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カーブ情報獲得プロセスに関する研究
A Study on How Drivers Gain Information on Curves
近江
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浅野

基樹＊＊＊
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Takahiro OUMI, Roberto TOKUNAGA, Motoki ASANO and Toru HAGIWARA

北海道の国道における交通事故の問題点の１つに、カーブ区間における事故の致死率が高いこ
とが上げられる。こうしたカーブ事故の対策として、カーブ進入前までにおける曲折方向と緩急
の情報提供が重要と考えられる。しかしながら、効果的な情報提供施設を検討する上で、一般の
ドライバーがどのような情報に基づき、カーブの曲折方向、緩急を認知しているか、カーブ情報
獲得プロセスを解明することが必要とされていた。
本研究では、カーブ情報獲得プロセスを明らかにするため、走行実験によりカーブ発見地点調
査とカーブ形状判定調査を実施した。その結果、曲折方向の認知には昼間は主として形状景観（道
路景観自体などで線形を運転者に示す認知材料）を判断材料として用い、夜間では構造物景観（人
工的に設置された曲折方向を示す認知材料）を用いていることが分かった。カーブ緩急の認知に
関しては、昼夜に関わらず曲線半径、シェブロンを判断材料としていることが分かった。
≪キーワード：カーブ緩急、認知プロセス、カーブ認知材料≫
The fatality rate for accidents at curves has been high on national highways in Hokkaido. The
provision of information on curves, such as turning direction and sharpness, prior to the curve is
believed to be important in preventing such accidents. To examine the effectiveness of
accessories that provide such information, it is necessary to clarify the process whereby the
driver gains information on the curve alignment, that is, what allows drivers to recognize the
curve direction and sharpness.
This study used a driving test to identify the point where the driver becomes aware of the
curve ahead and the way in which the driver anticipates the sharpness of that curve. For curve
recognition, it was found that the landscape configuration（factors that indicate road alignment,
such as the road landscape itself） is instrumental during daytime and the structural landscape
（facilities that indicate road alignment）is instrumental at night. For sharpness estimation, it was
found that, in both cases, drivers rely on curve radius and chevrons.
≪Keywords : Curve Design, Cognitive Process, Curve Cognitive Tools≫
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１．はじめに

