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災害に強い交差構造の導入に向けた現地調査
宗広
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の尊い人命を奪うとともに、道路構造物を含めた地域
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いた。本稿では、著者らが実施した岩手県沿岸域の被
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災地における道路交差点を対象とした現地自主調査結
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環道走行車両が交差部流入車両に対して優先権を持ち
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アバウト導入の有効性及び導入適地の考え方について
提案する。ラウンドアバウトとは、円形交差点のうち、
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現地調査は、被災を受けた岩手県沿岸域の下記市町
村における道路交差点を対象とし、平成23年11月18日
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（金）～ 19日
（土）の２日間に亘り、計18の道路交差点
の現況について調査した（図－１、表－１参照）。
11月18日

陸前高田市～大船渡市

11月19日

釜石市～大槌町～山田町～宮古市

３．道路及び交差点の影響調査
３．１

被災道路及び交差点の現況（陸前高田市）

現地調査を行った道路及び交差点の現況について、
以下に事例報告する。陸前高田市沿岸地域は、津波に
より壊滅的な被害を受けた地域の一つである。写真－
１は同市内の国道340号と市道の交差点の航空写真で
ጊ↰

ある。同交差点は、被災前は信号交差点として運用さ
れていた箇所であるが、当該調査時点では、非優先側

ᄢ᭵

に一時停止の規制標識を設置することにより、暫定的
な交通運用がなされていた（写真－２参照）。

図－１
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３．２

被災道路及び交差点の現況（釜石市）

釜石市も津波により多大な被害１）を受けた沿岸地域
の一つである。写真－４は同市内の三陸自動車道の釜
石北 IC 入口と国道45号の交差点の航空写真である。
同交差点は、被災により信号機能が停止した状態にな
っていたが、本調査時点（平成23年11月19日）では、信
号復旧されていた（写真－５参照）。

写真－１ 国道340号・市道交差点の航空写真
（陸前高田市高田町：航空写真は Google Earth より）

写真－４ 釜石北 IC 入口交差点
（釜石市片岸町：航空写真は Google Earth より）

写真－２ 非優先側の一時停止標識
（陸前高田市高田町：国道340号・市道交差点）
陸前高田市沿岸地域から、約４km 内陸に位置する
国道340号と市道の交差点では、警察官による交通誘
導が行われていた
（写真－３参照）。これは、被災前は
沿岸域の道路を利用していた交通が、内陸側の道路に
迂回したことにより、同交差点において増大した交通
を処理するための暫定措置であった。
写真－５ 信号復旧した交差点
（釜石市片岸町：釜石北 IC 入口交差点）
写真－６は同市内の市街地にある県道4号と市道の
交差点の航空写真である。同交差点は、被災により信
号が停止した状態となり、本調査時点（平成23年11月
19日）においても信号現示なしで運用されていた（写真
－７参照）。
また、上記交差点に隣接する釜石市内の市道交差点
（写真－８）においても、当該調査時点でも信号機は滅
灯状態のままであり、交差点部では徐行運転がなされ
ていた。
写真－３ 警察官による交通誘導
（陸前高田市竹駒町：国道340号・市道交差点）
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写真－６ 県道４号・市道交差点
（釜石市大渡町：航空写真は Google Earth より）

写真－７ 県道４号・市道交差点
（釜石市大渡町）

写真－９ 郊外部設置の小型１車線ラウンドアバウト
（ドイツ：ラインラント・プファルツ州）

図－２ 郊外部設置の小型１車線ラウンドアバウト
（米国：会議資料「Roundabout Carmel」より）
に至っている（写真－９、図－２参照）。例えば、米国
では国内で2200箇所以上（2011年５月現在）にも普及し
ている。最も基本的な形状である小型１車線ラウンド
バウトの有利な点は、
①

