報 告

５th ISHGD（第５回道路幾何設計に関する国際シンポジウム）に参加して
宗広

一徳＊

１．はじめに
2015年６月22日
（月）～ 24日（水）の３日間に亘り、
カナダ・バンクーバー市の Fairmont Hotel において、
５th International Symposium on Highway Geometric
and Design（第５回道路幾何設計に関する国際シン
ポジウム）が開催され、寒地道路研究グループ寒地交
通チームから宗広主任研究員が参加し、論文発表した
ので報告します。
本シンポジウムは、主催が ISHGD 実行委員会（議
長：Douglas W. Harwood・米国 MRIGlobal 研究所交
通研究センター長）
、共催が TRB（米国交通運輸研究
会議）の AHB65：Operational Effects of Geometrics

写真－１

Committee（幾何の運用効果委員会）並びに AFB10：

Benjamin 主任研究官（ドイツ連邦道路
研究所）と筆者

Geometric Design Committee（ 幾 何 設 計 委 員 会 ）、

表－１

University of British Columbia、Transoft Solutions
社 に よ り、 開 催 さ れ ま し た。 テ ー マ は、
「Safe and
st

Efficient Design for the 21 Century」（21世紀の安全
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と効果的な設計）でした。本シンポジウムは、道路幾

中国、韓国、インド、アルゼンチンなど、世界37 ヶ
国から、総勢約400名の参加者がありました
（写真－
１）
。参加者は、各国の道路幾何設計の研究・実務に

２．開会式

携わる大学、政府機関、コンサルタント、自治体の職
員等から構成されていました。

22日（月）13時15分～ 15時15分に開会式が行われま

本シンポジウムは、1995年に米国マサチューセッツ

した。開催地を代表し、バンクーバー市交通部長の

州ボストン市で開催されたのをはじめ、５年毎に開催

Jerry Dobrovonly 氏から、「世界37 ヶ国からの参加者

されています
（表－１）。今回の第５回シンポジウムに

を歓迎する。
」旨の挨拶がありました。続いて、British

は、およそ200本の論文提出があり、最低３人の査読

Colombia 州運輸局プロジェクト部長の Geoff Freer 氏

委員による論文査読を経て、123本（うち、79本が講演

から、「本シンポジウムの成功と世界各国の参加者と

セッション、44本がポスターセッション）の発表が行

のネットワークの構築を希望する。
」旨挨拶されました。

われました。筆者も論文の査読委員として、本シンポ

また、特別講演として、Angus Adventure 社の Colin

ジウムの開催に貢献しました。さらに、19の国からの

Angus・Julie Angus 夫 妻 が 登 壇 し、「Rowboat in a

カントリーレポートの発表も行われました。

Hurricane」
（ハリケーンの中の手漕ぎボート）と題し、
特別講演が行われました。同夫妻は、徒歩、自転車、
スキー、手漕ぎボートなどの人力を使って世界３大陸、
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２大洋を横断した経験について映像を使いながら語
り、参加者からは拍手喝采を浴びました。最後に、本
シンポジウムの各国参加者に対し、
「世界中の人の往
来を担う道路の幾何設計の改善に、チャレンジ精神を
持って取り組んでいってほしい。」と結ばれました。
３．テクニカルセッション
25の講演セッション並びに１つのポスターセッショ
ン
（７分野から構成される）
により123本、さらにカント
リーレポート19本、計142本の論文発表が行われまし
た。
３．１

図－１

道路の階層化（ドイツ）

セッション５A：
「政策、性能、及び賢い設計」
（Policy,Performance,and Intelligent Design）

23日
（火）15時45分～ 17時30分の本セッションにお
いて、筆者は、
「Performance Evaluation of“2+1”
Lane Highway in Hokkaido, Japan」（日本の北海道に
おける「２＋１」車線道路の性能評価）と題し、講演
を行いました。本論文は、夏期及び冬期における「２
＋１」
車線道路のサービスの質についての交通性能（追
従車密度）のシミュレーションによる感度分析、及び
国道40号更喜苫内道路の性能実測結果について報告し

