報 告

第87回 TRB 年次総会に参加して
寒地交通チーム

ˍȅ͉̲͛ͅ

寒地道路保全チーム

以上の活気に満ちていました
（ৢ૯Ƚˍ）
。

2008年１月13日から17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87回 TRB 年次総会
が開催されました。
（TRB 87th annual meeting）
当研究所からは、寒地交通チーム高橋総括主任研究
員、平澤主任研究員、宗広主任研究員及び武本研究員、
並びに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。
ˎȅల98ٝ˰ˮ˞ාষ͈ٛඅಭ
ৢ૯Ƚˍȁࣽා̥ͣࢩ̩̹̈́̽ജাٛા

TRB（Transportation Research Board：米国交通
運輸研究会議）とは、米国学術研究会議の諮問機関で
ある National Academy of Science の一組織であり、

ˏȅ࢛൮อນΓΛΏοϋ

1920年以降、毎年ワシントン D.C. にて年次総会が開
催されています。この年次総会は、世界最大規模の交
通分野の国際会議です。
今年の年次総会では、 交通の発展のための協調

ˏȅˍȁൃܢൽႹۯၑ͈߸۾ΓΛΏοϋ
本年次総会では、冬期道路管理委員会が主催、また
は共催するセッションが４つ開催されました。

がスポットライトテーマとして掲げられ、道路政策と

Modern Pavement Deicing and Anti-icing

組織、計画と環境、設計と建設、運用と維持管理、法

Practices and Implications for Concrete Durability
（融

律、交通システム運用、公共交通、鉄道、物流、航空、

氷・凍結防止対策とコンクリートの耐久性との関係）

海洋の11のグループから、600以上のセッション、3,000

セッションでは、塩化物の水溶液散布がアスファルト

以上の発表と300以上の委員会の会合が開催されまし

舗装とポルトランド・セメント・コンクリート舗装の

た。参加者は年々増加しており、今年度は70カ国以上

耐久性に与える影響を報告した論文、酢酸カリウムが

から約10,000人の技術者、行政機関の関係者、研究者

コンクリートの耐久性に与える影響に関するフィール

等が参加しました。また、例年、年次総会では TRB

ド試験の結果を紹介する論文などの発表がありまし

の重要課題と位置づけられるテーマについてスポット

た。

ライトセッションが設けられています。今年は、新た

Winter Maintenance: Environmental Issues and

に米国における交通政策と計画の改正をテーマとした

Performance Measures（冬期道路管理：環境問題と

「U.S.DOT（米国運輸省）
との対話」と題した特別スポッ

業績評価） セッションでは、各種融氷剤、凍結防止

ト ラ イ ト セ ッ シ ョ ン が 設 け ら れ ま し た。 こ れ は、

剤の利用実態調査と、各種融氷剤、凍結防止剤の水質

TRB において

がいかに重要視されているか

への影響、金属腐食、コンクリートへの影響について

を象徴していると推察されます。また、今年から展示

調べた事例報告がありました。また、気象データと自

会場が広くなり、民間企業の展示や TRB スポンサー

動車の旅行速度データを用いて、嵐の発生から旅行速

の最近の研究プロジェクト等が数多く出展され、例年

度が低下し始める時間、旅行速度の低下度合、旅行速
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度が回復するまでの時間などについて分析した事例の
報告がありました
（ৢ૯Ƚˎ）。

ৢ૯ȽˏȁUXPȪUsbdujpo!Xbudifs!Uppmȫ

ৢ૯Ƚˎȁ၆͈อ͂ၫ࣐௸ഽ་͈ا࿅
Impacts of Weather on Transportation
Operations（気象が交通運用に与える影響） セッショ
ンでは、悪天候と交通事故発生の関係について分析し
た事例、気象と交通密度に関する分析事例、冬期気象
が高速道路のパフォーマンスに及ぼす影響を調べた事
例の報告がありました。
Weather and Road Surface Conditions（気象と路
面状態） セッションでは、連続的に路面のすべり抵
抗値を測定する機器の一つである TWO（Traction
ৢ૯Ƚːȁࣞޘ৽گහࡄ࢛͈֥ݪ൮อນ

