報 告

第86回 TRB 年次総会に参加して
寒地交通チーム・雪氷チーム・寒地道路保全チーム

１．はじめに
2007年１月21日から25日までの５日間、アメリカ合
衆国の首都ワシントン D.C. で第86回 TRB 年次総会
（TRB 86th annual meeting）が開催されました。
当研究所からは、寒地交通チーム浅野上席研究員、
高橋総括主任研究員、
平澤主任研究員及び宗広研究員、
雪氷チーム加治屋上席研究員及び寒地道路保全チーム
石田総括主任研究員が参加・発表する機会を得ました
ので、ここに概要を報告します。

２．ＴＲＢ年次総会のあらまし

写真－１

参加者で賑わうロビー
（マリオット・ワードマンホテル）

TRB（Transportation Research Board：米国交通運
輸研究会議）とは、米国議会会議の諮問機関である
National Academy of Science の一組織であり、1920
年にその前身が創設されました。以来、毎年ワシント
ン D.C. にて年次総会が開催されています。
本会議は、世界最大規模の交通分野の国際会議です。
道路政策と組織、計画と環境、設計と建設、運用と維
持管理、法律、交通システム運用、公共交通、鉄道、
物流、航空、海洋の11から構成されています。
（マリ
年次総会は、ワシントン D.C. の３つのホテル
オット・ワードマンホテル、オムニ・ショーハムホテ
ル、
ヒルトン・ワシントンホテル）を会場としています。
参加者数は年々増えており、本年次総会では、参加登
録者が5,000人を超え、600以上のセッションで3,000以
上の発表と200もの委員会の会合が催される、まさに

写真－２

各会場を結ぶシャトルバス

大規模なものでした。
今年の年次総会は、 交通機関、財政と総労働力〜
21世紀のニーズに対応する をスポットライトテーマ
に開催されました。

３．ポスター発表
１月23日
（火）
午後2:30 〜 5:00、"Work Zone Traﬃc
Control Committee（AHB55）" の主催による "New Tools
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and Procedures to Manage Work Zone Safety and

