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   概要 

本資料は、平成２４年１２月７日に開催された「JTRC（OECD/ITF 共同交通研究センター）

と国土技術政策総合研究所、(社)日本道路協会との共催セミナー」の議事録を収録したもの

である。 

          キーワード ： JTRC、国土技術政策総合研究所、アセットマネジメント、 

 自転車、交通安全 

  

  Synopsis 

This report summarizes the results of the evaluation about “JTRC, NILIM and JRA Joint Seminar” held on 

December 7, 2012. 

           Key Words ： JTRC, National Institute for Land and Infrastructure Management (NILIM), 

Asset Management, Bicycle, Road Safety 

 

 

 

 





はじめに 

 

道路は、人の移動や物資の運搬等、社会・経済活動を支える基盤として重要な役割を果

たしており、市街地形成、防災空間、環境空間、ライフライン等の収容空間としての空間

機能を持っています。  

日本は、JTRC※の前身である RTR(Road Transport Research Program)の時代から研究

活動に参加し、道路財源、渋滞対策、交通安全、環境等の様々な問題で、各国の交通行政

担当者と共同の研究を進めてきました。 

国土交通省国土技術政策総合研究所（以下、「国総研」という）は、平成 24年 12月 7日

に JTRC及び社団法人日本道路協会と３機関の共催にてセミナーを開催いたしました。本

セミナーは、道路分野のアセットマネジメント及び自転車交通等に関する発表を行ったも

のであり、本資料は発表時の資料と議事録をとりまとめたものとなっております（英語で

の発表については、当日の逐次通訳を議事録としております）。 

末尾ながら JTRC（OECD／ITF共同交通研究センター）、社団法人日本道路協会、セミ

ナー発表者及び関係者の皆様のご指導、ご協力に感謝するとともに、国土技術政策総合研

究所に対する変わらぬご支援をお願い申し上げます。 

 

 

※JTRC（OECD※1／ITF※2共同交通研究センター） 

OECD-ITF Joint Transport Research Centre 

 JTRCは、陸上交通を中心として、交通分野における安全、セキュリティ、環境等の広範

なテーマについて研究を行う研究センターです。2004年 1月に、ECMT※3（ITFの前身）

の研究部門と OECDの道路研究部門（RTR）を統合し、JTRC（OECD/ECMT共同交通研

究センター（当時））が設立されました。3年単位で事業計画が策定されており、これに基

づき調査・研究が実施されています。 

 

※1OECD…Organization for Economic Co-operation and Development：経済協力開発機構 

※2ITF…International Transport Forum：国際交通大臣会議 

※3ECMT…European Conference of Ministers of Transport：欧州運輸大臣会合 

 

 

平成 26年 1月 

 

国土技術政策総合研究所 

企画部 国際研究推進室長 曽根 真理 
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1.セミナーの概要 
 

セミナー名：JTRC（OECD/ITF 共同交通研究センター）と国土技術政策総合研究所、

（社）日本道路協会との共催セミナー 

開催日：平成 24 年 12 月 7 日（金） 

会 場：社団法人日本道路協会 会議室 

 
 
 

 
 
 

セミナー開催風景 
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パネリスト 

（発表順、敬称略） 

 

 

 FHWA 道路資産管理部長        Butch Wlaschin 

 

 国土技術政策総合研究所 道路構造物管理研究室長  玉越隆史 

 

 ITF（世界交通フォーラム）事務局       Jari Kauppila 

 

 ITF（世界交通フォーラム）事務局       Philippe Crist 

 

 コペンハーゲン市交通部        Maria Wass Danielsen 

 

 国土技術政策総合研究所 道路空間高度化研究室長  藪雅行 

 

 財団法人道路環境･道路空間研究所 研究理事      並河良治 

 

 

 

 

司会進行 

 

 国土技術政策総合研究所 国際研究推進室長   曽根真理 
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2.開会あいさつ 

 

公益社団法人日本道路協会 国際委員長 山川朝生 

 

 みなさま、本日は大変お忙しい中お集ま

りいただきまして、ありがとうございます。

私、日本道路協会の国際委員長をしており

ます山川でございます。今日のセミナーに

ついて簡単に紹介させていただきます。今

話されましたように国総研、日本道路協会

と JTRC という 3 つ共同で開催しておりま

すが、JTRC は、皆さんあまりご存じない

方もいらっしゃると思いますので、少しご

紹介をいたします。1969 年に今の JTRC の

前身である RTR、Road Transport 

Research Program 、日本語では道路交通

研究計画という組織が、OECD の下部組織

としてパリに設置されました。そのあと組

織改革で名前が変わりましたけれども、事

務局はずっとパリにございます。2004 年か

らRTRがECMT、European Conference of 

Ministers of Transport、欧州の運輸部門の

大臣会合の調査部門と統合されまして、

OECDとECMTの共同管轄でJTRC、Joint 

Transport Research Centre となりました。

そのあと、2007 年に ECMT が現在ヨーロ

ッパだけでなく世界全体に広がって ITF、

International Transport Forum となり

ました。従いまして、現在は OECD と ITF

の管轄の JTRC という組織になっておりま

す。日本は前身の RTR の時代から含めます

と半世紀にわたって、非常に長い期間、こ

の研究活動に参加をして参りました。この

間、道路財源、渋滞対策、交通安全、環境

といったさまざまな問題で各国の交通行政

担当者と共同の研究を進めて参りました。

この共同研究の報告書が各国の交通問題へ

の取り組みで、大変我が国の行政にも参考

になった訳でございます。また研究活動に

続いてさまざまな情報を得ることができた

ことも有益なものでございます。本日のセ

ミナーでございますが、JTRC のなかで温

室効果ガスへの対応に対するワーキンググ

ループ（WG）の議長を務めていらっしゃ

います、連邦道路庁 FHWA の Wlaschin さ

んから、アメリカのアセットマネジメント

について発表していただくことになってお

ります。ちょうど先週日曜日、中央高速で

トンネルのつり天井落下の事故がありまし

た。車 3 台が巻き込まれて、9 人の方が亡

くなるという大変残念な事故でございまし

た。現在、国土交通省では関係機関と協力

して事故原因の究明、再発防止対策等につ

いて検討を進めていると聞いております。

我が国では最初の高速道路が開通して、来

年で 50 年になります。構造物の老朽化が最

重要課題となっております。今回、アメリ

カのアセットマネジメントについてお話を

していただくことは、大変意義があるとい

う風に考えております。そのあと当セミナ

ーでは JTRC の自転車交通安全に関する共

同研究に関係してコペンハーゲン市交通部

から Danielsen 女史、JTRC の事務局から

Crist さんに情報提供をいただくことにな

ります。また、交通安全資料に関する共同

研究、また道路財源に関するラウンドテー

ブルの内容に関して JTRC の事務局から

Kauppila さんが情報提供していただきま
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す。これら海外からの発表者に加えまして、

国総研からも道路橋のアセットマネジメン

トについて玉越室長から、また自転車利用

環境の整備に関しまして藪室長から発表を

いただきます。また、交通安全に関しまし

ては WG メンバーであった並河理事からも

コメントをいただくことになっております。

ということで、盛りたくさんではございま

すけれども、このセミナーが有意義なもの

でありますように、またこのセミナーを開

催するに当たって、準備された方々に御礼

を申し上げまして、私の挨拶とさせていた

だきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
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3. 発表内容 

3.1. 「Asset Management Keeping Good Roads Good」 

 

 

 

 

 

 

 

 

FHWA 道路資産管理部長 

 Butch Wlaschin 

（資料 1 ） 

 

みなさんこんにちは、私は、Butch 

Wlaschin と申します。ワシントン DC にご

ざいます、アメリカの連邦道路局の資産管

理、車道建設担当の事務所のディレクター

を務めております。 

 

（資料 2 ） 

 

本日、私からお話する内容は、まず資産管

理アセットマネジメントのアメリカにおけ

る今までの状況について、また今日の状況

について、そして今週、私が日本に来てい

ろいろと作業を行っております適応の問題

について述べた後、最後にちょっとまとめ

る予定です。皆さんに資料が配られている

と思いますが、全部使うわけではございま

せん。だいたい順番通りに進め、使用する

ものも半分程度になる予定です。 
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（資料 3 ） 

 

まず、今の状況でございますけれども、ア

メリカの高速道路について、延長が 600 万

キロ、そのうち舗装されている部分が 400

万キロです。橋の数は 60 万になり、トンネ

ルは 600 本です。連邦政府の所有する道路

は 1％にすぎません。残りにつきましては、

アメリカ 50 の州、そして 3,000 の郡、そし

て 26,000 の市町村が所有しています。 

 

（資料 4 ） 

 

私共の道路網につきましては、出来てから

100 年以上経っております。インターステ

イト・ハイウェイ、州を結ぶ州間道路は 50

年代からできてきたものです。橋につきま

しては平均で 48 年以上たっておりますし、

今迄はどちらかというと拡大、拡大で行っ

て参りました。1900 年代から連邦政府の資

金が投じられてきましたけれども、この目

的は新しい建造のためでありまして、全く

補修、運用には用いられていませんでした。

補修、運用は州政府、そして市町村の資金

が用いられてきました。 

 

（資料 5 ） 

 

どうして今資産管理を行っているのかとい

うと、まずドルの価値が下がってきたこと、

資金そのものが非常に少ない、行うべきこ

とがたくさんある、そしてトラックの通行

量が増えているからです。 

 

（資料 6 ） 

 

今のアメリカにおける資産管理についての

考え方では、通常、道路あるいは橋は「資

産」というようには考えられておりません。

水などと同じ公益事業であると、水にして
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も、道路にしても、電気にしても、欲しい

とは思うけれども、一体どこから提供され

ているのか分からないが、あることはある

のではないかというように捉えられており

ます。昔からある資産の寿命の期間にかか

るコストのうち、18～20％くらいが設計と

建設に充てられてきました。残りの 80％の

部分につきましては、結局その専用の資金

はありませんでした。従って我々は、造る、

建設する資金はあったのですが、そのあと

メンテナンスする部分の資金がなかったわ

けです。 

 

（資料 7 ） 

 
1999 年に AASHTO（米国州道路交通運輸

担当管協会）という州が集まった道路協会、

また、私が属している連邦の道路局が始ま

りました。そこで私の属する事務所もスタ

ートした訳ですが、このふたつの機関の目

的は、どのようにこの資産管理を定義する

かということでした。ところが、我々の持

っております資産の価値について、評価す

る方法がございませんでした。この

GASB-34、これは政府の会計基準報告書で

あり出版物でありますが、34 号を出しまし

て、この中で政府として、政府の資産はど

れ位の価値を持つものか、ということが測

れるようになりました。 

 

（資料 8 ） 

 

また、40 以上の州におきまして、車道、橋

あるいは安全管理のシステムの構築をして

おりました。ところが、こういったものが

実際に管理をするための意志決定に使われ

るのではなく、単にデータを集めることの

みに使われておりました。そのため、私共

は州政府から、どういったものを造ってほ

しいかという要望を聞くわけですが、それ

が出てきたところで、結局、実際には車道、

橋梁や安全のためには使われてきませんで

した。単に州でどういったものを造りたい

かというリストに過ぎなかったわけです。

ほとんどの技術者は、資産管理はもう保守

に関係する話だけだろうということで、で

きるだけ自らは避けようとしておりました。 
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（資料 9 ） 

 

そのため、2005 年に連邦道路局が国際的に

資産管理を一体どのように行っているのか

ということを学ぶべく、調査を開始いたし

ました。ヨーロッパやオーストラリアを含

め 8 カ国に行き、そして、そこで

International Infrastructure 

Maintenance Management Guide という

ものがオーストラリアにあることを発見し

ました。 

 

（資料 10 ） 

 

また、国内でも調査をしてみたところ、5

つの州、1 つの郡におきまして、しっかり

と重要な要素が盛り込まれているようなと

ころ、そして実際に資産管理を行っている

ところがわかりまして、それをもとにどの

ように資産管理を行うのか、その測定をす

るのか、ということをまとめたガイドブッ

クを作成いたしました。 

 

（資料 11 ） 

 

また、実際の主体といたしまして、国際的

に学んだものをベースとして、一体何を考

えるべきかということを盛り込んだ 5 つの

中核的な質問を作りました。その内容がこ

ちらです。1 つ目は現状資産がどうなって

いるのか、2 つ目はどのようなレベルのサ

ービスが必要なのか、3 つ目は一体何が重

要なのか、4 つ目はどのように運用や資産

の改善をすべきか、5 つ目は長期的には資

金は一体どうすればいいのか、という問題

です。 
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（資料 12 ） 

 

今年の 7 月に、連邦政府といたしましても

この資産管理がきわめて重要であるという

判断を下しまして、その目的が法制化され

ました。こちらに 7 つ書いてありますが、

そのうちのひとつが、この 2 つ目のインフ

ラの状況でありまして、資産管理におきま

しても、インフラがひとつの優先課題とな

りました。 

 

