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北海道新幹線と高速バスが直結するバスターミナル
の整備について
―バスターミナルの諸元決定に向けた走行実験―
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北海道開発局では、国道５号を含む札幌駅周辺の面的な交通混雑、バス乗降場の分散による
利便性の低下等、札幌駅周辺の交通課題を解決するため、多様な交通モードによる交通結節機
能の強化に向けて関係機関等と連携し、具体的な取組の検討を行っている。本稿では、交通結
節点機能のうち、バスターミナルの諸元決定のために行った全国でも事例の少ないバスの走行
実験及び実験結果の反映状況について報告する。
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施設配置計画へ反映

実走実験の実施

施設配置計画の修正

バス事業者への懸念事項の
ヒアリング

2. バスターミナルの空間検討

施設配置計画

2030年には北海道新幹線の札幌延伸や、都心アクセス
道路の整備、さらには現在、冬季五輪の招致等を行って
おり、札幌都心は大きな分岐点を迎える。しかし、現状
として都市間バス・路線バスの乗降場の分散や、面的な
渋滞、災害時の交通と一時避難者の受け入れ空間の確保
等、札幌都心は多くの課題を抱えている。
北海道において、世界とのゲートウェイとなる札幌で
は、海外・道外の対外的な流動と、道内流動を結節する
北海道の拠点としての役割が求められており、札幌駅に
新たなバスターミナルが計画されているところである。
本稿では、新たなバスターミナルにおいて、利用者、
バス事業者の双方にとって最適なバスターミナル空間と
するための検討手法について述べる。

軌跡検討

自(動車ターミナル法・
道路構造
令・エアロクイーンの規格 )

1. はじめに

図 1 走行実験のフロー

(2) 軌跡検討
札幌バスターミナルが計画されている北5西1地区を対
象に、軌跡検討を実施することが必要であったが、本検
討を実施した際には、特定車両停留施設の構造等の技術
基準が策定中であったことから、自動車ターミナル法お
よび道路構造令の設計車両、また、実際に使用が想定さ
れている都市間バス車両の諸元1）を基にして軌跡検討を
実施し、どのようなバスでも走行可能な空間であるかを
検証し、バスターミナルの設計へ反映を行った。

(1) 走行実験のフロー
新たな札幌バスターミナルでは、再開発の建物との一
体型のバスターミナルが計画されているが、一般的な単
独バスターミナルと比較し、空間検討を行う際の制約条
件は大きい。その限られた空間の中で、利用者はもちろ
ん、バス事業者にとっても利用しやすいターミナル計画
の立案が求められている。
このような中で、再開発ビル建設に必要な施設計画を
札幌駅交流拠点北５西１・西２地区市街地再開発準備組
合（以下、準備組合）が提示し、北海道開発局が軌跡検
討等の分析・検討を実施した。
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車種

側面図

背面図

曲線半径

三菱ふそう
エアロクイー
ン

R=9.5m

自動車ターミ
ナル法の規定
車両

R=12.0m

道路構造令の
規定車両

R=12.0m

図 2 設計車両諸元

軌跡検討結果を施設設計へ提示して空間の見直しを実
施するといった作業サイクルを幾度となく繰り返し、最
終的には机上検討において問題なく走行が可能な空間で
あることを確認できた。（図3.図4）

懸念事項が挙げられた。それらを踏まえ、ターミナル車
路やバース別入出庫での走行ケースの抽出・選定を行い、
実験資材の手配、実験タイムテーブルなどを盛り込んだ
第一回の走行実験計画を策定した。
また、実験中にバス事業者からリアルタイムでの意
見・要望を聞くことも重要であることから、バス車内に
１名以上の運営スタッフを配置し、運転手とのコミュニ
ケーションを図りながら実験を進める計画とした。
(2) 走行実験の準備
2020年7月15日に札幌市の協力のもと、モエレ沼公園
の駐車場において、実際に計画されているバスターミナ
ルの全景を再現し、バス走行実験を実施した。
バス事業者と意見交換より懸念事項として挙げられた
点である走行に影響すると考えられる柱と壁を単管パイ
プとメッシュシートで再現し、ドライバーの視認性とい
った観点も検証可能とした。（図5）
実験時は、①バスの挙動・軌跡を上空から検証するこ
とや、②柱などの障害物との近接を確認すること、③死
角による予測不能な事象の記録、④ドライバーの視認性
の評価などから①高所作業車による上空からの撮影、②
懸念事項に定点カメラ設置した撮影、③追尾カメラでの
撮影、④車内からの撮影 の４種類を実施した。（図
6）