は非常に興味深い。」
とお褒めの言葉を頂くとともに、

Mobility in the United States, China, and Japan
（米国、

」と言われました
「ぜひ来年の委員会に出席してくれ。

中国、日本における路上作業エリアの安全性および移

が、来年もここに来る保証が無いこと、このテーマで

"の
動性を管理するための新しいツールおよび手段）

は出す予定がないこと、そしてそもそも路上作業エリ

ポスターセッションが行われました。

「たぶん出席でき
アの専門家ではないことを考えて、

当所からは寒地交通チームの平澤主任研究員が

ないと思います。」と返答したところ、非常に残念そ

"Study on Improving the Worker Safety at Roadway

うな表情をされたことが印象に残っています（ごめん

（ 日本における路上作業エリアの
Worksites in Japan

なさい、Bryden さん！）。

（写
安全性向上手法に関する研究）" を発表しました

また、同時刻に開催された Traﬃc Control Device

真－３）。これは、路上作業エリアにおけるより一層

Research, 2007 のポスターセッションで、寒地交通

の安全性向上を目的に、北海道内の物流会社・警備会

チーム宗広研究員が Eﬀect of Retroreﬂecting Performance

社に行った路上作業の安全対策に対する満足度調査と

for Traffic Signs by Driving Visibility Evaluation Under

苫小牧寒地試験道路で実施した交通整理員の服装色に

Foggy Conditions の発表を行いました（写真－４）
。

対する視認性の評価実験の結果について報告したもの

本論文は、濃霧発生時の実道において、被験者ドラ

です。多くの質問は、この実験に使った路上工事用照

イバーの運転条件下により、反射性能の異なる警戒標

明のスペックを教えてほしい、日本の路上作業エリア

識の視認性評価の結果を示したものです。本研究は、

における衝撃吸収装置にはどのような種類があるのか

平成17年度に実施した当研究所と北海道大学・萩原助

といった路上工事に対する専門的な事項でした。路上

教授との共同研究「霧発生時における道路付属物の視

作業エリアにおける安全性は、ＴＲＢでも主要なテー

認性に関する研究」の成果の一部を紹介したものです。

マであり、専門家が多いと感じました。

本論文では、視界不良条件下の実地実験により、反射
性能の違いが、ドライバーによる標識の視認距離並び
に判読距離の差につながることを具体的に明らかにし
ました。
「実道におい
質問に訪れた FHWA の研究者等より、
て自然の霧発生条件下で取得したデータであることは
意義深いものがある。また、アイカメラデータを活用
した視認性評価の数値解析は先進的である。」などの
コメントを頂きました。

写真－３

平澤主任研究員のポスター発表

このセッションには、他に米国から５件、中国から
１件発表されました。内容については、米国から夜間
路上作業エリアにおける交通誘導施設のドライビング
シミュレータによる評価方法の検証や路上作業におけ
る渋滞長、旅行時間および遅れ等の交通影響評価分析
等、中国から高速道路の路上作業エリアにおける重量
車が交通に与える影響が発表されました。
ポスター発表が終了する間際に、このセッションの

写真－４

説明する宗広研究員

委員会
（AHB55）
のチェアマンである James E. Bryden
さんが来てくれました。Bryden さんから「この論文
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（冬期道路管理のための橋梁部路面温度推定モデルの

４．口頭発表

構築） について発表しました。本論文は、冬期道路
（１）冬期道路管理関係のセッション
本年次総会では、冬期道路管理委員会が主催、また
は関係するセッションが４つ開催されました。
Vehicle-Based Sensors for Weather Information
（気象情報取得のための車載センサー） セッションで

管理上特に注意が必要な区間の一つである橋梁部を対
象として路面温度推定モデルを構築し、その精度を検
証した結果を報告したものです。質疑では、橋梁部の
路面温度が低下する要因についての質問や、路面温度
推定の意義に関して意見が交換されました。

は、交通事故の減少を目標として、車載装置の統合化

同セッションでは他に、スウェーデンから凍結防止

（Electronic
と有料道路での自動料金支払いシステム

剤（塩化ナトリウム）の使用量縮減を目的として、凍結

Toll Collection System: ETC）で利用されている狭域

防止剤に精製しない砂糖を混合して散布する取り組み

通信
（Dedicated Short Range Communication: DSRC）の

の発表がありました。砂糖を25％及び50％混合した凍

活用による道路気象情報の強化の取り組みについて紹

結防止剤を散布し、摩擦係数の推移から散布効果を検

介がありました。また、冬期道路管理のための車載セ

証した結果、散布効果の違いが不明確な部分もあるが、

ンサー技術についての包括的な文献レビューの発表

塩化ナトリウムと砂糖の混合物を使用できる可能性が

や、車両＆インフラ統合型 ITS システムによる道路

あるという報告でした。環境への影響については、地

気象の高度化についての発表などもありました。

下水等への影響の他、野生動物が糖分を求めて道路に

（気象
Weather Impacts on Surface Transportation
が交通に及ぼす影響） セッションでは、カナダから

現れるかもしれないので、試験をしていると紹介があ
りました
（写真－６）。

凍結防止剤散布量の管理のための "winter severity
index
（ 冬期の厳しさ指数）" の構築に関する研究発表
がありました。"winter severity index" は道路気象情
報システムのデータを含む気象データから計算される
指数で、１から100の数値で示され、当該指数から凍
結防止剤の必要散布量を予測します。単一指標での表
現はわかりやすく、モデルの精度検証による改良が期
待されました。また、暴風雪時の旅行速度変化や復旧
時間を指標して、冬期道路管理のサービスレベルやパ
フォーマンスを評価しようとする取り組みなども興味
深いものでした。
Winter Weather Impacts on Transportation
（ 冬期気象条件が交通安
Safety and Operations Costs

