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 近年、社会資本整備を行う上で、中長期的に発現するストック効果に注目が集まっている。

しかしながら、その効果の把握については事例主義になりがちであり、地域の関係者間での連

携を進めていくにあたっては実感を持ちにくいものとなっている。本稿では、函館都市圏を対

象に、オープンデータを活用し、容易に基礎的な分析が可能な国土情報ウェブマッピングシス

テムを通じて、高規格幹線道路等の開通と土地利用変化との関係性について考察を試みた。 
 

キーワード：ストック効果、高規格幹線道路、土地利用、国土数値情報  
 
 

1.  はじめに 

 
 近年、社会資本整備を行う上で、中長期的に発現する

ストック効果に注目が集まっており、この効果をより一

層高めるため、計画・整備・供用の各段階での地域・民

間との連携強化の必要性が叫ばれている1)。一方で、そ

の効果の把握については事例主義になりがちであり、実

際に連携を進めるにあたっては地域の関係者間で実感を

持ちにくいものとなっているほか、広域的な観点でみれ

ば、どこか他所にあった事業所が、移ってきただけであ

れば、地域全体あるいは北海道全体にとって、果たして

効果があったのかという疑問も生じる。また、もう少し

範囲を絞れば、郊外の幹線道路沿線の開発が進むことで、

中心市街地の縮退を招き、地域としてはゼロサムではな

いかという声もあるかもしれない。 
しかしながら、道路ネットワークのストック効果は単

にひとつの事業所や施設等の動きを事例的に把握するだ

けでなく、これまでの地域の変化から多様な主体が将来

を考えることで、連携が強化され、より効果を高められ

る可能性があると考えられる。 
これまでに高規格幹線道路等の開通と地域の変化の関

係をとらえた先行事例として、山村ら(1999) 2)、李ら

(2007) 3)、加賀屋ら(2010) 4)、小池ら(2012)5)などがある

が、統計学や計量経済学などの専門的な知識を要するも

のであり、誰もが容易に取り組めるものではない。 
そこで、本稿では、地域・民間との連携のきっかけと

なる基礎的な分析という観点から、函館都市圏の高規格

幹線道路等のこれまでの開通状況と土地利用変化との関

係に着目して、専門的な知識がなくても、オープンデー

タ（国土数値情報）を活用し、より地域で実感しやすい

ものとして容易にとらえられるよう、人口変化等を介し

てとらえるのではなく、土地利用変化そのものと開通状

況との関係（時期、動態など）について考察を試みた。 
 

2.  函館都市圏の道路ネットワーク 

 
本稿で対象とする地域は、図-1に示す開通済みの函館

新道 函館ＩＣ～七飯藤城ＩＣ間、函館・江差自動車道 
函館ＩＣ～北斗茂辺地ＩＣ間、函館新外環状道路 函

館ＩＣ～赤川ＩＣ間の３つの高規幹線道路等の沿線にあ 
 

 

図-1 函館都市圏の道路ネットワーク 
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る函館市、北斗市、七飯町の２市１町の地域とする。 
また、函館都市圏における高規格幹線道路等の整備状

況については表-1に示すとおりであり、各路線の特徴、

近年の整備状況について以下に述べる。 
 
(1) 函館新道 

 函館新道は、函館市から七飯町へ至る延長20kmの国道

５号のバイパス路線である。函館ＩＣ～七飯藤城ＩＣ間

の11kmについては北海道縦貫自動車道に並行する一般国

道自動車専用道路として平成13年３月24日に開通し、国

道５号赤松街道の渋滞が緩和され、函館市及び七飯町市

街地の交通混雑が解消されるなど、大きな整備効果をあ

げている。 

 
(2) 函館・江差自動車道 

 函館・江差自動車道は、函館市から江差町に至る延長

約70kmの一般国道の自動車専用道路である。北海道縦貫

自動車道、函館新道等と一体となって高速ネットワーク

を形成し、近隣主要都市間の交流を促し、重要港湾函館

港、函館空港への物流の効率化と生活の利便性を向上さ

せるとともに、交通の安全性が促進され、防災代替路と

しても有効に機能するものである。 

このうち函館ＩＣ～北斗中央ＩＣ間の8.0kmが平成15

年３月24日に、続く北斗中央ＩＣ～北斗富川ＩＣ間の

4.6kmが平成21年11月14日に、北斗富川ＩＣ～北斗茂辺

地ＩＣ間の5.4kmが平成24年３月24日に開通し、延長

18kmが供用中となっている。さらに先の北斗茂辺地ＩＣ

～（仮称）木古内ＩＣ間の16kmが平成31年度の開通を目

指し、鋭意整備中となっている。 

 
(3) 函館新外環状道路 

函館新外環状道路は、函館ＩＣから函館空港ＩＣへ至

る延長10kmの地域高規格道路である。函館新道、函館・

江差自動車道と一体となって、函館空港及び重要港湾函

館港までのアクセス時間の短縮を実現するとともに、生

活道路の渋滞緩和や物流・観光・産業への貢献が期待さ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れている。このうち函館ＩＣ～赤川ＩＣ間の2.4kmが平