図 3 エアロクイーンによるバース IN 軌跡

図 4 道路構造令規格によるバース OUT 軌跡

(3) バス事業者へのヒアリング
軌跡検討結果を基にした施設配置計画にて、以下のバ
ス事業者との意見交換会を実施した。
・北海道中央バス株式会社
・株式会社じょうてつ
・JR北海道バス株式会社
各バス事業者へのヒアリングの結果、札幌市内でのバ
スターミナルは、直進して通り抜けるタイプのバスター
ミナルが多く、今回計画している周回型のバスターミナ
ルは少ないこと、バス走行空間に柱があるターミナルも
札幌市内に存在しないことから、机上での検討結果では
良否の判断が困難であるとの意見が多数挙がった。
そこで、バス事業者にも使いやすいバスターミナルと
するために、実際に設計図面を再現して走行するバス走
行実験の提案を行い、バス事業者各社の協力の下で実験
を実施する運びとなった。

図 5 壁と柱の再現状況

3. 第一回走行実験
(1) 実験計画の策定
バス走行実験を行うにあたり、再度バス事業者3社へ
ヒアリングを行い、実際に再現すべき点や、実験走行に
当たっての懸念事項の洗い出しを行った。
その結果、入り口付近の柱の再現や、走行時の停車車
両、輻輳する交通を再現すべきであることなど、様々な
YOSHIDA Takashi, ITO Norihiro, ENSAKA Takuya
－ 44 －

図 6 高所作業車での撮影

(3) 走行実験の実施
バス走行実験として、追加ケースを含む20ケースを実
施した。実験方法としては、各ケースの発地点から着地
点まで走行する際、走行バスの運転手がこれ以上の走行
が困難と判断し、バスが停車した場合と、並走スタッフ
の障害物接触監視員がこのまま走行を続けると障害物に
接触すると判断した場合には「バス走行不可」として走
行を中止することとした。
走行可能の場合は、前述の4種類の記録から、適切な
走行ができているか、バースに正着ができているかなど
を後日解析し、取りまとめた。
実験中はバス事業者・ドライバーと細かく意見交換を
行い、実際に走行した感覚から懸念事項の聞き取りを行
った。さらに追加で検証すべきケース、バス事業者、ド
ライバーが確認したいケースについても臨機応変に追加
ケースとして検証を実施し、一つ一つ懸念事項を検証し
ていった。
実験中、実験後のヒアリングを行った結果から第一回
走行実験では以下の課題が明らかになった。（図7）
①入口には巻込みが必要
②バック入庫時に後方の壁が気になる
③柱により旋回できない、視認性が低下
④できるだけ走行空間に余裕が欲しい
⑤バースの角度をつけて欲しい

②バック入庫時に後方
の壁が気になる

⑤バースの角度をつけて欲しい
⑥

⑦

⑤

⑪

⑩

④できるだけ走行空間に余裕が欲しい

図 7 走行実験で挙がった意見

第二回実走実験の実施

①入口には
巻込が必要

バス事業者ヒアリング

①

軌跡検討

②

（自動車ターミナル法・
道路構
造令・エアロクイーンの規格）

③

⑧

施設配置計画の修正

②バック入庫時に後方
の壁が気になる

(5) バス事業者への事後ヒアリング
修正した施設配置計画を基に軌跡検討図面等を作成し、
再度バス事業者へヒアリングを実施した。修正した点の
走行性の観点以外にも、ホームドアによる乗降場からの
乗降時の錯綜、マウントアップ部での荷物の積み込みに
ついても意見が挙がった。
そのため、走行実験を受けて修正した柱の位置による
視認性や、バース角度により、走行性が向上したかどう
かを確認するために、第一回バス走行実験同様の再現に
加えてマウントアップやホームドアなどを再現し、第二
回バス走行実験を実施することを提案した。
第一回目のバス走行実験がバス事業者へ概ね好評であ
ったこともあり、再度の協力も快諾頂き、実験を実施す
ることとなった。

