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１．TRBの概要

　TRB（Transportation Research Board，米国交通運
輸研究会議）は，全米アカデミーズ（National Academies 
of Sciences, Engineering, and Medicine）の７つの主
要部門の１つであり，調査研究活動を通して交通運輸
のイノベーションと発展を促進することを使命として
いる。1920 年にその前身である全国幹線道路研究諮問
委員会（National Advisory Board on Highway Research）
が設立され，1925 年に幹線道路研究委員会（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
交通政策問題が扱われ，1990 年代には議会，連邦交
通局および各州交通局から，トランジット共同研究プ
ログラム（Transit Cooperative Research Program：
TCRP）の管理や長期的な舗装性能に関する研究等の
追加任務が要請され，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，約 200 を超える
専門委員会が活動しており，各調査研究対象別に 11
のグループに分類される。さらにタスクフォースや小

委員会も同時に活動しており，交通運輸に関する広範
囲かつ分野横断的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研究諮問委員会の時
代から数えて今回が 96 回目の年次総会である。開催
場所は，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と隣接するホテルの２会場で
あり，「トランスポーテーション・イノベーション：
急激な変化の時代において道を切り開いていく」との
注目テーマのもと，世界中から 12,000 人を超える政
策立案者，交通行政担当者，実務者，研究者等が出席
した。総会では 5,000 を超える発表が 800 以上のセッ

報　告

TRB第 96回年次総会出席報告

　平成 29 年１月８日から 12 日まで，米国ワシントン DC において
TRB第 96 回年次総会が開催され，政策担当者，実務者，研究者および
関連企業等が集まった。以下に本年次総会の概要を報告する。
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写真―１　TRB年次総会会場
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ションやワークショップで行われると共に，各委員会
等も開催されたほか，展示会も２日間催され，200 を
超える出展者が製品や技術を展示した。

３．委員会とセッション等の紹介

　今回は多くの委員会やセッション，ワークショップ
の中から，いくつかの活動に注目して出席し，以下で
は，自動運転技術，建設・維持管理における革新的な
技術および交通運用・需要マネジメントの３点に絞
り，その概要を報告する。

⑴自動運転技術
　TRBの情報システム・技術委員会が主催する自動運
転技術に関する「協調型車両（Connected vehicles：
CV）／自立型車両（Autonomous vehicles：AV）：交
通機関は何を知るべきか」と題するセッションでは，
各機関から最近の取組みに関して報告がなされた。
　モンタナ州交通局では，AV，ドローン，IoT など
に代表される破壊的技術（Disruptive technology）に
対し，これらの新しい技術を取り入れたエンタープラ
イズ・アーキテクチャ（Enterprise Architecture：
EA）を構築している。ここで EAとは，一般に企業
等の組織体において，組織の目的を効率よく実現する
ために，組織構造や業務手順，情報システムなどを最
適化する手法であるが，同局にとってEAの構築は，
組織の戦略計画や目標と合致した技術のイノベーショ
ンを促進するとのことであった。同局ではEAを活用
し，①事故リスクの低減などの「安全と安心」，②予
測精度の改善などの「品質と信頼」，③リアルタイム
に交通や気象，給油所の位置などを知らせる「位置情
報に基づくサービス」，④オムニチャネルなどの「顧
客体験」，⑤顧客の望むサービスを最適なタイミング
で提供するなどの「インフォテイメント」，⑥部品交
換の最適化などの「ディーラーのオペレーション」の
６つの価値を創り出すとしている。さらに，今後にお
ける州や地方の交通機関への提案として，路車間通信
（Vehicle to Infrastructure：V２I）の領域でイノ
ベーションの促進をリードすること，また車車間通信
（Vehicle to Vehicle：V２V）やデータシェアリング
をサポートすること，および官民連携を図ることなど

