解 説

セルフ ･ エクスプレイニング ･ ロードと道路の階層化
寒地交通チーム

州各国の SER アプローチを比較し、SER の基本知識

１．はじめに

と道路管理者が SER を取り入れるにあたっての実務
近年、欧米諸国において 道路の安全性と快適性を

的知識の間のギャップを埋めることを目的としている。

高めるためにセルフ ･ エクスプレイニング ･ ロード
（Self-Explaining Road，以下 SER）という理論を取り

２．道路ネットワーク構造の基本

入れた道路整備が進められている。この理論は、道路
を適切に設計することで運転者が道路の設計と機能に

都市間を連結し、アクセスを提供することが道路ネ

調和した運転行動を取るように、あくまで自然に促そ

ットワーク設計の基本である。一般に都市はその重要

うとするものである。ここで言う適切な道路の設計と

性に応じて分類され、例えばドイツのガイドラインで

は、
その道路に求められる機能に応じて道路を区分（道

は、都市間のおよその旅行時間が表－１のように規定

路の階層化）することを指し、そのために、各階層の

されている。

道路には幅員や路面標示などに一貫性をもたせること
が求められる。このように設計された道路を走る運転

表－１ 都市間の適切な旅行時間（ドイツ）

者は，
自分が今走っている道路の階層を自然に認知し、
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本能的にどのような運転行動をとれはよいのかを理解
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できるのである。道路環境自身がその道路の階層を表
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しているので、付加的な交通標識などは必要とせず、
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また、構造が簡潔で一貫性をもつことにより走行時の
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ストレスとエラーが低減される。その結果、快適で安
全性の高い交通環境の実現が期待できるとされる。

遠く離れていることが多い大都市間の道路には、両

我が国では、道路の幅員構成、線形、交差処理等に

者を直接的に速く移動できる機能が求められるのに対

道路種別毎の明確な差が感じられ難いため、道路の階

し、小都市や居住地域間の道路に求められる機能はよ

層が曖昧になり、本来とるべきではない運転行動がと

り低い。同様の考え方が世界中の道路ネットワーク計

られたり、長距離トリップを担うべき高規格道路や国

画で一般的に用いられている。

道が往復２車線であるために追い越し機会が少ないな
ど、求められる機能と道路構造が適合していないとい

一般的に、道路の機能には表－２に示す３つがあげ
られる。

った課題がある。道路ストックの有効活用が指摘され
る中、道路の階層化と SER の考え方は有益な示唆に
富むものと思われる。

表－２ 道路の機能
ㅪ⚿

本稿は2011年にまとめられた EC の研究プロジェク
１）
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Approach to Self-Explaining European Roads：欧州
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におけるセルフエクスプレイニングロードへの共通ア
プローチ実現に向けた評価）は、欧州委員会
（EC）が実
施している共同研究プログラム、安全中心の道路設計
（Safety at Heart of Road Design）の中の１つで、欧
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今日、道路ネットワークは主として道路の機能、道
路の階層という２つの側面から構築されている。機能

・認知されても理解されないかもしれない
・理解されても故意に無視されるかもしれない

面では、個々の道路をその重要性に応じて設計し、柔

従って、SER 設計では警戒標識などは他の間接的

軟で効率が良く、環境影響が少ない道路とすることを

手法がとれないときにのみ用いるべきであり、用いる

目的とする。階層面とは、道路管理体制上の分類のこ

場合はそれによって伝えられるメッセージが道路全体

とであり、責任の所在を明確にするためものである。

の状況と一致していることが重要である。

通常、重要な道路は国が管理し、重要性が低い道路は

アフォーダンスは、全体状況またはある物体の特性

地方自治体が管理する。さらに、将来交通に関する政

によってもたらされる行動への影響、と定義されてい

治的目標や工学的側面も考慮されている。これらは道

る２）。アフォーダンスは見る者に「○○できる」とい

路ネットワーク計画にとって必須かつ重要ではあるも

う意味を伝える。例えば、階段は「上れる（下れる）」、

のの、道路の分類方法が複雑化して多数の道路階層を

道路は「ある速度で運転できる」という意味を伝える。

作り出すことになり、それは交通工学や道路利用者の

物体に固有のこれらの特性は、見るものによって認知

ニーズに即したものとはいえない。

され、評価され、行動を導く。
ゲシュタルトとは、物体が認知される原理を明らか

３．セルフ・エクスプレイニング・ロードの定義

にした理論である３）。ゲシュタルトの原理は、Norman
によって提唱された、利用者中心の製品設計手法４）と

SER の考え方は、1995年に Theeuwes と Godthelp
により提唱され、次のように定義されている。

多くが共通している。
・マッピング：行為と結果、操作とその効果などの対
応関係が確定できるように設計すべき

SER とは、利用者の安全な交通行動を、その道路の
構造のみにより自然に導き出す交通環境のことである。

・概念モデル：その製品がどんな機能をそなえている
のかイメージできるように設計すべき
・可視性：情報は物理的に見え、心理的に理解されな

現在、欧州では SER の考え方が広く認知され、道
路ネットワーク全体を SE（Self-Explaining）化するこ
とが、道路をより安全にするための必要条件であると
考えられている。
道路の SE 化を成功させるには、利用者が適切な運
転行動を取ることによって得る便益が、旅行時間増大
コストと危険行動によるコストを上回ることが重要で
ある。

