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　本研究では、冬期道路施策・管理の効率化を目的に、実道での走行試験を通して、路面すべり抵抗
値、視程、道路有効幅員および路面平坦性の道路雪害の悪化が走行速度の低下に及ぼす影響を明らか
にするとともに、複数の道路雪害因子が同時に作用した時（道路複合雪害）における走行速度の計算方
法を提案した。
　走行速度は、路面すべり抵抗値および道路有効幅員の低下ならびに路面平坦性の悪化によって微減
した。これらの単相関関係を市街地区間と郊外区間を区別してそれぞれ定式化できた。本研究により、
路面すべり抵抗値、視程、道路有効幅員および路面平坦性を同時に連続して計測することで、道路複
合雪害時における走行速度の低下率およびその低下率に及ぼす各道路雪害因子の影響度を評価できる
可能性が示された。

《キーワード：冬期道路管理；走行速度；道路複合雪害》

　This study aims at helping to optimize winter road measures and management. Toward this, 
field tests were conducted to identify the degree to which each snow-related driving hindrance, 
such as reductions in road surface skid resistance, visibility, road effective width and road surface 
evenness, affected the traffic speed. Additionally, we propose a calculation method for traffic speed 
at the time of multiple simultaneous snow hindrances. 
　It was found that the traffic speed decreases with decreases in road surface skid resistance and 
in road effective width and decreases with deteriorates in road surface roughness. These 
relationships were determined separately for urban sections and suburban sections. These results 
make it possible to calculate the rate of reduction in traffic speed due to the multiple snow 
hindrances and to calculate the effect of the each snow hindrance on the rate of reduction in traffic 
speed.

《Keywords：winter road management；traffic speed；multiple snow hindrance》
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の程度を評価する事が重要となる。
（２）　従来の研究の多くは、天候や路面雪氷状態とい

った走行速度に対して定性的な影響因子を説明
変数に用いている。冬期道路施策・管理の効率
化を検討するためには、路面すべり抵抗値、視
程、道路有効幅員、路面平坦性などの定量的な
指標と走行速度の関係性が必要になる。これに
より、例えば、凍結防止剤散布（費用）に対する
路面すべり抵抗値の改善による走行速度の上昇

（効果）、すなわち、費用対効果の評価が可能に
なる。

　これまで路面すべり抵抗値、視程、道路有効幅員お
よび路面平坦性を同時に連続して計測することは容易
でなかった。従って、これらの指標と走行速度を関連
付けるような研究は筆者の知る限り過去にない。

１．３　研究の目的

　本研究では、路面すべり抵抗値、視程、道路有効幅
員および路面平坦性の悪化が走行速度の低下に及ぼす
影響を評価する手法の確立を目標とする。この目標を
達成するために、以下の（１）～（３）を本論文の目的に
定めた。

（１）　実道での走行試験を通して、路面すべり抵抗値、
視程、道路有効幅員および路面平坦性の道路雪
害因子と走行速度の単相関関係を明らかにする。

（２）　（１）を用いて、道路複合雪害時における走行速
度低下率の計算方法を提案する。

（３）　道路複合雪害時における走行速度の計算値と実
測値の比較を通して、（２）の妥当性を検証する。

２．走行試験の概要

　本走行試験は、2013年２月12日、2013年３月７日、
2014年２月21日および2014年２月28日（いずれも平日）
の午前10時～午後０時に亘り、一般国道231号で行わ
れた。図－１に走行試験区間の概要を示す。同図は上
から試験区間の場所、曲線半径、縦断勾配、道路幅員、
信号あり交差点の位置をそれぞれ示す。試験区間は、
起点の札樽自動車道との交点（KP0.0）から石狩市八幡

（KP18.9）までの延長18.9km とし、各計測は往復して
行われた。縦断勾配は橋梁や高架橋を除き、試験区間
の殆どで１％未満である。片側の車線数は KP0.0 ～
11.0で３車線、KP11.0 ～ 15.2で２車線、KP15.2 ～
18.9で１車線である。このように、当試験区間は車線
数や信号あり交差点の出現頻度等に変化がある。また、