カーブ形状の認知特性については、一般国道３
９３号
において走行実験を行い、カーブ形状判定調査を行っ

北海道の国道で発生した交通事故のうち、カーブ区

た。また、カーブ形状判定調査結果と認知材料につい

間での事故は交差点部と比較して件数は少ないものの

て要因分析を行うと共に、カーブ形状判定調査結果か

致死率が高い傾向にある。これはカーブ区間での事故

ら様々なカーブを類似性の高い６つのグループに分別

が正面衝突や工作物衝突事故に至ることが多いためで

し、その特徴と対策の必要性を取りまとめた。

あり、実際、死者数の最も多い正面衝突事故の約４割
はカーブ区間で発生している。
こうした状況の中で、国道管理者である北海道開発

２．曲折方向の認知特性について
２．１．実験・解析の概要

局が関係法令を遵守し、現場状況を勘案しながら標識

対象路線は、多彩な構造・背景・作工物を有し、調

の設置数・設置位置を決定してきてはいるものの、一

査を行う際に極力危険を生じないことを勘案し、国道

部では標識の林立など必ずしも効果的でない状況も生

４５２号を選定した。走行区間は（kp４７〜６６）区間を往

まれてきている。多すぎる標識は、道路景観を悪化さ

復し３２箇所のカーブについてカーブ発見地点測定調査

せるのみならず、ドライバーへの情報伝達にとって 見

を行った。また、この実験に併せてカーブ曲折方向の

慣れる事による麻痺

という逆効果が予想され、更に

認知における警戒標識等の有用性について調査するた

刺激的な標識の設置を促す要因にもなる。確かに、事

め、特定のカーブにおいて警戒標識やシェブロンを隠

故の予防として多くの道路附属物が必要であることは

し、情報提供施設の有無によるカーブ発見地点の変化

理解できるが、どのような道路附属物がどのような場

についても調査を実施した。解析には、各カーブにお

所で必要となるかは再検討の必要があると考えられ

ける曲折方向の認知特性を相対的に比較可能とするた

た。

め、カーブ発見遅れ指数を提案し、数量化Ⅰ類により

当研究室では、カーブ手前からカーブ区間内におい
て運転者が情報収集中にどのような挙動を示すかにつ

カーブ発見遅れ指数と相関の強い認知材料について分
析を行った。

いてアイカメラを用いて調査した。その結果、運転者
はカーブ進入前の区間においてカーブ曲折方向等を読

２．２．調査対象カーブ

みとる挙動が多く、カーブ進入後の区間ではカーブの

当該区間のような山間部では、ドライバーがカーブ

緩急を追いかける視線挙動が多くなっていた。そのた

曲折方向認知に取り入れる情報には形状景観によるも

め、カーブ事故への対策として、カーブ進入前の数秒

のと構造物景観によるものとした。

前までにおいてカーブの方向等について情報提供が重

形状景観とは、道路景観自体が前方の線形を運転者

要であり、カーブ進入後は視線誘導に重点を置くべき

に示す認知材料のことで、曲折方向の見通しによるも

事が明らかになった。しかし、アイカメラの調査では

のと、道路の背景景観によるものの２種類として定義

カーブの認知が実際に何を見て行われていたのか判明

した。曲折方向を見通せれば、カーブの方向がわかる

できかなったため、カーブ情報獲得プロセスの解明が

ことは自明である。

今後の課題となっていた。

背景景観による認知を図−１のカーブを例として説

本研究では、カーブ情報獲得プロセスに関してドラ

明する。図−１のカーブでは、勾配の関係から道路前

イバーが取り入れる情報をカーブ曲折方向の情報と

方の対象カーブを直接見通せない。しかし、右手の法

カーブ形状（緩急）に関する情報の２つに分け、曲折

面と街路樹が道路消失点の背景に回り込んでいること

方向の認知とカーブ形状（緩急）の認知について研究

から、左に道路が曲がることがわかる。

を行った。

一方、構造物景観とは人工的に設置された曲折方向

曲折方向の認知特性を把握するため、一般国道４
５２

を示す認知材料として定義した。カーブに設置されて

号においてカーブ発見地点測定調査を行うと共に、各

いる外灯、ガードロープ、シェブロン、標識を対象と

カーブにおいて曲折方向の認知特性を相対的に比較す

した。

るため、カーブ発見遅れ指数を提案した。

これら構造物景観や形状景観の認知材料を道路環境フ

解析には、数量化Ⅰ類を用いた要因分析を行い、
カーブ発見遅れ指数と相関関係の強い認知材料を分析

ァクターと総称し、表−１に対象とした３２箇所のカー
ブにおける道路環境ファクターを取りまとめた。

した。
２
０
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２．３．カーブ発見の定義
本調査におけるカーブ発見とは、ドライバーが道路
の形状景観および構造物景観から曲線方向を認知する
こととした。
図−１の場合は、曲折方向の見通しが困難な状況で
あるが、周囲の背景によれば左に曲がっていることが
わかる。このように、曲折方向の見通しによる認知だ
けでなく、道路背景による認知も含めて形状景観によ
る認知とした。また、図−２のカーブの様に、形状景

図−１

形状景観概要図

観による認知が困難な状況では警戒標識、つまり構造
物景観により認知したものとした。
２．４．カーブ発見地点測定調査
走行実験は、まず被験者にシートベルトなどの安全
確認を行った後、本実験の目的並びにカーブ発見の定
義を説明した。被験者が走行中にカーブを発見すると
ステアリングに設置したボタン（図−３）を押し、そ
の時のキロポスト（kp）をカウンターディスプレイ
（図−４）
から読みとりカーブ発見地点とした。なお、
測定の誤差を最小化させるために、kp４
７及び kp６６付
近の折り返し地点で停止し、カウンターディスプレイ

図−２

構造物景観概要図

表−１

道路環境ファクター

の測定値と実際のキロポストを同期させた。
２．５．カーブ発見遅れ指数
本研究では、形状景観並びに構造物景観がカーブ発
見の際に与える影響を調査するため、カーブ発見遅れ
調査を実施した。なお、実車走行にあたり、被験者ら
には規制速度に従った一定の走行速度を指示したた
め、今回は速度によるカーブ発見遅れへの影響は考慮
しなかった。
道路環境ファクターとカーブ発見地点の関係を複数
のカーブで比較可能とする数量的な評価指標が必要で
ある。その際、対象カーブとそのカーブの発見地点と
の距離による評価では、当該区間のような山間部にお
いては、直線距離そのものが短いことから認知材料の
評価指標となり得ない。従って、カーブ直前の直線距
離に影響を受けない指標により、曲折方向認知特性を
比較検討するべきである。本研究では、複数の曲折方
向認知特性を相対的に比較するため、以下のように検
討した。
まず、対象カーブの曲折方向の認知が可能な最も遠
い地点を最大曲折方向認知地点 Pa（Point a）と定義
した。一般的に、カーブの曲折方向の認知が可能な地
点は直接見通せる地点として定義される（図−５参
照）。しかし、図−１の様にカーブの曲折方向は直接
北海道開発土木研究所月報
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２
１