ければならない
・フィードバック：現在の行動の正しさを検証し、学
習するヒントを与えるフィードバックが必要
・アフォーダンス：物体の持つ特性（形、色、材質、…）
から取り得る行動を示唆するべき
・制約：自然または人為的な制約は行動の選択肢を減
らし、正しい行動を促す
・標準化：以上のすべてが上手くいかない場合にのみ
適用すべき

４．道路を SE 化するには

Wegman と Arts は、適正な速度を確保するために
有効な対策をまとめている。速度は事故原因および事

SER の設計には、以下に示すような人間の認知と

故損害程度への影響において重要な要素であり、SER

情報処理の特性に関する様々な理論が用いられてい

ではこれらも考慮すべきである。

る。

・安全速度および安全な限界速度の設定：道路上での

・合図と信号

利用者の混在や、生物力学的法則に則した事故リス

・アフォーダンス

クに基づく速度の設定

・ゲシュタルト
・人間中心の製品設計
合図と信号は道路環境に存在する一つの要素であ
り、道路標識は合図の一例である。標識には以下のよ
うな欠点がある。
・物理的、生理学的、心理的フィルターのため認知さ
れないかもしれない
38

・信頼できる規制速度：規制速度は、運転者がある道
路を見て安全と感じる速度と一致している場合、ま
たは状況を説明する合図がある場合（例：沿道に学
校や幼稚園がある）に信頼される
・規制速度に関する情報提供：速度は、道路や道路環
境、外部からの合図によって常に暗示されるわけで
はないので、利用者は規制速度に関する情報を明示
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的に提供されなければならない。今日では速度標識

さなければならない

以外にも様々な情報提供技術が利用可能

また、Metena らは、道路の階層化による事故削減

・物理的速度抑制：必要な箇所にハンプなどの速度抑

効果を図－１のように示している。

制装置を設置。ただし、他の対策が適用できない場
合に限定すべき
・信頼できる速度違反取締：それでもダメな場合は受
容性を考慮の上、取締により規制速度を強制
・動的速度規制：規制速度の信頼性と交通量を増加さ
せることが可能
・ISA（Intelligent Speed Adaptation）：ICT に よ り
自車の速度と規制速度の差をドライバーに与えた
り、その情報に基づいて車両が自動的に速度を調節
したりする仕組み
SER では、予備知識無しに道路から受ける印象の
みで適切な行動が促されることが望ましい。しかし、

図－１

道路の階層化による事故削減

現実にはそうではないことがほとんどである。従って、
SER は個別の道路に対してのみではなく、道路ネッ

階層化において最も重要な点は、同一階層の道路は

トワーク全体に対し包括的に行われるアプローチであ

均質であると共に、異なる階層の道路とは異質である

るべきである。

こと、さらに、ある道路がどの階層なのかが利用者に
判りやすいことである。

５．道路ネットワークを SE 化するには

すべての道路要素（線形、幅員、路面標示、横断構成、
交差点、沿道環境など）は、道路ネットワークの SE

Hale らは包括的エラーモデルを基礎として事故削

性を高める可能性を持っている。現実には、環境条件

減のための設計指針を導き出している。これらの指針

や法規制によってこれらの要素すべてを自由に設計で

は道路ネットワークの SE 化に活用されている。

きるわけではないし、既存道路を建設し直すことも経

・同じ階層の道路は均質であり、他の階層とは異なる

済的に難しい。しかし、人間の認知特性を利用し、大

・ある階層の道路では、その階層に固有の運転行動が

規模な工事を伴わない対策も可能である。実際には道

要求される

路幅員を狭めず、路面標示によって狭く見せることは

・その道路固有の要素が固有の運転行動に結びつく

このような手法の一例である。

（例：生活道路
（障害物→低速運転）、高速度路（平滑
な舗装→高速運転）

６．理想的な階層化

・道路階層毎に交差点、道路区間、カーブ構造などが
規定される
（例：高速道路の交差構造は地方道路の
交差構造とは全く異なる）

道路ネットワークの階層化を行う際の前提条件は、
管理主体による階層化ではなく、道路機能による階層

・人は目的に応じて適切な階層の道路を選択する

化である。道路の階層は交通量と交通機能に見合う多

・ある階層から他の階層への移動は段階的に行わなけ

様性があると同時に、利用者が識別しやすいように階

ればならない

層の数は少ない方がよい。

・道路階層の変化点を明示しなければならない
・道路階層はその名称だけでなく、その階層で求めら
れる行動も理解されなければならない
・道路の階層を規定する要素は夜でも昼と同様に視認
できなければならない
・道路の設計は他車との速度差と運動方向の差を低減
するようにすべき

