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はしがき

交通需要特性と道路幾何構造,そして各種の交通管理施策により実現する道路の｢サ

ービス水準(Level of SeⅣice)｣は,道路管理者の立場でとらえれば交通運用のサービス

状態を,道路利用者の立場から見れば通行の快適性を表す重要な概念である.このため

サービス水準は,安全性や経済性などをはじめとする様々な観点から評価の上で設定さ

れるべきものであるが,どのような設定にせよ,サービス水準が利用者に対して提供す

るサービスの質を表すものである以上,その水準ではどのような交通状況となり,利用

者がどう感じるのかという対応関係が具体的に明示されていることが必要である.現在

のところ,この対応関係が明らかとなっていないため,わが国ではサービス水準の考え

方は導入されていない.道路計画の評価に際しては,指標として交通量一交通容量比を

用いた計画水準を便宜的に適用しているが,これには快適性や具体的交通状況が一切示

されておらず,サービスの質を表現しているものではない.今後,道路計画に際しての

accountability -の対応や,自動運転など未経験の交通制御技術の事前評価に際して,サ

ービス水準を明示して代替案の評価を行うことが必要不可欠である.

サービス水準は特に車線数など道路幾何構造を大きく左右する.しかしながら,我が

国ではサービス水準の考え方は未だ確立されておらず,これに代わるものとして便宜的

に計画水準が用いられている.これはいわば交通容量に安全率を乗じているにすぎず,

道路利用者に対してどの程度のサービスを提供するのかを明示していない.

以上のような背景から,道路のサービス水準の考え方とその計量方法を確立し,これ

を安全性,経済性,そして環境負荷などとともに総合的に捉え,ライフサイクルで評価

を行う手法開発-の必要性が極めて高い.そして,これを道路の幾何構造に適切に反映

してゆく必要がある.

本報告書は,以上のような問題意識に基づき, 1)環境負荷,コストなどの制約下におけ

るライフサイクルでの道路幾何構造の評価,ならびに2)道路利用者であるドライバーの

観点からのサービス水準の計量,を通して,計画段階における適切なサービス水準の設

定に関する基礎的検討を行った成果をとりまとめたものである.
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研究代表者
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1.研究の背景と目的

道路の幾何構造は,建設･維持管理等にかかわる道路管理者側コスト旅行時間等による利用者

コスト,そして安全性と深い関係を持つのみならず,道路建設や交通流によるエネルギー消費や環

境負荷量をも大きく左右する.我が国では全国14,000knにおよぶ高規格幹線道路ネットワークの整

備が計画されており,現在の高速道路供用延長に匹敵する高規格幹線道路を今後さらに建設するこ

ととなる.これらの多くの区間は,需要の少ない列島横断方向の中山間部であり,道路構造の決定

に際しては,コストや環境負荷･エネルギー消費など多くの制約のもとで,短期･中期･長期にわ

たった多面的かつ慎重な計画判断が要求される.設計速度とサービス水準は,道路構造を規定する

特に重要な要素であるが,これらを総合的な評価に基づき適切に設定することがその際不可欠とな

る.

設計速度が高くなれば,それだけ規格の高い幾何構造となるため速達性や快適性は向上するが,

建設コストや走行費用,環境負荷も必然的に増大する.旧東ドイツ地域において膨大なアウトバー

ンの緊急整備需要を抱えることとなった統一ドイツでは,コスト節減と環境-の配慮から道路構造

基準を改正し,安全性やサービスを確保しつつ設計速度の見直しや基準車線幅員の縮′)､を断行して

いる.同時に,交通需要が少ないものの国土政策的に必要な高規格道路については,フル規格でア

ウトバーンとはせず,往復3車線の新しい幾何構造を高規格道路として位置づけるなど,近年様々

な工夫が取り入れられている.このような動きとは対照的に,我が国において昨今取り組まれてい

る道路構造令の改正作業では,設計速度の引き上げや幅員の拡大など,専ら規格の高い道路構造を

目指すことに主眼が置かれ,環境負荷やエネルギー消費,経済性などに関しての総合的な配慮が十

分であるとは言い難い.

また,サービス水準は特に車線数など道路幾何構造を大きく左右する.しかしながら,我が国で

はサービス水準の考え方は未だ確立されておらず,これに代わるものとして便宜的に計画水準が用

いられている.これはいわば交通容量に安全率を乗じているにすぎず,道路利用者に対してどの程

度のサービスを提供するのかを明示していない.

以上のような背景から,道路のサービス水準の考え方とその計量方法を確立し,これを安全性,

経済性,そして環境負荷･エネルギー消費などとともに総合的に捉え,ライフサイクルで評価を行

う手法開発-の必要性が極めて高い.そして,これを道路の幾何構造に適切に反映してゆく必要が

ある.

そこで本研究では, 1)環境負荷,コストなどの制約下におけるライフサイクルでの道路幾何構造

の評価,ならびに2)道路利用者であるドライバーの観点からのサービス水準の計量,を通して,計

画段階における適切なサービス水準の設定を検討することを目的とする.
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2.多車線道路単路部における車線数決定要因に関する国際比較分析

2.1はじめに

道路の車線数は,建設･維持管理費用や利用者費用と深い関係を持つのみならず,道路建設や交

通流によるエネルギー消費･環境負荷発生量をも大きく左右する.従って,その決定にはこれらの

評価基準を多面的に考慮した上で,慎重な計画判断を行う必要があることは言うまでもない.本章

では,日･米･独の各国を対象として,多車線道路の単路部における既往の車線数決定方法,およ

びそれに関わる影響要因について,可能な限り横並びの比較分析を行うことにより日本の手法を検

証する.その中で,車線数決定に際して重要な位置を占めるサービスの質にかかわる考え方とその

設定値について,日本の水準は国際的にみてどの程度であるのかを考察する.

2.2 日･米一独における車線数決定方法とサービスの質の考え方

まず,各国の手順の概要(図2.1)とサービスの質の考え方について整理する.

2.2.1日本1),2)

往復合計の車線数nは,年平均日交通量AAI)Tを設計基準交通量Qdで除すことにより求められる.

設計基準交通量は, K値, D値により時間交通量の変動特性を加味した,日単位の設計交通容量と

解釈できるものである.すなわち,

Qd

n=

cB
XYX(v/c)k÷2
KxD

AADT AADT xK x D

Qd CBXYX(v/c)k
×2

(2.1)

(2.2)

ここに,

CB :基本交通容量,

γ :大型車混入率や道路条件による補正係数,

(v/c)k:計画水準k8こ応じた低減率.

道路が提供すべきサービスの質としては, 1-3の3段階の｢計画水準｣を定め,各ランクkの計画

水準ごとに可能交通容量の低減率(v/c)kを設定して余裕を持たせている.しかしながら,各計画水準

が適用されたときに,旅行速度や移動の自由度がどの程度になるのかといった,交通状態との対応

づけはなされていない.

2.2.2アメリカ3),4)

ピーク時間交通量vを,サービス水準ブのときのサービス交通流率珊で除すことにより得られる.

2



すなわち,

AADTxKxD

PHF

sFi
-Lcxfx(v/c).･

v AADTxKxD

×2=n

SFi CXfx (v/c).IXPHF

･ (2.3)

(2.4)

× 2 (2.5)

ここに,

PHF:ピーク時係数,

c :理想条件下における交通容量,

′:交通条件や道路条件による補正係数,

(v/c)i:サービス水準iの交通量一交通容量比.

式(2.2)と式(2.5)を比較すれば明らかなように,本来日本がアメリカの手法を範としていることか

ら,両者の手法の基本的な考え方は同じである.

しかし,サービスの質の判定に関しては,アメリカでは極めて充実している. A-Fの6段階のサ

ービス水準(LOS)に応じた交通量一交通容量比(v/c)が設定されているのみならず,そのときの交通

状態と詳細に対応づけがなされている.また,時間交通量-速度(Q-り関係を用いることにより,

当該サービス水準のときの速度も求めることができる.

2.2.3ドイツ5)

ドイツの手法では,ネットワーク特性や道路区分に応じて予め用意された標準横断面を代替案と

して想定し,これに時間交通需要を与えて｢旅行速度｣及び道路の｢負荷率(Auslastungsgrad)｣に

より代替案の評価を行う.これより,必要条件を満足する道路横断面構成が選択される.さらに,

交通事故費用の算出,環境負荷を含む費用便益分析6)を行うことにより,車線を含む横断面構成が

最終的に決定されることとなる.

旅行速度の評価は,大型車混入率別に用意されたQ一岬係を用いて行われる･すなわち,園2.2に

示すように,設計時間交通量QBにおける平均旅行速度vRが,横断面代替案/の評価速度(基準速度)vBj

以上となるか否かがチェックされる. VRには,縦断勾配や勾配区間長について補正されたものを用

いる･またQ-打開係式から, (最低)評価速度vBjのときの時間交通量Qzが求められ,これが速度サー

ビスを確保するための最大許容交通量となる.
-なお,評価速度は,各代替横断面についてネットワ

ーク特性等を考慮して予め設定されている.
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一方,負荷率とは,設計時間交通量QBとその横断面代替案/の最大交通量Qmaxjとの比(QB/Qmaxj)

である.これが横断面代替案バこ応じて予め設定された最低負荷率aj以上であることが経済上必要と

される.

以上のように,ドイツでは旅行速度をサービス指標として明示している.また,アメリカに倣っ

てドイツ独自のサービス水準(Ma且 der Verkehrsqualitat; MVQ)をQ-V関係の領域に対応して定義し,

移動の自由度を示すことも試みられている7).

2.3各国の手法による決定車線数の比較

2.3.1車線数の試算条件

次に,以上のような各国における車線数決定手法やサービスの質の考え方の相違が,算出される

車線数にどのように反映されるかを比較する.これに際して,各国同一の地形条件･交通条件を仮

定する必要がある.ここでは,表2.1の上2行に示されるような,日本の道路構造令で用いられてい

る標準的な地域/地形条件･交通条件を仮定し,高速道路を対象として車線数を試算する.

試算に際しては,各国で現在適用されている最新の設計基準やマニュアルによる手法および各種

設定値を用いる.すなわち,日本については,道路構造令(1982)I)とその交通容量に関するマニュア

ル的位置づけである｢道路の交通容量｣ (1984)2)のそれぞれについて試算する.両者の相違は,主と

して基本交通容量と大型車の乗用車換算係数である.アメリカについては, AASmO基準の原典と

されるHCM最新版(1994)3)を用いる.このときサービス水準E'j:, AASHTO4)によるフ-リークェイの推

奨値とし,平地部でLOS-B,都市部および山地部でLOS-Cを適用する.また,ドイツについては,

RAS-Q(1996)5)を用いるが,これはコスト節減や環境保全を強く意識して最近改正されたものである.

2.3.2 AADTと高速道路の必要車線数

園2.3-2.5は,想定された年平均日交通量(AADT)に応じて算出される高速道路の必要車線数を,

地域/地形条件別に各国で比較したもので,各図はそれぞれ都市部,平地部,山地部について示して

いる.

全体的な傾向として, AADTに応じた車線数の日独の差はさほど大きくないものの,アメリカで

は日独と比べて少ないAADTで車線数が増加する.例えば図2.4の平地部では,日本とドイツはいず

れも約4万台強で6車線となるが,この場合アメリカでは8車線が必要となる.

