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１．TRBの概要

　TRB（Transportation Research Board，全米交通運
輸調査委員会）は，ナショナルアカデミーに属する全
米研究評議会（National Research Council：NRC）の
６つの主要部門のうち，交通運輸の調査研究に関する
あらゆるサービスを提供する委員会である。1920 年に
その前身である全国幹線道路調査諮問委員会（National 
Advisory Board on Highway Research）が設立，1925
年に幹線道路調査委員会（HRB：Highway Research 
Board）に改称ののち，1960 年代から道路以外の交通問
題を扱うようになり，1974 年に現在の名称となった。
その後，1980 年代には全国交通政策問題を，1990 年代
には米国議会，連邦交通局（USDOT）および各州交通
局よりトランジット，舗装の研究やイノベーションに
関する調査研究を要請され規模を拡大してきた。最近
では，これらのほかに空港，物流，危険物輸送等も研
究対象となっている。
　現在 TRB には，執行委員会の下，各調査研究対象別
に 11 のグループ，さらに 21 のセクションに分類され，
計 200 を超える専門委員会が活動している。さらにタ
スクフォースや小委員会（複数の専門委員会による合
同小委員会を含む）も同時に活動しており，交通運輸

に関する大規模かつ広範な調査研究活動を行っている。

２．年次総会の概要

　TRB 年次総会は全国幹線道路調査諮問委員会の時代
から数えて今回が 94 回目の年次総会である。今回の総
会では「未来への回廊：運輸と科学技術」という注目
テーマのもと，世界 70 カ国以上から約 12,000 人もの政
策立案者，交通行政担当者，実務者，研究者等が出席
して米国ワシントン DC のウォルターＥワシントンコ
ンベンションセンターで開催され，5,000 を超える発表
が約 750 のセッションやワークショップで行われた。
このうちおよそ 25 のセッション等は連結―自動運転に
関するものであった。また同時に，各委員会等の会合
も開催されたほか，展示会も２日間催され（オープニ
ングセレモニーを除く），300 近い出展者が製品や技術
を展示した。

３．委員会とセッションの紹介

　筆者らは，200 以上の委員会，750 近いセッション
等から，いくつかの活動に注目して出席した。その中
から交通安全，自動運転の２視点から紹介する。

　⑴工事規制交通管理に関する委員会等

　◦委員会
　工事規制交通管理委員会は，管理・保全グループの
管理セクションに属する委員会として，道路上で作業
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TRB 第 94回年次総会

　平成 27 年１月11日から 15 日まで米国ワシントン DC において，TRB 第
94 回年次総会が開催され，政策担当者，実務者，研究者および関連する
企業等が集った。以下にTRBおよび本年次総会の概要について報告する。
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を行う際の交通流の最適化，道路利用者および作業員
の危険の最小化を目的として設置された。現在 27 名の
委員と 55 名の準会員により活動がなされている。本委
員会関連では，今年次総会中に委員会１回，発表セッ
ション２回（共催を含む）およびポスターセッション
１回が行われた。また同委員会の下，合同小委員会が
２委員会の会議も行われた。
　半日にわたる委員会では，委員長のスピーチの後に
全出席者の自己紹介が行われ，議事に移った。議事で
は確認事項，報告事項，TRB 事務局からの報告，委員
会に関する事項の討議，FHWA（米国連邦道路庁：
Fedeeral Highway Administration）等の取組み報告，
話題に関連する他委員会からの紹介，研究報告および
討議，等が行われた。確認事項では，昨年委員会の議
事録の確認および今回の TRB 総会の論文等提出数が報
告され，工事規制完全管理委員会へ提出された論文が
28 編であり，平均 4.7 名の査読を経て 16 編が発表，２
編が学会誌への掲載，８編が未決定とのことであった。
報告事項では，これらの発表が行われる各セッション
等の紹介がなされた。TRB 事務局からの話の後，委員
会に関する事項が討議され，委員の役職の交代，小委
員会の報告，次回委員会や中期戦略計画等について討
議がなされた。
　その後，FHWA からは工事規制または交通運用に関
する全国共同道路調査プログラム（NCHRP）４件の進
捗状況の説明と，規制材統一のための委員会，労働安
全衛生局，自動化車両シンポジウム等の取組みの報告
および質疑がなされたほか，３つの関連する委員会と
３件の発表および討議が行われた。
　◦発表セッション
　委員会終了後，別の会場で行われたセッションの１
つは，工事規制安全の進歩と題され，約２時間のセッ

