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北海道は､ 都市間を結ぶ郊外部の一般国道の大半が往復２車線道路であり､ ここにおいては､ 低速
車両の混在に伴う追従走行の長時間化により､ 対向車線を走行する追越挙動が多く発生し､ 追越時の
死亡事故率が高いことが課題となっている｡
本研究では､ 北海道郊外部の往復２車線道路における追越挙動に関する実測調査を一般国道275号
新十津川町で行い､ 路面状態 (乾燥・圧雪) の違いによる追越実態の変化を調査した｡ その結果､ 夏
期は､ 平均で毎時約30台の追越挙動が観測されたが､ 冬期は､ 路面状態の影響により､ 追越挙動が観
測されない時間帯が多かった｡ さらに､ 夏期冬期ともに､ 対向車線の交通密度の増加とともに追越車
両割合が減少する傾向を確認できた｡ この結果を踏まえて､ 往復２車線道路において一定の追越機会
を確保するため､ 積雪寒冷地における付加追越車線や ｢２＋１車線｣ 道路の有用性について検討し､
これらの道路構造が必要な交通条件について試算した｡
《キーワード：追越挙動；２車線道路；交通安全》
Most of the intercity national highways in the rural areas of Hokkaido are two-way, two-lane roads,
and such highways have the problems of risky passing from long-time following that occurs with
mixing of slower traffic.
This study clarifies how passing behavior changes as a function of road surface condition on rural
two-way, two-lane highways on National Route 2 7 5 in Shintotsukawa-cho, Hokkaido. In summer
season, an average of about 30 vehicles passed per hour. However, in winter season, no-passing time
period were observed in many times because of winter road surface condition. It was confirmed that
passing-vehicle ratio decrease with increasing traffic density of opposing lane. On the basis of these
results, it was considered about utility of a passing lane or "2+1 lane" highways to secure passing
opportunities on two-way, two-lane highways. In addition, traffic conditions that these road structures
were necessary were calculated.
《Keywords：passing behavior；two-lane highway；traffic safety》
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件について言及している研究は少ない｡
本研究では､ 北海道の一般国道における交通事故の

北海道は､ 国土の約20％を占める広大な地域に都市

特徴を踏まえた上で､ 北海道郊外部の往復２車線道路

が散在する広域分散型社会を形成しており､ 交通の約

において夏期と冬期に追越挙動の実測調査を行い､ 以

90％が自動車に依存するなど道路への依存度が非常に

下の項目を明らかにすることを目的とした｡

高い｡ 都市間距離が長いにもかかわらず､ 高規格幹線

１) 夏期の追越実態

道路の全体計画に対する供用率が全国と比べて低いた

２) 路面状態(乾燥・圧雪)の違いによる追越実態の変

め､ 本来､ 高規格幹線道路が担うべき長距離トリップ
のための道路交通ニーズを､ 一般国道が主に代替して

化
３) 追越の機会が確保される交通条件

いる｡ 一方､ 地域によっては､ 農耕車の移動や買い物
等の比較的短いトリップも一般国道が担っており､ 低









速車両が混在することもしばしばである｡ このように､
多様な道路交通ニーズを担っている郊外部の一般国道

北海道の往復２車線の一般国道における交通事故の

は､ 大半が往復２車線道路であるため､ 低速車両を先

特徴として､ その他の一般国道と比べて死亡事故に至

頭にした車群の形成に伴う平均旅行速度の低下､ 追従

りやすいことが挙げられる ()｡ 平成９年から

走行の長時間化により､ 対向車線を走行する追越挙動

18年までに発生した人身事故件数は､ 往復２車線以外

が頻繁に発生している｡ また､ 積雪寒冷地である北海

の一般国道でやや多いが､ 死亡事故の76％ (1,263件)