またドイツでは, 4車線と6車線のいずれもが許容されるAADTの範囲が存在する.これは,各標

準横断面の評価速度vBjに30k血瓜程度の幅があり,図でAADTの上限は評価速度が最′J､の場合を,
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日4車線□4or6車線且6車線団8車線

道路構造令一82

道路の交通容圭一84

RAS-Q●96

HCM■94(LOS=C)

図2.3

30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 65000 70000 75000

年平均日交通王AADT

日･米･独各国の手法による必要車線数(都市部)

自4車線□4or6車線J)6車線田8車線■10車線

道路構造令●82

道路の交通容圭■84

RAS-Q●96

HCM-94(LOS=B)

20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000

年平均日交通量AADT

図2.4 日･米･独各国の手法による必要車線数(平地部)

冒4車線ロ4or6車線■6車線Eg8車線■10車線

道路構造令■82

道路の交通容圭一84

RAS`Q-96

HCM●94(LOS=C)

1 5000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

年平均日交通王AADT

図2.5 日･米･独各国の手法による必要車線数(山地部)

下限は最大の場合を示しているためである.例えば図2.4では, 6車線が必要となるのは評価速度

110knJhの場合で44,400台, 80kmAlの場合で46,500台となる.

6



2.4決定車線数への影響要因の比較分析

2.4.1国際比較の基準要因の設定

以上のような決定車線数の違いが,図2.1に示した各国の手順の中でどの要因の相違により生じて

いるのかをみるために,各種設定値を日本の手順の影響要因に可能な限り対応させて比較を行う.

日本の手順における車線数-の大きな影響要因は, ①基本交通容量CB, ②大垣車混入率による補正

係数γT,および③交通量一交通容量比v/cの3つである.このほか,沿道状況や側方余裕などによる

補正係数があるが,ここでは規格の高い高速道路を対象として分析するため,これらは無視できる.

上記①②③の各値は,アメリカについてはHCM'94に示されているが,日･米と手順の異なるド

イツについては,これらの値がほとんど示されていない.そこで, 久AS-Qや｢ドイツのHCM｣ 7)8こ

示されている諸条件から,以下のようにして独自に各数値を試算する.

2.4.2.ドイツの諸数値の推定方法

勾配2%未満の平坦部におけるQ-F関係および可能交通容量Ccは,大型車混入率別･制限速度別に

｢ドイツのHCM｣に示されている.一方, (最低)評価速度vE,･のときの時間交通量Q2が,その断面に

許容される最大の交通量であることから,日本の設計交通容量CDに対応するものと解釈できる.そ

こで, ③交通量一交通容量比は, Qz/Ccにより求めることができる･

また,大型車混入率T [%】別の可能交通容量Ccが与えられているので, ①基本交通容量をCB,大

型車の乗用車換算係数をETとすると, TとCcの各組み合わせについて,それぞれ式(2.6)のような条

件式を設定できる.

これらを連立させることにより, CBとETが求められる.また, ②大型車の乗用車換算係数γTは,

式(2.7)より求める.

cB
〒Cc(T･ET+(100-T))/100

(2･6)

100
γr=

(100-T)+ET ･T

(2.7)

2.4.3 車線数への影響要因の国際比較

各国における影響要因の諸数値を,表2.1にまとめて示す.なお,ドイツの山地部については,可

能交通容量が明示されていないため計算していない.

これらの影響要因のうち,ドイツの①基本交通容量CBが若干低めであるが,これはドライバー挙

動や運転マナーの相違が反映されている可能性がある.また特にアメリカの山地部において②大型

車混入率の補正係数γTが小さくなっているが,これは日本に比べて設計車両が大きいことが一つ
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表2.1車線数への影響要因の比較

都市部(勾配<2%) 平地部(勾配<2%) 山地部(勾配-5%)

K値-9%D値-60% K値-12%D値-60%

K値$14%

D値-60%

大型車混入率-10% 大型車混入率-15% 大型車混入率

-15%

日本 アメリカ ドイツ 日本 アメリカ ドイツ 日本 アメリカ

2種1級
フリー

ウェイ

4車線:

RQ26

6車線以

上:RQ33

1種1級
フリー

ウェイ

4車線:

RQ29,5

6車線以

上:

良(〕35,5

1種2級
フリー

ウェイ

①基本交通容量
CB

【pcu/時/車線】

2,200
2,2■00* 1,900-

2,200
2,200+ 1,900-

2,200
2,200*

2,300** 2,loo″ 2,300** 2,loo″ 2,300**

②大型車混入率

による補正係数

γT

<大型車の乗用
車換算係数ET>

0.91 0.95
0.88-0.94

<1.6-2.3>
〟

0.87 0.93
0.84-0.92

<1.6-2.3>
〟

0.77 0.57

<2.0> <1.5> <2.0> <1.5> <3.0> <6.0>

可能交通容量

Cc-CBXγT

【台/時/車線】

2,000
2,090*

2l,l85+*
約1,850 I,910

2,050*

2,140**
約1,750 1,690

1,250*

1,310**

･③交通量-交通
0.90 0.60+ 0.85- 0.75 0.51* 0.91- 0.75 0.66+

容量比 (計画水 0.57** 0.98 (計画水 0.49** 0.96 (計画水 0.63**

CD/Cc(v/c) 準2) (LOSC) (qz/C) 準1) (LOSB) (qz/C) 準1) (LOSC)

設計交通容量

CD=CBXrTX

(v/c)

【台/時/車線】

1,800 1,250
1,580-

1,820
1,440 1,040

1,600-

l,680
1,270 820

(最低)平均速度

【knJ時】
? 88

70(4車
線)

80(6車
線)

? 112 80 ? 96

日本:道路の交通容量'84,アメリカ:HCM'94,ドイツ:RAS-Q'96':4車線'':6車線以上#:ドイツのQ-V関係カ

ら独自に推定

の理由として考えられる.

③交通量一交通容量比v/cは,ドイツ>日本>アメリカとなっている.各国で9-V関係曲線の形状

が異なると考えられるため一概には言えないものの,これがサービスの質を反映する1つの指標と

考えると,日本はドイツよりも高いサービスを提供していることとなる.それにもかかわらず決定

車線数にそれほど差異が見られなかったのは,ドイツでは可能交通容量が日本よりも′J､さいためで

ある.アメリカでは,日独に比較して極めて上質のサービスを目標としており,これが車線数に大
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きく影響･している.また,一般に平地部よりも建設費を要する山地部において,アメリカではLOS

を平地部のそれから一段階下げているが,日本では同一の計画水準によるv/cを用いている.

2.5まとめ

本章では,日･米･独各国における車線数の決定方法を比較し,各国の手法による車線数-の感

度の相違とその要因の分析を行った.その結果, AADTによる決定車線数には日独でそれほど差が

ないものの,日本のサービスの質は,アメリカとドイツの中間に位置づけられることが明らかとな

った.サービスの質の適切な設定が道路幾何構造の決定には重要であり,日本においても独自のサ

ービス水準の設定が望まれるが,それには交通工学的･経済学的･そして環境負荷のアプローチか

ら多面的に評価を行って設定する必要がある.そこで,次章ではこれらを考慮したサービス水準に

ついて検討する.

2章の参考文献

1)日本道路協会:道路構造令の解説と運用, 1983.2.

2)日本道路協会:道路の交通容量, 1984.9.

3) Transportation Research Board.･ Special Report 209, Highway CapacityManual, 3rd Edition, 1994.

4) AASHTO: A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, 1994･

5) Forschungsgesellschaft鉛r StraJ!en und Verhehrswesen (FGSV): Richtlinien 氏irdieAn1age Yon StraJ)en,

Teil Quersclmitte,RAS-Q, 1996.

6) Forschungsgesellscha氏危r StraJ3en und Verhehrswesen (FGSV): Empfehlungen Gi一WirtschaRlichkeits-

untersuchungen an StraJ3en, EWS, 1997.

7) Briton W., Gr(娼mam M., Blanke H.:
"Deutsches

HCM", Entwurfeines Handbuchs- Teil A, 1993.
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3.ライフサイクル評価に基づく高速道路単路部のサービス水準設定に関する検討

3.1はじめに

道路の横断面構成や縦断線形などの幾何構造の選定は,交通需要特性との関係から道路の｢サー

ビス水準(Level ofSeⅣice; LOS)｣を表す指標を各代替案について求め,この値が予め設定された値

を満足する代替案の中から選定するという考え方に基づいて行われる.このとき適用されるLOS設

定は, a)道路建設･維持管理費用, b)道路利用者の走行費用･時間費用,およびc)建設･維持管理

や供用後の交通流によるエネルギー消費･環境負荷発生,を直接的に規定する重要な要素である.

特に,今後わが国の高速道路建設は,交通需要の比較的少ない列島横断方向の路線が主体となる一

方で,財政的な制約はますます厳しくなることや,地球規模の課題である環境やエネルギー問題-

の対応の必要が高まっていることから,道路幾何構造選定のためのLOS設定において,これらの要

素を十分に考慮することが必要である.

前章では,単路部におけるLOS設定に関して,日本･アメリカ･ドイツ各国の考え方や設定値の

違いについて整理した.この中で,特に日本･アメリカについては,各代替案で生じる費用や環境

負荷に関する考慮は明示されていなかった.これらを考慮するためのひとつのアプローチとして,

道路整備によって生じる費用や環境負荷発生量を推計評価し,これらが最′トとなるような代替案を

選定するという方法が考えられる.イギリスでは,道路横断面選定に際して費用便益評価の考え方

を導入1)し, CODA(COstBene丘tAnalysis)を用いることにより,各種費用として道路投資額に加え走

行費用や時間費用などの利用者費用を,便益として経済効果,土地利用-の効果,環東-のインパ

クトなどを考慮している.またドイツにおいて,横断面構成の検討の際に初期値として与えられる

代替案は,事前に費用や環境負荷の評価により設定されたものである.この考え方については,追

路投資の経済評価マニュアルであったRAS-Wの改訂版として最近発刊されたEWS2)で示されてい

る.しかしながら,これらの方法においては,環境負荷を建設や維持管理による発生分を含めて評

価しておらず,費用の評価期間との対応がとられていない.

一方,環境科学の分野では,環境負荷をライフサイクルで評価するLife
Cycle Assessment (LCA)

手法の研究が進められているが,この方法は費用便益分析と評価期間が対応している.そこで,本

章ではこれを応用し,日本の高速道路の単路部を対象として,各横断面構成代替案を選定したとき

のCO2排出量を, a)道路インフラ自体から生じる分と, b)車両から発生する分をライフサイクルで

加え合わせた｢拡張ライフサイクルCO2(Extended Life Cycle CO2; ELC-CO2)｣を指標として推計する

手法を構築する.さらにこれを利用して, ELC-CO2が最小となるときの交通量一交通容量比(v/c)を

LOSを示す指標として求め,既往の道路幾何構造選定における設定値との違いについて考察を加え

る.
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さらに,もう一方の重要な評価要素であるライフサイクル費用(Life Cycle Cost; LCC)を,各模断

面構成代替案について推計する手法を構築するとともに,それを最小とするようなLOS設定をv/c

として算出する.そして,これが既往の設定値やELC-CO2を最′トとする値といかなる関係にあるの

かを明らかにし,比較考察を行う.

LCC,およびELC-CO2の推計手法は互いに整合を図り,道路の建設･維持管理分と道路走行車両

分を合わせて推計するとともに,設計道路の年平均日交通量(Amual Average Daily TrafRc; AADT)は

もとより,地域･地形条件による道路の構造形式や,道路交通のピーク特性･車種構成の違いも考

慮することが可能なものとする.

