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　近年、比較的少ない交通量に適した平面交差構造として、ラウンドアバウトが諸外国で急速に普及
している。ラウンドアバウトとは、環道、エプロン、中央島で構成された円形交差点であり、環道交
通流は流入交通流に対して優先権があり、かつ環道交通流は信号機や一時停止などにより中断されな
い交通運用上の特徴を有する。我が国でもラウンドアバウトの実用展開に向けて多様な研究が行われ
ているが、北海道等の積雪寒冷地での導入に際しては、冬期の気象条件を考慮した実用性の検証が必
要である。
　本研究では、ラウンドアバウトの安全で円滑な走行を冬期路面状態において確保するために重要な
事項となる走行車両の環道への誘導策を検討するため、路面状態及び中央島の直径（以降、中央島径
と記す）が異なる条件下で走行実験を行うことにより、各条件が車両走行位置及び車両挙動に与える
影響を分析した。その結果、環道とエプロンの境界が積雪により不明瞭になる冬期においても、中央
島径を大きくすることによって、走行位置の分散を小さく抑えられることが分かった。また、走行速
度や横加速度等の車両挙動に対しては、中央島径の違いによる影響は小さいが、路面状態の違いの影
響は大きいことを確認した。

《キーワード：ラウンドアバウト；車両走行位置；中央島径》

　Recently, roundabouts have been actively introduced in various countries as a form of grade 
intersection where traffic volume is relatively low. A roundabout consists of a circulatory roadway, 
a truck apron and a central island. In Japan, various studies have been conducted for the 
introduction of roundabouts. However, the introduction of roundabouts in snowy cold regions 
requires verification of practicality in consideration of winter road surface and meteorological 
conditions.
　This study examined a method of guiding vehicles on circulatory roadways in order to secure a 
safe and smooth drive on a winter road surface. Driving experiments were conducted at a 
roundabout with different road surface conditions and central-island diameters to allow analysis of 
the positions of vehicles traveling under each set of conditions. The results indicated that a larger 
central-island diameter helped vehicles to travel on the circulatory roadway and reduced variance 
in travel positions on winter road surface condition. With respect to driving behavior, it was 
indicated that road surface conditions had an impact on travel speed and transverse acceleration, 
whereas the central-island diameter had little effect.

《Keywords：roundabout；vehicle travel position ；central-island diameter》
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２．既存研究レビュー

２．１　国内外の動向

　諸外国において、信号もしくは無信号交差点から
RBT への改良が進んでいる背景としては、交通の安
全性３－４）・円滑性５）の向上が挙げられる。RBT は、
フランスでは約20,000箇所、オーストラリアでは約
15,000箇所、イギリスでは約10,000箇所に設置されて
いる６）。比較的歴史が新しいアメリカでも、1990年に
初めて RBT が設置されて以降、2010年時点の設置数
は2,000箇所以上に増加した。アメリカやドイツでは、
技術概要７）やガイドライン８－10）がとりまとめられ、そ
れをもとに RBT を施工している。
　我が国では、実道展開に向けて、多様な研究が行わ
れている。中村ら１）は、RBT の計画・設計ガイド（案）
をとりまとめた。その中で、道路ネットワークの階層
区分条件に基づく RBT 適用箇所を整理し、計画交通
量が15,000台 / 日未満の交差点であれば、RBT が適
用可能であることを示した。彌勒地ら11）は、RBT と
制御方式が異なる２種類の信号交差点について、シミ
ュレーション結果をもとに性能比較を行い、平均車頭
間隔が16秒を超える場合、RBT は系統制御方式の信
号交差点と比較して、平均車両アイドリング時間が小
さく、平均旅行速度が高いことを示した。この他にも、
実験や調査を通して、RBT 流入部の適切な流入角度12）

や交差点形状別の安全確認行動の分析結果13）、RBT
走行時の慣れと主観評価への影響14）等が報告されてい
る。さらに、現行法体系下における交通運用15）や道路
交通法上の通行方法16）についても検討が進められてい
る。このような背景のもと、平成22年11月には、国内
で初めての RBT 実道社会実験が長野県飯田市におい
て実施された17）。

１．はじめに

　近年、欧米諸国では、比較的少ない交通量に適した
平面交差構造としてラウンドアバウト（以降、RBT と
記す）が積極的に導入されている。RBT とは、環道、
エプロン、中央島で構成された円形交差点であり（図

