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機能に対応した新たな道路設計への取り組み
（地方部道路を対象としたドイツにおける新しい設計ガイドライン）
宗広 一徳 * 秋元 清寿 ** 浅野 基樹 ***

続くならば、本目標は達成されないであろう。交通事

１．はじめに
本 稿 は、 論 文「New Design Guidelines - A Step
Towards Self-Explaining Roads ?」１）
（Roland Weber
及 び Gert Hartkopf、 ド イ ツ 連 邦 道 路 交 通 研 究 所
（Bast））を翻訳、とりまとめ、報告するものである。

故死者削減に対する努力は、強化されるべきである。
（図－１参照）「この地域内の交通に関して、どのよう

同論文は、第３回道路幾何構造設計に関する国際シン
ポジウム及び第85回 TRB 年次総会にて発表されたも
のである。同論文は、従来の「設計速度」の考え方を
踏襲しつつ、今後は、地方部の道路設計において、
「道
路設計」と「交通運用形態」
、
「交差点形式」の組合せ
を一体化し、設計・運用された道路自体が自ら説明す
ることが要求されると指摘している。すなわち、道路

組みを行ってきた。全ての国が、更なる交通安全と救
急医療の改善、交通教育と情報提供への努力の強化は
別として、道路インフラの整備も必要であると表明し

ユーザー（ドライバー）による運転挙動が、設計・運
用された道路自体から説明される（他の説明を要しな
い）と共に、よく適応していることが求められる。こ
のことが施行されることにより、交通安全面への貢献
が期待されると指摘している。
他方、我が国では、2003年７月、道路構造令が改正
され、それぞれの地域特性に応じた道路構造が採択さ
れるようになった。こうした動向を踏まえ、
筆者等は、
北海道の地域特性に応じた道路構造と交通管理運用に
関する研究に取り組んでいる。そのような状況下、ド

な取り組みが行われてきたか？」多くの国では、これ
までに、交通安全プログラムを策定し、国家的な取り

てきた。このような中、ＥＵ委員会は、道路交通安全
の問題を指導的に取り組むことを発表する予定であ
る。本指導の最重要の方策は、以下となる。
・新しいインフラ施策の交通安全への影響評価
・道路ネットワークの交通安全分析
・事故多発地点の抽出と対応
・新設道路の道路交通安全監査
ＥＵ委員会の準備作業グループでは、前述の方策に
関し、冒頭で更なる目標の重要性を明らかにした。
「標準化されると共に、自ら説明する道路設計への
ルールづくり」
地方部道路を対象とした新しいドイツの設計ガイド
ラインの策定に際して焦点としているのが、まさにこ
のことである。

イツ連邦道路交通研究所による本論文に接したとき、
道路設計（構造）と交通運用形態（実勢速度、走行車
両の制限等）の組合せが重要であり、道路ユーザーに
対し、設計・運用された道路自体が説明するとの指摘
は、たいへん示唆のある内容と思われた。ここに、筆
者である Roland Weber 博士等のご了解も頂き、同論
文の概要について下記２．から５．に亘り紹介する。
同時に、北海道の地域特性に応じた道路構造と交通管
理運用を検討する際の留意点を述べる。
２．ＥＵにおける背景
ＥＵ15 ヶ国内では、毎年、およそ40,000人もの交通
事故死者を数えている。ＥＵ委員会では、
「2010年ま
でに年間の交通事故死者数を半減させる」という目標
を設定した。しかしながら、経済発展の現在の傾向が
寒地土木研究所月報

№637

2006年６月

図－１

ＥＵにおける交通事故死者数
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３．標準化されると共に自ら説明する道路設計
標準化された道路とは、できる限り均一化されるこ
とであり、同時に他タイプの道路とはできるだけ区別
されるべきである。道路は、どのように設計されたか
に関して、潜在的に道路ユーザーに対し、どんな運転
をすべきかを自ら説明（Self-Explaining）するべきで
あろう。この２つのことにより、以下の達成が期待さ
れる。
・各道路タイプにおいて、設計寸法と要素配置の関
係が緊密に結びついている。
・各道路タイプにおいて、線形要素、横断面構成要
素、交差点タイプが、相互に最善に適応している。

図－２

道路交通関与と環境的制限のモデル

・さらに、運用規則、特に各道路タイプにおける速
度制限と交通形態の関係が考慮されるべきである
以上が、まさに、ドイツにおいて達成しようとして
いる一連の動きである。
４．道路設計のガイドライン図
１つの道路グループに数種類の設計タイプが含まれ
る場合、異なる設計タイプのガイドライン図の該当が
必要とされる。多くの専門家とガイドライン利用者に
よる道路設計の基礎概念は、従来は、設計速度により
行われてきた。
「しかしながら、設計速度は、本当に道路設計の基
礎概念として十分であろうか？」
設計速度とは、運転挙動に従って、原則、車両が自

