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ラウンドアバウト導入前後における被験者評価
実験について
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2019年10月に安全向上を目的として檜山郡上ノ国町大留交差点に北海道初のラウンドアバウ
トが供用を開始した。導入効果について検証が望まれるが、筆者らは調査方法の一つとしてラ
ウンドアバウト導入前と後に被験者に現地を走行してもらい、運転時の挙動および主観（安全
性や走りやすさ等の意識）の差異を確認することとした。本論文ではその比較結果を報告する。
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1. はじめに
世界各地で導入されて広く普及している円形の交差点
「ラウンドアバウト」は、日本においても「環状交差
点」として法整備されて各地で導入が進み、2019 年 3 月
末現在では 31 都府県 87 箇所にまで達している１）。
ラウンドアバウトの導入によって期待される効果には、
交通事故被害軽減、交差点での速度の平滑化および速度
抑制、交差点遅延時間の減少、災害による停電時の機能
性、町のシンボルゲートとしての機能があるとされる。
前述の檜山郡上ノ国町大留（図-1）の交差点はこれま
でに出会い頭事故および追突事故が幾件も発生していた
変則的な形状の交差点であったが２）、今回のラウンド
アバウトの導入によって得られた効果を確認するべく、
筆者らは実車走行によるプローブ調査、視線調査および
アンケート調査を実施した。

およびその前後区間を被験者が走行し、運転挙動計測と
して交差点区間の運転速度と被験者の視線挙動データの
抽出、交差点に対する主観評価として走りやすさ、安心
感、安全確認のしやすさについてのアンケート調査を行
った。

2. 実験概要

国土地理院

図-1 北海道檜山郡上ノ国町大留

大留交差点改良前と改良後（写真-1）の、当該交差点

2018 年度

2019 年度

写真-1 大留交差点改良前（左）および改良後（右）
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(1) 日程と被験者
交差点改良前の実験は2018年度に、改良後は2019年度
に実施した。被験者は、普通自動車運転免許を有する地
元の方々20名（職業運転手は含まない）で、各被験者の
属性は図-2の通りである。走行実験は10名ずつ2日にか
けて行い、天候等は表-1の通りであった。なお2019年度
の実験はラウンドアバウト供用直前に行った。
(2) 運転挙動計測
被験者による挙動計測として、車両挙動と視線データ
の取得を行った。
走行ルートは図-3の通りで車両にはGPS機能付きのド
ライブレコーダを搭載させて、走行中の位置、時刻、速
度、加速度等の10 Hz データを収集した。走行中、被験
者には視線計測装置「Tobii Pro グラス2」（写真-2）を
装着してもらった。これには前方の風景を撮る小型カメ
ラと被験者の眼球を捕捉するセンサーがついており、見
ていた箇所をカメラ映像に重ねてパソコン画面に表示す
ることができる。今回は交差点進入前、通過中、通過後
の3点を解析することとした。交差点の範囲は図-3に示
したとおり2018年は停止線、2019年はゆずれ線（環道の
外側線）の位置を起終点の基準とした。
車両挙動の調査は、2018年度は主交通である国道の上
り下りを軸とし、それぞれの直進・右折・左折の計6ル
ートを走行したデータを得たが、2019年度はバスセンタ
ー方向が工事中で通行できなかったため、本稿では2箇
年度でルートが共通していることで比較可能な①、③、
⑤、⑥の結果を扱う。

年齢

性別

運転歴

図-2 被験者の属性
表-1 実験諸元

ヘッドユニット

レコーディング
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写真-2 視線計測装置（トビー・テクノロジー社製）

図-3 実験走行ルート
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(3) 主観調査
被験者による主観評価として、走行後にアンケートを
実施した（図-4）。交差点およびその前後区間の走りや
すさ、安全性、安全確認のしやすさについて7段階評価
による回答を得た。

3. 実験結果
運転挙動計測（車両速度と視線挙動）と主観調査につ
いて、2018年度と2019年度の実験結果を比較した。

図-4 被験者アンケート

図-5 走行速度
表-2 交差点中間点走行速度（パーセンタイル表）

凡例

図-6 交差点走行速度（パーセンタイルグラフ）
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図-7 ヒートマップ視線分析
表-3 主観調査（パーセンタイル表）

凡例

図-8 主観調査（パーセンタイルグラフ）

(1) 運転挙動計測結果
交差点およびその前後の走行速度についての一例をグ
ラフ化したのが図-5である。2018年度のデータ（信号停
止無し）を青線、2019年度のデータを橙色線し示したも
ので、同一の被験者による結果である。
2018年度は、③（松前から江差）の交差点起点付近を
除けば、おおよそ時速30 km以上で走行している。2019
年度はいずれのルートであっても、交差点内では時速20
km 程度かそれ以下の速度に留まっている。
表-2と図-6は、交差点内の速度について被験者20人分
の平均値と各パーセンタイルを分析したものである。図

-3のひし形で示した位置を交差点の中間点とし、そこの
通過速度を計測した。2018年度の③のルートに停止しな
いケースの速度データが無いのは、一時停止標識によっ
て必ず停止するためである。
ルート③を例外として車両速度の傾向を見ていくと、
2018年度では停止行動がない場合は、ある場合よりも交
差点通過速度が時速10 km 程度高めであったが、2019年
度は停止行動の有無による速度差はあまりなく、いずれ
も平均値が2018年度より低くなっている。また、被験者
20人の各走行速度のバラツキ幅も2018年度より小さい。
視線分析については、分析方法の一つであるヒートマ
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表-4 主観調査（ｔ検定）