写真－５

高橋総括主任研究員の発表

全と作業コストへ及ぼす影響） セッションでは、北
海道大学中辻隆助教授が、カルマン・フィルターを用
いた路面のすべり摩擦係数の推定に関する発表を行っ
たほか、冬期気象条件と交通事故の関係を分析した論
文の発表がありました。また、固定式凍結防止剤散布
技術（FAST）のシステムについて包括的な文献レビュ
ーの発表などもありました。
Technology and Surface Temperature Analysis
（冬期道路管
for Winter Maintenance and Operations
理と作業のための路面温度分析と技術） セッション
は、１月24日（水）午後に開催されました。
本セッションで、寒地交通チームの高橋総括主任研
究 員 が

Modeling to Predict Bridge-Pavement

Temperature for Winter Maintenance Decision
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写真－６

凍結防止剤に関するプレゼンテーション
49

（２）舗装関係のセッション
①石田総括主任研究員の発表

バー等のリサイクル技術と長期供用性について報告が
ありました。

（ 水 ）午 後、"Surface Properties - Vehicle
１ 月24日

舗装マネジメントに関しては51のセッションが開催

Interaction Committee" 主催による "Analyzing Proﬁle

されました。この分野にはいわゆる舗装マネジメント

and Modeling Vehicle Responses to Pavement

（Pavement Management System）は勿論の
システム

Roughness（ 舗装の平たん性評価と車両応答のモデル

こと、舗装材料の評価、舗装設計法、路面評価等、多

化）
" についてのセッションが開催されました。

岐にわたるテーマが含まれています。

本セッションにおいて、寒地道路保全チーム石田総

アセットマネジメントの考え方は世界的に様々な適

括主任研究員が "Using the KIT Driving Simulator to

用法が検討されており、"Using Pavement Management

Evaluate Road Surface Roughness" を口頭発表しまし

System Data for Development, Verification, and

た（写真－７）。本論文では、舗装路面の平たん性
（縦

（長期性
Modeling in Long-Term Performance Contracts

断凹凸）が車両乗員の快適性に及ぼす影響を、ドライ

能規定契約の開発、検査、モデルへの PMS データの

ビングシミュレータを用いて評価するための基礎的実

" についてのセッションでは、舗装マネジメン
利用）

験結果を報告しました。会場からは、シミュレータが

トシステムに蓄積した供用性データを利用した Long-

模擬できる路面の形状と車両の種類について関心が寄

（ 長期性能規定契約）に
Term Performance Contracts

せられました。

よって舗装の維持管理費を縮減した例が報告されまし

同セッションでは他に、ウェーブレット解析による

た。これは、ある期間にわたる舗装の維持管理業務を

舗装平たん性とトラックの動的荷重のエネルギー量評

一括契約する手法で、ニュージーランドの例では事故

価、慣性プロファイラのスペクトル変換関数の開発、

率の低減も効果として挙げられています。

等に関する論文が発表されました。
（３）その他
（水）朝８時から、"Highlights of the Fifth
１月24日
（第５
International Symposium on Highway Capacity
回道路の交通容量とサービスの質に関する国際シンポ
" が開催され、名古屋大学大学
ジウムのハイライト）
院工学研究科の中村英樹助教授、首都大学東京大学院
都市環境科学研究科の大口敬准教授からシンポジウム
。
の概要の報告がありました（写真－８、写真－９）
当該シンポジウムには、寒地交通チームの浅野上席
研究員と宗広研究員が参加・発表し１）、また、両先生
には当研究所の寒地道路連続セミナーでご講演いただ
いた経緯もあります２）３）。
写真－７

