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１．はじめに

　2016年1月10日（日）から14日（木）の5日間にわたり、
米国ワシントン D.C. にて「第95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7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。TRB（Transportation Research Board Executive 
Committee：米国交通運輸研究会議）とは、米国議会
の諮問機関である The National Advisory Board（全
米科学アカデミー）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。創設以来、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・学術研究機関から多くの行政官・
技術者・研究者が参加しています。
　今回は、市内のコンベンションセンター（Walter E. 
Washington Convention Center）を会場（写真－1、2）
とし、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。上述のセッションを統括する委
員会は、政策・組織、計画・環境、設計・建設、運用・
保全、法律、安全・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「Research 
Convergence for a Multimodal Future」（未来のマル
チモーダルに向けた研究統括）でした。

写真－2　第95回 TRB 年次総会会場（エントランス）

写真－1　第95回 TRB 年次総会会場（外観）

２．委員会

２．１　冬期道路管理委員会

　11日（月）午後7時30分～ 10時00分まで「Winter 
Maintenance Committee AHD65（冬期道路管理委員
会 AHD65）」が開催され、大規模雪対策（Large Volume 
Snow Control）小委員会のリーダーを務める雪氷チー
ムの松澤上席研究員が参加しました。また、寒地交通
チームの高橋総括主任研究員および徳永主任研究員が
参加しました。この委員会の委員長はカナダ・オンタ
リオ州交通省の Max Perchanok 氏が務めています。
　まず、本委員会の新メンバー等が紹介されるととも
に、これまで TRB のコーディネータを務めてきた
John Burkhardt 氏の退職に伴い、Perchanok 氏がそ
の後任となり、当該委員会の次期委員長として Tina 
Greenfield 氏に決まったことが報告されました。
　次に、本委員会による本年次総会各セッションの主
催・共催の報告があり、続いて、ミネアポリス州にお
ける AASHTO 冬期道路管理意見交換会の共催、TRB
オンラインセミナーなど開催に関する報告がありまし
た。また、2016年開催予定の欧州における冬期道路管
理の成功事例に関するオンラインセミナー、冬期道路
管理および陸上交通気象に関する国際会議、国際道路
気象会議（SIRWEC）等に関する予告がありました。
　その後、各小委員会の委員から活動報告、特に
NCHRP Synthesis として NCHRP（全米道路研究プロ

報　告
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　その他、Wilfred Nixon 氏による「Chloride Levels 
and Road Salt in Chicago Area（シカゴ圏における塩
分レベルと路上の塩）」、Andrew Alden 氏による

「Recycling Salt through Biomass（バイオマスによる
凍結防止剤のリサイクル）」および Lars Forslof 氏に
よる「Road Monitoring Technology Pilot Study（道
路モニタリング技術の試行）」の3つの発表が行われま
した。なお、これらの発表に対する質疑は時間の都合
上行われませんでした。

２．２　陸上交通気象委員会

　12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
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 氏が務めています。
　まず、TRB の職員である James Bryant 氏から今回
の TRB 年次総会の応募論文数や発表件数、参加者数
の報告（12日時点で14,000人）が行われました。
　その後、委員会の活動報告や活動計画の議論、
FHWA（米国連邦道路庁）や AASHTO（米国全州道
路交通運輸行政官協会）、PIARC（世界道路協会）、
SIRWEC（常設道路気象委員会）など関連組織での活
動に関するリエゾン報告が行われました。
　活動計画の議論では研究ニーズのアイデア出しが行
われました。注目されるトピックとして、研究ニーズ
のデータベース化、荒天時における道路別の渋滞発生
や走行速度、雪とみぞれ時の視程の違い、ビッグデー
タやモバイルデータの活用などが挙げられていました。
　また、リエゾン報告のうち FHWA からの報告では、
ネットに接続した車両（Connected Vehicle）から収集
した情報を道路気象マネジメントに活用するパイロッ
トプロジェクトや、道路気象情報システムのセンサー
の設置に関するガイドラインの策定、ウェブベースの
教育プログラムや、道路気象マネジメント・パフォー
マンス計測（Road Weather Management Performance 
Measures）のレポートの改訂が終わり、ウェブで公開
する予定であるなど、現在のプロジェクトの紹介が行
われました。