表－３に示した理想的な階層化例は、道路ネットワ
ークが SER の基準を満たしているかを検証する際の
参考となる。特に重要な点は、特徴的な設計要素はあ
る一つの階層にのみ適用すべきということである。そ
れにより、同一階層内の均質性と他階層との異質性が
担保されるのである。既存道路の SER 特性診断は、
交通安全監査として行うことも可能である。

・道路の要素、路面標示、標識は視認性の基準を満た
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利用者が期待される正しい行動を察知するには、時
には”きっかけ”が必要である。その一例は、運転者

ある道路が完全に SE 化され、正しい運転行動が促

に不適切な行動（車線逸脱）を直ちに警告するランブル

されるとしても、他のドライバ、路上の障害物、悪天

ストリップス（写真－１）である。このような手法は

候などにより事故が起きる可能性はある。

Self-Enforcing と呼ばれる。

事故を更に減らし損害を削減するには、道路構造に
寛容性を持たせることが求められる。これは運転行動

８．おわりに

が不適切でも事故を防ぎ、たとえ発生しても損害程度
を軽くする道路または道路環境（Forgiving Roads：

EC の研究レポートからセルフ ･ エクスプレイニン

FR）のことである。SER が行動に影響を及ぼすのに

グ ･ ロードと道路の階層化に関する知見を紹介した。

対し、FR は誤った行動による悪影響を減らすことが

繰り返し述べられていることは、道路ネットワークを

目的である。事故を未然に防ぐ技術はアクティブセー

機能によって階層化し、同一階層での均質性と他の階

フティとよばれ、運転者支援技術などの車内機器で用

層との異質性を持たせること、である。

いられる。事故程度を軽減する技術はパッシブセーフ
ティとよばれ、代表例はガードレールである。

北海道は拠点間の距離が長大で、地域の用途（居住、
経済、観光など）が比較的明瞭であることから、道路
ネットワークの階層化を実現しやすい環境と考えられ
る。道路ネットワークの階層を管理主体による階層か
ら機能による階層へと再編し、冬期も含めて各階層に
求められる機能に応じたサービスレベルを確保するこ
とこそ、既存の道路を賢く使うということであろう。
その際、機能に応じた合理的な速度規制のあり方につ
いても交通管理者との議論が必要である。
寒地交通チームでは、道路構造と交通安全に関する
各種の研究を行っており、これらは道路の SER 化に
資する技術としての活用も可能である。最後にこれら
の技術の概要を紹介する。

写真－１
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ランブルストリップス
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道路階層の変化点を明示するラウンドアバウト５）

安全性を向上させるワイヤーロープ式防護柵７）

ロータリーなどの既存円形交差点と異なり、ラウン

追い越しをさせないことが必要な区間や、冬期のス

ドアバウトでは環道の交通が優先される。交差点を通

リップ事故が懸念される箇所では物理的な車線分離構

過する車両の速度を低下させるので安全性が高まると

造の検討が必要となる。ワイヤーロープ式防護柵は従

共に、信号待ちによる遅れが減少する。道路階層が変

来のケーブル型防護柵（ガードケーブル）と異なり、車

化するポイントに導入すれば、運転者に走行環境の変

両が衝突した時に支柱が変形し、衝撃をワイヤーロー

化を認識させることも可能である。交通量が中程度以

プが受け止めて車両へのダメージを緩和する。また、

下の道路の交差処理に適した方法である。

支柱が細いので狭幅員箇所にも設置でき、人力でワイ
ヤーと支柱を取り外すことができるため緊急時には迅
速に開口部を設けることも可能である。

写真－２

ラウンドアバウト（長野県飯田市）

写真－４

ワイヤーロープ式防護柵（一般国道275号）
（文責：石田

移動機能と安全性を向上させる２+ １車線道路６）
往復２車線道路に追い越しまたはゆずり区間を適当

樹）

参考文献

な間隔で設けることで、建設コストを抑えつつ、高い
移動機能と安全性を提供できる道路整備手法である。

１）Gert Weller, Matthias Dietze: Deliverable No 1 –

欧州では全線を３車線として整備し、中央車線を交互

Definition, Comparison and Evaluation of

に追い越し車線として利用する形態が一般的である。

Existing Self-explaining Road Approach in

高規格幹線道路網の末端部（現道活用区間）や地方部の

Europe, ERASER, 2010

国道への導入が効果的である。

２）佐々木正人：アフォーダンス－新しい認知の理論，
岩波書店，1994.
３）W. ケーラー：ゲシタルト心理学入門，東京大学
出版，1971
４）ドナルド .A. ノーマン：誰のためのデザイン ?，新
曜社，1990.
５）影山裕幸：「ラウンドアバウト」って何？，寒地土
木研究所月報第721号，pp.37-40，2013.6
６）宗広一徳，武本東，浅野基樹：２+ １車線道路の
導入事例及び効果～ドイツ，スウェーデン，ロシ
ア連邦の事例～，寒地土木研究所月報第654号，
pp.34-40，2007.11
７）平澤匡介，渡邊政義：２車線道路におけるワイヤ
ーロープ式防護柵の開発，寒地土木研究所月報第

写真－３
寒地土木研究所月報

２＋１車線道路（ドイツ）

№736

2014年９月 

713号，pp.12-23，2012.10
41

