
　公益財団法人高速道路調査会では，平成 29 年７月４日～ 10 日にかけて第 59 回海外道路調査団を派遣した。ここでは，
米国における交通安全対策（作業員の安全確保，逆走事故防止対策）・交通運用（エクスプレス・レーン，統合回廊マネ
ジメント）に関する調査結果を報告する〔関連記事 p.64～〕。

米国における交通安全対策および交通運用に関する海外調査
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高速道路と自動車　第 60 巻　第 11 号　2017 年 11 月64

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 34 回，延べ 673 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逆走防止等の

交通安全対策や工事規制作業等の安全対策および管理

レーン等の交通運用に関する最近の取組みを調査する

ため，今回は米国に着目し，同国の政府機関を訪問し

た。具体的には，カリフォルニア州交通局（California 

Department of Transportation：Caltrans）のサンディ

エゴにある交通マネジメントセンターを訪問し，同局

から工事安全対策や逆走防止対策の最近の取組みに関

してヒアリングを行うと共に，サンディエゴ政府協会

（San Diego Association of Governments：SANDAG）

からは，サンディエゴ地区における渋滞対策の取組み

に関して，州間高速道路 15 号（Interstate 15：

I-15）におけるエクスプレス・レーンや統合回廊マネ

ジメント（Integrated Corridor Management：ICM）

等の最新の取組み状況を伺った。また，現地視察で

は，交通マネジメントセンターを始め，高速道路流入

ランプ部における逆走防止対策や I-15エクスプレス・

レーンの運用状況およびメンテナンス・ステーション

等の調査を行った。

　今回調査を行った結果，米国の工事安全対策は，各

種マニュアルが充実し，安全教育制度が徹底されてい

る。交通安全対策では，逆走対策に早い時期から取組

み，これまで培われた経験とコストを意識した対策の

工夫が見られる。また，交通運用管理では，I-15 エ

クスプレス・レーンにおける変動料金制や可動式中分

防護柵を用いて車線数を増減させる動的運用，ダイレ

クト・アクセス・ランプに併設されたトランジット・

ステーションによる高速バスの利便性向上等，日本の

私たちから見ると，広大な敷地の中で，多額の建設費

を投資し，大胆な施策が打たれている印象を持つ。さ

らに，高速道路とその沿線地域が一体となった道路

ネットワーク全体の最適化に向けた ICMプロジェク

トは，道路管理者と公共交通機関が一堂に会した場作

報　告

米国における交通安全対策および交通運用に
関する海外調査

　公益財団法人高速道路調査会が平成 29 年７月４日から 10 日まで実施
した，米国における交通安全対策および交通運用に関する海外調査の概
要を報告する。

第 59回海外道路調査団
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りと新たな施策を継続的に行っていく仕組みが構築さ