（資料 13 ） 

 

それでは、このインフラの状況について

我々は一体何をすることが期待されている

のかということですが、それは道路のイン

フラ資産の体系をよく修繕された状況で維

持するということです。 

 

（資料 14 ） 

 

これが法制化されまして、みんながよく分

かるようにしました。そこに定義も書かれ

ているわけでありますが、この全文章を読

むつもりはございません。重要なところは

どこかと言いますと、まず戦略的であり、

かつ体系的でなければいけないということ、

また物理資産を主眼においていること、さ

らにエンジニアリング、そして経済的な分

析をするということ、そしてまた、よい修

繕がなされたという、そういう状況を維持

するということです。 
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（資料 15 ） 

 

法律の下で我々は一体何をしなければいけ

ないのでしょうか。まず各州が 18 ヶ月以内

に何をするかというと、リスクベースで資

産管理の計画を作らなければいけません。

また、私共の道路局におきましても 18 ヶ月

以内に各州に一体何をさせるかということ

の規則を作らなければいけません。要する

にこのスライドに書いてあることは、各州

においてこの法律のもとで資産管理計画を

作らなければいけないということです。 

 

（資料 16 ） 

 

では、一体この資産管理計画に何を盛り込

まなければいけないのでしょうか。まず、

戦略的でかつ体系的なアプローチをとる必

要があります。そのため、これは単なるプ

ロジェクトということではなく、国家のシ

ステムに関わる問題です。また、この中に

は、車道及び橋梁について書かなければい

けません。そして、目的については、要は

「良い道路を良いままで保つ」ということ

です。さらには道路がどのような成績を出

してくれるか、状況、ライフサイクルコス

ト、財政計画、戦略、要は例えば、資金が

半分しか集まらなかったらどうするのか、

資金が予想よりもっと集まったらどうする

のか、といったことを盛り込むということ

です。一番下の方にプリザベーションとい

う言葉がありますが、保全という意味です

けれども、今回初めて政府が保守及び運用

についても資金を出すということになりま

した。保全ということで、良い道路を良い

ままに保っていただければと思います。 

 

（資料 17 ） 

 

アメリカには全部で 50 州あるわけですが、

そのうちの 10 ないし 12 ぐらいの州の道路

省、運輸省において、この資産管理計画の

要素が入ったものを作っておりました。と

ころが、相当部分に関しまして、ライフサ

イクルコストを分析しておらず、リスク分

析をしておりませんでした。ということは

例えば大きなハリケーンが起きた場合はど

うするのか、また、資金がないときはどう
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するのか、そういった計画が入っておりま

せんでした。さらには、車道の管理システ

ムや橋梁の管理システムがありますが、そ

ういった資産管理計画を意思決定のために

用いるのではなく、単にその資産管理計画

があるというだけでありまして、単に自分

たちのところにある資産の目録に過ぎない

ということです。 

 

（資料 18 ） 

 

このように 10 ないし 12 の州では、何らか

の形で資産管理計画を行ってはいるのです

が、行っている州と行っていない州とで何

が良かったかといいますと、まず州の上層

部、局長あるいはそのレベルの人は、うち

の州では良い道路は良いままに保つべきだ

という主体性を持っていたとあります。サ

ービスレベルについてもよく規定をしてお

りました。例えば、IRR にありますとおり、

わだちやひび割れについてもよく見ており、

またギャップ分析もしており、さまざまな

想定をしておりました。 

（資料 19 ） 

 

アメリカにおきまして、ここしばらく PPP

官民連携の実験が行われました。そろそろ、

いくつかの州において、この PPP を使い始

めているところが出てきたということです。

これらの使われている資産の延長は、

12,000 キロで、契約としては 30 年ないし

70 年の期間の契約になります。その計画の

中に資産計画を盛り込むことが必要になっ

てきます。また、このような契約におきま

して、契約の最後の段階において残る価値

がいくらになるのかということについても

合意をしなければならないとなっておりま

す。アメリカに関して、この PPP に加入し

ている企業は、ほとんどアメリカ以外の企

業です。 
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（資料 20 ） 

 

他の分野、例えば鉄道輸送におきましては、

我々は道路で行っている状況を見ながら、

そろそろ資産管理についても行おうという

ことで、そのような動きがきておりました。

新しい調査なども管理をしたりしておりま

す。次にその航空輸送ですけれども、例え

ば、アメリカにおきましては、ロサンゼル

ス、シカゴ、ワシントン DC など大きな空

港がございます。こういったところでは資

産管理計画が策定されております。しかし、

このような大きな空港はともかく、中小の

空港になりますと資産管理計画はございま

せん。 

 

（資料 21 ） 

 

次に、ここにヘビーレイルと書いてありま

す。要は貨物輸送のための鉄道ですが、ア

メリカでは一級鉄道と呼ばれており、こち

らは非常に良い状況です。資産管理計画が

非常にうまくしっかりと考え抜かれ、規定

されたものができておりますし、線路ある

いは機関車をいつ買うかなど、さらに運用

や保守も行っております。 

 

（資料 22 ） 

 

アメリカの一番良い資産管理における仕事

をしておりますのが、貨物鉄道輸送です。

そもそも私が今週来日した主目的が、この

適応ということなのですが、このことにつ

いて少し話をしようと思います。アメリカ

におきましては、この気候変動に対する適

応の努力というものは 2007 年に始まりま

した。計画、環境、あるいはエンジニアリ

ングといったところがこちらに関係するわ

けですけれども、一体気候変動のどこにリ

スクが存在するのかといったことを、これ

で調べようとしています。気候変動につき

ましては、その主眼は 2 つあります。まず

ひとつはグローバルな形で対策をとらなく

てはならない分野でありますミティゲーシ

ョン、緩和です。また、各地域で対策をと

らなければならないことであります、この

アダプテーション、適応です。すなわち、

気候変動がある、そして異常気象が発生す
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るといった際に、道路や橋梁などといった

我々の持つ資産のどういったところが脆弱

なのかということを調べていきたいという

ことが目的です。 

 

（資料 23 ） 

 

この適応に関しまして重要な問題が次のよ

うなことです。我々エンジニアとして考え

るべき点です。まず、この我々の輸送シス

テムに影響を与えるような気候変動という

ものにはどういったものがあるのか。また、

こうした事象が発生した際に、我々の輸送

体系はどのくらい脆弱なのか、そしてまた、

実際に嵐が強くなる、海面が上昇するとい

った際には、どのような資産が重要なのか、

どのような資産が脆弱なのか、あるいは、

これは OECD や ITF にも関係することで

すが、我々エンジニアの各機関におきまし

て、持てるシステムを保っていくために、

どのような行動がとれるのか、設備資産を

用いることができるのかということです。 

 

（資料 24 ） 

 

それではまとめに入りたいと思います。こ

ういった形で我々は、やるべきことをやっ

ていかなくてはなりません。我々の持てる

資産を保全していく、そして、そのライフ

サイクル全体のコストをできるだけ減らし

ていく、そして、財務的に持続可能な形で

運用を続けていく。単にその建設をしたと

いうことでありますと、今度はそのサービ

スをキープしていくためのコストはどれ位

になるのかということを考えなくてはなら

ないということです。また、長期的な形で

パフォーマンスを改善するための、枠組み

を作るということです。言いかえますと、

作るだけでは駄目で、いい道路をいい状況

で保たなければならないということです。 
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（資料 25 ） 

 

また、現時点におきましては、主眼点は車

道、橋梁ということにはなりますけれども、

これから、例えば車道の横についておりま

す、背の高い道路照明が古くなりますと、

道に倒れてきたりします。また、道路の上

についております道路標識なんかも、古く

なると落ちてきます。また、こういったこ

とを含めて、この車道や橋梁に付け加える

べきものはないかと考える必要があります。

また、追加的な取り組みではなくて、今行

っていかなくてはならないということです。

最後になりましたけれども、私共、連邦道

路局といたしましては、各アメリカの州の

道路状況の方にも連絡を当然取っておりま

すけれども、いろいろと国際的な連携も取

っております。国の中で例えばまだ資産管

理ができていないといった国も含めまして、

資産管理についてのトレーニングを行って

おります。 

 

（資料 26 ） 

 

私共のウェブサイトにつきましても、こち

らに書いてございますので是非ご覧いただ

ければ、私共がアメリカでどのような形で

管理しているかといったそういう情報をご

覧いただくことになり、非常に勉強になる

と思います。 

 

（資料 27 ） 

 

ご清聴ありがとうございました。 
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3.2.「道路橋のアセットマネジメント」 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土技術政策総合研究所  

道路構造物管理研究室長 玉越隆史 

（資料 1 ） 

 

国土交通省国土技術政策総合研究所道路構

造物管理研究室長の玉越でございます。私

の方から、道路橋のアセットマネジメント

の日本の取り組みについてご紹介をしたい

と思います。 

 

（資料 2 ） 

 

本日お話しいたします内容は、一番目に維

持管理のこれまでの課題、二番目に要素レ

ベルでの定期点検とブリッヂマネジメント

システムの我が国の実態、それから要素レ

ベルでの点検をする中で分かってきたこと

といたしまして、劣化予測についてお話し

したいと思います。 
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（資料 3 ） 

 

ここにお示ししますのが、今の日本の管理

している道路橋でございます。日本の場合

には国自身がたくさん道路を管理している

ということでございまして、一番上は主に

道路会社が見ている道路でございますが、

その下が、国が管理している道路でござい

ます。それから、自治体などが管理してい

る道路でございます。現在 15 メートル以上

の橋は 15 万橋ございます。2 メートル以上

という定義ですと、67 万橋前後あります。 

 

（資料 4 ） 

 

その、日本でどのように建設してきたかと

いいますと、それを示したのがこのグラフ

でございますが、アメリカと比較しますと、

概ね 30 年程度建設のピークが遅いという

特徴があります。今、平均年齢としては概

ね 40 歳程度というふうになっております。 

 

（資料 5 ） 

 

今後これらは確実に高齢化していくわけで

ありまして、2016 年には 50 歳以上の物が

20％を超えていく。さらに、2026 年には半

数近くが 50 歳になっていくということで

ありまして、これらをいかに守っていくの

かということが課題であります。 

 

（資料 6 ） 

 

例えば、高齢化が進む中で、重大な事故も

起きておりまして、これは通行止めにつな

がった例であります。左側に示します橋は、

重要幹線道路でありますけれども、主桁に

大きな疲労亀裂が見つかったものです。発

見後ただちに通行止めがなされています。

ADTT で 36,000 台ということで、非常に通
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行量の大きい道路であります。右側の例は、

鋼床版が亀裂を起こした例となります。舗

装の下で生じますので、外からの発見が難

しいという事情がありますが、事故に至っ

て初めて気が付いた、という事例でござい

ます。 

 

（資料 7 ） 

 

他にも、例えばコンクリートの橋ですと、

ここに示しますように、特に日本は島国で

すから海に囲まれている訳ですけれども、

空気中に含まれる塩分によるコンクリート

の内部の鋼材の腐食、いわゆる塩害という

ものですが、それが深刻であります。他に

も、代表的な損傷事例としては、アルカリ

シリカリアクション、アルカリ骨材反応と

いうものがあります。 

 

（資料 8 ） 

 

まあ、こういった中で、どのように道路構

造物を維持管理していくのが合理的かとい

うことが課題になるわけですけれども、今

日は橋梁に焦点を当てて例を紹介したいと

思います。 

 

（資料 9 ） 

 

合理的に維持管理するやり方のひとつには、

先ほどの紹介にもありましたが、マネジメ

ントシステムを使って、将来予測をして、

予防保全、あるいはライフサイクルコスト

の低減を図っていくということがあると思

います。日本での、国の取り組みとして、

一度こういったブリッヂマネジメントシス

テムの導入を図った経緯がございます。た

だその時には、データが十分に蓄積されて

いなかったということもありまして、ここ
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に書いてありますように、コンクリートの

塩害、疲労、腐食を実験室レベルで確認さ

れた务化予測式をあてはめるという、そう

いうものを作って導入したという、そうい

った経緯がございます。 

 

