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容量制限付分割配分法を用いた災害発生による交通への影響予測
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火山噴火時の影響エリアを設定する。

自然災害による道路網の寸断は交通及び地域産業に

また、現時点における対象活火山周辺の交通ネット

多大な影響を及ぼすため、道路網寸断による交通流の

ワークの状況を JR も含めて整理し、対象活火山噴火

変化を捉えておくことは、都市間の連絡性や時間信頼

時における影響路線を把握する。

性を予測する上で非常に重要である。

（３）交通流変化の推計

そこで本文では、北海道駒ヶ岳が噴火した場合の道

交通量推計の諸条件を整理し、対象活火山の噴火に

路ネットワークへの影響をハザードマップから想定

より、道路が途絶した場合の交通量推計を行う。推計

し、噴火時の迂回交通や時間距離の変化を予測した。

年次としては、現在及び将来（概ね１０年後）を想定し、

更に、通常時と噴火時の交通流の変化より、道路利用

各年次における通常時と噴火時の交通量推計を行う。

者等の経済損失額を算定した。

また、交通量推計の結果から、通常時及び噴火時にお
ける路線別交通量の増減の把握、混雑度の把握、主要

２．研究の内容

OD ペアの時間距離の変化等、駒ヶ岳噴火による交通

本研究の内容は下図に示す４項目から構成される。
以下に項目毎の作業内容を示す。

流の変化を推計する。
（４）経済損失額の算出
前項までの検討を基に、駒ヶ岳噴火に伴う道路途絶
による道路利用者の損失額を算出し、さらに、JR や
航空機に及ぼす影響についても推計を行う。
３．活火山の選定
北海道には１５の活火山があり、活動が活発な駒ヶ
岳、有珠山、樽前山、十勝岳、雌阿寒岳の５山は、２４
時間観測態勢がとられている「常時観測火山」である
（図−２、表−１）。
本研究においては、５つの常時観測火山のうち、駒

図−１

作業フロー

（１）活火山の選定
道内に存する１
５の活火山のうち、常時観測を行って
いる５つの活火山
（駒ヶ岳、樽前山、有珠山、十勝岳、
雌阿寒岳等）の概要（噴火履歴、被害状況の経緯等）
を把握し、対象とする活火山を選定する。
（２）路線への影響把握
対象とする活火山のハザードマップ等から、降灰、
火砕流、土石流、泥流等の被害状況を整理し、対象活
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図−２

北海道内の活火山
４
１

表−１

北海道内の常時観測火山の概要

ヶ岳を対象活火山として選定した。
駒ヶ岳は２
０
０
０年以降も小噴火や火山性微動が数回観
測されている活発な火山である。周辺の交通ネット
ワークは、札幌と函館を結ぶ一般国道５号や一般国道
２７８号が駒ヶ岳を囲むように走っており、また、将来
は北海道縦貫自動車道が整備される予定で、さらに、
JR 函館本線も駒ヶ岳を囲むように走っている。
噴火が起こるとこれら主要幹線道路や JR 線が寸断
され、交通、物流、観光、社会生活に甚大な影響を与
え、函館を中心とする周辺市町村は「陸の孤島」と化
す恐れがある。
４．路線への影響把握
駒ヶ岳が再び大規模な噴火を起こした場合、火山災
害として降下火砕物、火砕流（軽石流）
・火砕サージ、
火山泥流・土石流、岩屑なだれが想定される。
ここでは、最も被害が深刻と考えられる火砕流（軽
石流）・火砕サージについて被害エリアを想定し、影
響を受ける交通ネットワークを想定する。火砕流（軽
石流）・火砕サージのハザードマップ１）を図−３に、
影響を受けると考えられる交通ネットワークを表−２
に示す。
４
２

