報 告

第19回 ITS 世界会議に参加して
高橋

１．はじめに
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会議参加に併せて、宗広主任研究員がラウンドアバウ
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╙㩷㪍࿁

㪈㪐㪐㪐ᐕ 䊃䊨䊮䊃

╙㪈㪌࿁

㪉㪇㪇㪏ᐕ 䊆䊠䊷䊣䊷䉪

を報告します。
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日
（金）
までの５日間にわたり、オーストリア共和国ウ
ィーン市のメッセ・ウィーン（Messe Wien）
（写真－１）

れます。
・どの移動手段を利用している場合でも利用可能な情
報デバイスとしてのスマート・フォンの活用
・走行車両に情報を提供し、また、車両の走行状態を
発信する車車間通信、路車間通信技術の高度化
・情報処理技術の進展による既存センサーの高度活用
とセンサーの多様化
・情報収集から処理、情報発信までの所要時間の短縮
写真－１

本会議場となった Messe Wien

（リアルタイム化）
・大都市から地域の交通問題、道路計画から維持管理
の効率化まで、ITS 技術の適用範囲の拡大

２．ITS 世界会議の概要

・交通流シミュレーション、ドライビング・シミュレ
ータの活用による実測調査の補完

ITS 世 界 会 議 は、ITS（Intelligent Transport

・クラウド・コンピューティングを活用した大容量デ

System：高度道路交通システム）関係の技術・研究開

ータの集約と統合

発を行う研究者、企業、行政の関係者が活動成果を発

道路管理分野では管理の効率化・高度化が共通の課

表することを目的に開催されている会議で、1994年に

題であり、CCTV カメラや赤外線などを利用したよ

パリで第１回目の世界会議が開催されました。以降、

り簡便で低コストな道路交通情報収集技術の開発、道

ヨーロッパ、アジア太平洋、アメリカ・カナダの３地

路交通情報を瞬時に生成してドライバーや管理者に伝

域で毎年開催され、今回が19回目となります。表－１

達するシステム開発など、かかる課題解決に資する技

に過去の開催履歴を記します。

術開発への取り組みと適用が進んでいることがわかり

ITS 世界会議では毎年テーマを設定しています。今

ました。

年 の テ ー マ は、“ よ り ス マ ー ト な 移 動 を 目 指 し て

本会議の開催に併せて、各国の政府、民間企業から

（Smarter on the way）”です。今回の会議での研究

の出展による ITS 技術に関する展示やデモンストレ

発表から、ITS 技術の動向として以下の特徴が挙げら

ーションが行われました。写真－２は、日本館の様子
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宗広主任研究員は、23日（火）のテクニカルセッショ
ンにおいて、「札幌市におけるタクシープローブデー
タを活用した冬期道路交通評価」と題して発表しまし
た。本論文は、タクシーの運航管理用に記録されてい
る GPS データを利活用し、冬期道路の平均旅行速度
の変動の実態を示すとともに、運搬排雪作業実施のコ
ストと同実施から得られる便益を試算したものです。
座長の米国の Robert Jaffe 博士からは、プローブの利
活用例としてたいへん興味深いとのコメントを頂きま
した。また、26日（金）のテクニカルセッションにおい
て、「地方部２車線道路における追越モデルの構築」
写真－２

日本館ブース

と題し、北海道郊外部の２車線道路の追越実態調査を
踏まえ、乾燥並びに圧雪路面時の追越モデルを構築し、

を示していますが、東日本大震災でのプローブ技術の

交通流ミクロシミュレーション「SIM-R」による再現

活用例の報告や次回 ITS 世界会議の開催地である東

性の検証結果についても発表しました（写真－４）。

京の紹介などの展示が行われました。
３．寒地土木研究所の研究発表
当研究所からは３件の論文発表を行いました。高橋
総括主任研究員は、
「路面すべり抵抗モニタリングシ
ステムの開発」
（写真－３）と題して発表しました。本
システムは、路面のすべり抵抗値の測定結果を、道路
巡回員および事務所職員がリアルタイムで確認可能な
情報提供システムを構築し、凍結路面対策の効率性を
さらに高めることを目的として開発したものです。ま
た、GIS（地理情報システム）の利点を活かし、道路
管理関係データを集約した総合的な情報提供システム

写真－４

宗広主任研究員の発表

の概念を紹介しました。発表後、データの所有者につ
いて質問があり、気象予報事業者や道路管理者の有す

４．ラウンドアバウト現地調査

るデータについて説明しました。
会議への参加に先立ち、18日（木）～ 19日（金）にわ
たり、宗広主任研究員は、ドイツのラウンドアバウト
現地調査を実施しました。１日目は、ドイツ連邦道路
交通研究所（bast）を訪問し、ラウンドアバウトの設計
ガイドラインに関するヒヤリングを行いました。道路
設計・交通流・交通制御研究室の Benjamin Schreck
研究官と Tobias Teicher 研究官からは、ドイツでは、
ラウンドアバウト（主として、環道１車線型）は安全性
が高い交差構造として概ね1990年代から普及が進み、
すでに国内での設置数は約55,000箇所に上るとの説明
を受けました。
２日目は、Werner Brilon・ルール大学名誉教授の
写真－３

高橋総括主任研究員の発表

案内により、ドイツ地方部におけるラウンドアバウト
の現地調査を実施しました。Brilon 名誉教授は、平成
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21年７月に当所寒地道路連続セミナーでの講演を目的
により来所経験がある方です。Brilon 名誉教授からは、
ⷙㅦᐲ MOJ ߩᮡ⼂

ドイツのラウンドアバウト普及の実態に関して説明頂
きました。写真－５は、沿道に商業施設が立地し、規
制速度10km/h（ゾーン10）の入口にラウンドアバウト
が設置された事例を示しています。ドライバーに対し、
規制速度の変化を強制的に知らせることを目的とし、
ラウンドアバウトが導入されています。写真－６は、
郊外部の２車線道路同士の交差部にラウンドアバウト
が設置された事例を示しています。ドイツで現在策定
作業中の「地方部における道路設計ガイドライン」に
よれば、２車線道路（片側１車線）に適用する交差構造

写真－５

ゾーン10の入口に設置された
ラウンドアバウト（ドイツ）

は、最も安全性が高いことから、基本的にラウンドア
バウトとする方向で調整されていると説明頂きました。
５．おわりに
会議での研究発表、聴講、意見交換を通じ、ITS 技
術の開発スピードの速さとともに、情報収集および道
路管理の効率化に関して ITS 技術の適用が進んでい
ることを実感しました。道路管理の効率化やコスト縮
減に資する ITS 技術も活用し、道路管理ニーズに対
応した試験研究に取り組む所存です。また、欧州で進
むラウンドアバウト普及の実態も体感することができ
ました。
最後になりましたが、会議参加と現地調査の貴重な
機会を与えてくださった関係各位とお世話になった

写真－６ 郊外部のラウンドアバウト
（国道426号と国道45号の交差部：ドイツ）
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方々に感謝の意を表する次第です。
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