報 告

第５回道路の交通容量とサービスの質に関する国際シンポジウムに参加して
宗広

一徳＊

浅野

基樹＊＊

「第５回道路の交通容量とサービスの質に関する国

１．はじめに
2006年７月25日（火）から28日（金）に亘り、横浜

際シンポジウム」は、横浜市のパシフィコ横浜におい

市にて開催された「第５回道路の交通容量とサービス

て、17 ヶ国から155名の専門家の参加者を得て開催さ

th

International

れました。今回の横浜開催に際しては、中村英樹・名

Symposium on Highway Capacity and Quality of

古屋大学大学院助教授及び大口敬・首都大学東京助教

Service）」に対し、当所寒地交通チームより、浅野上

授が中心となり、ローカル実行委員会が組織されると

席研究員並びに宗広研究員が出席しました。ここに、

共に、
（社）交通工学研究会などによる協力を得ました。

本シンポジウムへの参加報告をします。なお、同シン

シンポジウムのプログラム概要は、表－１のとおりで

ポジウムの主催は、米国 TRB（Transportation Research

す。

の質に関する国際シンポジウム（５

Board：米国交通運輸研究会議）の常設研究委員会
AHB40（Highway Capacity and Quality Service：道
路の交通容量とサービスの質）によるものです。同研

２．オープニング・セッション
７月25日（火）の13時より、シンポジウム会場の５

究委員会は、道路の交通容量マニュアルとして世界的
に用いられている Highway Capacity Manual（HCM）
を作成しており、大学、行政、コンサルタントなど当
該分野の専門家が多数参画しているものです。

表－１

シンポジウムのプログラム概要

７月 25 日（火）オープニング・セッション
カントリーレポート報告
７月 26 日（水）テクニカル・セッション
・Highways
・Signalized Intersections

写真－１

シンポジウム会場（パシフィコ横浜）

・Roundabouts、外
ポスター・セッション
７月 27 日（木）スペシャル・セッション
・Uncertainty
現地視察
クロージング・セッション
7 月 28 日（金） TRB AHB40 委員会
ワークショップ（ミクロシミュレ
ーション時代の道路の交通容
量とサービスの質の役割）
写真－２ Richard G. Dowling・TRB AHB40委員会 議長
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階講堂においてオープニング・セッションが行われま

Manual）の改善点及びそれに向けた研究計画、また、

した。最初に、開会の辞として、Richard G. Dowling

ドイツからは、ドイツ版の HCM に該当する HBS の

（TRB AHB40委員会・議長）より挨拶がありました。

改善計画に関する報告がなされました。オーストラリ

引続き、歓迎の辞として、工藤・横浜市道路局長から、

ア並びに中国からは、ラウンドアバウトの交通特性な

横浜市の交通整備の歴史のスライド発表を含めた挨

どに関する報告が行われました。

拶、並びに岡本・国土交通省道路局企画課長から、日

フィンランドからは、２車線道路のサービス水準や

本の道路整備の現況等に関するスライド発表を含めた

交差点の交通容量、スウェーデンからは、２＋１車線

挨拶がありました。

道路や変動型速度規制、道路線形クラスに応じた交通

また、基調講演として、越正毅・東京大学名誉教授

性能評価等の先進的な事例報告が行われました。

（代読：大口敬・首都大学東京助教授）による「日本
における道路の交通容量とサービスの質に関する諸課
題」が発表されました。
３．カントリーレポート報告
道路の交通容量とサービスの質に関するカントリー
レポート報告が、表－２に示す７ヶ国から行われまし
た。米国からは、将来的な HCM（Highway Capacity
表－２

カントリ－レポート報告

①「米国における最近の道路交通容量と運用に関す
る研究」
［Dr. John A. Halkias、米国道路庁（FHWA）、
and Dr. Richard G. Dowling］
②「ドイツにおける道路の交通容量とサービスの質

写真－３

ラウンドアバウトの交通特性

（Prof. Rod Troutbeck、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ工科大学）

に関する最近の研究」
（Prof. Manfred Boltze、ダル
ムシュタット工科大学）
③「オーストラリアにおける道路の交通容量に関す
る研究」（Prof. Rod Troutbeck、クィーンズランド
工科大学）
④「フィンランドにおける道路の交通容量とサービ
ス水準の予測」（Prof. R. Tapio Luttinen、ヘルシ
ンキ工科大学）
⑤「スウェーデンのカントリーレポート」［Prof.
Karl L. Bang、国立工科大学（KTH）、and Mr. Torsten
Bergh、スウェーデン道路庁（SNRA）
］
⑥「中国における道路の交通容量に関する研究」

写真－４ ラウンドアバウトの交通流シミュレーション

（Prof. Keping Li and Mr. Jian Sun、上海・同済

(Prof.Keping Li、中国・上海同済大学 )

