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本研究は､ 車道横断方向に一定の深さに切削した凹型溝を車線に沿って複数施工することにより､
カーブ手前を走行中の車両に対し速度抑制や注意喚起を促す対策の適用可能性を検討することを目的
とする｡ 本工法は､ 横断ランブルストリップスとして既に諸外国で導入されており､ 除雪作業の影響
が少ないことから､ 我が国においては特に積雪寒冷地での適用が有効であると考えられる｡ そこで､
走行車両に危険を与えない範囲で､ 速度抑制効果や注意喚起効果がある適切な規格を把握するため､
車内騒音・振動の測定､ 被験者を用いた走行実験を行った｡
その結果､ 凹型溝の深さが９㎜､ 切削幅が35㎝の規格が､ 運転者に伝わる騒音・振動が最も大きく､
かつ事故対策として設置を望む被験者の割合が最も高いことが分かった｡ また､ 凹型溝の設置本数を
増やすことにより､ 実道設置を望む運転者の割合が高くなる可能性があることを確認できた｡
《キーワード：横断ランブルストリップス；往復２車線道路；交通安全》
The objective of this research was to examine whether a warning device consisted of grooves placed
across travel lanes is suitable to alert drivers of the need to reduce speed or pay attention as they
negotiate curves. This warning device is already used overseas, and is called transverse rumble strips.
Transverse rumble strips are less affected by snow removal, and are considered to be effective in
Japan, especially in cold and snowy regions. To ascertain an appropriate design that avoids creating a
sense of danger while simultaneously performing the functions of inhibiting speed and alerting drivers,
a survey on vehicle interior noise/vibration and an experiment using subjects were conducted.
The results indicated that grooves measuring 9mm in depth and 35cm in width provided a superior
level of noise/vibration and garnered a high approval rating from subjects for installation as an
accident prevention device. The feasibility of improving the approval rating from drivers for installation
by using additional grooves was also confirmed.
《Keywords：transverse rumble strips；two-lane highway；traffic safety》
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)｡ 設置目的は､ ドライバーがカー

れている (

ブに近づいたときに速度抑制の必要性を警告するため､
北海道の郊外部一般国道の大半を占める往復２車線

または､ カーブがあることを注意喚起するために用い

道路では､ 速度超過や前方不注意に起因した交通死亡
事故が約半数を占めている (

)｡ 速度抑制効果や

ると記述されている｡ また､ 交差点や料金所､ 路上工
事区間の手前での速度抑制対策としても推奨されてお

注意喚起効果を期待した事故対策としては､ すべり止

り､ 除雪の必要がある地域では､ 凸型の対策よりも耐

め舗装やイメージハンプ､ 高視認性区画線等が挙げら

久性に優れていること等が記述されている｡ 凹型溝の

れるが､ これらの対策は､ 舗装面に区画線塗料や骨材

規格については､ 切削深さは12㎜以下を推奨しており､

等を凸型に施工するため､ 北海道のような積雪寒冷地

切削幅は15㎝程度が多い２)｡

では､ 除雪によって剥離､ 破損しやすく耐久性が低い｡

横断ランブルストリップスに関する研究は､ 1960年

一方､ 道路の中央線上に凹型の溝を連続して施工す

代後半から行われており､ 施工前後の交通事故減少効

るランブルストリップスは､ 除雪作業の支障にならず､

果､ 交差点手前に施工後の交差点での一時停止率向上

費用が安いことや施工速度が速いといった利点もあり､

効果､ 車両の速度抑制効果を検証する研究が多い２)｡

正面衝突事故対策として急速に普及している｡ 諸外国

Harwoodら３) は､ 横断ランブルストリップスの設置に

では､ この凹型ランブルストリップスを車線に施工す

より､ 衝突事故が14〜100％減少した事例を紹介して

る ｢横断ランブルストリップス (Transverse rumble

いるが､ 減少割合が統計的に有意となった事例は少な

strips)｣ と呼ばれる工法があり､ 速度抑制効果や注意

いことを述べている｡ また､ 交差点手前に横断ランブ

喚起効果を期待して導入されている

１) 〜４)

｡ そこで本

ルストリップスを施工することにより､ 一時停止率が

研究では､ 積雪寒冷地における速度超過事故対策及び

４〜30％増加した事例を紹介している｡ Dudekら４) は､

前方不注意事故対策としての凹型の横断ランブルスト

車両の速度抑制効果について1.6〜6.4km/h(１〜４mph)

