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1	 はじめに 
	 交通事故死亡者数は年々減少傾向にあるなかで，

歩行中の死亡者数が 多となっている．その歩行中

の死亡事故の 6割が自宅から 500m以内で発生して
いる．また，歩行中の子どもの事故も 5 割がこの範
囲内で発生している．一方で，自動車の平均速度が

5%低下することで，人身事故は 10%減少し，さらに
死亡事故は 20%も減少するといわれている 1）．よっ

て，生活道路の速度抑制などにより地域の交通環境

を改善し，歩行者や地域住民が暮らしやすい道路環

境を創成することが喫緊の課題といえる． 
他方，生活道路の面的かつ総合的な交通安全対策

として，2013 年 9 月，警察庁交通局からゾーン 30
の推進が各都道府県警，各市町村宛てに通達され，

2016年度末までに全国約 3000箇所での整備が目標
とされている 2）．ゾーン 30の設定は，住民の要望が
高い地域を優先し，住民との合意形成が取れたとこ

ろから設定されることとなっている． 
このような背景から本研究では，名古屋市天白区

植田東学区（図-1）を対象に，地域住民主導による
生活道路の交通課題検討プロセスについて検証する． 
 
2	 対象地区における住民の取り組み 
本地区では住民主導のもと，植田東学区連絡協議

会交通部会を中心に，2012年度より交通課題解決に
向けた活動が行われている．2012 年秋には同部会に
よりアンケート調査が実施され，多くの交通課題を

明らかにしている．その交通課題の一つとして，交

通量が多く横断ポイントの少ない道路に設定された

通学路の安全対策がある．さらに，複数回における

会議では地区住民の他に，道路管理者，警察，学識

者も交えた意見交換を行っている．また，これらを

通じて住民主体で交通まちづくり計画案を立案し，

その実現に向けた検討や予算措置等の交通対策要望

を道路管理者，警察へ提出している．そして，名古

屋市の地域まちづくり活動助成を受けて，2014年度
に計画案作成，問題箇所特定，状況把握のための調

査を実施し，対策案を整理している．そのうえで

2015 年度には，社会実験の計画・実施，効果検証，
今後の対策整備方針を示していくこととしている．

その他にも，地域への情報発信や意見募集のための

リーフレット作成等，交通課題に対して住民自らが

向き合っている． 
	

3	 対象地区の概況 
本地区の交通実態を把握するため， 2014年 7月 8
日に自動車および歩行者の交通挙動を取得するため

のビデオ観測調査と，地区内における自動車ODを
取得するためのナンバープレート調査（観測地点：

主要交差点計 8 箇所）を本研究室で企画し，地域住
民とともに実施した．ビデオ観測調査より，図-1の
D地点（7:30～9:00）において車両の平均時速は W
→Eで 40.09km/h，E→Wで 37.80km/hであった．ま
た，ほとんどの車両が歩行者致死率の急上昇する

30km/h以上で走行しており，半数以上が 40km/h以
上であることがわかった．ナンバープレート調査で

は，C地点とD地点の区間（7:40～8:30）において，
W→Eは 31.8%（N=201），E→Wは 50.9%（N=163）
が地域外からの通過交通であることがわかった．特

に西向きの交通は，半数以上が地域外から学区に流

入し通過していることが明らかになった．  
また，学区内における交通課題や住民意識を明ら

かにするため，2014年 8月に町内会加入世帯に対し
てアンケート調査を実施した（配布数 1843枚，回収

 
図-1	 植田東学区地域概要 

 
図-2	 道路の安全対策希望箇所 
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率 50.6%）．本アンケート回答者属性において，居住
区域や年齢，性別，居住年数等，属性に偏りはない

