報 告

第99回TRB年次総会参加と研究交流について
宗広

一徳

櫻井

俊光

１．はじめに
2020年1月12日（日）～16日（木）に、ワシントン
D.C.のコンベンションセンターとマリオットマーキス
ホテルにて、米国交通運輸研究会議（Transportation
Research Board, TRB）の第99回年次総会が開催さ
れました（写真－1）。本総会のスポットライトテー
マは、「成長の世紀：未来への基盤（A Century of
Progress: Foundation for the Future）」でした。会

写真－1

議の期間中、5,000件以上の発表、800件以上のセッ

第99回TRB年次総会の会議場

ション、ワークショップや委員会が設けられ、290件
の展示が同時並行的に催されました。なお、参加人
数は14,000人ほどと本総会終了後に報告がありまし
た。本総会では、「2050年の輸送労働力変換への挑
戦：国際的な展望と戦略（The 2050 Transportation
Workforce Transformation Challenges: International
prospects and Strategies）」、「先導的な脱炭素輸送
（Leading the way in Transport Decarbonization）」、

写真－2

「MaaSと移動が果たす持続可能性と脱炭素社会への

 期維持管理における実用化技術での
冬
櫻井研究員の発表

貢献（Mobility as a Service and Mobility on Demand
contributions to Sustainability and Decarbonization）」

Measurement of Snow Depth Profiles）」のポスター

等がホットトピックスに選ばれました。このたび本総

を発表しました（写真－2）。本論文は、道路防雪林の

会に参加して発表、聴講、議論の機会を得たので、そ

内部と風上雪原で積雪深の経時変化を観測し、道路防

の内容を報告します。また、櫻井はTRB参加後にカ

雪林が捕捉する吹きだまり量から捕捉率を明らかにし

ナダ・モントリオール市（ケベック州）に移動し、マ

たものです。発表時には、米国における複数の道路管

ギル大学との研究交流を行ったので報告します。

理者からの質問が多く、加えて米国とカナダの研究者
からの質問もありました。道路防雪林の横断面の積雪

２．発表したセッションについて

深を観測する手法や観測サイトの気象状況に興味を持
たれただけでなく、日本と米国における道路防雪林の

２．１

セッション「冬期管理における実用化技術」

違いや最適な構成についても議論しました。なお、デ

14日（火）午前10時15分～12時に、冬期維持管理委

ントコーンやヤナギを防雪柵として利用する「植生に

員会（Winter Maintenance Committee）主催のセッ

よる吹雪対策（Living Snow Fence）」についても議

ション1498「冬期管理における実用化技術（Practical

論しました。

Advancements in Winter Maintenance）」の中で、
櫻井研究員が論文「積雪深の横断面から得られた道

３．参加したセッションについて

路防雪林における吹きだまり捕捉率の事例研究（A
Case Study of Snowdrift Trapping Efficiency of a
Living Snow Fence - Determined From a Transverse
44

３．１

セッション「冬期管理における相互課題」

13日（月）午前10時15分～12時に、冬期管理委員
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会（Standing Committee on Winter Maintenance

