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能改善に向けて付加車線を適宜設置すること（いわゆ

１．はじめに

る「２＋１」車線道路）が、交通性能の向上に対して
2012年１月22日
（日）から26日（木）までの５日間、米
国ワシントン D.C. で「第91回 TRB 年次総会」が開催

どのような効果を挙げるかを寒地土研が作成したシミ
ュレーションソフト（SIM-R）を用いて示しました。

されました。TRB（Transportation Research Board：

本発表に対し、座長より「シミュレーションにあた

米国交通運輸研究会議）とは、米国議会の諮問機関で

って実道データの取得に努めたこと等本研究に対する

ある National Academy of Science（全米科学アカデ

評価や、日本における『２＋１』車線道路の現状や今

ミー）の一組織であり、1920年にその前身が創設され

後の整備に対する期待感」について、コメント及び質

た交通と運輸に関わる研究を推進する団体です。以来、

問がありました。

毎年ワシントン D.C. にて年次総会が開催され、第91
回総会は、米国をはじめ世界各国の政府・民間・学術
研究機関から１万人近い関係者が参加し、市内のホテ
ル３会場において、セッション及びワークショップ計
約650件、発表論文4,000本以上の規模で実施開催され
ました。上述のセッションを統括する委員会グループ
は、政策と組織、計画と環境、設計と建設、運用と保
全、法律、交通システム運用、公共交通、鉄道、物流
など11から構成されています。本年次総会のテーマは、
「Transportation: Putting Innovation and People to
Work（交通：技術革新と人々の知恵を活用するため
に）
」でした。
写真－１

渡邊上席研究員の発表状況

２．論文発表セッション
２．１

セッション262「陸上（道路）交通への気象が

２．２

セッション431「ラウンドアバウトの全研究」

会議２日目夜、「Roundabout Task Force（ラウン

与える影響」
会議２日目午前、
「Surface Transportation Weather

ドアバウト特別委員会）」の主催による「Research all

Committee（ 陸 上 交 通 気 象 委 員 会 ）」 主 催 に よ る

about Roundabouts（ラウンドアバウトの全研究）」

「Weather Impacts on Surface Transportation（陸上

のセッションが開かれました。本セッションにおいて、

（道路）交通への気象が与える影響）
」に関するセッシ

寒 地 交 通 チ ー ム の 武 本 研 究 員 が「Optimization of

ョンが開かれました。本セッションでは、寒地交通チ

Vehicle Travel Position on Roundabouts in Snowy

ー ム の 渡 邊 上 席 研 究 員 が「Performance Evaluation

Cold Regions（積雪寒冷地におけるラウンドアバウト

for Rural ２+１lane Highway in Cold Snowy Region

走行位置の適正化に関する研究）」と題して、ポスタ

（積雪寒冷地における郊外部の『２＋１』車線道路の

ー発表しました（写真－２）。本論文は、ラウンドアバ

性能評価）
」と題して口頭発表しました
（写真－１）。

ウトの路面を乾燥・圧雪・氷板状態とすることに応じ

本論文では、交通量の増加や冬期の路面状態の悪化に

て、車両走行位置がどう変化するかを模擬走行実験に

伴い、北海道の２車線道路における走行速度の低下や

より分析したものです。この結果、環道とエプロンの

追従走行車両の割合が増加することを踏まえ、その性

境界が積雪により不明確になる場合は、中央島の径を
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拡大することにより、走行位置の分散が小さくなり、

