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に

2017年1月8日(日)から12日(木)の5日間にわたり、
米国ワシントンD.C.にて「第96回TRB年次総会」が開
催されました。今回、寒地土木研究所から4名が参加
する機会を得ましたので、その概要について報告しま
す。
TRB(Transportation�Research�Board：米国交通

運輸研究会議)とは、米国議会の諮問機関である�The�
National�Academies�of�Sciences,�Engineering,� and�
Medicine(全米科学・工学・医学アカデミー)のプロ
グラム・ユニットの一つで、交通と運輸に関わる研究
を推進する団体です。TRBは、1920年に前身である
National�Advisory�Board�on�Highway�Research�とし
て創設されました。TRBは毎年ワシントンD.C.にて年
次総会を開催しており、米国をはじめ、世界各国の行
政機関・民間企業・学術研究機関から多くの行政官・
技術者・研究者が参加しています。
2017年の第96回年次総会は「Transportat ion�

Innovation:� Leading� the�Way� in� an�Era� of�Rapid�
Change(交通革新:�急速な変化の時代の先導)」をスポ
ットライト・テーマにワシントン・コンベンションセ
ンター(Walter�E.�Washington�Convention�Center)で
開催されました。公式ホームページによると、セッ
ションやワークショップの数は800以上、発表件数は
5,000件以上、そして世界中から12,000人以上が参加し
たとのことです。
TRBには、技術活動を行うため、政策・組織、計画・

環境、設計・建設、運用・保全、法律、安全・システ
ム利用者、公共交通、鉄道、物流システム、航空、船
舶の活動グループがあり、それらの下に200余りの委
員会やタスクフォースが設置されています。年次総会
においては、これらの委員会がセッションやワークシ
ョップを主催するとともに、委員会の会議が行われて
います。

9日(月)1 9時30分～22時00分まで「Win t e r�
Maintenance�Committee�AHD65(冬期道路管理委員
会AHD65)」が開催され( )、雪氷チームの松
澤上席研究員が委員として参加したほか、寒地交通チ
ームの高橋総括主任研究員が参加しました。この委
員会の委員長は、今回からアイオワ州交通省のTina�
Greenfield氏が務めています。
まずメンバーの自己紹介に続いて、本委員会が担当
したセッションの報告がありました。続いてResearch�
Needs�Statements(研究ニーズ声明書)のアップデー
トの議論が行われ、引き続き以下の研究ニーズが確認
されました。
• �Demonstrating� a� systematic� multi -criteria�
approach�to�de-icer�selection�(凍結防止剤選択のた
めの体系的な複数基準アプローチの実証)
• �Winter�road�maintenance�research�roadmap�(冬期
道路管理研究のロードマップ)
• �Economic�benefits�of�Winter�highway�maintenance�
(冬期道路管理の経済的便益)
• �Designing� the�optimal�mechanism� for�procuring�
snow�and� ice� control� services� from�commercial�
vendors�(民間業者による雪氷管理サービスの調達
に関する最適機構の設計)
• �Properties�of�mixed�winter�roadway�chemicals�(凍
結防止剤の混合特性)
• �Effect�of� solar� loading�and�radiational�cooling�on�
pavement�surface�temperature�(日射や放射冷却が
舗装表面温度に与える影響)
• �Brainstorming�winter�maintenance�practice� for�
2025�(2025年の冬期管理実務に向けたブレーンスト
ーミング)

第96回TRB年次総会に参加して

櫻井　俊光　　松澤　勝　　高橋　尚人　　宗広　一徳

報　告
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また、リエゾン報告として、TRBの陸上交通気象
委員会や維持管理機械委員会などの関連する委員会、
FHWA(Federal Highway Administration：米国連邦
道路庁)の道路気象プログラム、AASHTO(American 
Association of State Highway and Transportation 
Offi  cials：米国全州道路交通運輸行政官協会)のWinter 
Maintenance Technical Service Program (冬期管理
技術サービスプログラム) などの活動が紹介されまし
た。

1 0日 (火 ) 1 9時 3 0分～ 2 2時まで「S u r f a c e 
Transportation Weather Committee」(陸上交通気象
委員会)が開催され、雪氷チームの松澤上席研究員と
寒地交通チームの宗広主任研究員が参加しました。こ
の委員会の委員長はワイオミング州交通省のKathy 
Ahlenius 氏が務めています。
今回の年次総会では、陸上交通気象委員会に対して

