
　公益財団法人高速道路調査会では，平成 30 年６月 26日～７月２日にかけて第 61回海外道路調査団を派遣した。ここで
は，米国コロラド州におけるITS技術，工事安全対策および交通管理に関する最近の取組みを報告する〔関連記事p. 56～〕。

米国における ITS技術・工事安全対策・交通管理に関する海外調査

写真―２　次世代の交通システム：
ARRIVO（アリーヴォ）

〔出所〕コロラド州交通局ホームページより

写真―１　コロラド州交通局

写真―３　自動運転後尾警戒車 写真―４　エクスプレス・レーン

写真―５　ユニオンステーション 写真―６　ダイエクシス社での会議の様子
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１．海外道路調査団について

　公益財団法人高速道路調査会が講習等事業として主
催する海外道路調査団は，海外の高速道路に関する最
新または日本とは異なる取組みを調査・情報収集する
機会を広く提供することを目的に，一般公募により調
査団を結成し派遣している。2000 年以降に派遣した
同調査団は，本調査団を含め計 36 回，延べ 713 名に
上る。

２．調査団概要

　本調査団は，米国の高速道路における ITS 技術，
工事安全対策および交通管理に関する最近の取組みを
調査するため，今回はコロラド州交通局（Colorado 
Department of Transportation：CDOT）と，民間コ
ンサルタント会社であるダイエクシス社（DiExSys, 
LCC）を訪問した。CDOTでは，21 世紀の技術と工
夫を活用した RoadX プログラムの進展状況や現在開
発中の自動運転後尾警戒車，デンバー地域におけるマ
ルチモーダル化の取組みとしてのユニオンステーショ
ンおよびエクスプレス・レーンの運用等に関してヒア
リングを行うとともに，ダイエクシス社においては，
米国における最先端のセイフティ・マネジメントとし
て，道路の安全性に関する予測，診断および分析技術

の現場への応用方法等に関し，調査を行った。
　今回訪問したデンバーは，アメリカ合衆国のコロラ
ド州中北部に位置する都市および市郡で，南北をロッ
キー山脈が走る標高の高い都市である。１年のうち約
300 日は晴天という気候と平均 30% という低い湿度
で暮らしやすく，急成長している街でもある。20 世
紀後半以降には，市郡南部に大規模なハイテク企業団
の開発が進められ，また高地という地理条件も相まっ
て通信産業が発展している。
　本調査団は 27 名により編成され，６月 26 日㈫から
７月２日㈪までの５泊７日の行程で，同国における最
新の取組みや課題についてヒアリングおよび意見交換
を行ったものである。ここでは，誌面の制約上，調査
したすべての内容を紹介することができないため，本
調査の概要として，RoadX プログラム，自動運転後
尾警戒車，ユニオンステーションおよび米国における
最先端のセイフティ・マネジメントの４点を報告する。

３．調査結果概要

⑴RoadX プログラム
　RoadX プログラムは，コロラド州が現在抱える交
通の諸問題について，CDOTが民間企業等とパート
ナーシップを組みながら，最新の技術を利用して解決
策を計画検討・実施していく取組みである。現在，

報　告

米国における ITS 技術・工事安全対策・交通管理
に関する海外調査

　公益財団法人高速道路調査会が平成 30 年６月 26 日から７月２日まで
実施した，米国における ITS 技術・工事安全対策・交通管理に関する
海外調査の概要を報告する。

