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既往のラウンドアバウト研究の多くは乾燥路面条件下で行われ、冬期積雪寒冷地における安
全性評価に関するものは少ない。今回、積雪条件下でのラウンドアバウトにおけるドライバー
の運転行動に対する構造物や標識等の視線対象物の影響を把握するため、2014年1月に1回目の
実験を行った。結果、エプロンが雪で覆われた昼間の良好な視界条件下では、視線対象物より
中央島の方が車両の走行位置を決定するための重要な対象であることが分かった。よって、積
雪条件下でラウンドアバウトの安全性を確保するためには、適切な冬期路面管理を行い、エプ
ロンを効果的に視認させて車両速度を抑制させることが重要であることが分かった。
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1. はじめに
ラウンドアバウトは従来の平面交差形式と比べて安
全性、走行性の観点から有利であり、特に重大な交通
事故の抑制効果が大きいことから、欧米各国などでは
積極的に導入されている。例えば、アメリカではラウ
ンドアバウトへ改良した交差点において、交通事故を
比較検証した結果、人身傷害を伴う事故率が半減した
との報告がある1)。一方、日本国内では、ラウンドアバ
ウトの導入事例が少ないものの、シミュレーション上
の研究2)や試験道路での実験結果に基づく検証3),4)、実道
における社会実験5),6)の実施、環状交差点についての道
路交通法が改正される（2014年9月）等、全国的にラウ
ンドアバウト導入への機運が高まってきている。しか
し、既存のラウンドアバウトに関する研究は、積雪や
凍結路面を対象とした事例が少ないため、積雪寒冷地
にラウンドアバウトを導入する場合、冬期路面におけ
る運転行動を踏まえて、安全性や円滑性を考慮した設
計・管理を行う必要がある。
そこで、著者らは、積雪寒冷地おけるラウンドアバ
ウトの安全性を検証するため、無雪期（2012年8月）と
積雪期（2012年1月と2月）に、苫小牧寒地試験道路に
設置した模擬ラウンドアバウトと一般道の平面交差点
において被験者を用いた走行実験を行い、路面状態の
違いによる運転行動への影響を考察した7)。結果、ラウ
ンドアバウトは平面十字交差点以上に安全確認がしや
すく、かつ速度抑制効果により安全性が高い交差点形
式であることが示された。しかし、ラウンドアバウト
の夏期と冬期の運転行動を比較した場合、積雪状態で

ある冬期ではドライバーの頭部の動きやハンドルの操
作量が多くなった。この原因として、著者らは、冬期
では路面条件以外にも視覚的な要因が影響していると
推察する。
本研究では、冬期ラウンドアバウトにおけるシェブ
ロン等の視線対象物やエプロン・中央島といった構造
物が、運転行動や安全性に及ぼす影響を把握する事を
目標とした一連の実験のうち、2014年1月に実施した視
線対象物に関する実験において「視線対象物の配置パ
ターンによる運転行動の違い」を検証した。

2. 実験方法
(1) 概要
本実験は、2014年１月14日～17日の日程で視界が良好
な昼間の時間帯（9:00～16:00）に、寒地土木研究所が所
管している苫小牧寒地試験道路にて実施した。その試
験道路に模擬ラウンドアバウトを設置し、各種走行条
件下における被験者（ドライバー）と実験車両の運転
行動を測定した。また、走行終了後にアンケート調査
による安全性に関する主観評価を実施した。実験当日
の天候は晴れ、最高気温は-7.2 ℃～-0.8 ℃であった。
(2) 模擬ラウンドアバウト
本実験で使用する模擬ラウンドアバウトは、北海道
の都市郊外部における2方向2車線道路同士の交差点を
想定して設計し、苫小牧寒地試験道路内にあるアスフ
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ァルト路面のフィールド（面積：約90m×100m、勾
配：0%）に設置した（図-1、上段）。今回の実験では、
環道外径27m，中央島直径10mおよび環道幅員8.5m（エ
プロン幅員と路肩幅員を含む）で構成されたラウンド
アバウトの冬期積雪状態を再現した（図-1、中段）。
路面状態は圧雪で、視覚的に区画線が判別できない状
態とした。また、エプロンが運転行動に影響しないよ
うエプロンの外縁部に段差を設置せず、環道と連続し
た高さとした。中央島の高さは、冬期のラウンドアバ
ウトにおけるドライバーの視距に着目した研究8)にて得
られた結果から、約1mとした（図-1、下段）。

ドアバウト走行未経験者であることから、エプロンが
不可視の環境下でラウンドアバウト初心者が如何に環
道内を走行するかを観察するため、エプロンの機能に
ついては説明しなかった。なお、20名の被験者は2つの
グループに分けて走行実験を行い、1グループの内訳は
20歳代5名と60歳以上5名の10名である。

