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自転車は交差点では
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日本 では、自転車 が 関係 する 交
通事故が年間約 10 万件発生してお
り、実にその 7 割が交差点で起きて
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▪日蘭対比でわかる
自転車レーンに対する考え方の差
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写真②

路地部分手前で途切れてしまう、わずか 写真③ 路地部分でも切れ目がないアムステルダム
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写真① アムステルダムの自転車レーン。自転車 2
台が並走できる十分な広さがある
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写真④ 交差点部分で信号待ちの歩行者が行く手を
遮り、いったん車道通行に切り替えた後に再度自転車
レーンに戻る（東京：環状二号線）

写真⑤ 自転車レーンと歩行者帯が明確に分離され
ているアムステルダムの交差点
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写真⑥ 左から直進・右折自転車 、直進・右折自動車 、左折
自転車、左折自動車の 4 つのレーンに分離

写真⑦ 交差点内にも直進 、左折の自転車の通行帯が
明確になっている
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