19件の発表申し込みがあり、年次総会では口頭発表が
2セッション、ポスター発表が1セッションを単独で開
催し、冬期道路管理委員会との共同で口頭発表を1セ
ッション開催したとの報告がありました。
続いて、今回の年次総会において、陸上交通気象委

員会が論文募集したテーマCritical Research Needs in 
Surface Transportation(陸上交通気象における重要な
研究ニーズ)に関する説明が行われました。詳細なト
ピックとして、固定観測点やコネクテッドカーによる
道路気象のモニタリングや、道路利用者や道路管理者
へのインパクト、気象条件が交通流に与える影響など
が含まれています。
続いて、リエゾン報告と今後の関連会議の報告が

行われました。例えば、APWA(American Public 

Works Association：米国土木学会)の下部組織に冬期
管理委員会が設置され、メンバー同士の学習と産業界
への教育普及を行っていること、2017年4月にアイオ
ワ州でAPWA Snow Conference(米国土木学会雪氷会
議)を行うこと、学会誌(APWA Reporter)の11月号に
雪氷特集を掲載すること、“Salt Brine Fact Sheeet”
(凍結防止塩溶液とは)という教材を作成したことなど
の報告が行われました。

11日(水)14時30分～18時まで「Roundabouts 
Committee」(ラウンドアバウト委員会)が開催され、
寒地交通チームの宗広主任研究員が委員として参加し
ました。本委員会は、委員長である米国カンザス州立
大学のEugene Russell教授の議長の下で、議事が進め
られました。
2017年の委員会活動として、本年次総会のセッショ
ン、ワークショップ、ビデオシアターの開催結果につ
いて報告が行われました。Wisconsin大学のAndy Bill
准教授から、2017年5月8～10日、米国ウィスコンシン
州グリーン・ベイで開催予定の第5回TRBラウンドア
バウト国際会議について、論文投稿状況、セッション
割の計画について報告が行われました。ラウンドアバ
ウト委員会の研究活動として、米国・Kittelson社の
Lee Rodegerdts委員から、「ラウンドアバウトにおけ
る視覚障害者への配慮に関する研究プロジェクトを今
後進める予定である。」旨報告されました。さらに、
ラウンドアバウト委員会の中に、米国内で進むラウン
ドアバウト普及強化のため、「ラウンドアバウトの受
容とドライバー教育」に資するタスクフォースを設け
る方向であると紹介がありました。
諸外国における話題として、カナダのKeith Body 
委員、オランダのBertus Fortujin委員、スペインの
Marilo Martin Gasulla委員から、「各国のガイドライ
ンの改定作業の進捗など」について報告されました。
宗広主任研究員からは、日本におけるラウンドアバウ
ト整備の進捗状況として、現在15都府県51箇所(2016
年3月現在)であることを報告しました。また、交通工
学研究会からラウンドアバウトマニュアルが発刊さ
れ、国内各地でラウンドアバウトの普及に関するセミ
ナーが活発に実施されている様子も報告しました。
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文

に

9日(月)10時15分～12時に「Standing�Committee�
on� Surface� Transportation�Weather」主催に
よる「Weather� Impacts� on� Safety� and� Surface�
Transportation�(安全性に対する気象の影響と陸上交
通)」のポスター発表が行われました。
本セッションでは、悪天候による視程低下が交通の

安全性に及ぼす影響の分析結果、気象観測ステーショ
ンの有用性、豪雨が車両の走行速度と車頭間隔に及ぼ
す影響の分析結果、悪天候が路上作業エリアでの交通
事故リスクに及ぼす影響分析結果、過去の気象データ
を用いて吹雪時の風向等を数値シミュレーションした
結果と実測値を比較した論文の発表がありました。
ワイオミング大学の大原助教が、北米の気象再解析

値(NARR：North�American�Regional�Reanalysis)を
使って数値計算を行い、ワイオミング州を対象に過去
(1981～2014年)の風向・風速の再現を行った結果を発
表していました。平均風速が5.4m/sを超える強風日に
着目した解析を行い、強風日の出現頻度が増加傾向に
あることを示しました。さらに、既往研究による風向
別頻度の実測値との比較を行い、数値計算で得られた
風向の特徴は、全体としては実測値に近い傾向にある
が、強風日だけに限ると実測値にはあまり合致してい
ないとのことでした。

