報 告

交通シミュレーションに関する国際シンポジウム2006に参加して
宗広

一徳＊

浅野

基樹＊＊

学並びに京都大学等の専門家から構成される実行委員

１．はじめに
2006年９月４日（月）から６日（水）に亘り、スイ

会が組織されました。本シンポジウムは、2002年に横

ス連邦・ローザンヌ市にて開催された「交通シミュレ

浜で第１回会議が開催されており、以来２回目の開催

ーションに関する国際シンポジウム2006（International

に該当します。「ISTS2006」は、スイス連邦・ローザ

Symposium of Transport Simulation 2006：

ンヌ市のローザンヌ連邦工科大学（EPFL）において、

ISTS2006）
」に対し、当所寒地交通チームより、浅野

18 ヶ国から100名以上の専門家の参加者を得て開催さ

上席研究員並びに宗広研究員が出席しました。
ここに、

れました。今回のシンポジウムは、Edward Chung・

本シンポジウムへの参加報告をします。なお、同シン

ローザンヌ連邦工科大学教授等による実行委員会事務

ポジウムは、スイス連邦・ローザンヌ連邦工科大学並

局を中心として準備されると共に、各関係機関による

びにスペイン・カタロニヤ工科大学の主催によるもの

協力を得て開催されるに至りました。シンポジウムの

です。同開催に際し、両大学に加えて、日本の東京大

プログラム概要は、表－１のとおりです。
本シンポジウム参加後の帰路、９月７日（木）及び

表－１

シンポジウムのプログラム概要

８日（金）、筆者等は、ドイツ連邦共和国のケルン市
にあるドイツ連邦道路交通研究所（bast）を訪問し、

９月４日（月）

地方部の道路設計ガイドラインに関して情報交換を行

・基調講演
・ｾｯｼｮﾝ A1：Lane Changing（車線変更）

うと共に、現地道路視察の機会を得ました。併せて、
本件に関する報告も行います。

・ｾｯｼｮﾝ A2：Modeling Ⅰ（モデルⅠ）
・ｾｯｼｮﾝ B1：Data Collection and OD Estimates
（ﾃﾞｰﾀ収集及び OD 予測）
・ｾｯｼｮﾝ B2：Railways（鉄道）
９月５日（火）

２．ISTS2006
９月４日（月）の９時30分より、シンポジウム会場
の CE1ル ー ム に お い て、EPFL の A-G.Dumont 教 授
より歓迎及び開会の辞が述べられました。引続き、米

・ｾｯｼｮﾝ A3 ：Freeway Management（高速道路管理）
・ｾｯｼｮﾝ A4：Modeling Ⅱ（モデルⅡ）
・ｾｯｼｮﾝ B3：Hybrid Modeling（混合モデル）
・ｾｯｼｮﾝ B4：Dynamic Traffic Assignment &
Route Choice
（動的な交通配分及び経路選択）
９月６日（水）
・ｾｯｼｮﾝ A5：Applications of traffic simulation
（交通ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの適用）
・ｾｯｼｮﾝ A6 : Modeling Ⅲ（モデルⅢ）
・ｾｯｼｮﾝ B5 : Pedestrians（歩行者）
・ｾｯｼｮﾝ B6 : Calibration and Validation