（資料 10 ） 

損傷の評価体系の改訂

損傷度標準判定 損傷程度の評価

対策区分の判定

・客観的

・評価区分（５区分）・主観的

・対策の必要性を提示

S63要領 H16改訂

・実施すべき措置を示唆

詳細調査詳細調査の必要がある。の必要がある。ＳＳ

維持工事維持工事で対応する必要がある。で対応する必要がある。ＭＭ

その他，その他，緊急対応緊急対応の必要がある。の必要がある。Ｅ２Ｅ２

構造の安全性，構造の安全性，緊急対応緊急対応の必要がある。の必要がある。Ｅ１Ｅ１

速やかに速やかに補修等を行う補修等を行う必要がある。必要がある。ＣＣ
状況に応じて状況に応じて補修を行う補修を行う必要がある。必要がある。ＢＢ

損傷がないか，軽微，補修の必要がない。損傷がないか，軽微，補修の必要がない。ＡＡ

判定の内容判定の内容
判定判定
区分区分

詳細調査詳細調査の必要がある。の必要がある。ＳＳ

維持工事維持工事で対応する必要がある。で対応する必要がある。ＭＭ

その他，その他，緊急対応緊急対応の必要がある。の必要がある。Ｅ２Ｅ２

構造の安全性，構造の安全性，緊急対応緊急対応の必要がある。の必要がある。Ｅ１Ｅ１

速やかに速やかに補修等を行う補修等を行う必要がある。必要がある。ＣＣ
状況に応じて状況に応じて補修を行う補修を行う必要がある。必要がある。ＢＢ

損傷がないか，軽微，補修の必要がない。損傷がないか，軽微，補修の必要がない。ＡＡ

判定の内容判定の内容
判定判定
区分区分

判定判定
区分区分

損傷は認められない損傷は認められないO.KO.K

損傷が認められ，損傷が認められ，
その程度を記録その程度を記録

ⅣⅣ

損傷が認められ，損傷が認められ，
追跡調査が必要追跡調査が必要ⅢⅢ

損傷が大きく，損傷が大きく，
詳細調査を実施，補修を判断詳細調査を実施，補修を判断ⅡⅡ

損傷が著しい，損傷が著しい，
交通の安全確保の支障の恐れ交通の安全確保の支障の恐れ

ⅠⅠ

一一 般般 的的 状状 況況
判定判定
区分区分

損傷は認められない損傷は認められないO.KO.K

損傷が認められ，損傷が認められ，
その程度を記録その程度を記録

ⅣⅣ

損傷が認められ，損傷が認められ，
追跡調査が必要追跡調査が必要ⅢⅢ

損傷が大きく，損傷が大きく，
詳細調査を実施，補修を判断詳細調査を実施，補修を判断ⅡⅡ

損傷が著しい，損傷が著しい，
交通の安全確保の支障の恐れ交通の安全確保の支障の恐れ

ⅠⅠ

一一 般般 的的 状状 況況

ｅｄｃｂ

小 －－－－－－－－－－ 大

ａ

損傷の程度

評価区分

 

それと同時に、今後务化予測をしっかり行

っていくために、点検要領の改定をしてい

ます。1988年になりますでしょうか。1988

年に初めて作った点検要領がありますけれ

ども、データが客観的なデータと、実施す

べき措置の示唆といいますか、診断という

ふたつが混ざったようなデータをとってい

て、それを分けなければアセットマネジメ

ントには使えないということで 2004 年に

点検要領を改定しまして、客観的なデータ

と診断、ふたつの異なるデータをとること

にした経緯があります。 

 

（資料 11 ） 

 

さらに、点検間隔を 10年に一度としていた

ものを、建設後 2年に一度、以降は 5年に

一度点検をするというふうに改定をしまし

た。ただ、予測には当然限界がございまし

て、ここに示しますように、細かい損傷の

マップなど、コメントを記録して、維持管

理をしてきてございます。 

 

（資料 12 ） 

 

特徴的なのは、日本の場合は、点検のデー

タを要素レベルということでできるだけ細

かく部材、部位を区切って、それぞれに ID

をつけてデータをとっているのが大きな特

徴です。例えば、こういった橋ですと、部

材などで見られる範囲は可能な限り小さく

区切って、全てに IDを付して、先ほど紹介

した点検データをとっているということで
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あります。 

 

（資料 13 ） 

 

それは何を意味しているというかというと、

橋の劣化が部位ごとに非常に異なる事情が

あります。例えばこれは、その要素レベル

にとられたデータから得られたひとつのデ

ータですが、こういったコンクリート床板

の劣化が、これは橋の平面をイメージして

いますが、例えば、端部、端っこの方で損

傷が進行しやすいといったことも、この要

素レベルで出たデータをとることによって

初めてわかってまいります。 

 

（資料 14 ） 

 

これは腐食の例ですけれども、これも典型

的な例でございます。どうしても、こうい

った橋の端部が、集中的に腐食が進行する

という事情がありまして、劣化予測のもと

になるデータを取るにしても、全体的なデ

ータをとっては役に立たないという認識の

もと、こういったデータの取得を続けてい

るところであります。 

 

（資料 15 ） 

 

このようなデータを使いまして、一般的な

手法ですが、例えば、劣化遷移のグラフを

書いたりいたします。上が、損傷のひどい

もの、下が軽微なものですけれども、経年

とともに、劣化するものが増えていくとい

う傾向が掴めるということであります。 

さらに、要素レベルの点検データをとるこ

との意義ですけれども、例えば、これを見

ていただきますと、先ほどお示ししました

通り、例えば、橋の真ん中ですと、劣化の

速度が遅いのに対して、端部、端っこにな

ると、より速度が速いという傾向も、要素

レベルでのデータをとることによって、初

めて見えてまいります。具体的に劣化曲線

を引いてみますと、こうなります。左側が、

桁の端部、右側が桁の中央部ということで

すが、端の方で速度が速いということが顕

著であります。同時に、これだけ大きなば

らつきがあるということに関して、いくら

小さい単位に着目してとっていても、橋の
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务化現象には非常に大きなばらつきがある

ということで、予測には非常に大きな不確

実性が含まざるをえないということもわか

ってきております。 

 

（資料 16 ） 

・環境の違い 架橋環境や自動車荷重等の様々な外的環境

・橋梁固有の条件 構造、材料の違いなど

・初期品質の違い 橋梁の健全性に及ぼす影響は不明。

（変状の多くは耐久性の低下につながる可能性もある。）

理由

劣化予測の不確実性
【4.成果と課題】

初期品質の違い

構造の違い

都心部

沿岸部 凍結防止剤の影響

漏水の影響

 

なぜそのような不確実性が生じるのかとい

うことですが、様々な理由があると思いま

す。例えば、架橋環境が橋ごとに大きく違

うということ、それから、橋の構造や材料

に違いがあるということ、注目すべきは橋

のできたときの品質にも、どうも大きなば

らつきがあるようだということです。例え

ば、こういった損傷は、ひょっとすると初

期の品質にも問題がある可能性があるとい

うふうに認識しています。 

 

（資料 17 ） 

 

（資料 18 ） 

 

 

（資料 19 ） 

 

以上、簡単に国の維持管理について紹介し

てきましたが、今紹介した要素レベルの点

検データを使って、新しい BMS を国土交

通省といいますか、我々研究所で今開発を

してございまして、来年度から実際に試験

的に使っていきたいと考えております。 
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（資料 20 ） 

 

 

（資料 21 ） 

 

それから、そういった非常に細かな要素レ

ベルの定期点検の 3 巡目が、もうすぐ始ま

ります。こういったデータも分析して、さ

らに維持管理プログラムの改善を図ってい

きたい、また、そのデータにつきましては、

あらゆる機会を通じて公表し、共有してい

きたいというふうに考えているところでご

ざいます。簡単ではございますが私の発表

は以上とさせていただきます。ご清聴あり

がとうございました。 
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3.3.「Sustainable Road Funding」 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITF（世界交通フォーラム）事務局 

Jari Kauppila

 

（資料 1 ） 

 

まず、最初にこの OECD の ITF について

簡単な紹介をさせていただきます。 

 

（資料 2 ） 

 

54 の加盟国からなる国際的な政府間機関

で、私共が注力しておりますのが輸送です。

すなわち、私共は各国の大臣に対し、報告

を行います。また、私自身は研究センター

に属する者でございますけれども、プログ

ラム部におきまして、輸送に関する全ての

トピックについて研究を行っております。

また、年に一回この 54 の加盟国の大臣が集

まるサミットがございます。各国の大臣が

集まりまして、来年におきましては 5 月半

ばにドイツのライプツィヒで開催される予

定になっておりますが、来年のトピックは、

輸送の資金調達ですが、ちょうど私がこれ

から話すことも有意義なものと考えており

ます。 
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（資料 3 ） 

 

近頃のワーキンググループ（WG）ですが、

今の私共の研究課題に対し、みんなで世界

中の WG の仲間が集まって研究を行ってお

ります。これは、道路に関する財源の最適

化に関する WG であります。研究内容は来

年のサミットで大臣に報告する予定になっ

ております。この WG は道路の保守、そし

て発展のための、いろいろな資金調達の方

式について調査を行ってきました。我々が

考えております主な問題としましては、イ

ンフラのライフサイクル全体を通じての最

適なサービスレベルを、どのように保障し

ていくかということであります。この点に

つきましては前のプレゼンテーションでも

話がありました。また、道路の提供及び維

持・保守のために他にどんな官民のモデル

があるのか、これは PPP といいますが、さ

らに輸送のシステムの状況を数量化するた

めの指標、あるいは参考になるような測定

指標といったものにはどのようなものがあ

るのかということを検討しております。 

 

（資料 4 ） 

 

それでは次に、どうしてこのようなトピッ

クに我々が関心を持っているかという背景

をお知らせしたいと思います。今、各加盟

国の状況を見ていますと、国際的にネット

ワークのパフォーマンスを改善するプレッ

シャーが非常に高まってきております。そ

の理由は非常に交通量が多いこともありま

すし、また、ユーザーがサービスレベルを

もっと上げて欲しいという期待が高まって

いることがあります。また、道路にはどう

しても人の注目が集まります。これは昔か

らそうです。 

 

（資料 5 ） 

Road transport, network and spending in 
selected countries 1995-2008 (1995=100)

5 

例えばネットワークについて、どのような

劣化に対応すればよいのか、これにつきま

しては先程のプレゼンテーションで非常に
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素晴らしい話がありました。また、どのよ

うにグレードアップをするかということも

あります。その道路の保守のための資金は、

どうしても後回しにされがちです。その理

由は主にふたつあります。まず保守を少し

やらなかったからと言って道路が劣化する

訳ではなく、数世代後になってその劣化が

始まるからです。もうひとつは予算の制約

ということです。現在のような経済的な危

機の状況におきまして、道路の保守は後回

しになってしまいます。 

 

（資料 6 ） 

 

今回のプロジェクトのキックオフにあたり

まして、パリにおいて 10 月末に道路開発資

金調達のラウンドテーブルが行われ、各国

から 30 人の人々が集まりました。その中に

は投資銀行の関係者、資金調達に関心を持

っている人々がいます。このラウンドテー

ブルを皮切りに 4 つの貴重なプレゼンテー

ションが行われました。一人目は Karlaftis

教授です。彼は道路セクターにおけるパフ

ォーマンスの測定、またクロスカントリー

的な経験のレビュー、どのように性能の測

定を用いるのか等お話をいただきました。

次はオーストラリア政府の Mark Harvey

さんからでした。彼は道路維持の最適化と

いうテーマで、政府としてどのような形で

の取組みで資質ギャップを埋めるのか等の

お話をいただきました。次のスウェーデン

の方からは、建設業における調達、そして

契約・設計というテーマで、PPP のメリッ

ト・デメリットなどのお話をいただきまし

た。最後に日本の根本教授から、バックグ

ラウンド情報として、資金源の最適化と、

持続的な形で資金を調達するため、開発・

維持を行うための資金を課する際の原則に

ついてのお話がありました。私共 WG とし

ましては、来年 5 月開催予定の運輸担当大

臣サミットに向けての報告書をまとめます。

その中に重要な論点や結論を盛り込んでい

きたいと考えております。詳しい情報をご

希望の方は、ウェブサイトをご覧いただけ

ればと思います。 

 

（資料 7 ） 

 

私共の研究は現在進行中ですので、最終

的な結論を申し上げる訳にはいきません。

これからお話するのは現時点での結論です。

本日は 10 月のラウンドテーブルの中で出

てきた話題についてお話いたしますので、

これを土台とし、来年の運輸大臣サミット

におきまして結論・提言を発表できればと

考えております。まず初めに、これは意見



25 
 

ですが、一般的に申しまして、保守・維持

のための資金が世界的に不足しているとい

うお話を伺っております。この点につきま

しては、本日最初のプレゼンテーションで

もお話がありました。次の点は、既存の道

路資産についての意識レベルを上げる必要

があるということが重要です。意思決定・

政策立案をする方々に、我々の持つ資産の

価値について理解してもらう必要がある。

そしてネットワークの運用者・利用者につ

いても、実際に保守・維持をしなかった場

合どの程度コストが掛かるのか理解してい

ただき、意識改革を行う必要があります。

当然、特に政治家におきましては、「今まで

に、これだけの予算を道路の保守に充てて

きました」と言うより、新しい道路を建設

し、テープカットをする方が余程興味があ

ると思います。また、現在の状況を測定す

ることにより、必要となる結果を出すため

に役に立つと思いますし、既存の道路ネッ

トワークの性能を上げるためにも測定が役

立ちます。戦略的な資産管理がニーズ、脆

弱性を理解し、投資・維持・保守等いろい

ろなことを行うための二律背反を理解する

うえで役に立つと考えています。また戦略

的な資産管理は、長期的な財政計画とも関

連付けて考えなければなりません。すなわ

ち、資金源の持続可能性が、インフラのラ

イフサイクルにおきまして、パフォーマン

スを維持していく鍵となります。10 月の会

合の結論として、官民連携、つまり PPP が

役に立つということがあります。これは道

路の管理・運用・開発に言えることではあ

りますが、しかし全てが賄える訳ではあり

ません。さらに官民連携と従来型の資金調

達の比較は難しいといえます。なぜなら、

結果の質の測定がしにくい、つまりネット

ワークのパフォーマンスというものは、ラ

イフサイクルが終わる 20 年 30 年後に初め

て分かるといった性質のものであるからで

す。 

 