道では､ 降雪期間 (11月〜３月) に雪氷路面が発生し､

は､ 往復２車線の一般国道で発生している｡

旅行速度の分散が大きくなるため､ 冬期にも追越挙動
が発生する｡

往復２車線の一般国道での死亡事故1,263件のうち､
74％ (896件) が非市街地で発生し､ 事故類型では､

往復２車線道路を走行する車両に追越の機会を与え

41％ (514件) が正面衝突事故となっている｡ また､

るための基準として､ AASHTO(American Association

往復２車線の一般国道における死亡事故は､ 夏期 (４

of State Highway and Transportation Officials:アメリ

〜10月) に750件､ 冬期 (11〜３月) に513件発生して

カ全州道路運輸行政官協会) のA Policy on Geometric

おり､ 一ヶ月当りの平均死亡事故件数は､ 夏期冬期と

Design of Highways and Streets

１)

では､ ２車線道路の

もに約100件/月と差がほとんどない｡

追越視距に関する設計基準が記されており､ 追越挙動
については､ これを踏まえた多くの研究が行われてい
る｡
Polus, A.ら２) は､ 郊外部の２車線道路の路側に定点
カメラを設置し､ 小型車､ 大型車別に､ 追越プロセス
を観測し､ AASHTOによる追越設計要素との比較結
果を明らかにした｡ Carlson, P.J.ら３) は､ 試験車両を
用いて､ ２車線道路を一定速度 (55, 60, 65mph) で
走行し､ 同車両を追越す車両の速度を取得し､ ２車線
道路における追越車両の速度変化を明らかにした｡ 清
田ら４) は､ 低速走行を強いられるドライバーの心理的
ストレスについて追越行動を観測することによって明
らかにし､ 追越禁止等の交通規制をかけたときの効果
を追越生起確率の変化から評価した｡ 内田ら５) は､ 雪
氷路面における追越行動モデルを構築し､ 冬期の追越

 



 

行動は､ 追越車両の速度変化や路面状態の影響を大き

※交通事故分析システム (当所所有) の事故データの集計による｡

く受けることを明らかにした｡ このように､ 追越挙動
に関する調査・研究は国内外で行われてきたが､ 実測

次に､ 第１当事者の行動類型別の死亡事故率 (＝死

調査に基づき､ 夏期と冬期の路面状態の違いによる追

亡事故件数／人身事故件数) を北海道以外の地域と比

越状況の変化や､ 追越の機会が確保される交通条

較すると､ 北海道は追越・追抜時の死亡事故率が高い｡
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北海道以外の地域の追越・追抜時の死亡事故率が



3.7％であるのに対し､ 北海道は7.2％であり､ その大
半は､ 第１当事者が４輪車の死亡事故である ()｡



この死亡事故率を地域別に比較すると､ 非市街地の往

追越挙動の実測調査は､ 一般国道275号樺戸郡新十

復２車線道路で特に高く､ 9.7％である｡ 非市街地の

津川町 (KP66.2〜KP67.8, L=1.6㎞) を対象として実

往復２車線道路での追越・追抜時の交通事故は､ 乾燥

施した ()｡ この区間は､ 平日の日交通量が約

路面のときに多発しているが､ 死亡事故率は､ 湿潤・

10,000台 (平成17年度道路交通センサス６)) の往復２

凍結路面のときのほうが高く､ 10％を超える｡

車線道路である｡ 周辺は､ 建物が少なく田畑が広がっ

､ から､ 北海道郊外部の往復２車線の

ており､ 交差する道路 (農道) の交通量も少ない｡ 縦

一般国道は､ １年を通して死亡事故が発生しやすく､

断線形はほぼ直線で､ 縦断勾配は0.1％程度であり､

特に､ 追越・追抜時の死亡事故率が高いことが分かる｡

前後を追越禁止区間に挟まれた追越可能区間である｡

適切な追越の機会を与える付加追越車線が整備された
場合､ その区間の追越・追抜に該当する交通事故は減
少すると考えられ､ 死亡事故率の低下に寄与すること
が期待できる｡








追越状況の調査は､ 路面が1日中乾燥状態であった
2007年７月16日(月・祝)､ 17日(火)と､ １日中圧雪路
面であった2008年１月14日(月・祝)､ 15日(火)を対象
とした ()｡ なお､ １日の定義は､ ７時から翌
日７時までとした｡