対象カーブが見えなくても、前方の景観から判断可能
な場合があるため、最大曲折方向認知地点 Pa という
ものを定義した。なお、厳密には以下のように定義し
た。
対象カーブの一つ前のカーブを通過した後、対象
カーブの何がしかの線形変化を初めて認知できる地
点。但し、縦断勾配の凸の影響を受け、線形変化を認
知できない場合には、その凸の部分が無ければ線形を
認知することが出来るであろうという地点とした。な
お、各対象カーブの最大曲折方向認知地点は事前に実
験担当者が調査区間を低速で走行した際に定めた。ま
た、対象カーブの曲折方向を明確に認知する地点を

図−３

実験車両のステアリング

図−４

カーブ発見時の車内状況

カーブ発見地点 Pb（Point b）とした。Pa 及び Pb そ
れぞれの地点から、対象カーブ BC までの距離を見通
し距離 MDD（Maximum Detection Distance）及びカー
ブ発見距離 DD（Detection Distance）とし（図−１）、
カーブ発見遅れを相対的に示すカーブ発見遅れ指数
CDI（Curve Detection Index）を式（１）で定義した。
但し、見通し距離が無限大となるような平地では、こ
の指数は限りなく１に近くなり、このような平地の場
合には絶対的なカーブ発見距離が重要な評価指標にな
ると考えられる。
CDI ：カーブ発見遅れ指数（Curve Detection Index）
。
MDD ：見通し距離（Maximum

Detection

Dis-

tance）。最大曲折方向認知地点（Pa）から対象カー
ブの始点（BC）までの距離。
DD ：カーブ発見距離（Detection Distance）。カー
ブ発見地点（Pb）から対象カーブの始点（BC）
までの距離。
Pa：最大曲線方向認知地点（Point a）
。対象カー
ブの一つ前のカーブを通過した後、対象カーブの
何がしかの線形変化を初めて認知する地点。
Pb：カーブ発見地点（Point b）
。被験者が走行中
に対象カーブの曲折方向を認知し、ボタンを押し
た地点。
図−５

カーブ発見遅れ調査の概要図

カーブ発見遅れ指数は、０に近づくほど発見の早い
カーブであり、１に近づくほど発見の遅いカーブであ
ると定義した。昼間と夜間におけるカーブ発見距離・
カーブ発見遅れ指数を表−２及び図−６に示す。昼間
では、発見遅れ指数の平均が０．
０
１〜０．
６９の範囲で分布
し、殆どのカーブで発見遅れ指数が０．
２以下となって

!"#"

$""!""$
#
$""

…!

いる。そのため、大部分のカーブにおいてドライバー
２
２
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が対象カーブの一つ前のカーブを抜けた直後にカーブ