（資料 8 ） 

 

以上が、来年のサミットに向けて大臣、政

策立案者に対して、主要な結論、伝えたい

内容の非常に短いサマリーです。ありがと

うございました。
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3.4. 「Increasing Cycling in a Safe Traffic System」 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITF（世界交通フォーラム）事務局  

Philippe Crist

（資料 1 ） 

 

私は ITF から参りました Philippe Crist で

す。自転車の安全性についてお話させてい

ただきます。JTRC／ITF の WG は、つい

最近活動が完了したばかりであります。自

転車安全性 WG の議長を務めておりました

のは、コペンハーゲン市の交通局長である

Niels Tørsløv 氏だったのですが、残念なが

ら今回来日はかないませんでした。ただ非

常に幸いなことに、彼の同僚である

Danielsen 女史に本日こちらにお越しいた

だいております。 

 

（資料 2 ） 

 

私からは、WG で、どのような形で自転車

における安全性の向上について取り組んで

いるかお話しいたしますが、その後に

Maria Wass Danielsen 女史から、コペンハ

ーゲンにおいて道路の安全性を担保しつつ、

自転車の利用の安全性、快適性をどのよう

に向上させているか具体例についてお話い

ただきます。また、国総研の藪さんが、先

週木曜日に日本で新たな自転車の安全性に

関するガイドラインを発表したということ

で、補足的な説明をいただけると伺ってお

ります。私の限られた日本語の知識であり

ますが、拝見しましたところ、非常に興味

深い指針となっていると拝察しました。私
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の発表の中では主に 3 つの点に焦点を当て

てお話させていただきたいと思っておりま

す。1 つ目に自転車利用のメリットにつき

まして、2つ目にデメリットにつきまして、

3 つ目に自転車の安全性の向上につきまし

て、ハイレベルな観点、戦略的な観点から

お話させていただきたいと思います。私に

続く 2 人から、より具体的な指針、政策に

ついてのお話があると思いますので、私か

らは、よりハイレベルなストラテジックな

観点からお話させていただきます。 

 

（資料 3 ） 

 

世界各国を見渡すと、自転車が交通手段と

して新たな注目を集めているようです。理

由はいくつもあります。中・短距離におい

ては高速な交通手段であることがひとつ。 

 

（資料 4 ） 

 

また、多くの利用者、多くの利用用途にと

っては、非常に融通性が高い交通手段であ

るということ。 

 

（資料 5 ） 

 

また、インフラがきちんと整備されていて、

環境として安全性が担保されている場合に

は、子供を連れていても、食品等の買い物

の時でも、都市部において非常に効率が良

く、安価な移動手段であります。 
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（資料 6 ） 

 

また、化石燃料を使っていませんので、エ

ネルギー安全保障面からも、大気汚染や温

室効果ガスという観点からも、非常に良好

な手段であると言えます。 

 

（資料 7 ） 

 

ということで、現代の都市交通システムの

中で、非常に必要とされる手段となってい

るのが自転車です。ただ多くの諸国におき

まして、現在の交通制度の中で必ずしも自

転車利用者は安全であるとは言えません。

こういった交通輸送環境の中で、実際の死

亡・負傷事故を見た場合、自転車利用者は

無防備であり、非常に脆弱性が高いと言え

ます。ただ、この相対的なリスクというも

のを、実際に移動した距離あたりで見てみ

ますと、自転車利用者の死傷事故は、自動

車利用者に対して英国（UK）では 14 倍、

オランダで 6 倍です。これを時間あたりで

みた場合、比較的安全だとされている自動

車道路でのキロあたりに調整してみてみま

すと、そのリスクは若干下がります。この

ように相対的なリスクがより高くなってい

る主な原因は、道路システムが自転車利用

者を念頭において設計されていないという

ことに起因します。 

 

（資料 8 ） 

 

もっと厳密に言うならば、より高速で重量

の多い車両と、スピードが遅く軽量で、無

防備な道路利用者が混在することを念頭に

置いて設計されていないと言えます。重傷

ならびに死亡に至るような自転車衝突事故

のデータを、各国ごとに見てみますと、衝

突の一番大きな相手方は自動車です。 
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（資料 9 ） 

 

トラックあるいはバスを相手方とする事故

も、かなり多くあります。特にローリーと

いったものは、右折する場合、多くの国で

左を運転する場合は左折になるかもしれま

せんが、曲がるところでの巻き込み事故も

かなり多くなっております。 

 

（資料 10 ） 

 

このように欧州のさまざまな諸国における

死傷自転車事故、衝突時期のデータを見て

みますと、高いところではトラック・バス

などとの衝突が 3 分の 1 を占めるに至りま

す。ただ、何かと衝突する、自動車といっ

た類のものではない、自転車単独での事故

も多くあります。 

 

 

（資料 11 ） 

 

負傷の程度、死傷事故に至る程度としては

より低いのですが、相変わらず件数として

はかなり多いのが実情です。きちんと統計

を取っている国々の数字を見てみますと、

単独での衝突事故の被害者数が高いところ

で 87～75％といった割合を占めています。

この点は非常に重要です。なぜならば、往々

にしてこれらの衝突事故については十分に

届出が出されていないということがあるか

らです。また、自転車利用者といっても、

必ずしも全てが同等に脆弱、無防備である

とは言えません。より脆弱なのは高齢者で

す。特に高齢者が自転車に乗っている割合

が高い国においては、非常に意味を帯びて

まいります。日本はそのひとつです。過去

5 年間の平均、すなわち 2005 年から 2010

年の各国における割合を見てみますと、日

本では 70％、韓国では 65％、EU 平均では

47％という高い数字になっています。ただ、

こういった方たちの自転車利用は必ずしも

衝突事故につながるだけではなく、健康増

進に資する場合もあるという点もきちんと

見ていかなければなりません。健康が、非

常に重要なキーワードになってまいります。

なぜならば、サイクリング、自転車利用と

いうものを、衝突という観点だけからみま
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すと健康に対してのマイナスな影響を与え

る原因となります。交通当局からすれば、

こういった健康に対するマイナスの影響、

すなわち重傷事故、あるいは死傷事故とい

うものが主な懸念事項になっています。た

だ、サイクリング、自転車利用というもの

を考える場合に、ただ単に衝突事故からの

影響だけをみるのでは十分ではありません。

健康に対する全般的な影響というものをき

ちんと見なければなりません。 

 

（資料 12 ） 

 

サイクリングをしている方たちは、非常に

深く息を吸い込みますので、大気汚染の影

響をより受けやすい、そして大気汚染物質

をより蓄積する傾向にある、これは健康上

マイナスの影響です。こういったことを調

査した結果を見てみますと、自動車に乗っ

ていない人に比べまして、自転車に乗って

いる人達は大気汚染物質を 2～8 倍摂取し

ていることが分かっています。 

 

（資料 13 ） 

 

都市によって、パリのように微粒子物質が

多い都市の場合、衝突事故による健康上の

影響よりも大気汚染による影響の方が大き

いということさえあります。今まで述べた

ところが健康上のデメリットでありますが、

もっとも大きなインパクトとして、ポジテ

ィブなところを見てみますと、運動をする

というところであります。 

 

（資料 14 ） 

 

自転車利用者、歩行者もそうなのですが、

この部分でのインパクトは自転車利用者の

ほうがさらに高いと言えます。プラスの健

康面でのインパクトを列挙しておりますが、

特にこれまで不活発で動かなかった方が自

転車に乗るようになりますと、プラスのイ

ンパクトが非常に大きく出てきます。その
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調査を行いまして、運動によるプラスの影

響と、衝突事故、大気汚染にさらされる健

康上のマイナスのインパクトを較べて見た

場合、プラスの影響の方がはるかに大きく、

場合によっては 20 倍程大きいという結果

が出ています。 

 

（資料 15 ） 

 

交通当局としては、衝突事故の件数を減少

するというところに主眼を当てることにな

りますが、政府全体という観点としますと、

健康増進上の大きなメリットというものに

鑑み、自転車利用者を増やしたいという立

場になるかと思います。戦略的な安全性向

上という対策についてお話する前に、ふた

つの点に触れておきたいと思います。まず

ひとつ言えることは、当局側は、実際に講

じている対策が本当に様々な向上につなが

っているのか、測定出来ていないというと

ころです。安全性を測る場合に使われるの

が、衝突件数をエクスポージャ、実際に自

転車で移動した距離、あるいは自転車移動

するのに使った時間等で、きちんと割るこ

とで安全性を見出さなければならないので

すが、往々にして多くの交通当局は、不適

切な指標を使って算出しているということ

が実情です。 

（資料 16 ） 

 

この衝突事故の件数につきましては、全て

十分な警察への届出がされていません。普

通この届出件数は公式の警察への届出件数

で測られておりますので、実際の事故件数

より届出件数が少ないということが多くの

国で一貫して見られる傾向です。この警察

に届出られる件数が少ないことは、往々に

して、自転車衝突事故による負傷の程度が、

さほど重傷ではないというところに起因し

ています。ただ、重症度が高くないからと

いって、重要ではない、無視してもよいと

いう訳ではありません。オーストリアの例

で 2009 年のデータですが、警察に届け出の

あった負傷衝突事故の件数は約 5,500 件あ

りました。ただ病院のデータをきちんとと

ってみますと、自転車の衝突事故で負傷し

て病院で加療を受けた件数は 28,000 件に

及んでいます。さらに開業医で治療を受け

た自転車衝突事故の被害者を含めますと、

全衝突事故件数のうち、公式に警察に届け

出られたものはわずかに 15％に過ぎない

という結果が出ています。このように届出

事故件数が過少であるという傾向は、負傷

の程度が軽いからといって意味を持たない

訳ではありません。すなわち、それ程重傷

ではない衝突事故の治療コストを考えると、
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ベルギーの試算結果では、かなり高いコス

トがつくと分かっています。キロメーター

あたり 13 円という結果です。 

 

（資料 17 ） 

 

もうひとつ、我々の様々な調査の結果とし

て、色々な証拠、また所見として考えられ

るのは、安全性ということを数字で見る場

合の問題です。サイクリストの数が多けれ

ば多いほど、衝突事故の件数が低いことが

分かっています。こういった情報を収集し

ている諸国にほぼ一貫して共通している傾

向なのですが、全体的に総合しますと、グ

リーンの線が年間一人あたりの自転車の移

動距離です。そしてブルーの棒グラフで示

しているのが死傷者数ですが、自転車利用

者の数が多い国の方が、死傷事故が低いと

いう傾向が見てとれます。この相関関係は、

どのような因果関係があるのかというとこ

ろまで確実に究明した訳ではありません。

ただ、こういった情報をもって、様々な理

由があれども、サイクリストの数を増やそ

うとする場合には、きちんとした安全対策、

安全性を向上させる整備がなされていませ

んと、事故の増大につながるということが

わかります。戦略的な側面から 4 つの安全

性に関するお話をさせていただきました。 

（資料 18 ） 

 

最近発表されました日本におけるサイクリ

ング関連のガイドラインをざっと見させて

いただきますと、このような要素を取り込

んでいらっしゃると思いました。ここで

我々が問いかけるべき根本的な質問は、現

行の交通制度の中で自転車利用者の安全性

を高めていくのか、あるいは新たな自転車

利用者、既存の自転車利用者、双方にとっ

てより安全なシステムを構築していくのか

というところです。 

 

（資料 19 ） 
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（資料 20 ） 

 

これが、4 つのエレメントを取り込んだセ

ーフ・システムというアプローチにつなが

っていくと思います。 

 

（資料 21 ） 

 

ひとつ目は機能性ということで、道路の設

計は、求められる利用・活用にマッチした

ものでなければなりません。そして、もう

ひとつは道路の利用の均質性というところ

です。お互いに接触した場合に、非常に大

きな動的エネルギーを発生しかねない、ふ

たつの異なった道路の利用の仕方をしてい

る人達のスピード管理が重要な要素となっ

てきます。 

（資料 22 ） 

 

