
Kazunori Munehiro, Azuma Takemoto, Satoshi Kasai 

 

２車線道路の設計と運用の合理性を考慮した 

性能向上方策 
（独）土木研究所 寒地土木研究所 ○宗広 一徳 

               同上                         武本  東 

                              同上             葛西  聡 
 

   

 

 

 

        
 
１． はじめに 

北海道の一般国道の総延長は約6,550km（平成17年度

道路交通センサス１）による）に及び、その90％以上が

２車線道路により構成されている。２車線道路の設計に

おいては、線形要素として制動停止視距と追越視距の確

保が求められるが、実際の運用段階では、例えば、夜間

や悪天候時にはそれらが確保されないなどの課題も見ら

れる。本稿では、北海道の一般国道の長距離路線での特

徴の１つである追越需要に着目し、ケーススタディとし

て一般国道275号新十津川町での追越実測結果を示すと

共に、２車線道路の追越モデルを提案及び評価する。さ

らに、同結果を踏まえ、２車線道路の設計と運用の合理

性の観点からみた課題について列挙し、２車線道路の性

能を向上させるための方策について述べる。 

 
２．２車線道路の設計と運用 

２．１ ２車線道路の設計 

 1952 年に道路法２）が制定されたが、道路の構造の原

則を第29条に、また道路の構造の基準を第30条に示し、

各号に掲げる事項について政令で定めるとしている。

1958 年 8 月に旧道路構造令 3)が公布施行されたが、  

その後の交通情勢の変化に伴い、1970 年 10 月に現在の

道路構造令 4)が公布施行されるに至った。以後、適宜 

改正 5)されているが、2003年7月が、直近の改正6）に該

当する。道路構造令第3条、第5条第4項及び第5項、

同第 6 条～第 11 条により、道路の区分、自動車の交通

機能、歩行者・自転車の交通機能及び空間機能に基づき、

車線数を除く横断面構成（車線幅員、路肩幅員、歩道、

自転車道、植樹帯等）が決定される。道路構造令第5条

第2項並びに第3項により、車線数は、道路の区分と設

計基準交通量により決定される。ここで、設計基準交通

量（台／日）とは、道路当たりまたは、１車線当たりの

「道路の車線数の決定の基準となる交通量」という意味 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
であり、道路の区分ごとに構造条件及び交通条件の標準

値を想定し算定した設計交通容量（台／h）を日換算し

たものである。また、道路構造令第 13 条により、道路

の区分に基づき、設計速度が決定される。第 15 条、第

18条、第19条、第20条、第22条及び第25条により、

線形要素（曲線半径、緩和区間、視距、縦断勾配、縦断

曲線、合成勾配）が決定される。例えば、北海道地方部

に存する第3種2級の一般国道の場合、地形が平地部か

つ設計基準交通量が 9,000 台／日以下のとき、道路の基

本構造として、設計速度 60km/h、2 車線、車線幅員：

3.25ｍなどが決定される。（図-1を参照） 

道路構造令第 19 条において、設計速度に応じた視距

が定められているが、同構造令の解説と運用によれば、

「道路の幾何学的構造を規制する要素として幅員、線形、

勾配等の基準がそれぞれ設けられているが、中でも視距

の占める役割は非常に重要なものであって、走行上の安

全のためにも快適な運転のためにも大切である。運転者

は道路を目で追いつつ自動車を操作するものであるから、

幅員、曲線半径、勾配等がいかに高度の基準によるもの

北海道の一般国道の総延長は約6,550kmに及び、その90％以上が２車線道路により構成され

ている。２車線道路は、制動停止視距と追越視距を基礎として設計されているが、例えば、夜

間や悪天候時にはそれらが確保されないなど、交通運用上の課題が見られる。本稿では、２車

線道路の長距離路線で重要となる車両の追越需要に着目し、一般国道275号新十津川町での追

越実測結果を示すと共に、２車線道路の設計と運用の合理性の観点からみた課題及び２車線道

路の性能を向上させるための方策について提案する。 
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 図-1 道路構造が決定する基本プロセス 

道路区分の決定 
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であっても十分な視距が確保されなければ、その道路は

