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１ はじめに 

わが国における平成27年中の交通事故発生件数

は約53万7000件あり,中でも愛知県の交通事故死者

数が全国で最も多いという結果になった．また,人身

事故発生地点の割合は，交差点と交差点付近で約6

割を占めている．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．しかし,近年の交差点構造・

路面標示の多様化により,効果的・効率的な交通事故

対策を実施する必要がある． 

そこで本研究では,愛知県内の交差点で調査を行

い,交差点構造・特性と交通事故危険挙動との関係性

を明らかにするとともに,路面標示の違いによる効

果検証を目的としている． 

 

２ 調査対象交差点概要 

本研究では,名古屋市,一宮市,稲沢市,津島市,安

城市,岡崎市の 47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123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）,1/3カラー舗装実施交差点(パターン 3),対策

未実施交差点（パターン4）の 4パターンである．

1/3カラー舗装とは,従来のカラー舗装の長さ・幅と

もに 1/3に縮小されたカラー舗装のことである．1/3

カラー舗装の概要を図１に示す．また,調査項目とそ

の定義を表 1に示す．現地での観測調査の方法は,

交差点流入速度はスピードガンを使用,信号無視,停

止線越えの発生件数は調査時に目視で行った．また,

現地で取得できない交差点構造は,Google Mapより

取得した． 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 1/3カラー舗装概要 

表 1 調査項目とその定義 

 

 

３ 調査結果・分析 

本研究では,交通事故危険性として,「交差点進入

速度(最大時速,平均時速)」，「信号無視(黄色・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.調査結果としてそれぞれの平均値をパター

ン別に表 2に示す．また,交差点進入速度のパターン

別平均値を図2,3に示す．交差点進入速度の平均値

は,制限速度 60kmの交差点 86データだけを抽出し,

表にまとめた． 

 表 2より,交差点進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も大きな差は見られ

ず,はっきりとした減速効果は表れなかった．信号無

視件数においては,路面標示のみが施工されている

交差点で最も多く,カラー舗装が施工されている交

差点で少ない結果となった．停止線越え件数も信号

無視と同様な結果となった． 

 

表 2 パターン別危険挙動の平均値 

 

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
信号設置場所 進行方向の信号設置場所

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

交差点
最大時速
(km/h)

平均時速
(km/h)

信号無視
(台)

停止線越
(台)

データ数

パターン1：カラー舗装 66.4 52.1 6.59 1.48 29

パターン2：路面標示 58.2 52.7 21.1 6.5 23
パターン3：1/3カラー舗装 53.2 47.4 12.7 2.5 35

パターン4：対策なし 54.7 49.4 14.7 5.3 36
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図 2 パターン別最大速度の平均値 

 

４ 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，相関分析より算出した相関係数を表 3

に示す．相関係数が0.5以上のものに着色している． 

 表 3より,交差点進入速度の平均時速と最大時速

ともに,交差点構造および特性と強い相関があるも

のは見られなかった．信号無視件数は,直進交通量で

最も正の相関が強く,流出先車線数・流入車線数でも 

強い正の相関が見られた．このことから，信号無視

は交通量が多く，流出先車線数・流入車線数の多い

比較的大きな交差点において多発していることがわ

かる．停止線越え件数は，流出先車線数・流入車線

数，信号現示時間の全赤時間，路面標示のダミー変

数に強い正の相関があることが分かった．停止線越

えについても，流出先車線数・流入車線数や全赤時

間など，比較的大きな交差点において多発している

ことがわかった． 

 また，相関分析の結果から，信号無視件数におい

て特に相関の強かった直進交通量との関係を図4の

散布図に示す．図4より,カラー舗装や1/3カラー舗

装のような信号無視発生件数が 30件に満たない交

差点においても,比例関係に近いことが分かる．路面

標示のみや何も対策がされていない交差点において

も,直進交通量の増加に伴って,信号無視発生件数が

増加していることが読み取れる． 

 

5 信号無視件数と路面標示の関連性分析 

信号無視発生件数と路面標示との関係を比較する

ため,重回帰分析によりモデル化する．信号無視モデ

ル判定パラメータを表4に示す． 

表 4より,説明変数の「カラー舗装ダミー(カラー舗

装：1,その他：0)」のパラメータは負である．その

ため,カラー舗装を実施している交差点は,その他の

交差点に比べて,信号無視の発生件数は少ないと 

 
図 3 パターン別平均速度の平均値 

 

表 3 危険挙動と交差点構造・特性との相関係数 

 

 
図 4 信号無視-直進交通量 散布図 
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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)

0.08 -0.03 0.12 0.14 0.005

平均時速
(km/h)

0.14 -0.01 0.25 0.21 -0.1

信号無視
（台）

0.73 0.27 0.6 0.53 0.46

停止線越
（台）

0.48 0.45 0.59 0.51 0.42

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)

