報 告

TRB第5回国際ラウンドアバウト会議に参加して
宗広

一徳

１．はじめに
2 0 1 7 年 5 月 8 日 ( 月 ）～ 1 0 日 ( 水 ) の 3 日 間 に 亘 り 、
米国ウィスコンシン州グリーンベイ市のConvention
Centerにおいて、TRB 5th International Conference
on Roundabouts（TRB第5回国際ラウンドアバウト会
議）が開催され、寒地土木研究所から筆者が参加し、
論文発表しましたので報告します（写真－1）
。
本会議は、TRB（Transportation Research Board
：米国交通運輸研究会議）の委員会の一つである
Committee on Roundabouts（ANB75：ラウンドア
バウト委員会、委員長：Eugene Russell・カンザス
大学教授並びにBrian Walsh・ワシントン州交通局交

写真－1 会議が開催された会場（Convention Center）

通設計・運用主任技師）の主催により、開催されま
した。同委員会は35名の委員から構成されています

表－1

が、筆者も委員として参画しています。本会議の実
行委員会は、WisDOT（Wisconsin State Department

開催年

会議の開催履歴
開催都市

of Transportation：ウィスコンシン州交通局）並びに

第１回

2005年

Colorado州 Vail村

UW（University of Wisconsin – Madison：ウィスコ

第２回

2008年

Missouri州 Kansas市

ンシン大学マディソン校）、後援はFHWA（Federal

第３回

2011年

Indiana州 Carmel市

Highway Administration：米国連邦道路庁）により、

第４回

2014年

Washingtton州 Seatle市

第５回

2017年

Wisconsin州 Green Bay市

開催されました。同会議の開催履歴は、表－1に示す
通りです。第5回目となった本会議には、投稿論文の
中から、査読審査を経て、30の口頭発表セッション及
び2つのポスターセッションにより、130編以上の論文

