
２．開会式

　16日（水）午前８時～午前９時に開会式が行われまし
た。TRB ラウンドアバウト委員会委員長である米国
カンザス州立大学の Gene Russell 教授から、「世界各
国からの参加者を心から歓迎する。ラウンドアバウト
技術の良い情報交換の場として、この会議を存分に愉
しんで欲しい。」旨の開会挨拶と本会議のプログラム
に関する説明がなされました。引続き、米国連邦道路
庁交通安全室の Mike Griffith 担当官とワシントン州
運輸局のLinea Laird技師長からの挨拶がありました。

３．テクニカルセッション

　３日間にわたり行われた会議では、27のセッション
に分かれて約100編の口頭発表が行われました。
３．１　セッション２A「交通容量・安全に関するド

　　　　ライバー及び他のユーザーの挙動」（Driver 

　　　　and Other User Behavior Relationship to 

　　　　Capacity/Safety）

　16日（水）午前９時45分～午前11時30分の本セッショ
ンにおいて、寒地交通チームの影山研究員は、「Driving 
Behavior Analysis at Roundabouts under Snowy and 
Dry Road Conditions（ドライバーの運転行動解析に
よるラウンドアバウトの冬期安全性の検証）」につい
て発表しました（写真－１）。この発表では、苫小牧寒
地試験道路に設置したラウンドアバウトと、実道の平
面交差点において実施した実験の研究結果について報
告しました。これは複数の被験者が運転する実験車両
を用いたもので、各被験者の運転行動（特に頭部の挙
動に着目）とその車両の挙動を、路面条件（乾燥路面と
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１．はじめに

　2014年４月16日（水）～ 18日（金）の３日間にわたり、
米国ワシントン州シアトル市の Sheraton Seattle 
Hotel において TRB 4th International Conference on 
Roundabouts（TRB 第４回国際ラウンドアバウト会
議）が開催され、寒地土木研究所から寒地交通チーム
の　宗広主任研究員と影山研究員が参加し、論文発表
しましたので報告します。TRB（Transportation 
Research Board：米国交通運輸研究会議）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 で あ る HRB

（Highway Research Board：米国道路研究会議）とし
て創設され、現在では陸・海・空の全ての交通と運輸
に関する研究を推進する団体です。
　本会議は、TRB の委員会の一つである Committee 
on Roundabouts（ラウンドアバウト委員会）のコーデ
ィネートにより、主催者：WSDOT（Washington 
State Department of Transportation：ワシントン州
交 通 局 ）、 後 援：FHWA（Federa l  H i ghway  
Administration：米国連邦道路庁）により、開催され
ました。同会議の開催履歴は、表－１に示す通りです。
開催国の米国の各州をはじめ、カナダ、英国、ドイツ、
オランダ、スロベニア、インド、オーストラリア、日
本、南アフリカの世界10 ヶ国から、総勢約400名の参
加がありました。特に米国からは、各州運輸局や自治
体の道路行政担当官とコンサルタントのエンジニアが
数多く参加しており、ラウンドアバウト展開の実務レ
ベルでの拡がりが強く感じられました。日本からは、
寒地土木研究所の外、国土技術政策総合研究所、地方
自治体（長野県飯田市）、大学（秋田大学、名古屋大学、
名古屋工業大学）、（公財）国際交通安全学会、民間企
業から総勢17名が参加しました。

表－１　会議の開催履歴

報　告
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３．３　他の発表セッション

３．３．１　ポスターセッション１

　16日（水）午前９時～午後４時45分のポスターセッシ
ョンにおいて、「An Innova t i ve  Examp le  o f  
Roundabout Implementation in Iida City, Japan（日
本、飯田市におけるラウンドアバウト実施の革新的事
例）」と題し、飯田市らによるポスター発表が行われ
ました。日本で初めての信号機を撤去し、ラウンドア
バウトを導入した事例の報告が行われました（写真－

３）。来場者も、日本初の取り組みに対し、非常に興
味深そうにポスターに見入っていました。

３．２　セッション７C「設計、環境、ネットワーク

　　　　から、ラウンドアバウト選択を支援する様々

　　　　なモデル／ツール」（Various Models/Tools 

　　　　that Support Roundabout Choice in Design,

　　　　Environmental, and Network Arenas）

　17日（木）午後１時～午後２時45分の本セッションに
おいて、寒地交通チームの宗広主任研究員は、「Driving 
Behavior and Travel Path of Semi-trailer at 
Roundabout（ラウンドアバウトにおけるセミトレー
ラの走行挙動と旋回軌跡）」について発表しました（写