0.17 0.23 -0.008 -0.13 0.15

平均時速
(km/h)

0.31 0.34 0.06 -0.009 0.21

信号無視
（台）

0.49 0.31 0.19 0.44 -0.06

停止線越
（台）

0.47 0.12 0.24 0.64 -0.25

1車線
あたりの
交通量

カラー
ダミー

(カラー：1
その他：0)

路面のみ
ダミー

(路面：1
その他：0)

1/3カラー
ダミー
(1/3カ
ラー：1

その他：0)
最大時速
(km/h)

0.08 0.38 0.15 -0.23

平均時速
(km/h)

0.15 0.08 0.27 -0.24

信号無視
（台）

0.63 -0.38 0.38 -0.07

停止線越
（台）

0.47 -0.44 0.52 -0.24
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言える．また,「路面標示ダミー(路面標示：1,そ

の他：0)」のパラメータは正である．そのため,路面

標示のみを実施している交差点は,その他の交差点

に比べて,信号無視の発生件数は多く,路面標示によ

る信号無視削減効果はあまり期待出来ないと言える．

そして,「1/3カラー舗装ダミー(1/3カラー舗装：1,

その他：0)」のパラメータは負である．そのため,1/3

カラー舗装を実施している交差点は,その他の交差

点に比べて,信号無視の発生件数は少ないが,ｔ値は

低く 1/3カラー舗装による信号無視削減効果は有意

とはならなかった． 

 

6 停止線越え件数と路面標示の関連性分析 

停止線越え発生件数と路面標示との関係を比較す

るため,重回帰分析によりモデル化する．停止線越え

モデル判定パラメータを表5に示す． 

表 5より,説明変数の「カラー舗装ダミー(カラー

舗装：1,その他：0)」のパラメータは負である．そ

のため,カラー舗装を実施している交差点は,その他

の交差点に比べて,停止線越えの発生件数は防止で

きると言える．また,「路面標示ダミー(路面標示：

1,その他：0)」のパラメータは正である．そのため,

路面標示のみを実施している交差点は,その他の交

差点に比べて,停止線越えの発生件数は多く,路面標

示による停止線越え削減効果はあまり期待出来ない

と言える．そして,「1/3カラー舗装ダミー(1/3カラ

ー舗装：1,その他：0)」のパラメータは負であり,1/3

カラー舗装を実施している交差点は,その他の交差

点に比べて,停止線越えの発生件数は少ないと言え

る．しかし,ｔ値は低く1/3カラー舗装による停止線

越え削減効果は有意とはならなかった． 

 

７ 信号設置場所による危険挙動分析 

信号設置数 2つの交差点において,信号無視・停止

線越えと信号設置場所の関係をモデル化するため,

重回帰分析によりモデル化した．信号無視をモデル

1,停止線越えをモデル2として表 6に示す． 

 モデル 1より,説明変数の「設置パターン①ダミー

(奥に2つ：1,それ以外：0)」のパラメータは負であ

る．よって奥に2つ信号機を設置したほうが,手前と

奥に設置するよりも,信号無視が少ないことがわか

る． 

モデル 2より,説明変数の「設置パターン①ダミー

(奥に2つ：1,それ以外：0)」のパラメータは正であ

る．よって,奥に 2つ信号機を設置したほうが,手前

と奥に設置するよりも,停止線越えが多いことがわ

かる．これは,信号機が奥 2つにあることで,距離が 

表 4 信号無視モデル 

 
※ *:10％有意 **5％有意 ***1％有意 

 

表 5 停止線越えモデル 

 
※ *:10％有意 **5％有意 ***1％有意 

 
図5 パターン1(奥に2つ) パターン2(手前と奥) 

 

遠く感じ,信号が変わり停車するときに停止線を越 

えて停車してしまうことが原因であると考えられる．

また,信号機との距離が遠いことで,交差点内の距離

を長く感じ,渡りきれないと判断し停車する車両が

多いためであると考えられる． 

説明変数 係数 ｔ値
（定数） 5.4*** 2.63

カラー舗装ダミー
(カラー舗装：１
　　　その他：0)

-6.96*** -3.21

路面標示ダミー
　(路面標示：１
　　　その他：0)

0.8 0.36

カラー舗装1/3ダミー
(カラー舗装1/3：１
　　　　　その他：0)

-1.85 -0.8

1車線あたりの交通量 0.86*** 6.55
R2乗

自由度調整R2乗
データ数

0.41
123

0.43

説明変数 係数 ｔ値 係数 ｔ値
（定数） 1.12 0.63 -0.24 -0.14

カラー舗装ダミー
(カラー舗装：１
　　　その他：0)

-1.97* -1.96 -1.36 -1.38

路面標示ダミー
　(路面標示：１
　　　その他：0)

1.55** 2.23 1.3* 1.9

カラー舗装1/3ダミー
(カラー舗装1/3：１
　　　　　その他：0)

