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１．はじめに

　2015年１月11日（日）から15日（木）の５日間に亘り、
米国ワシントン D.C. にて「第94回 TRB 年次総会」が
開催されました。今回、寒地土木研究所から６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。米国交通運輸研究会議（Transportation Research 
Board：TRB）とは、米国議会の諮問機関である
National Academy of Science の組織の一つであり、
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おり、米国をはじめ世界各国
の行政機関・民間企業・学術研究機関から、毎年多く
の関係者が参加しています。今回は、これまであった
複数の会場から、統一会場である市内のコンベンショ
ンセンター（The Walter E. Washington Convention 
Center）へ初めて移し、セッション数：約750、発表論
文数：約5,000本により行われました（写真－１）。

写真－１　第94回 TRB 年次総会会場

輸送とテクノロジー）でした。

２．論文発表

２．１　セッション218「Advances in understanding 

　　　　of road salt and winter maintenance

　　　　material」

　本セッションでは、冬期条件下での凍結防止剤や舗
装の性能に関する論文発表がありました。
　高橋総括主任研究員は「Ice Formation and the 
Effectiveness of Deicing Agent on Porous Asphalt 
and Stone Mastic Asphalt（排水性舗装と SMA 舗装
の氷膜形成と凍結防止剤の有効性）」と題して発表し
ました。北海学園大学との共同研究で実施した試験で、
凍結防止剤散布の有無による試験舗装上の氷膜厚とす
べり摩擦係数の変化を計測し、交通量、気象条件、凍
結防止剤散布量から路面すべり摩擦係数を推定できる
可能性を示しました。
　セッション進行上の都合で質疑応答は割愛されたの
ですが、セッション後に論文内容に関する質問や、論
文と資料の提供を求められました。

２．２　セッション381「Weather impacts on surface 

　　　　transportation」

　12日（月）午後２時00分～３時45分に、「Surface 
Transportation Weather Committee」の主催による

「Weather impacts on surface transportation（地上交
通における気象の影響）」のポスター発表が行われま
した。このセッションでは、アメリカ、中国、台湾、
日本より計８本の発表がありました。ここでは、アメ
リカからの発表３件について紹介します。アイダホ運
輸省（ITD）の Koeberlein 氏は、気象観測センサーお
よび最先端の非接触型路面センサーを搭載した道路天
候情報システム（RWIS）ネットワークの展開によっ
て、薬剤の散布タイミングの他、冬期暴風雪の対応も
可能となり、アイダホ運輸省（ITD）メンテナンス班の
対応範囲が広くなったことを発表しました。冬期道路

　セッションを統括する委員会は、政策と組織、計画
と環境、設計と建設、運用と保全、法律、安全とシス
テム利用者、公共交通、鉄道、物流システム、航空、
船舶の11グループから構成されています。なお、今年
のスポットライトテーマは、「Corridors to the Future 
– Transportation and Technology」（未来への回廊 –

報　告
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２．４　セッション791「All about roundabouts」

　14日（水）午前８時30分～10時15分に、「Roundabouts 
Committee」の主催による「All about roundabouts（全
てラウンドアバウトについて）」のポスター発表が行
われました。当所からは寒地交通チームの影山研究員
が「Driving Behavior and Travel Paths of Semi-
trailers on Roundabouts（ラウンドアバウトにおける
セミトレーラ連結車の運転挙動と旋回軌跡）」をポス
ター発表しました（写真－４）。本論文は、苫小牧寒地

問を頂きました。

２．３　セッション383「Advances in winter

　　　　performance measures and surface

　　　　condition monitoring」

　本セッションは、12日（月）午後２時00分～３時45分
に「Surface Transportation Weather Committee」の
主催によりポスター発表が行われました。このセッシ
ョンでは、当所の寒地交通チームの藤本研究員（写真