大学）
⑦「日本における道路の交通容量とサービスの質に
関する研究概観」
（中村英樹・名古屋大学大学院工学
研究科助教授、大口敬・首都大学東京助教授）

４．テクニカル・セッション等
７月26日（水）及び27日（木）に亘り、テクニカル・
セッション（Highways：道路、Arterials：幹線道路、
Signalized Intersections：信号交差点、Roundabouts：
ラウンドアバウト）、ポスター・セッション（Highways：
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道 路、Arterials and at-grade Intersections： 幹 線 道

速度などの道路パフォーマンスが変動することに言及

路及び平面交差点、Microsimulation Demonstration：

しました。米国やフィンランドなど、積雪寒冷地に位

交通流シミュレーション・デモンストレーション）、

置する国の参加者から、「冬期道路の交通容量の不確

スペシャル・セッション（Uncertainty：不確実性）

実性は重要な課題である」、「タクシーを利用してＧＰ

が行われ、各国参加者から発表が行われました。その

Ｓデータを取得することは、アイデアとして面白い」

うちの一例について、以下に紹介します。

などのコメントが寄せられました。ポスター・セッシ

（１）タクシープローブデータを活用した札幌都市圏

ョンでは、上述のように各国の専門家との間で、生の

における冬期道路性能評価に関する発表

声・反応を交換でき、貴重な経験とすることができま

当研究チームの宗広研究員、高橋総括主任研究員及
び浅野上席研究員による共著「Using Probe-Car Data
to Analyze Winter Road Traﬃc Performance in the

した。
（２）フィンランドにおけるランブルストリップスの
効果に関する発表

Urban Sapporo Area」について、ポスター・セッシ

「Eﬀects of Centerline Rumble Strips on Two-Lane

ョンの中で発表を行いました。当発表を通じ、冬期の

Rural Highways in Finland」と題し、フィンランド・

道路気象や路面状態に着目し、道路の交通容量や旅行

ヘルシンキ工科大学の Ms. Paula Tuovine より、発表
が行われました。フィンランド東部の国道５号におけ
るセンターランブルストリップスの設置をケーススタ
ディとして、事前事後の評価について報告されました。
具体的には、旅行速度、追従割合、追越割合、走行位
置などに着目し、施工前と施工後（１ヶ月後、１年後）
の評価結果を取りまとめたものです。同国の事例は、
北海道と同じような気象・地域条件下にあり共通点も
多いことから、今後の情報交換の発展が期待されると
ころです。

写真－５

米国 Brigham Young 大学の斎藤教授に対し
説明する宗広研究員

写真－７ ランブルストリップスの効果に関する発表
(Ms. Paula Tuovine フィンランド・ヘルシンキ工科大学 )

（３）スウェーデンにおける交通流ミクロシミュレー
ションによる地方部国道の構造評価
「Rural Highway Design Analysis Through Traffic
写真－６

フィンランド・ヘルシンキ工科大学の

Ms. Paula Tuovine に対し説明する宗広研究員
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Micro-Simulation」と題し、スウェーデン道路研究所
（VTI）の Mr. Andreas Tapani より発表が行われま
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写真－８ ２＋１車線道路構造の評価に関する発表

写真－９ 道路の交通容量の不確実性に関する発表

(Mr. Andreas Tapani、スウェーデン道路研究所 )

(Prof. Werner Brilon、ドイツ・ルール大学ボッハム校 )

した。スウェーデンの国道22号（延長８㎞、幅員13ｍ

of Capacity - Idea and Application - 」と題し、道路

道路の２車線道路）を対象とし、交通流ミクロシミュ

の交通容量の変動を把握する手法に関する考察等が発

レーションモデル「RuTsim」により、２＋１車線道

表されました。

路構造の導入効果について、旅行速度や追従長などの
観点から評価したものです。このような交流流ミクロ

５．おわりに

シミュレーションの利用方法は、北海道郊外部の国道

今回の「第５回道路の交通容量とサービスの質に関

の道路構造（例えば、２＋１車線道路）の評価に活用

する国際シンポジウム」に出席し、発表及び各国の専

できるものと考えられます。

門家と意見交換を行う機会を得たことは、各国におけ

（４）ドイツによる道路の交通容量の不確実性に関す
る発表

る道路構造や性能評価に関する最新の研究動向（例え
ば、２＋１車線道路構造、ラウンドアバウト、道路の

スペシャル・セッション「Uncertainty」
（不確実性）

交通容量、サービス水準）に関する情報交換の場とす

において、道路の交通容量のあいまさに着目した発表

ることができました。この経験を生かし、北海道の気

及び集中討議が行われました。ドイツのルール大学ボ

象や地域条件を考慮した道路構造や性能評価に関する

ッハム校の Prof. Werner Brilon により、
「Randomness

研究に取り組んでいく所存です。

宗広

一徳＊
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