れており，日本が見習うべき点と感じている。

　本調査団は 24 名により編成され，７月４日（火）

から 10 日（月）までの５泊７日の行程で，現地ス

タッフの方々との意見交換と共に，現地視察を行った

ものである。以下に本調査団における調査概要を報告

する。

３．調査結果概要

⑴交通安全対策

①工事安全対策

　Caltrans では安全性を最も重要視しており，一般

車だけでなく作業員の安全をどのように守っていくか

を使命としている。具体的には『安全性のある文化』

を習慣化することを目標に掲げている。安全性のある

文化とは，作業が安全に出来るように，現場末端の作

業員から組織の上層部まですべて安全でなければなら

ないとしている。Caltrans では 23 章に分かれたマ

ニュアルが本になっており，すべての社員がいつでも

確認できる環境にあり，オンラインや携帯端末でも確

認できるようになっている。

　州都サクラメントにあるトレーニングアカデミーで

は，１～２週間単位でさまざまな教育訓練を行ってい

る。全ての新入社員は，このトレーニングアカデミー

で車両の運転や操作などの訓練を受けてから現場で作

業することができる。社員１人１人への教育履歴を持

ち，そのクラスに合った教育を受け，その中でも管理

職を目指す社員にはリーダーシップアカデミーと言う

教育を受けることができる。

　また，現場作業を行う場合のマニュアルには，看板

や標識の持ち方と設置箇所，コーンの設置位置など，

細かく統制されている。これにより作業員の安全を確

保すると共に，これらの基準を全体で統一すること

で，一般ドライバーへの認知度も向上し，通行車の安

全にも繋がっていくものとされている。この他にも，

閉所での作業訓練，橋梁下での作業手順や熱中症への

対策等，それぞれの項目ごとにマニュアルが整備され

ている。

　作業員に対する安全ミーティングを 10 日ごとに実

施しており，必ず全員が参加しなければならない。な

お，ミーティングの時間は内容によって異なるが，５

分～１時間の間で実施されている。

　また，危険物の扱いに関する知識を向上するため，

２年ごとに危険物対応訓練が実施されている。この危

険物の対応方法についても，緊急ガイドブックを作成

しており，これらに関する事象が発生した場合の処理

手順等について定められている。なお，危険物に関す

る事故が発生した場合には，時間が経過してから作業

員に体調不良が現れた場合等に備え，その記録の保管

写真―１　バルジビーム（Balsi Beam）

作業機材

伸縮フレーム
（作業エリア）

衝突緩衝装置

出典：Caltrans
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期間は 30 年と定めている。

　その他の取組みとしては，安全意識の向上を図るた

め表彰制度を導入しており，年に１回，優秀な社員を

対象に表彰している。

　交通規制に関してはトラフィックコーンで行い，そ

の中で作業しているが，特に路肩の狭い橋梁部の補修

工事では，作業員の安全を確保するために Caltrans

が開発した特殊車両（Balsi Beam）を導入している

（写真―１）。この車両は車両中央部のフレームが伸

縮かつ左右に回転する構造となっており，作業エリア

を約 11 ｍ確保できるだけでなく，現場で必要となる

溶接機械も装備しており，作業車の役割も兼ねてい

る。また走行時は，車両後方の衝突緩衝装置（Scorpion）

は上部に折りたたむことができるため，車両を短くす

ることができる。

　1921 年以降，187 人の Caltrans 作業員が業務中に

亡くなっており，その方たちの名前を１本１本のコー

ンに刻み，追悼式（写真―２）が行われている。この

ように亡くなった作業員と残された家族のために，一

般市民への安全意識向上と作業員への安全教育を行

い，危険な高速道路を安全に保つことが Caltrans の

最大の目標である。

②逆走事故防止対策

　米国における逆走車による事故は増加傾向にある。

サンディエゴ郡の高速道路における逆走は，380～

460（件 /年）発生しており，2015 年における逆走が

原因の死亡者は 13 名である。逆走のほとんどは，主

に夜中の 12 時以降に発生し，その中には高速道路の

出口ランプから進入した酒気帯び運転の車も含まれ

る。また数は少ないが，高齢者，危険な運転をする

者，違反を逃れようとする者もいる。これらを踏まえ

て米国では，1960 年代から調査を行い，逆走事故防

止対策を実施している。

　これまで行ってきた対策としては，高速道路の出口

部において，逆走車に対し警報音を鳴らしたり，タイ

ヤをパンクさせるためのスパイクの設置を行ってきた

が，近年では標識看板の設置（逆走（WRONG 

WAY），進入禁止（DO NOT ENTER））および路面

標示の矢印表示および反射体の設置を行っている。長

いオフランプ部にはフラッシングライトを取り付け逆

走車両に警告，センサーにて逆走を検知し，即座に警

察や交通管制センターに通報する対策も行っている。

しかし，上記対応はコストが掛かるため，重要度が高

い箇所のみの設置となっており，現在では，低コスト

で行うことのできる対策として，走行方向を示す車線

の白い矢印をはっきり目立つように黒線で縁どりを行

い，路面矢印標示部付近に逆走すると赤く光る反射式

道路鋲を設置し，実証実験を行っている（写真―３）。

これらの対策を I-15 の 60 カ所に実施した結果，設置

前後の２カ年対比で，逆走件数が 42％減少している。

⑵交通運用管理

① I-15 における渋滞対策

　米国連邦道路庁（FHWA）では，管理レーン（Managed 

Lanes）を「あらかじめ設定された目標を達成するた

めに多様な戦略を用いながら，必要に応じて調整され

る高速道路の横断面を構成する一定数の車線」と定義

しており，その１つの手法として，I-15 で行われて

写真―２　追悼式

出典：Caltrans

写真―３　逆走事故防止対策

矢印強調
道路鋲

標識
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いるエクスプレス・レーン（Express Lane）がある。

