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近年，わが国においてラウンドアバウト（以下，RAB）の整備が全国的に広がっている．RABの設計に

おいて自転車の安全かつ円滑な交通を確保することも重要な視点であるが，RABでの自転車走行が自動車

交通へ与える影響などを実態に即して分析した事例は数少ない． 

そこで本研究では，幾何構造の異なる4つのRABにおいて，自転車走行調査を行い，自転車及び自動車の

速度データ，走行位置のデータを取得し，そこから環道内走行時の危険挙動，流出時の交錯危険性などを

分析した．その結果，自転車と自動車の位置関係により環道走行自動車の速度に違いがあること，また，

自動車の走行速度の高さ，エプロン走行のしやすさが，環道内での自転車と自動車の並走状態を引き起こ

す要因であることがわかった． 

 

  Key Words: roundabout, cycling behavior, intersection geometry, traffic safety 

 

 

1. はじめに 

 

近年，わが国においてラウンドアバウト（以下，RAB）

の整備が全国的に広がっている．RABでは交差点内は一

方通行で，交差点内の環道交通に優先権があるのが特徴

であり，その構造上，環道ではスピードを出しにくく，

車両同士の重大事故が減るという長所がある．ここで自

転車は，道路交通法上「軽車両」に分類され，RABにお

いても側端に沿って通行することになるが，自転車の安

全な通行を促す意図で，通行位置及び進行方向を示す路

面標示を設置している例もある．他方，わが国のRABの

設計において自転車の安全かつ円滑な交通を確保するこ

とは重要であるが，走行位置による安全性，RABを自転

車で走行することによる自動車への影響などを実態に即

して分析した事例は少ない 1)． 

そこで本研究では，長野県飯田市にある東和町RAB（以

下，東和町），吾妻町 RAB（以下，吾妻町），糸満 RAB

（以下，糸満），野辺町 RAB（以下，野辺町）における

自転車走行調査（以下，走行調査）によりデータを取得

し，環道内を自転車が走行している時の周辺自動車の挙

動特性ならびに交錯可能性について分析する．また，自

転車利用者の環道走行時の心的負担と自動車の走行位置

との関係についても分析する． 

その際，本研究では，外径の大きさとエプロン構造の

違いが走行性に及ぼす影響について分析するため東和町

と吾妻町，エプロン幅員，構造の違いが走行性に及ぼす

影響について分析するため糸満と吾妻町，矢羽の設置効

果について分析するため東和町と野辺町を比較していく． 

 

 

2. 調査概要とデータ取得方法 

 

対象交差点の概要を表-1 に示し，幾何構造要素及び計

測基準を図-1に示す．また，調査の概要を表-2に示す．

本研究では各箇所で20代男性2名の被験者に対してRAB

を直進または右折するODで走行させ（図-2），各枝から
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均等に流入させることで合計 200 走行のデータを取得し

ている．走行調査と同時に外部観測を行うことで，被験

者の周辺の交通状況を把握している．なお，自転車運転

者の心的負担を分析するため，調査員に心拍計（Polar社

製 V800）を装着し，RAB 流入から流出までの心拍数を

取得する．また，被験者の疲労や心的負担への影響を考

慮し，走行調査では全て電動アシスト付き自転車を使用

している． 

外部観測調査により取得した映像データから，画像解

析システム 2)を用いて，RAB 利用者の挙動データ取得を

行う．図-3 に示すように，自転車は前輪と後輪を線で結

んだ中点における重心を地面に下ろした点を，車両は左

側前輪の接地点を取得ポイントとし，1秒を 30フレーム

ごとに分割し，10 フレームごとの約 0.3 秒間隔で座標デ

ータを取得する．座標をプロットしていくことにより，

RAB流入前から流入後までの車両及び自転車の速度デー

タを取得する．  

 

 

3. 自転車と自動車の走行位置と速度特性に関す

る分析 

 

