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Ｔ型交差点における飽和交通流率に関する研究
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と基本値よりかなり小さい値となった。小型貨物車の

現在のマニュアルでは１）、２）、信号交差点の飽和交通

乗用車換算台数を計算すると 1.13 程度となった。小型

流率の基本値は左折車線、右折車線は 1,800 pcu／青 1

貨物車の混入率により飽和交通流率が変化すること、

時間と定められているが、これは大都市部の中規模以

対象交差点における小型貨物車の混入率にばらつきが

上の十字型交差点の調査結果に基づいて算出されたも

あることを考慮し、以下の分析は乗用車のみのサンプ

のである。Ｔ型交差点ではこのデータがそのまま使用

ルで比較した。なお、大型車の乗用車換算台数は右折

できるかどうかは確かではない。また、十字型交差点

が 1.35 で左折が 1.36 であった。右折は、左折よりも

では、さまざまな研究が行われているが、Ｔ型交差点

飽和交通流率は高くなる傾向があるが、この交差点で

では研究事例が少ないのが現状である。本研究では、

はほぼ同じ値となった。

Ｔ型交差点の従道路流入部において調査、分析を行い

（２）１車線で横断者の影響のない交差点（大和田新

Ｔ型交差点の飽和交通流率の実態を把握することを目

田交差点）

的とする。

車線幅員は 2.8ｍと比較的狭い交差点である。乗用

２．調査概要

車のみの飽和交通流率を表−２に示す。

調査地点は、横断者の影響の有無、流入部の車線数

表−２ 乗用車のみの飽和交通流率

及び車線幅員を選定条件として以下の４交差点を選定
した。

車種

サンプル数（台）

平均車頭時間（秒）

飽和交通流率（ pcu／青１時間）

乗用車のみ

211

2.26

1,600

飽和交通流率はやはり基本値を下回るものの、乗用

（１）横断者の影響のない交差点
①２車線（さつきが丘団地北交差点）

車のみの飽和交通流率はさつきが丘団地北交差点の

②１車線で通常の幅員（ 2.8ｍ）
（大和田新田交差点）

左折の飽和交通流率を上回った。しかし、この交差点

③１車線で広幅員（ 4.3ｍ）（マルエツ前交差点）

の左折率は 20％弱と低い値であった。そこで乗用車の
みのサイクルにおける通過パターン別飽和交通流率

（２）横断者の影響のある交差点

を表−３に示す。

④２車線（八柱駅前交差点）

表−３ 通過パターン別飽和交通流率

この４交差点において平日の待ち行列のある時間帯

通過パターン
サンプル数（台）平均車頭時間（秒） 飽和交通流率( pcu/青1時間）
（先行車−後続車）

に６時間程度、信号現示、停止線通過時刻、横断者数
３．解析結果

右折−右折
左折−右折
左折−左折
右折−左折

（１）２車線で横断者の影響のない交差点（さつきが

通過パターンでみると後続車が左折の場合、右折に

について調査を行った。

112
22
５
26

2.22
2.15
2.29
2.27

1,630
1,680
1,570
1,590

比べ飽和交通流率が約 100 pcu／青１時間低下した。

丘団地北交差点）
解析は原則として８台以上の待ち行列のあるサイク

この交差点では右折の方が左折よりも飽和交通流率

ルを使用し、青時間開始から３台を除いて平均車頭時

が高いと考えられる。このことからさつきが丘交差点

間を求めて飽和交通流率を算出した。表−１に算出結

よりも飽和交通流率が高くなっていると考えられる。

果を示す。

なお、大型車の乗用車換算台数は 1.38 であった。
（３）車線の広い横断者の影響のない交差点（マルエ

表−１ 乗用車のみの飽和交通流率
方向

車種

サンプル数（台） 平均車頭時間（秒）

左折

乗用車のみ

215

2.39

1,500

右折

乗用車のみ

29

2.36

1,530

ツ前交差点）

飽和交通流率（ pcu／青１時間）

車線幅員が 4.3ｍと広いため乗用車が並走可能な交

乗用車のみの飽和交通流率は 1,500 pcu／青１時間

差点である。分析は一列のみサイクルと並走車両があ
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るサイクルに分けて行った。表−４に算出結果を示す。
表−４ 乗用車のみの飽和交通流率
通過パターン

