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1 はじめに 

 愛知県内の交通死亡事故件数は,2015年まで 13

年連続ワースト 1 位という状況である.また,人身

事故発生地点の割合は,交差点及び交差点付近で

53.0%と半数以上を占めている.そのため,交差点

付近の交通事故対策が重要となっているが,多様

な交差点構造・特性に対して,効果的・効率的な対

策を実施する必要がある.現在,交差点付近の事故

対策として,路面のカラー舗装や路面標示による

ドライバーへの注意喚起を促す対策があり,愛知

県でも実施されている交差点が多数存在する.愛

知県では,カラー舗装と路面標示を組み合わせた

交差点,路面標示のみの交差点というように,交差

点によって異なる対策が実施されている.しかし,

これらの対策がどのような効果が発現可能かど

うかを評価する研究は少ない. 

そこで本研究では,交差点で観測調査を行い,交

差点構造・特性と交通事故危険性との関連性の検

証,カラー舗装と路面標示のみの対策の効果の違

いを検証することを目的として行うものとする. 

 

2 調査・対象交差点概要 

 本研究では,スピードガンによる調査とビデオ

分析による調査の二種類の調査を実施した. 

 スピードガンによる調査では,名古屋市,一宮

市,稲沢市,津島市の 29 交差点で観測調査を実施

した.進行方向別で異なる交差点データとして扱

い 66データ取得した.調査した交差点は,カラー舗

装実施交差点（パターン 1）,路面標示のみ実施交

差点（パターン 2）,対策未実施交差点（パターン

3）の 3 パターンである.調査した交差点の位置を

図 1に,調査項目とその定義を表 1に示す. 

 ビデオ分析による調査は,名古屋市熱田区の国

道 19 号線に位置する新尾頭交差点で実施した.ビ

デオを金山ビル 11 階に設置し,1 時間の交通挙動

を記録した.その後,ビデオ分析により交差点手前

200mの区間を 20mおきに分割し,各区間の平均速

度を算出して速度分布を取得した.観測する車両

を「自由走行車両」,「黄色信号停止車両」,「赤

信号停止車両」の 3種類に分類した.走行車両の分

類と定義を表 2に,判読ラインを写真 1に示す. 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査項目 定義

直進交通量
(台/サイクル)

1サイクルあたり
交差点を通過した車両の台数

信号無視台数
(台/10サイクル)

10サイクルあたり信号が黄色・赤点灯時に
停止線を越え進入した車両の台数

停止線越え車両
(台/10サイクル)

10サイクルあたり
停止線を越えて停止した車両の台数

交差点流入速度(km/h) 交差点に流入する際の車速
信号サイクル長(秒) 各交差点の信号1サイクルの時間
直進青時間(秒) 各交差点の直進の青時間
黄色時間(秒) 各交差点の黄色時間
全赤時間(秒) 各交差点の全赤時間
流出車線数(本) 流出先の直進車線数
流入車線数(本) 交差点に流入する直進車線数
信号設置数 進行方向の信号設置数

交差点内直進距離(m)
流入前の停止線から
流出先の横断歩道までの距離

カラー舗装長(m) カラー舗装の長さ

現地調査

Google Mapより取得

走行車両分類 定義

自由走行車両
観測区間200mをブレーキをかけることなく
走行し交差点を通過した車両

黄色信号停止車両
信号で停止した車両のうち
写真1における区間4～10の時点で
黄色信号となり停止した車両

赤信号停止車両
信号で停止した車両のうち
写真1における区間1～3の時点で
赤信号となり停止した車両

図 1 調査対象交差点位置図 

表 1 調査項目とその定義 

表 2 走行車両分類とその定義 
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3 ビデオによる調査分析 

 ビデオ分析から得た速度分布を図 2 に示す.走

行区間は,写真 1と対応している.区間 1は交差点

から 180～200m の区間,区間 2 は交差点から 160

～180m区間,区間 10は交差点から 0～20m区間と

なっている.区間 4 に「追突注意」の路面標示,区

間 4～10には破線のドットマークによる減速を促

す対策が実施されている. 