スピードマネジメントのために必要になっ

てくるのが、利用を分離するということで

す。ここでは政治的な意思決定が必要とな

ってきます。今は高速での自動車交通に使

われている道路を、一部スピードの低い用

途のために、またそういった道路を作るか、

地域を作るか、配分に関しては政治的な意

思決定が必要となってきます。 

 

（資料 23 ） 

 

さて、もうひとつ均質性を担保するには分

離という考え方があります。完全に低速の

交通だけのために、インフラを整理するこ

とができないという場合には、直線的に分

離することによって、高速の自動車交通と、

自転車が通行する部分を分けるという考え

方です。このような形で分離いたしますと、
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リニアな部分では衝突が少なくなります。

ただ交差点の部分での衝突は、増えるかも

しれません。その際の衝突はスピードが落

ちていますので、負傷の程度は軽減される

結果になります。 

 

（資料 24 ） 

 

3 つ目は予測可能性、予見性です。すなわ

ち、あらゆる道路の利用者達が、お互いに

他の利用者の行動をきちんと予測できると

いうことが重要です。国によっては、その

ためにきちんと研修を施しているところが

あります。オランダ等の国がそうです。例

えば、この写真のトラックの運転手は、自

転車に乗っている人がこのような行動をし

た時、次にどのような行動をとるかという

ことをきちんと理解しています。それは研

修を受けているからです。 

 

（資料 25 ） 

 

もうひとつは、結果の軽減と緩和というこ

とに対する容認度というところであります。

衝突の際に生じる結果を緩和させるという

ことです。さて、ヘルメットの着用を義務

付けるということは、全体的な衝突事故に

対して必ずしも成果が上がっている訳では

ありません。実際の負傷の程度の軽減とい

う面では成果をもたらしています。 

 

（資料 26 ） 

 

キー・メッセージとしてお伝えしたいこと

ですが、自転車利用の場合の健康増進面で

のメリットは他の影響をはるかに上回るこ

とであります。また、正確なデータの収集

の必要性ということが挙げられます。そし

て、やはりスピード管理は不可欠でありま

すし、またその際に、地域の各部分での分
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離も非常に重要です。なぜならば、健康増

進効果をもたらせるように、新たな自転車

利用者を増やすという面でも、「安全であ

る」という感触を得てもらうことが大事だ

からです。こうした政策措置を成功させる

ためには、トップレベルでの支援・サポー

トが不可欠です。 

 

（資料 27 ） 

 

以上で発表を終わります。ありがとうござ

いました。 
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3.5. 「Copenhagen’s approach to increase bicycle traffic and improve safety」 

 

 

 

 

 

 

 

 

コペンハーゲン市交通部  

Maria Wass Danielsen

（資料 1 ） 

 

コペンハーゲン市から参りました Maria 

Wass Danielsen と申します。 

 

（資料 2 ） 

 

時間の制約もありますので、コペンハーゲ

ン市におきまして、自転車利用者を増やし

つつ、いかにして安全性を確保するかとい

うことを手短にお話させていただきたいと

考えております。発表の後に、追加情報が

必要でしたら、お申し付けください。 
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（資料 3 ） 

 

まずコペンハーゲン市が、1960 年代は車中

心社会でありましたが、どのようにして自

転車中心の社会へ変化したか、についてお

話したいと思います。コペンハーゲン市は

デンマークの首都であり、人口は 55 万人で

す。こちらでご覧いただけるようにかなり

密度も高く、建物も密集しております。 

 

（資料 4 ） 

 

我々は 2025 年までにカーボンニュートラ

ル・シティになるというヴィジョンを掲げ

ております。同時に、世界でも最良の自転

車都市になるというヴィジョンも掲げてお

ります。既に、コペンハーゲン市は自転車

都市となっています。 

 

（資料 5 ） 

 

自転車道路は 540 キロメートルありますし、

市民の 50％が通勤通学に自転車を使って

おります。年間 70％以上が市内で自転車を

使っておりますし、二人以上の子供がいる

家庭の 25％は、我々がカーゴバイクと呼ん

でおります自転車を所有しております。 

 

（資料 6 ） 

 

コペンハーゲン市が自転車都市になるのは

容易なことではないと言われております。

確かに、自転車文化が 100 年以上の長きに

わたってあります。 
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（資料 7 ） 

 

1900 年代から、このような自転車用道路が

整備され、1950 年代までは、このような形

で路上は自転車に席巻されておりました。

自転車と路面電車のトラムがある都市でし

た。 

 

（資料 8 ） 

 

1960 年代になりまして、経済成長とともに

記録的な自動車台数の増加がありました。

それにより自転車に乗っていた人達が占有

していたスペースが奪われました。都市計

画の中で自動車が重視されたからです。

1960 年代後半になりまして、人々が高速道

路建設に対して反対運動を起こすようにな

りました。1970 年代、1980 年代を通じま

しても、自転車利用者たちに専用道路をと

いう運動が起こすようになりました。政治

家達もこのような動きを受け、都市計画の

中で再度、自転車に焦点をあてるようにな

りました。 

 

（資料 9 ） 

 

こちらのグラフでご覧いただけるのが、コ

ペンハーゲン市中心部における自転車活用

の推移です。1950 年以降の推移です。 

 

（資料 10 ） 

 

1970 年代以降の自動車交通の推移も、こち

らのグラフで見ていただけますが、1970 年

代以降ほぼ安定した水準で推移してきまし

たが、過去 10 年間は若干減少しています。 
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（資料 11 ） 

 

安全性に関しまして、死亡および重症者の

利用者の推移を示しています。1995 年以降

64％減となっています。 

 

（資料 12 ） 

 

 

（資料 13 ） 

 

一体どのようにして自動車中心都市から自

転車中心都市として生まれ変わったのでし

ょうか。そこには戦略的に打たれた手があ

ります。 

 

（資料 14 ） 

 

連続して快適な、安全で効率の良い自転車

ネットワークを構築し、それを様々な公共

交通網へきちんと接続されたということが

挙げられます。 

 

（資料 15 ） 

 

また駐車に関しても、ハイクオリティなス

ペースの確保というものが挙げられます。

最初に行われたのは、バイシクルトラッ

ク・プライオリティプランの策定でした。

あらゆる自転車用道路がネットワークを形

成するように、それらをきちんと接続させ

るというものです。 
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（資料 16 ） 

 

まず主要幹線道路沿いに自転車用道路を設

けます。その際、優先順位付けに関して事

故件数、想定される利用者の数をもとにし

ました。また、ここで原理原則として実践

されておりますのは、自転車用道路を車道、

歩道からきちんと縁石などで分離している

ということです。 

 

（資料 17 ） 

 

標準的な路幅は 2.5メートルとなっており、

各方向に向けて、両サイドに設けられるこ

とが原則となっています。デザインの変更

も順次実施してきました。一枚前の写真で

ご覧いただいたように、自転車用道路が渋

滞しておりましたので、こちらの写真でご

覧いただけるような、幅の広い道路に設計

変更が行われました。 

（資料 18 ） 

 

また、この自動車道路と切り分けた形で、

グリーンバイシクルルートを整備しました。

これは完全に自動車と接触することがない

ように、また、大気汚染のエクスポージャ

を下げることを意図しました。 

 

（資料 19 ） 

 

こちらの写真で見て取れるように、自動車

とは全く別の道路であり、また主要幹線道

路と交差するときは高さを変え、また環境

の良いところに整備されています。 
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（資料 20 ） 

 

交差点における事故件数が多いということ

で、交差点における設定変更も行いました。

ご覧いただけるとおり、自転車が通行する

部分をブルーに塗り分け、利用者の通行区

分への意識をきちんと高めました。 

 

（資料 21 ） 

 

また、右折車と直進する自転車との接触を

回避するために、時差信号を使った分離も

行いました。 

 

（資料 22 ） 

 

 

（資料 23 ） 

 

また 100 か所の交差点におきまして、自動

車の停止線を 5 メートル、セットバックさ

せました。これも自転車利用者の意識向上

のためです。 

 

（資料 24） 
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（資料 25） 

 

先程 Crist さんからも話がありましたが、

コペンハーゲン市でも、右折するトラック

と自転車との接触事故が多発しておりまし

た。それを解決するために、パイロット的

なプロジェクトですが、検知器を投入し、

照明が路面につくようにし、このライトに

よって自転車利用者に分かるようにしてい

ます。 

 

（資料 26 ） 

 

ただ単にインフラ整備にとどまらず、やは

り都市部において安全で良好な環境を整備

するということを主眼においています。 

 

（資料 27 ） 

 

 

（資料 28 ） 

 

 

（資料 29 ） 
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（資料 30 ） 

 

そういった様々な取り組みをすることで、

ご覧いただけるように、自動車中心であっ

た社会が港沿いに人間中心の地域に生まれ

変わっています。 

 

（資料 31 ） 

 

また、スピードマネジメントということで、

低速のゾーンも計画しております。住宅街

内の道路においては時速 40 キロ、もっと脆

弱な箇所においては時速 30 キロ、また幹線

道路でも、いくつかの道路は時速制限を 60

キロ、70 キロから 50 キロに落としていま

す。 

 

（資料 32 ） 

 

コペンハーゲンでは、実際に警察に届け出

のあった様々な報告件数と、人々が実際に

どの程度の安心感を得られるかは切り離し

て考えております。主観的な受け取り方と

して、どの程度安全と感じているか、フィ

ーリングの部分もきちんと見るようにして

います。事故件数として報告されているも

のによって測る実際の安全性と、実際人々

が感じる安心感とがありますが、そのうち

安心感を重視するようにしております。 

 

（資料 33 ） 

 

その中で、通学する児童たちの安全性を向

上させるためのプロジェクトもあります。

写真のように多様性を容認する余地を設け

たプロジェクトもあります。自転車で高速

で走行したい人達と、ゆっくり走りたい人
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達が、別々に分かれて走行できるようにし

たパイロット・プロジェクトもあります。 

 

（資料 34 ） 

 

また、コミュニケーション、あるいはキャ

ンペーンというものも重視しています。 

 

（資料 35 ） 

 

見ていただけるように、利用者に対してい

ろいろな場所で「自転車を利用してくれて

ありがとう」という、A 地点から B 地点に

移動した際に、自転車を利用してくれたこ

とに対して感謝の意をきちんと感じていた

だけるような様々なしくみ、例えば停車せ

ずにごみを捨てられるような設計になって

いたり、自転車に乗ったまま足を置けるよ

うな場所を設置しています。このような

色々な工夫、また、自転車を活用する人た

ちに対面で直接的なコミュニケーションを

図っています。 

 

（資料 36 ） 

Prioritizing and innovation:
- Urban life
- Comfort
- Travel time
- Safety

 

我々が取り組んでおります自転車に関する

イニシアティブに対して、もしご関心があ

れば、我々もさらに情報提供させていただ

きたいと思っております。自転車に関する

イニシアティブですが、グリーンバイセク

ル・ウェーブは、時速 20 キロで走っている

と、ずっと信号が緑のままで進んでいける

というものです。 

 

（資料 37 ） 
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（資料 38 ） 

 

また自転車用のスーパーハイウェイといっ

た取り組みがありますので、コペンハーゲ

ン市の取り組みにご関心がおありでしたら、

我々の情報源にアクセスしていただきたい

と思います。ありがとうございました。 

 

（資料 39 ） 

 

 

（資料 40 ） 

 

 

（資料 41 ） 

 

 

（資料 42 ） 
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（資料 43 ） 

 

 

（資料 44 ） 

 

 

（資料 45 ） 

 

 

（資料 46 ） 

 

 

（資料 47 ） 

 

 

（資料 48 ） 
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（資料 49 ） 

 

 

（資料 50 ） 

 

 

（資料 51 ） 

 

 

（資料 52 ） 
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3.6. 「自転車利用環境の整備」 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土技術政策総合研究所  

道路空間高度化研究室長 藪雅行

（資料 1 ） 

 

ただいま紹介いただきました、国総研の道

路空間高度化研究室長の藪でございます。

日本における自転車の利用環境の整備をテ

ーマに、最初に自転車の利用状況、事故の

状況、次に先週木曜日に国土交通省と警察

庁から発表されたガイドラインについてご

説明させていただきます。最後に国総研で

の研究に関してご紹介させていただきます。 

 

（資料 2 ） 

○ 自転車は、買物や通勤、通学、子供の送迎等、日常生活における身近な移動手段や、
サイクリング等のレジャーの手段等として、多くの人々に利用されており、自転車の保
有台数は平成20 年時点で約6,900 万台と増加傾向

■自転車及び自動車保有台数の推移
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【出典：自転車保有台数は、(社)自転車協会資料 自動車保有台数は、道路統計年報2007～2010：国土交通省道路局】

自転車施策の背景① ー自転車保有台数は増加傾向ー

1  

我が国における自転車の台数は、年々増加

しており、人口 1 億 2600 万人に対して現

在自転車は 6,900 万台保有されております。 
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（資料 3 ） 