される GPS データを基に冬期道路交通特性を把握す

適切な位置を走行する車両が増えることを示しました。

るとともに、道路管理者が実施する除排雪作業の記録

発表会場では、
沢山の参加者が本発表に関心を示し、

データとマッチングさせることにより、運搬排雪作業

特に、北海道に近い気象条件であるカナダの技術者と

の費用便益効果の試算結果を示しました。

意見交換を行いました。
「欧米諸国同様、カナダでも

本発表に対し、聴講者から沢山の質問及びコメント

近年ラウンドアバウトが導入されつつあるが、設計運

がありました。例えば、米国の参加者からは「民間の

用時に冬期の気象条件は考慮されておらず、関連する

タクシー会社と連携して研究データを取得することは

研究は少ない。本研究にて、冬期の車両挙動を考慮し

興味深い。民間会社と道路管理者の役割分担につい

てラウンドアバウトの改良案を検討していることは大

て」、カナダの参加者からは「路肩の堆雪に関し、排

変興味深い」とのコメントがありました。

雪作業を実施する目安として有効道路幅員や堆雪高の

なお、このセッションでは、他に20本以上の研究発

基準について」等の質問がありました。これらの質問

表が行われましたが、ラウンドアバウトが急速に普及

から、冬期道路交通サービスと冬期維持作業とのバラ

し、設置数が2,500箇所を上回った米国では、現在、

ンスを取ることは、北米においても課題であることが

歩行者との関係が注目されている模様であり、歩行者

うかがえました。

交通量や横断歩道位置の変化に伴う自動車の交通容量
への影響について、シミュレーション結果を用いた論
文等が発表されていました。

写真－３

写真－２

武本研究員の発表状況

２．４

宗広主任研究員の発表状況

その他の発表セッション

（１）セッション681「効果的、持続的な冬期路面管理
のための凍結防止剤の散布法とその実践」
２．３

セッション724「交通円滑性と冬期維持管理
の安全便益の把握」

会議４日目午前、冬期道路管理委員会主催のセッシ
ョン「Selecting Efficient and Sustainable Winter

会議４日目午前、
「Winter Maintenance Committee

Maintenance Chemicals and Practice」（効果的、持

（冬期道路管理委員会）」主催による「Understanding

続的な冬期路面管理のための凍結防止剤の散布法とそ

Traffic Mobility and Safety Benefits of Winter

の実践）」が開催され、米国やカナダの大学等から発

Maintenance（交通円滑性と冬期維持管理の安全便益

表がありました。

の把握）
」に関するセッションが開かれました。本セ

カナダ Waterloo 大学からは、凍結防止剤として製

ッションでは、寒地交通チームの宗広主任研究員が

糖残渣を活用することを目的とした研究発表があり、

「Winter Road Traffic Evaluation Using Taxi Probe

その際に連続路面すべり抵抗値測定装置（CFT）を用

Data in Sapporo, Japan（札幌市におけるタクシープ

いて性能評価する等、当研究所の研究開発と関連した

ローブデータを活用した冬期道路交通評価）
」と題し

内容がありました。

て、口頭発表しました（写真－３）。本論文では、札幌
市内の国道路線を対象とし、タクシーの走行時に記録
36
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（２）セッション472「2011年ニュージーランドクライ