まず，自転車が環道走行している間，自転車の前方に

自動車が存在するケースを「前方」，自転車の後方に自動

車が存在するケースを「後方」，自動車が自転車と並走ま

たは追い越しをした場合を「並走」と定義し，自動車の

速度については「自由走行」，「後方」，「並走（前）」，「並

走（後）」の4つに分けて速度データを取得する．なお，

「自由走行」とは環道内に自動車も自転車も存在してい

ないケースでの走行のことである．「並走（前）」とは環

道内で自転車と「並走」した車両が「後方」位置に存在

する範囲，「並走（後）」とは環道内で自転車と「並走」

した車両が自転車を追い越して流出するまでの範囲と定

義する．各交差点における走行位置ごとの車両速度の平

均および標準偏差を表-3に示す． 

これより，「自由走行」での車両速度について，平均

値は交差点により大きく異ならない傾向が読み取れる．

速度のばらつきについては野辺町，糸満が他の2か所よ

りもやや大きい傾向を示している．自転車が環道内に存

在するケースについて，「後方」での車両速度は吾妻町，

糸満の平均値がやや高く，速度のばらつきについては交

差点による大きな違いが見られない．自転車と車両が並

走するケースに関して，「並走（前）」は東和町の平均

値が他交差点より若干低い傾向を示している．一方，「並

走（後）」については吾妻町が最も平均値が高く，速度

のばらつきも大きいことがわかる． 

次に，各交差点における走行位置別の平均速度の差の

表-1 対象交差点の概要 

 
 

 
図-1 RAB構造諸量計測基準 

 

表-2 調査の概要 

 

 

 

図-2 自転車走行調査の様子（左：吾妻町，右：糸満） 

 

 
図-3 画像解析ソフトウェア 2)によるデータ取得イメージ 

（左：自動車，右：自転車） 

 

調査地 枝数
外径
[m]

環道

幅員
[m]

エプロ
ン幅員

[m]

中央島
直径
[m]

矢羽

東和町 5 30 5 3 14 無

吾妻町 5 40 5 3 24 無

糸満 5 39 5 1.5 24 無

野辺町 5 31 5 2.5 14 有

環道幅員

中央島直径

エプロン幅員

外径

調査地 東和町 吾妻町 糸満 野辺町

調査日
平成28年
11月14日

平成28年
11月18日

平成28年
11月14日

平成28年
11月18日

平成28年
12月16日

平成28年
12月26日

データ取得
時間帯

8:00〜
14:00

8:00〜
16:00

8:00〜
14:00

8:00〜
16:00

7:00〜
14:00

10:00〜
16:00

天候
曇りのち
雨

晴れ
曇りのち
雨

晴れ 晴れ 曇り

調査内容 車両挙動，自転車挙動

左側前輪
の接地点

前輪と後輪を線で結んだ
中点における重心を地面

におろした点
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検定結果を表-4に示す．表中の数値は t値を示している． 

これより，「自由車-後方」，「自由車-並走（前）」を

見ると，野辺町の「自由車-並走（前）」以外は有意な結

果が示されており，自動車が自転車の後方に位置する場

合，車両速度が低下していることが読み取れる．また「自

由車-並走（後）」を見ると，吾妻町と野辺町で有意な差

があり，自動車が自転車を追い越した後に速度が高くな

る傾向が読み取れる．「並走（前）-後方」では東和町，

吾妻町，糸満では有意な差は見られないが，野辺町では

有意な差が見られ，同じ範囲を走行していても，並走に

移る場合は速度が高いことがわかる．「後方-自由自転車」

に関しては東和町以外で有意な差が見られる．これは，

車両が自転車の後方に位置する際に，車両の方が，速度

が高いことを意味しており，危険事象が発生する一因と

なる可能性がある． 

交差点間の走行状態別の平均速度の差の検定結果を表

-5よりに示す．表-5では自由走行している自動車を「自由

車」，自転車を「自由自転車」として区別する． 

これより，東和町と吾妻町との比較では全ての状況に

おいて吾妻町の方が高い速度となっており，「後方」，

「並走前」，「並走後」において有意な差が見られる．

東和町と比べて，吾妻町の方が走行の自由度が高いこと

が影響したものと推察される．また，糸満と吾妻町との

比較では，全体的に速度に差があるとは言えないが「並

走（後）」では有意な差が見られる．エプロン構造の違

いが要因と推察される．さらに，東和町と野辺町では「後

方」のときは野辺町の速度が低く，「並走（前）」，「並

走（後）」では野辺町の方が，速度が高いことがわかる．  

 

 

4. RAB における自転車利用者の心的負担に関す

る分析 

 

走行調査の際に，心拍計により取得した自転車運転者

の平均心拍数データを用いて，環道走行に対する心的負

担と走行状況，交差点構造との関係について分析する． 

 