１．はじめに

１．１　研究の背景

　冬期道路における交通量や走行速度は、道路の線形、
勾配、交差点、車線数、信号の有無などの道路構造の
みならず、複合的な道路雪害（以下、道路複合雪害）の
影響を受ける。道路雪害には、吹雪による視界の低下、
堆雪による道路有効幅員の減少、降雪や融解・再凍結
に起因した路面すべり抵抗値の低下、積雪による路面
平坦性の悪化などが挙げられる。これらの道路雪害の
種類や強度は気象条件に加えて交通条件、地形条件、
沿道環境などに依存し、その複雑な空間的・時間的変
化は防雪柵や融雪施設等の冬期道路施策および機械除
雪や凍結防止剤散布等の冬期道路管理を難しくさせて
いる。その一方で、道路予算は年々縮減している。こ
うした状況の中、冬期道路の施策および管理を効率化
するには、交通の安全性や円滑性に及ぼす道路複合雪
害の影響評価が益々重要となる。加えて、冬期道路施
策・管理による走行速度低下の抑制効果を事前に評価
する事も肝要となる。

１．２　既往の研究

　道路雪害と冬期交通の関係に関する既往の研究につ
いて以下に記述する。単一の道路雪害と走行速度の相
関関係を調べた研究については、Ibrahim, A.T. and 
Hall, F.L. １）、石本・福沢２）、下條・高木３）、Agarwal, 
M. et al. ４）および武知ら５）などによって報告されてい
る。また、HCM2000 ６）では、豪雪時における走行速
度と交通流率の関係が示されている。
　次に、複数の道路雪害因子と走行速度の関係につい
ては、下保ら７）や桝谷ら８）などの研究があり、天候、
路面雪氷状態および道路有効幅員などを用いて走行速
度を説明する重回帰式が提案されている。しかしなが
ら、こうした重回帰分析による冬期道路の走行性の評
価手法は、単路等の道路構造が単純な区間では有効で
あっても、車線数や信号の有無等の変化に富む区間か
つ道路複合雪害下では有意な解を得難く、十分に体系
化できているとは言い難い。
　こうした既往の研究に対して、本研究では以下の着
眼点に根幹を置く。

（１）　道路管理者の視点に立ち、冬期の交通円滑性を
非冬期のそれと同等に保つといった観点におい
ては、敢えて冬期道路の走行速度そのものを推
定する必要はなく、良好な道路環境における走
行速度に対する道路雪害による走行速度の低下
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HCM2010 ６）にも記載されているが、当然ながら降雪
時や雨天時においても走行速度は交通量の影響を受け
る。本研究では、こうした試験区間の車線数、信号制
御および交通量等の変化を踏まえて、札幌市（市街化
区域）と石狩市の市境（KP7.0）で試験区間を市街地区
間（札幌市市街化区域：KP0.0 ～ 7.0）と郊外区間（石狩
市：KP7.0 ～ 18.9）に区別した。平成17年度道路交通
センサス９）によると、平日12時間自動車類交通量は、
市街地区間（６観測地点）の平均で上り12,600台・下り
11,600台、郊外区間（４観測地点）の平均で上り7,800台・
下り8,400台であった。
　計測項目は、路面すべり抵抗値、視程、道路有効幅
員、路面平坦性および走行速度であり、計測機器はい
ずれも車載され、走行しながら計測を実施した。路面
すべり抵抗値は、車両後部に搭載した連続路面すべり
抵抗値測定装置10）を用いて測定した（写真－１の左上）。
視程は、車両前部に取り付けた側方散乱方式による視
程計11）で計測した（写真－１の右上）。道路有効幅員は、
車両上部に取り付けたレーザースキャナーを用いた道
路有効幅員計測システム12）で測定した（写真－１の左
下）。路面平坦性は、加速度計を用いた路面非接触型
IRI 測定装置13）で計測した（写真－１の右下）。サンプ
リングレートについて、路面非接触型 IRI 測定装置は
500Hz、それ以外の装置は10Hz である。全ての測定

図－１　走行試験区間の概要

写真－１　測定車両

（左上：路面すべり抵抗値，右上：視程，左下：道路

有効幅員，右下：路面平坦性）

車両には GPS 機能が備え付けられており、位置情報
（緯度・経度）を取得できる。走行速度は、連続路面す
べり抵抗値測定装置を搭載した車両の計測値を採用し
た。なお、計測時は全車両ともに自由走行とした。
　各測定車両で得られたデータは、信号や渋滞等での
停車時間を排除することなく、全て１km 間隔で平均
値を求め、位置情報を基に整合させた。