安全性、快適性の面から好ましくないものになってしま

うのである。」と、道路設計上、視距の確保が重要であ

ることを示している。さらに、「視距には、制動停止視

距、避走視距、追越視距がある。避走視距が考えられる

のは、同一車線上に故障車等がある場合に、側方に避走

するときであり、制動停止視距があれば十分である。２

車線道路では、追越しを行う場合に必ず対向車線を利用

しなければならないことから、追越視距も必要であ

る。」とし、２車線道路の設計では、制動停止視距並び

に追越視距を考慮することの必要性を示している。 

２．２ ２車線道路の運用 

1960年に道路交通法7)が制定されているが、道路交通

法に基づく交通規制は、主として公安委員会が行うもの

である。車両の追越しの方法については、同法第28条に

より「車両は、他の車両を追い越そうとするときは、そ

の追い越しされようとする車両の右側を通行しなければ

ならない。」、第28条第4項により「追越しをしようと

する車両は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又

は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車

又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、

できる限り安全な速度と方法で進行しなければならな

い。」としている。追越しを禁止する場合及び場所につ

いては、道路交通法により、次の通り示されている。 

① 右側部分の通行による追越しが禁止される場合 

道路の左側部分の幅員が６メートルに満たない道路で

あっても、その道路の右側部分を見とおすことができ、

かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場

合でなければ、右側部分にはみ出して追越しをするこ

とはできない。（第17条第5項第4号） 

② 二重追越しの禁止 

後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越

そうとしているときは、追越しを始めてはならない。

（第29条） 

③ 右側部分の通行による追越しの禁止場所 

左側部分の幅員が６メートルに満たない道路であって

も、道路標識等により禁止されているときは、右側部

分にはみ出して追越しをしてはならない。（第 17 条

第5項第4号） 

④ 追越し全体を禁止する場所 

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道

路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分において

は、他の車両（軽車両を除く。）を追い越すため、進

路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

（第30条） 

一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上付近又は勾

配の急な下り坂 

 二 トンネル 

三 交差点、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこ

れらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分 

しかしながら、例えば、上記①で示した第 17 条第 5

項第 4 号の反対の方向からの交通を妨げるおそれがな

い場合については、具体的な言及がなされてはいない。

実際、低速で走行する前車を後車が対向車線を走行し

て追越すという行動は、対向車線を走行する車両との

正面衝突事故に遭遇するリスクを併せ持っている。２

車線道路の設計上、追越視距が確保されている構造で

あっても、後車が前車を追越ししようとするときに、

対向車線上で反対方向を走行する車両の存在があると

き、事実上、追越しは不可能である。すなわち、対向

車線を走行する車両が存在しないときに追越しが行わ

れているが、これが具体的にどのような交通状態であ

るのかについて、我が国で具体的に報告された事例は

ない。 

２．３ 北海道の道路の階層区分の試案 

道路に求められる機能とそれに対応する道路構造につ

いては、ドイツにおいて道路の階層区分が示されており、

これを模範とし、世界各国の道路行政機関で参照されて

いる。我が国においても、中村らが日本国内の道路階層

区分の試案 8)を報告している。北海道内の高規格幹線道

路（高速自動車国道並びに一般国道の自動車専用道路）

の供用延長は平成19年度末で814km、全体計画に対する

供用率は 45％であり、全国平均の 67％に対して著しく

低い水準に止まっている。すなわち、北海道においては

都市間距離が長く（道内６圏域の中心都市間の平均距離

は約 180km）、本来、高規格幹線道路が担うべき長距離

トリップの道路交通ニーズが高いにも関わらず、一般国

道（大半が２車線道路）が代替し、同機能を担っている。

表-1 は、北海道の道路階層区分を基礎整理したマトリ

ックスを示している。縦軸のⅠ～Ⅵは連絡スケール、横

軸は道路階層と主たる機能分担のイメージを示している。

一般国道は、100～300kmにも及ぶ長距離トリップのみな

らず、市町村連絡の機能、地域によっては、毎日買物連

絡（通院等も含む）の機能を担っている事例もみられる。

例えば、北海道地方部の医療過疎は深刻さを増しており、

高次医療機関への通院のため、100km を超える長距離ト

リップを要している事例等も見られる。 

 
トラフィック機能優先 　　　　アクセス機能優先

高速自動
車国道

一般国道
の自動車
専用道路

一般国道 道道 市町村道

A B C D E

Ⅰ
圏域間連絡
（100～300km）

○ ○ △

Ⅱ
圏域内連絡
（100km）

○ ○ ○

Ⅲ
市町村連絡
（30km）

○ ○

Ⅳ 毎日買物連絡 △ ○ ○

Ⅴ 生活道路 　 ○ ○

Ⅵ 地先道路 ○

高規格幹線道路 一般道路

 

