報 告

第90回 TRB 年次総会に参加して
武本

１．はじめに
2011年１月23日
（日）から27日（木）に亘り、米国ワシ

東＊

宗広

一徳＊＊ 浅野

基樹＊＊＊

２．論文発表セッション
２．１

ントン D.C. にて開催された「第90回 TRB 年次総会」

セッション518「交通における気象影響のモ
デル化」

に際し、論文発表並びに委員会へ参加する機会を得ま

25日（ 火 ）午 後 １ 時30分 ～ ３ 時15分 に、「Surface

した。ここに、本総会の概要を報告します。なお、TRB

Transportation Weather Committee」の主催による

（Transportation Research Board：米国交通運輸研究

「Modeling the impact of Weather on Traffic（交通に

会 議 ）と は、 米 国 議 会 の 諮 問 機 関 で あ る National

おける気象影響のモデル化）」の口頭発表が行われま

Academy of Science（全米科学アカデミー）の一組織

し た。 当 所 か ら は 寒 地 交 通 チ ー ム の 武 本 研究員が

であり、1920年にその前身が創設された交通と運輸に

「Construction of a Passing Maneuver Model on a

関わる研究を推進する団体です。以来、毎年ワシント

Two-Lane Highway with Consideration of Road

ン D.C. にて年次総会が開催されています。
「第90回

Surface and Visibility（路面状態及び視界状況を考慮

TRB 年次総会」は、ワシントン D.C. のホテル３会場

した２車線道路の追越挙動モデルの構築）」を口頭発

（Marriott Wardman Park Hotel、Omni Shoreham

表しました（写真－２）。本論文は、往復２車線の一般

Hotel、Hilton Washington Hotel）において、セッショ

国道で実施した追越挙動調査の結果をもとに、追越挙

ン数：約650、発表論文数：4,000以上により行われま

動をモデル化し、モデルの現況再現性を確認した上で、

した。米国をはじめとし、世界各国の政府・民間・学

交通量（自車線、対向車線）、路面状態及び視界状況の

術研究機関から、多くの行政官、技術者、研究者等が

違いによる追越回数、追越成功率の変化を論じたもの

参加しました。上述のセッションを統括する委員会グ

です。聴講者からは、対向車両の挙動のモデルへの反

ループは、政策と組織、計画と環境、設計と建設、運

映方法や、モデル上での交通事故発生の有無等、モデ

用と保全、法律、交通システム運用、公共交通、鉄道、

ルの構築方法について質問がありました。

物流、航空、海洋の11から構成されています。本年次

本セッションでは、他に、アメリカ、中国、オラン

総 会 の スポットライトテーマは、「Transportation,

ダの大学の研究者と、フランスの研究機関の方の発表

Livability, and Economic Development in a Changing

がありました。フランスの研究機関（IFSTTAR）の

World」
（変革する世界における輸送、居住性及び経

Faouzi 氏は、東京大学で博士を取得した方で、武本

済発展）
です。

の論文で使用した SIM-R という交通流シミュレーシ
ョンに興味を持ってもらい、同シミュレーションのモ
デルに関する意見交換を行いました。
また、帰国後、本論文が TRR（Transportation Research Record）という査読論文集に掲載予定である
旨、通知が来ました。今後、指摘事項に対する修正を
行い、TRR に投稿予定です。

写真－１

主会場の Marriott Wardman Park Hotel で
行われた政府機関、団体、企業による展示

２．２

セッション735「ラウンドアバウト」

26日（水）午後２時30分～５時に、
「Roundabout Task
Force（ラウンドアバウト特別委員会）」の主催によ
る「Roundabouts（ラウンドアバウト）」のセッショ
ンが開かれました。本セッションにおいて、寒地交通
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同セッションの他にも、ラウンドアバウトに関する
セッションが複数設けられており、欧米においては依
然として、安全かつ環境にやさしい交差構造としてラ
ウンドアバウトを積極的に採用していることがよく分
かりました。
２．３