３．試験の結果

３．１　好天日と雪害日の比較

　写真－２は、各々の試験日における KP3.0付近と KP
14.0付近の道路状況を示す。両写真から分かるように、
2013年３月７日および2014年２月28日の試験は比較的
に好天の気象条件で実施され、残りの2013年２月12日
および2014年２月21日の試験は比較的に悪天の気象条
件で実施された。以下では、便宜的に前者を好天日、
後者を雪害日と呼ぶことにし、下付添え字 fine と snow
でそれぞれ区別する。
　図－２（a）および（b）に2013年および2014年における
走行試験の結果を示す。同図横軸の左（KP0.0）から中
央（KP20.0）のデータを八幡方向と呼び、中央（KP20.0）
から右（KP0.0）のデータを札幌方向と呼ぶ。
　（a）2013年の試験について述べる。路面すべり抵抗
値 HFN（-）を見ると、HFNfine はおよそ60 ～ 80の範囲に
あった。HFNsnow は、八幡方向と札幌方向ともに KP0.0
～ 4.0の区間では70 ～ 90で HFNfine と大差なかったが、
KP5.0 ～ 19.0の区間では40 ～ 60と HFNfine と比較して
小さかった。視程 Lv（m）に関して、Lv-fine は常に1000
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のために、単相関式を作成する P 以外の３因子の範
囲を以下の抽出条件で制限し、他の道路雪害因子が
Vv に及ぼす影響を除外した。
　・HFN ＞ 70
　・800 ＜ Lv ≦ 1000m
　・10 ＜ Lr ≦ 12m
　・１ ＜ IRI ≦ ３mm/m
　図－３は、左から Vv と HFN の関係、Vv と Lr の関係、
Vv と IRI の関係を示す。本論文で扱う４日間の試験で
は、低い値を示した Lv のデータ数が少なく、Lv と Vv

に明確な相関性を見出すことができなかった。これよ
り、以下の分析・評価では Lv を除外することにした。
ただし、参考文献５）などによって報告されているよう
に、Vv は Lv にも依存することから、今後、Lv の低い
領域のデータを蓄積し、Lv を本論文で提案する評価
法に加えたい。なお、武知ら５）の研究によれば、圧雪
路面の直線区間において、Lv = 1000m 以上に対する
Lv = 200 ～ 500m の走行速度低下率は0.1 ～ 10.5％の範
囲にあり、その平均は3.9％である。
　まず、Vv と HFN の関係に着目する。郊外区間の Vv

は市街地区間のそれより全体的に大きい。郊外区間お
よび市街地区間ともに、Vv は HFN の低下によって微
減した。その低下率は、郊外区間が市街地区間よりや
や大きい。
　次に、Vv と Lr の関係に注目する。郊外区間の Lr は
市街地区間のそれより全体的に大きい。郊外区間およ
び市街地区間ともに、Vv は Lr の低下によって微減した。
　最後に、Vv と IRI の関係について述べる。郊外区間
では、Vv は IRI の増大とともに低下した。市街地区間
の Vv も IRI の増大とともに低下したが、その低下率は
郊外区間に比べて小さい。

写真－２　道路状況

m 以上であった。Lv-snow は、八幡方向の KP9.0 ～ 13.0に
おいて最大で700m 程度まで低下した。道路有効幅員
Lr（m）は、Lr-fine と Lr-snow とともに郊外区間が市街地区
間より狭い傾向にあった。この理由は、図－１に示し
たように車線数や中央分離帯の有無の違いが考えられ
る。路面平坦性 IRI（mm/m）は、IRIsnow が IRIfine より
全体的に大きかった。これは、路面状態の相違と考え
られ、雪害日は路面上の圧雪が IRI を大きくさせたと
推察する。また、IRIfine および IRIsnow はともに、市街地
区間が郊外区間よりやや大きい傾向にあった。走行速
度 Vv（km/h）に関して、八幡方向では Vv-snow と Vv-fine