２．開会式

が発表されました。本会議に対しては、開催国の米国
からは42の州から、国外からはオーストラリア、カナ

8日（月）午前8時～午前9時に開会式が行われました。

ダ、デンマーク、ドイツ、ギアナ、インド、日本、オ

TRBラウンドアバウト委員会の委員長である米国カ

ランダ、ポーランド、南アフリカの各国、計世界11ヶ

ンザス州立大学のGene Russell教授から、「米国の42

国から、総勢約400名が参加されました。特に米国か

州及び世界11ヶ国からの参加者を心から歓迎する。ラ

らは、各州交通局や自治体の道路行政担当官とコンサ

ウンドアバウト技術交換のための人的ネットワーク構

ルタントのエンジニアが数多く参加されており、ラウ

築の場として、この会議を存分に活用して欲しい。」

ンドアバウトの実務レベルでの拡がりが、強く感じら

旨のあいさつと本会議の開催趣旨（本委員会の設立経

れました。日本からは、寒地土木研究所をはじめ、国

緯、会議開催履歴、将来の方向性）に関する説明が行

土技術政策総合研究所、地方自治体（静岡県焼津市、

われました（写真－2）。引続き、米国連邦道路庁交通

長野県須坂市）
、大学（名古屋大学、名古屋工業大学、

安全室のJeffrey Shaw担当官とウィスコンシン州交通

日本大学、東京理科大学）、建設コンサルタントから

局のBob Seits参事官次長からの歓迎挨拶が行われま

総勢11名が参加しました。

した。
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写真－2

開会式の様子

３．テクニカルセッションについて

写真－3

３．２

筆者による発表

セッション6C「ヒューマンファクター」
（Human Factors）

3日間に亘り行われた会議では、30の口頭セッショ

筆者は、8日(月)午前10時15分～午前11時45分の

ン及び2つのポスターセッションに分かれて約130編の

本セッションにおいて、「Analysis of Drivers’Eye

論文発表が行われました。

Movement on Snow-Covered Roundabouts（積雪時
のラウンドアバウト上でのドライバーの視線挙動の分

セッション2B「大型貨物車」
（Trucks）

析）」について発表しました。この発表では、苫小牧

8日(月)午前9時45分～午前11時30分の本セッショ

寒地試験道路に設置したラウンドアバウトの積雪時の

ンにおいて、筆者は、「Driving Behavior of Large

ドライバーの視線挙動の実験結果について報告しまし

Vehicles in the Roundabout of Snow Condition（積雪

た。積雪による路面標示が見えなくなる条件下で、昼

条件のラウンドアバウトにおける大型車の運転挙動）」

間並びに夜間におけるドライバーのラウンドアバウト

について発表しました（写真－3）。本研究は、苫小牧

の流入・環道走行・流出における注視状況を標識・付

寒地試験道路のラウンドアバウト（外径：27ｍ）にお

属物の設置パターンを変えて、分析評価しました。ド

いて、乾燥路面条件及び圧雪路面条件下において、大

イツの聴講者から、「最新の視線計測装置を用いて、

型車両（セミトレーラ連結車及び大型貨物車）の運転

ラウンドアバウトの安全性の分析評価を行っており、

挙動の計測結果を報告しました。また、GNSSシステ

たいへん興味深い研究である。今後、ヒューマンファ

ム（Global Navigation Satellite System:衛星測位シス

クター計測によるラウンドアバウトの安全性評価に飛

テム）によるセミトレーラ連結車の旋回軌跡の計測結

躍的に貢献する期待がある。ついては、貴所と研究情

果と積雪時の除雪車の施工方法についても示しまし

報の交換を行いたい」と、コメントがありました。筆

た。米国の聴講者から、「日本の設計車両のサイズで

者からは、
「今後も、適宜、研究情報の交換を行いたい。」

あるセミトレーラ連結車：長さ16.5mと普通自動車：

と回答しました。

３．１

長さ12.0mに関し、米国の大型車の寸法と比べるとは
るかに小さいので、ラウンドアバウトの旋回に関する

３．３ 他の発表セッション

問題は少ないのではないか。」とコメントがありまし

３．３．１

た。また、カナダの聴講者から、「効率的な除雪作業

ポスターセッション

8日(月)午前9時～午後3時15分までと9日(火)午前9

方法とそれに要するコスト」について質問が出され、

時45分～午後3時15分までにポスターセッションが行

筆者からは、「国内の導入事例が少ないので公表でき

われ、30編のポスター発表が行われました。日本から

るデータはないが、今後、日本国内の積雪寒冷地にお

は、静岡県焼津市及び長野県須坂市の導入事例、大学

ける実道導入が進むにつれて、除雪作業のコストに関

による研究成果の発表が行われました。2日間に亘る

するデータも明らかになるであろう。」旨回答しまし

ラウンドアバウトのポスター発表では、非常に活発な

た。

質疑が行われました（写真－4）。
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写真－4

３．３．２

ポスター発表の様子

写真－6

環道2車線型ラウンドアバウト

特別セッション

8日(月)11時30分～13時に、ウィスコンシン大学マ
ディソン校のDavid Noyce教授から、同大学で進む自
動運転研究プロジェクトについて紹介がありました。
「公道での自動運転では、歩行者や他の車両のセンサ
ー検知が重要になる。自動運転に望ましい交差構造
（平面交差、ラウンドアバウト）を明らかにする必要
がある。現在、ラウンドアバウトにおける自動運転の
走行実験を実施中である。」旨、紹介されました。
写真－7

エプロン部を走行するセミトレーラ連結車

４．現地視察（Roundabout Tour）
9日(火)15時15分～16時45分までに、グリーンベイ
市内のラウンドアバウトの現地視察が行われました。
高速道路の出入口に導入されツインタイプのラウンド
アバウト（写真－5）や環道2車線型ラウンドアバウト
（写真－6）を視察しました。グリーンベイは、冬期間
は真冬日が観測される等、降雪量も多く、積雪寒冷地
です。冬期除雪作業を考慮し、エプロンの段差は小さ
い構造が採用されていました（写真－7）
。

写真－8

現地視察参加者とともに

５．開会式
10日(水)午前11時～午後12時15分に亘り、閉会式が
行われました。閉会に先立ち、参加者を10名毎のグル
ープに分けて、グループディスカッションが行われま
した（写真－9）。ディスカッションのテーマは、ラウ
ンドアバウト研究は、これまで「設計、標識・運用、
写真－5
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最後に主催者のラウンドアバウト委員会（ANB75）
の委員長であるGene Russell教授並びにBrian Walsh
主任技師から、各国からの参加者に対し、「本会議で
の活発な討論に対する謝意を表す」旨の挨拶が行われ、
本会議が閉じられました（写真－10）。
６．おわりに
写真－9

本会議に参加し、米国をはじめ世界各国でラウンド

グループディスカッション

アバウトの導入が積極的にかつダイナミックに進む様
子が分かりました。欧米諸国では、平面交差点の交通
円滑化や事故削減に資する交差点改良の標準メニュー
の1つとして、ラウンドアバウトは定着しています。
各国では、標準的な小型環道1車線型ラウンドアバウ
トの導入の段階はすでに終えて、応用型のラウンドア
バウト（例えば、環道2車線型ラウンドアバウト、タ
ーボラウンドアバウト（高速走行対応）、ツインタイ
プ（眼鏡型またはひょうたん型とも呼ばれている）の
ラウンドアバウト）に関する研究が推進されています。
また、道路ネットワークにおけるラウンドアバウトの
写真－10

Gene Russell教授並びにBrian Walsh主任技師に
よる閉会挨拶

機能性についても研究も推進されています。
我が国では、現在、国内約60箇所で標準的な小型環
道1車線型ラウンドアバウトが導入されており、さら

点から行われてきたが、「既往研究で見逃しているも

に、国内各地で計画が推進されています。北海道にお

のは何か？ 今後必要な研究は何か？」についてでし

いても、標準的な小型環道1車線型ラウンドアバウト

た。各グループリーダーの発表からは、「ラウンドア

が計画されており、当所としてもこれまでの実験結果

バウト導入の決定プロセスに関する研究」、「ラウンド

などで得られた技術的知見を助言する立場から、計画

アバウトのライフサイクルコストや維持管理の研究」、

設計に参画しています。

「ラウンドアバウトにおけるSNS（Social Network

末筆になりますが、本会議参加の貴重な機会を与え

Service）の活用方法の研究」などが、今後必要な研

て頂いたことについて、所内外の関係各位の皆様に対

究であるとの意見が出されました。

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
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