報 告

TRB 第３回国際ラウンドアバウト会議に参加して
大上

哲也＊

宗広

一徳＊＊

１．はじめに
2011年５月17日
（火）～ 20日
（金）に亘り、米国イン
ディアナ州カーメル市のルネッサンス・インディアナ
ポリス・ノースホテルにて開催された「第３回国際ラ
ウンドアバウト会議」に際し、論文発表及びワークシ
ョップへ参加する機会を得ました。ここに、本会議へ
の出席報告をします。TRB（Transportation Research
Board：米国交通運輸研究会議）は、米国議会の諮問
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た交通と運輸に関
わる研究を推進する団体です。本会議は、TRB の委
員会の一つである「Roundabout Task Force」（ラウ
ンドアバウト特別委員会）のコーディネートにより、主

図－１ 郊外部設置の小型１車線ラウンドアバウトの
事例（本会議の配付資料「Roundabout Carmel」より）

催者：カーメル市・パデュー大学、共催者：FHWA（米
国連邦道路庁）
・ITE（米国交通工学研究会）
、後援：
株式会社「American Sturucturepoint」により開催さ
れました。米国のほか、英国、ドイツ、イタリア、オ
ーストラリア、日本、韓国など世界約20 ヶ国から総
勢500名程度の参加者がありました。我が国からも、
土木研究所のほか、大学
（名古屋大学、秋田大学、信
州大学）
、地方自治体
（飯田市）
、
（公財）国際交通安全
学会、民間企業から総勢14名が参加しました。
なお、ラウンドアバウト（Roundabout）とは、「環道
交通流に優先権があり、かつ環道交通流は信号機や一
時停止などにより中断されない、円形の平面交差部の
一方通行制御方式」１）であり、一般の交差点に比べ、
交差点内の錯綜点が少ないなど安全性に優れます。ま
た、信号機を使用しないことから、円滑性、経済性に

図－２ ラウンドアバウトの連続設置事例
（本会議の配付資料「Roundabout Carmel」より）

優れ、環境にもやさしい交差構造として注目されてお
り、アメリカ国内で整備箇所が2200箇所を超えている

２．開会式

など、世界各国で積極的に導入されています（図－１、
図－２）
。日本においても、実道社会実験の実施や試

18日（水）午前８時～９時15分に開会式が行われまし

験道路における実証データも収集・蓄積されてきてお

た（写真－１）。最初に本会議の開催をコーディネート

り、本格的な普及が期待されています。

した TRB ／ラウンドアバウト特別委員会の委員長で
あるカンザス大学の Russell 教授から、「本会議への
世界各国からの参加者を心から歓迎する。」旨の挨拶
と本会議プログラムに関する説明がされました。引続
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き、Maichel B. Cline インディアナ州交通局調整官、
Joseph S. Toole 連邦道路庁交通安全室長補佐、James
Brainard カーメル市長からの挨拶が行われました。

写真－２

大上研究員の発表状況

ま た、 同 セ ッ シ ョ ン の 中 で 米 国 連 邦 道 路 庁 の
Hillary Isebrands 女史による「The Art of Plowing a
写真－１

開会式の様子

Roundabout」（ラウンドアバウトの除雪芸術）の発表
が行われました（写真－３）。ラウンドアバウトの除雪
の困難性が指摘される場合があるが、ラウンドアバウ

３．論文発表セッション

トの除雪後の道路は芸術的にも価値があるとして新た
な視点からの研究を取りまとめたものです。

３．１

セッション２「ポスターセッションⅠ」

18日
（水）９時15分～ 19時30分に寒地機械技術チー
ム の 大 上 研 究 員 が「Study on the Securement of
Smooth Traffic Flow on Roundabouts in Cold, Snowy
Regions（積雪寒冷地におけるラウンドアバウトの冬
期交通確保に関する研究）
」をポスター発表しました
（写真－２）
。本論文は、積雪寒冷地の問題である冬期
の安全な道路交通機能確保を目的に、苫小牧寒地試験
道路に模擬設置した実スケールのラウンドアバウトに
おいて各種試験を行い、ラウンドアバウトの効率的な
除雪工法について検討したものです。同論文では、各
除雪車による走行軌跡の違いのほか、ラウンドアバウ
ト内に堆雪が在る状況での運転者・歩行者相互の見え
方や、堆雪の位置及び高さが運転者に与える影響度に