　I-15 では，すべての車両が無料で通行できる両脇

の一般車線の他，車線中央部に全４車線の 20 マイル

（約 32 ㎞）に及ぶエクスプレス・レーンが設置され

ている。このエクスプレス・レーンは，通行可能な車

種が限定されており，相乗り車両（２人以上）やバ

ス，環境適合車，二輪車は無料で通行することができ

るが，２軸以上の大型トラックや牽引車は通行不可と

なっている。なお，上記条件を満たさない１人乗り車

両でも料金を支払えば通行できる。料金は混雑状況に

応じ，３分ごとに計算され，通常の交通状況であれば

１マイルあたり 50 セント～４ドル，渋滞が激しい時

は最大でも８ドルとなっている。料金の徴収システム

は，FASTRAKと呼ばれ，事前登録と車載器のフロ

ントガラスへの張り付けが必要となっている。この車

載器と車線上に設置されているオーバーヘッド・アン

テナとの間で通信が行われ自動的に利用料金が差し引

かれる仕組みである。

　また，I-15 エクスプレス・レーンでは，ロードジッ

パーを用いた可動式中分防護柵（Moveable Median 

Barriers）が設置されており，月曜～木曜日までの朝

のラッシュアワー時は，市内に向かう南向き方面へ全

４車線のうちの３車線が割り当てられる。ラッシュア

ワーが終了する昼頃には元の上下２車線に戻される。

今回われわれがロードジッパーの運転手に話を伺った

ところ，実際の車線変更作業は午前２時から開始さ

れ，時速８マイルで走行し，約２時間かけて 16 マイ

ルの車線の切り替えを行うとのことであった。

　さらに，I-15 のエクスプレス・レーンには，高速道

路に隣接するバスセンター（Bus Rapid Transit Center）

とエクスプレス・レーンに直接出入りできるランプ

（Direct Access Ramp：DAR）（写真―４）が５カ所

設置されると共に，エクスプレス・レーンと一般車線と

の行き来ができる中間アクセスポイント（Intermediate 

Access Point）が 16 カ所設けてある。

　５カ所に設置されているDARの周辺に設置されて

いるトランジットステーション（写真―５）には，駐

車場が整備されており，自家用車からバスに乗り換え

て移動できるようにパーク&ライドの施設となって

いる。

　また，I-15 の南端に接続する高速道路（州道 15

号）では，現在，高速道路車線内にバス専用レーンと

トランジットステーションの建設が行われている（平

成 29 年 12 月頃完成予定）。これらの設置により，バ

スが高速道路の外へ出ることなく，利用者は高速道路

内のステーションでバスに乗降することができるよう

になる。トランジットステーションの建設では，地域

のコミュニティが高速道路により分断されていること

もあり，住民の集まるプラザとしてショップなどの建

設も予定されている。さらに，高速道路の沿道の一部

区間には，自転車道も整備され，バスに自転車を持っ

て乗ることができるよう自転車専用の乗降階段等も設

置されている。

② I-15 統合回廊マネジメント（ICM）

　上述した I-15 のサンディエゴからエスコンディド

までの 20 マイル区間は，政府の「統合回廊マネジメ

ント（ICM）」プロジェクトに選定されている。この

写真―４　I-15 エクスプレス・レーン（DAR付近）

写真―５　トランジットステーション
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プロジェクトは，SANTAGが中心となって進められ