表−２

カーブ発見距離（平均値）

を発見していたと考えられる。一方、夜間では発見遅
れ指数、標準偏差が増加している状況がグラフから読
みとれる。
２．６．標識及びシェブロンの有無によるカーブ発見
遅れ指数の変化
本調査では、ドライバーがカーブの曲折方向を認知
する際、標識・シェブロンの影響をどの程度受けてい
るか把握するため、標識・シェブロンの有無による
カーブ発見の遅れ指数の変化について１
１箇所のカーブ
で調査した。具体的には、標識・シェブロンを両方隠
したカーブ、あるいはどちらかを隠した等の条件を設
定し、昼夜別にカーブ発見遅れ指数の調査を行った。
表−１に、標識・シェブロンの条件を示している。
図−７には、昼間における標識・シェブロンの有無
によるカーブ発見遅れ指数の変化を示す。昼間では、
標識・シェブロンを隠したことにより、No３，
４，
９，
２９
で発見が早くなる傾向となったが、これらのカーブは
標準偏差が比較的大きく、被験者の個人差によるもの
と考えられた。それ以外のカーブでは、大きな変化は
見られなく、標識を隠した事による影響は小さいと考
えられる。また、t 検定を行った結果、昼間において
は標識・シェブロンの隠し有無別では有意なケースが
見られなかった。
一方、夜間における標識・シェブロンを隠した事に
よる影響は条件によって特徴が異なる（図−８参照）。
外灯の設置されているカーブ（No１，
４，
５，
２８）では、
隠した事による影響が殆ど見られない状況にある。し
かしながら、外灯の設置されていないカーブ、特に標
識及びシェブロンが共に設置されていない全てのカー
ブ（No３，
２
１，
１
２，
１３）でカーブの発見が遅れている状
況にある。なお、t 検定を行った結果、標識・シェブ
ロンを隠したことにより、No３，
１
３において有意な差
が見られた。
２．７．曲折方向認知の要因分析
ドライバーが、カーブ曲折方向を認知する際の形状
景観と構造物景観の認知材料がカーブ発見遅れ指数に
与える影響を定量的に把握するため、数量化Ⅰ類によ
る要因分析を行った。カーブ発見遅れ指数を目的変数
とし、形状景観と構造物景観を説明変数とした。
説明変数として、形状景観については曲折方向の見
通しの程度（容易、困難）と道路前方の背景による認
知の程度（容易、困難）とした。また、構造物景観に
北海道開発土木研究所月報
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図−６

カーブ発見遅れ指数
２
３

関してはガードロープ、シェブロン、警戒標識、外灯

表−３

数量化 I 類による分析結果

（夜間のみ）の有無によるものとした。表−３に、形
状景観と構造物景観の説明変数と昼夜別に偏回帰係
数、重相関係数、偏相関係数を示している。偏回帰係
数とは、カーブ発見遅れ指数の最良推定式を求めるベ
クトルである。偏回帰係数が負であることは、カーブ
発見遅れ指数を小さくすることになり、カーブの発見
が早まる方向に効いていることを意味する。
また、偏相
関係数はその要因の影響の大きさを示すものである。
昼間においてカーブを早く発見する要因としては、
形状景観の見通しによるものが最も大きく、構造物景
観による影響は比較的小さい。一方、夜間に関しては
カーブを早く発見させる要因として、外灯の照明の影
響が非常に強く、昼間と比べ曲折方向の見通しによる
影響は小さくなった。しかしながら、今回のモデルで
は本来カーブの発見を早める効果が期待される標識の
偏回帰係数がプラスとなり、昼夜においてカーブ発見
を遅れさせる方向に効いている因子となった。この原
因としては、昼間ではカーブ見通しによる影響、夜間
では外灯による影響が極端に強く出力されたため、モ
デル内の相対的なバランスとしてカーブ発見遅れ指数
を大きくする因子となったと考えられる。以上より、

図−７

カーブ発見遅れ指数（昼間）

図−８

カーブ発見遅れ指数（夜間）

カーブの発見を早める要因として、昼間では見通しを
中心に形状景観による影響が最も強く、一方、夜間に
関しては外灯を中心に構造物景観の影響を受ける傾向
にあると考えられる。
重相関係数に関し て は、昼 間 が０．
６２
３及 び 夜 間 が
０．
７１
３となった。昼間が夜間よりも重相関係数が低い
原因には、昼間には今回用いた説明変数以外にも様々
な要因が考えられ、定義した６つの説明変数で説明し
きれない要素があったものと考えられる。
３．カーブ緩急の認知特性について
３．１．実験・解析の概要
多彩なカーブ形状を有する路線において、カーブ緩
急の認知特性の把握が可能であると判断し、３
９３号を
調査対象路線とした（図−１
０参照）。調査区間は、縦
断勾配が大きく曲線半径が小さい急カーブの連続する
区間を a 区間（kp２〜１
２）とした。また、a 区間と同
様に縦断勾配が大きいが、比較的緩やかなカーブが続
く区間を b 区間（kp１
７〜２
２）とした。こ の２つ の 区
間を往復し、その内の６
５箇所のカーブについて調査を
行う事とした。
実験は、２
０
０
０年１１月２日に昼夜にかけて行い、被験
者は年齢２
１〜２
３歳、運転歴１〜４年の計６人に対して
２
４

