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ラウンドアバウトにおける自動走行車両混入に関する走行実験について
中村

直久

宗広

一徳

佐藤

昌哉

できる構造であるものとされ、各構成要素の詳細は以

１．はじめに

下のとおり。
自動走行（自動運転）システムの取り組みについて
は、交通事故の低減、渋滞緩和による環境負荷軽減、

１．環道：専ら車両の通行の用に供する部分のうち、
環状を形成している部分

人口減少の進む地方部の活性化、自動車産業及び関連

２．中央島：環道における車両の安全かつ円滑な通行

市場の拡大といった、社会的・産業的意義から国内の

を確保するためにラウンドアバウトの中央部に設け

みならず世界的にも競争が激化しているところであ

る島状の施設

る。内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム

３．エプロン：環道のみでは通行困難な普通自動車又

（SIP）の自動走行システム研究開発計画では「自動

はセミトレーラー連結車が通行の用に供してもよい

走行システムの実現と普及としてITSによる先読み情

部分

報等を活用し、2017年までに信号情報や渋滞情報等の

４．分離島：環道への流入又は環道から流出する車両

インフラ情報を活用するシステム（SAE レベル2）、

の分離、横断歩行者の安全性の確保等を行うため

2020年を目途にSAE レベル3、2025年を目途にSAE

に、環道の流出入部に設ける島状の施設

レベル4の市場化がそれぞれ可能となるよう、協調領

５．流出入部：単路部と環道を接続する部分をいい、

域に係る研究開発を進め、必要な技術の確立を図る。

単路部から環道へ流入する流入部及び環道から単路

また、これにより、現在の自動車業界の枠を超えた新

部へ流出する流出部より構成

1）

たな産業創出を図る。」としている 。なお上記のSAE

環道の走行車両が常に優先されるため、流入しよう

レベルとは、アメリカの非営利団体SAE International

とする車両は、環道側に接近してくる車両がいれば譲

が定めた自動運転の段階のことで、ドライバーが不要

る義務があるが、そのような車両がいなければ一時停

の完全自動運転をレベル5としている。

止することなく流入できる。

また、ラウンドアバウトの導入も日本で進められて
いる。欧米で既に広く普及しているこの円形の交差点
は、既存のロータリー交差点とは違い環道を走行する
車両に優先権が与えられるもので、平成25年6月に道路
交通法が改正されて運用が始まった。平成30年3月末
現在では全国27都府県の75カ所に設置されており2）、
将来的には自動走行車が走行することも想定される。
このため本研究では自動走行車の流入が他の一般車
両のドライバーに与える影響の把握を目的とし、走行
実験を行った。
２．ラウンドアバウトと自動走行
ラウンドアバウトの構成を図－1に示す。定義上
は、円形の平面交差部のうち、主に、環道、中央島、
エプロン、路肩、分離島、流出入部及び交通安全施設
を有し、環道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
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図－1

ラウンドアバウトの構成要素
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表－1

表－2
図－2

実験環境
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ラウンドアバウトの特長のひとつとして安全性が挙げ
られる。一般的な十字交差点では、特に右折において
ドライバーが注意すべき他車両との交錯点が多いが
（図－2）、ラウンドアバウトは流入時のみである。

みに注意して「ハンドルを左に回して戻す」の動作を
行い、流出時には他車両との交錯はなく必要なのは歩
行者と自転車への注意だけで、もう一度「ハンドルを
左に回して戻す」の動作を行えばよい。
注視すべき対象物が少なく行うべき挙動が単純であ
ることは、人間が運転する場合だけでなく自動運転に
おいても有利であり、すなわちラウンドアバウトは自
動走行車両が走行しやすい構造であると考えられる。
３．実験の目的
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図－1のとおり3方向のどの進行においても、環道への
流入では右方から接近する車両と横断歩道の歩行者の
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表－3

被験者の属性
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図－3

アンケート票

前述のとおり、自動走行車自身はラウンドアバウト
と親和性が高いと考えられるが、周囲のドライバーに
与える影響については明らかにされていない。だが今
後、自動走行車が段階的に普及していくと、いずれラ
ウンドアバウトを含む一般道路を走行することが想定
される。よって、一般のドライバーが運転する車両と
自動走行車が混在する状況で、ラウンドアバウトの走
行実験を行い、以下のことを明らかにすることとし
た。
・自動走行車混在の有無による一般ドライバーの主観
（イライラや走りやすさ等）評価の差異
・同時に一般ドライバーの運転挙動の差異

４．実験概要

なお、本実験では環道外径の違いによる、一般ドラ
イバーの運転挙動の差異を確認する調査も行ってお
り、合わせて報告する。

当日の実験環境は表－1のとおりである。実験で使
用する苫小牧寒地試験道路に設置したラウンドアバウ
トの諸元は表－2のとおりで、以下の3種の実験を行っ
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た。
（1）自動走行車の混在なし（外径27m）
（2）自動走行車の混在あり（外径27m）
（3）自動走行車の混在なし（外径40m）
被験者には車両に乗って、まず外径27mのラウンド
アバウトを自動走行車が混在している状態としていな
い状態の両方で走行してもらったのち、簡単なアンケ
ートに回答してもらった。
集まっていただいた被験者は男女5名ずつの10名、
年齢は30歳から64歳までで、普通自動車運転免許を保