が報告された。
　米国自動車管理協会（American Association of Motor 
Vehicle Administrators：AAMVA）からは，AVの規
制に関して報告がなされた。AAMVAでは，2016 年９
月に米国運輸省道路交通安全局（National Highway 
Traffic Safety Administration：NHTSA）が公表した
「連邦自動運転車政策（Federal Automated Vehicle 
Policy）」を踏まえ，同協会の自動運転車に関するワーキ
ンググループで「高度自動運転車（Highly Automated 
Vehicles：HAVs）の規制に関するガイドライン」の
作成を進めており，2017 年内には発行される予定と
なっている。このガイドラインには，AVに対する法
的規制に関する項目も含まれる予定であり，その１つ
は事故の報告である。これはAVと他車や人，動物，
対象物との衝突事故の米国連邦政府への報告の義務化
である。報告される項目は，米国連邦政府が策定した
事故データの統一化基準を示したガイドラインである
MMUCC（Model Minimum Uniform Crash Criteria）
の改定版（第５版，2017 年内予定）の中にも盛り込
まれることとなっている。また，刻々と変わる道路環
境下において，運転者または高度自動運転車が遭遇す
る緊急事象への対応方法などに関しても，このガイド
ラインに含まれる予定とのことであった。
　米国連邦道路庁（Federal Highway Administration：
FHWA）からは，CVと自動運転車に関する最近の取
組みに関して報告があった。ここで，CVとは，１秒
間に 10 回，基本的な安全情報を他の近隣車両や道路
側の設備に送ることができ，運転者は事故を未然に防
ぐ警告を受け取ることができる車のことである。同庁
からは，今後におけるCVの活用に向けて，近々，新
たに公表される「路車間通信の手引き（Vehicle-to-
Infrastructure（V２I）guidance）の概要が紹介され
た（なお本手引きは，本会議後の１月 19 日に同庁か
ら公表されている）。また，CV のパイロット事業が
行われているニューヨーク市やワイオミング州等の取
組みが紹介されると共に，同庁における自動運転技術
に関する継続的な調査研究活動が報告された。自動運
転技術に関する今後の課題としては，①道路側に要求
される構造（標識，信号，路面標示）の明確化やメン
テナンスへの影響，②自動運転車やCVと従来の自動
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車が混在する環境での交通運用，③交通の円滑化や渋
滞緩和効果の検討，④自動運転車のデータの取得・更
新・管理等が挙げられていた。

⑵建設・維持管理における革新的技術
　「革新的な技術への取組み」と題するセッションでは，
無人航空機システム（Unmanned Aircraft Systems：
UAS）の橋梁点検への活用や CIM（Civil Integrated 
Management）の米国における最新の取組み等につい
て報告がなされた。
　ミネソタ州交通局の橋梁事務所では，UAS を橋梁
点検に活用したプロジェクトを実施している。このプ
ロジェクトは，橋梁点検におけるUASの安全性，点
検の効率性，費用に関して評価することを目的として
いる。ミネソタ州内の４つの橋梁が選定され，橋梁形
式は，通常の点検ではロープアクセスで点検を行う必
要のある河川上の鋼アーチトラス橋やコンクリート
アーチ橋などさまざまな形式が含まれている。使用さ
れる無人航空機（Unmanned Aircraft Vehicle：UAV）
は橋梁用に開発されたものであり，スチールカメラ
やビデオカメラに加え，サーマルカメラも搭載されて
いる。本プロジェクトは現在進行中であるが，これま
でに得られた結論として，安全性や費用対効果に優れ
ると共に，赤外線画像による損傷個所の特定が可能な
どの成果が報告された。
　次に CIMに関して FHWAからは，米国で行われ
ている建設工事の調査・計画段階における道路構造物
の調査データの３次元化や過去の建設工事のデータ
ベース化，さらに３次元データに工事工程（４次元）
や工事費用（５次元）を組み込んだモデルについて概
要が説明された。また，これらに関する情報に関して，
同庁のウェブサイト（www.fhwa.dot.gov/3d）等の紹
介がなされた。
　また，ウィスコンシン州交通局からは，３次元モデ
リングを使用したインターチェンジの工事計画に関す
る事例が紹介された。事例では，工事計画時における
各種構造物（橋梁，トンネル，遮音壁等）の位置関係
が立体的に把握できることや，建設工事に伴う交通規
制計画時において既存道路交通への影響や安全性の確
認が立体的に把握できること等が紹介された。

