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はじめに

環状交差点（ラウンドアバウト）は（写真－1）、平
成26年の道路交通法改正により通行方法が定められ、
国内で徐々に普及しています。しかし、国土の約6割
が積雪寒冷地域に指定されている日本においてラウン
ドアバウトを導入するには、除雪に関する課題やその
対応策について明らかにする必要があります（写真－

2）。そのため、寒地機械技術チームでは、ラウンドア
バウトの除雪について研究しています。

Ｑ１：ラウンドアバウトはどのような構造ですか？

Ａ１：ラウンドアバウトの幾何構造は、環道、中央島、
エプロン、路肩、分離島、流入部、流出部等で構成さ
れ（図－1）、通常の車両は環道を走行します。エプロ
ンは、環道の幅員だけでは走行が困難な車両（セミト
レーラ等）が、環道と合わせた幅員として走行して良
いエリアとなります。
なお、ラウンドアバウトは、環道交通流が信号機や
一時停止などにより中断されない交差点制御方式とな
りますが、一般的な無信号交差点と比較すると、車両
同士の交錯点が少なく（図－2）、安全性に優れた交差
点であることから世界各国で広く普及しています。

Ｑ２：なぜラウンドアバウトの環道とエプロン間に段

差が必要なのですか？

Ａ２：エプロンにはラウンドアバウト内を通過する車
両の走行速度を抑制させる目的がありますが、利用者
がエプロンと環道の違いを認識できなければ、エプロ
ン部を走行してラウンドアバウトを直線的に通行して
しまう状況が発生する可能性があります。これを制限
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写真－1　ラウンドアバウト全景

（北海道浜頓別町）

写真－2　ラウンドアバウトの除雪状況

（北海道浜頓別町） 図－1　ラウンドアバウト標準図1)
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し、通行車両の走行位置を安定させ走行速度の抑制効
果を発揮するには、環道とエプロン間に段差を設ける
ことが基本とされています（写真－3）2)。
なお、寒地土木研究所において、日本国内における
ラウンドアバウトエプロン端部の形状について調査し
た結果（アンケートの回答数107件）3)、環道部よりエ
プロン部の方が低いなどの特殊な形状を除くと、鉛
直、テーパー、すりつけ、曲線、高低差無しの5種類
に分類され（図－3）、国内全体の内訳では、「テーパー」
と「高低差無」が多く、約7割を占めていました（図

－4）。なお、環道とエプロン間に高低差がないラウン
ドアバウトの多くは、平成26年の道路交通法の改正以
前に「ロータリー交差点」として運用されていたもの
です。

Ｑ３：ラウンドアバウトのエプロンに段差を設けるこ

とにより、走行車両にどのような影響があるの

ですか？ 

Ａ３：過去に寒地土木研究所では、段差形状が異なる
エプロン端部を小型車両が乗り上げる際の衝撃度の測
定試験、及び運転手や同乗者は「段差に乗り上げると
き、どのように感じるのか？」について被験者による
評価試験を実施しました（写真－4）4)。
試験で使用した段差形状は「鉛直（高さ5㎝）」、「す
りつけ（傾斜角30°高さ7㎝）」、「すりつけ（傾斜角20°
高さ7㎝）」、「すりつけ（傾斜角20°高さ5㎝）」の4形状、
被験者については20～60歳代の男女各5人、計10人の
一般の方に運転手もしくは同乗者として試験に参加し
てもらいました。なお、試験車両はエプロンに右側の
タイヤを乗り上げながら走行し、同乗者は、エプロン
乗り上げ時に影響を受けやすい右側後部座席に乗車し
て、試験を実施しました。
衝撃度の測定結果は、傾斜角度が緩く、エプロンの
高さが低い方が衝撃度は小さく、高さが増すほど衝撃
度は大きくなっています。また、全ての形状において、

乗り上げ時の走行速度が速いほど衝撃度は高くなって
います（図－5）。
エプロンの段差に乗り上げる時の被験者からの評価
ですが、これも傾斜角度が緩く、エプロンの高さが低
い方が「走りやすい」と評価され、高さが増すと「走
りづらい」と評価されています（図－6）。
そのため、エプロン端部の傾斜角度を緩くすると、
走行車両のエプロンへの乗り上げ抑制効果は低下しま
すが、その場合でもエプロンの高さを増すことにより、
抑制効果を補完できることがわかりました5)。

図－2　平面交差部制御方式による車両間交錯点2)
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写真－3　環道とエプロンの段差
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図－3　エプロン端部形状の種類

図－4　国内のエプロン境界部形状（N=107）
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Ｑ４：ラウンドアバウトのエプロンに段差を設けるこ

とで、維持管理で留意することはありますか？ 

Ａ４：寒地土木研究所では、積雪寒冷地に導入された
ラウンドアバウトを維持管理している担当者へのヒア
リング調査を行うことにあわせて、除雪作業によるエ
プロン端部への影響について調査しています。
これらの調査により維持管理上の留意点として以下
の事項があげられます。
　・�除雪トラックによる環道除雪では、エプロンの端

部をミラー越しに確認できないため、運転手は、
窓から顔を出し確認する必要がある。

　・�エプロン端部における段差付近の積雪は、除雪用
重機では完全に取り除くことは難しい。

　・�エプロンの段差は、除雪作業時間を増やす一因に
なることもある。
除雪作業がエプロン端部にもたらす影響について、
調査しています。調査対象としたエプロン端部の構造
は、環道との境界に2cmの段差があり、傾斜角は6°程
度のテーパー形状（図－7）と、環道とエプロン端部
に高低差はありますが、境界部に段差の無い、なめら
かな曲線形状（図－8）の2形状です。
テーパー形状では、エプロン端部で複数箇所、損傷
を確認しています。また、環道と境界部の段差では、
除雪装置が接触したと思われる損傷も確認しています
（図－9）。なお、テーパー部にも、除雪装置が接触し
たような痕跡を確認していますが、大きな損傷はあり
ませんでした。これは、傾斜が緩やかなため、除雪装
置がテーパー形状の傾斜に沿って移動したことで、損
傷がなかったと考えられます6)。
曲線形状でも、エプロン端部で複数箇所の損傷を確
認しています。ただ、環道との境界部に段差がないた
め、境界部付近では除雪装置が接触したと思われる損
傷はありませんでした。しかし、曲線部に除雪装置が
接触したような痕跡を確認しており（図－10）、これ
については、曲線形状において傾斜がきつくなる箇所
があるため、除雪装置がぶつかり損傷したものと考え
られます。
なお、テーパー形状及び曲線形状、どちらのエプロ
ン端部形状においても、目地部は経年劣化していまし
た（図－11、図－12）。この劣化した箇所に除雪装置
が引っかかり、エプロン端部が損傷している箇所も確
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写真－4　被験者評価試験の実施状況
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図－7　エプロン端部の形状（テーパー形状）

図－6　被験者評価試験の結果
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認されています（図－11）。そのため、目地部は定期
的な補修が望まれます。
これらのことより、除雪作業による損傷を考慮した
場合、環道とエプロンの境界部には段差を設けず、エ
プロン端部の傾斜角を緩くし、目地部については、経
年劣化した状態を踏まえ定期的な補修が望まれます。
� （文責：吉田　智）
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図－9　エプロン境界部の損傷状況

（テーパー形状）

図－10　エプロン境界部の損傷状況

（曲線形状）

図－11　エプロン境界部の目地部劣化状況事例

（テーパー形状）

図－12　エプロン境界部の目地部劣化状況事例

（曲線形状）