Watcher Tool）（ৢ૯Ƚˏ）を用いた路面状態の予想
モデルの紹介や嵐発生時の交通データと気象データの
履歴から気象が交通に与える影響や維持管理の実施タ
イミングを考察した発表がありました。
当研究所でも、
連続路面すべり抵抗値測定装置
（RT3

１）

）を用いた試験

研究に取り組んでいますが、今後、このような路面の

現したものです。発表では、モデルの改良、フィール
ドでのケーススタディの概要と検証結果を報告しまし
た。

モニタリング技術を活かし、路面状態と交通特性を結
びつけて分析する事例が増えていくと思われます。

ːȅεΑΗȜΓΛΏοϋ

また、本セッションでは、寒地交通チームの高橋総
括主任研究員が Road Surface Temperature Prediction

ːȅˍȁൽႹດে͂Ⴙ࿂ດাȆߊْ

Model Taking into Account Eﬀects of the Surrounding

Signing and Marking Materials Committee（道路

Environment（沿道環境の影響を考慮した路面温度予

標識と路面表示・区画線委員会）主催のセッションで

測モデル） について発表しました（ৢ૯Ƚː）。道路

は、区画線の維持管理、耐久性、調査手法について幅

上の高架橋や沿道の建築物がある場合、それらが日射

広く発表されていました。多くの発表者は州の道路局

と大気放射を遮り、また、自ら長波を放射して路面温

担当者であり、道路管理者による区画線の研究発表が

度に影響を与えています。これら沿道構造物の影響を

多いことに驚かされました。

遮蔽率
（沿道構造物等で天空が遮蔽されている割合）を

１月15日
（火）
の午前中には、
同委員会主催の Signing

用い、路面温度計算モデルの日射量と大気放射量を補

and Marking Materials

正し、また、沿道構造物からの長波放射量を数式で表

ンが開催されました。本セッションでは、標識の再帰

38
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反射性能のモデル構築や水性塗料の再帰反射とライフ

を発表しました（ৢ૯Ƚ˒）。本論文では、舗装路面の

サイクルコストについての発表がありました。

平たん性（縦断凹凸）が車両乗員の快適性に及ぼす影響

本セッションにおいて寒地交通チーム平澤主任研究
員が Development of Recessed Pavement Markings

を定量的に評価する手法としてパネル評価結果を統計
処理する手法について報告しました。

That Incorporate Rumble Strips （ランブルストリッ
プスの機能を有した切削型区画線の開発）を発表しま
した（ৢ૯Ƚˑ）
。本論文では、北海道における区画線
の耐久性を向上させるために、区画線施工部分の舗装
路面を削り、そこに区画線を施工する切削型区画線の
開発について報告しました。費用便益を向上させるた
めに、ランブルストリップスの形状に切削し、車線逸
脱事故防止効果も期待しています。
多くの人から質問・
意見を頂き、主な質問として、ランブルストリップス
の必要性、再帰反射の計測、ランブルストリップスに
よる視認性の向上等がありました。

ৢ૯Ƚ˒ȁന৽گහࡄ͈֥ݪεΑΗȜอນ
ːȅˏȁΡρͼΨȜͥ͂͢ͅݷ൲ͅݪࡄ̳ͥ۾൲࢜
１月16日
（水）
の午前中、 Vehicle User Characteristics
Committee （ 道 路 利 用 者 特 性 委 員 会 ）が 主 催 す る
Current Research on Driver Perception and Behavior
（ドライバーによる認知と挙動に関する研究動向） の
ポスターセッションが開催されました。本委員会では、
Human Factors Road Design Guideline （ヒューマ
ンファクターを考慮した道路設計ガイドライン）の策
定を準備中であり、ドライバーのヒューマンファク
ৢ૯Ƚˑȁᚧ৽හࡄ͈֥ݪεΑΗȜอນ

ター（特に、高齢者ドライバーを考慮）と道路構造並び

ȁ
Ȫऒષ͉୨ॉ߿ߊْȫ

に交通運用の関係が議論されています。このような人
間工学的見地に立った道路構造や運用等の方向性や考

ːȅ
ˎȁႹ࿂Ξ·ΑΙλȂླྀड़ۯၑ̤͍͢١ഐ
１ 月15日（ 火 ）午 後、Surface Properties - Vehicle
Interaction Committee（路面性状と車両の相互作用委
員会）の主催による