写真－１

シンポジウム会場

（ローザンヌ連邦工科大学）

（検証）
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写真－２

写真－３

シミュレーションデモ会場

Edward Chung 教授と宗広研究員

写真－４

写真－５

宗広研究員による発表

SIAS 社の Seaman Emily 氏による発表

国のカリフォルニア大学 Irvine 校の R.Jayakrishnan

が、今後の研究を進めていく上で改善を図りたいと考

教授より、大規模道路ネットワークシミュレーション

えております。なお、本研究は、土木学会実践的 ITS

に関する基調講演が行われました。

研究Ａ−３の北海道班グループの協力を得て実施した

また、シミュレーションデモ会場が別途設けられ、
PTV 社、TSS 社、INRO 社などにより、歩行者や総

ものであります。この場を借りて、改めて関係各位の
皆様に謝意を表します。

合交通体系（路面電車、鉄道、空港を含む）に関する

郊外部の２＋１車線道路の構造評価（追越車線長、

最新の交通シミュレーションに関するデモンストレー

追越車線の設置間隔）については、英国スコットラン

ションが行われました。

ド 州 の 事 例 に 関 す る 報 告 が、SIAS 社 の Seaman

９ 月 ４ 日（ 月 ）11時 か ら の セ ッ シ ョ ン A1: Lane

Emily 氏から行われました。同事例検討については、

Changing（車線変更）において、寒地交通チームの

シミュレーションプログラム「Paramics」が用いら

宗広研究員が「Traﬃc Simulation on a Rural ２+ １

れました。本報告は、北海道郊外部の国道のサービス

Highway in Hokkaido, Japan」と題し、北海道郊外部

水準（LOS）を検討するに際し、参考にできるものと

の２＋１車線道路における交通シミュレーション構築

考えられます。

への実践的取り組み、実測調査結果、避譲及び追越等

この他にも、交通シミュレーションモデル、運転者

の車線変更挙動の再現、シミュレーション結果につい

挙動、歩行者、鉄道、モデル検証など各国の専門家に

て報告しました。聴講者から、
「２＋１車線道路の交

よる最新事例に関する報告が行われました。

通密度や交通容量は、２車線道路と比較してどうなる
のか？」、「ドライバーの希望速度はどのように決めて
いるのか？」等の質問及びコメントが寄せられました
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３．スイス連邦・ローザンヌ市の道路交通
スイス連邦・ローザンヌ市は、人口約12万人、スイ
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写真－６