に

9日(月)10時15分～12時に「Standing�Committee�
on�Winter� Maintenance」主催による「Winter�
Maintenance�Research�(冬期維持管理に関する研究)」
のポスター発表が行われ、当所からは2名の研究員が
発表しました。
寒地交通チームの高橋総括主任研究員が

｢Laboratory� and� Field� Evaluation� of� Sodium�
Propionate� for�Snow�and�Ice�Control�(プロピオン酸
ナトリウム凍結防止剤の室内および野外試験)｣ につ
いて発表しました。本発表は、プロピオン酸ナトリウ
ムの凍結防止剤としての利用可能性を評価した結果を
報告したものです。プロピオン酸ナトリウムは主に食
品添加物として利用され、その凝固点は塩化ナトリウ
ムの凝固点に近く、金属腐食を大幅に抑制するなどの
特徴を有しています。聴講者からは、プロピオン酸ナ

トリウムの製造方法、入手しやすさ、単価、土壌への
残留など様々な質問があり、さらに、続報を期待する
といったコメントもいただきました。
雪氷チームの櫻井研究員が ｢P r e r i m i n a r y�
investigations� on� effects� of�withered� branches�
and� the� thinning�of� trees� for� living�snow� fences� in�
Northern�Hokkaido,� Japan(北海道北部における防雪
林の枯れ上がりと間引きの影響に関する研究)｣ につ
いて発表しました。本発表は、防雪林における樹木の
種類や成長速度、枯れ上がりと間引きによる防雪林の
防雪効果について報告したものです。防雪植生による
吹雪対策効果に関する数値シミュレーションの研究
を行っているワシントン大学のXiaming�Shi博士から、
防雪林における風速の実測値は比較する上で貴重なデ
ータであり参考にしたいとのコメントをいただきまし
た。また、ワイオミング州交通省のKathy�Ahlenius氏
からは、米国では防雪植生として柳や灌木も使ってお
り、枯れ上がり対策には有効ではないかとの提案を受
けました。また、防雪柵と異なり防雪林は斜めに風が
入射しても効果が高いという結果については興味を示
されたようでした。
本セッションでは他に、防滑材と塩水の混合散布の
効果を実道での検証、農業副産物から製造した凍結防
止剤の性能試験、冬期気象条件を考慮した交差点の信
号制御関する論文などの発表がありました。

に

9日(月)1 3時30分～15時15分に「S t a n d i n g�
Committee�on�Maintenance�Equipment」と「Standing�
Committee� on�Winter�Maintenance」共催による
「Innovations� in�Winter�Maintenance�Equipment�
Management�and�Operations�(冬期道路管理装置のマ
ネジメントとオペレーションに関する発明)」の口頭
発表が行われました。
アメリカとノルウェーからは共著で、無人航空シ
ステム(UAS:�Unmanned�Aircraft�Systems)を用いた
雪崩モニタリング試験結果の報告がありました。複
数のUASの飛行実験の結果、研究で用いたUASはノ
ルウェー公共道路庁(NPRA:�Norwegian�Public�Roads�
Administration)が必要とする性能を有していなかっ
たが、今後ともUAS技術の発展に注目する必要があ
ると報告がありました。
カナダのオンタリオ州から、除雪機械の視認性向上
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策に関する試験結果の報告がありました。試験の結
果、
•  蛍光色の黄緑と黒の市松模様のシート
•  シート両側と上部に黄色灯と点滅式青色LEDライ
ト
•  シートを縁取りする赤白の再帰反射テープ
•  上部と下部のブレーキランプ
•  車両上部と両サイドに黄色と青の回転灯
の設置を提案し( )、このデザインは国のガイ
ドラインに採用されたと報告がありました。

9日(月)13時30分～15時15分に、「Stand i ng 
Committee on Roundabouts」の主催による、「Data-
Driven Approach to Advancing Roundabouts (先進
的なラウンドアバウトへの運転データによるアプロ
ーチ)」の口頭発表が、William Britnell氏(米国コネ
チカット州交通局)の司会の下、行われました。当所
からは、寒地交通チームの宗広主任研究員が「Issues 
in the Planning and Management of Roundabouts in 
Cold, Snowy Regions(積雪寒冷地におけるラウンドア
バウトの計画と管理の課題)」と題して発表をしまし
た( )。
本論文は、寒地交通チームと寒地機械技術チームが