⑶交通運用・需要マネジメント
　交通運用・需要マネジメントに関するセッションの
冒頭では，FHWAから米国におけるアクティブ・マ
ネジメント（Active Management：AM）の取組みに
ついて報告がなされた。はじめにAMの定義として，
パフォーマンスに基づくプロセスを回す，積極的かつ
ダイナミックなアプローチへの基本コンセプトである
と説明され，AMは①静的（Static）マネジメント，
②応答型（Responsive）マネジメントおよび③積極
的（Proactive）マネジメントの３段階で構成される
とのことであった。なお，３段階目の積極的マネジメ
ントには，予測された交通需要・供給量の変化に対し
て応答することが含まれている。次に，このAMのコ
ンセプトに基づくATDM（Active Transportation and 
Demand Management）プログラムの目標は，交通シ
ステムおよび移動者のトリップ全体に渡り，交通需要
を動的に監視し管理し影響を与える能力を獲得するこ
ととされている。具体的には，ATDMは３種類に分類
され，①複数の交通手段別の旅行時間の比較・選択や
動的相乗り運用，プライシング等の「Active Demand 
Management（ADM）」，②可変速度制限や動的路肩
利用などの「Active Traffic Management（ATM）」
および③リアルタイムに駐車場の満空情報提供や予約
を行うなどの「Active Parking Management（APM）」
となっている。また，将来のあるべき姿としては，
個々のAMを連続体のように統合していきたいとの
ことであった。これら３種類のATDMプログラムは
米国内の多くの箇所で実施されており，HOTレーン
における動的プライシングやモバイルアプリを利用し

写真―２　セッションの開催状況
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たADMなど，いくつかの事例紹介がなされた。
　ギリシャのクレタ工科大学のMarkos Papageorgiou
教授の「車両の自動化・コミュニケーションシステム
の時代における高速道路の交通マネジメント」と題す
るプレゼンテーションでは，同教授から幾つかの問い
と仮説が提起され，会場からも多くの質問がされた興
味深い内容のものであった。例えば，「自動運転車は
それ自体で交通状況を改善するか？」の問いに対し，
同教授の仮説は「自動運転車は交通の流れを鈍らせる
かもしれない」とのことであった。その理由として，自
動運転車は車間距離が長くなること，加速が遅いこ
と，保守的な車線変更や合流支援，十分に活用されな
い車線ができることなどが挙げられていた。このよう
な問いと仮説に対し，同教授は，車両の自動化・コ
ミュニケーションシステム（Vehicle Automation and 
Communication Systems：VACS）と交通マネジメン
トとのコミュニティを作り，最大限の相乗効果を生み
出さなければならないとのことであった。

⑷展示会場
　展示会場では，米国をはじめとする多くの政府関係
機関や企業等が展示していた。日本企業からは，中日
本高速道路㈱やNEXCO-West USA, Inc.等が出展し，
参加者の関心を集めていた。
　なお，NEXCO-West USA は，TRB の開催期間中
に創立６周年を迎えたとのことであった。同社は，日
本の橋梁非破壊検査技術を米国に持ち込んだパイオニ
ア的存在でもあり，今後の海外市場における日本の土
木点検技術のステイタスの向上のためにも，同社のさ

らなる活躍を期待したい。

おわりに

　2009 年に FHWAが米国全州道路交通運輸行政官協
会（American Association of State Highway and 
Transportation Officials：AASHTO）と共に立ち上
げた「毎日が価値がある」こと意味する “Every Day 
Counts（EDC）” の取組みは，現在 EDC- ４（2017-
2018）の４期目を迎えている。もともと EDCは予算
制約下のもと，ハイウェイ・プロジェクトの迅速化，
安全性の向上，渋滞の削減および環境持続可能性の改
善を目的に，実証済みあるいは未利用のイノベーショ
ンを活用することを目的に始められたものである。
　今回，いくつかのセッションおよび委員会に出席し
たが，飛び交う単語は，Automated vehicle（自動運
転車）を始め，イノベーションを想起するDisruptive
（破壊的な）やGame changer（ゲーム・チェンジャー），
あるいは，連携や統合に関する Cooperative（協力的
な）や Integrate（統合する）などの単語が印象として
残り，本会議への参加を通じて，米国においてはEDC
の推進のもと，交通に係る技術や組織，産業などのす
べてを包含する交通システム全体が大きな変化の局面
を迎えていることを肌で感じることができた。このよ
うな大きな変化の波は日本も同様であり，今後ともこ
のような会議を通して，米国をはじめ各国の動きに注
力していきたい。

写真―３　展示会場（NEXCO中日本） 写真―４　展示会場（NEXCO-West USA）