石田総括主任研究員の発表

②その他の舗装関係のセッション
アスファルト舗装材料と題して20のセッションが開
催されました。主なテーマは、アスファルト材料の再
生利用、アスファルトバインダの性能評価、アスファ
ルト舗装の供用性評価などです。
注目テーマとしてはリサイクル技術があげられ、コ
スト抑制の一手段としての再生アスファルト骨材の配
合率を高率化しこれを適性に品質管理する技術や、改
質アスファルトや廃タイヤから生成されるゴムファイ
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写真－８

中村英樹助教授の発表
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会議４）５） について、PIARC-TC3.4冬期道路管理委員
会の委員長であるスウェーデン道路交通研究所の
‥

Gudrun Oberg 氏が自ら会議成功のお礼とともに概要
報告を行いました
（写真－11）。

写真－９

大口敬准教授の発表

５．各種委員会
（１）冬期道路管理委員会
冬 期 道 路 管 理 委 員 会（Winter Maintenance

写真－11

第12回 PIARC 国際冬期道路会議の概要を報
‥

告する Gudrun O berg さん

Committee）は、米国内では連邦道路局
（FHWA）や各
州道路局の関係者、大学や各種研究機関の関係者を中
心に、また米国以外ではカナダや北欧、日本の道路行

また、PIARC 国際冬期道路会議と同様に４年に１

政機関や研究機関の関係者から構成されており、国際

度開催している道路雪氷の国際会議である、" 第７回

色豊かなメンバーで活発な議論が行われています。日

TRB 除雪と雪氷対策技術に関する国際シンポジウム "

本からは、雪氷チームの加治屋上席研究員が委員とし

が、2008年 ６ 月 に 本 委 員 会 の 委 員 長 で あ る John

て参加しています。この委員会が、１月23日（火）
夜に

Burkhardt 氏
（写真－12）のお膝元であるインディアナ

開催されました（写真－10）
。

州のインディアナポリスで開催することになり、その
論文募集要項が決定になりました。

写真－10

冬期道路管理委員会の様子

委員会では、まずこの１年間の委員会関連の活動に

写真－12 冬期道路管理委員会 John Burkhardt 委員長

ついて報告が行われました。特に、2006年３月にイタ
リアのトリノで行われた第12回 PIARC 国際冬期道路
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冬期道路管理政策とマネジメント、冬期道路管理と

Texas A&M）などについての審議が行われました。

環境関連の問題、利用者視点から見た冬期道路管理の

また、今回の委員会では、話題提供として、北海道大

事業評価手法の開発や活用、コンピュータベースのス

学のタイからの留学生で通称シェーンさん（本名：

タッフ教育やトレーニング、冬期道路管理用の機器・

「コスト分析による北海道
Suthipun Thanesuen）が、

機材のイノベーション、吹雪や吹きだまり・雪崩対策

の道路交通条件における最適な規制速度に関する研

などの大規模な雪のコントロール等が論文募集のトピ

。
究」と題して話題提供を行いました（写真－13）

ックスとなっています。なお、この会議は、第１回Ｔ
ＲＢ陸上交通気象会議も兼ねたものとなっており、道
路を中心に陸上交通に与える気象の影響の重要性を強
く意識し、重点施策を展開している米国連邦道路庁
FHWA の Road Weather Management Program
（http://www.ops.fhwa.dot.gov/weather/）とも密接に
連携したものとなっているので、気象が陸上交通全般
に与える影響に関する研究なら広範に受け付けるもの
になりそうです。本年５月１日までに500語の論文要
旨と100語の著者略歴を募集することになりましたの
で、ご関心をお持ちの方は、参考資料を是非ご覧いた
だければ幸いです６）。
さらに委員会では、Aurora や SICOP/WMTSP 、
MDSS、Clarus といった冬期道路や道路気象に関連す
る各種プロジェクトの近況報告も行われました。また、