図－３

ドイツの道路分類のグループ分け

・横断面構成
・交差点形式
・そして、交通運用形態
上記対象を決定するために、設計速度という概念は、

由走行時に、湿潤路面条件における最小曲線半径及び
最大片勾配で、前方の予期せぬ障害物に対して、安全
に停止できる速度のことである。
ドライバーは、より大きい曲線半径を有する道路区
間では、より早く運転可能である。もし、路面が乾燥
である場合、より小さい曲線半径でさえも、より速く

道路の基礎的特性を示す新しいガイドライン図に置き
換えられるべきである。この新しいガイドライン図を
「設計クラス」と呼んでいる。もし、設計速度という
概念と独立し、新しいガイドライン図として「設計ク
ラス」が受け入れられるならば、以下の２つの疑問点
が残される。

運転することが可能である。この理由により、設計速
度は、実際の運転速度に対して、完全に一致している

・どのパラメータが設計クラスの仕様を決定するの
か？

訳ではないということである。
設計速度は、それ故に、以下のことを決定している

・どの設計パラメータが設計クラスにより決定され
るのか？

だけである。
・最小曲線半径
・そして、間接的に、曲線部緩和区間
設計速度は、しかしながら、以下のことを決定して
はいない。
・縦断曲線

一つのごく簡単なモデルが設計クラスの仕様として
開発されている。本モデルは、道路に要求される基礎
的性能に基づいており、２つに要約される。（図－２
参照）
・道路交通の関与レベル
・環境的制限に要求されるレベル

・直線区間の延長
・縦断勾配
・片勾配

これらの２つのパラメータは、異なる設計クラス別
に、異なるレベルにより合致している。この簡単なモ
デルが、道路網の基礎構造に従い、ドイツの道路分類

・最大片勾配未満のときの最小曲線半径
・制動停止並びに追越視距

の基礎でもある。道路交通の関与レベルは、連結され

38

る機能レベルを通じて表現される。すなわち、
「Ⅰ」
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・地形
・保護すべき自然景観区域
・保護を必要とされる居住区域
上記の目標、すなわち、標準化されて自ら説明する
道路設計を達成するために、２つのカテゴリーに分け
られる。（図－４参照）
・通常の制限
・大幅な制限
本結果のマトリックスにより、表－１に示す通り８つ
図－４
表－１

地方部道路の道路分類
地方部道路の設計クラス

に分けられる。これらの設計クラスは、全ての設計と
運用の形を決定する。それらは、以下の点から明確で
ある。
・横断面構成
・交差点形式
・曲線半径の範囲
・最大縦断勾配
・縦断曲線
・さらに、特に運用形態
５．設計クラス及び設計要素の詳細
５．１ 横断面構成