3.2横断面構成のライフサイクル評価手法

3.2.1評価手法の考え方

本研究における横断面代替案の評価手法の全体構成は,図3.1に示すとおりである.ここで入力

される条件は, ①評価対象である横断面代替案, ②地域･地形条件,および③AADTであり,これ

らのそれぞれの組み合わせにおける道路構造物の建設･維持管理および車両走行に伴う費用の合計

【入力データ】

図3.1道路横断面構成のライフサイクル評価の全体構成
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としてのLCCを,以下の式(3.1)で推計する.

to+Y

LCCj -cj I ∑(Mlj+4j)
(=to

ここに,

エCCノ:横断面代替案ノのLCC

Cノ:横断面代替案ノの建設費用

(3.1)

M,I, Rtj : t年における横断面代替案jの維持管理及び車両走行に伴う費用

y:供用期間

tc
:建設開始年

(o
:供用開始年

また,園3.1の中で破線で示したELC-CO2に関連する部分については,式(3.2)を用いて推計を行う.

ち 1.+Y

ELC-Cq'- ∑EC,j+ ∑(EMtj･ ERj)
1=tc I=to

(3.2)

ここに,

ELC-CO2)- :横断面代替案jのELC-CO2

EC,I, EM,'', ER,j : t年における横断面代替案jの建設,維持管理及び車両走行に伴うCO2排出量

①-③の各入力条件は,図3.1の各種変数を通して, LCCとELC-CO2に影響を及ぼす.まず, ①横

断面代替案で車線数や車線幅員等の違いにより道路の総幅員が異なるため, b.建設･維持管理の部

分が変化する.一方,車両の走行性にも影響を与え,横断面代替案でc.時間交通量-速度(q-Ⅴ)関係

が異なってくる.すなわち,同じ交通量でも走行速度や燃費に違いが生じ,結果的に走行の部分に

影響を及ぼすこととなる.

②地域･地形条件は,道路構造令3)で適用されている都市部/平地部/山地部の3区分を用いる.

これらの区分により,高架/土工/トンネルといったa.道路構造形式の延長比率が異なり,建設･

維持管理の部分に影響を及ぼす.また,この条件により供用後のd.交通量の変動特性･車種構成比

率が異なるため,走行の部分も変化することとなる.
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図3.2 AADTに対応したLCC
･

ELC-CO2最小車線数の考え方

同地域･地形条件の場合, LCCやELC-CO2が最′J､となる横断面代替案は, ③AADTによって異な

ってくる.例えば, LCCを評価指標とした場合, AADTが比較的小さい場合には,車線数の少ない

横断面代替案は建設･維持管理費用が小さいため有利となるが,
JWTがあるレベルを越えると,

この代替案では走行性が著しく低下して走行費用が急激に増加し,逆に不利となると考えられる

(図3.2).

3.2.2評価条件の設定

(1)評価期間と基準年次

評価期間として,建設開始から高速道路の耐用年数とされる供用後40年までの期間(図3.3)を考え

る.ここで,費用計測の基準年次を平成8年(1996年)として,評価期間に発生する費用をすべて割引

率4%を用いて基準年次の価値に換算する.

(2)横断面代替案の設定

横断面代替案は,道路構造令で定められている道路種級区分ごとの車線,中央帯,路肩といった

=
ヨ】

糞
N

O
U

l!

iJ
l姑

EE

こコ

tc to 供用期間(辛) tO+Y

建設段膳 供用段階

図3.3 評価期間における責用またはCO2排出量
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表3_.1評価対象とする構造形式別横断面代替案

構造形式 種級区分
設計速度 規制速度 車線幅員 路肩 中央帯 往復合計

【knJh] [krnA1] [m】 匠】 l≡】 車線数

高架
●

橋梁

I-特' 140 140 3.75 3.25 6.00 6,8

E⊆ロ 120 100 3.50(3.50) 3.00(2.50) 4.50(4.50) 4,6,8

1-2 100 80 3.50(3.50)∫2.50(2.50) 3.00(3.00) 4,6,8

1-4 60 60 3.50(3.25) I.25_(1.25) 2.~25(1.75) 4,6,8

土工

1-特* 140 140 3.75 3｣25 7.50 6,8

1-1 120 100 3.50(3.50) 3.00(2.50) 4.50(4.50) 4,6,8

1-2 100
_80

3.5.0(3.50) 2.50(2.50)
･4.50(4.50)

4,6,8

1-4 60 60 3.50(3.25) 1.75(1.75) 3.00(3.00) 4,6,8

トンネル

l-特● 140 140 3.75 2.50 1.25 6

1-1
.120

100 3.50(3.50) I.25(1.25) 1.25(1.25)- 4,6

1-2 100 80 3.50(3.50) 1.00(1.00) 1.00(1.00) 4,6

'-:道路構造令には規定されておらず,独自に設定 ( ) :道路構造令による最低値

各横断面構成要素幅員の基準値と,既存の都市間高速道路区間における横断面構成の実例を参考と

して,高架･橋梁/土工/トンネルの道路構造形式別に設定した表3.1を用いる.

これらの代替案のうち, ｢1種特級(1一特)｣･設計速度140[knJh]という種級区分及び設計速度はこれ

まで日本で例がなく,道路構造令には規定されていないものである.しかし,現在建設中の第二東

4; ･名神高速道路など,道路の高規格化傾向を考慮して,ドイツの道路横断面構造基準RAS-Q(1996)4)

や,第二東名･名神高速道路の設計諸元を参考として独自に設定している.なお,各種級区分では,

横断面構成要素幅員を一定として,一車線数のみ変化させる.

なお,地域･地形条件別の道路構造形式の延長比率は,既存の高速道路における実績5)を参考に,

表3.2のように設定している.

(3)時間交通量順位図

交通量変動特性や車種構成比率は地域･地形条件と関連があり,一般に都市部ほど交通量のピー

ク率が′トさく逆に山地部では大きいという特性がある.そこで,これらの条件別に時間交通量順位

図を与えることでその相違を表現する(図3.4).これらは,日本道路公団名古屋管理局管内の高速道

路の年間時間交通量順位データ6)に基づき設定したものである.

表3.2 地域･地形条件別構造形式の延長比率

地域.地形

条件
･道路延長に対する各構造形式の比率(%)
高架.橋梁 土エ トンネル

都市部 65 35 0

平地部 10 90 0

山地部 20 60 20
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図3.4 設定した時間交通量順位図

(4)交通量の経年変化

交通量の経年変化は,供用初年度における伸び率を2.5%と設定し, 20年後に伸び率がゼロとなる

ように,伸び率を一定量で低減させる.さらに残りの20年間は伸び率をゼロと仮定する.

(5)Q-V曲線

q-Ⅴ曲線には,横断面代替案別に,類似の横断面を持つ高速道路区間の実績データに基づき設定

した図3.5を用いる.ここで, 1種特級については日本での事例がないため,ドイツにおける規制速

度無制限の場合のQ-V式7)を参考として設定したものである. Q-V曲線の交通容量は,過去の観測例

8)を考慮し, 4車線道路は2,300【pcu/時/車線】,6車線道路は2,550tpcu/時/車線】と設定している･なお,

これらを超える交通需要の場合には,一定速度30km仙で走行するものとなっている.
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3.2.3 建設段階における費用とCO2排出量の推計

(1)建設費用

建設費用は,高速道路の設計･工事実績を参考として標準的な地形･地盤における一般的な構造

物を想定し,積算により算定する.本研究で扱う道路構造物の範囲は,道路を構成する高架･橋梁

/土工/トンネルといった構造物と,道路舗装である.なお,本研究の建設費は直接工事費のみを

対象とし,用地･補償費や間接工事費は考慮しない.また,工事費の積算に使用する建設資材等の

単価には,名古屋の平成8年の値9)を用いる.積算した建設費用は,過去の施工実績に整合するよう

に補正を行っている.

(2)建設CO2

道路の建設によって生じるLC-CO2の算定には,各資材･機械の使用量に,産業連関法を用いて別

途推計された内包co2排出原単位を乗じて積み上げる｢組み合わせ法｣を採用する.この方法は,

単体構造物の代替案比較に適した方法で,既往研究でも一般的に用いられている.組み合わせ法は

工事費の積算単価をCO2排出原単位に置き換えた方法とみなせる.これは,以下のメリットを有す

る.
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①各代替案の工事費とCO2排出量との関係を評価することができる.

②推計されたCO2排出量のオーダーをチェックすることは困難であるが,積算工事費のチェック

は過去の施工実績からマクロに推計される工事費用を用いて可能であり,これによって間接

的にCO2排出量のオーダーを確認することができる.

算出された建設費用については,建設省中部地方建設局及び日本道路公団の資料を用いて,値の

オーダーを確認している.ただし,ここで算定する建設･維持管理費には,用地費や間接工事費を

含めないものとする.

道路構造物として扱う範囲は,道路を構成する高架･橋梁/土工/トンネルと,その上の舗装と

する.建設によるCO2排出は,同一の道路構造形式でも地形や地盤条件等によって大きな差が生じ

る.しかしながら,本研究ではこれらの違いについては捨象し,実際の高速道路の構造物を参考と

して,標準的な地形･地盤における標準構造物を想定する.
･そして,横断面代替案によって施工断

面積や体積,投入資材の重量が変化すると仮定する.このほか,推計に際しての諸仮定を表3.3に

まとめる.

使用したCO2排出原単位は,酒井10),鶴巻らIl)による,原材料の製造･運搬を考慮した内包co2

排出原単位量である.

各構造形式の代替案別の建設CO2排出量推計結果を図3.6に示す.この結果より以下のことが分か

る.

①同一の種級区分ではトンネルのCO2排出量が最も多く,高架･橋梁,土工の順に′J､さくなる.

②高架･橋梁やトンネルに比べ,土工は規格が高くなることによるCO2排出量の増加率が大きい.

これは,切土･盛土量が道路幅員の2乗に比例して増加する設定になっているためである.

③舗装によるCO2排出量は,いずれの場合も建設全体の1割未満である.

ところで,地域･地形区分による建設CO2排出量を比較すると,土工の割合の多い平地部が最も

値が小さく,高架･橋梁の多い都市部が最も大きいという結果となる.
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表3.3 建設によるCO2および責用の推計における主な仮定

構造 推計に際しての仮定

日本の高速道路の高架.橋梁のうち27_4%を占めるPC橋とし.東海北陸自動車道の尾西高架橋工郵)を参
考として設定する.

1>
一句

カロ

上

架設はプレキャスト工法によるものと仮定する.

l)コンクリート使用量は桁体積とする.

2)型枠使用量は,桁表面積とす争.
3)鉄筋使用量は,日本道路公団の資料に基づき.桁断面積に比例するものとする.

部 4)緊張工(主桁製作),貨物自動車による運搬(主桁架設),地覆工,排水工の割合は,実績を参考に

エ して算出する.

5)コンクリート工(主桁製作)は,門型クレーン使用とする.
Eヨ

･橋
梁

6)トラッククレーンによる橋梁下からのPC桁架夢歩掛は,ポストテンション桁.桁1本あたりの重量を
35-60tとする.

下

部
エ

橋台と橋脚からなり,橋台.橋脚はそれぞれ躯体と基礎に分けられる.本研究では,躯体形式を逆T式,

基礎形式を杭基礎と設定する.

1)橋脚施工のための据削量は,基礎底面まで直方体型に掘削した場合の据削量の2倍とする.

2)埋め戻し量は,1)の数値から基礎の体積を差し引いたものである.