(1)心的負担の計測方法と分析の方針 

調査では，20代男性3名（以下，A，B，C）に協力して

もらい，各交差点において2名ずつ心拍数を計測している．

本研究ではRAB走行時の心的負担を評価するために心拍

数を用いる．RAB流入から流出までの心拍数を1秒単位で

計測し，流入から流出までの走行時間で除すことで，1走

行ごとの平均心拍数を算出する．それを「自由走行」，

「前方」，「後方」，「並走」と走行位置ごとに分類す

る．また幾何構造ごとに結果を比較するため，東和町と

吾妻町，糸満と吾妻町，東和町と野辺町と分けて結果を

整理する．本研究では平均心拍数が高いほど緊張が高ま

っている状態であると考える． 

 

(2)RAB走行時の心的負担に関する基礎分析 

調査対象交差点ごとの心拍数の特性について，走行位

置に着目して比較分析する．各交差点の走行位置ごとの

平均心拍数を表-6に示す． 

表-3 走行位置ごとの車両速度の基本統計量 

 
 

表-4 走行位置ごとの平均速度の差の検定結果 

（表中の数値：t値，*:1%有意，**:5%有意） 

 
 

表-5 交差点間の平均速度の差の検定結果 

（表中の数値：t値，*:1%有意，**:5%有意） 

 
 

表-6 走行位置ごとの心拍数の基本統計量 

 

走行位置
速度に関する
基本統計量

対象交差点

東和町 吾妻町 糸満 野辺町

自由走行車
平均 21.57 21.81 22.05 20.20

標準偏差 2.77 3.68 4.24 4.37

後方
平均 15.55 18.26 18.18 14.11

標準偏差 3.10 4.13 4.14 3.38

並走（前）
平均 17.02 19.59 18.77 19.84

標準偏差 4.21 4.54 3.76 2.83

並走（後）
平均 21.03 26.25 23.19 23.58

標準偏差 2.76 5.57 3.90 3.35

交差点
走行位置 東和町 吾妻町 糸満 野辺町

自由車－後方

自由車－並走前 0.74

自由車－並走後 0.70 -1.07

並走前－後方 1.56 1.31 0.69

後方－自由自転車 1.27

走行状態

差 自由車 自由自転車 後方 並走前 並走後

東和町－吾妻町 -0.46 -0.39

糸満－吾妻町 0.38 0.80 -0.10 -0.72

東和町－野辺町 1.60

東和町 吾妻町 糸満 野辺町

調査員A 調査員B 調査員A 調査員B 調査員A 調査員C 調査員A 調査員B

流
入
前

平均
(n=20)

93.25 68.28 87.83 70.62 94.10 85.69 94.21 73.92 

標準偏差 7.42 6.04 10.44 7.69 7.11 5.38 5.99 5.51 
変動係数 0.080 0.088 0.119 0.109 0,076 0.063 0.064 0.075

車
無
し

平均
88.17
(n=6)

72.40
(n=5)

100.00
(n=10)

76.875
(n=8)

107.71
(n=21)

90.29
(n=27)

97.68
(n=31)

86.20
(n=26)

標準偏差 5.15 6.95 17.90 16.57 11.50 5.72 9.44 7.72 
変動係数 0.058 0.096 0.179 0.218 0.107 0.063 0.097 0.090

後
方

平均
92.63
(n=20)

70.88
(n=17)

107.40
(n=10)

76.83
(n=12)

105.34
(n=36)

91.15
(n=54)

99.68 
(n=42)

88.07
(n=41)

標準偏差 16.03 5.42 21.72 8.83 11.65 6.63 8.18 7.85
変動係数 0.173 0.076 0.202 0.115 0.111 0.073 0.082 0.089

並
走

平均
86.25
(n=8)

71.69
(n=13)

100.30
(n=10)

75.05
(n=20)

104.13
(n=36)

91.71
(n=19)

104.32
(n=14)

87.90
(n=29)

標準偏差 9.45 4.99 18.18 9.24 11.30 7.47 7.30 7.42
変動係数 0.110 0.070 0.181 0.123 0.109 0.081 0.070 0.084
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これより，東和町における調査員Aの平均心拍数以外は，