に大差は見られず、札幌方向では KP19.0 ～ 15.0を除
き、Vv-snow は Vv-fine より概ね低かった。
　（b）2014年の試験について述べる。HFNfine は80 ～
100の範囲にあった。HFNsnow は、八幡方向の KP7.0 ～
8.0、札幌方向の KP10.0 ～ 3.0および KP2.0 ～ 1.0で、
20 ～ 40の低い値が見られた。それ以外は60前後であ
った。Lv-fine は常に1000m 以上であった。Lv-snow は、八
幡方向の KP9.0 ～ 10.0で約600m となり、札幌方向で
は KP19.0 ～ 14.0で300 ～ 700m に低下した。データ
欠測があるものの、Lr-snow は全区間において Lr-fine より
やや小さかった。この理由は、試験日までの累計降雪
量や路肩排雪作業の履歴の違いと推察される。IRIsnow

は、IRIfine より大きく、両者ともに市街地区間が郊外
区間より大きかった。Vv-snow は全体的に Vv-fine より低か
った。また、Vv-fine および Vv-snow はともに市街地区間よ
り郊外区間で高い傾向にあった。

３．２　道路雪害因子と走行速度の関係

　本節では、道路雪害因子 P（P は HFN、Lv、Lr およ
び IRI の総称）と Vv の単相関関係を明らかにする。そ
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　以下、読者への便宜のため、３章で用いた記号の一
覧を示します。
　　HFN　　：路面すべり抵抗値（-）
　　HFNfine　 ：好天日における路面すべり抵抗値（-）
　　HFNsnow    ：雪害日における路面すべり抵抗値（-）
　　IRI　　   ：路面平坦性（mm/m）
　　IRIfine　　　：好天日における路面平坦性（mm/m）
　　IRIsnow　 　 ：雪害日における路面平坦性（mm/m）
　　Lr　　　　　 ：道路有効幅員（m）
　　Lr-fine　　　　：好天日における道路有効幅員（m）
　　Lr-snow　　　：雪害日における道路有効幅員（m）
　　Lv　　　　　 ：視程（m）
　　Lv-fine　　　 ：好天日における視程（m）
　　Lv-snow　　　：雪害日における視程（m）
　　Vv　　　　　 ：走行速度（km/h）

(a)　2013年                         　　        (b)　2014年

図－２　走行試験の結果

　　Vv-fine　　　 ：好天日における走行速度（km/h）
　　Vv-snow　　　：雪害日における走行速度（km/h）
　　P　　　  ：HFN、Lv、Lr および IRI の総称

４．道路複合雪害が走行速度の低下に及ぼす影響評価

４．１　評価方法

　道路複合雪害時における Vv（Vv-snow）および良好な道
路環境における Vv（Vv-fine）に対する Vv-snow の低下率
Rv-mult は、以下の（i）～（v）の手順を踏んで求める。

（i）　図－３に示す P と Vv の一次相関式を標準化し、
P の変化率 Rp（= １ - P / Pave）が Vv の変化率 Rv-p

（= １ - Vv / Vv ave）に及ぼす影響を求める。なお、
下付添字 ave は平均値を意味する。
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４．２　道路雪害因子と走行速度の関係の標準化

　図－４に Rv-p と Rp の関係を示す。各近似式はいずれ
も（Rp, Rv-p） = （０, ０）を通過する。これらの aP、適用
範囲および相関係数を郊外区間と市街地区間を区別し
て表－１にまとめた。aHFN および aLr は正であり、aIRI

は負であった。郊外区間と市街地区間で比較すると、
aHFN と aIRI は郊外区間が市街地区間より、aLr は市街地
区間が郊外区間より大きい。こうした郊外区間と市街
地区間との間の aP の相違について考察する。前者に関
して、HFN と IRI はともに路面状態の悪化を意味する
ため、aHFN と aIRI は Vv が早い郊外区間で大きくなった
と考えられる。後者に関しては、Lr が交通容量の低下
に影響するため、aLr は交通量が多い市街地区間で大き
くなったと考えられる。