3)コンクリート使用量は橋脚体積とする.

4)型枠使用量は,橋脚表面積とする.

5)鉄筋使用量は1日本道路公団の資料を基に橋脚断面積に比例するものとする.

6)橋台製作における枠組工,橋台仮設の割合は実績を参考にして算出する.

土エ

切土と盛土を合わせて土工として扱う.

l)切土量と盛土量を等量とする.

2)掘削斜面の勾配を1:1_8とする.

3)排水工は,実例の割合を参考として算出する.

トン
標準横断面の設定は,日本道路公団の資料を参考とする.

1)路盤の下における葎エコンクリ-トの幅は,路盤の幅のー.2倍とする.

ネル 2)ロックボルトの施工間隔は,横断方向に1.2m,縦断方向に1.5mとする.

3)トンネル1m当たりの掘削に要する作業時間を0.7時間とする.

舗装 アスファルト舗装とし,表層.基層とも厚さを5cmと仮定する.

口上部エ●下部工●舗装

種11峰強
級1｣6jt捷
区11畦紙

分 ト21手強

お ト26手練

よ 1-28手強

び 卜=手*

車1116手強
線111漣強
数 卜特強練

l一特8車線

0 500 1.000 1
,500

2,000

高架.棟梁co2排出I[t-c]

a)高架.橋梁

卜1 4手強

1-I 6手強

114 8手強

卜2 4手強

ト2 6手*

ト2 8手♯

1-1 1+a

1-1 6+～

1-1 8+#

ト特6手練

卜持8手強

ト2 1手練

1-2 6車線

ト1 1車線

卜1 6車線

1一特6車線

0 500 1.000 1
,500

0 1
,∝IO

2,000

土エCO2排出i【トC】 トンネル002排出i[t-C]

b)土エ C)トンネル
図3.6 各構造形式1kmあたりの建設CO2排出量【t-C/km】
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3.2.4 供用段階における費用とCO2排出量の推計

供用段階における費用およびCO2排出量は,さらに維持管理作業部分と走行部分に分けることが

できる.

(1)維持管理作業部分

(a)維持管理費用

維持管理費用は過去の実績値を参考として,道路構造形式別･車線数別の1kmあたりの費用を算

定する.対象とする費用は,橋梁/道路/トンネル維持費,道路清掃費,照明費,氷雪対策費,オ

ーバーレイ費,間接経費である.

(b)維持管理CO2

道路供用後の維持管理によって生じるCO2については,一般的な積算例がないため,組み合わせ

法により算定することが困難である.そこで,次善の方法として,日本道路公団の資料に基づき道

路構造形式別･車線数別の延長1kmあたり維持管理費を算定し,その値に国立環境研究所12)による

単位維持管理費あたりのCO2排出原単位を乗じることによって求める.維持管理費として考慮した

ものは,橋梁/道路/トンネル維持費,道路清掃費,～照明費,氷雪対策費, -オーバーレイ乱 間接

経費である.トンネル維持費は換気無し/換気あり(ジェットフアン)/換気あり(その他)の平均値

を,氷雪対策費は普通地帯の単価を用いる.各費目で単位費用あたりCO2排出原単位は当然異なっ

てくるが,ここでは共通の原単位を使用しているため,結果として求められるCO2排出量の信頼度

は建設CO2に比べて低くなる.

推計された40年間の維持管理CO2を建設CO2に対する比率で見ると,高架･橋梁構造では130-

170%,土工では45-90%,トンネルでは40-65%となった.この結果は,従来は推計例の少なかっ

た維持管理による環境負荷発生について,道路の場合は無視できないことを示している.また,同

一構造形式では,車線数や車線幅員が′j､さい方が,維持管理CO2の比率が大きくなる傾向にある.

これは,維持管理CO2が車線数･幅の増加によってそれほど増加しないことによる.

(2)走行部分

(a)利用者費用

道路利用者の費用として,本研究では①走行費J臥②時間費用を取り上げる.交通事故費用につ

いては,横断面構成の違いに関するデータの不足のため考慮しない.

①走行費用

走行費用は,燃料費,油脂費を対象とし,タイヤ･チューブ費,車両整備費,車両償却費は横

断面代替案間で差がほとんど生じないと考えられるため除外する.燃料費は,日本およびドイツ

の推計式から設定した車種別の燃料消費量曲線(図3.7)に,燃料単価(表3.4)を乗じて求める.この

燃料消費量曲線は,これまで主に渋滞域の評価を目的として作成されてきた日本の推計式13)を低
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図3.7 車種別燃料消貴重推計曲線

速側に,高速域の評価も行われているドイツの推計式2)を高速側にそれぞれ適用し,補正を加え

たものである.燃料単価は平成8年度の税抜き価格に対し,各車種別のガソリン/ディーゼル車

比率で重み付けしたものである.いずれの車種についても,走行速度60kmm前後で最小値をとる.

また油脂費は,燃料費に油脂費係数14)(表3.4)を乗じて求める.

表3.4 燃料単価(税抜き) ･油脂費係数及び時間価値原単位(平成8年)

車種
燃料単価 油脂費係数 時間価値原単位

【円/l] 【円/円】 【円/分.台】

乗用車 51.74 0.052 54.25

小型貨物車 50.51 0.045 4l.88

普通貨物車 49.70 0.035 56.07

バス 49.70 0.035 289.08

② 時間費用

Q-V曲線から求めた旅行速度により旅行時間を算出し,これに表3.4に示す平成8年車種別時間

価値原単位14)を乗じて算出する.

(b)車両走行CO2排出量

横断面代替案/における,車両走行によって生じるCO2(式(3.2)のERj)は,以下の式(3.3)によって推計

される.

8760

PER,I
-L∑∑Qsnes〃〒1 ∫

ここに,
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Qn･ :車種sのi番目時間交通量【台/時】

es v.)):横断面代替案/のi番目時間交通量時の走行速度V!'における

車種sのCO2排出原単位(走行あたりCO2排出量) 【g-C/台kn]

上:対象区間長(1kmに設定する)

co2排出原単位は,表3.5の燃料消費量推計式に,車種別のCO2排出係数を乗じることにより求め

る.車種別CO2排出係数は,ガソリンと軽油の燃焼に伴う1リットルあたりCO2排出量を,各車種別

のガソリン/ディーゼル車比率15)で重み付けして求める.さらに,ガソリンおよび軽油の製造･輸

送時のCO2排出も考慮するため,森口ら16)による推計値をもとに, I.09を乗じて得られた値が,義

3.6に示される車種別のCO2排出係数である.

表3.5 車種別燃料消章量推計式

車種 速度の範囲 燃料消費量推計式(y:療料消費量【比m】.V-:∴速度【knJh])

乗用車
V≦60 y=(356.9N-1.706V+0.0128V2+105.2).0.001
60<V y=(l462N+0.00236lV2+17.78).0.001.1.084

バス
V≦60 y-(716.4N-13.00V+0.1008V2+611.7).0.001p.
60<Ⅴ y-(4927N+d.oo8396V2+95.25).0.00l

小型貨物車
V.≦60 y-(544.2N-1.194V+0.Oll7V2+81.20).0.00l

60<V y-(1583rV+0.005453V2+37.77).,0.001.0.7251

普通貨物車
Ⅴ≦60 y-(539.ON-ll.03V+0.0758V2+587.6).0.QOi.
60<Ⅴ y-(4048N+0.015lV2+31.74).0.00l.I.352

表3.6 CO2排出量係数

車種 CO2排出JL係数【kg-C/1】

乗用車 0.6941

バス 0.7901

小型貨物車_ 0.7513

普通貨物車 0.7901

3.3 LCC I

ELC-CO2最小となる横断面構成とサービス水準

以上のような手法を用いて,横断面代替案のLCCおよびELC-CO2を推計することができる.そこ

で,ここでは本手法によるLCC最′J､基準と, ELC-CO2最小基準により,それぞれ横断面構成の評価

を行い,これら2つの基準による評価結果を以下の観点から比較考察する.

(1)任意のAADTが与えられたとき, LCC最小の横断面構成(道路規格)はどのような場合か･また,

ELC-CO2最′トの横断面構成はどうなるか.
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(2) LCC最小基準で車線数を評価した場合,必要車線数が変化するAADT(最大AADT)はどうなる

か.

_また,最大AADTのときに,交通量一交通容量tt:v/cは各横断面代替案でどの程度になり,

既往の設定値やELC-C()2最′J､基準iこよる最適値との大′ト関係はどうなるか.

3.3.1 LCC最小, ELC-CO2最小の横断面構成

(I)LCC最′ト基準による横断面構成

図3.8は, AADTと各横断面代替案のLCCの関係(平地部6車線)を示したものである. AADTの上昇

に伴いLCCも増加しているが,同一のAADTでは横断面の規格が高くなるほどLCCが小さくなって

いる.
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図3.8 AADTとLCCの関係(平地部･6車線)
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また図3.9は,東名高速道路の神奈川県･厚木IC付近(平地部)の交通量に相当するAADT-88,000[台

/日】のときのLCCとその内訳を,設定した全横断面代替案について示したものである.この図から,

LCCに占める時間費用の割合が極めて高いことがわかる.また,同一車線数で種級区分間の比較を

すると,建設･維持管理費用については,高規格な横断面ほど大きくなるが,利用者費用のうち時

間費用の部分は逆に小さくなっている.この傾向は,地域･地形条件が異なる場合も同様である.

高速域では速度の上昇に伴い走行費用も増大するが,その増加分よりも所要時間の短縮による時

間費用節約効果の方がはるかに大きい.また,横断面の規格を上げることによる建設費用の増大は,

LCC全体からみれば極めて小さい.このため, 40年間にわたり利用者費用が積み重ねられると,高

規格な横断面の方が有利となるのである.このように,道路管理者と利用者の直接費用を合わせて

捉えると,長期的には高規格な横断面構成が望ましいという結果となる.
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図3.9 横断面代替案別LCCとその内訳

(平地部･ AADT=881000台/日)

50

(2)ELC-CO2最′j､基準による横断面構成

一方,図3.10は,今回推計して得られた平地部6車線におけるAADTとELC-CO2との関係を,各横

断面代替案について示したものである. AADTの上昇に伴いELC-CO2が増加する点はLCCの場合と

同様であるが,同一のAADTで見ると, LCCとは逆に横断面の規格が高くなるほどELC-CO2が大き

くなっている.

このELC-CO2の大部分は自動車走行により発生するものであり,この傾向は規格が高くなるほど

著しい(図3.ll).これは,道路の規格が高くなると平均速度が上昇し,自由流領域に限って言えば,
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図3.10 AADTとELC-CO2の関係(平地部. 6車線)
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図3.11横断面代替案ELC-CO2とその内訳

(平地部･ AADT=57,000台/日)

速度の上昇が走行によるCO2排出量の増加に概ね対応しているためである.すなわち, ELC-CO2抑

制の観点からは,渋滞しない限りにおいては規格の低い横断面構成が望ましいということになり,

LCC最′J､基準による評価とは大きく異なった結果となる.

3.3.2 AADTとLCC最小, ELC-CO2最小車線数, v/cの関係

各基準で評価したときに,必要となる車線数はAADTにより当然異なるが,必要車線数の変化す

るAADT(最大AADT)のレベルは種級区分により異なってくる.図3.12は, LCCが最′J､となる車線数

とAADTとの関係を,平地部を例として示したものである.ここで, 1種特級については, 4車線の

横断面代替案を設定していない.