流入前の心拍数は他の走行位置における心拍数よりも低

いことがわかり，RABに車両が存在していなくても，RAB

を走行することに対して心的負担を感じているといえる．

また，東和町と吾妻町では環道走行時，車両がいないケ

ースに比べ，「後方」，「並走」のときに，心拍数のば

らつきが大きい傾向が確認できる． 

次に，交差点構造の違いが心拍数に与える影響を確認

するため，吾妻町－東和町の走行状態別の平均心拍数の

差の検定結果を表-7に，東和町－野辺町の走行状態別の

平均心拍数の差の検定結果を表-8に示す． 

表-7より，「後方」の場合に有意な差が見られる．速

度に関して「後方」では，吾妻町と東和町では有意な差

が示されており，吾妻町の方が高い速度で走行している

ことが影響したものと推察される．表-8より，東和町よ

り野辺町の平均心拍数が高い傾向が読み取れる．矢羽が

設置されていることにより，自転車利用者は走行位置を

より意識するようになったことが考えられ，それが心的

負担に繋がった可能性がある．なお，糸満と吾妻町の比

較ではどの状況においても有意な差は見られなかった． 

 

 

5. 環道内車両と自転車の交錯危険性の分析 

 

(1)走行位置に基づいた自動車と自転車の交錯危険性に関

する基礎分析 

各調査地での自転車と自動車の環道内における位置関

係について分析する．各RABにおける走行位置ごとの計

測数を表-9に示す．なお，自動車が環道から流出する際

に自転車を追い越し自転車の前を横切るケースを「横切

り」と定義し，並走の欄に内数で表す． 

ここで，「並走」を危険挙動とみなし，自転車の後方に

いる車両が並走または追い抜いたときの割合を「並走割

合」と定義する．各RABでの「並走割合」および調査地

間の「並走割合」の差の検定結果を表-10に示す． 

さらに並走のうち，横切りのケースが占める割合を「横

切り割合」と定義し，調査地ごとに数値を算出した結果

を，表-11にまとめる．この割合はより接触の危険性が高

い事象がどの程度発生していたかを表しているといえる．

また同表において調査地間の「横切り割合」の差につい

ての検定結果も示す． 

表-10より，吾妻町の並走割合が最も高いことがわかり，

吾妻町と他の3つのRABとの間に有意な差が見られた．他

の3つのRABではエプロン構造がカラー舗装，段差等で分

けられているのに対し，吾妻町は路面標示（ゼブラ）で

あることから自動車交通の走行の自由度が高くなり，そ

れに伴って，並走割合も高くなったと推察される． 

表-11より,糸満と野辺町の横切り割合が高い傾向が読

み取れるが，統計的に有意な差は示されないことがわか

る．また，交差点によりばらつきはあるものの，3割程度

の「横切り」が発生していることも読み取れる． 

 

(2)自動車と自転車の交錯危険性に関する統計分析 

表-7 平均心拍数の差の検定結果（吾妻町-東和町） 

（表中の数値：t値,**:5%有意） 

 
 

表-8 平均心拍数の差の検定結果（東和町-野辺町） 

（表中の数値：t値,*:1%有意） 

 
 

表-9 走行位置ごとの計測数 

 
 

表-10 交差点別の並走割合と割合の差異 

 
 

表-11 交差点別の横切り割合と割合の差異 

 

走行状態

被験者
車無し 後方 並走

A 2.13 1.98 

B 0.57 1.57 

走行状態

被験者
車無し 後方 並走

A -0.59 -1.18

B

東和町 野辺町 吾妻町 糸満

車なし 64 69 126 60

前方 17 0 20 11

後方 107 128 84 198

並走
(横切り )

46  (13) 49  (17) 62  (18) 61  (23)

調査地
並走割
合[%]

調査地
並走割
合[%]

値

東和町 30.1

吾妻町 42.5

糸満 23.6 2.12

野辺町 27.7 0.23

吾妻町 42.5
糸満 23.6

野辺町 27.7

糸満 23.6 野辺町 27.7 0.95

調査地
横切り
割合[%]

調査地
横切り
割合[%]

値

東和町 28.2

吾妻町 29.0 0.09

糸満 37.7 0.01

野辺町 34.7 1.05

吾妻町 29.0
糸満 37.7 0.41

野辺町 34.7 0.11

糸満 37.7 野辺町 34.7 1.04
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本節では，危険挙動である並走，横切りに着目し，こ