市内を走るトロリーバス

写真－８

（約10分間隔で運行され、利便性に優れる）

写真－７

オープンカフェ

ラウンドアバウト

（ＩＯＣ本部前の道路）

写真－９

工事規制中の道路標識（センター位置を示

している。矢羽根ではありません。）
ス連邦ヴォー州の地方都市です。レマン湖北岸のほぼ

り、国外からの観光客にも利用しやすいなどの工夫が

中央に位置し、ノートルダム大聖堂やウシー城などが

なされています（写真－６）。さらに、道路空間をオ

観光名所となっています。また、国際オリンピック委

ープンカフェとして利用している例が数多く見られま

員会（ＩＯＣ）の本部があることから、
「オリンピッ

。また、郊外部と市街地の境界、並
した（写真－７）

クの首都」とも言われております。スイスの公用語は、

びにメモリアル的な場所をはじめとして、ラウンドア

フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロマンシュ語の

バウトが数多く整備されていました。同形式は、交通

４ヶ国語です。このうち、スイス西側に位置するロー

流の円滑化並びに交通安全の観点から、効果が高いと

ザンヌ市はフランス語圏に該当します。スイスは観光

言われています（写真－８）。市内の工事規制中の道

立国であることから、世界中から観光客が訪れます。

路においては、写真－９のようなセンター位置を示す

今回の訪問を通じ、観光客を受入れるスイス国民側の

道路標識が用いられていました。

対応振りの充実度は素晴らしいと実感しました。例え
ば、ホテルやチケット売場での対応者による外国人へ

４．ドイツ連邦道路交通研究所（bast）訪問

の親切な態度や、言語操作能力の高さ（スイス国民は、

本件出張の帰路、９月７日（木）の午後、ドイツ連

３ヶ国程度の言語をほぼ自由に話すこと）
です。今後、

邦共和国・ケルン市のドイツ連邦道路交通研究所

我が国が観光立国を目指す際には、一考すべき事項と

（bast）を訪問し、Roland Weber 交通計画・道路設計・

考えられます。また、
ローザンヌ市は地方都市ですが、

安全分析研究室長と地方部道路の構造設計に関する情

公共交通としてバス路線及び地下鉄がよく機能してお

報交換を行いました。訪問目的は、現在ドイツで策定
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・規制速度の設定については、拠点都市まで１時間以
内にアクセスできることを基礎概念としている。一
般的に、地方部の一般国道では110km/h が規制速
度であるが、70 〜 80km/h 程度を推奨速度として
いる。
・事故が発生した場合、基本的にドライバーの自己責
任となる。そのような背景もあり、ドイツでは、走
行速度とは、ドライバー自身の責任で決定するもの
であるという考え方が根本にある。
③ラウンドアバウト
写真－10

ドイツ連邦道路交通研究所
（bast）

・他の欧州諸国とは異なり、1950年代〜 60年代にか
けて、郊外部のラウンドアバウトが撤去され、交差
形式に変更された経緯がある。しかし、このタイプ
は交通安全上、必ずしも好ましい結果を得られなか
った。
・近年、より半径の小さいタイプのラウンドアバウト
の整備が推進されている。これまでの事故データの
蓄積結果から、ラウンドアバウトは、信号交差点よ
りも、事故率が低くなる等、交通安全の観点から有
利である。
・ラウンドアバウトの形状としては、道路が直線で交
差するのではなく、緩いカーブ区間を経て交差する
ことがポイントである。ラウンドアバウト進入時に
おける車両の走行速度の緩和が重要である。

写真－11 浅野上席研究員と R.Weber 室長

④２＋１車線道路
・かつて、ドイツの地方部国道（２車線道路）では、
交通事故の形態として、追越に伴う事故が多かった。

作業中の新たな地方部道路の設計ガイドラインに関す
るヒヤリングです。その結果得られた事項は、概要以
下のとおりです。

これについては、1991年に取りまとめた報告書に詳
述している。
・過去の経験を踏まえ、規則的に追越車線を設ける２

①新たな設計ガイドラインの策定作業

＋１車線道路が交通安全上好ましいとされ、現在、

・ガイドラインは、2007年の執行を目標としている。

整備が推進されている。いわゆる RQ15というタイ

・EU15 ヶ国全体では、毎年約40,000名の交通事故死

プである。

者数を数えているが、2010年までに交通事故死者数

・新たな設計ガイドラインによれば、現行の２車線道

を半減させるとの目標がある。本目標への貢献を最

路については、車両の追越挙動を設計としては考慮

重要課題として、
道路インフラの整備を進めている。

しないとしている。現在検討中であるが、対向車線

・コンセプトは、「標準化されると共に、自ら説明す
る道路設計へのルールづくり」である。

を利用して追越すことは許可される見込みである。
・追越車線の設置に際しては、追越車線の終了区間が

②設計速度の概念

明瞭となるようにゼブラの設置が交通安全の観点か

・設計速度は、最小曲線半径、曲線部緩和区間を決定

ら重要である。これは、ドライバーの視認性を考慮

するのみである。しかし、縦断曲線、直線区間の延

したものである。

長、制動停止並びに追越視距など、他の要因は決定

⑤ランブルストリップス

しない

・ドイツ地方部の道路でも、ランブルストリップスの

・規制速度（並びに実勢速度）は、設計速度に依存す
るものではない。
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整備を推進している。交通安全上、効果があるとし
て支持されている。
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道路事務所を訪問し、Hans Vogel 計画課長より、現

５．ドイツ・地方部道路の現地視察

在進めている B262（国道262号）の計画概要の説明を

より、ケルンとフランクフルト間に位置するラインラ

頂きました。B262は、A48（アウトバーン48号）と

ント・プファイル州（州都：マインツ）地方における

A61（アウトバーン61号）を連結する国道であり、２

道路視察を行いました。まず、コッヘム（Cochem）

＋１車線で整備されている。（写真－15）同事務所側

:

