
ラウンドアバウトにおける大型車ドライバーの
走行性・安全性評価の推移について

倉田　和幸　　布施　浩司　　宗広　一徳　　畠山　乃　　金子　恵造

１．はじめに

　2019年10月に、国道228号北海道上ノ国町大留交差
点のラウンドアバウト運用が開始された。国道228号
は、函館市と江差町を結ぶ幹線国道（総延長L＝155.4
km）であり、上ノ国町は両都市の間に位置している。
同交差点は、元々は変形四枝交差点（図－1、以下
「旧大留交差点」とする。）であり、ドライバーの安
全確認のしやすさの観点から課題が見られ、出合頭事
故や追突事故が頻発していた。本課題解決のため、交
通事故被害軽減及び上ノ国町のまちづくりに貢献する
ことを主目的とし、ラウンドアバウト（図－2、以下
「新大留交差点」とする。）への改良が実施された。
「新大留交差点」は4枝のラウンドアバウト構造（2枝
を国道、1枝を道道、1枝を町道）であるが、幹線国道
を結ぶことから、大型車混入率が約20％と高いことが
特徴である1）。ラウンドアバウトの幾何構造検討に際
しては模擬ラウンドアバウトでの走行実験や旋回軌跡
確認の机上検討が行われ、セミトレーラ連結車を設計
車両とする場合、ラウンドアバウトの外径29m以上が
望ましいとされている2）。さらに、模擬ラウンドアバ
ウトでセミトレーラ連結車による実車走行実験を行
い、ラウンドアバウト走行時の速度、最大加速度（横
方向、縦方向（前後方向））の実測結果3）や積雪寒冷
地の冬期管理を行う除雪車の走行実験の結果4），5），6）も
示された。
　「大留交差点」の利用者は、一般車両（小型車、普
通自動車、セミトレーラ連結車）、除雪車、自転車、
歩行者などで多様である。ラウンドアバウト構造にお
いて、セミトレーラ連結車など大型車が旋回走行する
とき、小型車と比較して道路占有幅が拡がるなど、よ
り難しいと言及されている7），8）。
　本稿では、大型車ドライバーを対象とし、交差点の
走行性や安全性の基礎資料を得るため、セミトレーラ
連結車による走行実験を行った。また、「旧大留交差
点」並びに「新大留交差点」を日頃業務で利用してい
る運送会社10社の大型車ドライバーを対象とし、2019

年（交差点改良前、交差点改良直後）と2020年（交差
点改良1年後）を対象とし、走行性・安全性とラウン
ドアバウトの交通ルールの理解度に関するアンケート
調査を行ったので報告する。

２．本研究の目的

　セミトレーラ連結車の走行実験及び大型車ドライバ
ーへのアンケート調査結果を踏まえ、本研究では以下
を明らかにすることを目的とする。
1）ラウンドアバウトにおけるセミトレーラ連結車
の運転挙動

2）ラウンドアバウト運用開始から1年後のドライバ
ーによる走行性と安全性の主観評価の変化

３．調査概要

３．１　対象とするラウンドアバウトの構造

　「大留交差点」（図－1）は、変形四枝交差点の形状
をしており、交差点での事故が頻発し、安全性向上が
求められていた。本背景を踏まえ、以下を主目的と
し、ラウンドアバウトへの改良事業が導入されるに至
り、2019年10月より、ラウンドアバウトの運用が開始
された。
①　交通事故被害軽減
②　交差点での速度抑制
③　交差点遅れ時間の減少
④　停電時にも機能する災害に強い構造の導入
⑤　上ノ国町のシンボルゲートとしての機能の発揮
　交差点交通量：約8,000台/日、大型車混入率：約20
％の条件を考慮し、ラウンドアバウトの基本構造9），10）

は以下の通り決定された（図－2参照）。
・設計車両：セミトレーラ連結車（車両長：16.5m）
・外径：40.0m
・環道幅員：5.5m
・エプロン幅員：2.5m
・中央島直径：24.0m

