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スキッドマークによる交差点危険度評価手法に関する研究
A Study on Intersection Risk Evaluation Technique by Skid Marks
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３．解析結果

１． 研究の背景と目的

（１）スキッドマーク数と追突事故件数の相関性

近年では、我が国における全国の死亡事故件数は減

調査結果から得られた各流入部のスキッドマーク数

少しているものの、未だ交通事故件数は微増傾向にあ
る。そのため、早急に交通事故対策を行う必要がある。

と追突事故件数をまとめたものを表－２に示す。

交通事故対策を行う際の交差点選定条件に交通事故件

表－２ スキッドマーク数と追突事故の関係

数が多く用いられるが、長期的にデータを収集しなけ
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ればならない。一方、既往研究 1)より、スキッドマーク
の特徴（表－１参照）が明らかにされ、短期的、客観
的にデータを収集でき、交差点危険度評価に使用でき
る可能性が示された。
表－１ 既往研究で明らかにされた項目
①スキッドマークは錯綜との関係が認められた。
②スキッドマークは周辺状況の変化がなければ
常に同様のサンプルを収集できる。

*ＳＭ：スキッドマークを表す

③スキッドマークの付着は、施設出入口や合流部周辺等、
錯綜事象が発生している箇所に集中している。

同表より、第１回と第２回共にほぼ同様のスキッド

④付着したスキッドマークの約５割は２週間以内に消滅する。

マーク数が得られたので、合計したスキッドマーク数

⑤スキッドマークの消滅周期と交通量レベルは関係ない。

を以後使用する事にした。合計したスキッドマーク数

⑥スキッドマークの消滅数に降雨は関係しない。

と追突事故件数の相関係数を表－３に示す。

本研究では、千葉県の追突事故多発交差点を対象と

表－３ スキッドマーク数と追突事故件数の相関係数

して、スキッドマーク付着状況と過去３年分の追突事
故件数の分析を行い、さらに交差点チェックシート

相関係数

サンプル数

全流入部

0.51

13

全交差点

0.47

７

2)

を照らし合わせ、スキッドマークによる危険度評価手

同表より、全流入部と全交差点の相関係数は約 0.5

法の有効性について検討を行った。

と、さほど高くない結果となった。

２．調査の概要

（２）交差点調査結果

本研究では、千葉県警ホームページの「交通事故多
発交差点ワースト 50」より、スキッドマーク調査が可

交差点現況図を基に、スキッドマーク付着状況、交

能な追突事故多発交差点を調査地点とした。調査地点

差点チェックシート、追突事故発生箇所、流入部の写

は①松戸隧道交差点（国道６号）、②七畝割交差点（国

真を用い、全流入部について分析を行った。

道６号）
、③北松戸駅前交差点（国道６号）、④柏交差

スキッドマークの本数が同数にも関わらず、追突事

点（国道６号）
、⑤稔台駅前交差点（県道 261 号）、⑥

故件数の多い下り流入部と、少ない上り流入部がある

南柏交差点（市町村道）、⑦イトーヨーカドー前交差点

松戸隧道交差点（図－１参照）について違いを検証す

（国道 357 号）の７交差点 13 流入部とした。

る。現況図より、追突事故が多発している地点（

の

中）において、スキッドマークが多く付着している事

スキッドマーク調査と交差点チェックシートによる

がわかる。

調査を１ヶ月間隔で２回行った。スキッドマーク調査
では、スキッドマーク付着位置、付着長、付着車線の

下り流入部では、２車線目が右折車両で滞留してい

データを収集した。交差点チェックシートでは、現場

る事（Ａ、Ｃ、Ｆ、Ｇ）により、後続直進車両が無理

で道路幾何構造、道路付属施設、交通信号制御、交通

な車線変更をしている事がわかる。また、その地点で

流の状態についてチェックシートの４項目に基づきチ

スキッドマークが多く付着していた。これにより、追

ェックを行った。

突事故への危険性が高い事がわかる。ここで交差点チ
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ェックシートに着目すると、スキッドマークと関係す