２．３　ラウンドアバウト委員会

　14日（水）午後2時30分～ 5時00分まで「Roundabouts 
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委員として参加し
ました（写真－4）。本委員会は、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。
　また、Colin Ridding 委員（英国 Mott MacDonald 社
プロジェクト部長）から、「Roundabouts Are Not 
Always the Solution （ラウンドアバウトが常に解決策
となるわけではない）」として発表が行われました。
この発表では、ケニアのナイロビ市のラウンドアバウ
トの事例を取り上げ、「利用者の交通規則遵守の価値
観が未成熟であり、劣悪な道路維持管理の場合には、
ラウンドアバウトが上手く機能しなかった。結果とし
て、道路管理者はラウンドアバウトに信号制御の導入
に至った。」ことが紹介されました。
　寒地交通チームの宗広主任研究員は、「日本におけ

グラム）に研究予算を要求するための新たな研究提案
レポートの進捗報告がありました。
　大規模雪対策小委員会からは、最終的に米国各州の
雪崩コントロールの情報収集と、防雪林等の「Living 
Snow Fence」による吹雪対策の2課題を提案しました。
　さらに研究ニーズに関する議論では、気候変動によ
る冬期道路管理体制への影響、オペレータのトレーニ
ングプログラム、道路気象情報システム等がキーワー
ドとして挙げられ、関連組織の連携によるワークショ
ップの開催や取り組み状況について各委員から報告が
ありました。
　また、本委員会の後半に、4件の技術発表が行われ
ました。この中で、徳永主任研究員は「Study on 
Develpoment of Technology for Supporting Onsite 
Decision Making in Antifreezing Agent Spreading

（凍結防止剤散布時における現地判断支援技術の開発
に関する研究）」について発表しました（写真－3）。概要
は、熟練・未熟オペレータによる作業時の負担の違い
および車載情報端末による情報提供の効果に関する実
験的研究の結果と今後の取り組みに関するものでした。

写真－3　冬期道路管理委員会

（右上は徳永主任研究員の発表）
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２．４　旅行時間、速度及び信頼性小委員会

　13日（火）12時15分～午後1時15分まで「Travel 
Time, Speed, and Reliability Subcommittee」（旅行時
間、速度及び信頼性小委員会）が開催され、寒地交通
チームの宗広主任研究員が委員として参加しました。
本委員会は、委員長である Michael D. Fontaine 米国
バージニア州交通研究評議会准主幹研究員の議事の下
で、議事が進行され、次年度の TRB 年次総会の論文
募集のテーマとして、以下とすることを確認しました。
　1）　旅行時間のプローブデータ（GPS、携帯電話、
　　　Bluetooth）

　2）　幹線性能計測／幹線の信頼性
　3）　多様なリソースの融合
　4）　性能計測の標準化（重み付け手法など）
　また、2016年5月、フロリダ州マイアミ市で開催さ
れる North American Travel Monitoring Exposition 
and Conference（NATMEC：北米旅行モニタリング
展示会議）の開催案内について紹介されました。

３．論文発表

３．１　セッション 614

　　　　「たわみ性舗装設計における環境の影響」

　本セッションは、12日（火）午後１時30分～３時15分
に、「Standing Committee on Flexible Pavement 
Design」の主催による「Environmental Effects in 
Flexible Pavement Design（たわみ性舗装設計におけ
る環境の影響）」の口頭発表が行われました。当所か
らは、寒地道路保全チームの田中研究員が「Research 
on Performance of High-Performance Stone Mastic 
Asphalt on Highways in Cold and Snowy Regions（積
雪寒冷地の幹線道路における機能性 SMA の適用性に
関する研究）」と題して口頭発表をしました（写真－5）。
　機能性 SMA はこれまで日本の積雪寒冷地で多く施
工されてきた排水性舗装に代わり、高い耐久性と走行
安全性の機能を併せ持つ舗装として開発されたもので
す。本発表では、室内および屋外試験、実道における
試験施工の結果から、機能性 SMA が日本の積雪寒冷
地における幹線道路に適した舗装であることを報告し
ました。会場からは、一般的な SMA と機能性 SMA
の違い、使用している骨材の種類、屋外試験で使用し
た凍結路面の作製方法について質問がありました。
　なお、本セッションでは他に米国から2本、英国から
1本の発表が行われました。米国のミシガン州立大学
からは、連邦道路局（FHWA）の研究プロジェクトであ
る LTPP（Long-Term Pavement Perfomance：舗装
の長期供用性）プログラムの特定舗装研究－1（SPS-1：
たわみ性舗装の構造的因子の研究）の試験箇所におけ
る調査結果から、気象条件が舗装の状況や損傷に与え
る影響について解析した発表があり、北米地域で気象
条件により分類した4地域（①乾燥・凍結、②乾燥・非
凍結、③湿潤・凍結、④湿潤・非凍結）のうち、湿潤・
凍結地域の気象条件が、他の地域に比べて、平坦性