図−９

偏相関係数
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行った。
本実験では、被験者が当該区間を走行し、運転中に
被験者がどのようにカーブの緩急を認知しているか調
査を行った。具体的には、各カーブにおけるカーブ緩
急認知特性を相対的に比較することを可能とするため
に、カーブ形状を判定する要因を抽出するカーブ形状
判定調査を実施し、分散分析によりカーブ形状判定調
査と相関の強い認知材料について分析を行った。
３．２．調査対象カーブ
当該区間のような山間部ではドライバーがカーブ緩
急を認知する際に取り入れる情報としては、カーブ曲
折方向認知と同様に形状景観並びに構造物景観が考え
られる。
形状景観としては曲線半径や曲線長の他に、カーブ
線形が見通せる程度を線形予測状況として「良い・普
通・悪い」の３つの段階に定義した。具体的に、「良
い」とは図−１
１の様に対象カーブのかなり先まで見通
せるカーブとした。
「普通」とは、図−１
２の様にある
程度見通せるカーブとした。また、
「悪い」とは図−

図−１
０ 一般国道３
９
３号（調査区間）

１
３の様にカーブの入り口はわかっても、その先をほぼ
見通せいない状況と定義した。これらの定義に基づ
き、実験前に実験担当者が６
５の対象カーブを主観的に

表−４

a 区間の道路環境ファクター

分別した。
３．３．カーブ形状判定調査
ドライバーがカーブ区間を走行する際に、カーブ進
入前のカーブの緩急に対するイメージと実際の線形状
況（曲線半径、曲線長等）
に関して比較検討するため、
カーブ形状判定調査を行った。
カーブ形状判定調査とは、被験者が実験区間を走行
している際に、実験担当者が対象カーブ進入前のカー
ブ緩急の印象と対象カーブ走行後のカーブ緩急の印象
を尋ねることにより行った。カーブ進入前のカーブ緩
急の印象を事前評価とし、カーブ走行後のカーブ緩急
の印象を事後評価として、被験者にカーブ緩急の印象
を尋ねた。具体的には、事前評価を以下の様に定義し
た。
・事前評価
「緩い」〜減速無しで通過できるカーブ
「普通」〜減速弱で通過できるカーブ
「きつい」減速強で通過できるカーブ
・事後評価
「緩かった」〜予想より緩かった
「同じだった」〜予想通りだった
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２
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図−１
１ 線形予測状況「良い」

図−１
２ 線形予測状況「普通」

「きつかった」〜予想よりきつかった

表−５

図−１
３ 線形予測状況「悪い」

b 区間の道路環境ファクター

走行実験の前に、これらの評価基準を被験者に説明
した上で走行実験を行った。
３．４．カーブ形状判定調査結果
a 区間では、曲線半径１
０
０m 以下のカーブが多く、
勾配が４％以上あり、非常に厳しい線形といえる。そ
のため、図−１
５に示すように、事前評価では勾配、昼
夜に関わらず「きつい」と評価する比率が４
５％程度と
半分程度を占めた。a 区間の事後評価を図−１
６に示
す。下りの昼間において「きつかった」と評価する比
率が３０％と最も高く、それ以外の条件では「きつかっ
た」と評価する比率が２
０％弱で、「同じだった」が７０％
程度となった。
b 区間は、平均勾配が５％と大きいが、曲線半径が
２
００m 前後であり、a 区間と比べると比較的緩やかな
区間である。そのため図−１
７で示すように、事前評価
で「普通」あるいは「緩い」と評価する比率が８
０％程
度となった。また図−１
８で示すように、事後評価に関
行

進
向

する比率が９
０％程度となった。
３．５．カーブ形状判定の要因分析

事後評価

方

しても、
「同じだった」あるいは「緩かった」と評価

緩い・同じ・きつい

事前評価
ゆるい・ふつう・きつい

ドライバーがカーブに進入する前に、道路前方の何
に基づきカーブ緩急を判定しているか調査するために
認知材料の要因分析を行った。そのためにまず、カー

図−１
４ カーブ形状判定調査の概要図

ブ形状判定調査結果を次のように数値化を行った。事
前評価を「緩い」・・・１点、「普通」・・・２点、「き

ロンの有無、減速マーキングの有無、曲線半径標示の

つい」・・・３点として、被験者の判定をカーブごと

有無、線形予測状況、曲線半径の５つとした。

に得点化した。また、通過後の事後評価に関しても同

表−６〜表−９に回帰係数、標準偏差、t 値、そし

様に「緩かった」・・・１点、「同じだった」・・・

て有意確率を区間別・昼夜別に示している。説明変数

２点、「きつい」・・・３点として数値化した。

の回帰係数が正である時、事前評価にプラスの効果、

次に、事前評価と緩急認知材料の関係について分散
分析を用いて、昼間と夜間における事前評価の推定値
モデルを導出した。この際に、説明変数としてシェブ
２
６

つまり被験者がきついと評価する方向に効いているこ
とを示している。
a 区間では、昼夜に関係なくシェブロン・曲線半径
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図−１
５ 事前評価（a 区間）