写真－３

米国連邦道路庁による除雪の発表

ついて論じました。このポスターに訪れた同じ積雪寒
冷地であるカナダからの参加者との意見交換では、除

３．２

セッション15「ポスターセッションⅡ」

雪や散布作業など冬期維持管理について同じ問題を共

19日（木）午前８時～ 14時30分に寒地交通チームの

有していることを確認しました。また、ほかの参加者

宗広主任研究員が「Changes in Road Surface Condi-

からは、視認性確認試験で行った視認面積の定量的評

tions – Effects on Driving Behavior at Roundabouts」

価手法など、試験方法に関する質問がされたほか、研

（路面状態の変化によるラウンドアバウトの運転挙動

究目的については「ラウンドアバウトの維持管理につ

への影響）をポスター発表しました（写真－４）。本論

いては世界的にも研究が不十分」
「積雪寒冷地では特

文は、苫小牧寒地試験道路に模擬設置した小型１車線

に重要な問題」など、同論文における研究目的を肯定

ラウンドアバウトを対象とし、被験者参加による走行

する意見を頂きました。

性評価実験の結果を示したものです。同論文では、路
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面状態として乾燥路面と圧雪路面の２条件を設定し、

がされており、関心の高さを再認識しました。また、

路面状態の変化が小型１車線ラウンドアバウトの運転

歩行者や障害者の問題についても各種論文発表がされ

挙動や走行性の主観評価に及ぼす影響について論じま

ていたほか、本会議に ADA ラウンドアバウトワーク

した。ポスターに訪れた参加者からは、
「日本ではラ

ショップツアーが組まれるなど、今後における取り組

ウンドアバウトは幾つ普及しているのか？どうして、

みの拡大が期待されます。

実道ではなく苫小牧寒地試験道路で試験を行ったの

（１）セッション５「ラウンドアバウトの承認取得」

か？」と質問が寄せられました。これに対し、「日本

18日（水）９時45分～ 11時30分の本セッションにお

では本格的に整備されたモダンラウンドアバウトはな

いて、名古屋大学・中村教授並びに牧野飯田市長によ

く、現在のところ国内で検討・計画段階では数例が取

る「Field Operational Test of Modern Roundabout

り組まれているに過ぎない。そこで、本研究は試験道

in Japan by Collaboration with the Local

路に模擬ラウンドアバウトを設置し実施したものであ

Community」（地方自治体との協同によるモダンラウ

る。
」旨を説明しました。また、「降雪による雪氷路面

ンドアバウトの実道試験）の発表が行われました（写真

の発生によりラウンドアバウトの運転挙動が異なるこ

－５）。本研究は昨年11月より長野県飯田市で行われ

とを示したことは大変意義深い」等の意見を頂きまし

ているラウンドアバウトの社会実験について報告した

た。さらに、積雪寒冷地におけるラウンドアバウトの

ものです。ラウンドアバウト社会実験により、交通が

設計に関し、
「積雪寒冷地のラウンドアバウトは、通

整流化したほか、地域資源の見直しとして、地域活性

常のラウンドアバウトより交通容量が少なくなるはず

化の観点からも大きく貢献している旨報告されまし

である。
」との意見を頂きました。これに対し、「研究

た。これに対し、聴講者からは、「日本でもラウンド

の最終アウトプットとして、冬期条件下の交通容量の

アバウトが実現に向けて動き出している」として、飯

算定や冬期道路管理上の課題解決を目指している」等

田プロジェクトとして大きく現地のマスコミにも取り

と意見交換を行いました。

上げられるなど大好評を博しました。

写真－４
３．３

宗広主任研究員の発表状況

写真－５

発表する名古屋大学中村教授

他の発表セッション

18日
（水）～ 20日（金）の３日間で21のセッションに

ま た、 同 セ ッ シ ョ ン の 中 で「Bend Roundabout

分かれて口頭発表が行われました。主な内容としては

Educational Campaign, Bend Oregon」（オレゴン州

「ラウンドアバウトの現状と将来」「ラウンドアバウト

ベンド市におけるベンド・ラウンドアバウト教育キャ

の設計」
「ラウンドアバウトの導入評価」「ラウンドア

ンペーン）の発表が行われました（写真－６）
。同市担

バウトの交通管理」「ラウンドアバウトにおける歩行

当者より、ラウンドアバウトの走行方法に関する理解

者や自転車の問題」「ラウンドアバウトにおける交通

を得るために啓蒙用チラシ（写真－７）を作成し、子供

教育」などであり、合計94件の発表が行われました。

から大人まで様々な方に対し大キャンペーンを展開し

特にラウンドアバウトの導入後の評価については、多

たことが報告されました。結果として、建設されたラ

くの論文で経済性、安全性など様々な観点からの報告

ウンドアバウトは、道路利用者から、強く肯定的な評
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写真－６