ション中に５件の発表が行われた。2013 年には工事規
制に関連する事故で 547 人が亡くなった米国での工事規
制，移動規制時の安全対策は重要な課題の１つとなっ
ており，工事規制に関する事故分析によるリスクのモ
デル化や安全性能評価，ITS 技術の活用，啓蒙活動や
車載式警告装置の開発・評価に関する発表が行われ
た。車載式の警告装置の評価にする発表においては，
後尾警戒車や標識車の後尾に設置した警告装置の評価
について，採用時のコスト面の課題はあるものの，運
転中でも認識可能な指向型警告音システム（DAS：
Directional Audio System）の効果，有益性が最も高
かったこと，また工事規制安全の性能評価について
は，バージニア州の事故データおよび事故報告書から
抽出，分析され，主要因４点についての対策を今後検
討するとともに，事故報告書の書式を事故と工事規制
が関連付けられるように変更する提言がなされた。車
線規制の安全性向上に関する啓蒙活動について，43 編
の啓蒙ビデオの有用性を評価し，主に規制内作業員の
視点から短い放映時間に多くの情報を詰め込んでいる
ことを指摘し，より効果的な啓蒙ビデオの作成につい
て議論した。
　◦ポスターセッション
　大きな会場で多くのテーマの合同開催となったポス
ターセッションでは，工事区間の交通規制と運転速度
の評価と題して，６件の発表がなされていた。この中
では規制速度を可変 / 固定した際のドライバーの速度
への反応についての比較，トラカンデータ等を基にし
た高速道路における規制区間の自由流速度の予測につ
いて，工事区間における速度と密度に着目した最適の
速度調和について，また２車線道路の車線規制の最適
化についての研究成果の発表が行われた。

写真―２　ポスターセッション写真―１　委員会開催状況
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　⑵自動運転に関する委員会等

　今回の TRB 年次総会は，「未来への回廊：運輸と科
学技術」という注目テーマのもと，WEB 接続車およ
び自動運転車に関するセッション等が 25 回行われた。
その膨大な情報の中からいくつか紹介する。これらは
昨年の自動運転関係の活動をレビューするワーク
ショップと４つの発表セッション，自動運転委員会お
よび関連する２つの小委員会からの抜粋である。
　自動運転は自家用車だけでなく，商用車やバスの隊
列走行なども検討されているが，全般的に完全自動運
転までの道のりはまだまだ遠いという印象が強い。これ
は解決すべき課題が非常に多い上に，きわめて複雑で
あり，最終的には法制化し，検査し，承認し，保証す
るということまで行う必要があるからである。しかし
ながら，アメリカやヨーロッパでは実現に向けて，さ
まざまな行政や研究機関，民間会社などが協力し検討
を進めている。
　自動運転の導入目的は，事故の減少による安全，燃
料節約と CO2 削減による環境改善，隊列走行による物
流の効率化，交通渋滞の解消，移動時間の有効利用，
高齢者や障害者のモビリティの確保などが言われている。
　◦カリフォルニアでの検討状況
　カリフォルニア州では自動車局での法制度の検討期
間が 2015 年１月までと，かなり進んでいるのでカリフォ
ルニアの事例を紹介する。ここでは自動運転技術とは，
人間による物理的な制御や監視なしに自動車を運転す
る可能性を有した技術のことである。したがって単に
衝突防止のシステムを装備した自動車や運転を補助す
るシステムを具備した自動車は該当しない。SAE５段階
のレベル３より上のシステムが対象となる。全米では
ネバダ州フロリダ州についで３番目の自動運転を許可
する州となる。