Texture, Friction Management,

え方については、我が国において大いに参考にできる
ものと考えられます。
また、同セッションにおいて、寒地交通チーム宗広
主任研究員が

Eﬀects of Dry and Compacted Snow

and Ride Quality（路面テクスチャ、摩擦管理および

on Passing Behavior in Driving Test on Rural

快適性） についてのポスターセッションが開催され

Highways （追越挙動の乾燥及び圧雪路面の影響に関

ました。本セッションでは、路面摩擦測定方法の統一

する実験）
の発表を行いました（ৢ૯Ƚ˓）。本論文は、

に関する検討、高速路面プロファイラの校正手法、路

郊外部道路における追越挙動に関する基本特性につい

面摩擦の改善と事故率の関係検証等の発表がありまし

て論じたものです。通常、AASHOTO（米国道路交

た。

通運輸行政官協会）等の基準では、路面が乾燥状態で

本セッションにおいて、寒地道路保全チーム石田総
括主任研究員が

あることを条件とし、２車線道路の追越視距が規定さ

Quantitative Evaluation of Ride

れています。しかしながら、北海道のような積雪寒冷

Comfort Using a Driving Simulator （ドライビング

地では、実際には乾燥だけではなく圧雪路面等の雪氷

シミュレータを用いた舗装路面の乗り心地定量評価）

路面状態になる頻度が高くなります。また、道路利用
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者も若年者から高齢者まで幅広いことから、高齢者の

者約30名が集まり、委員長である Texas Transportation

認知特性を考慮することが求められます。このような

Institute（TTI）の Gerald L. Ullman 氏が座長を務め

路面状態の変動や幅広い道路利用者層を考慮し、積雪

て、2007年の活動報告や最優秀論文の発表等を行いま

寒冷地の２車線道路は、安全で円滑に追越が可能とな

した。

るべく「２＋１車線」道路として追越車線を適宜設置

本委員会における話題提供の１つとして、当所から

すべきであると結論づけました。質問に訪れた米国

寒 地 交 通 チ ー ム の 武 本 研 究 員 が、 Improving the

ニューヨーク州道路局やカナダ運輸省の技術者等よ

nighttime visibility of signs and workers in road

り、
「米国北部やカナダのように積雪寒冷地の道路設

work zones in Japan（日本の路上工事における標示

計に際しては、雪氷路面状態を考慮することは必須条

板や作業員の夜間の視認性向上に関する研究） を発

件であるので、北海道も共通条件を有しており興味深

表しました
（ৢ૯Ƚ˔）
。本研究は、路上工事の夜間の

い。また、安全性並びに円滑性の高い道路サービス水

視認性向上を目的として、標示板の表示内容や自発光

準を提供するため、道路利用者のヒューマンファク

照明施設の設置数、設置方法について検討したもので

ターを考慮した道路設計が求められる。」等のコメン

す。発表後、日本の路上工事の基準や標示板の規格に

トを頂きました。

ついて質問を受けました。委員会終了後には、Ullman
座長から「来年度も委員会に参加してください」との
お言葉を頂くことができました。

ৢ૯Ƚ˓ȁৗ࿚৪ͅచ؊̳ͥਕࢩ৽හࡄ֥ݪ
ˑȅڎਅտ֥ٛ
ˑȅ
ˍȅႹષࢥমଷࢄտ֥ٛ
Work Zone Traﬃc Control Committee（路上工事