９月８日（金）は、bast の Ulrich Lohe 氏の案内に

写真－12 Cochem 道路事務所
（右下は、道路事務所のマーク）

写真－13

写真－14
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写真－15

写真－16

B262（国道262号）

２＋１車線道路（B262）

写真－17

ラウンドアバウト
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からは、以下のような説明を頂きました。
・交通事故削減を第一とし、走行性の確保等も考慮し、
２＋１車線道路構造を採択した。
・ラウンドアバウトの導入場所は、コミュニティ道路
（主として地方道）に対し、設置されることが多い。

B262他を現地視察の後、バート・グロイツナハ地
域へ移動し、バート・クロイツナハ（Bad Kreuznach）
道路事務所の Hans Joachim 所長より、B50（国道50号：
L=18km、Simmern と Hahn 空港間）の整備及びラウ
ンドアバウトに関し、以下の説明を受けました。

また、郊外部と市街地の境界部などで、道路構造が

・B50は、1990年頃より、２＋１車線道路として整備

変わることの強調、走行速度緩和の促進も考慮し、

されており、交通安全の観点から、事故削減などの

ラウンドアバウトが適用されている。

一定の成果が表れた。

・ラウンドアバウトは進入区間に緩いカーブ区間を設

・B50は、サービス水準を確保するために、自動車専

置することがポイントである。ラウンドアバウト導

用道路とし、農耕車両や自転車などの通行は排除し

入に伴い、ドライバーから苦情が寄せられることは

ている。

なく、大型車並びに小型車の何れのドライバーから

・２＋１車線の構造分離は、基本的にマーキングに拠

も、「たいへんよい」と肯定的な支持を得ている。

っている。しかしながら、交通事故の発生と共に、

・ラウンドアバウトの中心には、ランドマーク的な記

対策の要望が出たため、中央に鋼性のガードパイプ

念碑や芸術、花時計等を設置している事例が多く、
地域住民からも親しまれている

（防護施設）を一部に導入している。
・B50については、近年、Hahn 空港へのアクセス道
路として交通量の増加が著しいので、将来的には４
車線化を計画並びに整備中である。

写真－18

２＋１車線道路（B50）
図－１

写真－19
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４車線化拡幅工事（B50）

図－２

B50（国道50号）の平面図

B50（国道50号）の標準横断図
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小さいタイプに対しては、大型車両の旋回を考慮し、
ラウンドアバウト上を大型車両が踏むことも許可さ
れている。
６．おわりに
今回の「交通シミュレーションに関する国際シンポ
ジウム2006」に出席し、発表及び各国の専門家と意見
交換を行う機会を得たことは、各国における道路構造
や交通シミュレーションを活用した評価に関する良い
情報交換の場とすることができました。
また、ドイツ連邦道路交通研究所（bast）を訪問す
ると共に、ケルン〜フランクフルト間のラインラント・
写真－20

小型のラウンドアバウト

プファイル州の国道などの現場視察を行いました。ド
イツ地方部の国道では、２＋１車線道路並びにラウン
ドアバウトを積極的に採用していることを直接体感で
きました。基本的な道路インフラがほぼ整備された現
在のドイツでは、コンセプトとして交通事故削減並び
に安全性向上を第一として、新たな道路設計、改良が
推進されていることを確認しました。
この貴重な経験を生かし、北海道の地域条件を考慮
すると共に、交通事故削減を目標とした道路構造設計
に資する研究に対し、更に取り組んでいく所存です。
また、今回の出張に際しご協力を賜った研究所内外の
関係各位の皆様に対し、改めて謝意を表します。

写真－21

Hans Joachim 所長等と共に

・同事務所地域の州道などでもラウンドアバウトの導
入が推進されている。例えば、写真－20は、半径の
小さいラウンドアバウトである。このような半径の

宗広

一徳＊
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博士（工学）
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