ており，プロジェクトメンバーとして Caltrans やバ

ス運行会社（Metropolitan Transit System：MTS ）

等が参画している。

　このプロジェクトは，高速道路の情報提供や一般道

の信号制御，バスの運行管理など，これまで各社で個

別に行われていたデータの収集・管理・提供を統合

し，関係各社が連携の上，交通状況に合わせたリアル

タイム情報や予測情報などを行うことにより，交通

ネットワーク全体のパフォーマンスの最適化を目指し

ている。例えば，高速道路ランプへのアクセス制御を

道路ネットワーク全体の制御システムと組み合わせ，

各ルートの混雑状況を適切に監視して，非日常的な状

況での大きな渋滞を回避している。

　また，I-15 に焦点を当てたこのプロジェクトでは，

これまで使用されていなかった「スマートな」交通管

理技術の使用をコンセプトとしているとのことであ

る。先進技術である意思決定支援システムやオンライ

ンマイクロシミュレーション分析，リアルタイムレス

ポンス戦略評価を使用し，システム管理者にネット

ワーク全体のリアルタイムの交通状況および予測され

た将来のパフォーマンスを包括的に認識させることに

より，各管理者は，交通状況に対応するのではなく，

問題が発生する前に予測し，敏感な信号機の制御や，

ランプ流入交通量の調整あるいは動脈となるバスを優

先誘導するなど，ICM戦略を使用して予防処置を取

ることができるとのことであった。

③現地視察

　I-15 の現場視察では，当初，可動式中分防護柵の

稼動状況を見学する予定であったが，当日，実際に稼

動しているロードジッパーを見ることは出来なかっ

た。しかしながら，Caltrans の管理ヤードでロード

ジッパーのデモンストレーションを行って頂き，実際

の稼働状況を確認することが出来た（写真―６）。

　管理ヤードは，米空軍のミラマー基地敷地内に位置

しており，デモンストレーション中も空軍機（今話題

のオスプレイ等）が上空を爆音を上げ飛行していた。

デモンストレーションでは，約１ｔのコンクリーブ

ロックをロードジッパー前部より取り込み，ロード

ジッパーが通過後には後方の防護柵が正確に移動配置

されていた。稼働にあたっては，路面に埋め込まれて

いるセンサーをロードジッパーのセンサーが感知する

ことで，真っ直ぐに設置できるとのことであった。

⑶高速道路・一般道調査

　今回，現地調査を実施した I-5 にある休憩施設はト

イレ（２カ所）と自動販売機（写真―７）は有るが，

ガソリンスタンドや商業施設（売店）は無い簡素な施

設であった。また，駐車場は，大型車と小型車が進入

路で完全に分離され，別々の駐車区画に止めるように

整備されていた（写真―８）。

写真―６　ロードジッパーのデモンストレーション

写真―７　休憩施設

トイレ
自動販売機

写真―８　駐車エリアの完全分離

大型エリア小型エリア
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　また，現地へ向かう途中には一般道を通過したが，

サンディエゴの一般道は日本の道路に似て非常に走り

やすく，信号も見やすい。アメリカの交差点は，赤信

号でも一時停止し，直進車両が来なければ右折可能で

ある。ただし，「NO TURN ON RED」の看板の有る

交差点では赤信号の時は右折してはいけない。また，

I-5 とバイパスが並走する付近では，高速道路の車線

数が 24 レーンにも達する区間もあり，日本では考え

られないほど非常に幅広い道路があった（写真―９）。

おわりに

　今回の調査団が訪問したサンディエゴは，アメリカ

西海岸のカリフォルニア州南端に位置する都市で，雨

が少なく温暖であり，年間を通じて穏やかな気候に恵

まれている。メキシコとの国境までは，車で約 30 分

という街で，スペイン統合時代の歴史的背景などもあ

り，アメリカ，メキシコの文化が融合したエキゾチッ

クで独特の雰囲気が印象的であった。平日の高速道路

の交通状況は，朝はメキシコからの労働者・物資の流

入により北行きの渋滞が顕著で，夕方は逆に南行きの

渋滞が顕著であった。また週末になるとロサンゼルス

とサンディエゴを結ぶ I-5 や I-15 は観光や週末の帰

省を目的とした自家用車で大渋滞するとのことであっ

た。

　今回の調査目的である交通安全対策については，作

業員の安全確保のため，マニュアル整備と教育研修に

力を入れており，いつでも車の中やスマートフォンで

マニュアルを確認できるようになっている。啓蒙活動

として，追悼式や交通安全ポスターコンテスト等，テ

レビやWeb サイトを通じて積極的に行われている。

　逆走事故防止対策については，カメラやセンサーを

活用した注意喚起対策も実施しているが，高額になる

ため重要度の高い箇所に絞って実施している。基本形

は標識を複数設置し，走行方向を示す矢印の路面表示

を黒で縁取り強調し，反射式道路鋲を路面に設置し逆

走車に対して赤く光るようにしている。

　交通運用に関しては，I-15 エクスプレス・レーン

における交通状況や走行距離に応じた変動料金制をは

じめ，数年前に運用が開始されたDARの設置やロー

ドジッパーによる動的車線運用，さらに現在建設中の

高速道路内におけるバスストップや沿線に整備された

自転車道等，日本では見られない数々の施策を視察す

ることができた。また，サンディエゴ地区で推進され

ている ICMでは，一般道を含めた地区全体の交通

ネットワークを統合一括管理しており，事故等の緊急

時には情報板やスマートフォンアプリ，Web サイト

による情報発信と高速道路への流入規制，一般道の信

号制御を行うことにより，迂回路の利用と迂回路のス

ムーズ交通流を確保している点は非常に優れており，

ぜひ日本においても実現できれば良いと思った。

　最後に，サンディエゴは治安がとても良く安心して

過ごせる街で，今回の調査期間も毎日陽光が降り注ぐ

中，無事に調査を終了することができた。

　今回お世話になった Cartrans サンディエゴ地区交

通マネジメントセンターの Lima さんをはじめ，親切

に対応していただいた多くのスタッフの方々に深く感

謝申し上げます。

写真―９　24車線の高速道路
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