着色は有意差あり
* p < .05 ** p < .01

ッピング解析を使用した。これは視点の集中度（以下、
「注視度」という）の高かった箇所ほど赤く映像画面に
表示するもので、図-7はルート⑥（江差から松前）の走
行時の注視度を解析した結果である。
2018年度は進入前に信号のある正面を最も注視してい
るが、広く周囲に注意を払っている様子も伺える。注視
度が高くない箇所（緑色表示）も含めた全体の視点の分
散傾向としては、範囲がおおよそ画面の中央から下半分
に偏っている。交差点通過中および通過後は進行方向の
注視度が高い。
2019年度の視線挙動であるが、交差点通過中および通
過後は2018年度と同様の傾向が見られたが、交差点進入
前については進行方向以上に、視点が右側に集中した。
(2) 主観調査結果
2018年度のアンケート結果では、③（松前から木古
内）のルートのみ走りやすさ、安心感、安全確認のしや
すさの平均値がいずれも中央点の「どちらでもない」で
ある4を下回る低い評価となった（表-3、図-8）。それ
以外のルートは中央点以上の評価である。
2019年度については、走りやすさ、安心感、安全確認
のしやすさのいずれも、中央点4以上となる良好な評価
であった。直進の⑤（江差から木古内）が最も高い評価
であり、右折の⑥（江差から松前）は評価がやや低い。
2018年度評価との比較では、③（松前から木古内）のみ、
走りやすさ、安心感、安全確認のしやすさにおいて評価
が向上しており、ｔ検定によっても1％水準で有意差が
認められた（表-4）。それ以外のルートは2018年度より
評価が同等か下がっているが、⑥（江差から松前）の安
心感が5％水準で有意差があったほかは、有意な差が認
められなかった。

4. 実験考察
(1) 運転挙動計測考察
2018年度の速度調査（図-5）で、交差点起点に一時停

止標識があった③（松前から江差）を除く全体的な傾向
としては、交差点による速度低下があまりないように見
受けられる。⑤は直進であり、①と⑥はカーブであるも
のの国道を道なりに沿うだけであることから走りやすく、
青信号ならば交差点であっても速度を落とさず通り抜け
る様子が確認された。
2019年度は、2018年度に比べてルートの差異や一時停
止の有無、交差点進入前・通過中・通過後によらず一律
に速度が低くなったが（表-2、図-6）、これはラウンド
アバウトの導入により、交差点進入時には常に速度を落
とすようになるとともに、交差点内の走行においても道
路が環状であることが走行速度を抑制させていると思わ
れる。
2018年度の被験者の視線について、視点が映像画面下
半分に偏っていたのは主に舗装路面を見ていたことを示
しており、建物等に視線があまり行かなかったのは、地
元の方である被験者の気を引く対象物が無かったためと
思われる。
2019年度の交差点進入前は、進行方向の左側以上に右
側の注視度が高い。これは交差点への進入または停止の
行動は、従来の信号交差点では信号機に従うが、ラウン
ドアバウトでは環道を右側から接近してくる車両の有無
で判断するため、その確認を怠らなかった結果が表れた
ものと考えられる。
(2) 主観調査考察
2019年度調査では、全体的に交差点改良前の2018年度
に比べ被験者の平均評価は同等かあるいは低下しても程
度は小さく、中央値の4よりも良好な結果であった。
特に③（松前から木古内）であるが、交差点改良前は
国道部で対向車両の途切れたタイミングで右折し、更に
道道に合流する時にも再度右折を要するルートであり、
これは慣れている地元の方々でも走りづらかったと思わ
れ、2018年度の調査で走りやすさ、安心感、安全確認の
しやすさの全てが4を下回る低評価であった。それが
2019年度には有意の差があるほどに評価が向上しており、
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ラウンドアバウト化による改良効果が顕著に見られたと
ルートといえる。
これらの結果より、被験者は今回のラウンドアバウト
化を肯定的に受け入れたものと考えられる。

5. まとめ
今回の調査から、大留交差点改良後は車両速度の平滑
化および速度抑制の傾向が確認された。走行車両が低速
かつ互いの速度差が小さければ、重大な接触事故を引き
起こす可能性が減り、安全性の向上が期待できる。これ
はラウンドアバウト導入効果の一つである。
また被験者の主観評価も良好であったが、実験にあた
りあらかじめ被験者にラウンドアバウトのルールを理解
いただいたうえで参加してもらっている。そのことが不
安感を軽減させ肯定的な評価につながった可能性がある。
よって大留交差点ラウンドアバウトも通行ルールが周知
されることで、地元の方々に肯定的に受け入れられるこ
とが期待できると考えられる。
2019年度調査では被験者がまだラウンドアバウトの走

行に慣れていない段階での運転挙動と評価のデータを得
たが、これらは走行方法を習熟していくとともに変化し
ていく可能性があることから、今後、追跡調査をする必
要があると考えている。
最後に本実験の実施にあたっては、国土交通省北海道
開発局函館開発建設部および江差道路事務所、上ノ国町
の各位には、多大なるご理解とご協力をいただいた。こ
こに感謝の意を表する。
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