第 61回海外道路調査団
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RoadX プログラムの主な項目として，⑴車車間・路
車間通信システム（V２V，V２X），⑵スマート 285 ペ
イブメント（SMART 285 PAVEMENT），⑶スマート・
トラック・パーキング（SMART TRUCK PARKING），
⑷スマート 25（SMART25），⑸ハイパーループ，ア
リーヴォ（HYPERLOOP，ARRIVO）の５項目が挙
げられている。
①車車間・路車間通信システム
１）V２V
　現在，アメリカ国内で抱える道路問題として，交通
事故が非常に多いこと，移動に対する所要時間がかか
ることおよび上記に伴う環境悪化の３点が挙げられ
る。これらの問題を解決するため，CDOTではV２V
を構築し，自動車同士が相互に通信し合うことで，交
通事故の削減と二酸化炭素の排出量を抑えるシステム
開発を行い，2023 年までに全ての車両へ情報システ
ム機器の搭載の義務付けを目指している（図―１）。
　V２Vを構築することにより，最も危険な衝突事故
の発生に対し，①渋滞警報および前方衝突事故防止，
②フリーウェイでの合流支援，③交差点移動支援，④
左折支援，⑤急ブレーキ時のブレーキランプ点灯，⑥
逆走車への通知を行うことが可能となる。これ以外に
も，リアルタイムで周囲の車両の状況把握や天候・道
路状況の情報提供を行うこともできる。
　V２Vを実現することによる効果として，最大 59.2
万件の衝突事故の削減，１千人の死亡者減少，負傷事
故の 27 万件が減少が期待されている。
２）V２X
　今回訪問した CDOTは，このV２Vシステムを活
用し，単に車同士だけではなく，車とインフラを統合

した情報システム「V２Xエコシステム」を，パナソ
ニックとパートナー契約を結び，開発中である。
　V２Xエコシステムは，道路管理者に向け，①車両
の極めて正確な位置情報，②極めて正確な局所的気象
データ，③緊急時対応時間の短縮，③事故管理の改
善，④より高度な技術を用いた協調型交通信号システ
ム，⑤トラックの駐車情報，⑥道路管理状況（例えば
除雪作業等），⑦インフラ診断（路面の深い穴や道路
摩耗の特定）などの情報を提供することにより，全て
の道路の最新の状況をリアルタイムで発信することが
できる。V２Xを実現することの効果は，V２Vに比べ，
さらに 41.9 万件の衝突事故の減少，５千人の死亡者
の減少，また死亡事故についても５千件の減少が見込
まれている。
　V２Xの開発において，異なる州においても同じシ
ステムでの情報通信ができないことが課題となってい
る。そのため，州間および誰にでも使ってもらえるシ
ステムを構築している。プロジェクト期間は，おおよ
そ４年であり，現在はその１年目となっている。安全
性と移動の効率性，環境への配慮が，このプロジェク
トを進めるうえで大変重要な柱となっている。
②スマート 285 ペイブメント
　スマート285ペイブメントとは，国道 285号（US 285）
の一部区間の舗装体内に各種センサーが埋め込まれた
コンクリートパネルであり，Integrated Roadways 社
により開発されたものである。埋め込まれている光
ファイバーセンシングケーブルにより，道路がタッチ
センサーのようになっており，これにより，車両がコ
ンクリートパネルの上を通過した際に，速度や重量，
車両の軌道を読み取り，読み取った情報を道路管理者
に通報することができる。例えば，ドライバーが不安
全な運転行動をとった際は，直接，道路管理者へ緊急
連絡が入る仕組みとなっている（図―２）。