○ 自転車は、５ｋｍ未満の距離帯で交通手段の２割程度を担っており、この距離帯で重
要な都市交通手段となっている

■距離帯別の交通手段別利用割合 距離帯別トリップ手段
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6kmまでは1km刻み、6km以上は、5km刻みの集計値を直線で結んでいる。

5km未満の移動
においては、約２
割のシェアで自
転車が利用され
ている

 
※6kmまでは 1km刻み、6km以上は、 

 5km刻みの集計値を直線で結んでいる。 

 

【出典：平成 17年全国都市交通特性調査（国土交通省）】 

自転車施策の背景② ー距離帯別の交通手段の比較ー

2  

この図は、自転車がどういうところで利用

されているのか示しているものです。おお

むね 5 キロ未満の移動についての利用が多

く、この距離帯では交通手段の 2 割を占め

ています。ヨーロッパ諸国では長距離移動

に利用されているようですが、日本ではこ

ういった短い距離の移動に利用されている

状況です。 

 

（資料 4 ） 

出典：交通事故統計年報（2011年版） （（財）交通事故総合分析センター）

※死者数は24時間死者数

○ 全交通事故死者数は、1992年～2011年にかけて60％減尐
自転車乗車中死者数は、同期間に50％.減尐（全死者数に占める自転車乗車中死者数
の割合が増加）

3

60% 
減尐

←

→
全交通事故死者数

（右目盛り）

自
転
車
乗
車
中
死
者
数

全
交
通
事
故
死
者
数

(人)(人)

4,000

3,000

2,000

1,000

0

20,000

15,000

10,000

5,000

0

11,451 人
（1992）

自転車乗車中死者数（左目盛り）

47% 
減尐

1,177 人
（1992） 4,612 人

（2011）

628人
（2011）

自転車施策の背景③ ー自転車関連事故の動向ー

 

次に、自転車関連事故の状況です。青が交

通事故全体の死亡者数の推移を示したもの

で、20年前に較べて約 60％減尐しています。

自転車の事故につきましては赤で示してい

ますが、20年前に較べて 47％減尐していま

す。減尐はしていますが、事故全体に較べ

ると減尐度合いは低く、事故全体に占める

自転車関連事故の割合は増えています。 

 

（資料 5 ） 
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自転車施策の背景④ －自転車対歩行者事故の動向－

交通事故の総件数は、最近10年間で約3割減尐しているが、自転車対歩行者の事故

件数は約1.6倍に増加

出典：警察庁資料

全交通事故件数の比較 自転車対歩行者事故件数の比較

約0.7倍

約1.6倍

2001 2011 2001 2011

4  

次に、こちらは自転車と歩行者の事故の関

係を示した図です。左の交通事故の総件数

をみてみますと、10年間で約 3割減尐して

います。一方で、数は尐ないですが、自転

車と歩行者の事故件数の増加をみてみます

と、この 10年で 1.6倍と、非常に増えてき

ている状況でございます。 

 

（資料 6 ） 
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マドリッド（スペイン） 自転車分担率（%）

主な欧州諸都市と比較しても東京や大阪の自転車分担率は比較的高い。

■自転車分担率の海外比較

データ出典：
Urban Transport Benchmarking Initiative Year Two Annex A1 Common 
Indicator Report (欧州), 国勢調査（日本) 
調査年次：
2003年、但しマドリッド（1996）、ワルシャワ（1998）、ローマ（1999）、ロッテルダム
（2001）、ダブリン、スチャバ、ヘルシンキ、ケルン（2002）、コペンハーゲン（2004）、
東京、大阪（2000）

自転車施策の背景⑤ －自転車分担率の海外比較－

5  

自転車の分担率を示したものですが、先程

のコペンハーゲン市のお話で、最近では通

勤通学で 50％というお話がございました

が、各国で指標の取り方の違いはあります

が、日本では大阪市 24％、東京 14％となっ

ています。 
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（資料 7 ） 

○ 自動車・歩行者と分離された自転車通行空間は、わずか約３，０００ｋｍ

自動車から分離された自転車通行空間 約83,600km その他の自転車通行空間 約110万km

歩行者と非分離歩行者と非分離

約80,600km約80,600km 約91,800km約91,800km 約100万km約100万km

※著しく歩行者の通行を妨げることとなる場
合を除き、路側帯を通行することができる

全国の道路 約120万km

自転車歩行者道 車道（歩道あり） 車道（歩道なし）

自転車歩行者道 車道

整備例）

歩道 車道

整備例）

路側帯 車道

整備例）

約3,000km約3,000km

歩行者と分離歩行者と分離

整備例）

自転車道
自転車

専用通行帯
自転車歩行者道内の

自転車通行位置の明示

自転車道歩道 車道

整備例）

縁石線等

整備例）

自転車歩行者道

自転車通行
位置の明示

車道

道路標示

自転車専用通行帯
（自転車レーン）

車道

歩道

道路標示

［出典：国土交通省資料、警察庁資料］※延長は道路延長、平成22年4月1日現在

自転車施策の背景⑥ ー自転車通行空間の整備状況ー

6  

次に、我が国の自転車通行空間はどの位あ

るのかを見てみます。日本には 120 万キロ

の道路があり、自動車から分離された自転

車の通行空間は 8 万キロありますが、その

うち、自転車のみの空間は 3,000km で、そ

の他は歩行者と一緒の空間を利用するとい

った整備がされています。 

 

（資料 8 ） 

・2008年1月国土交通省と警察庁が連携し、自転車道や自転車専用通行帯等の整備を

進めるため、全国98地区を「自転車通行環境整備モデル地区」として指定。

・2011年11月から2012年3月にかけ、国土交通省と警察庁が連携し、有識者による検討

委員会を開催。2012年4月、同委員会は、各地域において、ハード・ソフトの取組を進

めるためのガイドラインを早急に作成することを提言。

これまでの取り組み

・「自転車は「車両」であり、車道を通行することが大原則である。例外として歩道を徐行により通行
できる場合がある。」を基本的な考え方として検討。

（参考）提言の基本的な考え方

提言の目次

Ⅰ．はじめに

Ⅰ－１．背景
Ⅰ－２．提言にあたって

Ⅱ．ガイドラインについて
Ⅱ－１．自転車通行空間の計画
Ⅱ－２．自転車通行空間の設計
Ⅱ－３．利用ルールの徹底
Ⅱ－４．自転車利用の総合的な取組

Ⅲ．今後の検討課題について

・道路標識により歩道通行が認められている場合
・運転者が児童、幼児、高齢者等で車道通行が危険である場合
・駐車車両があるなど自転車の通行の安全を確保するためやむを得ない場合

※例外として歩道を徐行により通行できる場合；

7  

これまでどのような取り組みがなされてき

たのかをこちらに示しております。自転車

と歩行者の事故が増えてきたということで、

自転車専用通行帯等、自転車専用の空間を

どのように整備していくのか、2008 年に警

察庁と国土交通省で連携してモデル地区を

設定し、そのモデル地区の中で課題等をき

ちんと整理していこうということで、自転

車通行環境整備モデル地区が指定されてお

ります。これらモデル地区での成果も活用

して、2011 年から有識者による検討会が行

われています。その中で、ハード、ソフト

の取り組みを進めるためのガイドラインを

早急に作成するべきという提言がされてい

ます。こういった提言を受け、2012 年 11

月 29 日に国土交通省と警察庁によってガ

イドラインが策定されております。 

 

（資料 9 ） 

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン①

・2012年11月29日、国土交通省と警察庁は、提言を踏まえ、各地域において、道路管理

者や都道府県警察が自転車ネットワーク計画の作成やその整備、通行ルールの徹底

等を進めるため、ガイドラインを策定し、道路管理者及び都道府県警察に発出。

（参考）ガイドラインの目次とポイント

Ⅰ．自転車通行空間の計画
○自転車ネットワーク計画の作成を進めるため、計画目標等の設定、自転車ネットワーク路線の選定、

整備形態の選定など計画作成手順を提示
○車の速度や交通量等に応じ、車道通行を基本とした整備形態※の選定の考え方、目安を提示

※自転車道、自転車専用通行帯、車道で自動車と混在する方法等

○整備に当たり道路空間の再配分や道路拡幅の可能性、速度の見直しによる整備形態の変更を検討
するとともに、整備が困難な場合は、整備可能な当面の整備形態、代替路の検討などの対応を提示

Ⅱ．自転車通行空間の設計
○自転車道、自転車専用通行帯、車道混在における設計の基本的な考え方（分離工作物、幅員、路面

表示等）を提示
○直線的に接続するなどの交差点部における設計の考え方を示し、自動車と分離又は混在させる自転

車専用通行帯の対応案を提示 等
Ⅲ．利用ルールの徹底

○以下の３つの観点から利用ルール徹底の取組を提示
・全ての利用者へのルール周知（学校教育、免許証更新時等）
・ルール遵守のインセンティブ付与（児童等への自転車運転免許証の交付、事故の危険性周知等）
・指導取締り（悪質、危険な違反への検挙措置等）

Ⅳ．自転車利用の総合的な取組
○駐停車・駐輪対策として、自転車専用通行帯区間での駐車禁止規制等の実施と取締り等の取組を提示
○利用促進として、自転車マップの作成、レンタサイクル導入等の取組を提示

8  

ガイドラインは主に 4 つの項目から構成さ

れています。ひとつ目が自転車空間の計画、

計画をどのように作っていくか、策定手順、

整備形態の考え方が示されています。2 つ

目が自転車空間の設計、設計の基本的な考

え方が示されています。3 つ目は利用ルー

ルの徹底ということで、自転車利用のルー

ルを徹底していく取組みが示されています。

4 つ目は自転車利用の総合的な取り組みと

して駐停車や駐輪対策等の取り組み方が示

されています。本日は主に 1 と 2 の部分に

ついて私から説明したいと思います。 
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（資料 10 ） 

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン②

自転車通行空間の計画①
■自転車ネットワーク計画作成手順

計画検討の開始

１）基本方針、計画目標の設定

２）自転車ネットワーク路線の選定

３）整備形態の選定

５）自転車ネットワーク計画の決定

必要に応じて、

自転車ネットワーク計画の作成

４）個別路線の詳細な構造等の検討

■自転車ネットワーク路線の選定

既存の道路ネットワークや計画中の道路から、以下
の①～⑥のような路線を適宜組み合わせて選定

①地域内における自転車利用の主要路線としての
役割を担う、公共交通施設、学校、地域の核とな
る商業施設、主な居住地区等を結ぶ路線

②自転車と歩行者の錯綜や自転車関連の事故が
多い路線の安全性を向上させるため、自転車通
行空間を確保する路線

③地域の課題やニーズに応じて自転車の利用を促
進する路線

④自転車の利用増加が見込める、沿道で新たに施
設立地が予定されている路線

⑤既に自転車通行空間が整備されている路線
⑥その他連続性を確保するために必要な路線

9  

こちらがガイドラインで示されている自転

車通行区間の計画の策定手順になります。

まずは、基本方針や計画の目標を設定する。

それを踏まえて、自転車のネットワーク計

画を作成します。その中では、自転車ネッ

トワーク路線の設定や整備形態をどのよう

にしていくのかを策定していきます。これ

は後程説明します。また、必要に応じて個

別路線の検討を行ってネットワーク計画を

進めていくという仕組みになっています。

自転車ネットワーク路線をどう選定してい

くのか、目安がここに 1~6 で示されていま

す。地域内における自転車利用の主要な路

線や自転車・歩行者の錯綜、自転車関連事

故の多い路線、地域の課題、ニーズに応じ

て自転車利用を促進したいという路線、あ

るいは自転車利用の増加を認める路線、こ

ういった路線を適宜選定してネットワーク

化していくという考え方になります。 

 

（資料 11 ） 

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン③

当面の整備形態

計画的に本来の
整備形態で再整備

既設の自転車
歩行者道を活用

車道
路肩のカラー化、車道左側
部の車線内やバス専用通
行帯に帯状の路面表示や
ピクトグラムの設置 等

A：自動車の速度
が高い道路（50km/h

を超える等）
B：A,C以外の道路

C：自動車の速度が低く、
自動車交通量が少ない

道路（40km/h以下、
4,000台／日以下等）

自転車と自動車の
分離

構造的な分離 視覚的な分離 混在

整備形態 自転車道 自転車専用通行帯

車道
路肩のカラー化、車道左側部の
車線内に帯状の路面表示やピ
クトグラムの設置

○道路空間の再配分や
道路拡幅の可能性の検討

○整備可能な当面の
整備形態の検討

○交通状況を踏まえた
整備形態の選定

○代替路の選定併行して

・規制速度の抑制を行い、自転車専用通行帯、車道に変
更することも検討

自転車通行空間の計画②
■整備形態の選定

道路空間の再配分や
道路拡幅が困難な場合

10  

続きまして、その整備形態をどのように考

えていくか 3 つ考えがあります。ひとつは

自転車道ということで、自転車空間を構造

的に分離するというもの、2 つ目は一番右

になりますが車と混在させるもの、3 つ目

は、視覚的な分離をして自転車専用通行帯

を設けていくというものです。 

 