第一回実走実験の実施

⑨

⑫

④
③柱により旋回できない、
視認性が低下

(4) 実験結果の反映
①入口の巻込みが必要という意見については走行動画
と軌跡から適切な範囲で巻き込みを設計に反映した。②
～④の意見については、準備組合と調整を行い、可能な
限り設計に反映し、修正を行った。⑤のバース角度につ
いては全国のバスターミナルの事例からバス事業者に好
評であるバース角度などを調査、設計の参考として修正
を実施した。
それらを踏まえて第一回走行実験で明確となった課題
について、それぞれ修正した施設配置計画を作成した。
また、バース角度を変更することや、柱の位置や大きさ
を変更することで、バスの周回走行に影響を与えるため、
修正した配置計画でバスが問題なく走行できるかどうか
を机上での軌跡検討を実施した。

図 9 第二回走行実験実施の経緯

4. 第二回走行実験
(1) 実験計画の策定
第一回バス走行実験後のバス事業者ヒアリングにおい
て、懸念事項として挙がった箇所について重点的に検証
できるように実験計画を作成した。また、第二回では、
ピンポイントでの検証が多くなることから、全景再現で
はなく、必要箇所のみ再現することとした。
図 8 巻込み状況の確認
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(2) 走行実験の準備
2020年10月22日に第一回バス走行実験と同様に、札幌
市の協力のもと、モエレ沼公園の駐車場の一部を占用し、
走行に影響すると考えられる柱と壁を単管パイプとメッ
シュシートで再現した。（図10）
第一回バス走行実験と同様な4つの視点から記録を行
ったが、高所作業車では真上からの撮影が難しかったこ
とから、車両軌跡の再現が困難であった。第一回バス走
行実験の反省を活かし、安全を確保する条件で上空から
ドローンでの撮影を行うことにより、車両軌跡の再現を
実現可能とした。（図11）
さらに、乗降場におけるマウントアップ部とホームド
アを再現し、マウントアップ部によるオーバーハングな
どの走行性の影響やバース正着の可否、キャリーバック
等の荷物をトランクへ積み降ろしする際の円滑性、乗降
時の乗客の錯綜を確認可能な計画とした。

⑪

⑩
⑨

⑫

(4) 第二回走行実験結果
第二回走行実験において、第一回走行実験で明確にな
った懸念事項はおおよそ解消された。今後は実験時に正
着できたバース角度を基に設計に反映し、さらに設計熟
度を深めていく。また、実験時の計画ではホームドアは
前方に設置されていたが、実験結果より、後方に設置す
るほうが望ましいことが明らかになった。なお、ホーム
ドアの追加設置が可能であれば前後二つに設置すること
が望ましいというバス事業者の意見も挙げられた。

④

⑤

⑥

⑦

実験を実施し、実際にキャリーバックを持ちながら乗降
を行い、よりスムーズに乗降、荷物の積み降ろしができ
るパターンを検証した。

③

⑧

②

図 12 停車時のバースへの正着状況の確認

①

5. 今後の展望
図 10 再現状況

巻込みへの影響：無
柱への影響：無

マウントアップへの影響：無

図 11 ドローン撮影画像の軌跡図

(3) 走行実験の実施
実験方法は第一回バス走行実験と同様とし、実験中に
もバスドライバーと意見交換を実施するため、バス車内
に１名以上の運営スタッフを配置した。バース角度につ
いては実験中に微調整を実施しながら走行実験を行い、
バースに正着可能な角度を検証した。
その結果、入口に最も近接したバースについては、他
のバースと同様の角度では円滑な入庫が出来ないとの結
論に至った。（図12）
乗客乗降時の実験については、ホームドアが前方にあ
る場合、後方にある場合、２つある場合の３ケースにて

(1) バス走行実験の有用性
バスターミナルの空間検討において、本稿では、机上
でのバスの走行軌跡だけでなく、実際に走行して課題の
洗い出しを行った。札幌バスターミナルのような一体型
のターミナルかつ、複数事業者が利用し、さらに時々
刻々とバスが入出庫を行うバスターミナルの場合、走行
実験を行うことで、走行性の確認ができるため、走行実
験を行うことは望ましいことが明らかになった。
現況の軌跡検討においては速度を加味した検討が困難
であることや、ドライバーの心理的な影響を評価するこ
とができないため、走行実験を行うことでそれらを考慮
することができ、利用者と、バス事業者ともによりよい
バスターミナル空間とすることができる。
(2) 今後の展望
バス走行実験を行うことでバス事業者側の意見を吸い
上げ、計画に反映することが可能となった。今後はバス
ターミナルの詳細な検討のフェーズとなるが、引き続き、
バス事業者とはじめとする様々なステークホルダーと意
見交換を密に実施し、計画に反映していくこととする。
謝辞：本実験にご協力いただいたバス事業者の関係各位
に謝意を表します。
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