-1.2 -1.21 -0.62 -0.63

流出先車線数 1.32*** 3.26
直進距離 0.04 1.42 0.03 1.33

流入車線数 0.78* 1.78
R2乗

自由度調整R2乗

データ数 123
0.35

0.42

0.39

モデル１ モデル2

0.38
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信号設置数 3つの交差点において,信号無視・停止

線越えと信号設置場所の関係をモデル化するため,

重回帰分析によりモデル化した．信号無視をモデル

1,停止線越えをモデル2として表 7に示す． 

 モデル 1より,説明変数の「設置パターン①ダミー

(奥に2つと右に 1つ：1,それ以外：0)」のパラメー

タは正である．よって奥に2つと右に1つ信号機を

設置したほうが,奥に2つと左に1つ設置するよりも,

信号無視が多いことがわかる．これは,右手前よりも

左手前に信号機を設置したほうが,運転者の目に入

りやすく,信号無視を防止することができるためだ

と考えられる． モデル2より,説明変数の「設置パ

ターン①ダミー(奥に 2つと右に 1つ：1,それ以外：

0)」のパラメータは正である．よって奥に2つと右

に 1つ信号機を設置したほうが,奥に 2つと左に1

つ設置するよりも,停止線越えが多い．これは,信号

無視と同様に,左手前に信号機を設置したほうが,運

転者の目に入りやすく,停止線越えを防止すること

ができるためだと考えられる． 

 

8 結論 

 本研究では,交差点構造・特性と交通事故危険性

との関連性,路面標示別の重回帰分析を行った．調査

結果・分析から,交差点進入速度は,あまり交差点構

造・特性に影響されず,別の要因に影響をうけている

可能性が高いことが分かった．ただし,本研究はカラ

ー舗装の事前事後の分析ではないため,データ内容

の影響は考慮する必要がある．信号無視件数におい

ては,直進交通量や流出先車線数・流入車線数の多い,

比較的大きな交差点において多発していることが分

かった．また,信号無視件数は,カラー舗装や 1/3カ

ラー舗装による防止効果は発現されているものの,

路面標示のみでの防止効果はあまり見られなかった． 

停止線越えに関しては,信号無視と同様に,比較的大

きな交差点で多発していることがわかり,カラー舗

装・1/3カラー舗装において,削減効果が見られた． 

 信号数 2つの交差点において,手前と奥に信号を

設置している交差点のほうが,奥に 2つ設置してい

る交差点よりも,信号無視が多いが,逆に停止線越え

発生件数は,少ないという結果となった．信号数3

つの交差点において, 左手前と奥に 2つ信号を設置

している交差点のほうが, 右手前と奥 2つに信号を

設置している交差点よりも,信号無視・停止線越え発

生件数ともに削減できていることが分かった． 

これは,左手前に１つ信号を設置することで,ドライ

バーの視線に入りやすく危険挙動を防止することが 

できると考えられる．本研究では,スピードガンによ 

表 6 信号数2つの信号無視・停止線越えモデル 

 

※ *:10％有意 **5％有意 ***1％有意 

 

  
図 6 パターン1(右手前)  パターン2(左手前) 

 

表 7 信号数3つの信号無視・停止線越えモデル 

 
※ *:10％有意 **5％有意 ***1％有意 

 

る調査を行ったため,短時間で複数の交差点データ

を取得することが出来た．しかし,交差点進入速度の

より詳しい分析が出来ていないことが今後の課題と

してあげられる． 

 

参考文献 

[1]武市 大祐“交差点構造や路面標示に着目した交通事故危

険性調査と要因分析”平成28年 修士論文 

説明変数 係数 ｔ値 係数 ｔ値
（定数） -3.61 -1.18 7.67*** 5.92

設置パターン①ダミー
(奥：1,それ以外：0) -2.7* -1.76 0.8 1.59

設置パターン②ダミー
(手前と奥：1,それ以外：

0)

1.3* 1.7 -0.42* -1.68

交通量 0.36*** 4.72
流出車線数 3.01* 1.87

1車線あたりの交通量 0.32*** 5.72
青割合％ -0.19*** -5.47

R2乗
自由度調整R2乗

データ数

モデル１ モデル２

52

0.54
0.5

0.53
0.49

説明変数 係数 ｔ値 係数 ｔ値
（定数） 19.28*** 3.63 -1.17 -0.55

設置パターン①右
(右：１　それ以外：０) 4.92** 2.06 2.88*** 3.29

設置パターン②左
(左：１　それ以外：０)

-1.3* -1.95 -0.77*** -3.25

交通量 0.57*** 6.84 0.059** 2.34
青割合％ -0.56*** -3.38
直進距離 0.09** 2.6

R2乗
自由度調整R2乗

データ数

0.18
51

0.5
0.46

0.25

モデル１ モデル２