－３）の発表を含めて計３本の発表がありました。藤本
研究員の発表では、「Method for Predicting Change 
in Skid Resistance on Icy Road Surface by Use of 
Deicing Salt（凍結防止剤散布に伴う氷膜路面のすべ
り抵抗変化の予測法）」と題して、氷膜路面への凍結
防止剤散布の効果を事前に評価するための手法を提案
しました。デトロイトのローレンス・テクノロジカル
大学からは、機械除雪の業績測定を目的とした予備研
究として、現道における機械除雪後の目視による路面
状態判別結果と当所でも所有している連続路面すべり
抵抗値測定装置による路面すべり抵抗値の測定結果を
基に、機械除雪後の路面状態と路面すべり摩擦係数は
降雪の量だけでなく気温に依存する降雪の質（渇き雪、
濡れ雪）と関連があるといった報告がありました。

維持の活動は、暴風雪時やその後に、個々のメンテナ
ンス班が道路を適切に維持管理できたか路面の摩擦係
数により評価されます。ITD では、RWIS によるデー
タ収集と、冬期道路維持管理の改善について費用対効
果を算出し、2010－2013の結果が22であったことを示
しました。また、アリゾナ運輸省（ADT）の Shaheed 氏
は、冬期に衝突事故の起こりやすい箇所をメンテナン
ス班員により報告された情報を抜粋し、車道ネットワ
ークに気象状況を入れることで算出できる冬期の衝突
頻度モデルを開発しました。このモデルは、冬期天候
による安全の向上のため道路に優先順位をつけること
で、データ主導の意思決定ができるとのことでした。
ワイオミング大学の大原氏は、雪の輸送や拡散、重力
をもとに、解像度が10－30m、水平二次元の吹雪に関
する雪輸送方程式を構築しました。ここでの要点は、
テイラーの定理を用いた風速の自己相関機能による雪
面の拡散であるとのことでした。また、中国や台湾か
らは、交通利用中の旅行者に気象による影響を伝える
アプリケーション、大雨による交通の影響について発
表がありました。
　当所からは、雪氷チームの原田研究員が「Trends of 
Future Heavy Snowfall and Accumulated Freezing 
Indexes in Hokkaido, Japan（北海道における短期集
中降雪と寒さに関する指標の将来傾向）」について発
表しました（写真－２）。本発表では、気象観測値と気
候モデルの出力値との関係に基づき、短期集中降雪お
よび冬期の寒さの指標について、将来傾向を推定する
方法を検討しました。つぎに、その手法を北海道に適
用のうえ、現在から約20年間と21世紀末の約20年間に
おける各指標の変化傾向を示しました。将来傾向を推
定する手法について、各国の来場者に興味を持って頂
きました。また、気候変動に伴う海面上昇と交通の影
響や、将来と過去を組み合わせた変動傾向について質

写真－２　原田研究員の発表

写真－３　藤本研究員の発表
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３．委員会

３．１　冬期道路管理委員会（Winter maintenance

　　　　committee）

　12日（月）午後７時30分から冬期道路管理委員会（以
下、「委員会」と略す）が開催され、委員である松澤上
席研究員の他、高橋総括主任研究員、宗広主任研究員
および原田研究員が出席しました。委員会では、2013
年に開始した３か年計画の報告、関連プロジェクトの
紹介、技術レポートの発表がありました。
　３か年計画では、短期的課題として「経済的および
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」が示されてお
り、進捗状況の報告と2016年に開催予定の「冬期道路
管理及び陸上交通に関する国際会議」などの紹介があ
りました。また、委員会が属する維持管理及び保全部
門の座長の Burkhardt 氏（委員会の前委員長）が委員
会に出席し、論文投稿数が大幅に増えていることの報
告などとともに、委員会の活発な活動に対して讃辞が
贈られました。