ことを確認している．  
地域の交通安全に対する総合評価は，「ふつう」の

回答が 48.6%と も多いが，「不満」および「やや不

満」の回答は 25.2%で，「満足」および「やや満足」
の回答を上回っていることがわかる．さらに，道路

の安全対策への賛否は，一方通行規制や通行禁止時

間帯規制，駐車規制などこれまでの道路交通に直接

的に大きく変化をもたらす交通規制の項目への反対

意見が多くみられる．一方で，交差点の安全対策や

速度抑制への賛成意見が多い結果となっている．ま

た，アンケート用紙の地図上に安全対策希望箇所を

記入させ集計したものを図-2に示す．その結果，植
田東小学校周辺や集合住宅など居住者が多く存在す

るエリアでの安全対策が求められていることがわか

る．特に，小学校東側の東西道路において，単路部

の対策が も多く求められており，さらに，交差点

部分の安全対策も求められていることがわかる． 
	

4	 速度抑制社会実験実施内容	

前章までの分析で明らかとなった交通課題，対策

要望を踏まえ，植田東学区連絡協議会，名古屋市天

白土木事務所，天白警察署の連携協力のもと，市道

植田中央 197 号線及び 239 号線（以下，社会実験実
施区間）（図-1）において，道路狭さくによる速度抑
制社会実験を実施した．実験内容の企画に際して，

本家研究室が大きく関与している．その概要を表-1，
図-3，図-4，図-5，図-6 に示す．本社会実験実施区
間は，車道幅員約 6m，延長約 300m のセンターラ
インの無い東西対面通行，片側歩道（南側）の道路

で，小学校の通学路に指定されている．また，実験

1では両側狭さくを 2箇月間の常設で実施し，実験 2
では片側狭さくや両側狭さくなど複数の狭さくパタ

ーンを 2日間実施している．なお，植田東学区連絡
協議会での議論では，住民からの要望が 多の交差

点での安全対策についても検討されたが，道路管理

者側の危険な交通挙動の発生懸念から代替案として

道路狭さくによる速度抑制案が採用された． 
 
5	 速度抑制社会実験の効果検証	

本社会実験の効果検証のため，交通挙動調査と実

験区間前後の交差点分岐率調査を企画実施している． 
交差点分岐率調査より，社会実験前後の交通量に

目立った差はみられず，道路狭さくにより，経路変

更を行う車両が少なかったと推察される． 
	

（1）社会実験が車両走行特性に与える影響分析	

本節では，映像データから取得した社会実験実施

前と実施中の車両速度を比較することで，狭さくが

車両速度に与える影響について分析する．本分析で

使用する映像データと狭さくの設置状況を表-2 に
示す．なお，本分析では，社会実験実施区間の途中

において流出入した車両を除いている．また，本分

析では，実験実施区間全体を 6区間に分割した結果
（図-7）と，各狭さく前後区間を詳細に分割した結
果（図-11，図-14）をについて言及する． 
まず，実験区間全体に関する区間別の平均速度の

比較を行う．W→E方向の平均速度の推移を図-8に，
E→W方向を図-9に示す．図-8より，朝時間帯（7:30
～8:00）の比較において，全区間で事前よりも事中
の方が，平均速度が低下していることがわかる．一

方で，昼時間帯（13:00～14:00）の事中は交通密度
が低いことや実験 2の狭さくを設置していないこと

表-1	 速度抑制社会実験概要 

 

 
	 図-3	 実験1の狭さく	 図-4	 実験2の狭さく（A） 

 
図-5	 実験 2の狭さく概要図（西側） 

 
図-6	 実験 2の狭さく概要図（東側） 
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もあり，実験 2区間（区間 1から区間 3）の平均速
度が高いが，実験 1の狭さく手前の区間（区間 4か
ら区間 5）で平均速度が低下していることがわかる．
図-9より，朝時間帯において区間 5を除く全区間で
事前よりも事中の方が，平均速度が低下している．

しかし，実験 1の狭さくを通過した後の区間 5で事
中の平均速度が上昇していることがわかる． 
なお，社会実験実施区間の平均旅行速度は，両進

行方向ともに，朝時間帯の比較では事中の方が低い．

また，平均旅行時間は，両進行方向ともに，朝時間

帯の比較では事中の方が長く，W→E方向は 2.96秒
（12%）増加し，E→W方向は 5.45秒（24%）増加
している．また，図-10 の実験区間の旅行時間分布
（E→W）より，狭さくの設置で旅行時間が延長し

ている傾向が分かり，通過交通対策につながると考

えられる．そこで，住民は数秒から 10数秒程度の旅
行時間の延長を許容していく必要があるといえる． 
次に，両実験における狭さく設置付近における詳

細区間別平均速度の比較を行う．実験 1では，対象
区間（zw3断面から ze3断面の 7断面）を 6区間に
分割し（図-11），区間平均速度を朝時間帯の事前と
事中で比較する．各区間の平均速度を進行方向別に

表-2	 使用する映像データと狭さく設置状況 

 