技術資料
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図－1　旧大留交差点（信号交差点）

図－2　新大留交差点（ラウンドアバウト交差点）

表－1　走行実験の概要

写真－1　実験車両（セミトレーラ連結車）

・分離島：設置あり
・ゆずれ線と横断歩道間の長さ：5.0m

３．２　セミトレーラ連結車の実走行実験

　ラウンドアバウトにおける走行実験用の車両とし
て、次のセミトレーラ連結車（車両長：16.5m）を準
備した（写真－1）。
・トラクタ部：三菱 スーパーグレート（QKG-FP54
　VDR）
・トレーラ部：日本トレクス トレーラ（PFB24102）
　実験は、牽引免許及び大型車免許を有する職業ドラ

イバー2名を被験者として実施した。同概要は、表－1

に示す通りである。実験車両にはドライブレコーダー
（CJ-DR450）をトラクタ部並びにトレーラ部に設置
し、運転挙動（速度、横加速度、縦加速度（前後加速
度））を計測した。進行方向は、長距離トリップとし
て大型車の主たる進行方向（①江差～松前、②江差～
木古内、③松前～木古内の各上り・下り方向）とした。

３．３　大型車ドライバーに対するアンケート調査

　2019年（交差点改良前、交差点改良直後）と2020年
（交差点改良1年後）を対象とし、大型車ドライバー
による走行性・安全性についてアンケート調査を実施
した。調査対象は、「旧大留交差点」及び「新大留交
差点」を日頃利用している運送会社10社の職業ドライ
バー（牽引免許・大型車免許を有する）とし、2019年
がアンケート配布数114通、回収数77通、回収率：68
％、2020年がアンケート配布数114通、回収数82通、
回収率72％であった。アンケート調査概要は、表－2

に示す通りである。
　調査項目としては、交差点改良の前後の走行性・安
全性、ラウンドアバウトの交通ルールの理解度などを
評価した。例えば、エプロンは、環道の幅員のみでは
旋回走行が困難な車両（大型車両、牽引車両等）が、
乗り上げて走行してよい部分で、環道の内側に設置さ
れている。本ラウンドアバウトにおいては、高さ2cm
→5cmのテーパ付きのエプロンが設置されている。主
たる設問内容は、次の通りである。
①　ラウンドアバウトの交通ルールで知っている事は
何か？（環道右回り、環道交通優先、流入出時の
ウインカー表示、大型車のエプロン走行など）
（交差点改良前）
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②　改良前後の交差点通過時間（旅行時間）の変化
③　改良前後の安全確認のしやすさの変化
④　改良前後の走行性・安全性（7段階評価）（図－3）

４．セミトレーラ連結車の実走行実験の結果

　「新大留交差点」を対象とし、大型車ドライバーに
よるセミトレーラ連結車の走行実験を行った。実験車
両にはドライブレコーダーを搭載し、運転挙動を計測
した。270度旋回時のセミトレーラ連結車による速
度、横加速度、縦加速度（前後加速度）の実測結果の
例として、トラクタ部を図－4、トレーラ部を図－5に
示す。
　図－4によれば、速度データは流入部手前で10km/h
以下に十分減速され、環道部分において15km/h前後
で推移し、流出部においてはゆずれ線から30m程度離
れると25km/hから30km/hまで上昇した。横加速度に
ついては、環道部で0.17G程度まで上昇し、流出時に
反対方向に0.17Gまで上昇した。縦加速度について
は、流入時に一時的に0.15G程度までの減速度とな
り、流入部から流出部まで0G前後で推移し、流出後20
m（グラフ中の距離90m）から0.13G程度までの加速
度を記録した。

表－2　アンケート調査概要

図－3　走行性・安全性の評価スケール

図－4　セミトレーラ連結車による速度・加速度

（①　江差→松前方向の270度旋回：トラクタ部）

図－5　セミトレーラ連結車による速度・加速度

（①　江差→松前方向の270度旋回：トレーラ部）

図－6　ラウンドアバウトの交通ルールで知っている事

（全回答数、N＝77、2019年調査（運用開始前））

５．大型車ドライバーに対するアンケート集計結果

５．１　ラウンドアバウトの交通ルールについて

　2019年のラウンドアバウト運用開始前の段階で、運
送会社10社の大型車ドライバーに対し、「ラウンドア
バウトの交通ルールで知っていることは何か」として、
Ⓐ環道右回り（環道部は右回りで一方通行である）、
Ⓑ環道交通優先（環道車両が流入車両に対し優先され
る）、Ⓒ流入出時のウインカー表示（車両は環道流入
時には方向指示器を出さないが、環道流出時は方向指
示器を出す）、Ⓓ大型車のエプロン走行（ラウンドア
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図－7　「新大留交差点」改良後の交差点通過時間