（ii）　Rv-p と Rp の関係の一次近似式、

（１）

　　を作成し、その傾き aP をそれぞれ求める。
（iii）　式（１）に走行試験結果から求めた Rp（= １ - Psnow

　　　/ Pfine）を代入して Rv-p をそれぞれ求める。
（iv）　次式に示すように各 Rv-p を足し合わせて Rv-mult を
　　　求める。

（２）

（v）　Vv-snow は、Vv-fine と Rv-mult を用いて以下の式で求め
　　 る。

（３）

図－３　道路雪害因子と走行速度の単相関関係

（左：路面すべり抵抗値、中央：道路有効幅員、右：路面平坦性）

図－４　道路雪害因子と走行速度の関係の標準化

（左：路面すべり抵抗値、中央：道路有効幅員、右：路面平坦性）

表－１　標準化後の単相関式

aHFN

HFN

aIRI

IRI

aLr

Lr
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最も大きい。

４．４　走行速度の実測値と計算値の比較検証

　図－６（a）および（b）に、2013年２月12日および2014
年２月21日における式（３）から求めた Vv-snow の計算値

（Vv-snow-c）および Vv-snow の実測値（Vv-snow-m）を示す。また、
Vv-fine の実測値（Vv-fine-m）も併せて示す。
　（a）2013年２月12日に注目すると、八幡方向におけ
る市街地区間および郊外区間の KP12.0まで、Vv-snow-c

は Vv-snow-m と概ね一致した。しかしながら、図中の C
や D では Vv-snow-c は Vv-snow-m を大きく下回った。図中 C
の Vv-snow-c の過小評価は、４．３で記述したように Rv-IRI

の局所的な増大が要因である。図中 D では、Rv-mult が
0.16 ～ 0.25程度であるにも拘わらず、Vv-snow-m は Vv-fine-m

と大きく異ならない。図中 D は１車線で信号の少ない
区間であったことを鑑みると、同じ郊外区間であって
も車線数、信号密度（単位距離当たりの信号数）および
交通量によって Rv-p や Rv-mult が異なる可能性が示唆さ
れる。

４．３　走行速度低下率

　図－５は、雪害日の2013年２月12日および2014年２
月21日における Rv-HFN、Rv-Lr、Rv-IRI および Rv-mult の路線
方向の変化である。好天日のデータ（Pfine）には2014年
２月28日の試験結果を用いた。
　まず、（a）2013年２月12日について記述する。Rv-HFN

は八幡方向 KP0.0 ～ 4.0および札幌方向 KP6.0 ～ 0.0の
区間で小さく、それ以外は0.10程度であった。Rv-Lr は
八幡方向・札幌方向ともに0 ～ 0.10の範囲を推移した。
Rv-IRI は概ね０～ 0.10の範囲にあるが、図中 A や B で
極端に大きな値が見られる。この要因を以下に述べる。
2013年２月12日は走行区間全体に亘って比較的凹凸の
少ない圧雪路面が形成されていた。しかしながら、特
に交差点付近において圧雪層がシャーベット状に軟化
しており、そこに輪荷重が加わったことで路面の凹凸
が増大していた。この圧雪層の軟化は、凍結防止剤の
スポット散布や停止車両からの熱供給に起因したもの
と考えられる。図中 A および B ではこうした圧雪層
の軟化に伴う路面の凹凸の増大が顕著に現れたと推察
される。Rv-mult は、上記の A および B を除けば０～ 0.20
の範囲にあり、郊外区間では Rv-HFN が、市街地区間で
は Rv-Lr の影響度が高い。また、Rv-mult は市街地区間よ
り郊外区間の方が大きい傾向にあった。
　次に、（b）2014年２月21日に着目する。Rv-HFN は0.02
～ 0.12の範囲にあり、郊外区間が市街地区間よりやや
大きい。Rv-Lr は0.08以下であった。Rv-IRI は2013年２月
12日と同様に局所的に大きい区間が見られる。実際に
走行していると、単路部は圧雪路面であったが、交差
点とその手前数十メートルはシャーベット状態であり、
路面の凹凸は増していた（写真－３）。Rv-mult は、0.05
～ 0.20の範囲を変化し、大半の区間において Rv-HFN が

(a)　2013年２月12日 (b)　2014年２月21日

写真－３　単路部と交差点部の路面雪氷状態

(2014年２月21日 )

図－５　走行速度低下率の路線分布
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　　Pave　　  ：HFN、Lv、Lr および IRI の各平均値の
　　　　　　　総称
　　Pfine　　　　：好天日における HFN、Lv、Lr および IRI
　　　　　　　の総称
　　Psnow　　　　：雪害日における HFN、Lv、Lr および IRI
　　　　　　　の総称
　　RHFN　　　　：路面すべり抵抗値の変化率（-）
　　RIRI　　　：路面平坦性の変化率（-）