□4車線 匡6車線 ■8車線
I-■■ーlllllllllllllll■l■■一l■■■■■

76A000

46,000

/ /
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AADT[%/ El]
図3.12 AADTとLCC最小車線数の関係(平地部)
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表3.7 LCC I

ELC-CO2評価によるt//cの算出値と現行値との比較(平地部の例)

種級

区分

設計速

皮

【knm]

車線

数

LCC最小基準
ELC-CO2最小

基準

現行

道路構造令

最大AADT

【台/日】
交通量-交通容量比v/c

･1-特
140 6 88,000 0.57 1.00

0.75

(計画水準1)

ト1 120
6 116,000 0.75 0.99

4 76,000 0.81 0.99

1-2 100
6ー 68,000 0.43 1.00

4 46,000 0.49 0.99

ト4 60
6 64,000 0.41 0.99

4 43,000 0.46 0.98

表3.8 LCC ･

ELC-CO2評価によるtdcの算出値と現行値との比較(都市部の例)

種級

区分

設計速

痩

[knJh]

車線

数

LCC最′ト基準
El°-CO2最小

基準

現行

道路構造令

最大AADT

【台/日】
交通量-交通容量比v/c

~1-特 140 6 1()6,000 0.62 1.00

0.9

(計画水準2)

ト1 120
6 140,000 0.83 0.99

4 94,000 0.92 0.99

1-2 100
6 93,000 0.55 0.99

4 66,000 0.64 0.99

1-4 60
6 89,000 0.52 0.99

4 64,000 0.63 0.98

また,各基準により選定される車線数の最大AADTを,地域･地形条件別のK値, D値を用いて設

計時間交通量に変換し,これを時間交通容量で除すと,当該車線数で最大の時間交通量一交通容量

比(v/c)が求められる.これらの値を,道路構造令の設計基準交通量算出に用いられている計画水準

1, 2におけるv/cの設定値と併せて,表3.7(平地部),表3.8(都市部)に示す.

(I) LCC最′J､基準に基づく車線数とv/c

まず,全体的な傾向として, LCC最小基準に基づくv/cは,地域･地形条件を問わず概ね現行設定

値に比べ低い値を示し, LCC最小となる横断面は現行と比べ道路利用者に対して高めのサービスを

提供することがわかる.これは, LCCに占める時間費用の割合が建設･維持管理費用に比べて高い

ため,比較的低いAADTで車線数を増やす方が,時間費用が減少して有利になるためである.言い

換えると,現行値はあくまで道路管理者側の視点から建設･維持管理費用を重視して設定されたも

のであると言える.

LCC最′J､基準によるv/cを同一規格の車線数間で比較した場合,車線数が多い場合の方がv/cが小さ

くなる.これは,車線数が多い代替案が選定される場合には交通量も多いため, LCCの中で時間費

用の占める割合が増加するためである.
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次に,ある車線数における最大AADTを種級区分間で比較する.例えば,表3.7において4車線の

最大AADTを見ると, l種4級で43,000[台/日】, l種2級で46,000[台/日】, l種1級で76,000[台/日】と, 1

種4級から1種1級までは,規格が上がるにつれて最大AADTが増加する傾向が見られる.このとき,

これに対応してv/cも0.46-0.49-0.81と増加している.これらは,車線増による建設･維持管理費

用増と時間費用節約との大小関係により決まってくる.すなわち規格が低い場合には,車線増によ

る建設･維持管理費用の増加が時間費用減よりも′｣､さいために,最大AADTは低くなるのである.

このように, LCC最′J､基準のみから規格を問わず一律にサービス水準を設定すると,高規格な道路

ほど上質なサービスを提供するという一般の考え方と相反する.

また, 1種特級では, AADT-88,000[台/日】で6車線から8車線-と移行している.これは,図315か

らわかるように, 1種特級の自由流領域での走行速度が, 80-140km他の間で時間交通量により大き

く異なり,車線増により時間費用が飛躍的に節減されるためである.

(2)ELC-CO2最小基準に基づくv/c

図3.11で示したように, ELC-CO2のうち建設･維持管理によるCO2の占める割合が極めて小さく,

ほぼ走行段階におけるCO2で占められていること,また奉行CO2が最小となる速度が交通容量付近

での速度に近いことから, ELC-CO2最小基準に基づくとv/c≒l.0付近で車線数を増やすことが望ま

しいという結果となる.

例えば,都市部における1種2級の4車線及び6車線を比較した場合(図3.13), AADTが9万台程度ま

では4車線横断面でELC-CO2が小さいが, AADTが10万台付近から急速に上昇し, 6車線横断面より
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図3.13 AADTとELC-CO2の関係(都市部･1種2級)
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排出量が大きくなる.これは,都市部の4車線横断面では10万台付近で交通容量を超過する交通需

要の時間帯が多くなり,渋滞の発生によって走行CO2排出原単位が大きくなってしまうためである.

この傾向は他の種級区分や地域･地形条件でも同様に生じる.

このように, ELC-CO2の抑制という観点のみで考えれば,渋滞流領域に入る直前の拘束度の高い

サービス状態で運用することが望ましいということになり, LCC評価によって設定されるv/cとは大

きく異なる.これらのバランスをいか古手とるかが問題となるが,特に平地部において,現行値は概

ねこれら両者の中間的な値であることになる.

3.4まとめ

本章では,高速道路単路部から発生する費用を,建設･維持管理によるものと走行車両によるも

のを合計したLCC,およびELC-CO2として捉え,これをAADTや地域･地形条件に応じて算出する

手法を構築した.そして,各種条件に応じて, LCCを最小とするv/cや道路構造代替案についての分

析を行うとともに, ELC-CO2最小基準を適用した場合との比較を行った.その結果は以下のように

まとめられる.

(l) LCCのうち,利用者費用の占める割合が非常に大きいことが定量的に示された.ライフサイク

ル全体で捉えると,車両走行によるものが大きな部分を占めることは, ELC-CO2も同様の傾向に

ある.

(2)高規格の道路では走行速度が上昇するために走行CO2が必然的に大きくなること,準滞させて

はならないものの交通容量付近の交通状態で運用されるのが望ましいことが明らかとなった.交

通容量付近の交通状態とは,車線変更などの自由は著しく拘束され,走行CO2が最も少ない60-

80kmnl程度の速度でほぼ全車両が整然と追従走行している状態である.このような走行状態は,

現在検討が進められている高速道路における自動運転システム(AHS)により実現することも可能

である.

(3) LCCと道路構造との関係については,規格の高い道路ほど走行速度が高いため,時間節約効果

が大きくなり, LCCが小さくなることが分かった.これは,道路規格が上がるにしたがって発生

量が減少するELC-CO2の示す傾向とは対照的である.

(4) LCC最小の観点で道路横断面を評価すると,わが国の車線数決定時に用いられている計画水準

のv/cに比べて低い値を示す傾向にあり,サービスが高い方が有利になることが分かった.また,

規格を上げるにしたがってLCC最小v,'cも上昇し,サービスがLffE下する傾向が認められた.▲さらに,

現行のv/c設定はLCCとELC-CO2最小それぞれの基準によるv,/cの概ね中間に位置することが分か

った.
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今回の試算では,標準的な地形･地盤における標準構造物,標準的な交通特性を想定しており,

試算結果はあくまでも,仮想的な条件下でのものである.したがって,実際の道路幾何構造設計の

局面では,実際の地形･地盤条件や交通特性を考慮することで,より実態に即した推計が可能とな

る.

また本章では,道路のサービス水準をLCCのみの観点から設定することを試みたが,これは本来,

道路利用者の快適性や安全性をはじめ,環境負荷なども合わせて総合的に評価･設定されるべきで

ある.そこで,次章では利用者の観点からの快適性評価の計量を試みる.
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4.ドライバー主観の計量による嵩遠道路単路部のサービス水準評価とその要因分析

4.1 はじめに

道路交通における｢サービス水準(Level of Service; LOS)｣は,.道路管理者の立場でとらえれば交

通運用のサービス状態を,道路利用者の立場から見れば通行の快適性を表す重要な概念である.こ

れを定量的に定義することによって, ~道路の計画設計段階においては幾何構造評価のための指標と

して利用可能であり,運用段階においては交通状況の適切な評価を行うことができる. LOSの設定

は,経済性や安全性をはじめとする様々な観点から評価した上で行われるべきであることは言うま

でもないが,どのような設定にせよ,そのLOSではどのような交通状況となり,ドライバーがどう

感じるのかという対応関係が明示されていることが必要である.

アメリカのHCMl)では, LOSは走行速度や混雑の状況といったマクロな交通状況と概ね対応づけ

られてい18.しかし,ドライバーのミクロな運転挙動や,走行状態に対する快適性の認識とは必ず

しも定量的に対応していない.一方,わが国では具体的なLOSは設定されていない.道路の計画･

設計段階においては,これに代わる概念として｢計画水準｣を設定し,各水準におけるv/c(交通量

一交通容量比)を用いて代替案評価を行っている.しかしながら, 2章においても示したように,こ

れらの各水準において実現する速度や移動の自由度など,具体の交通状況との対応は不明確である.

また交通運用状態の評価においては,一般には旅行速度や所要時間が用いられる場合が多い.

そこで本章では, LOS評価のひとつの側面として,ドライバーの主観的快適性を表す満足度に基

づいた道路交通サービスの質の定量的評価を試みるとともに,満足度評価とそれを構成する印象,

および交通状況との対応関係を明らかにする.そのため,まず都市間高速道路の単路部を対象とし

た走行実験を実施し,交通状況とドライバーの感覚に関するデータを収集し分析を行う.さらに,

ドライバー満足度に着目した場合のLOSを仮に定め,既往のLOS設定値と比較考察を行う.

4.2研究の方法

4.2.1交通状況と運転挙動の因果構造

本研究では,ドライバーの道路交通状況に対する認識と,それに伴う運転挙動特性との因果構造

に関して,図4.1のような仮説に基づいて考える.これは,ドライバーはa)交通状況や道路構造に対

しb)満足度などにより表現される快適性評価を行い,それに応じてc)運転挙動を変化させ,それが

再びa)交通状況に影響を与える,という循環構造である.このとき, b)満足度は, d)個別の印象の

総合として知覚されるものと考えることができる.これら各要素間の関係を定量的に分析すること
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図4.1交通状況と.ドライバー快適性評価.運転挙動の循環構造

が本研究の重要なポイントである.

各要素のデータとして, a)のマクロな交通状況は車両感知器やビデオ観測から得られる.また,

b)の運転挙動は様々な道路構造や交通状況下での走行実験によりデータを収集する.さらにc), d)

については,走行実験と同時に行うドライバーに対するアンケート調査からドライバ｣の主観的評

価を把握し,商品開発分野で多用されている官能検査(sensory Test)の手法を用いてこれを計量する.

4.2.2 走行実験

都市間高速道路単路部の1インターペア間を対象として実施した走行実験の概要を,表4.1に示す.

実験では,助手席にビデオカメラを搭載した被験車両を走行させ, 1回の走行直後に被験者ドライ

バーに対し,交通状況に対する満足度や印象についてアンケートを行っている.また,同時に高速

道路外部からのビデオ撮影により本線交通状況を把握している.