 !"#$%&'()*+,-./012
※交通事故総合分析センターの事故データの集計による｡
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調査では､ 簡易トラフィックカウンター (３Ｍ製：
カノーガ) を１台 (１台で２方向観測) 設置し､ 設置
箇所を通過する車両を検知し､ 通過時刻､ 通過速度､
通過車両長を計測した ()｡ 夏期のみデータ補
完のため簡易トラフィックカウンター (３Ｍ製：STC2100P) を２台 (１方向１台) 追加設置した｡ また､
定点ビデオカメラ (アルコム製：RD-3252屋外防雨型
41万画素高画質赤外線暗視カラーカメラ) を夏期に６
台 (１方向３台)､ 冬期に２台 (１方向１台) 設置し､
天候､ 路面状態とともに､ 追越・追従状況を記録した｡
調査結果を整理する上で､ 車両分類方法は､ 車両長



!"

６ｍ以下の場合を小型車､ ６ｍより長い場合を大型車

６台のビデオカメラから､ 平日は､ 日交通量9,742

とした｡ また､ 追越車両の速度は､ 定点ビデオカメラ

台のうち､ 648台 (6.7％) の追越車両が観測され､ 休

の画像をもとに､ 移動距離と画像コマ数 (１コマ＝0.

日は､ 日交通量14,009台のうち､ 693台 (4.9％) の追

1秒) を観測員が読み取り､ 集計した｡ なお､ 夜間は

越車両が観測された (#)｡ 毎時､ 平均約30台が

目視による移動距離の確認が困難なため､ 追越速度に

追越をしていることを確認した｡ 時間帯別に見ると､

関するデータの集計は､ ７時から19時を対象とした｡

休日の４〜５時台は､ 時間交通量の約20％が追越車両
であったが､ 休日の14〜16時台は､ 追越車両は１〜２



％のみであった｡


調査区間の基本交通特性として､ 調査期間の日交通
量と追従車両割合､ 昼夜率 (＝日交通量／昼間12時間
交通量) を集計した｡ 夏期の日交通量は､平日が9,742
台､ 休日が14,009台であった ()｡ 冬期は､ 平
日が6,681台で夏期の68.6％であり､ 休日が7,038台で
夏期の50.2％であった｡ 追従車両については､ 車頭間
隔が３秒未満の車両７) と定義し､ 追従車両割合を求め
た結果､ 夏期の休日の昼間が最も高く､ 58.2％が追従
車両であった｡ 冬期はこの割合が低下し､ 休日の昼間
でも28.6％であった｡ 昼夜率については､ 夏期は､ 平
日､ 休日ともに1.38であり､ 冬期は､ 平日が1.40､ 休
日が1.45であった｡ 冬期の平均速度は夏期の0.9倍程度
#

に低下した｡
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次に､ 追越視距 (車両が追越を行うために必要な見







通しの距離) の構成要素の一つである対向車線走行距

KP67.5の２台のビデオカメラから夏期冬期それぞ

離 (中のd２ ) を把握するため､ KP67.5の２台

れ２日間に観測された夏期431台､ 冬期116台の追越挙

のビデオカメラで２日間に記録された追越車両のうち､

動を対象として､ 夏期と冬期の路面状態の違いによる

追越に要した時間と追越速度を計測できた157台のデー

追越実態の比較を行った｡ 本研究では､ 対向車線を走

タを集計した｡ その結果､ 対向車線走行距離は平均

行する車両の５分間の平均移動距離当りの交通量で示

232ｍであり､ 約80％は300ｍ以下で追越挙動を完了し

す対向車線交通密度を用いて､ 対向車線交通密度別の

ていた ( (１))｡ 続いて､ 対向車両が対向車間

追越車両割合の変化に着目した｡ 対向車線交通密度と

距離 (中のd３) を走行するために必要な時間で

追越車両割合の算出式を以下に示す｡

ある対向車間時間 (中のt３) について集計した｡
道路構造令の解説と運用８) では､ 対向車間距離は30〜
100ｍ､ それに相当する対向車間時間は約３秒と見込
んでいるが､ 今回の２日間の観測から､ 対向車間時間
が３秒未満の追越挙動が２回あり､ うち１回は､ 対向
車間時間が１秒未満であった ( (２))｡