成27年３月14日に開通しており、赤川ＩＣ～函館空港Ｉ

Ｃ間の7.6kmが平成32年度の開通を目指し、鋭意整備中

となっている。 

 

3.  土地利用変化の把握方法 

 
(1)  国土情報ウェブマッピングシステム 

本稿では誰もがアクセス可能なオープンデータ（国土

数値情報）を活用し、専門的な手法を使わずに容易に地

域の状況を把握するため、国土情報ウェブマッピングシ

ステム6)を通じて土地利用変化の把握を試みた。 

 国土情報ウェブマッピングシステムとは、図-2に示す

ように国土数値情報をWebブラウザ上で簡単に閲覧する

ことのできるシステムであり、Webサイトにアクセスし

て、国土数値情報の複数のデータ項目を選択すると、地

図画面上に重ね合わせて表示させることなどができるも

のである。 

  
(2) 対象とする時期 

 高規格幹線道路等の開通と土地利用変化との関係性に

ついて考察するにあたり、対象とする時期として、高規

格幹線道路等の事業化及び開通（暫定部分供用、暫定供 

 

 

図-2 国土情報ウェブマッピングシステム操作画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-1 函館都市圏における高規格幹線道路等の整備状況 

※事業化時あるいは開通時の名称ではなく、供用中あるいは整備中（仮称含む）のＩＣ名にて記載。 

事業化 開通
（年度） （年度）

北海道縦貫自動車道
（に並行する一般国道自動車専用道路）

函館新道
（国道５号）

函館 ～ 七飯藤城 11.0
1976

（昭和51）
2000

（平成12）
（暫定部分供用）

函館 ～ 北斗中央 8.0
2002

（平成14）
（暫定部分供用）

北斗中央 ～ 北斗富川 4.6
2009

（平成21）
（暫定部分供用）

北斗富川 ～ 北斗茂辺地 5.4
2011

（平成23）
（暫定供用）

茂辺地木古内道路 北斗茂辺地 ～
木古内
（仮称）

16.0
1994
（平成６）

－ （整備中）

函館 ～ 赤川 2.4
2014

（平成26）
（暫定部分供用）

赤川 ～ 函館空港 7.6 － （整備中）

備考路線 事業名 区間（ＩＣ名）※
延長
（km）

函館・江差自動車道
（一般国道の自動車専用道路）

函館茂辺地道路
1990
（平成２）

函館新外環状道路
（地域高規格道路）

空港道路
2007

（平成19）
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用を含む）とした。事業化が明らかになることで、整備

に向けた地域の期待感が高まる時期であり、整備を見越

した土地利用が見られ始めることが期待されるためであ

る。また開通については実際の交通流が変化することで、

整備効果を実感し、土地利用にも変化を生じることが予

想されるためである。 

 

(3) 使用する国土数値情報 

 土地利用変化については国土情報ウェブマッピングシ

ステムで活用できる(JPGIS2.1(GML)準拠データ)「土地利

用細分メッシュ」（昭和51年度、昭和62年度、平成３年

度、平成９年度、平成18年度、平成21年度、平成26年

度）を使用し、100mメッシュ毎の土地利用状況を表現し

たものを通じて変化の把握を試みた。また、対象とする

土地利用種別は「農用地（田・果樹園・畑など）」「建

物用地」「その他の用地（運動競技場や学校、港湾地区、

人口造成地の空地等）」とし、対象とする時期と対応す

る国土数値情報との関係は表-2に示すとおりである。 

 なお、国道、道道などの国土骨格については必ずしも

対象とする時期の国土数値情報が揃っているわけではな

いことから当該時期に最も近しい年度のものを使用する

ことを基本とし、開通区間等が明確となるように筆者で

適宜、加筆修正を行った。行政界についても実感を持ち

やすいよう現況の市町界（平成28年度）とした。 

 

4.  把握できた土地利用変化の状況 

 