－１）、RBT が駅前ロータリー等の一般的な円形交差
点と大きく異なる点は、「環道交通流に優先権があり、
かつ環道交通流は信号機や一時停止などにより中断さ
れない、円形の平面交差部の一方通行制御方式」とし
て定義されることである１）。
　RBT の特徴として、①車両交錯点の減少に伴う安
全性の向上（例：出会い頭事故の減少）、②速度抑制に
よる交通事故被害の軽減効果、③信号不要に伴う交差
点での待ち時間の削減による円滑性向上、④停止時間
の短縮による環境負荷低減（例：CO2排出量の減少）、
⑤震災等による停電時でも交差点として機能すること
等が挙げられる。このうち、②速度抑制による交通事
故被害の軽減効果は、エプロンを踏まずに環道走行を
順守させることで、効果がより発揮される。また、環
道走行の順守により、流入車両との交錯範囲の集約や
並列走行の抑止が図られることから、結果として、安
全確認行動の負担軽減や車両接触事故の抑制が期待で
きる。
　環道走行を促すための構造として、交差点内を中央
島、環道及びエプロンで構成し、各々の境界に区画線
や僅かな段差を設けることにより走行エリアを区分し
ている１）。この設計により、路面標示を視認できる路
面状態では効果的な車両の誘導が期待できる。しかし、
積雪地域に RBT を導入する場合は、冬期の路面状態
や気象条件における実用性を検証する必要がある。筆
者らは、既往の研究において被験者を用いた走行実験
を行った結果、積雪により路面標示を視認しにくい状
況では、環道とエプロンの境界が不明瞭になることか
ら、エプロンを走行する車両が増加する傾向があり、
走行位置の分散が大きくなることを示した２）。
　つまり、路面標示による対策は、冬期路面では不明
瞭となることから、車両誘導効果が低減する可能性が
ある。そこで、本研究は中央島による誘導効果に着目
し、路面状態及び中央島の直径（以降、中央島径と記す）
が異なる条件で RBT 走行実験を行うことにより、各
条件における車両走行位置や車両挙動への影響を分析
することを目的とした。

図－１　ラウンドアバウトの構成要素

14 寒地土木研究所月報　№708　2012年５月



H22. 10. 19 - 20 H22. 1. 12 H23. 1. 12 - 13 

/  15.8 1.0 -0.5 -11.3 -3.5 -13.5 

90.081.087.0

21 20 16 12 20 

RBT m62m62m62

m5m5m5

 8m 14m 8m  8m 14m

 4m 1m 4m  4m 1m 

２．２　冬期維持管理に関する研究事例

　前節の通り、国内外で様々な知見が蓄積されつつあ
るが、冬期の運用や走行実態に着目した研究事例は少
ない。Pochowski ら18）は、カンザス州、ニューヨーク
州等の運輸省に対して冬期維持管理に関するヒアリン
グ調査を行った。その結果、州によって RBT の除雪
方法は異なるが、いずれも除雪自体を問題として捉え
ておらず、冬期維持管理が RBT 化を妨げる理由には
なっていないことを示した。なお、ニューヨーク州で
は、堆雪による視程障害を起こさないために、除雪時
に堆雪高さを調節していると報告している。大上ら19）

は、除雪車の車種別の RBT 走行軌跡試験や堆雪時の
視認性評価実験を行い、RBT 除雪に適した車種や視
認性を考慮した堆雪位置及び堆雪量を明らかにした。

２．３　路面状態を考慮した研究事例

　 路 面 状 態 の 違 い に 着 目 し た 研 究 と し て は、
Saccomanno ら20）が、ミクロシミュレーションを用い
て、RBT の乾燥路面と湿潤路面での安全性を評価し
ている。一方、雪氷路面を対象とした RBT の性能評
価に関する研究は僅かである。筆者らはこれまでに、
圧雪路面の RBT を対象として被験者を用いた走行実
験を行い、その結果、積雪により区画線が分かりにく
い状況では、中央島に近い位置を走行しやすく、走行
位置の分散も大きくなる傾向があることを示した２）。
しかしながら、既往研究は、単一の冬期路面状態と横
断面構成による実験であったため、本研究では、冬期
路面状態と中央島径を各々２種類設定して走行実験を
実施した。

３．実験条件

３．１　実験用 RBT の設計と施工

　実験は、苫小牧寒地試験道路にて実施した。実験に
供した RBT は、ドイツの設計ガイドライン10）で示さ
れている小型 RBT（交通量が概ね10,000 ～ 25,000台 /
日以下に対応）を参考として、外径26m、環道幅員５
m の条件で設計した。RBT の区画線等の路面標示は、
仮設用路面標示材を使って施工した。RBT 走行実験
は、平成21年度、22年度に行い、平成21年度は、中央
島径８m、エプロン幅員４m の RBT で実験した。平
成22年度は、平成21年度の横断面構成に加えて、中央
島径14m、エプロン幅員１m の RBT も施工し、２種
類の横断面構成の RBT で実験した（表－１）。なお、
中央島と交通島は、土嚢、人工芝シート及びレンガブ
ロックを用いて造成した。

