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プローブデータに基づく胆振東部地震発生時の交通状況について
宗広
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中村
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円滑性については、データ取得に困難性を極めた事例

１．はじめに

でもあることから、これまでに明らかにされていない。
2018年9月6日午前3時過ぎ、北海道胆振東部地方中

寒地土木研究所では、2001年度以降、札幌市内を主

東部を震源とする胆振東部地震が発生した。最大震度

たる営業エリアとするタクシー会社と連携し、同会社

は７を記録し、北海道全域がブラックアウトになっ

が所有するタクシー車両115台の運行管理用のGPSデ

た。ブラックアウトとは、停電のことであり、特に発

ータを基礎とするプローブ調査を実施してきた5)。当

送電システムの全崩壊のことを指している。これに

所では、本GPSデータを基に、区間の旅行時間や旅行

伴い、札幌市内では、JR、地下鉄、路線バス、市電、

速度を算出し、札幌市内道路の交通性能の評価に活用

高速道路の交通インフラが全面的に運行中止するに至

している。本研究は、同データを活用し、胆振東部地

った。一般道路（国道、道道、市町村道）については、

震発生前後の交通状況を明らかにし、災害時の交通対

車両は通行可能であったものの、一部を除いて信号滅

策に資する基礎資料とする。

灯の状態で交差点を通行することを余儀なくされた。
同地震発生直後から、各交差点では警察官による手信

２．本研究の目的

号による交通整理が行われた。（写真－1）北海道内の
交差点での信号機設置は、平成28年度末で13,055基1)

本研究では、胆振東部地震発生前後の交通に着目し、

にも及んでいる。災害時においても、道路交通の連結

プローブデータに基づく調査分析を行った。本研究の

信頼性や一定の円滑性確保が求められる。

目的は、以下の通りである。

近年、様々なセンサーデータの活用による道路性能
評価に関する研究が行われている 。国土交通省では、
2)

プローブデータを用いた時間信頼性指標値の算定方法
を示している 。Highway Capacity Manual（HCM）
3)

6

th

(1）胆振東部地震発生前後の札幌市内の交通状況につ
いて明らかにする。
(2）本地震を教訓とし、災害に強い交差構造、災害時
の交通運用を提案する。

Editionでは、時間信頼性指標としてTTI（Travel

Time Index）を取り上げ､ 道路性能評価の方法を示

３．調査方法

している 。しかしながら、胆振東部地震前後の交通
4)

３．１

データの取得

本研究で対象とするプローブデータとは、札幌市内
のタクシー会社が所有する車両115台に搭載された車
載GPSによる日付、時刻（秒単位）、位置（緯度・経度）、
速度等を記録したデータのことである5)。同データを
寒地土木研究所所有の「分析システム」のデータベー
ス（SQlite形式）に記録し、分析を行っている。SQliteは、
パブリックドメイン（公有）の軽量なデータ分析管理
システムである。「プローブデータ分析システム」の
地図表示や分析などの機能については、地理情報シス
テムとしてArcGIS 10.6（ESRI社）により構築した。
「プ
ローブデータ分析システム」により、路線（国道、道
写真－1 信号滅灯の交差点（札幌市豊平区）
（平成30年9月6日18時、筆頭著者撮影）
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道、市道）、道路区間、日別、時間帯別（昼間12時間、
朝／夕ピーク時等）、天候などの条件設定により、区
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間旅行時間や区間旅行速度のデータを出力できる。本
研究では、このGPS記録に基づく区間旅行時間データ

３．３

旅行時間信頼性指標の算定

旅行時間信頼性指標（PT、PTI、BT、BTI）について、
95パーセンタイル値を用いて算定した。旅行時間信頼

を旅行時間信頼性分析に用いた。

性指標を以下の計算式(1)～(4) により求めた。
３．２

PT（Planning Time）＝95パーセンタイル旅行時間(1)

対象区間

データ取得については、札幌市内の道路全体を対象

PTI（Planning Time Index）＝PT／Tmin

(2)

とした。その中で、国道及び道道（札幌市管理）の各

BT（Buffer Time）＝PT－Tave

(3)

2路線、計4路線を対象とし、旅行時間信頼性分析の対

BTI（Buffer Time Index）＝BT／Tave

(4)