 図 2 より,自由走行車両,黄色信号停止車両,赤信

号停止車両のいずれも区間 1～3 では速度が上昇

する傾向にある.しかし,区間 4 の追突注意の路面

標示から速度が一時抑えられることが読み取れ

る.このことから,路面標示の前後では速度を抑え

る効果を発現しているといえる.しかし,自由走行

車両の速度分布をみると,区間 7 から再び速度が

上昇する傾向である.速度のピークは区間 3 であ

るが,交差点に流入する区間 10 でピーク時に近い

速度まで上昇していることがわかる.このことか

ら,自由走行車両は,路面標示の前後の区間では一

時的に減速するが,交差点に流入する際には加速

し,最大時速に近い状態になってしまうことが分

かる.一方で,黄色信号停止車両および赤信号停止

車両は,路面標示の前後区間を超えてからも,徐徐

に減速してから停止していることが分かる.この

ことから,停止車両には,速度を抑制する効果をや

や発現しているといえる.また,車線に沿って実施

されている破線のドットマークは,自由走行車両

の速度を抑制出来ていないため,効果はあまりみ

られない. 

 

4 危険挙動分析 

 本研究では,交通事故危険性として,「交差点流

入速度（最大時速,平均時速）」,「信号無視（黄色

進入,赤進入）」,「停止線越え」を危険挙動として

観測調査を実施した.危険挙動同士の関連性につ

いて分析するため,相関分析を行った.「交差点流

入速度（最大時速,平均時速）」と「信号無視（黄

色進入,赤進入）」,「停止線越え」の相関係数を表

3 に,「信号無視（黄色進入,赤進入）」と「停止線

越え」の相関係数およびその散布図を表 4,図 3に

示す.表3より,相関係数が0.3を上回るものがない

ため,交差点流入速度とその他の危険挙動との間

には,関連がないことが読み取れる.このことから,

交差点流入速度には,交通状況など他の要因が関

係していることが推察される.表 4 より,停止線越

えと黄色進入には,強い正の相関があることが読

み取れる.このことから,停止線越えが多く発生す

る交差点では,黄色進入も増加する傾向にある. 
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信号無視 黄色進入 赤進入 停止線越

最大時速 0.17 0.15 0.14 -0.02

平均時速 0.29 0.28 0.18 0.13

信号無視 黄色進入 赤進入
停止線越 0.46 0.5 0.04

図 2 200m区間速度分布 

写真 1 新尾頭交差点前 200m区間 

表 3 交差点流入速度の相関係数 

表 4 停止線越えと信号無視の相関係数 

図 3 停止線越え散布図 



平成 27年度創成シミュレーション工学専攻修士論文梗概修 

都市シミュレーション工学分野 

次に,対策パターン別の危険挙動の平均値を表

5 に,平均値の割合を図 4 に示す.なお,調査では

「主道路」,「従道路」の両方で実施したが,図 4

では,「主道路」のみの調査結果で比較している. 

 図 4 より,交差点流入速度の最大時速および平

均時速は,いずれの対策パターンをみても大きな

差はみられない.このことから,交差点流入速度

は,カラー舗装や路面標示による効果はみられな

い.つづいて信号無視について比較すると,カラ

ー舗装を実施している交差点は,対策なしに対し

て半減していることが分かる.しかし,路面標示

による効果はみられない.信号無視の内訳をみて

みると,黄色進入は信号無視全体と同様の結果と

なっている.対して,赤進入について比較すると,

カラー舗装を実施している交差点と対策なしの

交差点に差はみられず,赤進入に対する効果はみ

られない. 

  

5 危険挙動と交差点構造・特性の関連性分析 

 危険挙動と交差点構造・特性との関係性を明ら

かにするため,相関分析により相関係数を算出し

た.その結果を表 6に示す. 

 表 6 より,交差点流入速度の平均時速と信号現

示の直進青時間で強い相関が確認された.相関係

数は 0.56 であり,強い正の相関を示している.この

ことから,信号現示の直進青時間が長くなればな

るほど,交差点流入速度の平均時速は速くなる傾

向にある.これは,直進の青時間が長くなることで,

自由走行で進入する車両が増加するためだと考

えられる. 