５．結論

る交差点チェックシートの視認性や道路線形等の様々

（１）スキッドマークについて

な項目が指摘された。

・スキッドマークの付着状況は月に１回程度の調査で、
充分把握できる。

上り流入部では、停止線がトンネル出口に設置され

・滞留車両が多い地点でスキッドマーク数が多い傾向

ている事により、交差点の認識が悪い事（Ｉ）がわか

が見られる。

る。しかし、下り流入部と異なり、交差点チェックシ

・スキッドマーク付着長は、道路区分、道路勾配、追

ートの指摘項目が視認性だけと少ない。よって、追突

突事故件数に関係が見られなかった。

事故件数は少ないと考えられる。

（２）交差点チェックシートについて

以上の結果、スキッドマーク数が同じでも追突事故

全流入部の交差点チェックシート結果より多い項目

件数が大きく異なる場合があるので、交差点チェック

を表－５に示す。

シートを併用して補完を行う必要がある。

下り

上り

表－５ 交差点チェックシート項目
順位
１
３

スキッドマーク数：21本

下り

東京
Ａ～Ｇ
22件

N

Ｈ～Ｌ
凡例：

上り流入部
＜道路状況＞

Ａ．右折専用車線の無い２車線道路
…２車線目が常に滞留している。

＜道路幾何構造チェックシート＞
Ｂ．トンネルが交差点部の視認性を妨げている。

交差点への進入速度は速くないか。
右左折車による車線閉塞がしばしば見られないか。

10
８
７

６

その他交差点部の視認性を妨げるものがないか。

４

車群を中断するようなオフセットではないか。
交差点内で錯綜がないか。
交差点手前が曲線区間となっていないか。
交差点群がサグｏｒクレストになっていないか。

３
２

同表より、交差点チェックシート項目を見ると、交
差点状況や、追突事故の具体的要因が抽出されている。

追突事故多発地点

下り流入部

規制速度を超過した交通が大半をしめていないか。
対向車両の見通しが十分か。

流入部付近に細街路がないか。

９

上り
スキッドマーク数：18本

＜道路状況＞

サンプル数
（全流入部：13）

５

７

至 柏

至

３件

交差点チェックシート項目

（３）交差点危険度評価について
スキッドマーク数が多い流入部では、追突事故件数

Ｈ．上り勾配。

も多い事がわかった。よって、スキッドマークは短期

Ｉ．停止線がトンネル出口で交差点の認識が悪い。

間で交差点の危険度評価に用いる事ができる。しかし、

＜道路付属施設のチェックシート＞
Ｊ．予告灯器の必要性あり。

道路線形に明らかな特徴がある流入部では、交差点チ

Ｃ．車両の走行軌跡と車線マーキングがマッチしていない。 Ｋ．信号機はドライバーから認知が不十分。

ェックシートを用いる必要がある。
Ｄ．細街路がある。
⇒細街路からの流入交通は少ない。

＜交通流の状態のチェックシート＞
Ｅ．交差点への進入速度が非常に高い。

スキッドマークから追突事故の具体的要因までは解
＜交通流の状態のチェックシート＞

明できないため、交差点チェックシートを併用する事

Ｌ．交差点への進入速度が非常に高い。

により、より効果的な交差点危険度評価が可能である。

Ｆ．右折車による車線閉塞がしばしば見られる。

また、従来のアンケート手法を組み合わせる事でよ

Ｇ．右折、左折のための無理な車線変更が見られる。

り効果的な分析が可能であると考えられる。

図－１ 松戸隧道交差点の分析結果

６．今後の課題

以上の事より、松戸隧道交差点下り流入部を除いて、
再度相関係数を算出したものを表－４に示す。

本研究では、７交差点の内、県道、市町村道のサン

表－４ 特異流入部を除いた相関係数

プル交差点が少ないため、サンプル交差点を増やし、

松戸隧道交差点下り流入部を
除く流入部

相関係数

サンプル数

0.88

12

交差点危険度評価手法の適用性をさらに明確にする必
要がある。
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