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一般国道 228 号上ノ国町大留交差点は、国道・道道・町道が複雑に交わる交差点のため、前方不注意
等による追突事故や出会い頭事故が発生し、事故危険区間に選定されている。函館開発建設部では、本
交差点の交通事故対策として、北海道初のラウンドアバウト(環状交差点)の整備を行い、2019 年 10 月
11 日に供用開始したことから、ラウンドアバウトの導入・整備によって得られた安全性や交通円滑性等
の効果について報告するものである。
キーワード：事故防止、交通安全対策、環状交差点、ETC2.0（プローブデータ）

１．はじめに
「ラウンドアバウト」は、信号を伴わない交通制御方
式による平面交差点の一つとして、2014 年 9 月に施行さ
れた改正道路交通法を受けて全国各地で普及が広がって
おり、我が国におけるラウンドアバウト設置箇所数は、
2020 年 3 月末時点で 36 都道府県、101 箇所にのぼる。
（警察庁 web サイトより）
本報告では、北海道で初めて導入した一般国道 228 号
上ノ国町大留交差点におけるラウンドアバウト整備前後
のデータ比較により交通安全上の効果を検証・報告する。
加えて、大留交差点の事業整備過程における広報活動
を例に、環状交差点に馴染みが薄い北海道民に対して不
可欠である通行方法の普及促進と合わせた方策を提示し、
将来における安全・安心な道内ラウンドアバウトの普及
に寄与したい。

(1)ラウンドアバウトとは
ラウンドアバウトは、円形の平面交差点で環道内に
おいて車両が時計回りに通行しかつ、進入する車両に
よりその通行を妨げられない交通が確保できる交差
点である。

図-2 ラウンドアバウト各部の名称
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図-1 整備箇所図

図-3 大留交差点（整備後）
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(2)上ノ国町での交通事故対策
大留交差点が位置する一般国道 228 号は、北海道函館
市を起点とし、檜山管内江差町に至る全長 155 ㎞の幹線
道路であり、第一次緊急輸送道路に指定されている。
本交差点は、国道 228 号、道道江差木古内線、上ノ国
町道が複雑に交差する形状を成しており、事故危険区間
（地域の声）に選定以後、交差点改良が望まれていた。
一方で、2014 年 5 月にＪＲ江差線が廃線となったこと
を契機に、旧上ノ国駅前の再開発が計画され、当該交差
点を十字交差点化したいと提案があった。しかし、本交
差点の主交通は曲線単路形状を成す国道 228 号であり、
直角交差点での改良は利便性の低下が懸念された。
このように、交差点の「安全性向上」
、
「利便性向上」
、
「複雑な交差点形状の解消」
、
「まちづくりへの寄与」と
いう課題が輻輳する中で、
『複数所管道路が複雑に結節す
る交差点の安全性と交通効率化の向上』を目的として北
海道開発局がラウンドアバウトを提案し、北海道及び上
ノ国町の合意を得て導入された。

２．現状と問題点
(1)大留交差点整備前の現状
大留交差点は、主道路の国道 228 号に道道江差木古内
線と町道が従道路として接続しており、交差点内で道路
の管理者が異なる複雑な利用形態を成している。また、
国道と道道の間には、導流路が設けられている。
国道 228 号の級種区分である 3 種 2 級の道路幾何構造
基準値（曲線単路として）と大留交差点の現況値を比較
すると曲線部は基準値を満たしておらず、道路構造とし
て安全性が確保されていないことがわかる。
さらに、国道・道道・町道のすべてにおいて級種区分
が異なっている。すなわち、本交差点を十字交差点とし
て俯瞰した場合に直進方向の設計速度、車道幅員等の値
が交差点を境界に変化する。
以上の交差点の構造を踏まえたうえで、大留交差点の
問題点を整理する。
上ノ国町大留交差点

