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In this study, observations were carried out at multiple points for the purpose of clarifying the saturation flow rate of 

sightseeing roads. As a result, it was clarified that the saturation flow rate of sightseeing roads is statistically lower 

than that of urban roads and rural roads. 

     

１．はじめに 

我が国において，直進車線の飽和交通流率の基本値

は 2,000台/青 1時間とされているが，青山らの研究[1]に

よって飽和交通流率の基本値が低下傾向にあることが

示された．この研究は東京都区部を中心とした観測デ

ータ（以降，「東京都区部」という）に基づくもので

あり，東京都区部以外の地域（以降，「地方部」とい

う）は対象とされていない．これに対し，浅見ら[2]，

高橋ら[3]は，地方部の信号交差点における実観測によ

り東京都区部と地方部の飽和交通流率は統計的に有意

な差はないことを明らかにした．しかしながら，地方

部道路の中でも観光シーズンや休日に交通が卓越する

いわゆる「観光道路」は，地域に不慣れなドライバー

が多く停止時の長い車間と発進遅れにより，これより

も低い飽和交通流率が実現している可能性がある．飽

和交通流率の低下は交差点の計画・設計に大きな影響

をもたらすため，これらの把握は重要である． 

 そこで本研究では，観光シーズンにおける観光道路

の飽和交通流率を観測し，既往研究[1]～[3]で観測した東

京都区部道路及び地方部道路の値との比較を通じ，こ

れらとの間に有意な違いがあるかと明らかにする． 

 

２．調査概要 

当研究室では，過去より信号交差点の飽和交通流率 

を観測している．この中で観光道路については，神奈

川県及び茨城県の 2 県 2 地点（4 方向）でデータを取 

得しているが，本研究では新たに Table1.に示す直進車

線で基本値相当の値が期待される 2県 4地点（6方向）

で観測を行い，合計 3 県 6 地点（10 方向）の飽和交通

流率の値を得た．調査はビデオカメラを用い停止線を

通過する時刻を読み取り，車尾時間又は車頭時間の計

測を行い，その逆数により飽和交通流率を算出した．

なお，対象車両は発進遅れの影響を考慮し青開始時か

ら４台目以降の小型車を対象とした． 

 

 

３．観光道路の車尾時間分布 

 Figer1.は地方部道路と観光道路において観測された

車尾時間分布の平均を示している．これを見ても明ら

かなように観光道路の車尾時間が長いことが確認され

た．なお，これは東京都区部道路でも同様である． 

 

 

 

４．観光道路における車籍地割合 

本研究では，観光道路で特に観光交通が卓越してい

ると考えられるシーズンにおいて飽和交通流率の観測

を行い，３.で示した結果を得ているが，加えて当該

地域外の車籍地ナンバーがどの程度存在するのか，車

籍地の調査を行った．この結果を Figer2.に示すが，藤

沢の２地点では 60％，軽井沢の３地点では 75％が当

該地域外の車籍地あり，不慣れな地域において慎重な

運転が車尾時間を大きくしていることが推察される． 

都市名 路線名 交差点名(方向) 調査日時 

神奈川県藤沢市 国道 134 号線 鵠沼橋(1 方向) 
2022.7.10(土) 

10:30~13:30 

神奈川県藤沢市 国道 134 号線 
西部駐車場前(1

方向) 

2022.8./20(土) 

11:30~15:00 

長野県北佐久郡 

軽井沢町 
県道 43 号線 成沢(1 方向) 

2022.8.21(日) 

12:30~16:30 

長野県北佐久郡 

軽井沢町 

国道 18 号線 

県道 43 号線 
南軽井沢(3 方向) 

2022.8.21(日) 

12:30~16:30 

    

    

    

    

    

Table1.Survey location and date 
Survey date and time 

Figure2.Distribution of vehicle tail times on sightseeing 
roads and rural roads. 
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５．観光道路の飽和交通流率 

 Figer3.は本研究で観測した 6 方向に先行研究で取得

している 4 方向を加えた観光道路 10 方向の飽和交通流

率を示している．飽和交通流率は 1,300～1,550pcu/青 1

時間であり地点によりばらつきも見られるが，平均す

ると 1,460 pcu/青 1時間となり,現在一般的に用いられて

いる飽和交通流率の基本値(2,000 pcu/青 1 時間)と比べ

て 20～35%程度低い結果が得られた． 

また，Table2.は取得した観光道路と既往研究で取得

した東京都区部道路，地方部道路の平均値と標準偏差

を示している．観測された飽和交通流率の平均値は，

東京都区部道路，地方部道路が 1,600pcu/青１時間以上

であるのに対して観光道路は 150～200pcu/青１時間程

度低い． 

 

 

 

次に，Table2.の値を用いて東京都区部道路，地方部

道路，観光道路それぞれについて母平均の差の検定

（ウェルチの t 検定）を行った．これによると，東京

都区部道路と地方部道路は 5％有意水準において差は

みられないものの，観光道路については東京都区部道

路，地方部道路との間において有意な差が確認された． 

 

６．まとめ 

 本研究では観光シーズンや休日に交通が卓越する

「観光道路」の飽和交通流率を観測し，東京都区部道

路，地方部道路との比較を行った．観測された飽和交

通流率は 1450pcu/有効青 1 時間程であり，現在の基本

値と比べて 20～35%程度低い結果となった．また，こ

の値は近年低下傾向にあるとされる東京都区部道路，

地方部道路の飽和交通流率よりも低いことを明らかに

した． 

 このことは当初の交差点設計に対し，交差点の需要

率を高め，交差点での遅れ時間を助長させ得ることと

なる．今後とも観測地点を増やし，さらなる分析を進

め，適切な交差点の計画・設計の一助としたい． 
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 標本数 
飽和交通流率(台/

有効 1青時間) 

標準偏差(台/有

効青 1時間) 

東京都区部道路 15 1665 83.8 

地方部道路 21 1613 62.8 

観光道路 10 1460 71.6 

Figuer2.Percentage of vehicle from other regions 

Table2.Saturated flow rates by road classification. 

Figure3.Observation result of saturation flow rate on 
sightseeing roads. 
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