(3) 走行条件
走行実験は図-2に示すように、実験車両と10台のダミ
ー車両を使用して3種類の実験パターンで行われた。1
つ目の実験パターンでは、流入地点からのドライバー
の視界正面に合わせてシェブロンを中央島に4基、加え
て4つの流出路左側に視線誘導標をそれぞれ2基ずつ設
置した。これをパターン1とした。2つ目は、パターン1
から視線誘導標を撤去した状態とし、これをパターン2
とした。3つ目は、視線誘導標とシェブロンの両方の施
設を撤去した状態とし、これをパターン3とした。走行
実験では、この3種類のパターン毎に、1名の実験スタ
ッフと9名の被験者が運転する合計10台のダミー車両を
ランダムに走行させた。その走行状況の下を1名の被験
者が運転する実験車両が右折走行を2回行い、この時の
各被験者と実験車両の運転行動を計測した。
(4) 被験者
被験者は20歳代と60歳以上の各10名ずつの合計20名の
女性とした。また、全員が視覚に対しての健常者であ
る。実験に際し、「環道内の交通流が優先されるので、
環道内の安全が確認出来てから環道に入って下さい」
との旨を被験者に説明した。一方、ほぼ全員がラウン

図-2 3種類の実験パターン
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図-1 模擬ラウンドアバウトの設置状況

(5) データ取得・分析方法
実験では、一般的な乗用車に加速度計（DL1：レー
ステクノロジー社製）とビデオカメラを設置し、これ
を実験車両とした。加速度計からは、車両速度や横加
速度の車両挙動データを取得し分析した。ビデオカメ
ラからは、被験者が行うハンドル操作を撮影し、環道
内でのハンドル操作の状況を分析した。また、走行中
の安全確認行動を計測するため、被験者に小型ジャイ
ロセンサ（objet：ATR社製）を固定した帽子を装着し、
頭部の動いた速度と量（距離）を3次元の加速度データ
により取得し、被験者の頭部の動きを分析した。サン
プル数は20（被験者数）×2（走行回数）×3（パター
ン数）＝120サンプルである。
環道内の走行位置を把握するため、GNSS衛星測位シ
ステム（HiPerⅡ：TOPCON社製）を試験道路内（基地
局）と実験車両（移動局）に設置し（図-3）、連続的
な走行軌跡と車両の通過地点を確認した。今回の実験
では、最も走行距離の長い右折に着目して走行軌跡を
取得した。サンプル数は4名を任意で選択し、各実験パ
ターンについて計測した12サンプルである。
主観評価については、実験走行の終了後に全ての被
験者を対象にアンケート調査を実施し、「安全確認の
しやすさ」と「視線対象物の役立ち度」について7段階
スケールを用いて主観評価を行った。加えて、走行実
験の感想を任意に回答してもらった。

の動きの速度を上段に示す。また、環道内で動いた頭
部の距離の合計値をその間の走行距離で除したもの、
つまり、環道内の右折走行1ｍ当たりに動いた頭部の距
離を下段に示す。
頭部の動きの速度について、3種類の実験パターン間
に顕著な違いは確認できなかった。次に、有意差を確
認するため各実験パターン間について多重比較を行っ
た。結果、各実験パターン間に有意水準が5%で有意差
は認められなかった。
頭部の動きの距離については、速度の場合と同様に
各実験パターン間を比較した結果、各実験パターン間
に顕著な違いはなく、多重比較による有意差も認めら
れなかった。

図-3 GNSS衛星測位システムの概要
図-4 環道内走行時における頭部の動きの

3. 実験結果
(1) 運転行動
a) 安全確認行動
図-4は、3種類の実験パターンにおける、各被験者に
装着したジャイロセンサから得られた頭部の動きの速
度と距離（量）についての分析結果である。これらの
データは各実験パターン走行時において、環道への流
入地点から流出地点までに、安全確認のためどの程度
の速さと距離で頭部を動かしていたか（首を振ってい
たか）を示すものである。同図は右折時における頭部

速度（上段）と距離（下段）

b) ハンドル操作
図-5は、右折時において、環道への流入地点から流
出地点までに操作したハンドル角度の合計値をその間
の走行距離で除したもの、つまり、走行1ｍ当たりの操
作角度についての分析結果である。速度の場合と同様
に、各実験パターン間で比較した結果、各実験パター
ン間に顕著な違いはなく、多重比較による有意差も認
められなかった。
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c) 車両速度と横加速度
右折時における、環道への流入地点から流出地点ま
での車両平均速度と横加速度の最大値をそれぞれ図-6
に示す。
車両平均速度について平均値に着目すると、各実験
パターン間に顕著な違いはなく、多重比較による有意
差も確認されなかった。
最大横加速度については、平均速度の場合と同様に、
各実験パターン間で平均値を比較した結果、各実験パ
ターン間に顕著な違いはなく、多重比較による有意差
も認められなかった。