（IRI）、わだち掘れ、ひび割れなど舗装の性能に重要
な影響を与えていることが報告されました。

るラウンドアバウト研究」と題し、口頭発表をしまし
た。本発表では、日本における実践的なラウンドアバ
ウト研究として、2009年から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以後、
実道社会実験などを経て、国内の法改正に至った旨を
報告しました。また、2016年の早期に交通工学研究会
から「ラウンドアバウトマニュアル」が発刊される見
込みであること、国内のラウンドアバウトは15都府県
49箇所（2015年12月現在）であることを報告しました。
　さらに、国内におけるラウンドアバウト普及への取
り組みとして、昨年10月8日に札幌で開催した「ラウ
ンドアバウトを活用したまちづくり・地域づくり」セ
ミナー（第39回寒地道路連続セミナー）をはじめとし、
国内各地で同様の取り組みに着手している旨を報告し
ました。
　そのほか、本委員会においてはドイツやカナダの委
員から「国内のラウンドアバウトガイドラインの改訂
作業に着手しており、近い将来、改訂版を発行する見
込みである」旨が紹介されました。

写真－4　ラウンドアバウト委員会

（右上は Eugene Russell 委員長、宗広主任研究員
及び Colin Ridding 委員）
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　本論文は、「2+1車線」国道40号更喜苫内道路（L=
15.8km）を対象とした夏期並びに冬期の交通性能の計
測結果を報告したものです。来場された米国ワイオミ
ング州道路局の Kathy Ahlenius プロジェクト分析官
からは、「夏期と冬期のドライバーのストレス計測に
着手しているところに新規性がある。」とコメントを
頂きました。
　この他にも、スペイン、米国バージニア州、米国オ
ハイオ州、カナダなどからの参加者もポスターを訪れ、
道路の性能計測手法などに関する質問が多数寄せられ
ました。

３．４　セッション 728

　　　　「冬期維持管理技術と作業の進歩」

　13日（ 火 ）午 後4時15分 ～ 6時 に、「Stand ing  
Committee on Weather」の主催による、「Advances 
in Winter Maintenance Technology and Operations

（冬期維持管理技術と作業の進歩）」のポスター発表が
行われました。当所からは、寒地交通チームの高橋総
括主任研究員が「Eye Glance Behavior of Experienced 
and Inexperienced Maintenance Personnel During 

３．３　セッション 725

　　　　「陸上交通気象と交通ネットワークへの影響」

　 1 3 日（ 火 ）午 後 4 時 1 5 分 ～ 6 時 に 、「 S u r f a c e  
Transportation Weather Committee」の主催による

「Surface Transportation Weather and Its Effects on 
Traffic Networks（陸上交通気象と交通ネットワーク
への影響）」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宗広主任研究員が「Winter Road 
Performance Measurement on a“2+1 Lane”Highway 
in Hokkaido, Japan.（日本の北海道における「2+1車線」
道路の冬期道路性能計測）」について発表しました（写

真－7）。３．２　セッション 618

　　　　「視程低下によるドライバー行動」

　13日（ 火 ）午 後1時30分 ～ 3時15分 に、「Standing 
Committee on Surface Transportation Weather」の
主催による、「Driving Behavior Under Limited 
Visibility Conditions（視程低下によるドライバー行
動）」の口頭発表が行われました。当所からは、雪氷
チームの國分研究員が「Provision of Snowstorm 
Visibility Information（吹雪時の視界予測情報提供）」
と題して発表をしました（写真－6）。
　現在、寒地土木研究所では気象データから吹雪によ
る視程を推定する手法を用いてインターネットサイト

