解 説

幹線道路の歩行者事故対策としての二段階横断施設について
寒地交通チーム

国道と都道府県道の単路において無信号の二段階横

１．はじめに

断施設を適用した事例はまだ少なく、写真－1に示す
幹線道路では、信号交差点やラウンドアバウトの横

宮崎県の国道10号、埼玉県の県道400号、岐阜県の県

断歩道の位置から離れた箇所で、歩行者が、向かい側
の沿道施設に向かって乱横断する途中、自動車と接触
して死亡する事故が起きている。交差点間の単路にお
けるこのような歩行者事故の対策として、歩道や中央
帯への横断防止柵等の設置が検討されることが多い。
乱横断する歩行者からすると、この対策だけでは横断
歩道への遠回りを強いられる。そこで、最近10年の間
に、新たな歩行者事故対策として、二段階横断施設
（図－1）が導入され始めている。この対策は、元の

宮崎県児湯郡川南町平田・国道10号（H27供用）

乱横断箇所の付近に交通島と無信号の横断歩道を設け
たものであり、元の乱横断箇所の付近での横断機会を
残しつつ、横断中の歩行者の安全確認を片側車線のみ
とすることで、横断中の歩行者死亡事故を抑止するも
のである。
令和3年度発行「道路構造令の解説と運用」には、
二段階横断施設の解説が新設されたが1）、施設の考え
方だけが記載されており、適用条件や基準類の検討が

埼玉県春日部市粕壁・県道400号（H29供用）

課題である。国土交通省の「令和元年度実施施策に係
る政策評価の事前分析表」では、
“我が国において基
準の未整備等により導入が進まない施策（すれ違い二
段階横断施設、シェアドスペース、ライジングボラー
ド等）について、全国の道路への適用や基準化の可能
性について”の検討の必要性が指摘されている。
このように、二段階横断施設は、近年、新たな道路

岐阜県関市倉知・県道17号（H29供用）

安全対策として注目されており、歩行者事故が多い全
国の道路への適用が期待されているところである。

東京都清瀬市下清戸1丁目・都道15号（R2供用）
写真－1
図－1
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幹線道路における二段階横断施設の適用例

交通工学研究会の研究成果2）から写真を転載。
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道17号、東京都の都道15号などの施設が挙げられる程

２．北海道の歩行者死亡事故

2）

度である 。豪雪地帯や積雪寒冷地の幹線道路におい
て本格的な運用はまだ見られない。

北海道では、交通事故の死者数は、市街地の交差点

雪寒道路での運用では、冬期や夜間の路面すべり時

と非市街地の単路で多い。歩行者の交通事故に着目す

や視界不良時にも高齢者等が横断する場合を想定し、

ると（図－2）、交通事故の死者数の1/3は歩行者事故に

そのような場合でも横断者の死亡事故を防ぐ技術的な

よるものであり、その中で横断歩道やその付近でない

工夫を二段階横断施設に施す必要があり、そのための

その他の箇所を乱横断中の死者数が5割を占める。ま

計画・設計・施工手法が課題となっている。

た、65歳以上の高齢歩行者の死者数が7割を占める。

本稿では、北海道を対象にした歩行者死亡事故の状

道内で冬期の幹線道路を横断中の高齢歩行者死亡事

況、その対策である二段階横断施設の概要を解説した

故をみると（図－3）、非冬期（4～10月）では高齢歩

あと、既往研究で得られた知見を解説する。そして、

行者の死亡事故件数が非高齢の件数の3倍となり、冬

施設の計画に役立つ理論を考えてみたのでそれを解説

期（11～3月）に至っては高齢歩行者の死亡事故件数

したあと、雪寒道路に適用する際の課題にも触れる。

がほとんどを占める。

図－2 北海道の全道路を対象にした歩行者死亡事故の状況
北海道警察交通事故年鑑に基づき最近5年の事故統計を整理。
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北海道で冬期の幹線道路（一般国道、主要地方道）を横断中の高齢歩行者死亡事故の状況

寒地土木研究所の交通事故分析システムを使用してH27～H29（3年間）のデータを分析。
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北海道で中央帯に横断防止柵等が無く両側に歩道が備わった国道の信号交差点密度の状況
道路交通センサス（H27）の箇所別基本表のデータを分析。
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二段階横断施設の分類