その他の発表セッション

24日（月）午後１時30分～３時15分に、「Transportation Safety Management Committee（交通安全マ
写真－２

武本研究員の発表状況

ネジメント委員会）」と「Safety Data, Analysis, and
Evaluation Committee（安全性のデータ・分析・評

チームの宗広主任研究員が「Evaluation of Influence

価委員会）」の共催による「International Benchmark-

of Change in Road Surface Conditions on Driving

ing on Road Safety（道路交通安全の国際指標）」に

Behavior at Roundabouts（ラウンドアバウトの運転

関するセッションがありました。本セッションでは、

挙動に関する路面状態の変化の影響評価）
」をポスタ

International Traffic Safety Data and Analysis Group

ー発表しました
（写真－３）。本論文は、苫小牧寒地試

（IRTAD、国際交通安全データ分析グループ）のフラ

験道路に模擬設置した小型１車線ラウンドアバウトを

ンスの研究者による31カ国の交通事故発生状況の比較

対象とし、被験者参加による走行性評価実験の結果を

に関する発表、アメリカ運輸省の National Highway

示したものです。同論文では、路面状態として乾燥路

Traffic Safety Administration（NHTSA, 幹線道路交

面と圧雪路面の２条件を設定し、路面状態の変化が小

通安全局）の方によるアメリカの州間の交通事故比較

型１車線ラウンドアバウトの運転挙動や走行性の主観

指標や事故発生件数に関する発表等がありました。

評価に及ぼす影響について論じました。

IRTAD の発表では、31カ国の10万人あたり交通事

ポスターに訪れた参加者からは、
「路面状態によっ

故死者数を比較した結果が説明され、日本は５件を下

てラウンドアバウトの運転挙動が異なることを示した

回って、世界で６番目に少ないことが示されていまし

ことはたいへん意義深い」等のコメントを頂きました。

た。

さらに、積雪寒冷地におけるラウンドアバウトの設計

NHTSA の発表では、アメリカの交通事故死者数は、

ポイントを問われ、
「非常にすべりやすい路面の発生

2008年の34,172人から2009年は30,797人となり、前年

を考慮し、ラウンドアバウトの外径などは標準設計よ

比で約10％減少したが、依然として10,839人が飲酒運

り若干大きくする方が望ましいが、様々な制約条件と

転により死亡していることを報告していました。また、

のバランスを考慮する必要がある。何よりも、ラウン

州別の交通事故死者削減率や飲酒事故件数の比較結果

ドアバウトですべりやすい路面を発生させないための

についても報告していました。

対策を実施することが重要である。
」等と意見交換を
行いました。

３．委員会
３．１

冬期道路管理委員会

24日（月）夜、
「Winter Maintenance Committee（冬
期道路管理委員会）」が開かれました。この委員会は、
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、日本からの委員から構成され
ており、国際色豊かなメンバーで活発な議論が行われ
ています。当所からは、浅野寒地道路研究グループ長、
他が出席しました（写真－４）。
今回の委員会では、当冬期道路管理委員会に関連す
写真－３
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る国際的なシンポジウムの紹介、委員会活動報告、今
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後３年間の戦略計画及び委員会活動に係る作業依頼等
がありました。