象区間とした（表－1、図－1参照）。なお、区間IDは

ここで、

平成17年度道路交通情勢調査を参照し、当所で設定し

BT（バッファータイム（緩衝時間））、

たものである。

Tmin（最小旅行時間）、
Tave（平均旅行時間）とする。

表－1

延長
起点
（km）
6013 4.7 手稲区前田６条１０丁目

西区発寒１４条２丁目

6014

3.2

西区発寒１４条２丁目

北区北１９条西３丁目

6015

2.5

北区北１９条西３丁目

中央区北１条西１１丁目

1001

4.3

札幌市・小樽市界

手稲区手稲本町２条３丁目

1002

3.1

手稲区手稲本町２条３丁目 西区宮の沢１条３丁目

1003

0.8

西区宮の沢１条３丁目

西区発寒１２条１丁目

4007

0.5

中央区北５条西３丁目

中央区北１条西３丁目

1020

0.7

中央区北１条西３丁目

中央区南４条西３丁目

1021

0.4

中央区南４条西３丁目

中央区南４条東１丁目

1022

0.6

中央区南４条東１丁目

豊平区豊平３条１丁目

区間ID
道道下手稲
札幌線

国道５号
道道札幌停
車場線
国道３６号

対象区間について、「PT、PTI、BT、BTI」の4指

対象路線及び区間
終点

標の算定を行った。本指標の算定にあたり、胆振東部
地震の発生前後の5日間を対象とした。
a）地震前
5日間：9月1日（土）、2日（日）、3日（月）、
4日（火）、5日（水）
b）地震後
5日間：9月6日（木）、7日（金）、8日（土）、
9日（日）、10日（月）
４．調査結果
４．１

地震前後の平均旅行速度

2018年9月6日（木）午前3時7分の胆振東部地震の発
生に伴い、札幌市を含む北海道全域でブラックアウト
状態になった。地震発生直後からの信号滅灯に伴っ
て、各交差点では、警察官による手信号による交通整
理の体制が迅速に取られた。地震発生前後の交通状況
について、取得できたプローブデータから平均旅行速
度を算出し可視化したところ、図－2を得た。同デー
タは、地震前として9月5日（水）の午前1～3時、午前
3～5時、午前7～9時を、地震後として9月6日（木）の
午前1～3時、午前3～5時、午前7～9時を示した。
(1）地震前後の午前1～3時の交通
図－1では、平均旅行速度を５段階（赤色：10km//
h以下、ピンク色：10～20km//h、黄色：20～40km/h、
図－1

対象路線の位置

水色：40～60km/h、青色：60km//hを超える）に色
分けした。大部分が平均旅行速度：40km/h以上を示
す水色並びに青色を示した。深夜であることから、9

上記のうち、道道下手稲札幌線と国道5号は、札幌

月5日（水）及び9月6日（木）共に、札幌都心の一部を除

市西部に位置する路線、道道札幌停車場線と国道36号

き、交通の円滑性が確保されていることが示された。

は札幌都心に位置する路線である。

(2) 地震前後の午前3～5時の交通
9月5日（水）については、大部分が平均旅行速度：
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40km/h以上を示す水色並びに青色が示した。早朝で

他方、9月6日（木）については、都心部において、

あるので、札幌市内全般において、交通の円滑性が確

早朝にも関わらず、平均旅行速度20km/h以下を示す

保されている傾向が示された。

ピンク色及び赤色が一定の範囲で広がった。すなわ

図－2 札幌市全体の平均旅行速度の２Dマップ
（地震前：9月5日（水）、地震後：9月6日（木））
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図－3 旅行時間の推移
（道道下手稲札幌線：6015、上り方向）
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地震発生前

地震前
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6014

地震前
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図－5 地震前後の旅行時間信頼性の変動
（道道下手稲札幌線：上り方向）

地震発生後

400
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200
1002 朝ピーク時
1002 午前非ピーク時
1002 午後非ピーク時
1002 夕ピーク時