は高い関与レベルを示す。
「Ｖ」は低い関与レベルを
示す。路側環境（環境的制限）に要求されるレベルは、
「Ａ」〜「Ｅ」に分類される。ここに、
「Ａ」は低い環
境的要求、
「Ｅ」は高い環境的要求を示している。なお、
「Ａ」は、主に高速道路を対象とする「ＡＡ」と地方
部道路を対象とする「ＡＬ」の二つを設けている。
・
「ＡＡ」：アクセスコントロールされた高速道路な
ので環境的要求はない
・
「ＡＬ」：農業開発に伴うごく低い環境的要求
・
「Ｂ」 ：市街地郊外部において、代表的な産業に
よる低い環境的要求
・
「Ｃ」 ：貿易と第三次産業による中間レベルの環
境的要求
・
「Ｄ」 ：居住地及び商業地による高い環境的要求
・
「Ｅ」 ：行楽地や休憩などの道路利用に対する非
常に高い環境的要求
地方部の道路は、交通の関与レベルに応じて、「Ａ
ＬⅠ」〜「ＡＬⅣ」の４つに分類できる。
・
「ＡＬ１」：長距離交通（国境間を含む）
・
「ＡＬⅡ」：国内の交通
・
「ＡＬⅢ」：地域内の交通
・
「ＡＬⅣ」：日常生活圏の交通
新しいドイツの設計ガイドラインでは、カテゴリー
Ⅴの道路は対象としていない。そして、以下の観点か
ら環境制限も行われる。
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各設計クラスにおける横断面構成は２つに限定され
るべきである。
（１）設計クラス１
設計クラス１は、標準横断図としてＲＱ21とＲＱ
15とする。以前のＲＱ20は、ＲＱ21へと変更させる。
すなわち右側車線幅員を3.25m の代わりに3.50m、
中央分離帯幅員を2.00m の代わりに2.50m を採用す
る。（図－５）以前のＲＱ15.5は、ＲＱ15へと統一
される。路肩幅員は、0.25m に変わって0.50m へ拡
げられる。１車線区間の幅員が0.25m 狭くなって
3.50m になる。中央分離帯の幅員は、0.75m とする。
保護路肩幅員は1.50m とする。（図－５）
（２）設計クラス２
ＲＱ11＋ Z は、ＲＱ11に加えて、個別に追越車
線を設けたものである。これは、全道路区間を３車
線としたＲＱ15とは異なるものである。
（図－６、７）
標準横断Ｑ11＋ Z は、ＲＱ21と共に、設計クラス
２に該当する。
（３）設計クラス３
設計クラス３は、ＲＱ11を標準横断とする。最小
限の変更ケースとして、ＲＱ10も該当する。ＲＱ11
の横断面構成は、以前のＲＱ10.5の路肩を0.25m か
ら0.50m へ拡幅したものである。（図－８）
（４）設計クラス４
ＲＱ10を標準横断とし、及び最小限の変更ケース
としてＲＱ8.5が設計クラス4に該当する。
（図－９）
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ＲＱ10は、現在のＲＱ9.5から、路肩を0.50m へ拡幅
したものである。保護路肩の幅員を1.50m へ拡げる
ことを除いて、以前のＲＱ7.5の車線幅員を変更し
ないつもりである。路肩を0.50m へ拡げるために、
内側に区画線を引くようにしている。従来の中央区
画線は、この横断面構成では設置しないこととする。
各設計クラスにおける典型的な標準横断図は、表－
２の通りである

表－２

５．２
図－５

図－６

ＲＱ21（４車線道路）

ＲＱ15及びＲＱ11＋ Z（３車線道路）

設計クラス別の標準横断図

交差点形式

各設計クラスにおいて、交差点形式は２つだけを対
応させることする。「交差点形式」という用語は、こ
こでは、交差点の基礎型式と運用形態の２つを組み合
わせることを意味する。（図－10）
交差点の基礎型式は以下の通りである。
・ sl = 立体交差
・ psl = 部分的な立体交差
・ ra = ラウンドアバウト
・ al = 平面交差
部分的な立体交差及び平面交差点の運用形態は以下
の通りである。
・固定標識により、優先通行を制御
・交通信号により、優先通行を制御
各設計クラスに対応した交差点形式は、以下の通り

図－７

３車線道路（RQ15）と２車線道路＋付加車線
（RQ11+Z）の比較

とする。
・設計クラス１：立体交差、交通信号を伴う
部分的な立体交差
・設計クラス２：ラウンドアバウト、
交通信号を伴う平面交差
・設計クラス３：ラウンドアバウト、
平面交差点（信号制御あり、信号
制御なし）
・設計クラス４：信号なしの平面交差

図－８

RQ11と RQ10（２車線道路）

図－９
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RQ8.5（１車線道路）

図－10

交差点形式
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表－３

各設計クラスの交差点形式

（３）追越視距
十分な追越視距を有する道路延長への要求は、将来
的には断念するべきである。追越視距に関しては、こ
れまでのところ、実際には試験が行われていなかった。
（表－５）
表－５ 追越の原則

各設計クラスにおいて適用される交差点形式の概要
は、表－３に示す通りである。
５．
３

線形

線形に関して、以下に示す３つの主たる変更点があ
る。
（１）曲線半径
従来のガイドラインと比較して、より低い規格の
図が最小曲線半径として代表されている訳ではな
い。推奨される最小曲線半径は、環境条件等により
よい短くできる可能性もある。推奨される曲線半径
の範囲は、表－４に示す通りである。
表－４

曲線半径の範囲

十分な追越視距を有する道路延長を断念するに際し
ては、以下のような理由がある。
・設計クラス１及び設計クラス２：追越行動に際し
ては、追越車線が規則的に確保されなければなら
ない。対向車線に出て追越行動を行うことは、区
間線により大幅に回避されなければならない。
・設計クラス３：このクラスの道路のトリップ長は、
設計クラス１及び２と比してより短いため、一般
的には追越視距を設計ルールの対象とすべきでは