₁公道実験規定
　州法上の規定事項として検討されているのは① 500 万
ドルの保険または自己損失保険が付保されていること，
②テストドライバーは自動車会社が指名した者である
こと，③ドライバーは必ず運転席に座り，運転状況を監
督し非常時には直ちに運転を代わることができること。
④米国自動車安全基準を満足し，複数の手段で運転を
人間に切り替えることができ，EDR（イベントデー
タレコーダー）を備えていることである。なお，自動
車部局は自動２輪車と重量車の実験は禁止している。
　検討中の実施細則としては，テストドライバーの資
格要件は最小限とし，職業ドライバーとほぼ同等であ

る。安全管理面は安全ポリシーと安全規定原案に従わ
なくてはならない。
　試験車両に外部から分かる表示をすべきかどうか議
論の結果，試験車両に特別の表示を求めないこととなっ
た。EDR のデータおよび試験プログラムの評価基準は，
０ドルを超える物損事故および人身事故について報告
義務を課すこととした。衝突度合いの評価基準として
はビデオ解析以外に衝突の度合いを評価する方法は無
い。EDR データについて DMV に安全上問題のある操
作不能，状況，ドライバーへの警告とドライバーへの
運転切り替えについて報告義務を課すこととした。

₂自動運転の一般適用時の規定
　州法上の規定として①自動運転データの開示の要件，
②紛争になった場合における将来の NHTSA 規定の
優位性，③ DMV が完全自動運転導入の 180 日前まで
に州議会に報告をなす義務を有する，などがある。
　検討中の行政上の実施細則としては，まず製造会社
の自動運転関係の許可申請手続きを定める。次に自動
運転の「標準」を定め運用を開始する前に安全を確実
にする。この「標準」の項目には①動作の的確性，②
安全機能，③保証，などが含まれる。その他自動運転
の登録と外部への表示，ドライバーの訓練と免許，維
持補修，サイバーセキュリティー，データの集積，書
類上では隠されている個人情報の開示可非などについ
て検討している。
　安全性の確保（動作の的確性）に関しては，「動作の
的確性」を，「自動運転車が通常の運転環境における
外的なハザードにうまく対応する能力」と定義し，「自
動運転性能試験」とは，「穏やかな都市部においてド
ライバーの視線や巧妙な運転手順などを元にした運転
性能レベルを判断するもの」である。この「動作の的
確性」の項目は昇華して運転性能標準と試験になる予
定である。
　安全性の確保（安全機能・保証）については，「安全
機能」を，「電気的，機械的あるいはソフト的な車内
システムの障害や故障に対応する能力」と定義すると
ともに，保証のあり方についても検討されている。
　その他の検討事項としては自動運転車の登録と表示
やドライバーの訓練方法と免許の与え方なども検討さ
れている。
　◦その他の地域の検討状況

₁イギリス
　イギリスでは 65％のドライバーが運転自体を楽しん
でいるため，自動運転に切り替えることに抵抗が強い
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とのアンケート結果が出ている。しかし，65 歳以上の
高齢者はモビリティの向上が期待できるので抵抗は少
なく，反対は 13％程度になる。また 34 歳以下の若い世
代も 15 ～ 16％と抵抗は少ない。

₂ドイツ
　ドイツのグーテンブルグでは，ボルボなど民間企業
と 2013 年 12 月からドライブミーというプロジェクトを
立ち上げ，大規模な実験を計画している。予定では 2017
～ 2018 年にかけて 100 台のボルボ車を，選定された人
に貸与し完全自動運転の実験をする。実験する道路は
グーテンブルグを囲む 50 ㎞ 程度の規模を考えている。
このプロジェクトで，安全性の評価指標や衝突前の挙
動，運転挙動の計測など，技術的な項目から社会的な
便益の予測，事故の減少，インターネット接続による
交通流制御，隊列走行などについても研究が進められる。