　（b）2014年２月21日を見ると、図中 E と図中 F で
Vv-snow-c < Vv-snow-m が際立っている。図中 E は、上記の図
中 D と同様の理由と考えらえる。図中 F の要因は、信
号での停車の有無の違い、すなわち、当該区間におい
て、好天日（2014年２月28日）の試験では、雪害日（2014
年２月21日）の試験に比べて信号による待ち時間が長
かったと推測される。これにより、Vv-fine-m は Vv-snow-m

より小さくなり、Vv-fine-m を用いて計算された Vv-snow-c も
また Vv-snow-m より小さくなった。
　図－７は、Vv-snow-c と Vv-snow-m の比較結果を示す。図
中には郊外区間、市街地区間および両区間の平均絶対
誤差 MAE を示す。（a）2013年２月12日における MAE
は、郊外区間で5.64、市街地区間で5.12、全区間平均
で5.42であった。（b）2014年２月21日における MAE は、
郊外区間で6.45、市街地区間で5.04、全区間平均で5.86
であった。両日ともに、市街地区間の MAE は郊外区
間のそれより小さかった。

　以下、読者への便宜のため、４章で用いた記号の一
覧を示します。
　　aHFN 　　：Rv-HFN と RHFN の関係式の傾き（-）
　　aIRI　　　：Rv-IRI と RIRI の関係式の傾き（-）
　　aLr　　　：Rv-Lr と RLr の関係式の傾き（-）
　　HFN　　：路面すべり抵抗値（-）
　　IRI　　　：路面平坦性（mm/m）
　　Lr　　　 ：道路有効幅員（m）
　　MAE　　：走行速度の実測値と計算値の平均絶対
　　　　　　　誤差（-）
　　P　　　  ：HFN、Lv、Lr および IRI の総称

(a)　2013年２月12日 (b)　2014年２月21日

(a)　2013年２月12日

(b)　2014年２月21日

図－７　走行速度の実測値と計算値の平均絶対誤差

図－６　走行速度の実測値と計算値の比較
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きい傾向にあった。
（４）　走行速度の計算値と実測値の平均絶対誤差は、

2013年２月12日の試験では郊外区間で5.64、市
街 地 区 間 で5.12、 全 区 間 平 均 で5.42で あ り、
2014年２月21日の試験では郊外区間で6.45、市
街地区間で5.04、全区間平均で5.86であった。

　本研究により、HFN、Lv、Lr および IRI を同時に連
続して計測することで、複数の道路雪害因子が同時に
作用した時の走行速度低下率を計算できる可能性が示
された。こうした評価法の完成により、冬期に走行速
度の低下が大きい区間を特定するだけでなく、どの対
策を講じることが走行速度の低下抑制に効果的かを判
断できるようになる。これにより、冬期交通の円滑性
と雪害対策の効果を考慮した費用便益分析が可能にな
り、今まで以上の適切な冬期道路施策・管理の実施が
期待される。ただし、現時点において、本評価法には
以下の課題がある。

（ i ） 本走行試験で得られなかった道路条件および気象
条件、特に極端に道路環境が悪化した条件におけ
るデータを蓄積し、Lv の影響を考慮してモデルの
適用範囲を拡張させる必要がある。

（ii） 道路雪害因子と走行速度の関係式の線形につい
て、十分に検証できていない。本論文では、両者
の関係を一次関数で与えたが、これが道路雪害因
子の取り得る全ての範囲で有効かについては検討
が必要である。

（iii）本手法の精度を高めるためには、市街地区間と郊
外区間の区分だけでなく、信号密度、車線数など
道路構造や交通量の違いを考慮して道路雪害が走
行速度に及ぼす影響を標準化することが望まれる。

（iv）信号部での車両挙動の不確実性（通過する場合と
停車する場合）を除外あるいは包括した評価法に
ついて検討する必要がある。

　いずれにしても、様々な気象条件、交通条件、道路
条件、および道路雪害条件におけるデータの蓄積は、
本法の精度と汎用性の向上に不可欠である。今後は、
上記課題の解決を目指し、走行試験を継続させたい。
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５．おわりに

　本研究では、冬期道路施策・管理の効率化を図るた
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率の計算方法を提案・検証した。
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かにした。

（３）　道路複合雪害時における走行速度低下率は、IRI
が極端に悪化した区間を除けば、０～ 0.20の範
囲を推移し、市街地区間より郊外区間の方が大
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