ョン（NCHRP IDEA Poster Session）があり櫻井が

(AHD65)）主催のセッション1185「冬期管理に

参加しました。その中で、交通信号機の着雪対策につ

おける相互課題（Alternative Practices in Winter

いて発表がありました。消費電力の縮減を目的に電球

Maintenance）」では、4件の発表があり、筆者らが参

式からLEDに入れ替えたことから信号灯に着雪しや

加しました。

すくなりました。対策として、LEDの裏面から発生

カナダの州道における積雪・凍結路面の破砕機

する熱を表面に伝熱させ、環境温度との温度差ΔTが

（Snow and Ice Breaker）に関する発表では、破砕機

プラス30℃を達成したという報告でした。信号灯だけ

による除氷除雪後の路面の摩擦係数を計測し、除氷除

でなく道路付属施設の点灯機器にも利用可能かもしれ

雪の効率および舗装破損について検討したというもの

ません。

です。破砕機を利用することにより、凍結防止剤の散

14日（火）午前8時～9時45分にポスターセッショ

布量の軽減、舗装破損のないこと、積雪・凍結路面時

ン（Approaches to Modeling Visibility and Safety

間の短縮が実現可能であるという報告でした。

Effects）があり櫻井が参加しました。その中で、機

カナダの州道における凍結防止剤散布による事故率

械学習（ニューラルネットワーク）を利用した霧を含

の低減効果に関する発表では、多量降雪イベント後の

む悪天候時における運転支援に関する研究がありまし

散布よりイベント前の散布の方が郊外においては事故

た。ニューラルネットワークを多段に解析したものが

率が低いという結果をもとに、事故率から凍結防止剤

最も正答率が高い（98%以上）という結果を得ており、

散布量を再検討したものです。その結果、適切な散布

今後は豪雨や吹雪も解析する予定とのことです。

量が算出されコスト縮減に貢献したという報告でした。

14日（火）午前8時～9時45分にポスターセッショ
ン（Current Issues in Resource Conservation and

３．２

セッション「除雪の科学」

Recovery）があり櫻井が参加しました。その中で、

13日（月）午後1時30分～3時15分に、冬期管理委

舗装内に埋め込まれたピエゾ圧電センサーが道路を通

員会（Standing Committee on Winter Maintenance

行する車両の固有振動を捉えて電力に変換するという

(AHD65)）主催のセッション1257「除雪の科学（The

発表がありました。試験的な研究であり発電能力は低

Science of Snowfighting）」に、櫻井が参加しました。

いものの、1台で200m内に設置された道路鋲を継続的

本セッションでは、凍結防止剤の効果を実験室レベル

に点灯する程度の発電能力はあるという報告でした。

で評価するという発表が主体でした。

今後は高い発電効率を目指すとのことです。

適切な凍結防止剤散布量を明らかにするという目的
から、凍結防止剤としてギ酸ナトリウム1粒を無気泡

４．参加した委員会について

氷に載せ、氷や雪が融解する過程を観察するという発
表がありました。融解する過程をタイムラプスカメラ

４．１

冬期管理委員会

で撮影し、体積として算出するというものです。マイ

13日（月）午後6時～9時30分に開催された冬期管理

ナス10℃～マイナス2℃の範囲では、高温ほど融解す

委員会（Winter Maintenance Committee、AHD65）に、

る体積が大きく融解時間は20～30分以内に融解が終了

筆者らが参加しました（写真－3）。委員長は、アイオ

するという報告でした。

ワ州交通省のTina Greenfield氏が務めています。同委

凍結防止剤には主に塩化ナトリウム（NaCl）が使

員会は、昨年度から3年任期の新委員の編成になりま

われていますが、マイナス21℃までしか対応していま

した。委員会の下の小委員会（Subcommittee）の担

せん。また、塩化マグネシウム（MgCl2）や塩化カル
シウム（CaCl2）はより低温でも融解能力がありますが
高価です。そこで、融解能力が高く且つ安価な凍結防
止剤を開発するため、MgCl2やCaCl 2を混合させた試
料で凍結防止を実施したという報告がありました。最
適な混合比については引き続き調査を行うようです。
３．３

その他セッション

13日（月）午後3時45分～5時30分にポスターセッシ
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写真－3

冬期管理委員会（AHD65）における活動報告の様子
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当者の入れ替えから1年目となります。

より、議事が進められました。

冬期管理委員会主催で、4年に1度開催され

同委員会主催により、2020年5月に第6回ラウンドア

る「冬期管理と道路気象の国際シンポジウムと国

バウト国際会議がモントレー（カリフォルニア州）で

際交流（International Road Weather and Winter

開催されます。そのプログラム（案）について報告が

Maintenance Conference & Peer Exchange）」が2020

ありました。また、同委員会と関係する道路幾何構造

年9月21～23日に米国アトランタ（ジョージア州）で

委員会
（AHB65）
のBrian Ray氏から、
NCHRP03-130
「ラ

開催されることについてアナウンスがありました。

ウンドアバウトガイド」の進捗状況について報告され

続いて小委員会から以下の報告がありました。

ました。続いて、カナダ、スペイン、日本の各国から

・N CHRPからの凍結防止剤の運用に関する技術

のレポートが行われました。宗広は、日本国内のラウ

移転（National Cooperative Highway Research

ンドアバウトの整備状況を紹介した他、それに伴う維

Program (NCHRP) Technology Transfer

持管理の課題の顕在化、さらに苫小牧寒地試験道路の

Application for WM Deicer Management

ラウンドアバウトで実施した自動運転車の混在交通に

Practices）

関する実験について報告しました（写真－4）
。

・投稿論文の募集（Call for Paper）
・論文賞に関する議論（Update on Annual Impact
of Practice Paper Award）
また、
リエゾン報告として陸上交通気象委員会
（Surface Transportation Weather Committee）、米
国気象学会の関連委員会（American Meteorological
Society ITS/STW (Intelligent Transportation Systems
/ Surface Transportation Weather) Committee）、