（２）片勾配
現行は、走行速度（85パーセンタイル速度）と曲線

ない。
・設計クラス４：追越行動を伴うことは、反対すべ
きである。
新しいガイドラインは、また、設計の試験モデルを
以下により再定義する予定である。
・実際の運転挙動に基づく新たな速度試験の定義

半径により決定されている。しかしながら、今後は、
片勾配は、長い間、オーストリアで用いられてきた半

・曲線半径と独立した速度試験の特定
・要求される制動停止視距の試験

径（図－11）と独立し、単独で決定されるようになる
予定である。

・視距が十分に確保できない地域の特定
・もし必要ならば、当該地域における交通規制措置
の指定
５．４

全体／各要素の組合せ

上述５．１〜５．３の要素の組合せを考慮し、設計ク
ラス毎に適合される。各設計クラスの横断面構成、交
差点形式、運用形態は、図－12、13、14、15に示す通
りである。
（１）設計クラス１
・横断面構成：ＲＱ21、ＲＱ15
・交差点形式：立体交差、部分的立体交差
図－11
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平面交差（信号制御）（RQ21）
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・運用形態 ：自動車専用道路
・サービス速度：110km/h 程度

（４）設計クラス４
・横断面構成：ＲＱ10、ＲＱ8.5
・交差点形式：平面交差点（信号制御なし）
・運用形態 ：全ての交通利用者が通行可能
・サービス速度：70km/h 程度

図－12

設計クラス１の組合せ要素

（２）設計クラス２
・横断面構成：ＲＱ21、ＲＱ11＋ Z
・交差点形式：平面交差点（信号制御あり）
ラウンドアバウト（RQ11+Z）
・運用形態 ：自転車通行可能
・サービス速度：100km/h 程度

図－15

設計クラス４の組合せ要素

（５）設計ガイドラインのコンセプト
設計ガイドラインのコンセプトは、以下の通りであ
る。
①標準化されて、自ら説明する道路
②ドライバーがどのように運転するか、信号制御に
より明解である
③優先される制御が、しっかり管理されている
④路側環境への責任及び許容が伴っている

図－13

設計クラス２の組合せ要素

（３）設計クラス３
・横断面構成：ＲＱ11、ＲＱ10

上記コンセプトを通じ、インフラ整備施策により、
ドイツの道路における交通安全が推進される一つのス
テップとなる。
６．北海道における道路設計並びに交通運用の検討
地方部道路を対象としたドイツにおける新しい設計

・交差点形式：平面交差点（信号制御あり）
平面交差点（信号制御なし）

ガイドラインを紹介した。北海道の地域特性を考慮し
た道路設計並びに交通運用を検討するに際し、大変示

ラウンドアバウト
・運用形態 ：全ての交通利用者が通行可能
・サービス速度：90km/h 程度

唆に富んだ指摘がなされていた。これを踏まえ、以下
の観点から、今後の調査研究を進めるに際し重要であ
ると考えられる。
（１）各要素の組合せ
横断面構成、交差点形式並びに交通運用形態をバラ
ンスよく組合せることが、今後の道路設計に求められて
「設計・
いる。同ガイドラインのコンセプトのように、
運用された道路自体が自ら説明する（Self-Explaining）
」
という考え方は、北海道の道路機能分類を再考するに
際し、着目すべきアイデアだと思われる。また、これ
まで設計速度という概念が道路設計の基本であった
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設計クラス３の組合せ要素

が、各要素の組合せを考慮した設計クラスという考え
方も、北海道の新たな道路設計において参考とするこ
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とができる。
（２）追越行動
同ガイドラインでは、追越行動を伴う場合は、原則、
追越車線が設置されていることが基本とされている。
追越車線が設置されていない設計クラス３及び４で
は、追越行動のことを考慮しないとしている。北海道
内の一般国道は、特に郊外部で、２車線道路区間が大
半を占めているが、追越（or 避譲）を考慮した付加
車線の設置効果の検証を進めるべきであると考えられ
る。
（３）夏期と冬期別の交通運用
同ガイドラインに関する報告では、冬期交通運用に
ついては触れられていなかった。北海道の道路交通に

ご理解を示して頂くと共に、貴重なご助言を賜った。
本件資料入手に際し、国土技術政策総合研究所道路研
究室によるご協力を頂いた。また、我が国における新
たな道路機能分類の可能性並びに性能照査型道路設計
の研究の動向については、名古屋大学大学院工学研究
科の中村英樹助教授から貴重なご助言を賜った。上記
の関係各位の皆様に対し、心より謝意を表する。
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