(2)問題点の整理
大留交差点の問題点は大きく分けて，[A]～[E]の 5
点である。これらの問題点と交差点の現況調査や過去
の事故履歴等から得られた発生事象を整理したもの
が図-5 である。
［問題点Ａ］は、国道の曲線部が構造
上の基準値を満たしておらず、交差点進入車両の視距
が悪いという問題である。
［問題点Ｂ］は、道道から
国道へ流入する車両の停止義務が分かりにくいとい
う問題である。信号機の手前に 2 つの停止線があり、
その停止線間距離が短い。さらにその間に導流路が接
続しており、複雑な構造をしているため、停止位置を
誤る車両が発生する。
［問題点Ｃ］は、導流路および
接続部の構造から生じるものである。導流路が右左折
を許容しているため、導流路の接続部で複数の車両が
交錯する。その結果、停止車両の間をすり抜ける交通
の発生や、運転者の安全確認が不十分となり、対車両
の動静判断を誤るという事象が生じる。
［問題点Ｄ］
は国道曲線部に導流路が接続しており、見通しの悪い
交差点内で停車滞留が生じる問題である。松前方向か
ら木古内方向へ進行する車両は単路形状の曲線中に
右折を強いられる。国道交通量が最も多い中で、国道
から道道へ流入する車両が右折できず交差点内で停
止する。
その結果、
国道交通流の円滑性が阻害される。
［問題点Ｅ］は大きく複雑な交差点形状であるため、
交差点内の歩行者導線が複雑となり、横断距離短縮の
ために歩行者の乱横断が発生することである。

直進方向の設計基準が交差点
を境界に変化する。

図-5 大留交差点の危険箇所と問題点
(3)交差点整備前の交通事故概要
大留交差点は、2016 年から過去 14 年間で合計 10
件の交通事故が発生していた。事故の内訳を整理する

図-4 整備前の大留交差点
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b)ETC2.0 プローブデータ分析
大留交差点の整備前後における車両走行速度およ
び急制動挙動の発生状況を比較することで、ラウンド
アバウトの整備効果を検証する。
【分析項目】
① 交差点流入速度の比較
② 冬季交差点内と環道内における平均速度の比較
③ 急ブレーキ発生頻度の比較
【分析期間】
整備前（夏季）
：2018 年 4 月～2018 年 6 月
整備後（夏季）
：2020 年 4 月～2020 年 6 月
整備前（冬季）
：2019 年 1 月～2019 年 2 月
整備後（冬季）
：2020 年 1 月～2020 年 2 月
【分析範囲】
下図の塗り潰し部を交差点内（整備前）
、環道部（整
備後）
、矢印を流入部と定義した。

と全体の 8 割は、交通量が多く通過速度が速い国道上で
発生しており、うち人身事故が 7 割となっていた。発生
事故類型は、5 割が出合頭衝突事故で残りの 5 割は追突
事故であり、事故発生時期は季節に寄らず断続的に発生
していた。これらより複雑形状の多肢交差点の導流部と
単路の合流時の出合頭衝突事故や国道走行車両の速度が
高い上に安全確認箇所が錯綜するため前方車両の動向認
知が遅れ、追突事故が生じるケースが顕著化していると
言える。したがって事故発生の要因の多くは、複雑な交
差点形状であるがゆえに安全確認箇所が多く、運転者の
注意が錯綜し危険検知が遅れることに起因する。
■発生事故類型

10件/14年

5件

5件

出合頭衝突
追突

【整備前】

人身事故

【整備後】
流⼊部①
交差点内

環道内
流⼊部③
流⼊部②

流⼊部②

図-7 分析範囲説明図
【分析結果】
① 交差点流入速度の比較（夏季）
夏季における整備前後の交差点流入速度は全流入
部で減少しており、最大で約 5 割減少した。国道部に
おいては、10 ㎞/h～19 ㎞/h の減少が実現された。

図-6 事故発生箇所と事故類型

３．整備効果の検証
事故の要因となっていた複雑な交差点形状を環状交差
点へと改良することで、安全性や円滑性の向上など整備
効果が得られたかを検証する。検証は ETC2.0 プローブ
データ分析とアンケート調査にて行った。

（km/h）

(1)ETC2.0 プローブデータの検証
a)ETC2.0 プローブデータについて
プローブデータとは、車両に搭載されたデバイスやセ
ンサーによって蓄積された車両の位置情報や交通挙動を
収集し、道路行政やサービス向上を目的に活用するもの
である。近年、国土交通省および高速道路会社では、ITS
の推進に伴い ETC2.0 車載機や ETC2.0 対応カーナビゲー
ションと高速道路 ITS スポット、国道に設置された経路
情報収集装置が通信して収集する ID 付きプローブ情報
を道路サービスに活用している。活用の事例としては、
「急減速の発生状況から危険箇所を抽出」
、
「急減速の要
因を推定」
、
「通過交通等の交通状況を把握」
、
「生活道路
の危険エリアを抽出」などの交通安全対策へ活用されて
いる。