（資料 12 ） 

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン④

11

自転車通行空間の設計①
■単路部の設計【整備例】

 

左上が自転車道、その下が自転車専用通行

帯で、車道の路側の部分を、視覚的に区分

をしてそこを通行するというものでござい

ます。右の写真が車道混在で、車道の中に

ピクトグラム等で注意喚起をしながら、そ

の空間の中で自転車と車が混在しながら通

行するという形態でございます。 

元のスライド（資料 11）に戻りますが、ど



52 
 

ういった条件でこれらを適用していくかに

ついて、自動車の速度、あるいは自動車交

通量から、概ねの目安がこのガイドライン

の中で示されています。自動車の速度が高

い道路では構造的な分離がよいだろう、自

動車の速度が低く、交通量も少ない路線で

は、混在型で整備してよいだろう、両方の

中間的なところでは自転車専用通行帯を整

備していくのがよいだろうということを示

しています。地域の実情に応じてこれらを

目安にして検討していくことになります。 

 

（資料 13 ） 

 

これまでのおふたりのお話の中でも、交差

点での事故、交差点での自転車の処理が非

常に重要だという話がありましたが、交差

点についてはこのガイドラインの中ではふ

たつの方式が示されています。ひとつは上

の図でございますが、基本的に自転車の専

用帯を交差点のところまで持ってきて、自

動車と自転車の空間を交差点まで完全に分

離した形にするという形態です。2 つ目は

下図のように、自転車の専用帯を手前で終

わらせ、交差点部分では自転車・自動車が

混在するようにするものです。通行の仕方

としては、車と自転車が並びながら走行す

るというルールを設けるというものであり

ます。上図では、自転車空間が交差点まで

分かれ分離して走行できますが、交差点で

は左折車と自転車の交錯が起きてしまう。

下図については、ルールに従えば交差点で

錯綜は起こらない訳ですが、自動車の間に

自転車が入るということから自転車利用者

に不安感がある、といった課題があります。 

 

（資料 14 ） 

 

ガイドラインを作るにあたり、国総研でも

様々な研究をして参りました。自転車道の

幅員をどのようにしていくか、国総研内に

自転車の実験施設を作り、利用者に実際に

乗っていただいて評価をしていただきまし

た。これは、縁石や柵を設けた場合、被験

者の印象はどのように違うのかを実験した

ものでございます。 
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（資料 15 ） 

Ｑ：実際の道路にこの分離工作物が設置された場合、
走行しやすいと思いますか？

N=61
アンケート調査結果：

幅員1.5mの場合、いずれの分離工作物でも走行しに
くいと感じる人が概ね4割以上。

幅員2.0mの場合、柵の場合に走行しにくいと感じる人
が2～3割程度、縁石5cmの場合、走行しにくいと感じ
る人は1割未満。

幅員2.5mの場合、走行しにくいと感じる人は概ね1割
程度。

幅員2.0m・柵の場合、幅員2.5m・縁石15cmと同程度
の走行しやすさ。

※上記の結果は、交通量の影響は考慮していない。

■走行しにくいと感じた割合＝（やや走行しにくい＋とても走行しにくい）

走行方法 追い越し すれ違い 追い越し すれ違い 追い越し すれ違い 追い越し すれ違い
幅員
1.5ｍ

65.6% 57.4% 52.5% 60.7% 68.9% 62.3%

幅員
2.0ｍ

4.9% 14.8% 19.7% 27.9% 26.2% 18.0%

幅員
2.5ｍ

9.8% 8.2% 4.9% 14.8% 6.6% 11.5%

走行方法 追い越し すれ違い 追い越し すれ違い 追い越し すれ違い 追い越し すれ違い
幅員
1.5ｍ

44.3% 39.3% 52.5% 45.9% 63.9% 60.7% 60.7% 62.3%

幅員
2.0ｍ

9.8% 1.6% 8.2% 9.8% 19.7% 29.5% 19.7% 24.6%

幅員
2.5ｍ

6.6% 3.3% 11.5% 8.2% 6.6% 4.9% 11.5% 9.8%

50%以上 30%以上 10%未満

分離工作物
歩道側

縁石5ｃｍ 縁石15ｃｍ 柵60ｃｍ 柵80ｃｍ

分離工作物
車道側

縁石5ｃｍ 縁石15ｃｍ 柵60ｃｍ 柵80ｃｍ

「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」
1.2.1 自転車道 （3）幅員（抜粋）
地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、1.5mまで縮小する

ことができる。ただし、縮小する場合は、道路附属物等設置箇所など局所的なものに留め
ることが望ましい。

やむを得ず高さのある分離工作物を設置する場合は、利用者に圧迫感を与えることがあ
ることから、必要に応じて、片側の場合は0.25m程度、両側の場合は0.5m程度幅員に余裕
を持たせることが望ましい。

※下線部が国総研の実験を受け反映されたもの。

自転車利用環境整備に関する国総研の取り組み例②

14  

これが結果ですが、端的に申しますと、柵

を設けると走りにくさを感じるという結果

が出ました。こういった結果を基に幅員を

2m として整備していくということが基本

となってございますけども、柵を設ける場

合には片側には 0.25m 程度の余裕幅を持た

すことが望ましいということがガイドライ

ンに示されています。 

 

（資料 16 ） 

 

今後に関してですが、先ほど交差点の形態

が２つあることを申しましたけども、特に

自転車と自動車が混在するというパターン

は、今まで日本ではあまり取り扱ってこな

かったということもあり、左折自動車、自

転車の交通量、速度などの利用状況ごとに

どういった交差点の形式が望ましいのか、

構内での実験、シミュレーションまたは具

体な整備事例をもとに検討していきたいと

考えているところでございます。 

どういう状況で交錯が起きるか、その頻度

はどれくらいか、その際自転車はどんな挙

動を起こすのか、そういったことを今後調

査しながら、ガイドラインをアップグレー

ドしていきたいと考えております。以上で

発表を終わります。ご静聴ありがとうござ

いました。 
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3.7. 「Assessment of the Effectiveness of Road Safety Measures」 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITF（世界交通フォーラム）事務局 

 Jari Kauppila 

（資料 1 ） 

 

ありがとうございます、本日 2 回目ですの

で、皆さん私の顔を見飽きないように手短

に発表したいと思います。 

 

（資料 2 ） 

 

最近発表されました我々の最近のリサーチ

レポート、「道路安全性の共有」について話

したいと思います。こちらのリサーチは世

界でも有数の安全性に関するリサーチャー、

エンジニア、そして日本の並河さんが参加

された研究レポートです。こちらのリサー

チレポートのサマリー版を部屋の後ろに配

布してありますので、皆様一部ずつお持ち

ください。 
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（資料 3 ） 

 

有効な安全対策の必要性が、全世界で高ま

っております。毎年、全世界の路上で 130

万人の命が失われています。これらの多く

は有効な安全対策というものが実施されて

いたら、その回避、防止が可能だったので

あります。他方、政策決定者は、やはり他

にも同じ資金で行っていかなければいけな

いことがある中で、安全性に対する出資が

正当であるという理由付けをして主張をす

ることができなければなりません。また、

その対策の必要性を、説得力を持って主張

し、そのためには資源の最適活用のため、

安全対策の経済分析の実施が必要になりま

す。 

 

（資料 4 ） 

Chair: Patrick Hasson (FHWA, United States)

Australia: Blair Turner, Peter Cairney, 
Michael Tziotis (ARRB Group)

Italy: Francesca La Torre (University of Florence)

Austria: Thomas Fessl, Jennifer Bogner, Florian
Strohmayer (KfV), Christian Stefan (AIT)

Japan: Yoshiharu Namikawa, Masahiro 
Kaneko (NILIM)

Canada: Ezra Hauer (University of Toronto), 
Deborah DeGrasse (Transport Canada)

Mexico: Miguel Elizalde Lizarraga (FMCA)

Denmark: Liisa Hakamies-Blomqvist  (DTU) Netherlands: Wendy Weijermars (SWOV)

Finland: Harri Peltola (VTT) Norway: Rune Elvik (TOI)

France: Laurent Carnis, Sylvain Lassare (IFSTTAR)
Jean-Francois Sanches (MEDDTL)

Spain: Alvaro Gomez-Mendez (DGT/ONSV)

Germany: Kai Assing (BASt) Sweden: Mats Pettersson (Trafikverket)

Greece: George Yannis (NTUA) United Kingdom: Deirdre O’Reilly (DfT)

Ireland: Mick Brosnan (Road Safety Authority) International Transport Forum: Jari Kauppila

4

Members of the Working Group

 

 

（資料 5 ） 

 

このレポートの中に盛り込まれております、

意志決定者、政策立案者に対するキー・メ

ッセージを手短にまとめてお伝えしたいと

思います。道路安全指標は、ますますその

対策に関して健全な有効性指標という理想

度が高まっております。そのためには、や

はり CMF が、まさにその肝心要の基本と

なります。 

 

（資料 6 ） 

 

CMF とは、原理原則といたしまして、ある

道路安全対策が施された場合に事故件数が

どのぐらい減るかというような有効性をき

ちんと評価するための推定に使われるもの

です。また、いかなる経済性に関しても有

効性を評価するモデルの根本的な部分をな

すものです。 
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（資料 7 ） 

 

こちらの写真で見ていただけるように、こ

れは自転車の事例ではないのですが、自転

車でも同様の形で採用可能かと思います。

すなわち現在の道路状況に、そしてこの専

門家として、どのような設計をすれば一番

コスト効果が高い形で事故件数を減らせる

か、ということを了解いたします。その有

効性を理解するために必要とされますのが、

CMF です。 

 

（資料 8 ） 

 

ところが、このような CMF を活用するに

当たり、その効果に対して信頼できる知識

が欠けているということが主な障壁となっ

ております。Philippe の発表の中にもあり

ましたが、やはり安全性に関する正確な信

頼できるデータが欠如しているというとこ

ろが現状にあります。 

 

（資料 9 ） 

 

ただ、我々WG のメンバーは今まさにター

ニングポイントにきていると感じています。

すなわち、この成果を国際的にある一国か

ら別の国へと移換することにより急速な形

で前進をはかれるし、また大幅なコスト削

減というものが可能になるだろう、という

ような見通しを得ています。 

 

（資料 10 ） 

 

例えば、米国ではラウンドアバウト導入

にあたり独自に調査を行いましたが、莫

大な時間と費用を要しました。 
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（資料 11 ） 

 

しかし、欧州の経験が移管されていれば、

より迅速に有効な施策を実施できました。 

 

（資料 12 ） 

 

但し、施策の有効性は当該国の状況によ

り異なり、道路の設計や状況を把握する

ことが重要です。 

 

（資料 13 ） 

 

 

（資料 14 ） 

 

例えば、「2 車線の地方道路」の概念は

WG の米国人とイタリア人のメンバー間

でも違います。 

 

（資料 15 ） 

 

CMF の調査結果には国によってバラつ
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きがあり、これも先ず当該国の状況をよ

く理解することが重要です。 

 

（資料 16 ） 

 

ラウンドアバウトに関する指標は、ラウ

ンドアバウトのサイズを説明変数に加え

ると相関が明確です。 

 

（資料 17 ） 

 

提言には、道路安全施策の実績および効

率に対する評価が必要と盛り込みました。

これは CMF なしには実施することはで

きません。 

 

（資料 18 ） 

 

CMF 策定の際は、レポート記載のガイダ

ン ス に 従 い 、“ essential reporting 

elements”を情報提供しなくてはなりま

せん。 

 

（資料 19 ） 

 

WG で現在取り組んでいることは、最優

先課題について各国間で研究を調整する

ことです。我々も実施しています。また、

CMF に関する国境を越えたデータベー

スの構築、そしてベストプラクティスの

国際的な収集です。また、どの様な施策

を実施するにしても費用効果の高いもの

であることを確実にするには、CMF にも

とづく意思決定のメリットを公表するこ

とを、国際的な協調のもとに取り組まな

くてはなりません。
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（資料 20 ） 

 

皆さんが退屈せずに、手短に終われたこと

を期待いたします。ありがとうございまし

た。
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4. 解説･コメント 

  「日本におけるデータに基づく交通安全対策の取組」 

 

 

 

 

 

 

 

財団法人道路環境・道路空間研究所  

研究理事 並河良治

（資料 1 ） 

 

このレポートをうけて、日本としてどの

ように取り組むことができるかについて

手短にお話をさせていただきたいと思い

ます。 

 