　（全回答数、N＝58、2019年調査（運用開始後）、

　　全回答数、N＝69、2020年調査）　　　　　　　

図－8　「新大留交差点」改良後の安全確認のしやすさ

　　（全回答数、N＝60、2019年調査（運用開始後）、

　　　全回答数、N＝69、2020年調査）　　　　　　　

と否定的に捉えているのは32％に低下した。2019年と
2020年間のデータについて統計的検定を行ったとこ
ろ、有意水準1％を得た。このように開通1年後には、
大型車ドライバーは、ラウンドアバウト走行にも慣れ
てきており、安全確認のしやすさ評価が高くなった。
　参考の評価データとして、日常的に「旧大留交差点」
及び「新大留交差点」を利用する小型車ドライバーに
ラウンドアバウトを実走行してもらい、下記１）～
４）の各段階で安全確認のしやすさを7段階評価（1．
とても走りにくい～7．とても走りやすい）してもら
った。同集計結果は、図－9に示す通りである。
１）2018年10月→改良前（「旧大留交差点」）
２）2019年10月→改良後（「新大留交差点」導入時）
３）2020年 1月→改良後（「新大留交差点」導入3ヶ
月後）

４）2020年10月→改良後（「新大留交差点」導入1年
後）

　グラフ中には、被験者ドライバーの平均値と標準偏
差を示した。同図から、「旧大留交差点」では平均値

バウトでの旋回時においてタイヤを乗り上げて走行し
てよい部分がある）の個々のルールを知っているか否
かと設問した。同集計結果は、図－6の通りである。
　Ⓐ環道右回り、Ⓑ環道交通優先、Ⓒ流入出時のウイ
ンカー表示、Ⓓ大型車のエプロン走行について、知っ
ているとの回答数が、いずれも50％に満たなかった。
その中でも、Ⓓ大型車のエプロン走行の交通ルールを
知っているとの回答が最も低くなった。
　なお、ラウンドアバウト運用開始後は、大型車が実
際ラウンドアバウトを走行する経験を重ね、上記の交
通ルールの理解は進み、順調に運用されるに至った。

５．２　改良後の交差点通過時間、安全確認のしやすさ

　次に、2019年10月（「新大留交差点」運用開始直
後）及び2020年10月（「新大留交差点」運用開始1年
後）の段階で、改良後の交差点通過時間（旅行時間）
は、改良前のときと比べてどうかと設問を行った。同
集計結果は、図－7の通りである。
　全回答数のうち、2019年で52％の大型車ドライバー
が、「短くなった」もしくは「やや短くなった」と回
答した。約半分以上の大型車ドライバーが、交差点改
良後の交差点通過時間（旅行時間）は短縮傾向にある
と感じ、交差点改良の効果を肯定的に捉えていること
が分かった。「新大留交差点」開通から1年経過した
2020年には、67％の大型車ドライバーが、「短くなっ
た」もしくは「やや短くなった」と回答した。2019年
と2020年のデータ間について統計的検定を行ったとこ
ろ、有意水準1％を得た。ゆえに、交差点通過時間短
縮の傾向が見られた。
　また、「新大留交差点」の安全確認のしやすさにつ
いて、「『旧大留交差点』と比べてどうか」と設問し
た。同集計結果は、図－8の通りである。2019年10月に
は安全確認のしやすさについて、「しやすくなった」
及び「ややしやすくなった」と肯定的に捉えているの
は18％に止まり、2割にも満たなかった。一方、「やや
しにくくなった」及び「しにくくなった」と否定的に
捉えているのは54％にも上った。大型車ドライバー
は、交差点改良により、安全確認はしづらくなったと
捉える傾向の方が高いことが分かった。故に、大型車
ドライバーは、交差点改良直後は、改良前と比べて、
旋回走行をより慎重に運転していたものと推察される。
　ラウンドアバウト運用開始から1年を経過した2020
年10月には、「しやすくなった」及び「ややしやすく
なった」と肯定的に捉えているのは35％に上昇した。
一方、「ややしにくくなった」及び「しにくくなった」
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６．まとめ