写真－4

米国全州道路交通運輸行政官協会（American

ラウンドアバウト委員会（ANB75）
における宗広主任研究員の発表

Association of State Highway Officials, AASHTO）、
PIARC冬期委員会からの活動報告がありました。

４．４

その他

宗広は、冬期管理委員会に出席していたカナダ・マ
４．２

陸上交通気象委員会

ニトバ大学のBabak Mehran助教授とカナダにおける

14日（火）午後1時30分～5時30分に開催された陸

寒地交通のサービスの質に関する研究状況について情

上交通気象委員会（Surface Transportation Weather

報交換を行いました。さらに、同大学と寒地交通チー

Committee、AH010）に、宗広が参加しました。同

ムで研究交流を進めていくためのスキーム及び手続き

委員会の委員長であるワイオミング州交通省のKathy

について情報交換を行いました（写真－5）。

Ahlenius氏が進行を務めました。
来年のTRB年次総会が100回目になることに合わせ
て、大改革として現行の全ての委員会の再構成に向け
て作業中であることの報告が行われました。陸上交通
気象委員会については、後継の委員会において、道路
気象に関する事象を取り扱う予定であることについて
報告されました。
また、リエゾン報告として、WMTSP/SICOP、Clear
Roads、Aurora Program、World Salt Symposium、
SIRWECからの活動報告がありました。
４．３

写真－5

 ニトバ大学のBabak助教授（左）と
マ
宗広主任研究員（右）

ラウンドアバウト委員会

15日（水）午後2時30分～6時に開催されたラウンド

５．展示について

アバウト委員会に、宗広が参加しました。同委員会の
委員長であるワシントン州交通省のBrian Walsh氏に
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12日（日）午後4時～14日（火）午後4時に、展示フ
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せおよび研究室見学、10時から研究室の小セミナーを
開催していただきました。5名の学生から多くの鋭い
質問が飛び交いました。たとえば、「超親水性で落雪
対策に効果がある点については興味深いが、超親水性
だけでなく表面色による温度上昇の効果が期待できな
いか」と初見で現在我々が取り組んでいる課題につい
て指摘されました。また、摩擦だけでなく雪や氷が衝
写真－6

展示フロアの様子

ロアでは多岐にわたる内容の展示ブースが用意されま

突したときの界面現象を追究することで最適な構造が
解るかもしれないことや実用化を目指した鋳造方法な
ど、今後の方向性についても意見交換を行いました。

した。近年急速に技術開発が進められている自動運転
技術、道路交通流シミュレーションや悪天候を模擬し

７．おわりに

たシミュレーターの展示などもあり、ソフトウェア技
術の展示が多い印象がありました。そのほか、除雪車、

TRB年次総会では、セッションやワークショップ

路面状態計測車両（写真－6）に関する出展などもあ

にも参加できたことで、アメリカを含む諸外国の交通

りました。

運輸研究の最新の動向を知る機会が得られただけでな
く、海外の研究者や技術者との意見交換や人脈づくり
の機会も得られました。余談ですが、TRBで凍結防

６．研究交流

止剤散布量の最適化について触れたあとにモントリオ
雪氷チームでは落雪対策としてレーザー表面加工に

ール市に移動したとき、凍結防止剤の散布量が多すぎ

よる難落雪対策技術について取り組んでいます。一

るような印象を受け（写真－7）、またモントリオール

方、我が国でも雨氷の被害が報告されていますが、カ

市から帰国する直前に雨氷注意報が発表されました。

ナダ・モントリオール市（ケベック州）は雨氷による

冬期管理における我々の研究の重要性を再認識したと

交通障害が多発する地域です。1998年1月5～10日には、

ころです。

カナダ南東部・アメリカ北東部の広範囲で雨氷が発

末筆になりましたが、このたびこのような貴重な機

生して鉄塔などが倒壊し広範囲で停電となりました。

会を賜りましたこと、研究所内外の関係各位に厚く御

North American ice storm of 1998と言われ約400万人

礼申し上げます。

に影響し多数の死傷者を出した大規模災害となりまし
た。
落雪対策と雨氷対策と目的は異なりますが、レーザ
ー表面加工と雪氷研究という共通する課題に取り組ん
でいるモントリオール市のマギル大学との研究交流を
実施しました。なお、マギル大学はカナダの中でも名
門校です。
2020年1月15日にTRBの開催地であるワシントン
DCからモントリオール市に移動し、16日9時から打合

宗広 一徳
MUNEHIRO Kazunori
寒地土木研究所
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写真－7 凍結防止剤が散布された歩道
（2020年1月15日モントリオール市内にて）
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