本研究では,様々な交通状況におけるデータを収集することが必要であるが,車両感知器データ

によって得られた実験当日の交通状況(図4.2)から,実験時間帯において自由流から交通容量状態ま

で幅広い交通状況となっていたことが確認される.
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表4.1走行実験の概要

目的 ドライバーの走行時の交通状況評価,および運転挙動に関するデータ収集

区間 東名高速道路名古屋Ⅰ.C-東名三好Ⅰ.C(上.下線)の約9.3km

日時 平成lO年11月27日5:30-l1:00,l4:00-18.:30

被験者 古屋大学教官.学生計24名(午前.午後~ーL.--.各12名)

方法

･助手席にビデオカメラを搭載した車両を実際に走行

･走行後,ドライバーが満足度に関するアンケートに回答

･各被験者3往復6回の走行

･高速道路外部より本線交通状況をビデオ撮影

収集データ

<満足度アンケート>

･被験者属性
(年齢,運転歴,運転頻度,高速道路運転頻度)

･車両属性(排気量,車種,走行距離,車齢)
<ビデオ画像の読み取り>

･車線変更回数,車線別追従走行時間,車線別走行時間など

4.3 自由流におけるドライバーの運転挙動とマクロな交通特性データとの関係

走行にある程度の自由が利く自由流状態においては,ドライバーの満足度は様々な運転挙動とし

て顕在化し,これらの集積としてマクロな交通状況が生まれる土ととなる.今回の走行実験では,

各走行における運転挙動特性として,車線変更回数,車線別走行時間などのデータが得られている.

このうち,運転挙動として車線変更回数をとり,これと代表的な地点における車両感知器データと

の関係をみたものが図4.3である.

走行実験時間帯
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図4.2走行実鹸当日の交通状況(東名高速上り324kp)
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園4.3 交通涜特性値と車線変更回数

これより, 15分間交通流率が少ない状態では,追越車線利用率は低く(図4.3【a】),車線変更回数は

10kmあたりで1,2回程度と少ない(図4.3【b】)ことがわかる.ところが, 15分間交通流率が増加し,両

車線利用率が等しくなる交通流率(約2,600[pcu/時/2車線】)を超えると,車線変更を頻繁に行う車両が

生じ,これに伴い速度も低下し始める(図4_3[c]).このときの地点速度は90PnJh]前後である.

このような運転挙動の変化の背景には,図4.1の仮説に示すように,ドライバーの快適性評価の

変化があるものと考えられる.そこで次に,ドライバーの満足度を計量し,これと交通状況,運転

挙動との関連を分析する.

4.4 ドライバー満足度の定量化と影響要因分析

4.4.1系列間隔法2)による滞足度り定量化

ドライバーの満足度については,走行直後のア㌢ケ-ト調査で,被験者に5段階の満足度評価(満

足･やや満足･普通･やや不満･不満)で回答してもらうことによりデータを収集している.しか
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し,この方法で得られた満足度はあくまで定性的なものであり,また各段階間の間隔が必ずしも一

定ではないと考えられ,平均化や要因分析を行うに際して不都合である.そこで, ｢系列間隔法｣

を用いて各段階間の間隔を定量化し,満足度の得点化を図る.

系列間隔法の概要は園4.4に示す通りである.まず1)各段階の累積回答比率pを求め, 2)人間の判

断は正規分布に従って分布するという仮定に従って, Pを標準正規偏差zに変換する.これより3)

各段階間の間隔の大きさwが求められ,最終的に4)各段階の段階開聞隔を考慮した尺度値Sとして

把握できる.

以上の手順によって,走行実験時のアンケート調査による満足度を定量化した値を表4.2に示す.

また, ｢やや満足｣を100点とした換算値にこれらを変換した結果を,併せて示す(系列間隔法では,

｢満足｣は無限大となる).この結果から, ｢やや不満｣ - ｢普通｣間の間隔が他に比べて大きいこ

とがわかる.

表4.2 系列間隔法による満足度得点の定量化

満足度評価 不満 やや不満 普通
.ゃや満足

系列間隔法による算定結果 0 0.62 1.63 2.33

満足度得点(100点換算値) 0 26.7 69.9 100

4.4.2 満足度影響要因の分析

満足度評価の影響要因を把握するため,自由流の交通状況を対象に,満足度得点を被説明変数と

した重回帰分析を行った.その結果を表4.3に示す.これより, a)満足度を低下させる交通要因とし

て最も影響が大きいのは15分間交通流率の増加であること, b)運転状況としては,追従走行してい

る時間の長さや車線変更の回数が満足度に影響を及ぼすこと, c)運転歴が短い人や運転頻度の少な

い人ほど満足度を高く評価する傾向となること,がわかる.
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表4.3 ドライバーの満足度の影響要因に関する重回帰分析結果(R2値‥ 0.55.サンプル数: 82)

説明変数 パラメータ(t値)

定数項
L..I.46×lO2(l3.0)

追従走行時間比率(走行)
-20.9(-2.5)(走行車線走行時の追従走行時間/旅行時間)

運転歴ダミー
26.8(4.6)

(運転歴2年未満:1,それ以外:o)

運転頻度ダミー
17.6(3.2)

(運転頻度週1回以下:1,それ以外:o)

15分間交通流率【pcu/時/2車線】
-2.19×10-2(-6.9)

車線変更回数
-5.23(-2.3)

4.5ドライバーの道路に対する印象の定量的評価

4.5.1 SD法による印象の定量化

次に,道路交通状況に対してドライバーが表明する快適性評価が,どのような個別の印象により

構成されているのかを定量的に把握するために, SD(Semantic Differential)法2)を適用する.SD法は,

提示された刺激,すなわち本研究では｢運転走行｣の印象を,アイケ-ト調査においてさまざま

な形容語対で構成された尺度に評定させるものである.この評定に基づき各刺激間の類似性を捉え

ることや,因子分析や主成分分析によって刺激-印象-満足度の関係の構造を探ることが可能とな

る.本手法はOsgoodが心理測定の方法として提案したものであるが,最近では商品開発の官能評価

お ス 派 ゆ 揮 な 安 上 り 豪 マ 閉 モ 美 見 人 明 り ゆ 監 親
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図4.5各交通量レベルに対する平均的印象
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や建築計画評価等にも応用されることが多い.本研究におけるSD法の適用は,道路交通状況を一種

の商品とみてその官能評価を行うこととみなすことができる.

本研究では,印象を捉えるための形容語対を図4.5に挙げた21対設定している.形容語対の中に

は, ｢派手な一地味な｣といった,一見道路の運転とは無関係に思われるものもあるが,これは一般

の官能検査でよく使われる形容語対をそのまま利用しているためである.このように設定すること

で,道路交通に対する満足度を形成する印象構造を,他の商品のそれと対比することも可能になる.

また,道路交通-の満足度決定要因に関して,潜在的であるがために従来は見落とされていた観点

が実は重要であることを明らかにできる可能性も考えられる.

4.5.2交通状況に対するドライバーの印象の変化

交通状況として15分間交通流率による区分を用い,各状況下での印象を, SD法アンケートによっ

て得られた各形容語対の被験者の評定値平均によって把握する.

図4.5は,自由流における3段階の交通状況について,印象の評定値平均を示したものである.こ

の図より,被験者は15分間交通流率が小さい時には,快適な印象を持つ形容語｢なめらかな｣, ｢リ

ズミカル｣や落ち着いた印象を持つ形容語｢おだやかな｣, ｢リラックス｣を評価している一方,交通

流率の増加に伴い,拘束された印象を持つ形容語｢ぎくしやくした｣, ｢きゅうくっな｣, ｢息苦しい｣,

｢ゆとりない｣を評価する傾向があることが分かる.

表4.4 各印象の主成分分析結果

車線 主成分 国有値
寄与率

(%)

累積

寄与率

(%)

固有ベクトルの大きい形容語

(上位4語)
解釈

上

り

第1 7.63 36.3 36.3
リラックスした,ゆつたりした,

安全な,マイペースな
安心感

第2 2.56 12.2 48.5
単調な,監視された,人工的な,

地味な
道路構造評価

第3 1.37 -:-.6.50 ′55二0
明.るい,単調な,見通しの利く,

静かな
視認性

第4 1,23 5.80 60.8
美しい,上りがちな,豪華な,リ

ズミカルな
美的感覚

下

り

第1 5.89 28.0 28.0
きゆうくつな,息苦しい,閉鎖的

な,親しみにくい
負の安心感

第2 3.20 15.3 ~■43.3■
地味な,静かな,-おだやかな,単

調な
道路構造評価

第3 1.51 7.20 50.5
リズミカルな,人工的な,モラル 運転マナーの

のない,監視されていない 悪さ

-第4
1.46 7.00 57.5

モラルのある,監視された,単調

な,安つぽい
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4.5.3 主成分分析による各種印象の集約

各形容語対の評定値を集約するために,それを変数とした主成分分析を行う.上下線別の第1-4

各主成分と,固有ベクトルの大きい形容語,それに伴う各主成分の解釈を表4.4に示す.上下線と

も第4主成分までの累積寄与率は60%程度となり,第5主成分以下の寄与率は5%未満と′小さい.また,

各主成分の解釈は上下線ともに,第1主成分は安心感,第2主成分は道路構造である.第3,第4主成

分の解釈は上下線で異なるが,その寄与率は上下線いずれも第1,第2主成分と比較して小さい.

4.6交通状況-ドライバーの印象一満足度の関係分析

ここでは,以上で定量化されたドライバーの満足度,各種の印象と,それに影響を及ぼす交通状

況との対応関係を,重回帰分析や相関分析により把握する.

4.6.1ドライバーの満足度と印象との関係

被説明変数を4.4で求めた満足度得点,説明変数を4.5の主成分分析による第l-第4主成分として,

上下線別に重回帰分析を行った結果を表4.5に示す.上り線では第1主成分(安心感)が満足度と相関

があり,下り線は第1主成分(負の安心感),第3主成分(運転マナーの悪さ)と相関があることがわか

る.下り線のみ第3主成分が含まれた理由として,下り線では渋滞流時の走行サンプルが多かった

ことが考えられる.

表4.5道路交通に対するドライバーの印象と満足度との関係の重回帰分析結果

<上り線>

R2値o.52,サンプル数64

説明変数 係数(t値)

定数項 1.99(24.8)

昇1主成分
■0.259(8.23)安心感

<下り線>

R2値o.55,サンプル数64

説明変数 係数(t値)

定数項 1.86(25.3)

第1主成分
-0.279(-8.27)(負の安心感)

第3主成分
-0.l66(-238)(運転マナーの悪さ)
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4.6.2交通状況とドライバーの印象との関係

満足度と相関のある主成分を構成する形容語と,走行実験データ及び車両感知器データから得ら

れた実交通状況との相関関係を,上下線別に示したものが,園4.6,園4.7である.図中の数字は相

関係数,または固有値を表す.

(1)上り線(図4.6)

交通状況のうちドライバーの満足度に最も影響を及ぼす変数である15分間交通流率が,ドライバ

ーの印象とも相関が高くなっている.また,平均地点速度とドライバーの印象との相関が高いこと

にも注意が必要である.サービス水準指標に関連して｢速度｣をどのように定義すべきかについては,

一般に｢地点速度｣ではなく｢旅行速度｣を用いるべきと考えられることが多いが,本研究の結果はこ

れと逆になっている.つまり,今回の実験のような短区間の走行では,ドライバーは走行全体の速

度の印象ではなく,局所的な速度の印象によって満足度を評価していると解釈される.

(2)下り線(図4.7)

ミクロな交通特性である追従走行時間比率(追従時間/旅行時間)が,交通状況の印象と高い相関を持

っている.これは,下り線の午後の実験時間帯は,ほとんどのサンプルが追従状態を伴いやすい

3,500【pcu/時/2車線】以上の交通状況であったためであると考えられる.つまり,交通量が多い場合

には,追従走行の状況がドライバーの印象や満足度に大きな影響を及ぼすことがわかる.

