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檜山郡上ノ国町大留交差点ではラウンドアバウトが2019年10月に導入された。その導入効果
を把握するため、筆者らはラウンドアバウト導入前、導入時、3か月後に実施した現地走行実験
について、運転時の挙動および主観評価の差異を調査した。その結果、交差点内の速度低減、
安全確認のしやすさの向上等の効果がみられた。
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1. はじめに
円形の交差点であるラウンドアバウトは、その構造上
から車両間交錯点（車両の動線が合流または交差する
点）を信号交差点より削減できることや、正面衝突事故
が起きないこと、交差点への進入および通過速度が低下
することによる重大事故の減少、赤信号による無用な停
止がなくなることによる遅延時間の減少、信号が不要で
あることによる停電時の機能維持性などがあるとされて
おり１）、日本では2020年3月末時点で101か所に導入され
ている２）。
2019年10月11日に供用を開始した上ノ国町大留交差点
のラウンドアバウト(写真-1)は、旧来、国道と道道と町
道が三角形の交通島を形成して交差する変則的な構造で
追突事故が発生しており、その交通安全対策として導入
が決定されたものである３）。
筆者らは当該交差点において、ラウンドアバウト導入
前と後で地元ドライバーの運転挙動と主観評価の調査結
果を比較することにより、期待される効果がみられるか

確認できると考え、2018年度より現地にて走行実験を実
施してきた４）。本論文では前述の通りラウンドアバウ
ト導入前、導入時、導入後3か月目に行った3回の現地実
験の比較結果を報告する。

2. 実験概要
筆者らは大留交差点を対象として、ラウンドアバウト
導入前の2018年度より被験者走行実験を実施しており、
前述の導入前、導入時、導入後3か月目である各実験日
と当時の天候等は表-1のとおりである。なお、本論文の
図表においては、ラウンドアバウトをRABと略記する。
走行実験で取得するデータは、走行中の車両挙動と被
験者の視線挙動の2つを対象とした。写真-2の実験車両
(排気量1.5Lクラス)にGPS機能付きのドライブレコーダ
ーを取り付けて走行中の挙動データを得るとともに、眼
鏡型の視線計測装置を用いて走行中の被験者の視線デー
タを得た。

写真-1 上ノ国町大留交差点
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表-1 走行実験条件

写真-2 実験車両と視線計測装置

図-2 被験者の属性

図-3 アンケート票（記入例）

図-1 実験走行ルート

調査対象として、図-1のとおり国道を主とする4ルー
トを選定した。

調査した。交差点の起終点であるが、ラウンドアバウト
導入前では停止線、ラウンドアバウト導入後ではゆずれ
線とした。
また視線調査として、実験中は被験者に視線計測装置
を装着させて運転時の視線データを採取したのちパソコ
ンに取り込み、専用のソフトウェアを用いて被験者が注
視していた箇所を解析した。

(1) 被験者
普通自動車運転免許を有する、職業運転手を含まない
地元の20名を被験者に選定した (図-2)。

(3) 主観評価調査
実験走行を終えた被験者には、その都度アンケートを
実施した。交差点に対し、走りやすさ・安心感・安全確
(2) 運転挙動調査
認のしやすさがどうであったかについて、7段階の数値
車両に取り付けたドライブレコーダは、走行中の位置、 で評価する形式である (図-3)。7が最高評価、1が最低評
時刻、速度、加速度の 10Hz データを得ることができる。 価で、4は中間の評価値となる。
これを用いて、被験者の車両が交差点を通過する速度を
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図-4 走行速度（1 名・ RAB 導入前および導入時の調査で信号等による一時停止なし）

n=20
最大値
85ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ
平均値
15ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ
最小値

図-5 交差点内走行速度（全 20 名）

3. 現地走行実験結果
(1) 運転挙動調査結果
ラウンドアバウト導入前および導入時の2つの走行実
験で、交差点およびその前後の走行速度を比較した。
交差点に流入する際に、導入前であれば赤信号、導入
後であれば環道に接近車両がいることにより、車両は一
時停止することになる。ここで導入前および導入時のど
ちらも一時停止がなかった被験者（ルート①で8名、②
で12名、③で11名が該当）の交差点およびその前後の走
行速度を比較すると、いずれの被験者も導入時は導入前
より走行速度が低下する傾向がみられた（導入前のルー
ト④は一時停止標識があるため除外）。このうち、図-4
は代表事例として1名の被験者のデータをグラフ化した
ものである。図中で導入前（青線で示す）は時速30km