リップスの適切な規格と適用可能性について検討した｡

の統計的に有意な速度低下を報告する事例が多いこと
を述べている｡
国内では､ 注意喚起を期待した事故対策に関する研
究として､ すべり止め舗装やハンプに関する研究はあ
るが､ 凹型溝を用いた横断ランブルストリップスに関
する研究は少ない｡
本研究では､ 凹型の横断ランブルストリップスの適
切な規格と適用可能性を検討することを目的とする｡

 


具体的には､ 郊外部の往復２車線道路において､ 走行



音・振動の測定､ 被験者を用いた走行実験を行った｡

車両に危険を与えない範囲で､ 速度抑制効果や注意喚
起効果のある規格を把握するため､ 運転手に伝わる騒

アメリカ連邦道路局(Federal Highway Administration)
では､ 舗装上に凹型溝を連続的に施工するランブルス
トリップスについて､ ｢中央線用ランブルストリップ
ス｣､ ｢路肩用ランブルストリップス｣ に加え､ 車線横
断方向に施工する ｢横断ランブルストリップス (Tran
sverse rumble strips)｣ の３種類を提唱している１)｡
横断ランブルストリップスは､ 連邦道路局が発行す
るLow-Cost Treatments for Horizontal Curve Safety１)

 


において､ 車道の横断方向に深さ一定の凹型溝を切削
し､ この溝を車線に沿って複数施工することで､ 通過

横断ランブルストリップスを苫小牧寒地試験道路に

車両に対して音や振動を発生させる対策として紹介さ

試験施工するにあたり､ 海外事例と国内での中央線用
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ランブルストリップスの施工規格を参考として､ 適切

断方向の切削長は､ 除雪車のプラウによる溝の損傷を

な規格の候補を検討した｡ 切削深さは､ 車線逸脱時に

防ぐとともに､ 除雪の支障にならないようにするため､

のみ注意喚起する中央線用ランブルストリップスとは

車線の両端から20㎝までを切削せず､ 車線幅員から40

異なり､ 横断ランブルストリップスは全ての車両が通

㎝短い規格とした｡ また､ 視認性向上のため､ 全ての

過することから安全性を考慮し､ 国内の路肩用ランブ

凹型溝内に幅15㎝の区画線を施工した｡

ルストリップスの規格値である９㎜と､ より浅い６㎜



を設定した｡ 切削幅は､ 中央線用ランブルストリップ
スの施工機械の切削ドラム (

) の規格に合わ

せて､ 15㎝と35㎝を設定した｡ 設置本数については､



実際の道路に施工する際の最小本数を想定し､ 切削幅

苫小牧寒地試験道路に施工したケース①〜④の横断

が広い35㎝の場合は２本､ 切削幅が狭い15㎝の場合は
３本を設定した｡ 以上を踏まえ､

に示すケース

ランブルストリップスについて､ 2008年10月１日(水)
に､ 車内騒音と振動の測定を行った｡ 本調査では､ 普

①〜④の横断ランブルストリップスを100ｍ間隔で施

通乗用車 (2002年式日産プリメーラ：UA−TP12) の

工した｡

助手席ヘッドレストに騒音計を固定し､ ステアリング

ケース①〜④の横断ランブルストリップスに共通す

コラム上部に振動計のピックを固定して､ 0.1秒間隔

る規格として､ 凹型溝の縦断方向の設置間隔は､ 普通

の車内騒音(騒音レベル)と車内振動 (振動加速度レベ

乗用車の車両長を考慮して５ｍとした (

ル) を測定した (

)｡ 横

)｡ 走行速度は､ 40､ 60､ 80､
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100km/hとし､ 各速度で３回走行した｡ 比較対象とし
５)

て､ 通常路面とニート工法

によるすべり止め舗装を

走行した時の車内騒音､ 振動も測定した｡

車内振動は､ 騒音同様､ 横断ランブルストリップス
③を走行したときに最も高くなり､ 通常路面の走行時
に比べて､ 振動加速度レベルが７〜12dB高くなった｡

測定した騒音レベルの集計方法は､ 各回の走行にお

横断ランブルストリップス①､ ②､ ④は､ 通常路面の

いて調査対象毎に測定される値の最大値を抽出し､ 走

走行時に比べて２〜８dB高くなった｡

行速度､ 調査対象毎に平均する方法とした｡ 振動加速



度レベルの場合は､ JISの ｢振動レベル測定法｣ にお
６)