真－２）。本発表では、セミトレーラ連結車のラウン
ドアバウトにおける走行挙動と旋回軌跡に関する走行
実験結果を報告しました。本研究は、苫小牧寒地試験
道路の模擬ラウンドアバウトにおいて、GNSS システ
ム（Global Navigation Satellite System：衛星測位シ
ステム）を用いて、セミトレーラ連結車の旋回軌跡と
走行挙動の計測を行ったものです。外径26m のラウ
ンドアバウトでは、環道走行幅員（環道幅員とエプロ
ン幅員の合計）を十分確保することにより、セミトレ
ーラ連結車の90度旋回と180度旋回においても走行が
可能であることを実験データにより示しました。また、
ラウンドアバウトのエプロン段差の高さとして、０cm

と２cm の２条件を実験したところ、高さ２cm の段差
を設置した方が、セミトレーラ連結車は、ラウンドア
バウトの環道内の速度抑制効果が発揮されることをデ
ータにより示しました。聴講していた米国参加者から、

「セミトレーラ連結車の90度旋回時の走行幅員が理論
値と実験値で差があるのはどうしてか？」と質問があ
り、宗広主任研究員からは「理論値は、日本の設計車
両の寸法である長さ16.5m のセミトレーラ連結車を対
象にしている。他方、実験値は、実験車両の長さ16.1m
のセミトレーラ連結車の結果である。ゆえに、結果と
してわずかに差が見られた。」旨回答しました。

圧雪路面）と交差点形状の違いについての各種比較に
より、積雪寒冷地におけるラウンドアバウトの安全性
の検証を行ったものです。発表後、会場からは、模擬
設置したラウンドアバウトの構造や被験者の年齢構成
等の実験条件に関する質問がありました。特にラウン
ドアバウトの構造については、セッション終了後にカ
ナダの民間企業の技術者から質問を受け、「カナダで
は、多車線を含め環道の横断勾配構成について様々な
パターンについて検討しているが、日本ではどうか？」
といった情報を交換する機会を得ました。

写真－１　影山研究員による発表

写真－２　宗広主任研究員による発表
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３．３．３　セッション10A「多車線ラウンドバウト

　　　　　　の複雑性と安全」（Complexities of

　　　　　　Multi-Lane Roundabouts and Safety）

　18日（金）午前９時45分～午前11時の本セッションに
おいて、米国連邦道路庁の Hillary Isebrands 氏は、

「The Multi-lane Roundabout PDO Dilemma（多車線
ラウンドアバウトにおける物的損害についてのジレン
マ）」について発表しました（写真－５）。米国におい
ては、すでに多くの多車線型ラウンドアバウトが存在
し運用されています。このタイプでは、各ドライバー
は環道へ流入する（交差点内に進入する）前に、ラウン
ドアバウトから流出する方向別に示されたレーンに車
線変更を完了しなければならないが、流入後わずかに
発生している環道内で車線変更を余儀なくされる事例
報告が行われました。３．３．２　ポスターセッション２

　17日（木）午前９時～午後４時45分のポスターセッシ
ョンにおいて、「Estimation of roundabout entry 
capacity considering the impact of pedestrians （歩行
者の影響を考慮したラウンドアバウト流入部交通容量
の試算）」と題し、名古屋大学大学院生の康楠（Kang 
Nang）氏が発表しました（写真－４）。本研究は、ラウ
ンドアバウト流入部の横断歩行者数に応じて、流入部
交通容量を交通流シミュレーションにより試算した貴
重な事例です。康楠氏は、４年前に夏期実習生として
寒地交通チームに在籍した経験を有し、以後も当研究
チームと交流を重ねてきました。

写真－３　長野県飯田市によるポスター

写真－４　名古屋大学大学院の康楠氏による発表

写真－５　Hillary Isebrands 氏による発表

環道２車線型ラウンドアバウトの挙動

３．３．４　セッション10C「ラウンドアバウトの速

　　　　　　度管理」（Speed Management for

　　　　　　Roundabouts）

　18日（金）午前９時45分～午前11時の本セッションに
おいて、カナダの WSP 社の Stephan Kellner 氏は、

「High-Speed Roundabouts: Case Studies in Quebec
（高速ラウンドアバウト：ケベックの事例）」について
発表しました（写真－６）。比較的高速でラウンドアバ
ウトに流入する車両の速度低減を促すために、ラウン
ドアバウト手前から緩いカーブ区間を導入している事
例について報告が行われました。
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５．グループディスカッション・開会式