図4.6交通状況指標と印象の関係(上り)
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図4.8 15分間交通流率と平均満足度の関係

4.7ドライバー満足度に基づくサービスの質の定量化

4.7.1自由流におけるドライバーの満足度評価に基づいたLOS設定と交通状況との対応

以上の分析により,ドライバーの満足度を説明する交通特性指標と,その満足度評価を形成する

印象要因が明らかとなった.これらのうち,ドライバーの満足度にとりわけ大きく影響を与える代

表的交通特性指標である交通量に着目し,各交通量レベルにおける平均的な満足度を推計する.
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表4.6 平均満足度評価に対応した具体的交通状況

平均満足度

評価

車両感知器データ 運転挙動データ

(マクロ交通特性) (ミ~クワ交通特性)

交通量-

交通容量比

v/c

車線間速度追越車線利

走行(追越)

車線時間 ､.平均旅行-追従走行時
追越回数

比率

(回収m)
差(knJh) 用率 オキュパン

シ†(%)

速度(bn瓜) 間比率

やや満足 0.28 ≧19 o｣30 6(3) ･≧100 0.20 0.16

普通 0.60
=>l8

0.52 8(6)
.≧96

0.47 0.19

やや不満 0.85 ≧14 0.57 ll(12) ≧91 0.75 0.15

容量状態 1.00 ≧4 0.52 26(29) ≧64 0.92 0.13

500[pcu/時/2車線]単位で区分した各カテゴリーの平均15分間交通流率(q)と,各カテゴリにおける平

均満足度得点レ)の関係を回帰分析した結果を図4.8に示す.両者の間には高い相関が認められる.

この推計式により,各満足度評価に相当する15分間交通流率を求めることができる.

そこで,ドライバーの満足度評価をLOSの評価指標と捉え,これに対応する交通量一交通容量比

(v/c)とそのときの交通特性を表す各種観測値をまとめたものが表4.6である.これより,各満足度評

価における具体的な交通状況が定量的に明示された.たとえば,ドライバーが｢普通Jと感ずるの

はv/c比がo.6程度のときであり,このとき旅行時間の概ね半分は追従状態で,車線利用率は走行車

線と追越車線でほぼ等しい.また,追従走行を強いられる時間が全体の3/4を超えると,ドライバー

は不満を感じ始めることがわかる.

4.7.2 平均満足度評価によるLOSと既往設定値との比較

各平均満足度評価に応じたv/cと,アメリカHCMのLOSl)ぉよび日本の｢計画水準｣においてそれ

ぞれ設定されているv/cを比較したものが図4.9である.ドライバーの満足度からアメリカでの設定

値を評価すると, LOS A(v/c-0.28)は満足度｢やや満足｣に概ね相当し,フリーウェイの計画･設

計の指標として用いられているLOSB(v/c-0.44)は｢普通｣ - ｢やや満足｣に,またLOSCは｢普通｣

-

｢やや不満｣に相当する.一方,日本の場合,多くの都市間高速道路の指標値として用いられて

いる計画水準1(v/c-0.75)は｢普通｣ -｢やや不満｣に,計画水準2(v/c-0.85)は｢やや不満｣に概ね相

当する.

以上のことから,ドライバーの立場からみれば,アメリカのフリーウェイは概ね｢普通｣の評価

が得られる運用状態であるものの,日本の都市間高速道路では｢やや不満｣気味の評価となる.
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0.28 0.44 0.66 0.84 1.00

HCM 1997★

計画水準

平均満足度

0.28 0.60 0.85 1.00

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

交通量一交通容量比 th(c 'fne-j7ow speed-65mph

図4.9 平均満足度によるv/cと既往設定とのtヒ較

4.7.3 平均満足度評価に基づく必要車線数の試算

最後に,ドライバーの満足度評価に基づくLOSを用いて必要車線数を試算し,現行の計画水準に

よる算定値との比較を行う(表4.8).算定に際しては,今回の実験区間のAADT-94,111【台/日】, K

値-7.2%, D値-56.4%を用いた.これより,ドライバーが｢やや満足｣と評価する場合の必要車

線数は12車線(片側6車線)となる.このように,ドライバー主観のみによりLOSを設定し,これを適

用して道路整備を行うと,莫大な事業費が生じることが避けられない.

表4.8 各サービス水準に応じた必要車線数

サービス水準
交通量-交通容量比Ⅴ/c

必要となる車線数

(片側車線数)満足度評価 計画水準

やや満足 0.28 12車線(6車線)

普通 0.60 6車線(3車線)

1 0.75 6車線(3車線)
やや不満 2 0.85 4車線(2車線)

4.8まとめ

本章では,都市間高速道路単路部における交通状況を,ドライバー満足度の観点から定量的に評

価し,満足度と交通状況との関係を明らかにした.さらに,満足度を構成する各種の印象について

も調査を行い,交通状況がドライバーの印象や満足度に影響を及ぼす構造を把握した.また,満足

度評価に基づいたLOSの設定を試み,既往設定値との比較評価を行った.その結果,以下の点が明

らかになった.
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1)ドライバーの満足度は,自由流状態では主に15分間交通流率によって大きく影響を受けるが,

このほか車線変更回数や追従走行時間,運転経験などによっても左右される.

2)ドライバーは,交通量レベルが低いときには快適な印象を,逆に,大きくなってくると拘束

された印象を強く感じる.

3)ドライバーの満足度向上に大きく寄与する印象は｢リラックスした｣,｢ゆったりした｣などの

｢安心感｣を与えるものであり,これらは15分間交通流率の低下や旅行速度の向上と相関が

高い.

4)交通量が多く渋滞が起きやすい状態では,追従走行の状況が満足度や印象に大きく影響する･

5)現在の日本の高速道路における30番目時間交通量時における交通状況に対しては,ドライバ

ーの満足度は｢やや不満｣のレベルにあると評価されるが,ドライバーを満足させるよう道

路を設計するとかなり過大な設計が避けられない.

一般に,ドライバーの満足度に影響を及ぼす交通状況は,道路の幾何構造によっても大きく左右

されると考えられる.しかしながら,今回の調査では,実験対象区間が1ケ所の.みであったために,

道路幾何構造の違いがドライバーの満足度に与える影響を分析できなかった.そのため,今後は幾

何構造の異なる区間についても分析を行うとともに,様々な個人属性のサンプルを用いて一般化す

ることが必要である.また,交通運用に際して重要な位置を占める,渋滞流における交通状況の評

価も大きな課題である.
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ABSTRACT

This study tries to assess the quality of service ofa basic motorway section based on the

driver's perceptlOn, Which is one of the noticeable concerns in the discussi6n on the

quality of service･ A field driving survey ln arural motorway section is conducted, in

order to collect data on driver's degree of satisfaction under various trafBcflow

conditions. It is further analyzed how these measured values of degree of driver's

satisfaction relate to the trafRc now conditions and driving behaviors, and the

inte汀elationsbip among them is quantitatively described･

I. INTRODtJCTION

The examination of the quality of service is an essential procedure in the plannlng and

operational analysis of the trafRc stream on highways･ Whatever measure of

effectiveness is used to characterize the quality of service, describing a trafnc condition

related to such percept10n Of highway users as freedom to maneuver or comfort is one

or the noticeable concems.

In the discussion on the level or seⅣice in the HCM (TRB 1998),the u㌍rs'perception
or seⅣice quality lS COnSiderably described, as well as several operatlOnal variables･

However, the individual driving behavior and comfort under a tra氏cflow condition are

not necessarily expressed in a quantitative manner･

On the other band, any concepts or quality or seⅣice are not appropnately considered

in the Japanese procedure (Japan Road Association 1983, 1984)･ Three =planning

levelsn by classification of highways are prepared and the corresponding volume-to-

capacity (v/c) ratios are used in the planning analysis of basic highway sections･

However, this is only for convenience and even concrete trairlCflow conditions are not

clearly described in each planrung level.

This study tberefbre tries to assess quantitatively the quality or seⅣice in a basic

motorway section based on the degree of driver's satisfaction as an indicator which

represents driver's comfort･ In order to collect data on driver's percept10n under

various trafhcflow conditions, a丘eld driving survey ln arural motorway section is
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Fig･l
-Assumed

Structure of仙CatJSe and EfrectII Relationship between DriversI

Perception of TrafrJC FIow Conditions and Driving Behavior

conducted･ It is further analyzed how these measured values of degree of driver's

satisfaction relate to the trafBcflow conditions and driving behaviors.

2. METIIODOLOGY

2･1 "Cause and Effect" Structure between TrafrIC plow Conditions and Driving

Behavior

Anassumed structure of
=cause

and etfect= relationship betweeh drivers'perceptlOn Of

trafBcflow conditions and driving behavior, as shown in Figure 1, is considered in this

study･ The stmcture is cyclical. Each vehicle generates c)血croscopic
behaviors such as

lane changing and a?celeration/deceleration,according to b) degree of driver's

satisfaction to therunnlng COndition･ The accumulation of these microscopic behaviors

further result in a a)macroscopic trafBc now condition. The major concernofthis study
is to quantitatively analyze the inte汀elationsbip among these elements･ The macroscoplC

trafRcflow conditions are observed by vehicle detectors and by video cameras. The

data on the degree of satisfaction and the microscopic driving behavior are measured by

conductlng a questionnaire survey and a field driving survey to drivers, respectively,

under various free-flow trafrlC COnditions.

2･2 Fie)d Driving Survey and Data Collection

Table 1 summarizes the丘eld driving survey conducted in November 1998. The data

were collected in a 9.3 km_4-lane nlral basic motonⅣay section between an onィamp and
an off-ramp along Tomei Expressway in Japan. Twenty-two subjectvehicles traveled in

turn, on both ways along this section. A video camera was mounted on the navlgatOr's

seat of each vehicle to have the front viwews recorded･ A鮎r every travel from the on-

ramp to the off-ramp, the subjectdriver was made to answer the questionnaire survey

glVen the trafrlCflow condition at the time of passlng. Each trafrlCflow condition was

evaluated uslng 5 classes, namely: "dissatisfied", …somewhat diisatisfied", "medium",

Hfairly satisfled", and usatisfiedM･ During the time of･the field driving survey, traffic

streams were recorded by several video cameras located on a bridge beyond the section.
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The trafrlC VOlume and spot speed were observed by vehicle detectors･

Objective
oco11ectdataontbepercept10nOfdriversandtoobseⅣedriVing

ehaviorundervariousfree-flowtrairlCCOnditions

Roadsection

longTomeiExpressway

astbound:Nagoyaon-ramptoMiyoshioff-ramp(2-lanes,9.3km)

estbound:Miyoshion-ramptoNagoyaoff-ramp(2-lanes,9.3km)

Dafeandtime
ovember27,1998.

5.30a.m.-ll.00■a.m.and2.00p.m.-6.ヨop.m.

Subjectforthe

Survey

4driVers

Staffsandstudentsofauthors'institute,NagoyaUniversity)
Numberor

samples

105traVels

Collecteddata

)Vehicledetectors(numberordetectors:10)

-Trafficvolume,spotspeed,andtimeoccupancybylane
)questionnairesuⅣey

_~Driver'sevaluationofthetrafrlCnOWCOndition

-attributesofthedriver:age,lengthofdrivingexperience,
driving&equency,drivingfrequencyonthemotorways.