車種

一列

乗用車のみ

26

2.02

1,780

並走

乗用車のみ

６

1.63

2,210

サンプル数（台） 平均車頭時間（秒）
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（２）大型車の乗用車換算係数
大型車の乗用車換算係数を比較したものを表−５に
示す。

飽和交通流率（ pcu／青１時間）

表−５ 乗用車換算係数

一列の場合飽和交通流率は基本値に近づき、大和田

交差点の形状

新田交差点と比較して 180 pcu／青１時間大きくなっ

２車線で横断者の影響がない交差点

大型車の乗用車換算係数
左折

1.36

右折

た。これは広い車線幅員が影響を及ぼしているといえ

1.35

１車線で横断者の影響がない交差点

1.38

上記３つの値に大きな違いはなく、いずれも 1.4 程

る。並走の場合は、さらに飽和交通流率が大きくなり、
一列に比べて 430 pcu／青１時間上回った。

度と現在使われている 1.7 を下回る値が算出された。

（４）２車線で横断者の影響のある交差点（八柱駅前

（３）右折と左折の比較
右折と左折の比較は、サンプル数が少なく十分な検

交差点）
八柱駅前交差点では横断者により車両の通行が遮断

討ができなかったが、大和田新田における通過パター

されてしまうため、７、８台も捌くことができない。

ン別でみると、後続車が左折のほうが若干小さな値と

１台目の停止線通過時刻と最後尾車両の停止線通過時

なった。これは左折の回転半径が右折よりも小さいこ

刻から飽和交通流率を算出した。図−１は乗用車のみ

とから、影響が出たと考えられる。

のサイクルの横断者の人数とその時の右折と左折の飽

（４）横断者の影響

和交通流率を示す。なお、飽和交通流率算出の際に、

横断者が多くなるにつれて、飽和交通流率が低下し

発進損失としてさつきが丘団地北交差点の解析から算

た。横断歩道長（車線数）により異なると考えられる

出された値、左折 1.79 秒、右折 1.37 秒を使用した。

が、本研究（横断歩道長 10.0ｍ）では横断者が 15 人程
度以上になると、車両が捌ける時間というのは横断者
用信号の赤開始から車両用信号の黄開始までの時間し
か確保できなくなる。その時間というのは交差点ごと
にそれほど差がないため、飽和交通流率も横断者のあ
る人数を超えると一定に近づくと考えられる。
５．まとめと今後の課題
飽和交通流率の値は、 1,500〜 1,600 pcu／青 1 時
間とマニュアルの基本値を 200〜 300 pcu／青１時間
下回った。

図−１ 横断者の人数と飽和交通流率の変動

大型車の乗用車換算係数は、マニュアルでは 1.7 と

左折では飽和交通流率は横断者の増加とともに低下

されているが本研究では 1.4 と下回った。

しており、低減率は横断者の増加とともに低下した。

右折と左折の飽和交通流率については、右折が左折

さらに、横断者が 15 人以上になると飽和交通流率はほ

を上回る傾向にあった。

ぼ一定になった。

横断者が増加するにつれて、飽和交通流率は低下し、

右折では、左折に比べて横断者が少ないサンプルし
か得ることができなかったが、左折と同様の傾向があ

横断者がある程度の人数（本研究では 15 人）を超える

った。

と一定値に近づく傾向にあった。
今後の課題として、他の交差点や同様な形状と環境

４．解析結果の分析

を持ち備えた交差点を複数調査することで、多くのサ

（１）車線数と車線幅員

ンプルを収集する必要がある。

２車線流入部の 1 車線当りと１車線の流入部の飽和
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