約３割減

約５割減
約１割減

図-8 交差点平均流入速度の比較
② 冬季交差点内と環道内における平均速度の比較
冬季における交差点流入部及び交差点内の車両通
行速度を図-10 に示す。交差点手前における速度のバ
ラつきの減少が確認できる。これは、整備前に信号制
御されていて青現示時に高い速度で交差点流入して
いた車両が、ラウンドアバウト整備後は全方向で速度
を落とさなければ安全に流入することができない構
造による効果と考える。また、交差点内・環道内にお
ける平均速度の比較した結果、整備前後で約 8 ㎞/h
減少していることが確認できた。これは、環道内の横

SHIBATA Hirokazu, KANEKO Keizo, TSURUYA Koichi
－ 399 －

断勾配が外側下り勾配としたことで、冬季の車両の横す
べりに対して安全行動が働いたことによると考える。
交差点内
環道内
整備前平均速度
約 29.3 ㎞/h

道交通量が最も多く、ラウンドアバウト化以後も上下
線交通が交錯干渉しないため、待ち時間減少効果が高
いと考える。
（秒）

約８割減
整備後平均速度
約 21.8 ㎞/h
交差点手前における速度
のバラつきが減少

交差点内の速度が整備前
と比べて約 8km/h 低下

図-9 冬季交差点内と環道内の平均速度比較
③ 急ブレーキ発生頻度の比較
一般的に旅客輸送では 0.3G を超える重力加速度が加
わると乗客に不快感を与える。したがって 0.3G を閾値
として、流入部における急ブレーキ発生頻度を比較し
た。整備前に比べ整備後は夏季で約 4 割、冬季で 8 割減
少していることが解った。これは、通過車両が交差点流
入前に十分に減速して徐行通行しているためであると考
える。特に冬季は、交差点進入時に目前に迫る中央島へ
の衝突の危険予測から急ブレーキを回避するためである
と考える。
（回/千台）

約４割減

約８割減

図-11 整備前後における交差点待ち時間の変化
(3)アンケートによる効果検証
a)一般道路利用者アンケート
大留交差点を整備前後ともに走行経験がある道内
全域の道路利用者を対象に WEB アンケートを実施し
た。
【調査時期】
ラウンドアバウト整備１か月後に開始し、回答数が
100 票に達するまでの期間とした。
【調査対象】
上ノ国町外に居住している男女 100 名から回答を
得た。年代は 20 代～80 歳以上で運転歴 20 年以上の
対象者が 7 割以上を占めている。
全体の８割以上が対策効果を実感

図-10 流入部における急ブレーキ発生頻度
(2)動画記録データの検証
大留交差点の整備前後における車両の通行状況を ITV
カメラで定点撮影し、取得した動画データから車両が停
車してから発進するまでの時間を計測、平均化して比較
した。
【分析項目】
整備前後における交差点待ち時間の変化
【分析期間】
整備前：2017 年 3 月 8 日 午前 10 時～1 時間
整備後：2020 年 3 月 4 日 午前 10 時～1 時間
【分析結果】
整備前後で交差点の待ち時間は約８割減少した。整備
前は信号交差点であり、交錯交通の有無に関わらず不要
な待ち時間を強いられていたが、ラウンドアバウトは横
断歩行者と交錯する環道内交通が無ければ停止義務が生
じないため、待ち時間無しで通行することができる。本
交差点においては、整備前に単路形状を成していた国
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図-12 整備後における一般道路利用者が感じた効果
【集計結果［自動車利用者］
】
安全性に関する質問に注目すると、利用者の約 8
割以上が安全性の向上を実感している。全体的な印
象としても、約 8 割の利用者がラウンドアバウトに
ついて「好印象」を持っている結果を得た。
b)上ノ国町住民アンケート
自動車、歩行者及び自転車の各視点における整備前
後の評価を取得するため、上ノ国町内の住民を対象に
郵送アンケート調査を実施した。
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【調査時期】
配布時期：ラウンドアバウト整備１か月後
2019 年 11 月 13 日～11 月 15 日
回収期間：各世帯配布後～11 月 30 日
【調査対象】
上ノ国町内の 1,130 世帯に配布し 186 世帯から回収し
た(回収率 16.5％)。歩行者及び自転車は n=179、自動車
は n=302 の回答数を得た。

