
ISEHP2016（道路性能の向上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

　2016年6月13日（月）～ 17日（金）の５日間に亘り、ド
イツ・ベルリン市のドイツ連邦交通・デジタル基盤省
と Martin proArte Hotel において、International 
Symposium on Enhancing Highway Performance（道
路性能の向上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（写真－1）。
　本シンポジウムは、主催が FGSV（ドイツ道路交通
研究協会）、TRB（米国交通学会）の AHB40：Highway 
Capacity and Quality of Service Committee（交通容
量とサービスの質委員会）並びに AHB20： Freeway 
Operations Committee（無料高速道路委員会）、bast 

（ドイツ連邦道路交通研究所）、後援がドイツ連邦交通・
デジタル基盤省と世界道路協会により、開催されまし
た。取り扱う研究テーマは、道路交通容量分析、交通
容量ガイドライン、交通制御、高速道路の運用管理等
であり、道路交通容量に焦点を当てた専門家会議です。
開催国のドイツをはじめ、米国、カナダ、オーストラ
リア、デンマーク、オランダ、スウェーデン、フィン
ランド、中国、日本、インドなど、世界18 ヶ国から、
総勢約300名の参加者がありました。参加者は、各国
の道路交通容量・設計に関する研究・実務に携わる大
学、政府機関、コンサルタント等から構成されていま
した。
　1991年にドイツ・カールスルーエ市で開催された交
通容量とサービスの質に関する第1回国際シンポジウ
ムは、その後約3 ～ 6年毎に開催されています。2006
年にギリシャ・アテネ市で開催された無料及び有料高
速道路の運用に関する第1回国際シンポジウムも、そ
の後約3 ～ 7年毎に開催されています（表－1）。今回の
シンポジウムは、両シンポジウムが合同で開催された
ものです。本シンポジウムに提出された論文は、事前
に査読審査が行われ、質の高い論文のみが発表される
に至りました。寒地交通チームからは、表－1中の第5
回の日本・横浜市、第6回のスウェーデン・ストック
ホルム市に続き、今回で３回連続の参加に至ります。

写真－1　会場のドイツ連邦交通・デジタル基盤省

表－1　開催履歴

２．開会式

　6月14日（火）13時30分～ 18時00分に開会式・基調
講演・招待発表が行われました（写真－2）。開催地を
代表し、ドイツ連邦交通・デジタル基盤省政務長官の
Norbert Barthle 氏が Alexander Dobrindt 大臣の代
行として、「世界18 ヶ国からの参加者を歓迎する。社
会を支える基幹インフラである道路の発展に資する本
シンポジウムの成功を祈念する。」旨の挨拶がありま
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した。続いて、ドイツ道路交通研究協会の Michael 
Rohleder 会長から、「本シンポジウムの成功と世界各
国の参加者とのネットワークの構築を希望する。」旨
挨拶されました。
　基調講演として、欧州委員会のモビリティ・交通総
局部長（革新的で持続可能なモビリティ担当）の Magda 
Kopczynska 氏 が 登 壇 し、「Digitalisation : a huge 
opportunity for the road sector」（デジタル化：道路
部門の巨大な好機）と題し、特別講演が行われました。
　「道路基盤に関する巨大なデータ、すなわちビック
データの活用は、自動運転の実現、ITS（高度道路交
通システム）の推進など、新しい産業の創出への貢献
が期待される。いまは、その絶好の機会である。」と
強調されました。
　最後に、本シンポジウムの主催者である bast（ド
イツ連邦道路交通研究所）のKerstin Lemke道路設計・
交通流・交通制御研究室長から、「道路交通の研究者
の交流を深めたい」と挨拶がありました（写真－3）。
Kerstin Lemke 室長は、プログラム策定、セッション
座長、自身の論文発表、事前・事後のワークショップ
の運営など、まさに表舞台から裏方に至るまで本シン
ポジウムの開催に尽力されました。