写真－13

交通制御装置委員会でのシェーンさんの話
題提供

全米協力研究プロジェクト（NCHRP）の次期研究テー
マの候補として、委員会から何を提案すべきかという
ことも議論になりました。凍結防止剤の構造物への影

６．Don Halliday 氏との情報交換

響を抑える手法、路面温度予測における太陽エネルギ
ーや放射冷却の影響、路面状態予測・把握のための道

寒地交通チームでは、今年度、道路のすべり抵抗を

路気象センサーの最適設置法、各種凍結防止剤を混合

連続的に計測する「連続路面すべり抵抗測定装置」を

使用した場合の特性などが議論に上りました。

導入しました（写真－14）。

年次総会においてこの委員会が主催
（共催）
するセッ

当該装置を導入・設置する際、開発者である Don

ションは従来２〜３でしたが、最近は４〜５のセッシ

Halliday 氏が来日し、設置の指導、測定機構や操作・

ョンが設けられるようになりました。2005年に成立し

測定方法の説明を受けました７）。Don 氏がアメリカに

た " 米 国 陸 上 交 通 長 期 法 SAFETEA-LU" に お い て

帰国する際にＴＲＢ年次総会での再会を約束していた

"Surface Transportation Weather" の研究の重要性が

のですが、約束通りＴＲＢ年次総会の会場で再会し、

きちんと位置づけられたことが、こうしたセッション

当該装置を用いた試験の実施状況や試験結果等につい

の増加に強く現れているものと思われます。集まる論

て情報交換等をしました（写真－15）。

文数も多くなり、質も高まっています。今後は委員会

当方からは、苫小牧寒地試験道路と札幌市内の国道

としてさらにポスター・セッションを用意することも

（HFN）を連続的に計測した試
で路面のすべり抵抗値

考えるべきでないかという議論も出ました。

験結果の速報を示しました
（図－１）。Don 氏からは、
試験結果に対するコメントをいただくとともに、各国

（２）交通制御装置委員会（Traffic Control Device
Committee）
１月22日（月）
の早朝８時から12時まで、
マリオット・

での当該装置の導入等の動向についての紹介や、測定
用タイヤを変更して試験を行う際の留意事項等の説明
を受けました。

ワードマンホテルにおいて、標記委員会が開催され、
本委員会でのＴＲＢ論文の査読結果や本年開催される
視程に関するシンポジウム（Visibility Symposium at
52
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７．ワシントン D.C. の道路事情
ワシントン D.C. の道路事情については、昨年のＴ
ＲＢ年次総会の参加報告８）でも紹介していますので、
今回、新たに見聞したことを紹介します。
（１）
雪のワシントン D.C.
今年のワシントン D.C. は去年より寒く感じられま
した。ワシントン D.C. では雪が滅多に降らないと聞
いていたのですが、今年は１月21日（日）
に雪が降りま
した
（写真－16）。凍結防止剤散布車が出動し、凍結防
止剤を散布していました（写真－17）。
かなりの勢いで、
噴き上げるように凍結防止剤を散布しているのが印象
写真－14

連続路面すべり抵抗測定装置

写真－15

Don Halliday 氏との情報交換

Friction(HFN)

Steering(degrees)

Speed(km/h)

的でした。

写真－16

ワシントン D.C. の雪景色
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図－１

試験結果
（速報）
写真－17
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街中を走る凍結防止剤散布車
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翌朝は雪が若干残る程度でしたが、テレビでは運転
時の注意や学校等が２時間遅れや休みになるといった
情報が繰り返し放送されていて、交通への影響の大き
さを感じました。外に出てみると、歩道では除雪をし
ている人や凍結防止剤を散布している人もいました
（写真－18）。
後日、ファーマシーで同じものを見つけ、塩化カル
シウムと塩化マグネシウムを混合した凍結防止剤と分
。とても寒かったのですが、半
かりました（写真－19）
袖で悠然と歩いている人もいて、アメリカは広い国だ
なと感心しました
（写真－20）
。
写真－20