図中の赤字は本稿が着目する部分を示す。

側車線を横断し終えた時点でファーサイドを再確認す
るものの、最初に確認したときよりも車が近づいてき
てしまったので、そのまま車道中央に佇むよりも急い
で横断することを選んでしまった結果、事故に遭うと
思われる。そこで、中央帯に一時待機のための交通島
を設けるという事故対策が考えられる。
図－5 高齢歩行者の乱横断中の死亡事故の特徴
交通事故総合分析センターの研究成果3）のデータを使用。

３．二段階横断施設の概要

幹線道路における乱横断の機会を調べるため、道内

一般に、二段階横断施設には、信号交差点やラウン

で中央帯に横断防止柵等が無く両側に歩道が備わった

ドアバウトの横断歩道の中央に設けるものと、交差点

国道の信号交差点密度をみると（図－4）、信号交差

間の単路の中央帯に設けるものがある。本稿では、後

点の間隔は2車線で約1km、4車線以上で約250mとな

者のみに着目する。後者は、車線をシフトさせて生み

っている。警察庁の「交通規制基準」によれば、横断

出した中央帯のスペースに交通島を設けて無信号横断

歩道の間隔は市街地100m以上、非市街地200m以上を

歩道を備えた施設である。海外では4車線区間への適

基準にするとのことである。また、警察庁の「信号機

用も見受けられるが、国内の幹線道路では今のところ

設置の指針」によれば、1時間あたりの往復交通量が

2車線区間のみである。また、海外では押しボタン式

300台未満になると歩行者が信号無視をする割合が急

信号付き横断歩道の二段階横断施設を単路の多車線区

増する傾向がみられるとのことである。これらを照ら

間に設けた事例もあるが、本稿では無信号の横断歩道

し合わせると、道内の幹線道路の2車線区間では、信

を設けた施設だけに着目する（図－6）。

号交差点密度が低い状況にあり、往復交通量が少ない
時間帯には乱横断の機会が増える状況にある。

二段階横断施設の横断歩道の形状については、ニア
サイドとファーサイドで同一線上に横断歩道を設けた

全国の道路を対象に高齢歩行者の乱横断中の死亡事

ものの他に、図－1のように、ファーサイドにおいて車

故の特徴をみると（図－5）、全死者数の1/4はニアサ

が近づく方向、すなわち左側の方向に食い違いにした

＊1

＊2

3）

イド 、3/4はファーサイド が占める 。特に、車

クランク型の横断歩道を設けたものもある。車が近づ

道部を垂直に横断中にファーサイドで死亡する高齢歩

く方向へと食い違いにする利点は、交通島内を歩行中

行者の事故死者数が全体の6割を占める。

の歩行者の視線が、ファーサイドで接近する車に向き

以上のことから、次のような事故の様子がうかがえ

やすくなる点である。ただし、交通島内を歩行する者

る。すなわち、冬期の幹線道路のうち、信号交差点間

同士のすれ違いの幅員が必要になる点や、そもそもフ

の長い2車線区間において、往復交通量が少ない時間

ァーサイドで右側に向かう横断者は、食い違いだと動

帯に乱横断をして車道を横断する高齢歩行者は、ニア

線からずれてしまうので、ファーサイドでは横断歩道

サイドとファーサイドを確認して横断し始めるが、片

を歩かないかもしれない点などの検討が必要である。

＊1

車道を横断する者にとって手前の右側から車が来るとき、
その車の走行車線が横断者にとってのニアサイドである。
＊2
車道を横断する者にとって奥の左側から車が来るとき、そ
の車の走行車線が横断者にとってのファーサイドである。
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二段階横断施設の交通島の構造については、そもそ
も歩行者・自転車のたまり空間としての交通島の幾何
構造基準値が道路構造令に規定されていない。横断面
構成の制約の中で車道部・歩道等の幅員を縮小して交
45