図−１
６ 事後評価（a 区間）

図−１
７ 事前評価（b 区間）

図−１
８ 事後評価（b 区間）

表−６

事前評価の要因分析（a 区間・昼間）

表−７

事前評価の要因分析（a 区間・夜間）

表−８

事前評価の要因分析（b 区間・昼間）

表−９

事前評価の要因分析（b 区間・夜間）
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表−１
０ クラスター分析の結果

２
８
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が有意水準５％にて有意となり、事前評価に大きく影

カーブ群である。道路附属施設に関しては、設置され

響を与える要因となった。また昼夜に関係なく、減速

ている場合と設置されていない場合があった。事前評

マーキング、曲線半径標示が事前評価に効果的な影響

価、事後評価共にきついと感じるカーブが多い。カー

を与えない結果となった。昼間においては、線形見通

ブ進入前とカーブ走行中の速度差についても他のグ

し状況が有意となっていたが、夜間では有意となって

ループに比べて大きい状況にある。事前評価：２．
５以

おらず、事前評価に与える影響は非常に小さくなって

上、事後評価：２．
０以上、速度差：８km/h、線形：半

いた。この要因としては、夜間は昼間と比較すると視

径５０m、曲線長：１２０m、施設：シェブロンと減速マー

距が短くなり、視界も狭くなることが影響したと考え

キングの設置が半分程度。

られた。
b 区間に関しても昼夜に関係なく、シェブロン、曲

２）C２に属するカーブ（a２，b１）

線半径が事前評価に大きく影響を与える要因となっ

C１と比べて、やや緩いカーブのグループといえ

た。線形予測状況は昼間では有意とならなかったが、

る。事前評価が「きつい」に対し、事後評価がほぼ「同

夜間において有意となった。線形予測状況は昼間のよ

じ」となっていた。また、道路附属施設については比

うに視野が広い時に良し悪しの区別が明確に現れるた

較的によく設置されている状況にある。事前評価：２．
５

め、本来、昼間は線形予測状況を利用して判別し、夜

程度、事後評価２．
０程度、速度差：５km/h、線形：曲

間においては線形予測状況の利用頻度が落ちるものと

線半径５０〜１００m、曲線長１００m 前後、施設：シェブロ

考えられるが、ここでは、全く逆の結果となった。そ

ンの設置が７割、減速マーキングの設置が３割程度。

の原因として今回のモデルでは昼夜共にシェブロンの
影響が非常に大きく、モデル内での相対的なバランス
が崩れた事が原因と考えられた。

３）C３に属するカーブ（a４）
C２と示したカーブとほぼ同等であるが、事前評価

減速マーキングに関して、昼間においては有意なも

が「ふつう」に対し、事後評価が「きつい」となって

のとなっていないが、夜間において有意なものとなっ

いた。速度差は６つのグループの中でも大きく、７km

ていた。

/h 程度の速度差がある。道路附属施設は、比較的少

しかし、減速マーキングの効果が負の効果となって

なく、運転者の判断ミスを引き起こす可能性があり、

いた。つまり、減速マーキングが存在すると「緩い」

潜在的な危険性が高いカーブといえる。事前評価：２．
０

と判定する方向に効いていることになる。このように

前後、事後評価：２．
５前後、速度差：７km/h、施設：

本来あるべき効果と逆の効果となった原因として、減

シェブロン、減速マーキングの設置は３割程度。

速マーキングが設置されているカーブは３箇所と少な
く、標本数の少なさが影響している可能性があると考

４）C４に属するカーブ（b２）
C２と示したカーブとほぼ同等の線形であるが、事

えられる。

前評価、事後評価共に「きつい」となった。C３と同
３．６．クラスター分析によるカーブの分類

様に事後評価が「きつい」となるカーブ群である。C

本実験で対象としたカーブの類似性を評価するた

３との違いとしては道路附属施設が整備されている

め、説明変数としてカーブ形状判定調査の事前評価、

カーブが多い点である。しかしながら、主観的評価と

事後評価を用いてクラスター分析を区間別に行った。

合致しない状況にあるため C３と同様にカーブの緩急

その結果 a 区間では５つのグループ（a１，
a２，