悠然と半袖で歩く

帰路、バスに乗ってダレス空港に向かいましたが、
高速道路の路側が凍結防止剤で真っ白になっており、
（写真－21）
。
凍結防止剤の散布量はかなり多いようです

写真－18

歩道での凍結防止剤散布状況

写真－21

凍結防止剤で真っ白になった路側
（ダレス空港へ向かうバスから撮影）

（２） リバーシブルレーン
宿泊したホテルはコネチカット通りに面していまし
たが、コネチカット通りでは曜日と時間帯で車線数を
変更するリバーシブルレーンを実施していました。
（写真－22）と信
リバーシブルレーンは、路側の標識
号柱に設置した電光表示板（写真－23）で表示している
ほか、場所によっては車線を記号（矢印と×印）
で示す
写真－19
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歩道で散布していた凍結防止剤

電光表示板が設置されていました（写真－24）。
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（３）その他
街中で見かけた電光表示板や路上作業の案内標識な
。
どの写真を紹介します
（写真－25 〜写真－27）

写真－22

車線運用の標識

写真－25

写真－23

車線数を示す電光表示板

写真－26

写真－24

№647

木製のバリケード

車線を示す表示板
写真－27
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車線減少を知らせる案内標識
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ATTENDING, 7th International Symposium on

８．おわりに

Snow Removal and Ice Control Technology,
TRB 年次総会で論文を発表するには、５人の査読

Indianapolis, Indiana - June 2008（ 第 ７ 回 TRB

者の全文審査を経て、論文のテーマに関係する委員会

除雪と雪氷対策技術に関する国際シンポジウム〜

の推薦を得ることが必要で、申し込まれた論文のうち

論文募集案内、2008年6月、於インディアナポリス）

発表を認められるのは約半数と狭き門です。当研究所

→

からは昨年の５本に続いて今年４本の発表が認められ

http://www2.ceri.go.jp/jpn/pdf2/Call̲for̲Abstracts-

たのは、昨今の当研究所の道路交通関係の研究内容と

7thSRICT.pdf

その成果が、国際的に見ても高い水準にあるものと言
えます。

７）寒地交通チーム：連続路面すべり抵抗測定装置の
導入と関連する技術情報の習得、寒地土木研究所

TRB 年次総会での研究成果の発表や委員会等を通

月報

№646、2007年３月

じ、米国及び諸外国における最新の道路交通研究の動

８）宗広一徳、平澤匡介、加治屋安彦、石田樹：第85

向に関して情報を収集し、意見交換を行うことができ

回 TRB 年次総会に参加して、寒地土木研究所月

ました。この成果を今後の研究業務の推進に活用し、

報

№635、2006年４月

参考にしたいと考えております。
（執筆：寒地交通チーム

浅野基樹、高橋尚人、
平澤匡介、宗広一徳

雪氷チーム

加治屋安彦

寒地道路保全チーム

石田樹）

参考文献：
１）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際シンポジウムに参加し
て、寒地土木研究所月報

№641、2006年10月

２）寒地道路研究グループ：北海道土木技術会道路研
究委員会講演会、兼第16回寒地道路連続セミナー
を開催しました、寒地土木研究所月報

№638

2006年7月
３）寒地道路研究グループ：第19回寒地道路連続セミ
ナー兼北海道土木技術会道路研究委員会講演会
「北海道の道路構造と交通運用を考える」を開催
しました、寒地土木研究所月報

№645

2007年

２月
４）加治屋安彦、高橋尚人、松沢勝、千葉学、山際祐
司：第12回ＰＩＡＲＣ国際冬期道路会議に参加し
て（前編）〜会議の概要〜、寒地土木研究所月報
№636、2006年５月
５）加治屋安彦、田高淳、高橋尚人、松澤勝、石田樹、
伊東靖彦、舟橋誠、徳永ロベルト、山際祐司：第
12回ＰＩＡＲＣ国際冬期道路会議に参加して
（後編）〜研究発表から見る最新の冬期道路研究
開発〜、寒地土木研究所月報№637、2006年６月
６）CALL FOR ABSTRACTS AND INTEREST IN
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