図―１　V２Vイメージ 図―２　スマート 285 ペイブメント
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　CDOTは，国道 285 号（US 285）のレッドヒルパ
ス付近において，試験的に４枚のコンクリートパネル
を 2018 年７月下旬に設置する予定であるとのことで
あった。設置箇所の道路線形は，直線が続いた後，急
カーブとなり，車両逸脱事故の多い箇所である。同箇
所の周辺は農村部のため，不注意で道路を逸脱した場
合，事故を目撃し通報する人が常にいるわけではな
い。事故の当事者が通報できない場合，発見の遅れは
生死を分けることがある。そこで，パネルからの通報
により救助への時間短縮が期待できる。
　また，将来的には，パネルの上を通過するだけで，
電気自動車の電磁誘導充電を可能にする技術，さらに
雪や氷の融解機能等の技術も開発中である。
③スマート・トラック・パーキング
　コロラド州内においては，州内を走行する車両のう
ち 12% をトラックが占めており，このトラックが最
大の能力を発揮して走行していないことが，渋滞の原
因となっている。アメリカの法律では，トラックの運
転手は，運転時間が連続 10 時間を超過する場合に
は，休憩を取ることが規定されているため，トラック
を安全な場所に駐車し，休憩できる場所を確保する必
要がある。しかしながら，現状は，駐車場所を探すの
に平均で 45 分の時間を費やしている状況である。
　そこで，スマート・トラック・パーキング・プロ
ジェクトでは，既存の技術を違う方法で利用すること
により，複雑な技術を開発することなく，長距離ト
ラックの運転手に休憩施設の予約ができるシステムを
提供するものである。これにより，長距離トラックの
移動時間の効率性を向上させ，渋滞の緩和や大気汚染
などの環境問題にも寄与することができるものとして
期待されている。現在，コロラド州内では，このシス
テムを提供して駐車環境の改善を図っており，休憩施
設 10 カ所で採用している。そのうち５カ所が公共施
設で，残りの５カ所は民間施設である。
④スマート 25
　スマート 25 プロジェクトの目的は，州間高速道路
I-25 号を効率よく管理することである（図―３）。本
プロジェクトでは，現在，オーストラリアのM１ハ
イウェイという高速道路で活用されているシステムを
参考に，コロラド州で試行導入するものである。

　M１ハイウェイでは
最も交通流の効率が良
い時は，１車線当たり
2,000 台～ 2,100 台／時
間の交通量であるが，
効率が落ちた場合は，
1,500 台／時間の交通量
まで落ちてしまう。そ
こでM１ハイウェイ
では車線ごとに速度と
密度を把握し，そこか
ら得た情報を基に流入
規制を行い，最も効率が良い１車線当たり 2,000 台～
2,100 台／時間の交通量を保持できるように交通流の管
理を行っている。
　M１ハイウェイの交通状況はアメリカの状況と類似
しており，コロラド州の I-25 号では上記管理手法を
導入し，交通流の効率性を上げることで，１車線当た
り 500 台／時間の交通量の改善がみられると予測して
いる。この予測結果は，新たに１車線を増設するのと
同等な効果だと考えており，テクノロジーを活用する
ことにより，少ないコストで効果を得られる有効な投
資と考えている。予想される効果は，①信頼性の高い
旅行経路と旅行時間の構築，②交通事故の減少，③ス
トップ・アンド・ゴー（燃費の悪いのろのろ運転）の
減少，④付加車線なしでの効率的な交通流の形成の４
つである。
　現在，I-25 号の一部区間で本プロジェクトが効率
的に機能するか試行中であり，良い結果が得られれ
ば，州内の高速道路に拡大し，老朽化した交通マネジ
メントシステムとランプの交通量計測システムを，最
新のソフトウェアやセンサーに置き換える計画である。
⑤ハイパーループ，アリーヴォ
１）ハイパーループ
　ハイパーループとは，電気自動車メーカーであるテス
ラ社の CEO のイーロン・マスク氏が 2013 年に名付
けた次世代の超高速移送システムである。その実現を
目指す企業の１つであるヴァージン・ハイパールー
プ・ワン社の構想では，真空に近い低圧状態のチュー
ブの中を，カプセル型のトランスポーター（ファンと

図―３　I-25 号の渋滞状況
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磁石の力により浮遊した状態で移動する列車）によっ
て時速 700 マイル（時速 1,126 ㎞）で人や物資を運ぶ
システムである。
　２年程前に始まったグローバルチャレンジにより選
ばれた世界５か国（米国，カナダ，メキシコ，英国，イ
ンド）10 路線 6,000 キロ以上の計画の中でも，コロラ
ド州デンバーは政府や民間との協力・連携もスムース
で事業が先行しており，ロッキー山脈ハイパーループ
（コロラド州，ジャイアン～デンバー～プエブロ間，
総距離 580 キロ）は世界初の路線になると期待されて
いる（図―４）。ヴァージン・ハイパーループ・ワン
社では 2021 年に最初の路線を実現させたいと考えて
いる。
　CDOTは，人口増加により都市間の交通渋滞とそ
れに伴う生産性の低下などの問題解決や緩和に役立つ
として，このルートのフィージビリティ・スタディを
実施するために，同社と PPP（官民連携）を締結し
た。また，世界でも主要な建設・設計大手のAECOM
（エイコム社）もこの調査を支援している。
２）アリーヴォ
　一方，CDOTは，ハイパーループにインスピレー
ションを得た別の交通システムを構築するためアリー
ヴォ社とも提携している。同社のコロラド州ハイパー
ループ・システムは，前項のハイパーループとは異な
る次世代交通システムである。リニアモーターカーの
ようなシステムで，技術自体はハイパーループと類似
し，浮力や推進力は同じであるが，真空状態のチュー
ブを止めて，空気抵抗を受けながらポッドを走らせ