 表 6 より,信号無視と黄色進入の相関係数はほ

ぼ同様の結果となっている.これは,赤進入の発生

件数が少ないためだと考えられる.信号無視が最

も強い正の相関を示したのは,直進交通量である.

交通量の増加に伴い,信号無視の発生件数は増加

する傾向にあることが読み取れる.他の項目の相

関係数をみると,規模の大きい交差点で信号無視

が多く発生していることがわかる.一方で,赤進入

の相関係数をみると,いずれの構造・特性とも強い

相関はみられない.このことから,赤進入は交差点

の構造や特性には依存せず,交差点への出入タイ

ミングや運転手による人為的原因が強く関係し

ていると推察される. 

 表 6 より,停止線越えの相関係数は信号無視と

ほぼ同様の結果となっているが,直進交通量との

間には相関はみられない.強い相関を示している

構造・特性より,停止線越えは比較的規模の大きい

交差点で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

多く発生することが読み取れる.特に交差点内の

直進距離と強い相関を示している.これは,直進距

離が長いほど,交差点内に進入してから通過する

までの時間がかかるため,黄色・赤信号で,通過を

あきらめ停止線の直前で停止することが原因と

推察される. 

対策
パターン

最大
時速
(km/h)

平均
時速
(km/h)

信号
無視
(台)

黄色
進入
(台)

赤進入
(台)

停止
線越
(台)

パターン1 62.2 49 7.8 6.8 1 1.7

パターン2 59.7 51.4 20.6 18.8 1.7 2.7
パターン3 52.3 46.2 18.2 17 1.2 6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

最大時速
(km/h)

平均時速
(km/h)

信号無視

(台)

黄色進入

(台)

赤進入

(台)

停止線越

(台)

パターン別割合

パターン1 パターン2 パターン3

直進
交通量
(台/

サイクル)

交差点内
直進距離
(m)

流出先
車線数

(本)

流入
車線数

(本)

信号
設置数

最大時速
(km/h)

0.21 -0.03 0.33 0.26 0.19

平均時速
(km/h)

0.44 0.08 0.45 0.44 0.29

信号無視
（台）

0.74 0.4 0.66 0.65 0.57

黄色進入
（台）

0.74 0.45 0.67 0.66 0.58

赤進入
（台）

0.36 -0.08 0.22 0.27 0.23

停止線越
（台）

0.37 0.61 0.53 0.56 0.56

サイクル
長(秒)

直進青
(秒)

黄色
(秒)

全赤
(秒)

直進
青割合
(%)

最大時速
(km/h)

0.07 0.31 -0.005 -0.02 0.32

平均時速
(km/h)

0.29 0.56 -0.0001 0.12 0.43

信号無視
（台）

0.46 0.27 0.3 0.53 -0.03

黄色進入
（台）

0.49 0.26 0.29 0.56 -0.06

赤進入
（台）

0.09 0.19 0.18 0.09 -0.24

停止線越
（台）

0.43 0.04 0.23 0.66 0.12

図 4 対策パターン別の危険挙動割合 

表 6 危険挙動と交差点構造・特性との相関係数 

表 5 パターン別危険挙動の平均値 



平成 27年度創成シミュレーション工学専攻修士論文梗概修 

都市シミュレーション工学分野 

6 信号無視と交差点構造・路面標示との関連性

分析 

 信号無視の交差点構造および路面標示との関

係を重回帰分析によりモデル化する.信号無視モ

デルの推定パラメータを表7に示す.モデル1は路

面標示と,モデル 2は交差点構造・特性との分析結

果である. 