 

 

長い

短い

トリップ長

 表-1 北海道の道路階層区分の試案 

 注）○：それぞれの道路が本来担うべき機能 

△：現状で一般国道が代替している機能 
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３． R275新十津川町での追越実測調査の実施 

３．１ 調査区間の概要 

追越実測調査9)のケーススタディして、一般国道275号

新十津川町（KP65.8～KP68.2，L=2.4km）を対象とし、実

施した（図-2）。この区間は、日交通量が約10,000台の

対向２車線道路である（平日：9,896台／日、休日：

11,361台／日、H17道路交通センサスによる）。周辺は、

建物が少なく田畑が広がっており、交差する道路（農

道）の交通量も少ない。縦断線形はほぼ直線で、縦断勾

配は0.1％程度であり、前後を追越禁止区間に挟まれた

約1.6km（KP66.2～67.8）が追越可能区間である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．２ 調査期間 

調査は、2007年7月及び2008年1月の間行った。そのう

ち、追越しデータの分析対象期間は、表-2に示す通り、

夏期の乾燥路面状態の２日間、及び冬期の圧雪路面状態

の２日間とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．３ 観測機器の配置とデータ集計方法 

本調査の観測機器として以下を設置した。 

（１） 観測機器の配置 

・定点ビデオカメラは、RD-3252（アルコム製：屋外

防雨型41万画素高画質赤外線暗視カラーカメラ）を2

台（1方向1台）設置し、天候、路面状態を観測すると

ともに、追越状況を記録した。 

・埋設式トラフィックカウンター（3M製：カノーガ）

を2台（1方向1台）設置し、設置箇所を通過する車両

を検知し、通過時刻、通過速度、通過車両長を計測し

た。 

・なお、夏期のみ埋設式トラフィックカウンターのデー

タを補完するために、簡易トラフィックカウンター

（3M製：STC-2100P）を8台（1方向4台）設置した。 

（２） データ集計方法 

・追越し：定点ビデオカメラに記録された２車線道路で

の追越し状況について、観測担当員が、目視により、

同ビデオから5分間単位の追越回数を読み取った。 

・交通量：埋設式トラフィックカウンター並びに簡易ト

ラフィックカウンターの記録データを基に、単位時間

当りの交通量を集計した。なお、車両分類方法は、車

両長6m以下の場合を小型車、6mより長い場合を大型車

とした。 

・速度：埋設式トラフィックカウンター並びに簡易トラ

フィックカウンターの記録データを基に、集計した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 追越実測調査の結果及び考察 

４．１ 追越車割合と対向車線交通量 

 進行方向の追越車割合と対向車線交通量を5分間毎に

集計したものを図-3に示す。ここで、 

追越車割合（％） 

＝追越車台数（台/5分）／5分間交通量（台/5分） 

               …………（式-1） 

 表-2 データ分析の対象期間 

［(2)冬期・圧雪路面］ 

［(1)夏期・乾燥路面］

 写真-1 記録された追越し状況 

 図-2 実験区間の位置図 

気温（℃） 日降雪深

平均 最高 最低 （ｃｍ）

夏期 2007年7月16日 月・祝日 晴れ 乾燥 19.7 28.4 13.9 0

2007年7月17日 火 晴れ 乾燥 17.0 21.9 14.2 0

冬期 2008年1月14日 月・祝日 雪 圧雪 -7.0 -4.2 -12.2 4

2008年1月15日 火 雪 圧雪 -7.2 -4.9 -12.7 11

※　気温及び日降雪深については、気象庁による滝川市のデータを参考として用いた。

ケース 年月日 曜日 天候
路面状
態
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図-3から、以下のような傾向が見られた。 

① 夏期の場合、対向車線の 5 分間交通量が約 20 台

以下になると、進行方向の追越車割合が数％から

10％を超える状況が見られた。 

② 冬期の場合、対向車線交通量に関わらず、夏期と

比べて進行方向の追越しは極端に少なくなった。

しかしながら、わずかに冬期においても追越しが

発生した。 

４．２ ２車線道路の追越モデルの構築 

当該調査区間における5分間毎の走行車線の追越車台

数を期待値（Y）とし、パラメーターλとしたところ、

ポアソン分布により以下の通り示される。 

  