　国道228号上ノ国町大留交差点において、交差点改
良前（信号交差点）と同改良後（ラウンドアバウト交
差点）を対象とし、セミトレーラ連結車の走行実験と
運送会社10社の大型車ドライバーに対するアンケート
調査を行った。同実験及び調査から、以下のことが明
らかになった。
（1）セミトレーラ連結車の運転挙動

　ラウンドアバウトにおいてセミトレーラ連結車にド
ライブレコーダーを装着した状態で走行実験（3方
向、上り・下り、被験者2名、計16走行）を行い、運
転挙動（速度、横加速度、縦加速度（前後加速度））
を計測した。270度旋回時のデータを本論文で示し
た。セミトレーラ連結車のトラクタ部及びトレーラ部
共に、ラウンドアバウト内の環道を速度15km/h程度
で走行した。横加速度については、環道内で最大0.17
G程度まで上昇し、流出時に反対方向に最大0.17G程
度まで上昇した。既往研究から、横加速度が0.2Gを超
えることは急ハンドルと考えられ望ましくないとされ
ている11）。今回の実験結果ではそこまでのデータは
記録されなかったが、ラウンドアバウトの旋回走行に
際しては、セミトレーラ連結車に一定の横加速度がか

かることは留意すべき事項である。
（2）大型車ドライバーによる主観評価

　2019年（交差点改良前、交差点改良直後）と2020年
（交差点改良1年後）を対象とし、運送会社10社の大
型車ドライバーに対し、ラウンドアバウトの走行性・
安全性、及びラウンドアバウトの交通ルールの理解度
について設問し、アンケート調査を実施した。その結
果、ラウンドアバウト運用開始前の段階で、大型車ド
ライバーは、ラウンドアバウトの交通ルールである①
環道右回り、②環道交通優先、③流入出時のウインカ
ー表示、④大型車のエプロン走行の主たる交通ルール
を知っている回答が5割にも満たないことが分かった。
特に、大型車のラウンドアバウト旋回走行において重
要である④エプロン走行の交通ルールについては、わ
ずか4分の1の回答者が知っているに止まった。
　また、ラウンドアバウト改良により信号停止がなく
なるため、交差点通過時間（旅行時間）は改良前より
短くなる傾向であるとの回答がラウンドアバウト開通
当初の2019年時で半数を超えた。開通から1年を経過
した2020年時で約3分の2が交差点通過時間はより短く
なったと回答し、ラウンドアバウトの時間短縮の効果
が顕著に発揮されたと推察される。
　ラウンドアバウトの安全確認のしやすさは、2019年
時で改良前と比べて、しにくくなった傾向にあるとの
回答が半数を超えた。開通から1年後の2020年で、し
にくくなった傾向にあるとの回答は約3分の1に低下し
た。開通から1年を経過し、大型車ドライバーも、ラウ
ンドアバウト走行に慣れてきている様子が見られた。
（3）ラウンドアバウトの交通ルールの理解度向上の

　　 ために

　ラウンドアバウトの利用者は、小型車ドライバー、
大型車ドライバー、オートバイ、自転車、歩行者など
多様である。既往研究から、ラウンドアバウトは速度
抑制及び事故被害軽減の肯定的な評価の側面が強く言
われている12）。他方、幹線機能を持つ国道では、大型
車混入率が高くなり、上ノ国町大留交差点では、約20
％の交通が大型車交通である。本研究のアンケート結
果からは、運用開始前の段階でラウンドアバウトの交
通ルールの理解度は低い傾向が見られた。また、運用
開始直後の2019年で、大型車ドライバーはラウンドア
バウト改良により、安全確認のしやすさの観点からわ
ずかに困難性を感じている傾向が見られた。しかし、
開通から1年を経過した2020年では、「交差点通過時
間が短くなる」や「安全確認がしやすくなる」などの
ラウンドアバウトの肯定的な評価が向上した。
　

2.8であったものが、「新大留交差点」では平均値で
4.2、4.5、4.7と向上した。このことから、小型車ドラ
イバーは、交差点改良に伴い、安全確認のしやすさは
確実に向上したと言える。
　大型車ドライバーについては、ラウンドアバウト運
用開始当初の段階では「安全確認がしにくくなった」
とマイナスの評価を示す傾向が見られた。こうしたこ
とから、大型車ドライバーに対し、ラウンドアバウト
の運用開始前に、交通ルールや交差点構造の説明につ
いて、より丁寧に行うことが必要であると考えられる。

図－9　安全確認のしやすさの推移（松前→木古内方向）

（小型車の場合、N＝各20、2018年10月～2020年1月、

   N＝12、2020年10月）
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恵造，田名部一馬：国道228号上ノ国町大留交差
点の改良について，第60回土木計画学研究発表会
論文集，2019.