a３，a４，a

を効果的に伝える道路附属施設が必要である。事前評

５）に分類された。また、b 区間に関しても４つのグ

価：２．
３前後、事後評価：２．
５以上、速度差：７km/h

ループ（b１，
b２，
b３，b４）に分類された。これらの９

前後、施設：シェブロン、減速マーキングの設置は７

つの小グループをカーブ形状判定調査結果、曲線半

割程度。

径、道路附属施設設置状況等を勘案し、
６つの大グルー

５）C５に属するカーブ（a３、b３）

プ（C１，
C２，
C４，
C５，C６）に取りまと め た（表−１０、
図−１９〜図−２
４参照）
。以下にその特徴を示す。

このグループに属するカーブは、今回調査したカー
ブの中で急とは言えないレベルの線形であった。事前
評価は「緩い」で事後評価も「同じ」になっていた。

１）C１に属するカーブ（a１）
曲線半径が５
０m 前後、曲線長が１
２
０m 前後となる急
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道路附属施設はほとんどなく、線形予測状況は「よい」
であった。このグループのカーブ線形予測状況も良
２
９

図−１
９ C１に属するカーブイメージ

図−２
０ C２に属するカーブイメージ

図−２
１ C３に属するカーブイメージ

図−２
２ C４に属するカーブイメージ

図−２
３ C５に属するカーブイメージ

図−２
４ C６に属するカーブイメージ

く、ドライバーがカーブ全体を見渡すことが出来るた

カーブ発見地点測定調査では、カーブ発見遅れ指数

め、運転者がカーブの緩急を的確に読みとる事が出来

を提案した。その結果を基に、数量化Ⅰ類を用いて定

たと考えられる。事前評価：１．
６前後、
事後評価：２．
０、

量的に形状景観及び構造物景観とカーブ発見遅れ指数

速度差：無し、施設：道路附属施設は殆ど設置されて

の関係について示した。

いない。

両者の強い相関関係から、昼間は形状景観をカーブ
曲折方向認知の主な認知材料とし、夜間は照明と標識

６）C６に属するカーブ（b４）

を主な認知材料として取り入れて、カーブ曲折方向を

C５と同様に緩い線形のグループである．事前評価

認知する傾向があることを示した。また、標識・シェ

が「普通」になり事後評価が「ゆるい」グループであ

ブロンを隠した実験に関しても、昼間における構造物

る。５）
との違いとしては線形予測状況が比較的低く、

景観の影響が低く、夜間では標識を隠す事によりカー

線形予測状況の良いカーブが含まれていないグループ

ブの発見が遅れた事から、数量化Ⅰ類で示したモデル

である。このグループのカーブはカーブ判定が安全側

と同様の傾向にあると考えられた。

への見込み違い起こす場合が多く、道路附属施設等の
対策は要しないと考えられる。

一方、カーブ形状判定調査では、分散分析を行って
定量的に形状景観、構造物景観と事前評価の関係につ
いて示した。その結果、ドライバーは道路前方の曲線

４．カーブ情報獲得プロセスに関する考察

半径、シェブロンの影響を強く受けて、カーブの緩急

本研究では、カーブ情報獲得プロセスにおいてカー

を判断していると考えられた。しかしながら、クラス

ブ曲折方向の認知とカーブ緩急の認知の２つに分け、

ター分析の結果では、C４の様にシェブロン等の道路

カーブ発見地点測定調査とカーブ形状判定調査を行っ

附属施設が完備されているカーブに関しても、カーブ

た。

形状判定調査の事前事後評価で差異が有るグループに

３
０
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分別された。そのため、シェブロンの効果としてはド

標示等の道路附属施設では、道路線形をイメージさせ

ライバーに「急」であるという警戒心を強める効果が

るには至らない状況にある。そのため、ドライバーに

あるものの、カーブの奥行きや曲線長等の具体的な道

線形をイメージさせる道路附属施設に関して検討する

路線形をイメージさせるには至っていないと考えられ

と共に、カーブ形状判定調査等によりその効果を検証

る。そのため、ドライバーに線形をイメージさせる道

する必要がある。

路附属施設の検討が必要と考えられた。
参
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