３．２　標識の設置

　RBT 実験時の標識として、流入部の環道手前の左
側路端に「徐行」または「一時停止」の規制標識と
RBT の進行方向を示す法定外看板を設置した（図－

２）。ゆずれ線の手前30m の左側路端には、「ロータ
リーあり」を示す警戒標識を設置した。中央島内には、
進行方向を示す法定外看板を設置した。

３．３　実験条件と方法

　本研究における実験条件を表－１に示す。平成21年
度、22年度の２年間で計３回の走行実験を実施した。
冬期の実験は、終日氷点下となる気象条件下において、
平成21年度は圧雪路面、平成22年度は氷板路面におい
て実施した。冬期の路面のすべり摩擦係数は、コラル

表 -１　実験条件
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４．２　走行位置の分析結果

４．２．１　走行位置の分布

　路面状態別及び中央島径別の車両走行位置につい
て、0.5m 単位の構成割合を集計し、走行位置分布を
求めた。

図－４　走行位置の判定断面と流出入方向図－２　実験に用いた標識

図－３　実験時の路面状態（左 :H22年度秋期乾燥路面、中 :H21年度冬期圧雪路面、右 :H22年度冬期氷板路面）

表－２　走行位置の分析対象車両数

４．走行位置に影響する要因の分析

４．１　走行位置データの取得方法と分析対象

　走行位置の判定は、ビデオカメラ映像をもとに行っ
た。まず、RBT の環道に判定用の断面を１つ設けて、
中央島端から断面通過車両までの距離を測定した（図

－４）。車両の測定位置は、測定精度を考慮して右後
輪とした。次に、中央島径の違いによる走行位置を比
較するために、判定距離に中央島半径を合算して、中
央島中心からの走行位置を求めた。カメラレンズへの
着雪により判定不可となった車両を除いた全車両の断
面通過位置を判定した。その結果、走行位置の分析対
象車両数は2,572台となった（表－２）。

バ製の加速度計を用いて計測した。すべり摩擦係数は、
圧雪（平成21年度）では４回の計測結果の平均値が0.18
となり、氷板（平成22年度）では15回の計測結果の平均
値が0.09となった。秋期の乾燥路面のすべり摩擦係数
は、バス型路面すべり測定車を使って計測した結果、
0.78であった。区画線は、乾燥路面でははっきり視認
でき、圧雪路面では全く見えず、氷板路面では氷板を
通して視認できる状況であった（図－３）。
　本実験は、各被験者が同時に車両を運転し、RBT
と試験道路外周路の走行を繰り返し行う方法で行っ
た。同時に走行する被験者数としては、12人、16人、
20人を設定した。RBT 内での進行方向（直進・右左折）
は各被験者に一任した。実験車両は、1,500cc から
2,000cc までの小型自動車を用いた。実験時には、高
所作業車を用意し、RBT 内での走行状況をビデオカ
メラ撮影した。速度等の車両挙動の測定には、セーフ
ティレコーダー（データテック製 SRcomm）とデータ
ロガー（レーステクノロジー社製 DL- １）を使用した。
平成21年度の冬期実験ではセーフティレコーダーを用
いて、７台の車両挙動データを取得した。平成22年度
は秋期、冬期ともに、６台にセーフティレコーダー、
３台にデータロガーを搭載して、計９台の車両挙動デ
ータを取得した。
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図－５　走行位置分布（左：秋期、右：冬期）

図－６　走行位置の分析対象 OD 方向

図－７　OD 方向別の走行位置の平均値

　秋期の乾燥路面での走行位置は、中央島径の大きさ
に関わらずほぼ同じ分布形となり、中央島から8.0 ～
11.5m 離れた位置に分布することが分かった（図－

５）。中央島中心から環道までの距離が8.0m であるこ
とから、ほぼ全車両が環道内を走行したことが分かっ
た。また、分布形をみると、9.0m 付近と11.0m の２
箇所にピークがみられた。走行位置の平均値は、中央
島径に関わらず約10m であった。一方、走行位置の
分散は小径のほうが大径と比較して大きくなった。
　冬期の走行位置は、路面状態及び中央島径の違いに
よって分布形が異なった。走行位置の平均値は、氷板
路面かつ小径時は10.0m であったが、圧雪路面かつ小
径時は8.77m であり、氷板路面に比べてエプロンに近
い位置であった。圧雪路面かつ小径時では、走行車両
の28％は、中央島中心から８m 以下の位置をエプロ
ンを踏んで走行した。また、走行位置の分散が最も大
きかった条件も、圧雪路面かつ小径時であり、1.80で
あった。氷板路面では、走行位置の平均値は、大径時
10.2m、小径時10.0m でほぼ同等であったが、小径は
大径と比較して、9.5m より内側を走行する車両割合
が高く、分散が大きくなった。
４．２．２　走行位置に影響する要因