図−３

駒ヶ岳の火砕流の被害エリア
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表−２

交通ネットワークへの影響

５．交通流変化の推計
（１）交通量推計
本研究では、Q−V 式
（交通量と速度の関係式）
を用
いて道路の交通容量により次第に走行速度を変化させ
る「容量制限付分割配分法」２）で交通量推計を行った。
この方法では、配分対象の OD 交通量を n 分割し、
計算のステップが１、２……n と進むにつれ、各リン
クの交通量を増加（減少）させ、これを Q−V 式に代
入することによって速度は低減（増加）される。した
がって、道路の混雑度合いにより、同じ OD ペアで
あっても各ステップで選択する所要時間最短ルートが

図−４

交通量推計手順

変化し、より現実的な交通量の推計が可能となる。
また、OD 交通量の各リンクへの配分は、所要時間
が最短となる第１ルートに対して行う。ただし、第１
ルートに有料道路が含まれる場合には、有料道路を利
用せずに最短となる第２ルートを探索し、有料道路へ
の転換率の計算結果から、第１、
２ルートへ分配する。
本研究では、交通量の推計年次を平成１
４年（ケース
１）と平成２
２年（ケース２）とし、交通量推計を行っ
た（表−３）
。各ケースの交通量等の推計結果を図−
６及び図−７に示す。
図−５
表−３
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Q−V 式の例

交通量推計ケース

４
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図−６

交通量推計結果及び交通量等増減図（推計年次

平成１４年）

図−７

交通量推計結果及び交通量等増減図（推計年次

平成２２年）

（２）混雑度の変化

較すると、通常時においては交通容量を超過する路線

駒ヶ岳噴火時に交通量が増える主要な路線につい

はないが、噴火時にはほとんどの路線の交通量が交通

て、平成１
１年度道路交通センサスから路線毎の交通容

容量を超えてしまい、混雑度が３．
０以上になる路線が

量を求め、噴火時における交通量と比較した。

あると予測される（平成２
２年推計値）
。代替路線の混

平成１
１年度道路交通センサスの結果から求められる
交通容量と平成１
４年、平成２
２年の推計値をそれぞれ比
４
４

雑度（一般国道）を表−４に、観測地点の位置を図−
８に示す。
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表−４

代替路線の混雑度（一般国道）

表−５

主要 OD ペアの時間距離変化（平成１
４年）

表−６

主要 OD ペアの時間距離変化（平成２
２年）

（３）時間距離の変化
駒ヶ岳噴火時に通行止めになると予想される森町赤
井川付近（図−８参照）の上位５組 の OD ペ ア の 通
常時と噴火時の時間距離変化を表−５（推計年次平成
１４年）、表−６（推計年次平成２
２年）に示す。
平成１
４年、平成２
２年ともに「函館〜森」及び「函館
〜砂原」の時間距離の変化が大きくなると予想され
る。また、平成２
２年において、「七飯〜森」間の通常
時と噴火時の時間距離の変化が著しく大きいのは、平
成２２年時点で通常時には北海道縦貫自動車道を利用し
ていると想定しているためである。

６．経済損失額の算出
６−１

損失額の検討

駒ヶ岳噴火によって生じる損失額について、道路利
用者、JR、航空機の３つの視点から検討する。
（１）道路利用者の損失額
通常時と噴火時における総走行台時及び総走行台キ
ロから、道路利用者の直接便益（損失額）を算出した。
駒ヶ岳噴火による通行止めに伴う所要時間の増加や迂
回ルート距離の増大から、損失額は、平成１４年につい
ては年間約１，
２３９億円（１日当り約３億円）、平成２２年
については年間約２，
１４３億円（１日当り６億円）と推
計される（表−７、表−８）。
表−７

図−８
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噴火時における道路利用者の損失額（H１４）

観測地点
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表−８

噴火時における道路利用者の損失額（H２２）

（３）航空機
駒ヶ岳噴火時には、降灰の被害エリアは室蘭市を含
む広範囲に及ぶと予想され、新千歳空港〜函館間を就
航している航空機は、この範囲を避けて迂回飛行しな
ければならない。迂回による運航コストの損失額を算
定した結果、０．
５１億円／年の損失額が発生すると想定
した。算出のための諸条件を表−１０に、迂回による損
失額を表−１１に示す。