る。時速は 200 マイル（時速 321 ㎞）程度となるが，
デンバー市中心部の 100 マイル程度の範囲内における
交通問題の解決に，高速で信頼性の高い移動手段とな
る。アリーヴォ社は，ハイパーループのような時速
700 マイルで高速走行する移動手段は必要ないと考
え，ヴァージン・ハイパーループ・ワン社の元幹部が
独立して設立した会社である。
　アリーヴォは，①自動運転車を既存の道路上で専用
システムを使って地上から浮遊させて推進するもの
と，②シティ・ジッパー（City Zipper）というプラッ
トフォームを作り，そこに車を乗り入れて地上を浮遊
させて推進するものがある（図―５）。車種は小型か
ら公共バスまで４種類を展開する計画である。
　アリーヴォ・システムの魅力は，既存の高速道路の
敷地を利用して，地上専用システムを設置し，通勤ド
ライバーを車ごと高速移動させることや，真空チュー
ブを止めたことにより，システムの構築やメンテナン
スに要する費用が安いことである。
　現在，デンバー中心部の環状線E-470 号の近傍に，
フルシステム試験トラックも開発中である。またア
リーヴォ社は同州内に技術工学センターを建設し，
2020 年までに 200 人を新たに雇用し，順調にいけば
2021 年には最初の運用システムを完成させるとして
いる。

⑵自動運転後尾警戒車
　CDOTでは RoadX プログラムを通して，工事安全
対策の１つとして後尾警戒車の自動運転化の技術開発

図―４　ハイパーループ実験施設

出典：コロラド州交通局のウェブサイト（https://www.codot.
gov/programs/roadx/programs/roadx/roadx-videos）

図―５　アリーヴォのシティ・ジッパー
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に取り組んでいる。きっかけは約２年前にテキサス州
ダラスで起きた大規模な衝突事故であり，このとき
CDOTの担当者は，衝突されることが目的の車両（後
尾警戒車）に人が乗らなくても済むようにしたいと考
えた。現在，Royal Equipment 社およびKRATOS社
と共同で開発プロジェクトが進めてられている。
　この技術は低速度での移動のときに使うものであ
り，本プロジェクトにおいては，第一段階として高速
道路のレーンマーク作業に使用することを目標として
いる。将来的には道路沿いの芝刈作業や道路清掃作業
への使用も考えている。
　自動運転はリーダー（先導車＝作業車）とフォロ
ワー（追従車＝後尾警戒車）という体制で行う（図―
６）。その仕組みは，リーダーから１秒間に 10GPS ポ
イントの信号（位置，速度，方向）をフォロワーに送
ることによって，リーダーの軌道に追従するというも
のである。また，リーダーの動作（スピードやブレー
キ）にすべて同調する。なお，GPS を利用したシス
テムであるため，トンネルのように GPS 信号を受信
できない場所では使用できず，今後，取り組むべき課
題の１つとなっている。
　2017年に行われた走行試験（時速７マイル（11 ㎞/h）
と 15 マイル（24 ㎞/h）の２通り）では，以下の結果
が得られている。①リーダー車両との軌道のずれは
±４インチ（10 ㎝）以内，②リーダー車両との車間
距離を人間のドライバーよりも一貫して保つことがで
きた，③コーナーリングとスラローム走行でも正確に
追従することができた，④旋回走行の場合，半径 45
フィート（13.7 ｍ）までは追従できたが，それより半
径が小さいと上手くいかなかった，⑤ソフトウェアと
ハードウェアの両面で改善点が見つかった。本走行試
験より得られた課題については，今後，改良される予
定である。
　なお，2017 年６月には自動運転に関する州法ができ
ているとのことであった。この法律はコロラド州とし
て，今後どのように自動運転技術を取り入れていくか
を規定しており，リスクの低い交通量が少ないところ
から導入を開始するなどの内容が盛り込まれている。