………………（式-2） 

 

5分間当りの追越車台数の実測値とポアソン分布による

予測値について、図-4に示す。同図より、夏期及び冬期

共に、２車線道路における5分間毎の走行車線の追越車

台数がポアソン分布により予測できることが分かる。ま

た、冬期においては、ほとんど追越しが発生しない傾向

も見られている。 

ポアソン分布に従う確率変数Yの期待値を�、説明変

数xとすると、ポアソン対数線形モデル（ポアソン回

帰）は次式となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ……（式-3） 

                 

 

 

 

5分間毎の走行車線の追越車台数を期待値（Y）とし、

5分間毎に走行車線交通量、対向車線交通量、走行車線

平均速度、対向車線平均速度を説明変数ｘとし、対数リ

ンクのポアソン回帰モデルを示す。パラメータの決定に

は、 尤法を用いる。 

1)上り方向（夏期） 

lnλ= -3.1518 + 0.0301x1 - 0.0206x2 - 0.0051x3 + 0.0331x4 

2)下り方向（夏期） 

lnλ= -0.6015 - 0.0231x1 + 0.0381x2 - 0.0169x3 - 0.0110x4 

3)上り方向（冬期） 

lnλ= -4.2664 + 0.0641x1 - 0.0204x2  + 0.0019x3 + 0.0209x4 

4)下り方向（冬期） 

lnλ= -6.1101 - 0.0158x1 + 0.0675x2  + 0.0030x3 + 0.0518x4 

ここで、 

x1  :  上り交通量    

x2  :  下り交通量 

x3  :  上り平均速度 

x4  :  下り平均速度 

 

 図-3 5分間毎の対向車線交通量と追越車割合 

［(1)夏期・上り方向］

［(2)冬期・上り方向］ 
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 図-4 5分間当りの追越車台数の分布 
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４．２ ２車線道路の追越モデルの評価 