通島の幅員を生み出す際、運転者が歩行者優先を遵守

れた、クランク型でない直線型の横断歩道を付けた二

するとは限らない日本の実情を踏まえると、交通島で

段階横断施設（交通島幅員2.75m）を対象に、高齢歩

待機中の高齢者を大型車が横切る状況での心理を考慮

行者にとって設置後のニアサイドでの横断開始判断が

した幅員とすべきである。また、夜間等でも、歩道端

容易となり設置前よりも車との交錯リスク値が減少し

や交通島から横断開始する者や、交通島で待機中の者

たことなどを示した。足立・鈴木・岡田・伊藤10）は、

や、交通島それ自体を運転者が視認しやすくするべき

同一施設を対象に、設置位置付近のゼブラゾーンにお

である。いずれにせよ、道路構造令の解説と運用に記

ける乱横断発生確率を横断者の属性別に分析し、施設

載された歩行者の滞留の用に供する部分の幅員の値な

の設置後に誘発される乱横断への対策の必要性を指摘

どを参考に、現地の状況に応じた検討が必要になる。

した。足立・鈴木11）は、岐阜県の県道17号（規制速度

二段階横断施設の設置のための中央帯スペースを生

50km/h）に設置されたクランク型横断歩道付き施設

み出す車線シフトの形状については、横断を譲ろうと

（交通島幅員2.5m）を対象に、歩道端での待機時よ

して急減速した車が後続車からの追突事故に遭わない

りも交通島での待機時のほうが車の譲り割合は高かっ

よう配慮することは当然であるが、海外ではこの車線

たこと、施設の存在が歩行者の安全イメージ向上等に

シフトの形状に交通島を横切る際の速度抑制の効果を

寄与したことを示した。足立・鈴木12）は、宮崎県の国

与えた事例もみられる。ただし、この効果が大きすぎ

道10号、埼玉県の県道400号、岐阜県の県道17号の二

ると、横断者がいないときでも減速してしまい、設置

段階横断施設を比較したうえで、自転車横断者は直線

箇所がボトルネックになりかねない。効果を考慮する

型では安全確認を怠る傾向がありクランク型では比較

際に、現地の幹線道路に求められる走行サービス水準

的安全確認をする傾向があったことを示した。

との兼ね合いが求められる。

次に、数値シミュレーションや屋外実験によって施
設の形状・構造等を分析した研究について解説する。
林・浜岡13）は、交通島が無い標準横断方式（無信号、

４．既往研究で得られた知見

押しボタン式信号、定周期式信号）と交通島が有る二
土木学会土木計画学研究委員会や交通工学研究会等

段階横断方式（無信号）を歩行者と車の総待ち時間の

で査読付き論文として報告された単路・無信号の二段

観点で比較するため2車線区間でシミュレーションを

階横断施設に関する既往研究について以下に解説す

行い、二段階横断方式が最適になる場合もあれば、多

4）

5）

る。尚、中村 、井料 が二段階横断施設の意義やそ

数の歩行者が連続して横断するとき交通島での待ち時

の機能などを海外事例も踏まえながら体系的に整理し

間が増えるために押しボタン式信号の標準横断方式が

ており、研究上の課題を概観したい読者に勧める。

最適になる場合もあることを示した。杉山・大橋・小

まず、写真－1に挙げた供用後の施設の利用実態を

林14）は、2車線区間でクランク型の無信号二段階横断

調査した研究について解説する。村井・加藤・神戸・

施設を運用しても車の円滑が損なわれない条件を調べ

6）

高瀬・鈴木・森田 は、宮崎県の国道10号（規制速度

るためシミュレーションを行い、歩道端や交通島での

60km/h）に設置されたクランク型の横断歩道（図－1

待機者に対する車の譲り率を変化させた場合、必ず譲

の図中の赤線に示す。）を付けた二段階横断施設（交

る条件にすると車の遅れ時間に車速の違いは影響せず

通島幅員3m）を対象に、設置前後で歩行者と車の交

むしろ大型車混入率が影響すること、全く譲らない条

錯リスク値が減少したこと、横断待ち時間が減少した

件にすると歩行者の遅れ時間に大型車混入率だけでな

7）

ことなどを示した。石山・後藤・中村 は、同一施設

く車速の違いも影響することを示した。浜岡・林・戸

を対象に、「車が何秒後に到着しそうか」と「自分が

来15）は、クランク型の無信号二段階横断方式と無信号

何秒で渡れるか」を判断した結果としての横断挙動

の標準横断方式について、ニアサイドとファーサイド

と、接近車との距離や横断時の歩行速度などとの関係

のいずれかから車が接近する場合と両方から接近する

を分析し、二段階にすることで横断判断のばらつきが

場合の歩行者の横断判断を調査するため大学生を歩行

小さくなり安全性が向上したことを示した。鈴木・加

者とした実験を行い、車の接近速度や、左右の車同士

8）

藤・山口 は、同一施設を対象に、交通島で待機する

あるいは車と被験者の到着時間差を操作して検討した

者（若年男性）の心拍計での心的負担は歩道端での負

結果、クランク型では交通島内で車に向かいながら左

9）

側を確認できるため横断判断に余裕ができ、歩車間距

は、埼玉県の県道400号（規制速度40km/h）に設置さ

離が標準横断方式の歩車間距離よりも短くなることを

担と大差なかったことなどを示した。竹平・大口
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示した。大橋・杉山・野田・小林16）は、車道部幅員が
7.0～9.5mでも設置できる簡易な二段階横断施設にお
いて車の円滑性を担保できる交通島幅員を検討するた
め非高齢・高齢の男女を歩行者及び運転者とした実験
を行い、交通島の幅員を1.5mにすると速度が高い大型
車が横切る際に歩行者が不安に感じること、待機中に
交通島からはみ出すという観点からみると幅員2m以
上かつ側帯の設置が望ましいこと、注意しながらなら
ば幅員1.5mでも自転車押し歩きで交通島内を移動で