　関連プロジェクトの紹介では、アメリカ連邦道路庁
の Pisano 氏から、アメリカ交通省（USDOT）が取り組
んでいる道路気象マネジメント・プログラム（http://
www.ops.fhwa.dot.gov/weather/index.asp）の紹介が
ありました。プログラムは、道路気象マネジメントと
接続自動車（Connected Vehicle）、道路気象観測、道
路気象情報システム、教育、気象に対応した交通マネ
ジメント、道路気象マネジメントのパフォーマンス計
測、研究機関と他の事業体との連携など多岐にわたり
ます。
　ノルウェー公共道路庁の Vaa 氏からは、ノルウェー、
スウェーデン、デンマーク、アイスランドが参画し、
フィンランドの協力のもと進行中の ROSTMOS（ROad 
STate MOnitoring System）プロジェクトの紹介があ
りました。プロジェクトは、ITS 技術を活用して道路
ネットワークの状況を詳細かつリアルタイムに把握
し、意思決定を支援することを目標としていて、現在、
各種の光学式路面状態センサーの利用可能性を検証し
ているとの報告がありました。
　他に、ITS 委員会からの報告、ウォータールー大学
の Fu 教授からはスマートフォンを用いたリアルタイ
ム道路状態モニタリング技術の開発プロジェクトの紹
介があり、冬期道路管理において ITS 技術が積極的
に活用されていることを強く感じました。
　技術レポートでは、アイオワ大学の Nixon 教授から、
冬期道路管理計画立案を支援する目的で作成されたウ
ィンター・ウェブ・アプリ（http://ograapps.com/）の紹
介があったほか、宗広主任研究員は、タクシープロー
ブデータを用いた冬期の旅行時間信頼性に関する分析
結果を発表しました。
　委員会は聴講者も多く盛況で、予定時間を超過して
午後10時半頃に終了しました。

３．２　陸上交通気象委員会（Surface transportation 

　　　　weather committee）

　13日（火）午後７時30分～ 10時00分まで「Surface 
Transportation Weather Committee」（陸上交通気象
委員会）が開催され、雪氷チームの、松澤上席研究員
と原田研究員が参加しました。この委員会の委員長は
ワイオミング州交通省の Kathy Ahlenius 氏ですが、体
調不良で欠席したためアイオワ大学の Wilfrid Nixon
教授が議事進行を務めました。なお、Kathy Ahlenius 
氏とはスマートフォンを通じて、逐次、会議の進行に
加わっていました。この時は音声だけでしたが、
Webinar と呼ばれるネットを介した会議は、米国では

試験道路におけるセミトレーラ連結車の運転挙動と旋
回軌跡の研究について取りまとめたものです。
　本発表に対し、来場者からは以下のような質問及び
コメントが為されました。例えば、米国アイダホ大学
の准教授の方からは、「ラウンドアバウトにおける大型
車走行は、米国においても課題である。実験条件とし
て冬期圧雪路面という厳しい条件を模擬した点、及び
計測機器として GNSS 測位システムを利用している点
などに研究努力が見られる。」とコメントを頂きまし
た。この他にも、チェコ、香港、プエルトリコ、カナ
ダなどからの参加者もポスターを訪れ、日本のラウン
ドアバウトの動向などに関する質問が寄せられました。

写真－４　影山研究員の発表
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Committee」（ラウンドアバウト委員会）が開催され、
寒地交通チームの宗広主任研究員が参加しました。同
委員会は、委員長である米国カンザス州立大学の
Eugene Russell 教授の議長の下で、議事が進められ
ました。冒頭、米国連邦道路庁（FHWA）の Hillaly N. 
Isebrands 女史から、米国コロラド州で製品開発され
たラウンドアバウト・ビール（写真－５）が紹介されま
した。同州では、ラウンドアバウト導入により、主効
果である事故被害軽減に加えて、副次効果として地域
内の人々のつながり・連携が生まれ、今般ラウンドア
バウト・ビールが商品開発された旨の報告がありまし
た。米国での地域内・異業種間連携の一事例ですが、
我が国においても地域活性化が求められる中で、「ラ
ウンドアバウトの通行方法の周知」も含めて、参考に
できると考えられます。
　Lee Rodegerdts 委員からは、進行中の研究プロジ
ェクト（FHWA TOPR34、NCHRP Project 03-110、
46-02、17-70）として、ラウンドアバウトの設計・運用・
安全、ライフサイクルコスト、衝突事故予測モデルに
ついて紹介されました。米国では2000年以降急速にラ
ウンドアバウトの普及（2014年現在で、約3000箇所）が
進む一方で、「建設後約10年以上を経て維持管理の重
要性に対する関心が高まっている」旨、言及されまし
た。
　宗広主任研究員は、「日本の苫小牧寒地試験道路に
おけるラウンドアバウト研究」と題し、口頭発表を行
いました（写真－６）。我が国での実践的なラウンドア
バウト研究として、2009年に苫小牧寒地試験道路にラ
ウンドアバウトを設置し、実車走行実験を開始し、以
後、長野県飯田市などでの社会実験や実道導入、国内
の法改正に至った旨を報告しました。特に、世界的に
も試験道路内にラウンドアバウトのコースがあるのは