ここで､ ある車両が追越を行うために必要な距離を
追越視距と同等であると仮定した場合､ 対向車線の車
頭間隔が追越視距と同等の距離を有していれば､ 追越
が可能であると考えられる｡ そこで､ 追越が可能な対
向車線の車頭間隔の逆数で与えられる交通密度を追越
可能な対向車線交通密度とし､ その閾値を ｢追越視距
と同等の車頭間隔が確保される対向車線交通密度 (Ｄ)｣
   !" #$%&' *)
()

として算出した｡

追越視距の構成要素の１つである対向車線走行距離
(d２) は本調査で得られた値を用い､ 加速走行距離
(d１)､ 対向車間距離(d３)､ 対向車両走行距離(d４)は､
調査結果からは把握できないため､ 道路構造令の解説
と運用に示されている値を用いた｡ 追越視距は､ d２に
平均値を用いた場合と85パーセンタイル値を用いた場
合の２種類を算出した｡ その結果､ d２に平均値を用い
た場合､ ｢追越視距と同等の車頭間隔が確保される対
向車線交通密度 (Ｄ)｣ は､ 夏期は1.89台/km､ 冬期は
1.97台/kmとなった ()｡ d２に85パーセンタイル
値を用いた場合は､ ｢追越視距と同等の車頭間隔が確
保される対向車線交通密度(Ｄ)｣ は､夏期は1.46台/㎞､
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寒地土木研究所

月報

№674

2009年７月





!"

夏期と冬期の路面状態の違いによる追越実態の比較
では､ 追越車両割合を５分単位で集計したため､ サン
プル数は､ 夏期冬期ともに1,152 (=12×48時間×２方
向) となる｡
夏期は､ サンプル数1,152のうち､ d２に平均値を用
いた対向車線交通密度 (Ｄ) の1.89台/kmを超えた状
況が821回 (71％) 観測されたが､ そのうち251回 (31
％) で追越挙動が観測された ()｡ また､ 対向
車線交通密度の増加とともに追越車両割合が減少する
傾向を確認できた ()｡