図－7

ニアサイド・ファーサイドのギャップとラグ
งାਯٙলਯ



ઐ୷ਡो

きること、車の円滑よりも歩行者の不安軽減を優先さ
せるならば車速を抑制する幾何構造が望ましいことを
示した。大橋・杉山・小林17）は、2車線区間で直線型
の二段階横断施設を運用する際に車線シフトの形状と
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ஒ

横断歩道のハンプ化によって車速を抑制する効果がど
の程度得られるかを検討するため非高齢・高齢の男女
を運転者とした実験を行い、シフトが急なほど車速は
手前で低下して運転者が交通島の待機者を見つけられ
やすくなること、シフトとハンプを合わせると大きな
減速効果が得られるが横断者がいない状況での走行性
の確保の観点にも留意する必要があることを示した。
５．二段階横断施設の計画に役立つ理論
教科書等7），18）を参考に、二段階横断施設の計画に
役立つ理論を考えてみたので、以下で解説する。
横断者は、ニアサイドとファーサイドのラグについ
て安全を確認したあと横断を開始するが、二段階横断
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図－9

横断判断と交錯リスク

施設を設けるとニアサイドのラグだけを確認すればよ
い（図－7）。ラグは車群の交通密度で決まるが、そ

の青線）という選択肢がある。接近車の位置を視認し

の密度は、隣接する信号交差点の信号現示の影響を受

た横断者は、運転者にはこの2つの選択肢があること

ける。今、図－7に示すように左側の交差点が赤信号

を考量して横断するか否かを判断する。このとき、接

の場合を考え、その信号停止線の位置に着目する。停

近車の位置により、横断者は、図中の領域①（ジレン

止線の車を先頭に信号待ち行列が形成されるが、その

マゾーン）、若しくは領域②（オプションゾーン）の

末尾に到着する後続車の台数と交通密度は、右側の交

交錯リスクに直面する。したがって、二段階横断施設

差点が青信号の場合は右から左への直進車、赤信号の

は、この交錯リスクが小さい交通量の単路に設置させ

場合は上下からの右左折車の交通量と車速で決まる。

る必要がある。とはいうものの、歩行者死亡事故が多

最大待ち行列長は、左側の交差点が赤信号の間に停止

い単路は、そもそもこの交錯リスクが大きい。そこ

線手前に到着した車群、青信号に変わり車群の先頭車

で、そのような単路では、単なる施設の設置だけでな

が出発したあとに末尾に到着した車群の合計で決まる

く、交錯リスクを横断者と運転者に早い段階で認知さ

（図－8）。したがって、二段階横断施設を設置する

せるための安全装置を付加させる必要がある。この安

位置は、この最大待ち行列長の外側にする必要があ

全装置には、認知ミスが死亡事故につながらないフェ

る。次に、二段階横断施設の横断者の位置からニアサ

ールセーフの措置も必要になる。

イドの接近車までの距離に着目する（図－9）。接近

屋外実験や数値シミュレーションを通じて各図のパ

車の運転者には、横断者を視認してすぐに減速するか

ラメータ値を取得できれば、上記の理論は、施設の適

（図中の赤線）、そのままの車速で通行するか（図中

用条件や基準類の検討に役立つと考えられる。
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巻、1号、pp.A_8-A_16、2018.
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そのような状況の中で二段階横断施設を安全に機能さ

する実証分析、交通工学論文集、4巻、1号、pp.

せるには、施設に備え付ける付加的な安全装置の開発

A_252-A_257、2018.
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2018.
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階横断施設における乱横断挙動に関する分析、交
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積雪時の円滑な車線シフトのため視線誘導標やガイド

Vol.75、No.5、pp.I_871-I_881、2019.

ポストやランブルストリップスなどを付ける、交通島
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誘導するため交通島内にボラードを付ける、交通島の

2021.

横断勾配は待機中に滑って交通島をはみ出さない勾配

13）林勇朔、浜岡秀勝：単路部における無信号二段階
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