（資料 2 ） 

事故発生状況の推移
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2

死者数、負傷者数、死傷事故件数の全てが減少傾向
道路改良を含む交通安全対策は一定の効果が見られている

 

このグラフは、何回も出てきましたが、

日本では交通事故車数がピークから比べ

3 分の 1 以下に減っている、さまざまな

対策により大幅に減らしています。 
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（資料 3 ） 

 

交通事故数の減少傾向は OECD の他の

国々との現象と比べて遜色のあるもので

はございません。 

日本もOECD諸国と同様に交通事故を減

らすことができています。 

 

（資料 4 ） 

事故危険箇所対策事業

事故危険箇所の例
(国道16号、横浜)

事故危険箇所

4

幹線道路の事故は特定の箇所に集中する傾向がある
そのような箇所を事故危険箇所と指定し、重点的に対策を実施

 

日本はこれまでどのように交通事故を減

らしてきたか。本図は、交通事故の発生

ポイントについて発生数を縦軸に示した

グラフです。事故は、特定の場所に集中

して発生していることが分かります。全

国的に見ると概ね 2 割の箇所で 7 割の交

通事故が発生しています。この交通事故

が多発している箇所に対して、交通事故

の対策を打つことによって交通事故を減

らしてきた、ということが我々の対策で

あります。 

 

（資料 5 ） 

交通安全対策のプロセス

事故危険区間の抽出

管内の事故発生状況の分析

交通事故対策実施方針の検討

対策の優先順位の検討

事故要因分析

対策方針の検討・対策立案

対策評価の計画

評価のための事前調査

対策の実施

評価のための事後調査

対策の評価

追加対策の必要性の検討

P
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事故統計データ

事故発生状況図

5  

対策の手順を少し具体的に申しますと、

交通事故のデータを集約しデータベース

を作り、そのデータを活用して対策を行

う箇所を決めていました。現在、事故削

減のプログラムとして事故ゼロプランを

行っているところであります。事故ゼロ

プランは、対策実施箇所の選択と住民と

の協働を特徴としており、またこの図に

矢印で示しているように PDCA のマネジ

メントサイクルを回すことにより、その

効果を確実なものにしていこうというも

のです。 

 

（資料 6 ） 

6

Essential reporting elements
再掲

 

データを活用することについて触れまし
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たが、先程 Jari さんがお話ししてくださ

ったレポートの中では、取得すべき最小

限のデータを示しています。 

 

（資料 7 ） 

【交通事故統合データベース】

○事故データとセンサスデータを統合したデータベース

【事故対策データベース】
○対策実績と事故データ、センサスデータを統合したデータベース

(対策実績データ)
・実施対策工種、実施年
・道路形状
・平面線形
・縦断線形

・縦断線形
・車線数
・既存の交通安全施設
・信号現示
・対策前後の道路状況図

・対策前後の写真
・対策前後の事故発生状況図
：
：

(事故原票データ)

・運転資格
・車両番号
・通行目的

・原票番号
・事故発生位置
・発生日時
・事故の重度
・事故類型
・当事者
・発生時期
・年齢
・昼夜の別
・路面状態
・行動類型

・道路線形
・道路形状
・法令違反

(センサスデータ)
・都道府県コード
・支庁指定市コード
・区間番号
・事務所コード
・現道・旧道区分
・道路形状
(単交区分等)

・道路種別
・管理者区分
・メッシュ・ノード

・区間延長
・平日12時間交通量
(歩行者、自動車…)
・平日昼夜率
・車線数
・自専道区間延長
・沿道状況区分
・沿道状況別延長
(DID延長…)
・用途地域区分
・用途地域別延長

・交差点数(規模別)
・幅員
・歩道延長・幅員
・中央帯設置延長
・指定最高速度
・大型車混入率
・走行台キロ
：
：

幹線道路のみ

+事故危険箇所のみ

交通事故統合データベース・事故対策データベース

7

事故やセンサスデータ、対策実績を蓄積するデータベースを構築し、対策効果分析に利用

 

日本で作っているデータベースは、この

スライドに記している項目についてデー

タを集めています。ここの赤四角で囲ま

れている項目が先程のレポートで説明さ

れていた項目ですので、我々はより広範

に様々なデータを取って事故の対策を行

っているということが分かります。 

 

（資料 8 ） 

事故対策データベース

• 事故多発地点緊急対策事業で対策を実施した箇所や、今後の事業等で対策を実施する箇所における対策案の検討経緯や対策効果等を
蓄積するために設立

• 事故危険箇所等、特定の箇所について、箇所別にデータが蓄積されている
• H24.1現在では、事故多発地点600箇所、H15指定事故危険箇所3,956箇所、H20指定事故危険箇所3,396箇所、事故ゼロプランにおけ

る事故危険区間約300箇所が登録されている
• データベースはwebシステムとなっており、インターネット接続環境であれば、いつでもデータの入力(各道路管理者が管理する箇所のみ)・閲

覧(全国分)が可能
※入力したデータは、国総研による確認(月1回)が行われた後に、入力者以外の閲覧が可能になる

• 閲覧できるデータは箇所毎に整理されており、入力されているデータから条件に合う箇所を検索可能
• 入力項目は別紙参照

事故発生件数

箇所概要

対策方針と対策対策前の道路状況写真

対策前の事故発生位置図 A表

事故発生状況図

対策と実施年

対策効果

対策後の道路現況図対策状況写真

B表

↑閲覧画面イメージ；概要版

8  

これは、データベースの打ち出しの一例

で、さまざまなことができるということ

を示しています。 
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対策効果分析の課題と取り組み

対策前 対策後

Pedestrian crossings

Colored pavement

Traffic island

Road lighting

整備事例

9

【対策効果分析の取組】
①おのおのの対策の効果の算定
②それぞれの対策と環境の影響の確認
③対策の組み合わせ効果の評価

【対策効果分析における課題】
事故対策を実施する箇所の多くは、単一の対策ではなく、複数の対策を同時に実施する場合が多い
→単一の対策効果を分析するためには、より多くのデータが必要

道路照明

交通島

路面カラー化

横断歩道設置

 

では最後に、日本の課題と、これから何

を行っていったらいいのかについて説明

します。現在、日本でどのようなことが

行われているのか。事故の発生頻度の大

きい危険箇所に対していくつもの対策を

同時に実施しているということです。こ

れは少しでも事故を減らすために、でき

る限りの対策をしようという道路管理者

の努力の表れですが、一方で一度に様々

な対策を実施しますと、それぞれの対策

がどの位交通事故の削減に寄与している

か分析が難しくなっています。適切な分

析をするためには、より多くのデータを

取って、その対策ごとの効果を分離して

分析しなければいけません。我々がこの

OECD のレポートに対して貢献するため

には、さらなる分析が必要であり、引き

続きデータに基づく交通事故削減のため

の研究にしっかり取り組んでいきたいと

考えているところです。ご静聴ありがと

うございました。 
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（資料 10 ） 

Item

① Location Overview

Road Management etc.

Date of creation

Road administrator

Mngmnt Class
Name

Rep. Section Name

Name

Police jurisdiction

Police Station Name

Rep. Section Name

Name

Location Overview

Location ID
Business Segment (1)
Business Segment (2)

Extraction Criteria
Single Lane/Intersection Segment

Intersection Name
Main line km

Interval Extension
Roadside Condition Segment

Location Address
Prefecture/Designated City

Address

10

参考：事故対策データベース
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Item

② Route Information/Road 
Structure

(before measures)
Route Information

Annual Census

Route Information

Census Unit Segment No.

Road Category

Route No.

Route Name

Designated Public Safety Laws

Road Structure (1)

Road Form

Central Zone
Present/Absent

Structure

Horizontal Alignment
Segment

Curve Radius

Vertical Alignment

Segment
Longitudinal Gradient １

Longitudinal Gradient 2

Class. (main roads)

Special Items

Road Form (2) (single lane)

No. of lanes Lane Configuration

(single lane) No. of Lanes

Sidewalk Present/Absent

Road Form (3) (intersection)

No. of lanes Lane Configuration

(intersection) No. of Lanes

Sidewalk Present/Absent

11

参考：事故対策データベース
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Item

③Existing Traffic Safety 
Facilities etc.

Existing Traffic Safety Facilities etc.
※Safety Facility Inputs

Facility Names

Quantity
Year of Implementation

Diagram of Road Conditions
Diagram of Road Conditions (before measures)

Diagram of Roadside Conditions (before measures)
Special Items

Photos Road Condition Photos

Item

④ Traffic Conditions

Traffic Conditions (1) Traffic Volume

12h Traffic Volume

Pedestrian
Bicycle

Motorcycle
Motor Vehicle

Day/Night ratio

Large Vehicle Mix Rate

Degree of congestion
Congestion Travel Speed

Intersection Density
Traffic Conditions (2) Special items

12

参考：事故対策データベース
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Item

⑤ Regulatory Conditions 
(before measures) Traffic Conditions (3)

Regulation Speed

Vehicle Entry/Exit Present/Absent 

Bus stop (stopping area) Present/Absent 

Designated School Roads Present/Absent 

Traffic Conditions (4) Signal Aspects

Present/Absent of Signals

No. of Aspects

Presence/Absence and Type of Desig. Aspects

Aspect Patterns

Item

⑥ Accident data

Accident data

Detailed accident data
(Resident No., Occurrence Date, Day/Night, Road Surface Condition, 
Type of Parties, Accident Type, No. of Deaths, No. of Serious Injuries, 
No. of Minor Injuries, Violations  of Law (1))

Diagram of Accident Circumstances 
(before measures)

Aggregate years

Diagram of Accident Circumstances

13

参考：事故対策データベース
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Item

⑦ Factor Analysis/Measure 
Planning

Accident Factor Organization 

※Inputs for Accident Factors under Focus

Accident Patterns under Focus

Accident Location

Day/Night

Road Surface Condition

Party

Accident Type

Accident Process

Traffic Environment Checkpoints

Accident Inducing Road Environment

Objectives

Concrete Countermeasures

Planned Measures

※ Inputs for Planned Measures

Check Similar Measures

Planned Implementation

No. of Measures

Cost Class.

Estimated Project Cost

Implementing Body

Measure selection points, considerations

Effectiveness Evaluation Value 
(Survey Results)

Traffic Behavior Data

Evaluation Index

Survey Outline

Year of Evaluation

Evaluation Units/Values

Questionnaire

Evaluation Index

Survey Outline

Year of Evaluation

Evaluation Units/Values

Prefectural Advisor Committee 
Recommendations

Recommendations

Diagrams

14

参考：事故対策データベース
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Item

⑧ Summary of Measures

Summary of Implemented Measures

Implemented Measures 

※Inputs per implemented measure

No. of Measures

Year of Implementation

Cost Class.

Est. Project Costs

Implementing Body

Project Progress (Overall)

Progress

Year of Implementation

Est. Project Costs

Diagram of Post-Measure Road Conditions

Special Items

Photo of Status of Measures Photo of Status of Measure Implementation

15

参考：事故対策データベース
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（資料 16 ） 

Item

⑨ Route Information/
Road Structure
(after measures)

Road Structure (1)

Road Form

Central Zone
Present/Absent

Structure

Horizontal Alignment
Segment

Curve Radius

Vertical Alignment

Segment

Longitudinal Gradient １

Longitudinal Gradient 2

Class (Main roads)

Special Items

Road Form (2) (single lane)

No. of Lanes
(Single Lanes)

Lane Configuration

No. of Lanes

Sidewalk Present/Absent

Road Form (3) (intersection)

No. of Lanes
(Intersections)

Lane Configuration

No. of Lanes

Sidewalk Present/Absent

16

参考：事故対策データベース
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Item

⑩ Regulatory Status 
(after measures)

Traffic Conditions (3)

Regulation Speed

Vehicle Entry/Exit Present/Absent

Bus stop (stopping area) Present/Absent

Designated School Roads Present/Absent

Traffic Conditions (4) Signal Aspects

Presence/Absence of Signals

No. of Aspects

Presence/Absence and Type of Desig. Aspects

Aspect Patterns

17

参考：事故対策データベース
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Item

⑪ Results of Measures

Accident Condition Diagram
(after measures)

Aggregate Years

Accident Condition Diagram

Effectiveness Evaluation (1)

Traffic Accident Data

per Item

Year of Evaluation

Evaluation Values

Increase/Decrease

Rate of Increase/Decrease

Considerations

Total Points

Year of Evaluation

Evaluation Values

Increase/Decrease

Rate of Increase/Decrease

Considerations

Effectiveness Evaluation (2)

Traffic Behavior Data

Year of Evaluation

Post-Evaluation/Units

Increase/Decrease

Rate of Increase/Decrease

Considerations

Questionnaire

Year of Evaluation

Evaluation Values

Increase/Decrease

Rate of Increase/Decrease

Considerations

Other
Comprehensive Evaluation

Organization of Evaluation Results
Explanation of Effects

Diagrams

18

参考：事故対策データベース
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