“吹雪の視界情報”で視界予測情報を提供しています。
本発表では、その効果を把握するために“吹雪の視界
情報”の利用者にアンケートを実施した結果について
報告しました。会場からは、吹雪視程を推定する手法
についての質問がありました。
　なお、本セッションでは他に米国や韓国などから3
本の研究発表が行われ、米国のバージニア州では、霧
による視程障害時に自動車の速度低下を予測し、自動
で速度制限を行うシステムの開発について発表があり
ました。聴講者からは活発な意見が出され、諸外国の
視程障害における研究成果について知見を深めること
が出来ました。

写真－5　田中研究員の発表

写真－7　宗広主任研究員の発表

写真－6　國分研究員の発表
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４．おわりに

　TRB 年次総会は非常に活気ある会議です。セッシ
ョンは朝8時から始まり、夜に開催される委員会は午
後10時まで続き、どのセッション・委員会に参加して
も活発な議論が交わされています。参加者は年々増え
ており1）、当研究所の研究成果の発信と国際的な研究
動向を把握する良い機会です。
　投稿論文は査読審査を経て発表の可否、査読論文集
への採否が決まります。発表が認められるのは投稿論
文の約6割ですが1）、発表が認められるように、研究
内容、論文の質および英語力を高めていきたいと思い
ます。

　また、本セッションでは雪氷チームの渡邊研究員が
「Development of a Novel Blower Snow Fence（新型
防雪柵の開発）」について発表しました（写真－9）。本
発表は、寒地土木研究所が開発した新しい路側設置型
防雪柵（以下、新型柵）の構想と実物大の新型柵を用い
た防雪効果に関する現地試験結果について報告したも
のです。
　質問およびコメントは United States Department of 
Transportation（アメリカ合衆国運輸省）：通称 DOT
に勤務している参加者から多く寄せられました。日本
における路側設置型防雪柵は用地確保の困難さから、
道路敷地内に設置可能であることを意図して開発され
たものですが、広大な土地において吹雪対策を行うこ
とが多いアメリカでは珍しいものであったようです。
アメリカにおいても防雪柵の概念はありますが、一般
的には吹きだめ柵（collector snow fence）を用いると
のことでした。
　また、「新規性のある研究である。実物大の柵を製作
して現地試験を行っていることは非常に珍しく重要で
ある。今後も防雪効果の調査を継続して欲しい。」との
コメントをいただきました。

　なお、本セッションにおいては、他にも定置式の凍
結防止剤散布装置を設置する優先順位検討に関する研
究、駐車場と歩道の管理水準に関する考察、雪崩対策
の設計と効果検証のケーススタディに関する論文の発
表がありました。
　TRB 年次総会のポスターセッションは、常に盛況
です（写真－10）。セッションは1時間45分ですが、ひ
っきりなしに人が訪れ、多くの人の質問・意見を聞く
うちに、あっという間に時間が過ぎていきました。

Spreading Operations（熟練および未熟作業員の凍結
防止剤散布作業時の視線挙動）」について発表しまし
た（写真－8）。
　本発表は ICT 技術を活用して作業を支援するにあた
り、熟練作業員と未熟作業員の作業の違い、前方の路
面状態に関する情報を提供した場合にどのような効果
があるか、作業員の視点挙動での評価を試みた研究の
結果を報告したものです。実験で使用したアイトラッ
キング装置の性能や取得したデータの処理・解析方法
に関して質問がありました。また、ドライビングシミ
ュレータを使用した被験者実験への適用可能性につい
ての質問もいただきました。

写真－8　高橋総括主任研究員の発表

写真－9　渡邊研究員の発表

写真－10　にぎわうポスターセッション会場
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　最後に、本会議に参加する貴重な機会を与えて頂い
たことに対し、研究所内外の関係各位の皆様に参加者
一同心よりお礼申し上げます。
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