程度またはそれ以上で交差点を走行しているが、導入時
（黄色線で示す）は、全体的に速度が時速20km程度に
まで低下している。また、グラフには同一被験者の3か
月後の速度データ（赤線で示す）を重ね合わせたが、導
入時と同程度の速度であった。
次に図-5であるが、全被験者20人分の交差点内の中間
点を通過した速度を取りまとめたものである。交差点流
入時に一時停止をしたか否かでデータを分け、平均値と
各パーセンタイルを分析してグラフ化した。ルート④の
導入前には停止しないケースの速度データが無いが、前
述の通り一時停止標識があり、必ず停止するためである。
速度比較の結果、一時停止の有無にかかわらず、ラウ
ンドアバウト導入後は4ルートすべてにおいて導入前よ
り速度が低下した。この傾向は3か月後でも変わらなか
った。
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次に被験者の視線データについて解析したが、分析の
手法としてヒートマップを用いた。これは注視した頻度
と時間のデータを基に、トビー社の開発したアルゴリズ
ムに基づいて解析するもので、サーモグラフィのように
注視度が低いところは緑色、高いと判定された箇所ほど
赤く表示される。
図-6は、ルート①における交差点進入時の停止線まで
の5秒間の区域を調査対象とし、全被験者20名分の視線
データを取りまとめて解析したものである。
ラウンドアバウト導入前は、信号のある正面を最も注
視しているが、ラウンドアバウト導入時と3か月後は、
環道の右側すなわち環道上の車両が接近してくる方向を
注視している。
なお、交差点内走行中および流出後も視線の解析を試
みたが、ラウンドアバウト導入前と後のいずれも、進行
方向を注視するという結果になった。
(2) 主観評価調査結果
全被験者20名によるアンケート結果をもとに、主観評
価の変化を調査した（図-7）。統計的評価にはｔ検定を
用いて、グラフ内の有意な差と判定した箇所に矢印を書
き記した。このうち有意差が小さいものを黄色、大きい
ものを赤色で示した（それぞれ有意水準5％および1％で
判断）。
ラウンドアバウト導入前から導入時の評価の変化で、
唯一上昇を示したのがルート④である。それ以外のルー
トは導入前と有意差が無いか、若干の低下であった。

図-6 注視点調査(ヒートマップ分析)

→ p<0.05
→ p<0.01
n=20
図-7 主観評価（全 20 名）
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しかし3か月後には、すべての評価が導入前と同程度
またはそれ以上までに上昇している。

5. まとめ

ラウンドアバウトに期待される効果のひとつに、道路
の平面線形が円曲線状であることによって通行車両の速
4. 考察
度が抑制されるというものが挙げられる。
(1) 運転挙動調考察
著者らが行った上ノ国町大留交差点を対象とした現地
ラウンドアバウト導入前の交差点内の通過平均速度
走行実験でも、ラウンドアバウトの導入によって変則的
は、一時停止があっても時速20km越えであり、特にル
であったルート④の主観評価を向上させつつ、全体的に
ート②の停止のないケースでは時速40km程度であった。 通行車両の速度を時速 20km 前後まで低下させたという
しかし、導入時および3か月後はいずれも時速16kmから
結果が得られ、その効果を確認できた。
22km程度に低下する傾向がみられた。これはラウンド
今後、地元ドライバーはラウンドアバウトの走行に更
アバウト導入による減速効果が表れたものと考えられる。 に慣れていくと考えられるが、主観評価に変化はないか
視線挙動であるが、ラウンドアバウトへの流入時には、 速度抑制効果が持続するのかの経過観察は必要と考えて
環道上の右側から接近してくる車両の有無を確認する必
いる。
要があるため、右側注視が基本となる。ラウンドアバウ
ト導入時における被験者調査では、広範を見る傾向がう
謝辞：本実験の実施にあたっては、国土交通省北海道開
かがえたものの、既に右側注視が確認できた。
発局函館開発建設部および江差道路事務所、上ノ国町に
この右側注視の視線挙動は 3 か月目でも同様に確認で
は、多大なるご理解とご協力をいただいた。ここに感謝
きるが、視線の範囲は導入時に比して縮小している。こ
の意を表する。
れは以下に述べる安全確認のしやすさ等の評価が 3 か月
目に向上している理由と同様に、被験者がラウンドアバ
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