席しました。
本委員会は2008年に発足した新しい委員会で、気象

シンポジウムの紹介では、第８回 TRB 除雪と雪氷

はあらゆる陸上交通に影響を与えるとの問題意識の中

対策技術に関する国際シンポジウム
（第５回陸上交通

で、交通と気象に関わる機関の交流、気象の影響を最

気象に関する全米会議と合同開催）がありました。開

小限にし安全性と円滑性を最大化して陸上交通をマネ

催日程は2012年４月30日から５月３日、要旨提出期限

ジメントしていく技術の移転と研究課題を形成するこ

が2011年４月１日、本文提出期限が同年11月１日、開

とを目的としています。

催場所はアイオワ州アイオワ市とのことです。トピッ

メンバーの一部は冬期道路管理委員会のメンバーと

クは、政策とマネジメント、事業評価、道路気象と路

重複している委員も多く、また、冬期道路管理委員会

面状態データ収集、気象予測とモデリング、気象と交

でも紹介のあった第８回 TRB 除雪と雪氷対策技術に

通情報の提供、維持可能性、意思決定支援システム、

関する国際シンポジウム（第５回陸上交通気象に関す

革新的機器と材料、吹雪・雪崩対策、事業者訓練とな

る全米会議と合同開催）の紹介など議題も共通する部

っています。また、この他、2012年６月５日から８日

分が多い委員会でした。

にかけて福井県で開催される第７回国際雪工学会や、

紹介された今後３年間の戦略計画は、①交通と気象

同年７月にシアトルで開催される AASHTO/TRB 道

に関わる機関の交流促進のための連携の形成、②陸上

路維持管理会議の紹介もありました。

交通気象に関するアイディアの情報交換、③陸上交通

今後３年間の戦略計画は、①現在取り組まれている

気象分野における知見の収集、促進及び普及及び④気

課題（除雪や凍結防止剤散布技術、サービスレベルや

候変動からもたらされる気象変化の陸上交通への影響

事業評価及び ITS 技術の活用等）への継続的な取り組

についての検討の４つを達成目標としています。

み、②研究結果の現場への普及及び③冬期道路管理事
業における人材育成の３つを達成目標としたものです。
また、今後の TRB における研究テーマや NCRP

３．３

その他の委員会

（１）幹線道路安全性能委員会

（National Cooperative Research Program）の 予 算 付

27日（木）午前中に、「Highway Safety Performance

け 候 補 に も な る TRB RNS（Research Needs State-

Committee（幹線道路安全性能委員会）」が開催され

ments）作成作業への協力依頼もあり、当方からも作

ました。当所からは、宗広主任研究員、武本研究員が

成協力を行うこととしております。

参加しました。この委員会では、今年は昨年度の活動
報告とともに2012年６月に開催予定のシンポジウムの
内 容 に つ い て 議 論 が 交 わ さ れ て い ま し た。Crash
Modification Factors（CMFs、 衝 突 改 善 要 因 ）や
Safety Performance Functions
（SPFs、
安全性能作用）
、
自転車事故等を取り上げることが報告されていました。
（２）路側安全設計国際研究活動小委員会
24日（月）午前中に、「Roadside Safety Design International Research Activities Subcommittee（路側安
全設計国際研究活動小委員会）」が開催されました。
当所からは、武本研究員が参加しました。この小委員

写真－４
３．２

冬期道路管理委員会の様子

陸上交通気象委員会

会では、今年は防護柵をテーマにして、アメリカ、イ
ギリス、ドイツ、トルコ、オーストリア、韓国、ニュ
ージーランド及びオーストラリアの防護柵の変遷や設

25日
（火）
夜、
「Surface Transportation Weather Co-

置基準について発表が行われました。例えばトルコで

mmittee（陸上交通気象委員会）」が開かれました。

は、C-post と 呼 ば れ る 強 度 が 弱 い 支 柱 と、Offset

この委員会も冬期道路管理委員会同様、米国の各機関

Block と呼ばれる緩衝材を用いて、車両衝突時の衝撃

の関係者、カナダ、北欧及び日本からの参加がありま

緩和を図る防護柵が紹介されており、興味深い発表で

した。当所からは、浅野寒地道路研究グループ長が出

した（写真－５）。
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メル市では、ラウンドアバウトの設置と共に、取付道
路のアクセスマネジメントも並行して推進し、米国の
中でも安全かつ環境にやさしい道路設計をモデル的に
実現していることの報告が行われました。本年５月に
は、カーメル市で「第３回国際ラウンドアバウト会議」
が開催される予定です。
26日（水）午後は、別会場にて、ラウンドアバウトの
特別展示ブースとして、欧米のラウンドアバウトの歴
史や、設計方法、事前事後評価結果等のパネル展示と、
写真－５

トルコの緩衝防護柵の発表状況

（３）
幾何構造設計委員会
26日
（水）
午前８時～ 12時に「Geometric Design Co-

ビデオ上映会が行われていました。アメリカでは、現
在年間350箇所にラウンドアバウトが建設されており、
年間建設箇所数は増加傾向にあるとのことです（写真
－６）

mmittee（幾何構造設計委員会）」が開催され、宗広
主任研究員が参加しました。同委員会における活動ト
ピックとして、道路設計の３次元化を広く普及するこ
と、セルフ・エクスプレーニング道路（Self-Explaining
Road）のコンセプトをより明確化していくことなどが
話題提供されました。また、セルフ・エクスプレーニ
ング道路については、小委員会（Self-Explaining Contextual Geometrics Subcommittee）を設け、現在 EU
諸国により本概念に基づく道路設計が進められている
が、米国としても今後重点化を図り、近い将来開催す
るワークショップの中でも、大きな話題として取り上
げていくことを確認しました。
写真－６

ラウンドアバウト特別展示ブースのパネル

（４）
ラウンドアバウト委員会
24日
（ 月 ）19時30分 ～ 21時30分 ま で「Roundabout

４．おわりに

Task Force（ラウンドアバウト特別委員会）
」が開催
され、宗広主任研究員が参加しました。また、同委員

今回の TRB 年次総会に参加して印象的だったこと

会には、過去に来札経験もあるドイツ・ルール大学ボ

は、全体を通して女性の参加者が多いこと、アジアか

ッハムのブリロン名誉教授も参加されており、再会を

らは特に中国の参加者が多いことです。どのセッショ

果たすことができました。同委員会では、米国におけ

ンでも活発な議論が交わされており、諸外国の研究者

るラウンドアバウトの急速な普及に関する報告が行わ

や技術者と意見交換をできる良い機会でした。

れました。その中でも、インディアナポリス州のカー
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