車両交錯点の減少に伴う安全性の向上
（例：出会い頭事故の減少）

写真－８

滅灯の信号機（釜石市内の市道交差点）

②

速度抑制効果による交通事故被害の軽減

③

遅れ時間の削減による円滑性向上

④

停止時間の短縮による環境負荷低減
（例：CO2排出の減少）

⑤

信号不要なので、停電時の影響受けない

などが、列挙できる。
４．災害に強いラウンドアバウト導入の提案
４．２
４．１

ラウンドアバウトの導入効果

ラウンドアバウトは、1980年代以降、交差部での安

設置形態に応じた導入特性

４．２．１ 災害仮復旧（仮設構造物）の交差点として
ラウンドアバウトは、信号機も電力も不要であると

全性の向上や停止時間短縮による環境負荷低減が期待

の特長を有し、元来、災害に強い交差構造である２）。

できる平面交差構造として、英国、フランスやドイツ

この特長に基づき、土木学会は電気学会と合同で発表

をはじめとし、欧州各国及び米国などで広く普及する

した「ICT を活用した耐災施策に関する総合調査団
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による緊急提言３）」において、災害に強い交差構造と

化を明確化すると共に、ラウンドアバウトによ

してラウンドアバウトの導入を提言している。上記提

る交通処理の円滑化及び速度抑制効果が期待で

言は、
「将来のまちづくりを見据えた（時間・検討を要

きるものである（写真－11参照）。

した上での永久構造物としての）本格的な交差点構造」

②

市街地及び郊外部の境界

との視座からの内容であるが、著者からは、上記視点

沿道利用の変化を明確化すると共に、ドライバ

に加えて、
「大規模災害発生時の応急仮復旧段階（仮設

ーに対し市街地と郊外部の走行速度の変更を促

構造物）
」として、比較的交通量の少ない交差点を対

すことが期待される（写真－12参照）。

象とし、交差制御機能を維持・回復するため仮設のラ
ウンドアバウトの導入を提案したい。

③

津波浸水区域境界部
津波浸水想定区域表示の標識設置地点に対し、

仮設置の例として、寒地土木研究所が実験用に設置

交差点構造としてラウンドアバウトを導入する

した模擬ラウンドアバウトを紹介する（写真－10）。同

ことにより、適切な避難行動の一助になること

ラウンドアバウトは、区画線の引き直し、中央島や交

が期待される（写真－13参照）。例えば、津波発

通島の造成用の土嚢積み上げ、人工芝シートでの被覆

生時においては、車両はラウンドアバウト設置

など、簡易な仮設構造で設置可能である。そのため、

箇所において U ターンすることにより、津波

工事作業日数もごく短期間で済み、その後の本格工事

浸水区域への進入を防ぎ、避難行動が迅速化さ

に向けた撤去も容易であると共に、交通安全・処理に

れること等が期待される。

も優れている。
このように、大規模災害発生時に対応（仮復旧）する
交差点として、交通量など一定の条件化（例えば、交通
量10,000台 / 日以下）においては、仮設のラウンドア
バウトが最も優れた機能を発揮すると考えられる４）。

ᄖᓘ㧦㨙

写真－11

自動車専用道路アクセス道路と国道交差点
の例
（山田町山田：航空写真は Google Earth より）

写真－10

４．２．２

仮設（実験用）のラウンドアバウト
（苫小牧寒地試験道路）
本設置の交差点としての導入可能性

先に仮設の交差点構造としての活用について述べた
が、ラウンドアバウトが有する様々な機能・特長が十
分発揮される交通・立地条件４），５）を勘案すると、本
設置の導入が可能な箇所として、例えば、以下の条件
を有する箇所が想定される。
①

高規格幹線道路の出入口と一般道路の交差部
ラウンドアバウトが交通の質が変化する分岐点
にこそ相応しいとの特長に鑑み、高規格幹線道

写真－12 国道340号と市道交差点の例
（陸前高田市高田町：航空写真は Google Earth より）

路
（自動車専用道路）と一般道路の道路階層の変
寒地土木研究所月報
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