-Vebicleattributes:vebicletype,englnedisplacement,vehicle
age,mileage

)VTRmountedontbetestvehicles

-traveltime,numberoflanechanglng,timeofcar-followlng

situationbylane,elapsedtraveltimebylane,etc.
Table I - Summary of the Field Driving Sur'vey

Fig･2 shows the tra氏cflow and speed variation data collected by a vehicle detector in

the corresponding test section on the day of the survey･ It can be conflrmed &om the

figure, that the Geld survey was conducted under various trafrlC now COnditions from

free-flow to near-capaclty.
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Fig. 2 - Flow rate and speed variation on the day of the survey (eastbound)
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3. RELATIONSIIIP BETWEEN DRIVING BEHAVIOUR AND DATA ON

TRAFFIC FLOW CIIARACTERISTICS tJNDER FREE FLOW CONDITIONS

Under &ee-flow conditions wherein motorists can afford to drive to a certain extent as

they like, the degree of driver's satisfaction is revealed as driving behavior, and the

accumulation of the driving behavior further reproduce a trafrlCflow condition･ The

number of lane changlng, elapsed travel time by lane, and time of car-following

situation obtained from the in-vehicle VTR survey are the data collected for driving

bebavior･ In Fig･3, the number or lane changlng lS adopted to describe the microscoplC

driving behavior corresponding to the trafficnow rate and to the lane utilization ratio,

obseⅣed through a representative vehicle detector.

From Fig.3【a],it is obseⅣed that the inner lane utilization ratio is low under the

conditions wherein the 15-min. now rate is less than 1,000 pcunJ21anes, and the

number oflane changing is also few; about 1 or 2 times per lOkm (Fig･3[b])･Asnow

rate increases to over 2,600 pcu/h/2lanes at which lane utilization ratios in both lanes

are balanced, the vehicles change lanes frequently and the spot speed begin to decrease

(Fig.3[c】).Speed at this condition
is around 90km/也.
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4. QUANTIFICATION OF DRIVER'S DEGREE OF SATISFACTION AND

ANALYSES ON ITS FACTORS

4･1 QuantirICation of Driver's Degree of Satisfaction by Method of Successive

Intervals

Data on the degree of satisfaction, which are evaluated丘om丘ve classes by drivers a洗er

driving, are abstract and discrete values. Moreover, the inteⅣals between evaluation

classes are not always constant. In order to resolve these inconveniences and to analyze

these values quantitatively with trafrlC 凸ow and driving behavior data, the results of the

questionnaire are transfわrmed to scores by applying the Method or Successive lnteⅣals

(MSI).

A brief description on the MSI is as follows (Masuyama and Kobayashi, 1989): 1) the

cumulative ratio of the number of samples ip each class i (Pi)is calculated; 2) Pi is

transformed into normalized standard deviatlOn Zi, assuming that the distribution of

drivers'judgement fわllow the nomal distribution (Fig.6).3) The size or each inteⅣal,

Wi is obtained by Zi-Zi_); and 4) the scaled value (S,I),in which size of each interval is

considered, is finally estimated.

The estimated values of each class of the degree of satisfaction, using the procedure

above, are shown in Table 2. Furthermore, these estimated values are transformed into

scores SIOO Whose scale is 0 at "dissatisRed" and 100 at "fairly satisfled=, and are shown

in the lowest row in the table. By the MSI, a score of"satisfled" reaches infinity.From

this result, itis found that the interval between "somewhat dissatisfled" and "medium"

is more or less
greater than the inteⅣals between the others.

degreeofsatisfaction dissatis丘ed
somewhat

dissatisfied
medium fairlysatisfied

estimatedValuebythe

methodorsuccessive
intervals

0 0.62 1.63 2.33

0-100scoreS]oo 0 26.7 69.9 100

Table 2 - Estimated score of degree of driver)s satisfaction by MSI
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4.2 Analysis on the Factors Affecting the Degree of Driver's Satisfaction

In order to clarifytheexplanatory
factors of the scored degree of driver's satisfaction,

multiple regression analysts is conducted, uslng drivers' attributes, microscoplC

behavior indices, and macroscopIC tra氏cflow condition data as explanatory variables.
The estimated result is shown in Equation (1).

S1.. =1.46×102 +26.8×dex+17.6×Peq-2.19×10~2×q15 -20.9×tfol-5.23×lchg (1)

[t-13.0】 【4,6] [3.2】 ト6.9] ト2.5] ト2.3】

(R2-o.55,number orsamples: 82)

wb ere

S) oo

dex :

jieq:

q)5:

tfol:

O1100 scored satisfaction degree

driving experience dummy variable (1: < 2 years, 0:
othenⅣise)

driving frequency dummy variable (1: -<once a week, 0: otherwise)
15-min.flow rate [pcunl/21anes]
time ratio of car-followlng Situation in outer lane

(car-followingtime / travel time)
lchg: number oflane changlng

From the slgnificant parameter estimates, the followlng POlntS are Suggested:

1)the factor that most strongly affects the decrease in the degree of driver's

satisfaction is the increase in the tra氏cflow rate;

2) as f♭r driving condition, the number orlane changing and the elapsed time of caト

followlng Sltuation affect the level of driver's comfortability; and

3) a driver who has a shorter driving experience or drives less o洗en tends to

evaluate the trafnc condition in a higher degree of satisfaction.

5. EVALUATION OF HIGHWAY QtJALITY OF SERVICE BASED ON

DRIVER? S DEGREE OF SATISFACTION

5.I TrafrlC FIow Rate versus Average Degree of Satisfaction under Free-now

Conditions

In the previous chapter, lt Was Shown that the driver's degree of satisfaction is strongly

affected particularly by the trafBc且ow rate, even though explained by various factors.

Here, the relationship between traffic flow and degree of satisfaction is analyzed in

order to estimate the average score of satisfaction degree y under general &ee-flow

conditions. To alleviate the dispersion of plots on the plane of 151min.flow rate q

versus score of s?tisfaction degree y due to other affecting factors (ex･attributes of the

subject),the raw data are categorized into each 500 pcunJ2lanes trafrlCflow rate and

the scores are averaged by category. Figure 4 shows the q-y plots. These averaged plots

are used for the regression analysts and the result is as follows:

y=10.00245q+132.1 (R2-o.8662) (2)

Equation (2) makes it
pos;ible

to estimate the trafncflow rate values corresponding to

every degree of driver's satisfaction. The variation of the average score of satisfaction
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degree
estim?ted by Equation (2),as well as the spot speed variation observed by a

representative vehicle detector in the section on the day of suⅣey, 1S Shown in Fig･ 5･

This suggests that the average satisfaction degree do not always corresponds to the

spot speed, since it should be rather related to travel speed in the section.

5･2Level of Service Setting Based on Average Satisfaction Degree and Referred

Trafr)c plow Condition

Assumlng that every classification of the average satisfaction degree, which renects

trafrlC now condition (eg."medium", "rather satisfied",
…)

isりSed as the threshold of

level of service, the corresponding v/c ratio values are estimated･ The estimated v/c

ratios are summarized in Table 4, in combination with several indices, which represent

macroscopIC and microscopic trafrlC Characteristics･ This table makes it possible to

specifically refer to concrete driving conditions at each class of the average satisfaction

degree･ For example, drivers begin to feel somewhat dissatisfled, when the inner lane

utilization ratio is over 0.52. Under this condition, drivers fわllow the leading vehicle fわr

about a balrofthe total travel time and they change their lane l･9 times per lOkm on

the basic motorway sections.

48



average

satisfaction
degree

macroscoplCCharacteristics 血croscoplCCbaracteristics

v/cratio

Speed

difference

between

twolanes

[km/h]

Ⅰnnerlane

utilization

ratio

Time

OCCupanCy

inouter

1ane【%】

Travel

speed

【km/b]

Timeratio

orcaト
followlng

sltuat10n

Number

orlane

changlng

from

outerto

inperlane

【/km】

fairly

satisfied

0.28 >19 0.30 6(3) >100 0.20 0.16

medium 0.60 >18 0.52- 8(6) >96 0.47 0.l9

somewhat

dissatisfied
0.85 >14 0.57 ll(12) >91 0.75 0.15

atcapaclty 1.00 >4 0.52 26(29) >64 0.92 0.13

Table 4 - Interrelationship among average satisfaction degree, tramc now

characteristics, and driving behavior

HCM 1997*

Plannmg level

Avg. satisfaction deg.

+jiee-jlowspeed- 65mph

0 0.2 0.4 0.6 0.$ 1

v/c ratio

Fig.6 - Comparison of v/c values based on average satisfaction degreewith

conventional values

5.3 Comparisonwith Conventional Set ofv/c Values

In Fig.6, the estimated v/c values, to which each of average satisfaction degree

co汀eSpOnds, are compared with the conventional values set by LOS in the HCM and
Japanese Planning Level. LOS B (v/c-0.44)of HCM is positioned at "medium", and

LOS C (v/c-0.66)corresponds more or less to "somewhat dissatisfied". On the other

hand, the maJOrlty Of drivers feel "somewhat dissatisfied" under the trafrlC now

condition of v/c-0.75, which is applied to almost all of the Japanese interclty

motonvays as Plannlng Level 1 in the design procedure.

5･4 Trial Estimation of Required Number of Lanes by Average Satisfaction

Degree

Finally, the required number of lanes is estimated, for the section which the survey was
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conducted, as a case study employlng the v/c ratio based on the average satisfaction

degree･ For calculation, values of AADT-94,111, K-0･072, D-0･564, which are

obseⅣed in the suⅣey section, are used. Table 5 summarizes the result.

It is fわund that the suⅣey section should be widened to 12 lanes (6 lanes in each

direction),so that drivers may.evaluate the trafrlCflow condition as "fairly satisfied"･

Thus, 1t Cannot be helped investlng enO-OuSly, if highways are designed employlng the

v/c value that is set only &om a viewpolnt that assures higher satisfaction degree of

drivers.

Averagesatisfaction
Conventional

Plannlng

Level

v/cratio
Requirednumberoflanes

degree (foronedirection)

fairlysatisfied 0.28 12(6)
Medium 0.60 6(3)

1 0.75 6(3)

somewhatdissatisfied 2 0.85 4(2)-actual

Table 5 - Required number of lanes by average satisfaction degree -

a case study

in the rleld survey section
-

6. CONCLtTSIONS

In this study, trafBcflow conditions in a basic interclty motorway Section were

evaluated &om theviewpolnt Of driver's degree of satisfaction, and the interrelationship

among trafBcflow conditions, driving behavior, and degree of satisfaction was clariBed･

It was found that the factor that most strongly affects the degree of driver's satisfaction

is trafRcflow rate. The number of lane changlng, the elapsed time of car-followlng

situation, and the driving experience also affects the evaluation oftrafrlC COndition･

In addition, settlng the level of service based on the average satisfaction degree was

tried and was compared with the conventional ones･ The result suggests that the cu汀ent

trafficcondition in Japanese motorways hardly satisfythedrivers generally･

It is considered that degree of driver's satisfaction must be also affected by geometric

conditions･ However, sensltlVlty tO this effect could not be analyzed adequately, since

the fleld driving survey was conducted in only a certain basic motorway section･ It is

stillnecessary to clarifytherelationship between driver's satisfaction and geometric

conditions, as well as the generalization or the study in employlng Varieties or samples

in various attributes. Furthermore, evaluation of congested trafrlC 凸ow, which is more

important in the operational analysis, should also be investlgated･
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