盛んに行われているようです。
　まず、TRB の職員である James Bryant 氏から今
回の TRB 年次総会では、5000件を超える発表や、750
以上のセッション・ワークショップが開かれているな
どの簡単な報告がありました。
　続いて、Xianming Shi 氏から AURORA プロジェ
クトにおける道路上の塩濃度管理に関する報告があり
ました。塩散布量の最適化を目指すため、塩散布前や
散布中に道路上の塩濃度を把握し、最適な散布量を決
定する研究が行われているとのことです。なお
AURORA は、道路気象に関する研究開発に共同で取
り組むプログラムで、米国やカナダの各州が参加して
います。
　その次に、TRB の Critical Issue in Transportation 
Report１）の報告がありました。これは、交通分野で重
要課題と考えられるテーマをまとめたレポートです。
この中から、陸上交通気象が関連するテーマとして、
自律走行に与える気象の影響や、レジリエンスが最近
の話題として紹介されました。
　その後は、米国公共事業協会（APWA）、米国連邦
道路庁（FHWA）、雪氷研究協力基金（SICOP）、世界
道路協会（PIARC）、常設道路気象委員会（SIRWEC）
などの活動についての報告や、これらの団体との連携
などについて議論が行われました。なお SICOP とは
米国全州道路交通運輸行政官協会（AASHTO）が設立
し、関係する州から基金を集めて雪氷対策の研究を行
うプログラム（Snow and Ice Pooled Fund Cooperative 
Program）です。

３．３　ラウンドアバウト委員会（Roundabouts

　　　　committee）

　14日（水）午後２時30分～５時00分まで「Roundabouts 

写真－５　ラウンドアバウト・ビール

（ラベル裏面には、ラウンドアバウトの通行方法の説明）

写真－６　ラウンドアバウト委員会

（左上は、宗広主任研究員と Eugene Russell 委員長）
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航空、橋梁、土木建設、ITS、熱、環境、高速道路、
舗装、人間工学など多様です。日本からはバンプレコ
ーダー株式会社が参加しました。バンプレコーダー株
式会社は、スマートフォン内臓の加速度センサと GPS
の情報を用いて路面縦断プロファイルや路面雪氷状態
を評価する技術を開発しています。技術展示は盛況で
あり、最新技術の情報を一度に入手できる貴重な機会
となりました。

５．おわりに

　今回の TRB 年次総会に参加し、全体を通して、ア
ジア諸国、特に中国からの参加者が益々多くなってい
ると感じました。また、今年は会場が統一されたため、
セッション間の移動時間が短縮され、これまで以上に
効率的に聴講出来たことが好印象でした。そしてどの
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。
　最後に、本会議参加の貴重な機会を与えて頂いたこ
とにつきまして、研究所内外の関係各位の皆様に対し、
参加者一同心より謝意を表します。

参考文献

１） Transportation Research Board （2013）: Critical 
Issue in Transportation, 

　　http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/general/
criticalissues13.pdf

珍しい様子であり、Eugene Russell 委員長からは、「交
通容量、舗装材料、雪氷条件など、ラウンドアバウト
の試験を行うときは、日本の Test Track（試験道路）
に行こう。」と、冗談めいたコメントを頂くなど、苫
小牧寒地試験道路での実験の報告は好評でした。
　委員からの事例紹介として、ドイツの Werner Brilon
博士、オーストラリアの Andy O’Brienn 博士及びオラ
ンダの Bertus Fortuijn 博士から、各国で進むラウンド
アバウト事情の報告が行われました。最後に、Eugene 
Russell 委員長からは、ラウンドアバウトの様々な課
題を解決するため、同委員会を通じて、世界各国の研
究・技術情報の交換を進めていくと強調されました。
 
４．展示

　コンベンションセンターのホール E では、約200社
の企業が集い、３日間に亘って技術展示が行われまし
た（写真－７）。参加した企業の業種は、道路維持管理、

写真－７　技術展示の様子
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