（２）JR
表−１０ 航空機の損失額算定条件

駒ヶ岳噴火により、JR 函館本線は森町付近で寸断
されると考えられる。将来的には、災害の状況によっ
ては防災拠点漁港である砂原漁港の利用も考えられる
が、本文では、通常時に函館本線で輸送されている貨
物が駒ヶ岳噴火時には全てトラック輸送に、また、旅
客についてはバスに転換するものと仮定して損失額
（走行経費及び時間経費）を算出する。算出のための
諸条件は以下のとおり。
○代替路線使用区間
トラック、バスは一般国道５号及び北海道縦貫自動
車道の代替路線を利用する。代替路線利用区間は長万

表−１１ 噴火時における航空機運航コスト損失額

部〜函館間とする。
○貨物輸送
函館本線貨物断面輸送量（長万部断面）は１
４，
５４９ト
ン／日（平日平均）
。トラックに実際に積載される量
は最大積載量（約１
０トンと仮定）の約８割と想定し、
トラック輸送に変換される場合、１，
８
１９台／日の普通
貨物に変換されると想定される。
７．まとめ

○旅客輸送
JR の道央〜道南間旅客輸送人員は３．
８千人／日で、
バスの座席数を５
０席とすると、７
７台／日のバスに転換

駒ヶ岳噴火時のリダンダンシー確保の面から幹線道
路網の課題、整備方向について整理する。
①高規格幹線道路

すると想定される。
計算の結果、JR 函館本線が寸断されることによる

災害リダンダンシー確保の観点から、函館江差

貨物：１８９億円／年、

自動車道の効果は大きいと考えられる。函館江差

損失額は約２２４億円／年（うち

と推計される
（一日当り約０．
６億円）。
旅客：３
５億円／年）

自動車道（全線）が供用されると、噴火時に一般
国道２
２７号などに集中すると予測される迂回交通

表−９ JR 寸断による損失額（貨物及び旅客）

は、函館江差自動車道木古内〜江差間にも分散さ
れ、代替路線としての役割を果たすと予測され
る。
駒ヶ岳が噴火したときのリダンダンシー確保を
考慮すると、これら２路線の整備が必要である。
②一般国道
一般国道２７７号、一般国道２２９号及び一般国道２２７
号は駒ヶ岳噴火時に代替路線となる重要な路線で
あるが、交通容量は両路線とも約５，
０００〜８，
０００台
／日前後であり、噴火時には交通容量を超過す

４
６
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参

る。駒ヶ岳が噴火したときのリダンダンシー確保
を考慮すると、一般国道各路線の整備が必要であ
る。
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区間もあり、しかも冬期通行止めになる路線もあ
替路線として機能するには整備が不十分なのが現
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これからの北海道の道路切削の方向性
平成１４年８月

北海道のみちを考える

５）平成９年度全道圏将来交通量推計検討業務報告書
平成１０年３月

北海道開発局建設部道路計画課

６）「道路投資の評価に関する指針（案）」 道路投資の
「提言書

これからの北海道の道路施策の方向性に

評価に関する指針検討委員会編

ついて」４）において、これからの道路施策の方向性と
して「災害に強い道路」が提言されており、災害発生
時の交通への影響予測、災害時のリダンダンシー確保
の観点からの道路網の評価等に関して研究を進めてい
くことが必要である。

「提言書

これからの北海道の道路切削の方向性

について」
（抜粋）
「第２章これからの道路施策の方向性」
＜北海道が豊かで活力ある地域を実現するために＞

○災害に強い道路
・道路本体の防災性の向上、
・吹雪、地震等の災害時に代替できる路線の確保
・吹雪、地震等の災害時のわかりやすい情報提供
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