(1)  初期状態（昭和51年度） 

まず、初期状態として図-3に示した昭和51年度の土地

利用状況を見てみると、函館市の中心市街地、七飯町の

中心市街地のほか、国道をはじめとした幹線道路沿線に

建物用地の利用が多くみられた。 

 

表-2 対象とする時期と対応する国土数値情報 

年度 時期
対応する

国土数値情報
（年度）

- -
1976

（昭和51）

1976
（昭和51）

函館新道　事業化
1987

（昭和62）

1990
（平成２）

函館茂辺地道路　事業化
1991
（平成３）

1994
（平成６）

茂辺地木古内道路　事業化
1997
（平成９）

2000
（平成12）

函館新道（函館～七飯藤城）　開通 -

2002
（平成14）

函館茂辺地道路（函館～北斗中央）　開通
2006

（平成18）

2007
（平成19）

空港道路（函館～函館空港）　事業化
2009

（平成21）

2009
（平成21）

函館茂辺地道路（北斗中央～北斗富川）　開通 -

2011
（平成23）

函館茂辺地道路（北斗富川～北斗茂辺地）　開通
2014

（平成26）

2014
（平成26）

空港道路（函館～赤川）　開通 -  

 

 

(2) ３事業の事業化（昭和51年度～平成６年度） 

 その後、表-2に示した時期のうち、函館新道、函館茂

辺地道路、茂辺地木古内道路と順を追って事業化されて 

いくが、各時期に対応した土地利用状況を見てみたとこ

ろ、明確な変化に見出せなかった。そこで表-2に示した

時期のうち、(2)の時期（昭和51年度～平成６年度）を

通じての変化を確認するために、図-4に示したとおり、

昭和51年度の土地利用状況に平成９年度の土地利用状況

を重ねあわせてみたところ、七飯町では市街地から函館

新道のＩＣへ向かう方向に農用地から建物用地への変化

が見られた。 

また、函館市においては中心市街地から外縁部へと広

がる方向での農用地あるいはその他用地から建物用地へ

の変化が見られた。 

 

(3)  ２事業の開通（平成12年度～平成14年度） 

 続いて、表-2に示した時期のうち、(3)の時期（平成

12年度～平成14年度）にかけての函館新道（函館～七飯 

 

 

図-3 昭和51年度の土地利用状況 

 

 

図-4 平成９年度／昭和51年度の土地利用状況の重ね合わせ 

(1) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

※開通については暫定部分供用、暫定供用を含む。 
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藤城）、函館茂辺地道路（函館～北斗中央）の開通によ

る変化を確認するため、図-5に示したとおり、平成９年

度の土地利用状況に平成18年度の土地利用状況を重ねて

あわせてみたところ、七飯町では引き続き、函館新道の

ＩＣ周辺で農用地から建物用地への変化が見られたほか、

国道５号赤松街道の現道を挟んだ函館新道のＩＣとは反

対側へ向かう方向に農用地から建物用地への変化が見ら

れた。したがって、開通により七飯町の市街地の交通利

便が向上したことで、市街地エリアが拡大したものと考

えられる。 

 函館市では、函館ＩＣ周辺で引き続き、農用地から建 

物用地への変化が見られた。 

 さらに新たに開通した函館・江差自動車道のＩＣへ向

かう方向に農用地あるいはその他用地から建物用地への

変化が見られた。 

 

(4)  空港道路事業の事業化（平成19年度） 

 表-2に示した時期のうち、(4)の時期（平成19年度）

の函館新外環状道路（函館～函館空港）の事業化による

変化を確認するため、図-6に示したとおり、平成18年度

の土地利用状況に平成21年度の土地利用状況を重ねてあ

わせてみたところ、(2)の時期と同様に、変化は明確に

見出せなかった。 

 

(5)  函館茂辺地道路事業の残区間の開通（平成21年度

～平成23年度） 

 表-2に示した時期のうち、(5)の時期（平成21年度～

平成23年度）の函館茂辺地道路の残区間（北斗中央～北

斗茂辺地）の開通による変化を確認するため、図-7に示

したとおり、平成18年度の土地利用状況に平成26年度の

土地利用状況を重ねてあわせてみたところ、建物用地の

増加が顕著な地域は見られなかったものの、一部にその

他の用地が一団として明確になった箇所が見られたこと

から工業団地等の造成・整備が見てとれた。 

 また、土地利用状況に加えて、都市計画区域の線引き

（市街化区域・市街化調整区域）を合わせて表示したと

ころ、建物用地が市街化区域をほぼ占めてしまっており、

これ以上の増加の余地がそもそもなかったことが推察さ

れた。 

 