路面状態モニター、大規模雪害、凍上防止、費用対効

ストチャーチ地震と東日本大震災からの教訓」

果」など、委員会を構成する９部会から、NCHRP

会議３日目午前、
「Seismic Design and Perfor-

（National Cooperative Highway Research Program）

mance of Bridges Committee（耐震設計及び橋梁性

に係る RNS（Research Needs Statements；調査ニー

能委員会）
」主催により本セッションが開かれ、2011

ズ）とりまとめ状況の概要報告があり、大規模雪害対

年に発生した２つの大地震による橋梁等構造物の被害

策（Large volume snow control）部会については、部

調査結果に関し、東大の藤野陽三教授や FHWA（米

会長である松澤上席研究員が作成した地吹雪・雪崩に

国連邦道路庁）
の Yen Phillip 氏から報告が行われまし

ついての報告書が席上配布されました。

た
（写真－４）
。特に、FHWA の Yen 氏からは、昨年

連邦道路庁からは、道路気象マネジメントプログラ

６月に被災地域で実施された、FHWA 等の米国側の

ムの最新状況について説明があり、車両走行から得ら

専門家と
（独）
土木研究所等の日本側専門家から構成さ

れるプローブデータなど、路面状況の評価に資する情

れるメンバーによる日米合同調査の結果について報告

報の収集の拡大に今後努め、道路管理上の意思決定支

が行われました。聴講者は東日本大震災による甚大な

援に寄与することが重要である旨の説明がありました。

被害に対して大きな関心を示し、活発な質疑が行われ

国際シンポジウムの紹介としては、今年４月30日か

ました。

ら５月３日までの予定で開催される TRB 冬期道路管
理と陸上交通気象に関する国際会議（於アイオワ）、国
際道路気象会議（SIRWEC、５月23日から25日、於ヘ
ルシンキ）
、第７回雪工学国際会議（Snow Engineering、
６月６日から８日、於福井）、第18回 ITS 世界会議（10
月22日から26日、於ウイーン）
などの紹介がありました。
また、ノルウェー科 学 技 術 大 学（NTNU）の Klein
Paste 氏からは、当国における路面管理の状況などに
ついて（写真－５）、スウェーデンからは昨年に引き続
き、交通庁の Jan Olander 氏から実道試験道路につい
て、プレゼンテーションがありました。

写真－４ 東日本大震災に関する米国連邦道路庁の報告
３．関連する委員会への出席
３．１

冬期道路管理委員会

会議３日目夜、
「Winter Maintenance Committee（冬
期道路管理委員会）」が開かれました。この委員会は、
連邦道路庁・米国内各州の道路局（FHWA、DOT）、
大学、研究機関の関係者を中心に、カナダ、北欧、日
本の委員により構成されています。当研究所からは、
委員の雪氷チーム松澤上席研究員に代わり、浅野寒地
道路研究グループ長らが出席しました。

写真－５

今回の委員会では、委員長であるカナダ・オンタリ
オ州の Mr. Max Perchanok 氏の司会により、論文審

３．２

ノルウェー科学技術大学（NTNU）の Klein
Paste 氏による発表

陸上交通気象委員会

査状況報告
（発表採択45％、ジャーナル掲載25％）、委

会議２日目夜、「Surface Transportation Weather

員会・部会の活動報告、他の委員会やタスクフォース

Committee（陸上交通気象委員会）」が開かれました。

からの報告、
連邦道路庁など関係機関からの活動報告、

本委員会も前述の冬期道路管理委員会と同じ委員構成

国際シンポジウムの紹介などがありました。

であり、当研究所からは、浅野寒地道路研究グループ

委員会の活動報告としては、
「除雪機械、凍結防止剤、
寒地土木研究所月報

№707

2012年４月 

長らが出席しました。本委員会では、委員長のアイオ
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ワ大学 Wilfrid Nixon 教授の司会のもと、委員会・部
会の活動報告などがありました。委員会では、ミシガ
ン中央大学の Dr. Daria Kluver 氏による大規模気象
現象による降雪予測に関する発表の他、2011年に米国
内で発生した大災害（大半が台風、大雨に関するもの。
冬期災害はブリザード１件）を対象に、陸上交通に対
するインパクト評価について、どのように取り組むか
等について、意見交換が行なわれました。
４．関連団体、企業等による展示
TRB の参加構成団体や、関連企業など約200組織に
よる展示会が３日間に亘り、主会場ホテルにて開催さ

写真－６

米国の防護柵メーカーの展示

れました。当研究所で現在、研究開発を進めている緩
衝型ワイヤーロープ式防護柵に関連する防護柵メーカ

５．おわりに

ー
（Trinity 社、Gibraltar 社）の出展もあり、米国内で
の展開状況等について情報収集を行いました
（写真－

TRB 年次総会は、どのセッションも活発な議論が
交わされ、アジアを含む諸外国の研究者らと情報交換

６）
。

をできる大変良い機会でした。
また、渡邊上席研究員が発表した「積雪寒冷地にお
ける郊外部の『２＋１』車線道路の性能評価」と、武
本研究員が発表した「積雪寒冷地におけるラウンドア
バウト走行位置の適正化に関する研究」の２本の論文
が TRR（Transportation Research Record）というジ
ャーナル（査読論文集）に掲載されるという大きな成果
を得ました。
最後に、このような貴重な研究発表・情報交換の機
会を与えていただいた、関係各位に謝意を表します。
なお、来年の TRB 年次総会は2013年１月13日から
17日にかけ開催される予定とされています。

武本

東＊

宗広

一徳＊＊

渡邊

政義＊＊＊
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