　17日（金）午前11時～午後12時15分に、閉会式が行わ
れました。閉会に先立ち、参加者を10名毎のグループ
に分けて、グループディスカッションが行われました

（写真－８）。ディスカッションのテーマは、ラウンド
アバウト研究は、これまで「幾何構造、標識・運用、
規則、人間工学、広報など」の観点から行われてきた
が、「既往研究で見逃しているものは何か？今後必要
な研究は何か？」についてでした。各グループリーダ
ーの発表からは、「ラウンドアバウトの導入施策決定
手順に関する研究」、「ラウンドアバウトの費用対効果
の研究」、「寒冷地での維持管理・運用の研究」などが
今後必要な研究であるとの意見が出されました。
　最後に議長である Gene Russell 教授から、各国か
らの参加者に対し、「本会議での活発な討論に対する
謝意を表す」旨の挨拶が行われ（写真－９）、本会議が
閉じられました。

４．ラウンドアバウトツアー

　17日（木）10時30分～ 12時までシアトル近郊にある
３箇所のラウンドアバウトを視察するツアーが開催さ
れ、影山研究員が参加しました。
　シアトル近郊には中心部から自動車移動で60分圏内
に約100箇所のラウンドアバウトがあり、米国の他の
都市と同様に一般的な道路構造として導入されていま
す。ツアー当日は雨であいにくの天候となりましたが、
幸運にもツアーバスから降車して道路構造と交通状況
について視察することが出来ました。
　いずれの交差点もシアトル郊外のサマミッシュにあ
って交通量は比較的多く（20 ～ 30台 / １min、現地計
測）、また、走行速度も比較的速く感じられました。し
かし、流入部手前には「Yield（譲れ）」の喚起に加え
て S 字線形が施され、必然的に減速するような構造上
の工夫がされていました。そして、各流出入部には交
通島があり、私のような現地に不慣れな歩行者も横断
しやすく感じられました。また、視察したラウンドア
バウトの１つは、環道内の車線数が方向別の交通量に
合わせて、１車線と２車線に加えてバイパスが複合す
る特殊なタイプでした（写真－７）。こうした現地状況
に合わせた仕様になっていることからも、様々な状況
でのラウンドアバウトの適用性が感じられ、非常に貴
重な経験を得ることが出来ました。

写真－６ カナダ・ケベック州のラウンドアバウト

写真－７　シアトル近郊のラウンドアバウト
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６．おわりに

　本会議に参加し、米国をはじめ世界各国でラウンド
アバウトの積極的な導入がダイナミックに進む様子を
直接感じ取ることができました。海外では、基礎的か
つ標準的な小型環道１車線型ラウンドアバウトの導入
の段階はすでに終えて、応用型のラウンドアバウト（例
えば、環道２車線型ラウンドアバウト、ターボラウン
ドアバウト、高速対応のラウンドアバウト、ツインタ
イプのラウンドアバウト）に関する研究が進んでいる
ことが分かりました。
　我が国では、昨年、長野県飯田市で国内初の小型環
道１車線型ラウンドアバウトが完成し、その後長野県
内の他の自治体、静岡県、滋賀県などにも同導入事例
が拡がっています。今年の秋には、環状交差点（ラウ
ンドアバウト）の走行方法を定めた改正道路交通法の
施行が予定されています。今後益々、全国各地でのラ
ウンドアバウト設置が見込まれるなど、日本国内の動
向を踏まえ、これに応えるべく筆者らによる研究を継
続する所存です。次回の本会議は、2017年米国ウィス
コンシン州グリーンベイ市で開催されます。
　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、所内外の関係各位の皆様に対
し、心より謝意を表します。

影山　裕幸＊

KAGEYAMA Hiroyuki

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地交通チーム
研究員

宗広　一徳＊＊

MUNEHIRO Kazunori

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地交通チーム
主任研究員
博士（工学）
技術士（建設）

写真－８　グループディスカッション

写真－９　Gene Russell 教授による閉会挨拶
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