上ノ国町内の 6 割程度が対策効果を実感
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上ノ国町内の 6 割程度が対策効果を実感
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図-14 整備後における上ノ国町民が感じた効果［歩
行者・自転車利用者］
また、全体的な印象として約６割の利用者が良い印
少し悪く とても悪く
少し良くなった
とても良くなった
なった
なった
象を抱いている一方で、
安全性の向上を感じている利
39％
27％
24％
10％
用者は 5 割に満たないことから信号機を有しない車
少し速く 速く
少し遅くなった
とても遅くなった
なった なった
道横断に対して不安が大きいことが伺える。自由記述
56％
28％
9％ 7％
については、
「信号待ちがない」という利便性向上を
あまり安全に 安全になって
とても安全
少し安全になった
なっていない
になった
いない
評価する意見と、
「信号がないため安心して渡れない」
、
39％
39％
15％
7％
「車が止まってくれるか不安」
、
「子供の通学路として
利用させるのがこわい」という安全性への不安を訴え
図-13 整備後における上ノ国町民が感じた効果［自動
る意見が混在している。
車利用者］
c)整備 1 年後に実施した上ノ国町住民アンケート
整備 1 年後に交差点を利用する上ノ国町住民を対
【集計結果［自動車利用者］
】
上ノ国町内の自動車利用者については、約 6 割以上の 象にアンケートを実施した。
利用者が安全確認をしやすくなった、8 割以上の利用者 【調査時期】
ラウンドアバウト整備から約 1 年後
が交差点走行車両の速度が遅くなったと感じている。ま
2020 年 10 月の１か月間
た、全体的な印象は良い印象を抱いた利用者が 6 割以上
である。一方で、安全性を評価する利用者は 5 割程度に 【調査対象】
上ノ国町内の［自動車利用者］の内、n=337 の回答
とどまっている。これは、後述する供用１年後に実施し
た［ c)交差点を利用する学生を対象としたアンケート］ 者を対象とした。
上ノ国町内の［歩行者・自転車利用者］の内、n=163
の安全度評価が向上していることから、供用直後に行っ
た調査では施設の利用についてまだ不安があることに起 の回答者を対象とした。
因していると予測する。自由記述では「信号機が無くな
Q．ラウンドアバウトの全体的な Q．ラウンドアバウトの全体的な
り待ち時間が無くなった」
、
「走行がスムーズ」
、
「見通し 印象［自動車利用者］
印象［歩行者・自転車利用者］
悪い印象
悪い印象
が良くなった」という利便性が評価されている一方で、
6％
5％
安全性に対しては
「ルールを守らない車がいるため不安」
、
「路面凍結時・ホワイトアウト時などの冬季利用が不安」
、
とても良い印象
とても良い印象
少し悪い
少し悪い
25％
22％
印象
印象
「道路幅が狭い」
、
「信号機が無いので戸惑っている」
「地
、
19％
20％
域に高齢ドライバーが多いため利用に不安が残る」
、
「旅
行者が通行ルールを知っているのか不安」という意見が
少し良い印象
少し良い印象
50％
53％
多く見られた。これらの否定的意見の保有者は、より注
意して施設利用するため事故対策としての効果が有効で
あると考える。
７割以上が良い印象であると回答
【集計結果［歩行者・自転車利用者］
】
歩行者・自転車利用者からの評価として、自動車利用 図-15 整備後における上ノ国町内のラウンドアバウ
ト利用者が感じた全体的な印象
者の回答結果にほぼ近似した回答であったが、供用後 1
】
か月の時点では約 9 割が交差点走行車両の速度が遅くな 【集計結果［自動車、歩行者・自転車利用者］
ラウンドアバウト供用 1 か月後に上ノ国町内のラ
ったと感じている。
ウンドアバウト利用者［自動車、歩行者・自転車利用
とても良い印象
20％

少し良い印象
46％

少し悪い
印象
25％

悪い印象
9％
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者］を対象に実施したアンケート調査結果（図-13 及び
14）では、
「ラウンドアバウトの全体的な印象」が良いと
答えた回答は 6 割にとどまったが、整備 1 年後の同様の
調査では、7 割以上に向上した。また、ラウンドアバウ
ト整備以後に人身事故が発生していないことからも、施
設の通行方法やルールが利用者に順調に浸透していると
考える。