写真－７

オレゴン州ベンド市による発表

ラウンドアバウトの啓蒙普及ツール

価を得たことが報告されました。
（２）
セッション22「教訓」
20日
（金）８時～ 10時の本セッションにおいてドイ

写真－８

ドイツの小型１車線ラウンドアバウト

写真－９

Brilon 名誉教授夫妻と共に

もして頂きました。再び、米国のカーメルの地で再会
することができ、感激は非常に大きいものでした（写
真－９）。

ツ・ルール大学ボッハムの Brilon 名誉教授が「Studies

（３）セッション23「ミニラウンドアバウトとロード

on Roundabouts in Germany: Lessons Learned」（ド

ダイエット」

イツにおけるラウンドアバウト研究：教訓）の発表を

20日（金）８時～ 10時の本セッションにおいて米国

行いました。ドイツでは、比較的交通量が少ない信号

フロリダ州のクリアウォーター市の Ken Sides 氏が

交差点を対象とし、小型１車線ラウンドアバウトを導

「Roundabouts and the New Road Diets」（ラウンド

入した結果、死亡重症事故が大きく減少しました。ド

アバウトと新しいロードダイエット）の発表を行いま

イツの経験からは、
「小型１車線ラウンドアバウトこ

した。同市においては、ラウンドアバウトと車線数減

そ、最も安全性が高い構造であり、本構造を世界中の

少（ロードダイエット）を併せて導入することにより、

交差点に普及すべきである。」と言及されました（写真

車両間の交錯点を減少させる施策を展開しています

－８）
。なお、Brilon 名誉教授は平成21年７月に札幌

（写真－10）。その結果として、死亡重大事故の減少効

において本研究所主催の寒地道路連続セミナーの講演

48

果が発揮されている旨報告されました。
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写真－10

車線数の削減による交錯点の減少

４．ワークショップ

写真－11
４．２

英国におけるミニラウンドアバウト

ADA ラウンドアバウトワークショップツアー

18日（水）13時30分～ 17時まで本ワークショップが
ミニラウンドアバウトワークショップ

開催され、宗広主任研究員が参加しました。ADA と

17日
（火）８時～ 12時に行われたミニラウンドアバ

は、Americans with Disabilities Act（障害を持つア

ウトワークショップに対し、宗広主任研究員及び大上

メリカ人法）を略したものですが、本ワークショップ

研究員が参加し、英国のコンサルタント会社代表の

では、ラウンドアバウトの歩行エリアを対象とし、障

Clive Sawers 氏による「ミニラウンドアバウトの基

害者がラウンドアバウトをどう認識するか体験する内

本概念」及び「ミニラウンドアバウトの設計」に関す

容でした。実際にアイマスクをかけたり、杖をついて

る講演を聴講しました（写真－11）
。ミニラウンドアバ

障害者を想定して体験歩行を行いました。ラウンドア

ウトとは、外径が13ｍ～ 22ｍ程度の小規模なラウン

バウトの構造に用いる材料（縁石 ､ 区画線 ､ 張芝）を上

ドアバウトであり、片側１車線の細街路等が交差する

手に組み合わせることにより、歩行エリアを誘導する

交差点において、主として速度抑制を目的として適用

ことが重要であることがよく分かりました
（写真－

されます。また、他のラウンドアバウトと異なり、中

12）。

４．１

央島は僅かな段差を設けるのみとし、大型車が右折す
る場合に限り、完全に中央島へ乗り上げて走行するこ
とができる構造です。
「ミニラウンドアバウトの設計」では、主構成要素
である中央島、交差道路、排水、標識、照明などの要
素毎の機能について説明がされました。特にこの中で
は、シンプルな設計を行うことの必要性について強調
されていました。さらに、交通流と交通容量、将来的
な展望などについても説明を受け、ラウンドアバウト
に関する認識を深めることができました。なお、ミニ
ラウンドアバウトは、
「中央島の上についても車両が
走行できることから、運用がやや難しくなる場合もあ
る」旨について言及されました。