 
図-7	 社会実験実施区間の 6区間分割 

 
図-8	 区間別平均速度の推移（W→E） 

 
図-9	 区間別平均速度の推移（E→W） 

 
図-10	 社会実験実施区間の旅行時間分布（E→W） 

 
図-11	 実験 1狭さく付近の詳細分割区間 

 
図-12	 実験 1狭さく付近における平均速度（W→E） 

 
図-13	 実験 1狭さく付近における平均速度（E→W） 

 

図-14	 実験 2狭さく付近の詳細分割区間（A） 

 
図-15	 実験 2狭さく付近における平均速度（E→W） 
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図-12，図-13に示す．また，実験 2では，対象区間
（dw3断面から de3断面の 8断面）を 7区間に分割
し（図-14），区間平均速度を事前と事中で比較する．
E→W方向の各区間の平均速度を図-15に示す． 
図-12より実験 1のW→E方向では，狭さく直前

zw1-z0区間において も速度差があり，事中は狭さ

く通過後の区間において狭さく手前と概ね同様の速

度で推移していることがわかる．一方図-13より，E
→W方向においても同様に狭さく直前のz0-ze1区間
において も速度差があるが，狭さく通過後は徐々

に速度を回復し事前の速度を超過していることがわ

かる．両者の違いは，下流に見通しの悪い交差点が

あるかどうかによるものと推察される．よって狭さ

くの設置は，速度抑制効果がある次のデバイスまで，

およそ 50～60mの間隔が望ましいと考えられる． 
また，図-15より E→W方向においても横断歩道
直前の de0-de1 区間で平均速度が上昇しており，実
験 2区間の狭さく範囲終わりにかけて速度回復して
いる傾向がわかる．これより，片側狭さくにおいて

も十分に速度抑制効果が発揮されることがわかる． 
	

（2）社会実験に対する住民意識の検証 
社会実験実施中の 2015年 10月に，社会実験に関
する住民意識を分析するためアンケート調査を実施

した（配布数 1863枚，回収率 56.5%）．  
	 社会実験の認知度は 80%であり，ほとんどの住民
に認知されているが，この区間を通行しない等の理

由から，実験を認知していない住民もいたといえる．

実際に社会実験実施区間の自動車走行経験がある住

民は 76%である．実験区間の自動車走行経験がある
住民では，狭さくによって速度を落とそうとしたも

のは 97%にのぼる．社会実験箇所の自動車速度は，
87%が低下したと回答しており，速度抑制効果があ
ったと考えられる．社会実験箇所の安全性は，53%
が高まったと回答し，安全性が低下したという回答

は 14%にとどまっている．一方で， 61%の回答者が
交通流の円滑性が低下したと考えており，さらに

48%の回答者が不便になったと回答している．なお
今回の社会実験の実施についての総合評価として，

41%が良い，34%が良くないととらえていた． 
	 次に図-16 より，本社会実験実施箇所やその前後
区間，植田東小学校周辺道路において，狭さく設置

要望があることがわかる．2014年度アンケート調査
でもこれらの道路において安全対策要望が多かった

ことから，引き続き対策の検討が必要といえる． 
 
6	 まとめ	

	 地域住民にとって住みよい生活空間を守るため

には，地域住民が交通安全対策事業に参画し，関係

機関と連携して対策を検討することが必要である．

その際，住民が発言しやすく，議論が活発化するよ

う留意する必要があるといえる．その結果，道路利

用者としての意見を直接反映させ，各路線・交差点

など特定箇所だけでなく，より効果のある面的な交

通安全対策に結びつけることが可能となる．今回は，

それが形としてできあがった好事例であるといえる．

地域住民が主体の交通課題解決の取り組みは今後も

進められていくが，今回の分析結果を基に考案した

対策案を図-17 に示す．車両の速度回復の具合や歩
道開口部の位置，横断歩道，車道幅員等に配慮し，

片側・両側の狭さくを組み合わせることで車両の速

度抑制を図るのが望ましいと考える．	

	 今後の課題として，今回の狭さく設置では設置位

置制約もあり，優先・非優先を明確にしなかったこ

とから，危険であるという住民意見も聞かれた．ま

た，地域の住宅事情などの制約を考慮し，より設置

しやすいデバイスや汎用性の高い方法を検討してい

く必要があるといえる．さらに，反対意見や効果の

恩恵を受けない住民に対するフォローも必要である

と考えられる．	
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図-16	 狭さく設置希望箇所  

 
図-17	 対策要望道路の対策案 
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