 モデル 1の「カラー舗装ダミー」のパラメータ

は負である.そのため,カラー舗装による対策を実

施している交差点は,対策を実施していない交差

点と比べて信号無視の発生件数は少ないといえ

る.また,「主道路ダミー」のパラメータが正であ

るため,主道路では従道路と比較して,信号無視の

発生件数が多い傾向が読み取れる.「路面標示ダミ

ー」のパラメータも正であるため,路面標示による

信号無視防止の効果は発現できていない傾向が

読み取れる.しかし,モデル 2 の t 値を見ると,信号

無視は「交通量」に大きく依存していることが分

かる.交通量を考慮して路面標示について分析す

ると,有意ではないものの,「路面標示ダミー」の

パラメータが負となる.これらのことから,モデル

1では路面標示の効果は確認できなかったが,一概

に路面標示に効果がないということも言えない. 

 

7 停止線越えと路面標示との関連性分析 

停止線越えとカラー舗装および路面標示との

関係をモデル化するため重回帰分析によりモデ

ル化する.停止線越えモデルの推定パラメータを

表 8に示す. 

表 8より,自由度調整R2乗は,0.51と分析の精度

は十分高いとは言えないが,有意確率によりモデ

ルの有意性は示されている.よって,本モデルより,

停止線越えについて考察する. 

  説明変数の「カラー舗装ダミー」,「路面標示

ダミー」のパラメータはともに負である.そのため,

カラー舗装による対策を実施している交差点,路

面標示による対策を実施している交差点は,対策

を実施していない交差点と比べて停止線越えの

発生件数は少ないといえる.また,「主道路ダミー」

のパラメータが正であるため,主道路では従道路

と比較して,停止線越えの発生件数が多い傾向が

読み取れる. そして,「直進車線数」のパラメータ

が正であるため,直進する車線数が多いほど停止

線越えが増加する傾向が読みとれる. 

 

8 まとめ 

 本研究では,交差点でのビデオ分析による調査,

スピードガンによる調査を行うことで,交差点構 

 

 

 

 

 

 

造・特性と交通事故危険性との関連性分析,カラ

ー舗装および路面標示の効果について分析した.

ビデオ分析による調査結果より,路面標示の前後

でスピードを抑えるが,交差点付近では再び速度

を上昇して走行する車両が多いという結果にな

った.スピードガンの調査より,最大時速や赤進

入は,構造・特性には依存せず,黄色進入や停止線

越えは,規模の大きい交差点で発生件数が多いこ

とが分かった.また,対策パターン別の危険挙動

割合より,カラー舗装および路面標示により差が

みられたのは,信号無視と停止線越えの発生件数

であった.そこで,信号無視,停止線越えの発生件

数を目的変数とした重回帰モデルを作成した.以

上より,カラー舗装による対策は,信号無視およ

び停止線越えの両方で効果を発現することが分

かった.一方で,路面標示のみによる対策では,停

止線越えについては効果がみられたが,信号無視

に対する効果の有無は明らかにすることができ

なかった.本研究では,データ数に限りがあり十

分な交差点構造の特性を組み込んだモデルにな

っていない.今後は,データ数を増やして,これら

の要因を含めてカラー舗装等の効果を検証する

必要がある. 

係数 t値 係数 t値
（定数） 12.42*** 3.79 7.8*** 2.76

カラー舗装ダミー
(カラー舗装：1
      その他：0)

-6.36*** -2.89

路面標示ダミー
(路面標示：1
　　その他：0)

4.75 1.63

主道路ダミー
(主道路：1

　その他：0）
10.45*** 4.48

青割合 -0.16 -1.66 -0.17** -2.41
交通量 0.4*** 9.54
R2乗

自由度調整R2乗
データ数

0.46 0.59
0.42 0.58

66

説明変数
モデル1 モデル2

説明変数 係数 t値
（定数） 1.95* 1.79

カラー舗装ダミー
(カラー舗装：1
      その他：0)

-3.07*** -4.06

路面標示ダミー
(路面標示：1
　　その他：0)

-3.47*** -4.42

主道路ダミー
(主道路：1

　その他：0）
2.12*** 3.21

直進車線数 0.81* 1.86
R2乗

自由度調整R2乗
データ数 66

0.54
0.51

表 8 停止線越えモデル推測パラメータ 

表 7 信号無視モデル推測パラメータ 

※ * :10%有意 **:5%有意 ***:1%有意 

※ * :10%有意 **:5%有意 ***:1%有意 