写真－12 ADA ラウンドアバウトワークショップの様子
４．３

ラウンドアバウトツアー

19日（木）10時30分～ 12時まで本ワークショップが
開催され、大上研究員が参加しました（図－３）。開催
地であるカーメル市は、ラウンドアバウトが一般的な
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道路構造として導入されており、120km2の範囲に55

５．閉会式

個ものラウンドアバウトが設置されています。本ツア
ーはこのカーメル市内のラウンドアバウトを見学する

20日（金）10時30分～ 12時00分に閉会式が催され、

ものであり、所要時間は１時間30分でしたが、25箇所

議長から会議を総括する挨拶がされた（写真－14）ほ

ものラウンドアバウトを見学し、さらに、その内の１

か、同じテーブルに同席した参加者同士が意見を交換

箇所ではツアーバスから降りて、実際の道路構造のほ

し、さらには各テーブルの総意を取り纏め全体に発表

か、交通状況について観察することができました（写

するテーブルディスカッションが行われました。

真－13）
。このツアーで見学したラウンドアバウト構

テーブルディスカッションでは「本会議での経験を

造は、幹線道路に設置されていた大型の複車線構造の

踏まえ、ラウンドアバウトに関してより必要だと思う

ものから、市街地等に設置されていた単車線構造の小

知識は何か？」など３点の議題が提示され、大上研究

型のものまで多種多様であり、ラウンドアバウトの

員らが参加したテーブルからは、宗広主任研究員がテ

様々な状況での適用性について確認することができま

ーブルを代表し「積雪寒冷地での冬期維持管理につい

した。また、ツアーバスには参加者のほか引率者が同

て、更なる取り組みが必要である」などの意見を発表

乗し、見学したラウンドアバウトについての説明のほ

しました。

か、移動時間中にはラウンドアバウト全般に関する質
疑応答も行われるなど、非常に貴重な経験を得ること
ができました。

写真－14

議長（Russell 教授）

６．開催地インディアナ州カーメル市の様子
図－３ ラウンドアバウトツアーコース図
（カーメル市内のラウンドアバウト設置状況）

インディアナ州は、米国の中東部に位置し、五大湖
の南に位置しています。カーメル市は、インディア州
の中心都市インディアナポリスの北20km に位置し、
人口約８万人の新興都市です。カーメル市内の幹線道
路は交通量も多く広幅員の道路が整備されていまし
た。道路法尻に広幅緑地帯の配置及び道路附属物が車
道部から離れて配置されており、景観的に優れていた
ほか、車輌逸脱時の安全性も高いように思われます。
このような日本との道路構造の違いを確認したこと
で、米国の広大さと日本における道路用地の制約を強
く感じました（写真－15）。
また、カーメル市は上述でも述べたように、市内に
55箇所ものラウンドアバウトを設置しており、アメリ

写真－13
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幹線道路に設置されたラウンドアバウト
（環道２車線型）

カ国内でも先進的に取り組まれている都市です。ラウ
ンドアバウトの整備前後の交通事故統計の比較におい
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ても、
重大事故
（死亡重症事故）の発生が大きく減少し、

７．おわりに

ドライバーから肯定的な評価を得ているとの説明を受
けました。日本においても、安全性の向上や CO2削減

今回、日本国内では導入事例が少ないラウンドアバ

効果等の環境への効果が期待されます。我が国では先

ウトについての会議に参加でき、諸外国の研究者や技

の東日本大震災の発生により、広範囲において停電が

術者との意見交換のほか、実際の運用状況を見学でき

起こり、信号交差点が機能しない状態となったため、

る非常に良い機会を得ることができました。他方、本

大渋滞や交通事故の増加が大きな社会問題に至りまし

会議の開催が東日本大震災の発生から約２ヶ月後の５

た。これに対し、
電気を要しない交差制御方式として、

月であったこともあり、多くの参加者から東日本大震

ラウンドアバウトの導入が効果的だと考えられます。

災の被害状況等についての質問が寄せられました。当
方からは、寒地土木研究所も同震災の調査に参画して
いること等について説明することもできました。
末筆になりますが、本会議参加の貴重な機会を与え
て頂いたことについて、研究所内外の関係各位の皆様
に対し、心より謝意を表します。
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車輛の車線逸脱にも配慮された広幅緑地帯
（カーメル市内の幹線道路）
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