実施した苫小牧寒地試験道路で行った冬期路面状態時
のラウンドアバウトの交通容量に関する実験とエプロ
ンの高さと角度に対する除雪車の施工性に関する実験
の結果を報告しました。
ラウンドアバウトの冬期管理については米国などの

諸外国においても重要な課題であることから、聴講者

から、「冬期交通容量に関する実験条件」と「除雪を
考慮したエプロンの材料」に関する質問が出され、適
宜回答しました。
なお、他に米国や英国から3件の研究発表が行われ、
ラウンドアバウトの実データ(運転挙動や大型車の急
ブレーキなど)の取得を継続しながら、ラウンドアバ
ウトの幾何構造への工夫(歩行者の横断歩道、横断面
構成の改善)について紹介されました。聴講者からは
活発な意見が出され、ラウンドアバウトの実践的研究
について知見を深めることが出来ました。
 

9日(月)15時45分～17時30分に、「Stand i ng 
Committee on Operational Effects of Geometrics」
と ｢Standing Committee on Highway Safety 
Performance」の共催による、「Tenth Annual Case 
Studies in Performance-Based Analysis of Geomtric 
Design(性能に基づく幾何設計分析の第10回事例研
究）」のポスター発表が、Geoff rey Millen氏(米国3M社）
のコーディネートにより、行われました。当所から
は、寒地交通チームの宗広主任研究員が「Performance 
Evaluation of “2+1 Lanae” Highway in Hokkaido, 
Japan(日本の北海道における「2＋1車線」型道路の
性能評価」と題して発表をしました。本ポスターは、「2
＋1」車線型道路へ改良された国道40号更喜苫内区間
(稚内市～豊富町：L＝18.7km)を対象とし、道路のサ
ービス性能として評価指標として平均旅行速度、追従
車率、追従車密度を取り上げ、同計測結果について報
告しました。ポスターに訪れた米国・モンタナ州、ド
イツ、スペイン、ポーランド等からの参加者からは、「2
＋1車線」道路の性能計測結果について、幾何構造の
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影響(縦断勾配、横断面構成)などについて質問があり、
適宜回答しました。今後、引続き「2＋1車線」道路の
性能計測データについて情報交換を続けたい旨の要望
も寄せられました。
なお、本セッションでは、米国のアイオワ州、カン

ザス州、アリゾナ州などで実施された道路安全監査に
関する事例研究も発表されました。

に

9日(月)15時45分～17時30分に、「Stand i ng�
Committee�on�Winter�Maintenance」の主催による、
「Winter�Maintenance�Research�(冬期道路管理に関す
る研究)」の口頭発表が行われました。
コネチカット州からは、塩化ナトリウムと砂を混合

して事後散布(凍結した路面に散布)していましたが、
凍結防止剤の事前散布(路面凍結の前に散布)に変更し
ました。事後散布を行っていた時と事前散布に変更し
た後の7冬期の交通事故(死亡事故を除く)を比較した
ところ、19.2％事故件数が減ったと報告がありました
( )。

本セッションでは他に、熱量測定法を用いた凍結防
止剤の融氷量の推定手法、凍結防止剤の湿式剤の融氷
性能の推定手法、除雪のパフォーマンス評価指標に関
する発表がありました。

にお

10日(火)10時15分～12時に「Standing�Committee�
on� Surface�Transportation�Weather」主催による
「Impact�of�Weather�and�the�Effect�of�Snow�Fences�
on�Traffic�Safety(安全交通における気象の影響と防雪
施設の効果)」の口頭発表がありました。