前述の式-3により構築したポアソン回帰モデルについ

て、モデル全体の検定として、尤度比検定の結果を表-3

に示す。また、期待値（Y）に対する要因（説明変数：

ｘｋ）の効果の検定として、Wald検定の結果について表-

4に示す。これらから、以下のような結果が明らかにさ

れた。 

 ①モデル全体の検定については、夏期の上り方向及び

下り方向、冬期の上り方向及び下り方向の４モデル

は有意となった。 

②説明変数について効果の検定をしたところ、夏期の

場合、上り・下り共に、走行車線交通量が増加す

ると追越車台数が増加し、対向車線交通量が増加

すると追越車台数は減少した。 

③冬期の場合、上り・下り共に、走行車線交通量が

増加すると追越車台数が増加した。しかし、対向

車線交通量の影響は見られなかった。 

 したがって、２車線道路の追越しは、対数リンク関数

によるポアソン回帰モデルにより示されることが明らか

にされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．設計と運用の合理性の確保 

５．１ 設計と運用の合理性の観点からみた課題 

 一般国道275号新十津川町での追越実測調査結果を踏

まえ、２車線道路の設計と運用の合理性の確保からみた

課題として、以下の事項を指摘できる。 

・設計上、２車線道路の十分な追越視距が確保されてい

る区間であっても、運用上、追越しが可能となる条件

は限定されている。 

・夏期の乾燥路面条件の場合、対向車線交通量が少なく

なるときに、追越しが可能となった。実測調査結果で

は、5 分間当りの対向車線交通量が概ね 20 台以下の

とき、進行方向の追越しは発生した。 

・冬期の圧雪路面条件の場合、対向車線交通量に関わら

ず、進行方向の追越し発生回数は極端に少なくなった。 

・一般国道が運用されるのは、24 時間かつ 365 日であ

り、晴天や曇天だけではなく、様々な悪天候時も含ま

れる。特に、北海道の場合、例年 10 月下旬から 3 月

までが降雪期間であり、冬期の雪氷路面の出現の可能

性が大きくなる。よって、このような冬期路面条件で

は、２車線道路における追越しの機会はごく限定され

る。 

・追越しのできない２車線道路では、前方に低速車両が

表-3 モデル全体の検定 

表-4 要因の効果の検定 

ケース モデル （-1）＊対数尤度 尤度比カイ２乗 自由度 有意確率 判定

夏期 上り方向 14.2132 28.4264 4 ＜0.0001 ＊＊

下り方向 16.0622 32.1243 4 ＜0.0001 ＊＊

冬期 上り方向 5.6540 11.3080 4 0.0233 ＊

下り方向 6.5185 13.0369 4 0.0111 ＊

ケース 期待値（Y） 要因（説明変数：ｘｋ） 自由度 尤度比カイ２乗 有意確率 判定

夏期 上り追越車台数 上り交通量 1 21.1265 ＜0.0001 ＊＊

下り交通量 1 5.2693 0.0217 ＊

上り平均速度 1 0.1573 0.6917 －

下り平均速度 1 5.6722 0.0172 ＊

下り追越車台数 上り交通量 1 11.8411 0.0006 ＊＊

下り交通量 1 23.1155 ＜0.0001 ＊＊

上り平均速度 1 1.8396 0.1750 －

下り平均速度 1 0.5665 0.4517 －

冬期 上り追越車台数 上り交通量 1 10.7646 0.0010 ＊＊

下り交通量 1 0.7671 0.3811 －

上り平均速度 1 0.0140 0.9057 －

下り平均速度 1 0.8964 0.3437 －

下り追越車台数 上り交通量 1 0.6247 0.4293 －

下り交通量 1 10.8872 0.0010 ＊＊

上り平均速度 1 0.06507 0.7986 －

下り平均速度 1 4.7029 0.0301 ＊
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存在すると、その車両を先頭に車群化が進行し、道路

の平均旅行速度が低下し、道路のサービス水準の低下

が懸念される。 

５．２ ２車線道路の性能を向上させるための方策 

 北海道の一般国道（90％以上が２車線道路）は、短距

離トリップから長距離トリップに至る多様な機能を担っ

ている。特に、北海道においては都市間距離が長く、本

来、高規格幹線道路が担うべき長距離トリップのトラフ

ィック機能優先の道路についても、２車線道路である一

般国道が主として担っている現状がある（表-1 参照）。

この現状を踏まえ、２車線道路においても、ドライバー

に対し、一定の追越しの機会を与える必要がある。北海

道の地域特性として、トリップ長が長く追越しニーズが

高いこと、並びに1年のうち半年近く冬期路面条件が発

生する可能性があり、現状の２車線道路では追越しの機

会が著しく制限されていることを指摘できる。よって、

トリップ長の長い道路において、ドライバーに対し、一

定の追越しサービスを年間を通じて提供する観点から、

付加車線の設置は必要である。（図-5参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．まとめ 

本論文により得られた結果を総括すると、以下の通り

である。 

(1)２車線道路の追越し 

一般国道275号新十津川町をケーススタディとして、

２車線道路の追越実測調査を実施した。夏期の乾燥路面

状態では、対向車線の5分間交通量が約20台以下になる

と、進行方向の追越車割合が数%から10％を超える状況

が見られた。冬期の圧雪路面の状態では、対向車線交通

量に関わらず、夏期と比べて進行方向の追越しは極端に

少なくなった。 

(2) ２車線道路の追越モデルの評価 

 5分間毎の走行車線の追越車台数を期待値とし、5分間

毎に走行車線交通量、対向車線交通量、走行車線平均速

度、対向車線平均速度を説明変数とし、対数リンクのポ

アソン回帰モデルを示したところ、夏期と冬期の各上

り・下り共に、モデル全体が有意となった。説明変数に

ついて、効果の検定をしたところ、夏期の場合、上り・

下り共に、走行車線交通量が増加すると追越車台数が増

加し、対向車線交通量が増加すると追越車台数は減少し

た。冬期の場合、上り・下り共に、対向車線交通量の影

響は見られなかった。よって、ポアソン分布に従う２車

線道路の追越モデルを提案し、評価することができた。 

(3)２車線道路の設計と運用の合理性の確保 

 北海道の一般国道の２車線道路において、ドライバー

に対し、年間を通じて一定の追越しサービスを提供する

ことを考慮したとき、現状の設計と運用の合理性の確保

の観点からは、必ずしも十分ではない。トリップ長が長

く主要幹線機能を担う２車線道路において、一定の追越

しサービスを年間を通じて提供するため、付加車線の設

置は必要である。 
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図-5 付加追越車線の設置間隔及び延長 

（道路構造令の解説と運用より） 