３．テクニカルセッション

　6月15日（水）～ 16日（木）の2日間で、以下の口頭発
表セッションとポスター発表セッションが行われまし
た。
・　Capacity Analysis around the World（世界の交

通容量分析）
・　Freeway Work Zone Capacity （無料高速道路の

路上作業時の交通容量）
・　Freeway Work Zone Operation （無料高速道路

の路上作業エリアの運用）
・　Integrated Network Management on Cross 

Border Corridors（国境超え路線の統合ネットワ
ーク管理）

・　Incident and Weather Data Collection and 
Processing （インシデントと気象データの収集と
加工）

・　Connected Vehicles（車両間の連携）
・　Managed Lanes（車線の管理）
・　Signalized Intersection Capacity （信号交差点の

交通容量）
・　Roundabout （ラウンドアバウト）
・　Multi-Modal Performance Assessment （ マ ル チ

モーダル性能評価）
・　Advances in Traffic Control Devices and Driver 

Communication （道路付属物とドライバーのコミ
ュニケーションの進展）

・　Freeway On- and Off-Ramp Control （無料高速道
路のオンとオフランプ制御）

・　Tollways and Freeways – Are they still 
different when all Electronic Tolling and High 
Occupancy Toll Lanes are developed ? （有料高
速道路と無料高速道路 － 開発された電子料金収
受と料金車線の占有は、まだ異なっていますか？）

・　Non-Motorized traffic（非電動式交通）
・　Rural Highways （地方部の道路）
・　Facilitating and Enhancing Automated Driving 

（自動運転の促進と強化）

３．１　ポスターセッション

　6月15日（水）15時00分～ 16時15分のポスターセッ
ションにおいて、筆者は、「Use of Data from Probe 
Taxis Traveling in the City of Sapporo for Reliability
　Evaluation of Winter Roads」（札幌市におけるタク
シープローブデータの活用による冬期道路の時間信頼

写真－2　開会式

写真－3　bast の Kerstin Lemke 室長
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４．２　HCM 6th Edition Mega Session（米国道路交

通容量マニュアル第6次改訂版総合セッション）

　本年７月発行予定の HCM 6th Edition（米国道路交
通容量マニュアル）について、以下の主な改訂のポイ
ントについて報告がありました。
　・交通流モデル
　・旅行時間信頼性

３．２　他の発表セッション

（１）世界の交通容量分析

　各国の交通容量分析の研究事例として、米国、オー
ストリア、日本、中国、ドイツ、スウェーデン、オラ
ンダ、米国カリフォルニア州から、報告が行われまし
た。
　ドイツからは bast の Kerstin Lemke 室長が、HBS
2015（ドイツ道路交通容量マニュアル）では、道路階
層別に、交通容量や追従車密度を閾値にしてサービス
水準が A ～ F に亘り区分されている旨を報告されまし
た。
　スウェーデンからは Torsten Bergh 氏（元スウェー
デン道路庁）が、道路横断面構成の階層区分、それに
応じた速度規制について報告されました。
　米国カリフォルニア州からは、CALTRANS（カリ
フォルニア州交通局）の Erik Ruehr 氏が、「Farewell 
to Level of Service（サービス水準からの別れ）」と題
し、従来のサービス水準ではなく、マルチモーダルの

推進、環境への影響低減、地球温暖化排出ガスの削減
に焦点を当てたサービスの評価、事例研究について報
告されました。
（２）ラウンドアバウト

　ラウンドアバウトの研究事例として、スペイン、ド
イツ、日本から、報告が行われました。
　ドイツの Martin Schmotz 氏からは、HBS2015（ド
イツ交通容量マニュアル）におけるラウンドアバウト
の交通容量について、車種（自転車、小型車、大型車、
セミトレーラ連結車）に応じた換算係数の考え方、環
道交通量と流入部交通容量の算出方法などについて報
告が行われました。

