Naturalistic Driving Study：NDS（実測
運転データ研究）に関しての報告がありました。SHRP2
の Safety プロジェクトの中心をなすもので、10代か
ら70代まで3,000名以上のドライバーの4,800万 km を
超える運転データ（車両挙動、ドライバー挙動、前方
画像など）を収集し、交通安全の観点からドライバー
と外部環境（車両、交通環境、道路特性、交通管制機器、
気象など）との相互作用を検証するのが目的です。そ
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