⑶ユニオンステーション
　ユニオンステーションは，デンバー地域交通局
（Regional Transportation District：RTD）が主体と
なり，元々，４カ所に分かれていた鉄道各社の駅を１
つにまとめ，公共交通機関の整備・統合化が図られた
ものである（写真―１）。複数の公共交通機関のハブ
として機能し，ライトレールトランジット（Light Rail 
Transit：LRT），通勤鉄道，域内バスおよび通勤高速
バス路線，タクシー，シャトル，自転車，歩行者の乗
り入れができる複合ターミナルとなっている。
　ユニオンステーションは，開放型のトレイン・シェッ
ドで覆われたアムトラックおよび通勤電車（以下，
「通勤電車」という）用の頭端式ホームが５面８線，
ライトレール用の島式ホームが１面２線ある。通勤電
車用のホームは駅舎側から１～８番線があり，４番線
と５番線の間のホームは通勤電車のメンテナンス専用
で，職員以外は立ち入り禁止となっている。一方，ラ
イトレール用のホームは通勤電車用のホームからは２
ブロック北西に離れたチェストナット・プレイス沿い
に設けられており，そこに至る一番駅舎側の地下には

写真―１　ユニオンステーションのプラットフォーム

図―６　デモンストレーションの様子

フォロワー車両
（自動運転後尾警戒車）

リーダー車両
（ラインマーカー車）
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バスターミナルが設けられており，RTDの路線バス
や，CDOTの中距離バス「バスタング」が発着する。
このバスターミナルは，アムトラックとライトレール
のホームを結ぶ地下乗換通路としての役割も果たして
いる。この他，16 番ストリートでは 1.2 マイル（２
㎞）ほどの距離を，電気・天然ガスのハイブリッドに
よるシャトルバス「モールライド」が運行しており，
さらに，通勤者を対象としてユニオンステーション～
シビックセンター駅間で「メトロ・ライド」が運行さ
れている。
　駅舎は 1881 年に建てられたが，1894 年に焼失した
（写真―２）。現在建っている駅舎は，1894 年の火事
の直後に建て替えられたものをベースに，中央部が
1914 年に建て替えられたものである。1974 年には，
ユニオンステーションは国家歴史登録財に登録されて
いる。また，駅舎はクロフォード・ホテルおよびいく
つかの飲食店や店舗が入居する複合施設となり，デン
バーのリビングルームと言われている。

⑷米国の最先端のセイフティ・マネジメント
　ダイエクシス社（DiExSys，LCC）は，道路の設計，
建設，安全性に関するコンサルティング業務を行って
いる会社で，社名の由来はDi ＝ Diagnosis（診断），
Ex ＝ Expert（専門家），Sys ＝ System（組織）の頭
文字をとったものである。ここでは，米国における最
先端の道路の安全性に関する予測，診断，分析技術の
現場への応用方法についてヒアリングを行った。