ワシントン州立大学から、防雪柵に関してコストや
便益、設計などに関する文献調査とアンケート調査
(全米21州に対する)の報告が行われました。その中
では、防雪林などの植生防雪柵(Living�Snow�Fence)
は、従来の防雪柵のコストが$25～50/ftであるのに比
べ$15/ftと安い一方、効果を発揮するまで5～6年かか
ることや、枯死の問題があるとの報告があり、我が国
における課題との共通性が見られました。また、調査
対象のほぼ全ての州において防雪柵プログラム(Snow�
Fence�Program)が立ち上げられており、防雪柵への
注目の高さが印象づけられました。なお、この口頭発
表の質疑応答では、防雪柵や防雪林における防雪効果
の定量性について議論され、ワシントン州立大学の
Xianming�Shi准教授から名指しで、我が国の防雪柵や
防雪林で計測されたような風速や飛雪流量などの情報
が不可欠であるというコメントもありました。防雪柵
や防雪林における防雪効果の定量的な評価が国際的に
も求められています。
また、ワイオミング州立大学からの発表では、州
際国道I-80号を対象に、防雪柵の有無で事故修正係数
(CMF：Crash�Modification�Factors)を比較し、防雪
柵の設置区間では、暴風雪時における事故全体では
25%、死傷事故では62%、CMF値が減少していること
を示しました。

10日(火)13時30分～15時15分に、「Stand ing�
Committee�on�Winter�Maintenance」と「Standing�
Committee�on�Surface�Transportation�Weather」の
共催による、「Surface�Transportation�Weather�and�
Winter�Maintenance�(陸上交通気象と冬期道路管理)」
の口頭発表が行われました。
本セッションでは、(一社)北海道開発技術センター
の永田氏からは、カメラ画像を用いた吹雪量の推定手
法に関する発表がありました。北海道では、風速から
吹雪量を推定するタブラーの式をベースとして吹雪量
を推定してきましたが、空間中に雪粒子が存在すると
画像のコントラストが低下することから、CCTVカメ
ラ画像のパワースペクトル強度差を考慮した推定手法
を提案し、北海道内5地点のCCTVカメラ画像と吹雪
データをもとに検証を行いました。
本セッションでは他に、プローブカーデータを用い
て天候の悪化が交通に与える影響の評価、冬期気象イ
ベントや冬期道路管理作業の可視化のためのシステム
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開発、車載の赤外線カメラを用いた冬期道路管理評価
に関する発表がありました。

TRB年次総会のセッションは朝8時から始まり、夜
に開催される委員会は午後10時過ぎまで続きます。い
ずれのセッションや委員会においても活発な議論が交
わされています。参加者に配布される冊子版のプログ
ラム集には、Spotlight and Hot Topic Sessionsのマー
クが記されています。今回の年次総会の印象として、
自動運転、気候変動への適応とレジリエンス、ビッグ
データなどの注目が高かったように感じました。
今年度からスタートした土木研究所第4期中長期計

画では「国際会議も含め関係学協会での報告、内外学
術誌等での論文発表」等を通じて成果の普及を図る旨
が示されています。TRB年次総会は参加者も1万人を
超え、交通運輸分野では最も注目度の高い会議である
ため、効果的に当研究所の研究成果の発信と国際的な
研究動向を把握できる良い機会と言えます。
投稿論文は査読審査を経て発表の可否、査読論文

集への採否が決まります。発表が認められるのは投
稿論文の約5割で、さらにTRBのジャーナルである
TRR(Transportation Research Record)に掲載が認め
られるのは、さらにその約半数であり、TRRは、最
も権威の有るジャーナルの一つと言えます。TRB年
次総会での発表が認められ、TRRに掲載されるよう
に、研究内容、論文の質を高め、研究レベル向上を図
りたいと思います。
最後に、本会議に参加する貴重な機会を与えて頂い
たことに対し、研究所内外の関係各位の皆様に参加者
一同心よりお礼申し上げます。

1) Alison Smiley et al., Field Test of Visibility 
Markers for Snow Maintenance Equipment, 
TRB 96th Annual Meeting, 2017.

2) Mahoney et al., Reduction in Nonfatal-Injury 
Motor Vehic le  Crashes with Ant i - i c ing 
Technology, TRB 96th Annual Meeting, 2017.

櫻井　俊光
SAKURAI Toshimitsu

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
雪氷チーム
研究員
博士(環境科学)

松澤　勝
MATSUZAWA Masaru

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
雪氷チーム
上席研究員
博士(工学)
技術士(建設)
気象予報士

高橋　尚人
TAKAHASHI Naoto

寒地土木研究所
寒地道路研究グループ
寒地交通チーム
総括主任研究員
博士(工学)
技術士(建設・総合技術監理)

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
国際研究連携班(兼務）
主任研究員
博士(工学)
技術士(建設)

p46_51.indd   51 2017/04/05   16:23:08