図-16

ラウンドアバウト通行体験会の開催状況
(2019.10) ※g)

４．ラウンドアバウト通行方法周知手法の事例
５．ラウンドアバウト導入効果のまとめ
(1)大留交差点における説明会等の開催履歴
前述のアンケート結果からも、わが国で運用されて間
もないラウンドアバウトに対する施設利用者の不安が多
く事前準備として通行方法の周知活動は不可欠であると
言える。本項では、後続するラウンドアバウト整備事業
の参考となるよう、大留交差点で実施した通行方法周知
活動の頻度を示す。研修型周知活動 5 回と、資料配布型
の周知活動 3 回の合計 8 回実施した。これらは全て通行
方法を示した機会であり、ラウンドアバウトの広報を目
的とした発表活動などは除外する。
a)報道発表：2016 年 9 月
函館開発建設部 HP において報道発表、通行方法掲載。
b)交差点改良事業説明会：2016 年 10 月
交差点改良事業の説明ならびにラウンドアバウトの通
行方法の VTR 放映。
c)交差点改良工事説明会：2018 年 10 月
工事の施工手順ならびに施工中の通行方法の説明、ラ
ウンドアバウト通行方法の周知計画の説明。
d)ラウンドアバウト通行方法記載リーフレット配布
：2018 年 10 月
警察署、公安委員会などの関係機関に設置。
e)ラウンドアバウトを活用したまちづくりセミナー
：2019 年 5 月
上ノ国町、函館開発建設部、寒地土木研究所共催によ
るラウンドアバウト通行の説明、VTR 上映、積雪地に
おけるラウンドアバウト導入事例の紹介など。
f)上ノ国町広報誌掲載：2019 年 5 月
上ノ国町広報誌にラウンドアバウト通行方法を掲載。
g)ラウンドアバウト通行体験会の開催：2019 年 10 月
函館開発建設部、北海道警察、上ノ国町、北海道共催
で座学による「ラウンドアバウト通行方法の解説」
、屋外に作成した模擬ラウンドアバウトを用いた「通
行体験会」
、屋内においては、車両ドライバーを対象と
した「ＶＲシミュレーターによる運転走行体験会」を
実施した。中でもラウンドアバウト通行体験会は、上
ノ国町の小学校の全生徒を対象に、歩行練習を実施し
安全な施設運用に配慮した。
h)上ノ国中学校・高等学校出前講座開催：2019 年 11 月
全生徒を対象に通行方法を解説、模擬通行体験など。

(1)走行車両データの分析結果
ETC2.0 データおよび動画データの分析により、ラ
ウンドアバウト流入車両の速度は低下し、交差点内速
度も低下した。またこれに伴い急ブレーキの発生頻度
も低下させることができた。これは、ラウンドアバウ
トの構造による効果であり、物理的に速度を抑制しな
ければ走行することができないことによる。また、交
差点の待ち時間についても縮減させることができた。
アンケート結果からも「交差点走行がスムーズになっ
た」といった意見が多く、交通効率化の向上が裏付け
られた。今後は、施設利用者の通行の慣れと共に一層
交通効率が向上すると予測する反面、走行速度の上昇
により重大事故の発生に発展するおそれも有るため、
定期的なモニタリング評価が必要である。
(2)アンケート回答結果
ラウンドアバウト整備直後に配布したアンケート
結果では、ドライバーの走行方法の習熟度や運転者の
モラルに依存した施設に否定的な意見が多かった。し
かし、地域住民を対象としたラウンドアバウトの全体
的な印象が良いとした回答結果が整備直後の 6 割程
度から整備後 1 年を経過して 7 割以上に向上したこ
とから本施設が地域に定着しつつあると考える。
(3)ラウンドアバウトの運用について
ラウンドアバウトが、これまでの信号制御方式の交
差点と大きく異なる点は、利用者に施設の安全性およ
び交通効率の動向が委ねられている点である。したが
って道路管理者は、供用時の利用方法の周知活動をは
じめ事故防止のための道路附属施設の追加などのソ
フト対策も含めモニタリング、維持管理活動といった
供用後の措置も極めて重要であると考える。
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料の提供、積極的なセミナー共同開催など多大なご協
力を賜った。関係各位のご協力に際して、ここに深く
謝意を示す。
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