　路面状態別及び中央島径別の走行位置分布では、条
件毎に２箇所のピークがみられることや圧雪路面での
分散が大きいこと等の特徴があった。これらの要因を
詳細に分析するため、走行位置を流入・流出方向（以降、
OD 方向と記す）別に分類した（図－６）。
　各 OD 方向の走行位置の平均値を集計した結果、
OD 西→北（西から流入し北に流出；左折）の車両は、
路面状態や中央島径に関わらず、平均走行位置が約
11m となり、環道内の最も外側を走行した（図－７）。
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５．各条件の車両挙動への影響

５．１　車両挙動の分析対象

　中央島径や路面状態の違いによる車両挙動への影響
を把握するため、走行速度と横加速度に着目し、分析
した。速度と横加速度は、セーフティレコーダーとデ
ータロガーから取得したデータをもとに、RBT を直
進する車両を対象とした。なお、RBT 流入時に速度
が０km/h となる停止行動を行った車両は少なかった
ため分析対象から除外し、停止行動を行わなかった車
両を対象として、流入部のゆずれ線上、環道内の中間
部、流出部のゆずれ線上の速度と、環道内中間部の横
加速度を集計した。速度と横加速度の分析対象車両数
は1,250台とし、路面状態、中央島径及び標識種類別
に分類した（表－５）。

表－３　OD 方向別平均走行位置の差の検定の結果

（圧雪路面かつ小径時とその他の条件との比較）

表－４　氷板路面での中央島径別 OD 方向別の

　 平均走行位置の差の検定結果　

表－５　速度と横加速度の分析対象車両数

一方、OD 南→東の走行位置は最も内側となった。圧
雪路面かつ小径時の OD 南→東は、走行位置の平均値
が7.0ｍとなり、エプロン内であった。また、西から
流入（判定断面の直近で流入）する場合の走行位置は環
道の外側となり、その他の方向から流入する場合の走
行位置は環道の内側となる傾向があった。これが分布
形に２箇所のピークがみられた一因であると推測され
る。
　圧雪路面かつ小径時とその他の条件における OD 方
向別の走行位置に関する二群の平均値の差の検定を行
った。その結果、OD 西→北（左折）を除く OD 方向の
平均値の差は、統計的に１% 有意となり、圧雪路面
かつ小径時の条件がその他の条件と比較して環道の内
側を走行することが分かった（表－３）。このことから、
圧雪路面かつ小径時では左折行動以外の走行位置が全
体的に環道の内側になることが分かった。
　次に、氷板路面での中央島径の違いによる OD 方向
別の走行位置に関する二群の平均値の差の検定を行っ
た。その結果、OD 西→北（左折）を除く OD 方向の平
均値において、統計的有意差を確認した（表－４）。環
道の内側を走行する傾向がある西以外から流入する
OD 方向については、大径時が小径時よりも環道の0.5
～ 0.7m 外側を走行することが分かった。このことか
ら、氷板路面では、中央島径を大きくすることにより、
車両を環道内の外側に誘導できることが分かった。
　以上を整理すると、RBT を左折する場合の走行位
置は、中央島径や路面状態の影響を受けないが、直進
または右折する場合は、環道内中間付近の走行位置が
内側になりやすく、特に圧雪路面等のように環道とエ
プロンの境界が不明瞭な場合は、その傾向が顕著であ
ることが分かった。その対策として、車両の走行位置
を環道内に誘導するために中央島径を大きくすること
が有効であることが分かった。