図－２

速度管理施策（スウェーデン）

ました。座長のカナダ・カルガリ大学の John Morrall
教授からは、
「乾燥路面時と圧雪路面時で追従の定義

スウェーデンでは、道路の横断面構成に応じた速度

を可変させているところが、カナダも積雪寒冷地であ

規制の見直しを行い、安全性を高める施策が推進され

るので、賛同できる。今後も、情報交換をお願いした

ています（図－２）。また、低コストな道路整備手法と

い。」とコメントを頂きました。フロアーからは、冬

して、地方部で「２＋１」車線道路の整備が推進され

期のサービス水準構築への取り組み、夏期及び冬期の

ています。

性能実測時に使用した車両のタイヤの種類や規格につ
いて質問があり、適宜回答しました。

カナダでは、欧州でのセルフ・エクスプレーニング
道路（道路自体がドライバーに走行方法を教える）の推
進も参考にし、道路の階層化、性能に基づく道路設計、

３．２

他の発表セッション

（１）
カントリーレポート

ヒューマンファクター等を更新し、2016年までにカナ
ダ交通協会から道路設計ガイドを発行する予定です。

19 ヶ国から、各国の道路幾何設計に関するカント

（２）セッション４B：「性能に基づく設計と安全性への

リーレポートが発表されました。その一例を以下に記

影 響 」（Performance Based Design and Safety

します。

Implications）

ドイツでは、地方部の道路を対象とし、サービス速

米国の Kittelson & Associates 社の Erin Ferguson

度、交通運用
（利用者形態）
、横断面構成、平面線形、

女史から、
「Perfomance-Based Analysis of Geometric

交差点構造を設計クラス１～４に分ける階層化を実現

Design of Highways and Streets」（道路の幾何設計

し、2012年に道路設計ガイドライン
（RAL）を発行しま

の性能に基づく分析）と題し、講演がありました（写真

した
（図－１）
。国内で約4,000の現代型のラウンドア

－２）。米国の NCHRP 15-34プロジェクトの成果とし

バウトが設置されており、安全な交差点構造として定

て、性能に基づく幾何設計の国内６プロジェクトの適

着したが、ターボラウンドアバウトについては現在研

用事例を報告しました。性能に基づく幾何設計とは、

究中の段階です。

アクセス性、移動性、サービスの質、信頼性、安全性
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写真－２

Erin Ferguson 女史による講演

写真－３

ワークショップ２の議長の Brian Ray 氏
（米国・Kittelson & Associates 社）

の観点から、道路を性能評価し、幾何設計の決定根拠
とする新たな手法です。性能に基づく幾何設計は、

た。筆者は、ワークショップ２の「Future Directions

HCM（Highway Capacity Manual）、HSM（Highway

in Highway and Street Design and Analysis（道路設

Safety Manual）、A Policy on Geometric Design of

計と分析の将来の方向性）
」とワークショップ５の「The

Highways and Streets（AASHTO 発行）など、米国

Future of the Highway Design Process（道路設計プ

の既存の全ての道路設計基準書やマニュアルを総括的

ロセスの将来）」に参加しました（写真－３）。ワーク

に網羅することを目的としています。

ショップでは、Brian Ray 議長はじめ参加者から、幾

（３）セッション６B：「ラウンドアバウト及び交差点の左
折」
（Roundabouts and Left Turns at Intersections）

何設計に応じた性能測定（アクセス性、移動性、サー
ビスの質、信頼性、安全性）を行うこと、幾何（曲線半

米国の MTJ Engineering 社の Mark T.Johnson 氏

径、幅員、平面・縦断線形等）に応じたリスク信頼性

から、
「Roundabout Design Optimization for Safety

分析を行うことの重要性が強調されました。また、伝

and Operations」
（安全と運用のためのラウンドアバ

統的な道路設計のモデル（例えば、制動停止視距や追

ウト設計の最適化）と題し、講演がありました。ラウ

越視距のモデル）は、1930年代頃に確立されたもので

ンドアバウトの幾何構造（流入角度、流入幅員、視距）

あるが、既設道路から豊富にデータ取得を重ね、信頼

を最適化することにより、安全性が高まることの事例

性のあるモデルへのシフトが要求されている。すなわ

を紹介しました。

ち、古いモデルから新たなモデルへとパラダイムシフ
トしなければいけないと強調されました。
５．現地視察
シンポジウム終了後、バンクーバー市内の自転車道
の現地視察に参加しました。同市内の道路は、歩行車
と自転車の分離が徹底されていました（写真－４）。こ
のような整備は、2010年の冬期オリンピックの開催時

図－３
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（右側の方が安全性に優れている。）

４．ワークショップ
本シンポジウムに先立ち、21日（日）13時～ 17時と
22日
（月）
８時～ 12時までワークショップが行われまし
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写真－４

歩行者と自転車
の分離

写真－５

自転車走行
台数の表示
45

に合わせて進められました。図－４は、2010年以前は、

在の研究プロジェクトとして以下が紹介されました。

非分離の１車線の自転車道でしたが、2010年以降は、

１）NCHRP15-62：Access Management and Design

植樹帯の設置により分離構造とし、２車線の自転車道

Guidelines for Truck Routes

とした事例です。また、市内には自転車走行台数が表

２） NCHRP15-63：Design Options to Reduce

示
（１日、１月からの累計）される装置が設置されてい

Turning Motor Vehicle Conflicts with Bicyclists

ました
（写真－５）。

and Pedestrians at Intersections
３）NCHRP17-76：Understanding the Relationship
between Operating, Posted, and Design Speeds

௨๓

and Safety in the Setting of Speed Limits.
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写真－６
７．おわりに
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図－４

AHB65と AFB10の合同委員会

横断面構成の再配分による自転車走行空間
の創出

道路の階層化、性能に基づく幾何設計、リスク信頼
性分析、設計の柔軟性、交差構造の進展などを考慮し、
各国では新たな道路幾何設計ガイドラインの構築が進
められています。こうした各国の動きも参考にし、寒

６．委員会

地土木研究所の研究活動に活かしていきたいと思いま
21日
（日）17時15分～ 19時15分まで、TRB の AHB65

す。末筆になりますが、本シンポジウム参加の貴重な

と AFB10の合同委員会が開催され、筆者もオブザー

機会を与えて頂いたことに関し、所内外の関係各位の

バーとして参加しました（写真－６）。委員会では、現

皆様に対し、心より謝意を表します。

宗広

一徳＊

MUNEHIRO Kazunori
寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地交通チーム
主任研究員
博士
（工学）
技術士
（建設）
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