(2) 走行軌跡
各実験パターンにおける環道内での実験車両4台分
（20歳代2台、60歳以上2台）の走行軌跡を図-7に示す。
この軌跡は実験車両の右側面をトレースしたもので、
図中の数値は中央島の外縁から車両右側面までの最小
距離を示している。
各実験パターン間については、パターン1の旋回前と
パターン2の旋回後における軌跡に多少のばらつきが見
られるが、全体的に見ると同じ様な軌跡となり、エプ
ロンの範囲以内を中央島外縁に沿って走行したことが
確認出来る。

図-5 環道内走行時における走行 1m 当たりの
ハンドル操作角度

図-6 環道内走行時における車両平均速度（上段）と
車両最大横加速度（下段）

図-7 環道内走行時の実験車両の軌跡（右折）
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(3)主観評価
走行実験終了時に行ったアンケートの結果について、
各実験パターンにおける走行中の安全確認のしやすさ
の度合い（図-8、上段）及び、視線誘導標・シェブロ
ンが走行中に視線の目標対象として役に立ったか（有
効性）と必要だと感じるかどうか（必要性）をそれぞ
れ（図-8、中段、下段）に示す。安全確認のしやすさ
については、運転行動の結果と同様に、各実験パター
ン間に顕著な違いは認められなかった。また、有効性
と必要性については、両方ともシェブロンに対する評
価の方が視線誘導標のそれより高い値を示した。

4. 考察
(1) 運転行動
運転行動についての実験結果から、各実験パターン
間に大きな差が見られず、頭部の動き、ハンドル操作
および車両の速度・加速度における運転行動に対して、
設置した2種類の道路付属物の影響は少ないことがわか
った。この理由として、以下の現場状況（写真-1）が
要因であったと推測する。
・今回の実験当時は、少雪であったため実験箇所全体
が積雪状態ではなく、交差点や道路構造の範囲以外
はアスファルト路面が視認可能であり、道路境界が
認識出来たこと。
・晴れた昼間の視界条件であったため、路面からの反
射光によって視線対象物が目立つ対象物とならなか
ったこと。

写真-1 走行実験の状況

図-8 右折時における安全確認のしやすさ（上段）及び
視線対象物の有効性（中段）と必要性（下段）

(2) 走行軌跡
走行軌跡についての実験結果から、昼間の走行位置
の把握には視線対象物より主要構造体である中央島の
方が目標として捉えやすいと考える。つまり、中央島
は車両の走行位置をコントロールする重要な要因であ
ることが分かった。
しかし、今回のようなエプロンが視認出来ない積雪
期では、エプロン上を走行するショートカットが発生
しやすく、流入地点から旋回を開始するまでの直線的
な距離が長い走行軌跡になる（図-7）。その場合、環
道を一定の操舵角で旋回するより速度変化が大きく急
なハンドル操作となるため、旋回時の挙動も不安定に
なると推測する。特に直進時には、直線に近い軌跡に
り速度が上がると考えられる。
したがって、常時積雪した状況下であっても、ドラ
イバーに環道部分を走行させる対策が必要であり、ラ
ウンドアバウトの大きな特徴である速度抑制効果によ
り交差点の安全性を確保するためには、適切な冬期路
面管理を行い、如何にエプロンを効果的に視認させる
かが重要であると考える。
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(3) 主観評価
主観評価の結果から、視線対象物の有効性と必要性
について、シェブロンは両世代から高評価を得た。し
かし、調査時に任意で聴取した被験者の感想からは、
シェブロンは「進む方向を知るのに役に立った」とい
った進行方向を知る情報としての評価があったのに対
し視線の目標対象としての評価はなかった。同様に、
視線誘導標は「目印としてあまり役に立たなかった」
「雪の多い地域では有効」「積雪が多く一面が覆われ
ていたらあれば役に立ったと思う」といった評価であ
った。
したがって、今回のような昼間の好条件下では、視
線対象物は走行位置を把握するための対象とはなりに
くい。視界条件が悪い夜間や悪天候時に実験を実施す
ることにより、運転行動に対するその影響を確かめる
事が出来るものと考えられる。

5. まとめ
本研究より得られた「視線対象物の配置パターンに
よる運転行動の違い」について以下に示す。
・積雪状態で視界が良好な条件の下では、運転行動に
対して視線誘導標とシェブロンの影響はなかった。
・今回使用した視線対象物の内、シェブロンは必要性
の評価が高い。視線誘導標も被験者の感想から、視
界条件によっては高い有効性を発揮すると推測する。
・ラウンドアバウトの安全性を確保するためには、適
切な路面管理を実施し、ドライバーにエプロンを効
果的に視認させることが重要である。

今後は、積雪寒冷地におけるラウンドアバウトの本
格導入のために、積雪条件下においてもドライバーが
効果的に視認できるエプロンの構造や冬期の路面管理
方法を、視界条件も含め、運転行動データを用いて定
量的に評価していく予定である。
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