ける周期的または間欠的に変動する場合の測定方法

を準用し､ 各速度で各調査対象を通過した時に得られ
る測定値を平均して算出した｡ なお､ １回の走行で得
られる測定値の数は､ 調査条件によって異なり､

の通りとなる｡



 


横断ランブルストリップスの適切な規格を検討する
ため､ 2008年10月25日 (土) 〜27日 (月) に苫小牧寒
地試験道路において20〜60代の被験者54人を集めて実

)｡

験を行った (

実験では､ 評価対象を前章と同様のケース①〜④の
横断ランブルストリップスとすべり止め舗装とした｡
乗用車 (2002年式日産プリメーラ：UA−TP12)､ 自
動２輪 (400cc)､ 原動機付自転車､ 自転車を用意して､
被験者に制限速度が60km/hの一般国道を想定して各
車両で

の通り走行してもらった後､ アンケート

に回答してもらった｡ 乗用車には､ 車両挙動計測装置



(ULOGGER−TRJ)

７)

を搭載し､ 走行中の速度とブレー

キ操作の有無を計測した｡ 走行後のアンケートでは､

調査の結果､ 車内騒音が最も大きかったのは､ どの

速度抑制効果､ 注意喚起効果､ 学習効果､ 走行時の危

走行速度においても横断ランブルストリップス・ケー

険の程度､ 実際の道路に設置して欲しい規格について

ス③ (以後､ 横断ランブルストリップス③と記述する｡

調査した｡

他のケースも同様に省略して記述する) を走行時であ

)､ 通常路面の走行時に比べて､ 騒音レベル

り (

が10〜13dB高くなった｡ 車内騒音が２番目に大きかっ
たのは､ すべり止め舗装であった｡ 横断ランブルスト
リップス①､ ②､ ④は､ 通常路面の走行時に比べて５
〜９dB高かった｡
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実験では､ 車両の走行順を２種類設定し､ 25日〜26
日午前の被験者32人には､ 乗用車､ 自動２輪､ 原動機
付自転車､ 自転車の順で走行してもらった｡ 26日午後




〜27日は､ 前述の32人とは重複しない被験者22人を用

)｡ 実験時の

各車両で走行後に行った被験者用アンケートでは､

いて､ 逆の順で走行してもらった (

評価対象毎に､ 速度抑制効果､ 注意喚起効果､ 学習効

天候・路面状態は､ 26日午前は少雨､ 湿潤路面であり､

果､ 走行時の危険の程度を調査した｡ 速度抑制効果､

他の日時は晴れか曇りで､ 乾燥路面であった｡

注意喚起効果については､ ｢とても効果がある｣ を７
とし､ ｢全く効果がない｣ を１とした７段階の評価を

 

行った｡ 学習効果については､ ｢次回から速度を落と
そうと思う｣ を７とし､ ｢速度を落とそうとは思わな
い｣ を１とした７段階の評価を行った｡ 走行時の危険
の程度については､ ｢とても危険を感じた｣ を７とし､
｢全く危険を感じなかった｣ を１とした７段階の評価
を行った｡ さらに､ 全車両での走行実験後､ 実際の道
路に設置して欲しい規格についてアンケートを行った｡