₃オランダ
　オランダの経済社会は運輸に支えられているため自
動運転技術はきわめて重要である。現在実験を承認す
る手続きが整備された。基本的には机上検討，リスク
分析，テストコースでの安全確認を経てフィールド実
験が許可となる。許可は自動車の型式認定を出す機関
が認可することがジュネーブ会議で決まっている。現
在，申請が出ているのは２月に A28 道路で Scania 社の
隊列走行実験，オランダ応用化学研究所と DAF トラッ
クが７月に公道で実験，来年には自動公共輸送の実験
や自動運転タクシー，部分自動運転のコネクテッド・
ビークル（WEB 接続車）など続々と続く予定であ
る。通常運転から自動運転を導入することによる本質
的な変化に着目している。

₄AdaptiVe プロジェクト
　このプロジェクトはヨーロッパの８カ国（英，独，
仏，伊，西，蘭，ギリシャ，スウェーデン）が参加し
て総額およそ 4,000 万ユーロのプロジェクトである。2014
年１月～ 2017 年６月までの 42 カ月を予定している。こ
のプロジェクトではレベル２～４までを扱っている。2016
年までに 16 の実験を行う予定である。

₅City Mobile2 プロジェクト
　これは，EC が基金を出すプロジェクトで，完全自動
運転の障害を取り除くことが目的である。12 の市，５つ
の自動運転システム製造者など 45 のパートナーが参加
しており，2012 ～ 2016 年まで 48 カ月間を予定してい
る。10 人乗り自動車６台による隊列走行実験を行う予
定である。
　大規模な実験はローザンヌ，ラロッシェル（仏），ト

リカラ（ギリシャ）で，中規模はオリスタノ（伊），ヴァ
ンター（スウェーデン），サンセバスチャン（西），ニー
スなどで行われる。その他，数カ所で展示会も開催さ
れる。オリスタノでは，すでに実験がなされ公共交通
機関として利用できる可能性を示す成果が得られている。

₆日本
　日本の状況の詳細は省略するが，高齢化などに伴う
モビリティの確保にウエイトが置かれた説明があり，
ART（先進高速トランジット）や１人乗りの小型車な
どの説明があった。

₇MTC（ミシガン大学）
　現在，M City という 32 エーカー（約 13ha）の自動
運転走行実験設備を建設中で，７月 20 日にグランドオー
プンする。この設備は 13 の信号交差点，1,000 フィート
（約 300 m）の直線区間，さまざまな路面，さまざまな
曲線半径のランプ，２～５レーンの道路，ラウンドア
バウトとトンネル，泥や草の生えたエリアなども備え
ている。また，さまざまな交通制御装置，照明，歩道
や横断歩道，建物などが設置されている。

おわりに

　今回の年次総会は，約 60 年ぶりの「ニューホーム」
となるコンベンションセンターおよび隣接ホテルでの
開催となり，委員会やセッション間の移動の負担は大
きく軽減されるとともに，各委員会等の会場が広くなっ
たことから出席者も増加し，活発な議論が続いた。運
輸交通に関するさまざまな課題に対しての各参加者の
関心の高さが伺えた。
　今回の大きなテーマに自動運転に関することが掲げ
られたように，世界各地で自動運転の取組みが進み始
めている。要素技術についてはそれぞれ大きな差は無
いと思われるが，検討状況は徐々に差がつき始めてい
るように感じた。欧米では，さまざまな法制の検討を
進めるとともに，その根拠として必要な技術データを
計画的に収集する段階になっており，実地実験を進め
るとともに，アメリカでは巨大なテストコースなども
まもなく完成し研究は一気に進むのではないかと思わ
れる。行政や研究機関および民間との連携もしっかり
しているようである。この大きなイノベーションに積
極的に関わって世界標準を作る上で日本もさらなる協
力が期待されるところである。