図－4

被験者の主観評価

有する一般ドライバーである（表－3）。いずれの被
験者もラウンドアバウトの走行経験がないため、事前
に交通ルールの説明と数分程度の練習走行の時間を設
けた。
実験開始時には、全車両が4箇所の流入部に分散し
た後、一斉に走り始めることとし、流出部については
どこから出ていくかを自由に選択できるものとした。
自動走行車に搭載したシステムには、あらかじめラ
ウンドアバウトの位置情報を記録させてあり、決めら
れたルートを時速20km以下で走行できる。実験中は
環道を走行するだけではなく、流出入部より繰り返し
出入りさせることとした。
アンケートは被験者による主観評価で、ラウンドア

図－5

自動走行車混在の有無による速度差

バウトを走行したときの感覚を、以下の3項目で質問
した。
・イライラ感（かなりイライラ～全くイライラしない）
・安全性（とても危険～とても安全）
・走りやすさ（大変走りにくい～大変走りやすい）
いずれも度合いを7段階に分け、1は最低、7を最も
良好として回答してもらうもので（図－3）、これら
を自動走行車混在がある・なしの両方のケースで実施
した。
なお主観評価だけではなく、流入時・環道走行時・
流出時の3区分についての運転速度データも分析した。
走行位置と速度の検出は、車両に搭載しているドラ

図－6

環道半径の差異による速度差

イブレコーダにより行った。
５．実験結果
イライラ感・安全性・走りやすさのいずれも、混在
５．１

自動走行車混在時の主観評価

ありの方は評価の平均値が下がっている。イライラ感

自動走行車に対する被験者のアンケート結果は図－

と安全性については差が0.1であるが、走りやすさに

4のとおりで、左のグラフが自動走行車の混在なし、

ついては1名が混在ありでの評価を3とした影響もあ

右が混在ありである。各回答の最大値と最小値を矢印

り、0.4下がった。ただ3項目の平均値とも、普通評価

で、10人の平均値を数値で示した。矩形の上底と下底

の値である4以下になることはなく、評価としては良

で標準偏差σに基づくバラツキの範囲を表している。

好と言えるものになっている。
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表－4

自動走行車混在の有無による速度差のt検定
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表－5

外径27mと外径40mによる速度差のt検定
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自動走行車混在時の運転挙動

運転速度の結果を図－5に示す。これは10人の運転
速度を秒単位で抽出し、データを流入時・環道走行
時・流出時の3項目に分けかつ自動走行車混在の有無
別でグラフ化したものである。
流出時には混在の有無による速度差は見られない
が、流入時では時速0.7km、環道走行時は時速0.2km
だけ混在ありの方で速度の低下が見られた。ただし表
－4の有意水準5％とした検定結果からは、有意な差で
はないと言える。
５．３

環道外径の異なるラウンドアバウトにおける
図－7

運転挙動

環道半径の差異による環道走行速度の累積

環道外径27mと同様に、環道外径40mの条件下でも
被験者走行実験を行った。環道の大きさで運転速度に

同等以上であることが分かる。

差が出るのか否かを、流入時・環道走行時・流出時の
3区分についてドライブレコーダのデータから確認し

６．おわりに

たものが図－6である。流入時では、減速が義務づけ
られていることから被験者もそれを心がけていると思

６．１

自動走行車混在時の主観評価

われ、外径の変化による平均速度の差はほぼ見られな

今回はラウンドアバウト走行時に自動走行車が混在

いが、環道走行時に時速2.5km、流出時に時速1.1km

しているか否かで、被験者の意識に変化が見られるか

だけ外径40mの方が平均値は大きくなっている。両者

の比較試験を行った。

は表－5の有意水準5％とした検定でも、有意な差があ
ると言える結果になっている。

全被験者の主観評価を平均すると、イライラ感と安
全性においてはほぼ変化は見られなかった。走りやす

図－7は環道走行速度を外径27mと外径40mで累積

さについては、上記2項目に比べて平均評価がやや低

させたグラフである。外径40mのグラフは外径27mよ

くなっているが、前述のとおり低評価を付けた1名の

りも右寄りになっており、全ての割合において速度が

影響が大きく、内訳を見ると10名中7名は自動走行車
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混在の有無で評価に変化がなかった。

なったことが理由と考えられる。
今回は外径40mでの位置データを自動走行車に覚え

６．２

自動走行車混在時の運転挙動

させていないため、自動走行車混在の有無による比較

次に被験者の運転速度について、低速である自動走

調査を実施してはいないが、被験者の運転速度が上昇

行車が混在すると若干の低下が見られたが、全員分の

したことにより自動走行車との速度差が大きくなり、

データを平均するとその差は時速1km未満であり、前

イライラ感・安全性・走りやすさの評価に変化が生じ

述のとおり有意差はないと言えるものである。

る可能性はあると思われる。今後の検討課題とした

主観評価の結果もふまえると、自動走行車を気にす

い。

る人はいたものの、全体的に見ると被験者に与える心
的影響は大きくなく、運転挙動にもほとんど変化が見
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