れらに及ぼす影響を明らかにする．並走の発生，横切り

の発生有無をそれぞれ目的変数とし，交差点幾何構造，

OD特性，車両挙動を説明変数とした判別分析を行う．説

明変数のリストを表-12に示す．また，分析結果をそれぞ

れ表-13，表-14にそれぞれ示す． 

表-13より，エプロン構造に着目した分析では，エプロ

ン部がゼブラのみのとき並走しやすくなることがわかっ

た．一方，運転者特性に着目した分析では，エプロン部

がゼブラでなくエプロンを踏むとき並走しやすくなり，

エプロン部がゼブラでその上を走行しないとき，並走し

にくくなるということがわかった．また，左折するとき

並走しなくなり，さらに，速度が高いと並走しやすくな

ることもわかった．表-14より，エプロン部がゼブラ以外

かつエプロンを走行するとき横切りしやすく，また，右

折するとき横切りしにくくなる，さらに，並走後の速度

が高いと横切りしやすくなることがわかった．これより，

エプロンを段差構造にすると，並走，横切りがしにくく

なり，自動車にとっての安全性が高まると考えられる．  

 

 

6. まとめ 

 

 本研究では，複数のRABにて自転車走行調査や外部観

測調査を実施し，交差点幾何構造の違いによる走行位置

別の走行速度，心的負担，さらに，自転車と車両の交錯

可能性に関わる並走，横切り挙動について分析を行った． 

今後の課題として，枝数の異なる構造でも調査分析す

ること，また環道内自転車と車両の側方位置の関係を詳

細に分析すること等が挙げられる． 
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IMPACT ANALYSIS OF CYCLING BEHAVIORS ON TRAFFIC FLOW OF 

CIRCULATORY ROAD AT ROUNDABOUTS 

 

Kazuya GOTO, Koji SUZUKI, Ren Shimura, and Soichiro YASUDA  

表-12 危険挙動判別分析に用いる説明変数リスト 

 
 

表-13 並走挙動に関する判別分析結果(N=258) 

（*:1%有意，**:5%有意） 

  
 

表-14 横切り挙動に関する判別分析結果(N=71) 

（*:1%有意，**:5%有意，***10%有意） 

    

要因分類 並走 横切り 説明変数 説明変数詳細

幾何構造
要因

〇 〇 外径[m] RABの直径の長さ

〇 〇
エプロン構造ダ

ミー
エプロン部がゼブラなら1,そうでな

い場合を0

〇 〇 矢羽ダミー
矢羽がある場合を1，そうでない場

合を0

車両挙動
要因

〇 速度[km/h] 環道内での後方位置での走行速度

〇
速度（並走前）

[km/h]
並走前の走行速度

〇
速度（並走後）

[km/h]
並走後の走行速度

〇 〇
エプロン走行ダ

ミー
エプロンを踏んで走行する場合を1，

そうでない場合を0

〇 〇
エプロン走行ゼ
ブラダミー

エプロン部を走行し，かつエプロン
部がゼブラである場合を1,そうでな

い場合を0

〇 〇
エプロン走行ゼ
ブラ以外ダミー

エプロン部を走行し，かつエプロン
部がゼブラでない場合を1，そうでな

い場合を0

〇 〇
エプロン走行し
ないゼブラダ

ミー

エプロン部を走行せず，エプロン部
がゼブラである場合を1,そうでない

場合を0

〇 〇
エプロン走行し
ないゼブラ以外

ダミー

エプロン部を走行せず，エプロン部
がゼブラでない場合を1，そうでない

場合を0

OD要因

〇 〇 左折ダミー
ODが左折の場合を1,そうでない場

合を0

〇 〇 直進ダミー
ODが直進の場合を1,そうでない場

合を0

〇 〇 右折ダミー
ODが右折の場合を1,そうでない場

合を0

モデル1（エプロン構造に着目） モデル2（運転者特性に着目）

説明変数
標準化
係数

非標準化
係数

F値 説明変数
標準化
係数

非標準化
係数

F値

エプロン
構造ダミー

-0.53 -1.19
エプロン走行
ゼブラ以外ダミー

0.45 1.09

左折ダミー 0.86 2.96 エプロン走行しな
いゼブラダミー

-0.40 -1.68

切片 0.26 左折ダミー -0.31 -1.06

速度[km/h] 0.68 0.17

切片 -3.08

分類結果 的中率 64.73% 分類結果 的中率 67.83%

有意確率 0.00 有意確率 0.00

重心
並走しやすい

―
並走しにく
い＋

重心
並走しやすい

＋
並走しにくい

―

説明変数 標準化係数 非標準化係数 F値

エプロン走行
ゼブラ以外ダミー

0.87 1.89

右折ダミー -0.68 -1.40

速度(並走後)[km/h] 0.57 0.13

切片 -2.68

分類結果 的中率 69.01%

有意確率 0.00

重心 横切りやすい ＋ 横切りにくい ―
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