アンケートの結果､ 速度抑制効果､ 注意喚起効果に

各被験者が乗用車で走行したときの各評価対象通過

ついては､ ４種類の規格の中で､ 横断ランブルストリッ

時の速度を集計した結果､ 平均で56.5〜59.5km/hであっ

プス③の評価が最も高く､ 乗用車で5.4､ 自動２輪で

た｡ 評価対象の前後でブレーキ操作を行った被験者は

4.8であった (

いなかった｡

種類の規格の中で､ 横断ランブルストリップス③の評

次に､ 乾燥路面時における走行順の違いによる走行

)｡ 学習効果についても､ ４

価が最も高く､ 乗用車で5.4､ 自動２輪で4.9であった

)｡ また､ 横断ランブルストリップス③の

速度の差を把握するため､ 実験コースを最初に乗用車

(

で走行した被験者18人 (32人のうち湿潤時の被験者14

これらの評価は､ すべり止め舗装の評価と同程度であっ

人を除いた人数) の平均速度と､ 他の車両で走行後に

た｡

乗用車で走行した被験者22人の平均速度について､ 平

一方､ 走行時の危険の程度については､ 横断ランブ

均値の差の検定を行った｡ その結果､ 他の車両で走行

ルストリップス③が最も危険側の評価となった

後に乗用車で走行した被験者の平均速度のほうが小さ

(

くなり､ その差は､ 横断ランブルストリップス①とす

ふらつき等の危険な挙動は観測されず､ また､ どの車

べり止め舗装で５％有意､ 横断ランブルストリップス

両で走行した場合においても､ 評価が平均で4.1 (｢ど

②､ ③､ ④で１％有意であることを確認できた (

)｡ このことから､ 横断ランブルストリップスを一

ちらともいえない｣ に相当) 以下であった｡

度経験した被験者は､ 次に走行するときに､ より低い

果､ 注意喚起効果の評価を比較した結果､ 交通事故経

速度で走行するように学習していたと考えられる｡

験者の評価のほうが､ やや高いことが分かった



)｡ しかし､ 実際の挙動において､ 転倒､

次に､ 被験者の交通事故経験の有無別に速度抑制効

(

)｡ 横断ランブルストリップスは､ 交通事故経

験者に対しても有効な対策である可能性を確認できた｡
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60km/hで走行時の車内騒音・振動の値 (客観評価)
と､ 速度抑制効果､ 注意喚起効果の意識調査 (主観評
価) の結果を用いて､ 相関分析を行った｡ その結果､
車内騒音と意識調査の相関係数は全て0.8以上､ 車内
振動と意識調査の相関係数は全て0.7以上となり､ や
や強い正の相関があることを確認できた８)｡ 双方の評
価が共に高かったのは､ 横断ランブルストリップス③

)｡

とすべり止め舗装であった (

次に､ 凹型溝の切削幅の違いによる評価への影響を



把握するため､ 切削深さが同一の横断ランブルストリッ

全車両で走行した後､ ４種類の横断ランブルストリ

プスの評価に対して平均値の差の検定を行った｡ その

ップスのうち､ 実際の道路に設置して欲しい規格につ

結果､ 切削幅が35㎝の横断ランブルストリップスの車

いてアンケートを行った｡ その結果､ 前方不注意事故

内騒音・振動の値は､ 15㎝のものと比べて高くなり､

対策としても速度超過事故対策としても横断ランブル

その差が統計的に有意であることを確認できた

ストリップス③の設置を望む割合が最も高いことが分

(

かった (

に着目した結果､ 切削幅が同一の場合､ 切削深さが９

)｡

)｡ また､ 凹型溝の切削深さの違いによる影響

次に､ 横断ランブルストリップスの切削深さと設置

㎜のほうが車内騒音・振動が高くなった｡ このことか

本数について､ 今回の評価対象の４種類に捉われずに

ら､ 横断ランブルストリップスの凹型溝の適切な規格

要望する規格を回答してもらった結果､ 切削深さにつ

は､ 今回の実験の４種類の中では､ 切削幅35㎝､ 切削

いては９㎜と回答した被験者が多くなり､ 設置本数は

深さ９㎜の規格であると考えられる｡ ただし､ 以上の

３本以上と回答した被験者が８割以上を占めた

分析において､ 主観評価の比較からは統計的有意差を

(

確認できなかった｡

)｡
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舗装自体を切削する凹型の対策は､ 耐久性及び維持管
理の面において優位となりやすい｡ 横断ランブルスト
リップスは､ 積雪寒冷地における前方不注意事故対策
及び速度超過事故対策として有効である可能性が高い｡
しかし､ 今回の実験から抽出された課題として､
・

転倒・ふらつき等の危険な挙動は観測されず､ な
おかつ､ どの車両で走行した場合においても､ 走
行時の危険の程度の評価が平均で4.1 (｢どちらと
もいえない｣ に相当) 以下であったが､ 横断ラン
ブルストリップス③が最も危険側の評価であった
こと

・

実験コースを直線にしなかったため､ 横断ランブ
ルストリップス通過による速度低減効果が不明で

 
 

あること
・

今回検討した４種類以外の設置本数を望む意見が
あったこと

が挙げられ､ より適切な規格を検討する必要があるこ
とが分かった｡ 今後､ より適切な規格・設置本数につ
いて､ 対策実施箇所の線形や事故発生状況等を考慮し､
検討を行うとともに､ 冬期の効果と課題について検討
する予定である｡
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