①安全性の指標と分析システム
　米国では，道路や交差点における事故の重大度や頻
度について，安全性能関数（Safety Performance 
Function：SPF）と安全性の指標（Level of Service 
Safety：LOSS）を用いて表現している。ここで，
SPF とは，交通量，速度，交通密度，路面の状況，
天候，時間帯のインプットデータから，車線ごとの交
通密度と事故率の関係を表す関数である。
　また，図―７は，都市部の６車線を有する高速道路
の LOSS の一例を示したものである。縦軸は事故を
減少させる可能性の高さを示し，横軸は年平均交通量
である。ここでは，LOSS は４つに区分され，図の上
から下に行くにつれ，事故を減少させる可能性が低く
なるということを示している。
　米国においては，安全対策に使用できる予算はプロ
ジェクト全体のわずか５％であり，効率的に対策を実
施するため，かつ，道路の安全性の問題点を警察，お
客さま，メディアなどに説明し理解を得るために，こ
の SPF と LOSS の２つのツールを活用したシステム
を構築している。このシステムは，事故の性質を詳細
に分析するために，各道路の事故パターンごとの正常
値を設定し，この正常値から逸脱している事故パター
ンを確認して対策を検討するものである。
②分析事例
　われわれが訪問時に説明していただいた分析事例で
は，過去の事故発生箇所のデータが用いられ，まず初
めの手順として，その事故発生箇所が強風と凍結によ
る事故件数が LOSS の正常値を逸脱していることが
示され，次に，その詳細を確認した結果，トンネル坑

写真―２　ユニオンステーション駅舎 図―７　LOSSの評価の一例
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口部かつ橋梁部である区間に集中的に発生しているこ
とが特定され，事故原因は，風が強く，凍結しやすい
場所であることが示されていた。さらに，このシステ
ムでは，対策方法や工事費用を入力すると費用対効果
（B/C）が算出されるようにもなっている。上記の事
例でいえば，対策方法は，スノーフェンスの設置や路
面凍結を道路管理者に伝えるセンサーの設置，ドライ
バーへの警告表示などが挙げられていた。
　以上のように，このシステムでは，事故原因の分析
から最適な対策方法の立案までをシステムの一連の流
れで実施することができる。一方，日本で同様のシス
テムを構築するには，膨大なデータ（道路の諸元デー
タや事故データなど）の収集，整理，連携が必要であ
ると思われる。
③GIS の活用
　さらに，コロラド州全体の高速道路の安全レベルに
ついて，地理情報システム（GIS）と LOSS のデータ
を使用し，見える化マップを作成している（図―８）。
このツールは道路区間のみではなく，交差点について
も同様に安全レベルを示すことができるようである。
④米国の他責事故の状況
　また，ここでは，米国における他責事故の傾向や対
策についても情報を収集した。米国においても漫然運
転による作業員の死傷事故は多く，物理的に防御する
方法としては，モバイルバリアーが全米で使用されて
いる。モバイルバリアーを使用した工事においては，
作業員の負傷事故は発生しておらず，効果が高いとの
ことである。
　さらに，米国では漫然運転により意識が低下すると
右方向による傾向があり（日本では左方向），対策と
してはランブルストリップを施工しているとのことで
ある。ランブルストリップの施工前後で，交通事故が
22％減少したとの報告もあるとのことであった。
　なお，日本と同様に自動車メーカーがドライバーの
注意を促すためにさまざまなデバイスを開発してお
り，他責事故防止への期待が大きいとのことであった。

おわりに

　本調査の中で，CDOTの RoadX プログラムを推進
するうえで掲げられたビジョンは，「全米一の高度技

術交通システムを構築すること」や「何か今までとは
違ったことを行うこと」であることが非常に新鮮で印
象に残ったことを覚えている。とてもシンプルで何か
力強さを感じるこのメッセージは，日本の高速道路業
務を進めるうえでも常に心掛けていたいと思う次第で
ある。
　訪問先では取組み状況のヒアリング，現地施設の見
学と意見交換を行ったが，どの組織の方々からも歓迎
され，協力的で友好的な雰囲気の中で調査を行うこと
ができたこと，また天候にも恵まれ，予定をスムース
に実行できた。
　この場を借りて，今回お世話になった CDOT，ダ
イエクシス社の皆さまおよび調査団をサポートしてい
ただいた添乗員さん，通訳の方，運転手さんに心より
感謝を申し上げて，本報告を終わりとしたい。

図―８　高速道路の安全レベルの見える化の事例
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