４．ワークショップ

　シンポジウムの開催に合わせて、6月13日（月）9時
～ 18時30分 に Freeway Facilities と HCM 6th 
Edition、6月17日（金）8時～ 12時に Rural Highways
のワークショップが開催され、筆者が出席しました。

４．１　Freeway Facilities（無料高速道路施設）

　本ワークショップでは、無料高速道路の性能評価と
して、時間信頼性分析について、HBS2015（ドイツ道
路交通容量マニュアル）や HCM 6th Edition（米国道
路交通容量マニュアル第6次改訂版）の内容を踏まえ
て、事例発表が行われました（写真－5）。

性評価）と題し、発表を行いました（写真－4）。本論文
では、10年間（2001年4月～ 2012年3月）に亘り蓄積し
たタクシーの位置情報（GPS データ）から、国道管理
区間と札幌市管理区間の道路を事例として時間信頼性
指標の PI（Planning Time）や BI（Buffer Time）など
を算定した結果を発表したものです。発表では、国道
管理区間並びに札幌市管理区間ともに、日降雪量別の
推移とともに、時間信頼性指標が大きくなるとの算定
結果を強調しました。ポスター来場者からは、「気象
に着目し、時間信頼性指標を取りまとめているところ
が時機を得た研究である。新しい HCM 6th Edition

（Highway Capacity Manual 第6次改訂版）においても
天候に応じた時間信頼性の研究事例が掲載される予定
なので、参考にしていただきたい。」などのコメント
を頂きました。

写真－4　ポスター発表会場の様子と筆者

写真－5　無料高速道路施設ワークショップ
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６．おわりに

　本シンポジウムへの参加により、各国での道路性能
向上に関する研究について情報交換ができました。今
後の研究活動に活かしていきたいと思います。末筆に
なりますが、本シンポジウム参加の貴重な機会を与え
て頂いたことに関し、所内外の関係各位の皆様に対し、
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）

５．Werner Brilon 名誉教授との打合せ

　本シンポジウムの開催に合わせて、ルール大学ボー
ハムの Werner Brilon 名誉教授と研究打合せを行いま
し た。 筆 者 と 同 教 授 と は、TRB ／ Roundabout 
Committee に共に参画していることもあり、ラウン
ドアバウト研究の進捗状況について情報交換を行いま
した。また、ドイツの自転車走行空間の創出や二段階
横断を想定した分離島の設置について、情報提供を頂
きました（写真－7、写真－8）。

　・ラウンドアバウトの交通容量
　・制限付き交差の U ターン
　また、HCM2010（2010年版）の販売部数は、HCM
2000（2000年版）の50％程度であった。現行の HCM
2010は研究成果の反映が進み、実務者からは難しくな
り過ぎて、使えないという声がある。このような声も
踏まえ、HCM 6th Edition（6次改訂版）では、実務者
にも利用しやすくする点を考慮した旨、報告がありま
した。

４．３　Rural Highway（地方部道路）

　地方部の２車線道路及び「２＋１」車線道路につい
て、ドイツ、スウェーデン、デンマーク、スペイン、
米国等から、報告が行われました（写真－6）。
　ドイツでは、安全に追越区間を配置するという設計
思想から、「２＋１」車線道路が導入された。中央分
離構造は、マーキング処理のみで行っており、ケーブ
ル式防護柵は用いていない。それは、オートバイの衝
突事故があった場合、被害が大きくなるからである旨、
報告されました。
　スウェーデンでは、高いサービス水準が求められる
区間に限り（例えば、サービス速度110km/h）、ケーブ
ル式防護柵が導入されている。サービス水準が高くな
い区間（例えば、サービス速度90km/h）では、マーキ
ングのみで分離されている旨、報告されました。
　また、スペイン並びに米国から、「２＋１」車線道
路の交通流ミクロシミュレーションの事例研究につい
て報告が行われました。

写真－6　地方部道路ワークショップ

写真－7　自転車走行空間

　　　　 の創出

写真－8　分離島の設置
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