 &'(')  !"#$%

冬期は､ d２に平均値を用いた対向車線交通密度 (Ｄ)
の1.97台/kmを超えた状況が638回 (55％) 観測された｡







しかし､ その中で追越挙動が観測された状況は58回

追越の機会が確保される1車線の交通密度の閾値と

(９％) で､ 夏期と比べて追越挙動が観測される割合

して､ 夏期冬期別に､ ｢追越視距と同等の車頭間隔が

が小さかった｡

確保される交通密度 (Ｄ)｣ を算出した結果を踏まえ､

d２に平均値を用いた対向車線交通密度 (Ｄ) 以下の

これに相当する１車線の５分間交通量を昼間12時間交

状況で追越挙動が観測された回数は､ 夏期は331回の

通量に換算し､ 当該区間の平日の昼夜率を乗じること

うち52回 (16％) であったが､ 冬期は514回のうち37

により､ 追越の機会が確保される日交通量を試算した｡

回 (７％) のみであった｡ 夏期冬期ともに追越挙動が

夏期の場合､ d２に平均値を用いた ｢追越視距と同等

観測された割合が低かったのは､ 交通量が少なかった

の車頭間隔が確保される対向車線交通密度 (Ｄ)｣ の

ため追越を行う必要がなかったことに起因していると

1.89台/kmに相当する５分間交通量は､ 10.7台/車線で

考えられるが､ 冬期の追越挙動が観測された割合が夏

あった ()｡ これは､ 日交通量が約4,300台に相

期と比べて低かった原因として､ 計算上､ 追越視距と

当することが分かった｡ d２に85パーセンタイル値を用

同等の車頭間隔が確保された状況であっても､ 路面や

いた場合は､ 日交通量が約3,400台に相当することが

天候の影響により追越挙動が発生しなかったことも考

分かった｡ 冬期は､ d２に平均値を用いた対向車線交通

えられる｡

密度 (Ｄ) の1.97台/kmに相当する５分間交通量は､
9.5台/車線であり､ これは､ 日交通量が約3,800台に相
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当する｡ d２に85パーセンタイル値を用いた場合は､ 日
交通量は約3,000台に相当することとなった｡
追越の機会が確保されると考えられる交通条件は､
平日の日交通量が約4,000台以下の場合 (d２に平均値
を適用)､ または､ 約3,000台以下の場合 (d２に85パー
センタイル値を適用) であることが分かった｡ ただ､
冬期は､ 追越視距と同等の車頭が確保された交通条件
下においても､ 実際に追越が行われていた状況は夏期
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と比べて少なかった｡ 上記交通条件を満たさない区間

一方､ 諸外国では､ 近年､ ｢２＋１車線｣ 道路の整

や冬期の路面状態等により追越が制限される区間では､

備が大きく推進されており､ 全線を３車線として整備

適切に追越の機会を提供する道路構造が必要である｡

し､ 中央の車線を交互に追越車線として利用する形態
が一般的である ()｡ 例えばドイツでは､ 1980
年代以降､ ｢２＋１車線｣ 道路の整備に着手しており､
横断面構成指針RAS-Q1996において､ ｢２＋１車線｣
道路の１区間長は､ 0.8〜2.0㎞で設置されるのが望ま
しいとされている９)｡ ドイツの供用区間における年平
均日交通量は5,000〜25,000台/日であり､ スウェーデ
ンでは4,000台/日以上の道路を ｢２＋１車線｣ 道路を
導入する際の基準交通量としている｡ ｢２＋１車線｣
道路の導入により期待される効果は､ 交通安全､ 交通
流､ 交通容量の改善が挙げられる｡ Lammら10) は､
｢２＋１車線｣ 道路は､ ２車線道路よりも事故率が有
意に低くなることを示している｡
積雪寒冷な地域である北海道では､ 少なくとも５ヶ
月間は冬期路面となる可能性があり､ 追越需要や交通
事故発生状況だけでなく冬期道路条件も考慮した ｢２
＋１車線｣ 道路の設計方針や設置が望ましい路線の選
定方法等の検討を進める必要がある｡

!
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 *+,-./0123
追越挙動の実測調査から､ 北海道の郊外部往復２車
線道路では､ １年を通して追越挙動が発生しているが､
対向車線交通量の増加や冬期の路面状態が影響し､ 追
越をしたくてもその機会を得られず､ 追従走行を強い
られる場合も多いことを確認できた｡ このような追越
実態､ 追越需要に対応した道路構造として､ わが国で

 45678"9!:

は､ 第１種から第４種 (第３種第５級､ 第４種第４級

(全線を３車線で整備し､ 中央車線を交互に追越車線として利用)

を除く) の道路を対象として､ 一定間隔に付加追越車
線を設置することが認められている｡ 道路構造令の解



説と運用では､ ｢交通の安全性と円滑性の観点からは
付加追越車線のほうが望ましく､ ゆずり車線は地形の
状況などやむを得ない場合に設置するものとする｣ と

本研究により得られた知見は以下の通りである｡
１) 夏期の追越実態

されており､ 第１種の片側１車線道路では､ 付加追越

調査区間では､ 夏期に平均で毎時約30台の追越挙動

車線の設置間隔は６〜10㎞､ 設置延長は1.0〜1.5㎞を

が観測され､ その中には､ 追越車両が追越を完了した

標準としており､ 計画交通量や地域特性を考慮した弾

位置に対向車両が到達するまでの時間が１秒未満とい

力的な運用が認められている ()｡ しかし､ 現

う追越も行われていた｡

在のところ､ 高規格幹線道路への導入が主であり､ 一

２) 路面状態の違いによる追越実態の変化

般国道への導入事例は少ない｡
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