5.  土地利用変化に対する考察 

 

 国土情報ウェブマッピングシステムを活用して、高規

格幹線道路等の事業化・開通時期と土地利用変化の関係

性を、各時期の土地利用状況の重ねあわせを通じて把握

した結果、本稿では以下の４点が明らかとなった。 

 

・高規格幹線道路等の事業化の時期と土地利用変化との

明確な関係性を見出すことはできなかった。 

 

 

図-5 平成18年度／平成９年度の土地利用状況の重ね合わせ 

 

 

図-6 平成21年度／平成18年度の土地利用状況の重ね合わせ 

 

 

図-7 平成26年度／平成18年度の土地利用状況の重ね合わせ

（都市計画区域の線引き（市街化区域・市街化調整区

域）（平成23年度）を合わせて表示） 
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・高規格幹線道路等の事業化からある程度の事業進捗が

あったと考えられる時期ではＩＣ周辺へ向かう方向に

建物用地の増加が見られた。 

・高規格幹線道路等の開通した区間のＩＣ周辺では引き

続きＩＣ周辺へ向かう方向に建物用地の増加が見られ

たほか、ＩＣからのアクセス至便となった市街地にお

いて、市街地が拡大するかたちでの建物用地の増加が

見られた。 

・建物用地の増加が一定程度進み、市街化区域内で十分

に拡大した場合、それ以上の土地利用変化を見出すこ

とは本稿の把握方法では困難であった。 

 

6.  おわりに 

 

 本稿では高規格幹線道路等の開通に伴う土地利用変化

について、地域・民間との連携のきっかけとなる基礎的

な分析という観点から、専門的な知識がなくても、容易

にオープンデータ（国土数値情報）を活用できる国土情

報ウェブマッピングシステムを通じて考察を行った。 

 高規格幹線道路等の開通状況と土地利用変化の動態に

ついては一定の関係を見てとることができたが、今回土

地利用変化を把握するにあたり、高規格幹線道路等の事

業化・開通時期との関係を見るために、その他の道路事

業あるいは新幹線、鉄道等の整備状況、人口動態、地域

状況、社会経済情勢などは加味せずに単純化した。当然

ながら、土地利用変化にはこれらの影響も考えられるた

め、より精緻な分析を行う上では、これら複数の変化要

因を考慮する必要がある。ただし、複数の変化要因の影

響度合・相関関係を把握するためには回帰分析などの専

門的な知識を要することになり、誰もが容易に扱えるも

のとはなり得ないために、地域・民間の連携のきっかけ

としてはややとっつきにくいものとなってしまうおそれ

がある。 

 また、時系列的に土地利用変化を追ったが、建物用地

については、その用地にある建物が実際に使用に供され

ているのか（あるいは、空き家か）どうか、また用途

（住居か工場か倉庫かなど）は何か、判別できないため、

今回のように市街化区域まで一定程度拡大した場合、そ

れ以降の変化を捉えることは難しく、土地利用変化から

さらに進んで、空間変化（土地利用変化の質）をとらえ

ることは本稿の把握方法では困難であった。 

 今回の考察を通じて、高規格幹線道路等の開通が土地

利用変化をもたらす一因であることは見てとれたことか

ら、今後開通する区間のＩＣ周辺においても今回と同様

の土地利用変化が進む可能性もある。 

一方で、これからの人口減少社会においては、都市計

画的な手法（地域地区制度や立地適正化計画の作成な

ど）によりＩＣ周辺方向への建物用地の増加ではなく、

中心市街地へ回帰する方向での誘導やアクセス経路とな

る道路沿線の開発を上手く行うことや、バス路線の再編

など高規格幹線道路等を利用する交通流を変化させるこ

とで、将来の都市像を変える契機にできることも想定さ

れる。 

したがって、本稿の把握方法による土地利用変化の基

礎的な分析は、多様な主体が将来の地域を考えるための、

地域・民間との連携のきっかけとなりうるものと考えて

いる。 

 さらに、道路の整備効果として、現時点の知見により

十分な精度で計測が可能でかつ金銭表現が可能な、「走

行時間短縮」「走行経費減少」「交通事故減少」の３便

益を費用便益分析の対象としているが、今後は土地利用

変化による副次的な効果も定量的に評価できるようにな

れば、よりいっそう地域・民間にもメリットが感じられ、

連携をしやすくなるものと考える。 

 なお、本稿は筆者個人の見解であり、所属する組織の

見解ではないことを申し添えます。 
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