2） 小林寛，高宮進，吉岡慶佑，米山喜之：ラウンド
アバウト幾何構造基準の策定に向けた基礎研究，
IATSS Review Vol.39，No.1，pp.37-46，2011.

3） 宗広一徳，影山裕幸，石田樹：ラウンドアバウト
の外径が大型車の走行挙動に及ぼす影響，第47回
土木計画学研究発表会論文集，2013.

4） 大上哲也，牧野正敏，石川真大：ラウンドアバウ
トにおける効率的な除雪工法の検討，土木学会論
文集D3（土木計画学），Vol.67，No.5，pp.129-136，
2011.

5） 宗広一徳，大上哲也，牧野正敏：ラウンドアバウ
トの冬期管理に関する実験的研究，IATSS Review 
Vol.39，No.1，pp.47-55，2014.

6） 佐藤信吾，牧野正敏，高本敏志，宗廣一徳：ラウ
ンドアバウトの除雪作業と堆雪の影響に関する実
験，寒地土木研究所月報，No.749，pp.2-11，2015.

7） Eugene  R.Russel ,  E.Dean  Londom,  Ranjit 
Godanvarthy:  Accommodating  Oversize/
Overweight Vehicles  at Roundabouts, Report 
No.K-TRAN:KSU-10-1 FINAL REPORT, January 
2013.

8） 倉田和幸，中村直久，宗広一徳，佐藤昌哉：大型
車ドライバーによる走行時の運転挙動と主観評
価，第62回土木計画学研究発表会論文集，2020．

9） 国土交通省道路局通知：望ましいラウンドアバウ
トの構造について，2014年8月8日

10）一般社団法人交通工学研究会：ラウンドアバウト
マニュアル，2016.

11）菊地春海，岡田朝男，水野裕影，絹田裕一，中村
俊之，萩原剛，牧村和彦：道路交通安全対策事業
における急減速挙動データの活用可能性に関する
研究，土木学会論文集D3（土木計画学），Vol.68，
No.5，pp.1193-1204，2012.

12）公益財団法人国際交通安全学会：ラウンドアバウ
トの社会実装と普及促進に関する研究（Ⅲ），2015.

７．おわりに

　国道228号上ノ国町大留交差点の改良事業に際して
は、上ノ国町広報誌「広報かみのくに」において、大
留交差点がラウンドアバウトに改良されること、通行
方法について掲載され、交通ルールの普及に努められ
た。その際、強調された事項は以下の通りである。
①　環道内は右回りの通行である。
②　環道内を走行している車両が優先である。
③　車両は、環道からの流出時に必ずウインカーを出
　　す。
④　大型車はエプロン部を踏んで旋回走行できる。
　さらに、上ノ国町内の居住者を対象とし、ラウンド
アバウト説明会が、計画段階、工事着手時などを含め、
複数回実施された。また、寒地土木研究所による寒地
道路連続セミナー開催を通じて、国内のラウンドアバ
ウト整備事例や導入効果を周知させる活動も行った。
さらに、道路管理者・交通管理者による地元小学生等
町民約200名を対象としたラウンドアバウト通行体験
会も実施された。これらの機会を重ねることにより、
道路利用者に対しラウンドアバウトの交通ルールの周
知を徹底する観点から、大きな効果が得られたものと
確信する。
　本交差点は、2019年10月よりラウンドアバウト運用
が開始され、以後順調に利用されている。交通事故被
害軽減、環境負荷低減、停電等の災害に強い、地域の
シンボルゲートとしての機能など、その効果の発揮が
期待されている。寒地土木研究所では、運用後のラウ
ンドアバウトについて、引き続き効果計測を継続する
予定である。

謝辞：本研究の推進に際しては、上ノ国町在住者をは
じめ公益社団法人北海道トラック協会からのご協力を
賜った。ここに謝意を表する。
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