ৢ૯Ƚ˔ȁ໌ུࡄ͈֥ݪտ֥͈ٛ́อນ͈အঊ
ˑȅˎȅൃܢൽႹۯၑտ֥ٛ
冬期道路管理委員会
（Winter Maintenance Committee）

交通制御委員会）は、路上工事区間の交通流を最適化

は、米国内では連邦道路局
（FHWA）や各州道路局の

し、道路利用者及び作業員の危険要因を最小化するこ

関係者、大学や各種研究機関の関係者を中心に、また

とを検討している委員会です。今年の TRB 年次総会

米国以外ではカナダや北欧、日本の道路行政機関や研

では、本委員会が主催
（共催）
するセッションが５つ設

究機関の関係者から構成されており、国際色豊かなメ

けられていました。口頭発表セッションでは、「路上

ンバーで活発な議論が行われています。委員会には、

工事の視認性と誘導の進展」
、「路上工事における運転

委員となっている雪氷チーム加治屋上席研究員の代理

挙動の影響」
、
「路上工事での自動速度監視」の３テー

で寒地交通チーム高橋総括主任研究員が出席しまし

マで発表が行われ、ポスターセッションでは、｢ 路上

た。

工事評価の新手法 ｣、｢ 路上工事の安全性と移動性の

委員会では、まずこの１年間の委員会関連の活動に

検討 ｣ の２テーマで発表が行われていました。また、

ついて報告が行われました。John Burkhardt 委員長

１月15日
（火）
の午前中に開催された本委員会
（Work Zone

からは、研究課題として、日射と放射冷却が路面温度

Traﬃc Control Committee）では、委員約20名と聴講

に与える影響とセンサーの最適配置による路面状態の
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診断と予測について紹介がありました。他に、陸上輸

ワードが感じられました。気候変動に関しては単独で

送専門調査会、腐食制御委員会、技術移転委員会、業

のセッションも設けられ多くの聴衆を集めており、二

績評価委員会からの報告がありました。

酸化炭素削減に関する国際会議では評判の悪い米国に

また、今後の活動予定として、2008年６月に開催予
定の

第７回 TRB 除雪と雪氷対策技術に関する国際

シンポジウム

おいても、交通セクターではこの問題に関する意識の
高まりが強く感じられた次第です。

について発表予定論文リストなどの最

新情報の報告がありました。この会議は、４年に１度
開催される道路雪氷の国際会議で、今回は、陸上輸送
専門調査会が主催する
する会議

第４回 陸上輸送の気象に関

と合同開催されることとなりました。開催

地は、John Burkhardt 委員長のお膝元であるインディ
アナ州のインディアナポリスです。
˒ȅ༘͈߸۾ΓΛΏοϋ
今年の会議では舗装関連の論文と展示が多く目につ
きました。特に展示会場では、今年から民間企業に対
しても門戸が開放されたことから、舗装関連企業の出
展が多かったように思われます
（ৢ૯Ƚ˕）。

ৢ૯Ƚ˕ȁജাٛા

舗 装 関 連 で 今 年 の 注 目 テ ー マ と し て は、
Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide（ 理
論 - 経験的舗装設計手法）
、Sustainable Pavement（持
続可能な舗装技術）
が挙げられます。
Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide は、
従来使用されてきた AASHOT Guide の技術的制約を
解消するために作成されたもので、多様な設計条件へ
の対応
（気温や水分などの環境条件、新材料の使用、
実態に合った交通加重条件）、ライフサイクルコスト
の考慮、力学理論をベースに現地計測結果によるキャ
リブレーションを行って地域性を反映、コンポーネン
ト毎の将来的改良を想定、などが特徴として挙げられ
ます
（Ƚˍ）
。ガイドラインとしては2004年度に公開
されていますが、
まだ全米各州に浸透していないため、
WEB による情報提供、講習会などが盛んに行われて
います。今年の会議では、この新しい設計法の各地域
への適用方法、舗装マネジメントシステムとの連携、
などが目立ちました。米国の舗装設計手法が経験法か
らシフトし始めたことにより、米国の手法を取り入れ
ている日本でも変化が見られるのではないかと思われ
ます。
もう一つの注目テーマとして、Sustainable Pavement
があげられます。舗装材料の再利用、中温化舗装、低
騒音舗装などがその内容です。これらの技術に関して
はこれまでも調査研究が行われてきていますが、今年
は横断的課題として気候変動、地球温暖化というキー
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˓ȅ̤ͩͤͅ

非常に有意義なものでした。この成果を今後の研究業
務の推進に活用し、参考にしたいと考えております。

投稿論文は、厳正な審査を経て発表の可否や査読論
文への採否が決められます。発表が許されるのは投稿

४ࣉࡃ

論文の約半数と狭き門ですが、今年も TRB 年次総会
で論文を発表する機会に恵まれたことは光栄でした。

１）舟橋誠、徳永ロベルト、浅野基樹：連続路面すべ

年次総会での研究成果の発表や委員会等を通じ、米国

り抵抗値測定装置
（RT3）の導入について、寒地土

及び諸外国における最新の道路交通研究の動向に関し

木研究所月報、第651号、pp.40-47、2007年８月

て情報を収集し、意見交換を行うことができたことは
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