５．２　速度と横加速度の分析結果

５．２．１　速度の基本集計結果

　路面状態、中央島径及び標識種類別の速度を集計し
た結果、流入部の平均速度は、乾燥路面・中央島径
14m・徐行標識の条件で最も高くなり、24.0km/h で
あった（図－８）。流入部の平均速度が最も低くなった
条件は、氷板路面・中央島径８m・一時停止標識の時
であり、2.0km/h であった。また、流入部速度は、路
面状態及び標識種類による影響が大きい一方、中央島
径による影響は小さかった。中間部と流出部の速度は、
流入部の速度と同様、乾燥路面かつ徐行標識の条件で
高く、氷板路面かつ一時停止標識の条件で低かった。
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た。ただし、乾燥路面かつ徐行標識の条件での横加速
度は、中央島径が８m の場合が大きく、氷板路面か
つ一時停止標識の条件での横加速度は、中央島径が
14m の場合が大きくなり、傾向が異なった。また、
乾燥路面かつ一時停止標識の条件と氷板路面かつ徐行
標識の条件での中央島径別の横加速度を比較すると、
有意差を確認できなかったことから、中央島径の違い
が横加速度に与える影響は小さいと考えられる。

５．２．２　速度に影響する要因

　速度に影響する要因を把握するため、路面のすべり
摩擦係数（乾燥0.78、圧雪0.18、氷板0.09）、中央島径（８
m、14m）、標識種類（一時停止、徐行）及び被験者数（12
人、16人、20人）を説明変数とし、各地点の速度を目
的変数として、重回帰分析を行った。説明変数間の相
関係数が低いことを確認した上で（表－６）、ステップ
ワイズ法により説明変数を選定した。
　流入部速度の重回帰分析結果では、路面のすべり摩
擦係数と標識の標準偏回帰係数が大きくなった。高い
すべり摩擦係数かつ徐行標識の場合に走行速度が高く
なるモデルとなった（表－７）。中間部速度と流出部速
度に対しては、標識の標準偏回帰係数は小さくなる一
方、路面のすべり摩擦係数が最も影響する要因となっ
た。中央島径は、３箇所の速度に与える影響が小さい
ことが分かった。
５．２．３　環道中間部での横加速度

　中間部の横加速度は、秋期の乾燥路面では0.04 ～
0.09G、冬期の氷板路面では0.03 ～ 0.05G、圧雪路面で
は0.08 ～ 0.12G となった（図－９）。路面のすべり摩擦
係数及び速度が高い条件では横加速度が大きくなり、
すべり摩擦係数及び速度が低い条件では横加速度が小
さくなった。
　次に、中央島径の違いが横加速度に与える影響に着
目する。中央島径別の横加速度に関する二群の平均値
の差の検定を行った結果、乾燥路面かつ徐行標識の条
件と氷板路面かつ一時停止標識の条件では、中央島径
の違いによる横加速度の差に統計的有意差を確認でき

図－８　路面状態・中央島径・標識種類別の平均速度

図－９　環道中間部の横加速度

表－６　重回帰分析の説明変数間の相関係数

表－７　重回帰分析結果
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６．まとめと今後の課題

　本研究では、冬期路面状態にある RBT において、
安全で円滑な走行を確保することが重要であることか
ら、環道内での車両の適切な走行を誘導するため、路
面状態と中央島径が異なる条件で RBT 走行実験を行
い、各条件での車両走行位置を分析した。
　まず、乾燥路面で環道とエプロンの境界が視認でき
る場合は、中央島径に関わらず環道を走行することを
確認した。一方、環道とエプロンの境界が不明瞭にな
る冬期路面状態では、中央島径が小さい場合、エプロ
ンを走行する車両の割合が増加した。中央島径が大き
い場合は、車両は環道内を走行し、走行位置の偏差が
小さくなることが分かった。なお、走行速度や横加速
度に対して路面状態の違いは影響を与えるが、中央島
径の影響は小さいことを示した。以上から、冬期にお
いても車両走行位置を環道内に誘導し、走行位置の偏
差を小さくするために中央島径を大きくすることが有
効であることが分かった。
　ここで、エプロンの設計は、設計車両とそれより大
きい副設計車両の走行軌跡の差から求めることが基本
であり、エプロンより内側に中央島を設計することが
一般的である１）。これを考慮した上で、積雪寒冷地で
RBT を導入する際には、一定の外径の中で、可能な
範囲で中央島径を大きくすることが重要であると考え
られる。また、中央島径を大きく設計することが困難
な場合は、環道とエプロンの除雪水準や堆雪高さを変
化させ、エプロンと比較して環道の路面を走行しやす
い状態に保つことによって、同等の車両誘導効果が得
られると考えられる。
　なお、中央島径を大きくすることにより環道走行が
促される現象は、RBT が視覚的な効果をドライバー
に与えやすい構造であることが影響していると考えら
れる。今後は、この視覚的な効果に関する知見をさら
に蓄積するとともに、積雪寒冷地での RBT の実道展
開に向けた検討を行う予定である。
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