100
0

図－4 旅行時間の推移
（国道5号：1002、上り方向）
〔注）9/1(土)夕ピーク時のデータはなし〕

図－6

地震前後の旅行時間信頼性の変動
（国道5号：上り方向）

ち、地震発生直後、交通信号の滅灯に伴って、平時と

においては、前日の5日（水）と比べて、朝ピーク時、

比べて速度低下に至ったことがデータにより示され

午前非ピーク時、夕ピーク時の各旅行時間は小さくな

た。

った。他方、午後非ピーク時については、地震後の9

(3）地震前後の朝ピーク時（午前7～9時）の交通

月6日（木）は地震前の5日（水）と比べて、旅行時間

地震発生後の9月6日（木）は、前日の9月5日（水）

はわずかに大きくなった。地震前の5日間と地震後の5

と比べて、都心部において、平均旅行速度：20km/h

日間を全体的に比べると、地震後の方が、地震前と比

以下を示すピンク色及び赤色、平均旅行速度：20～

べて旅行時間は小さくなる傾向が見られた。

40km/hを示す黄色が広がっている傾向が見られた。

図－4は、国道5号の区間1002の上り方向における地
震前後の旅行時間の推移を示している。地震後の9月6

４．２

地震前後の 旅行時間信頼性（札幌市西部）

日（木）においては、前日の5日（水）と比べて、朝

地震前として5日間（9月1日（土）、2日（日）、3日

ピーク時、午前非ピーク時、午後非ピーク時、夕ピー

（月）
、4日（火）
、5日（水））、地震後として５日間（9

ク時の全ての時間帯において、旅行時間は小さくなっ

月6日（木）
、7日（金）、8日（土）、9日（日）、10日（月））

た。地震前の5日間と地震後の5日間を全体的に比べる

を対象とし、
旅行時間及び旅行時間信頼性を比較した。

と、地震後の方が、地震前と比べて旅行時間は小さく

図－3は、道道下手稲札幌線の区間6015の上り方向
を対象とし、
地震前後の旅行時間の推移を示している。

なる傾向が見られた。
地震前後の旅行時間信頼性の変動について、道道

対象時間帯を朝ピーク時（7～9時）、午前非ピーク時（9

下手稲札幌線の区間6013､ 6014､ 6015の各上り方向

～12時）
、午後非ピーク時（13～17時）、夕ピーク時（17

において､ PT（95パーセンタイル旅行時間）、Tave

～19時）の4段階に分けている。地震後の9月6日（木）

（平均旅行時間）、BT（バッファータイム（緩衝旅
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行時間））を式(1)及び式(3)により求めた。同結果
を図－4に示した。同図によれば、地震前後のPT、

時間信頼性を比較した。
図－7は、道道札幌停車場線の区間4007の下り方向

Tave、BTに大きな差は見られてはいない。Taveに

における地震前後の旅行時間の推移を示している。地

ついてみてみると、区間6013と区間6014において､ 地

震後の9月6日（木）においては、前日の5日（水）と

震後の方が地震前と比べて､ 大きくなる傾向が見ら

比べて、朝ピーク時、午前非ピーク時、午後非ピーク

れた。他方、区間6015については、地震後の方が地

時、夕ピーク時の全ての時間帯において、旅行時間は

震前と比べて､ Taveが小さくなった。しかし、区間

大きくなった。地震前の5日間と地震後の5日間を全体

6013､ 6014､ 6015ともに、地震後のBTは、地震前と

的に比べると、地震後の方が、地震前と比べて旅行時

比べて小さくなった。すなわち､ 地震後の旅行時間信

間は大きくなる傾向が見られた。

頼性については､わずかに向上したものと考えられる。

図－8は、国道36号の区間1020の下り方向における

これは､ 地震発生に伴い、住民が外出することを控え、

地震前後の旅行時間の推移を示している。地震後の9

交通量が減少したことに因る影響と考えられる。さら

月6日（木）においては、前日の5日（水）と比べて、

に、信号滅灯による警察官の手信号も大きな混乱はな

朝ピーク時において､旅行時間が大幅に大きくなった。

く、適切に行われたものと考えられる。

すなわち､ 地震発生直後であったことから、札幌都心

地震前後の旅行時間信頼性の変動について、国道5

エリアにおいては、平時と比べてある程度の速度低下

号の1001､ 1002､ 1003の各上り方向を対象とし、PT、

が発生した傾向が得られた。また､ 午前非ピーク時と

Tave、BTを式(1)及び式(3)により求めた。同結果

夕ピーク時においては、地震後の6日（木）は、地震

を図－6に示した。地震後は、地震前と比べて、PT、

前の5日（水）と比べてわずかに旅行時間は小さくな

Tave、BTのいずれも小さくなった。すなわち､ 地震

った。午後非ピーク時においては、6日（木）が5日（水）

発生に伴い、道路交通の定時性、旅行時間信頼性がわ
150

ずかに向上した傾向が見られた。これは､ 地震発生後

地震発生前

って多くの企業が活動を控えたことから、自宅待機を
命ぜられた社員も多くいたと報道されていること､ 住
民が外出を控え、交通量が少なくなったこと等の影響
に伴い、逆にわずかに交通円滑性の向上が発揮された
と考えられる。また、交差点における交通処理につい
ても、警察官の手信号により円滑に行われたことを反
映したものと考えられる。

旅行時間 （秒）

の9月6日（木）及び7日（金）については、停電に伴

地震発生後

120
90
60
4007 朝ピーク時
4007 午前非ピーク時
4007 午後非ピーク時
4007 夕ピーク時

30
0

地震前後の旅行時間信頼性の変動について、道道下
手稲札幌線の区間6013、6014、6015、国道5号の区間
1001、1002、1003を対象とし、PTI及びBTIを式(2)

図－7 旅行時間の推移
（道道札幌停車場線：4007、下り方向）

及び式(4)により求めた。同結果を表－2に示した。
表－2

地震発生前

地震前後のPTIとBTI

道道下手稲札幌線
6013 6014 6015

1001

地震発生後

国道５号
1002 1003

PTI

1.30

1.44

1.49

1.42

1.44

1.55

BTI

0.11

0.10

0.17

0.21

0.24

0.22

PTI

1.24

1.33

1.58

1.36

1.52

1.54

BTI

0.09

0.07

0.13

0.12

0.15

0.24

地震前

地震後

４．３

地震前後の 旅行時間信頼性（札幌都心部）

続いて、札幌都心部の路線を対象とし、地震前の5
日間、地震後の5日間を対象とし、旅行時間及び旅行
38

図－8 旅行時間の推移
（国道36号：1020、下り方向）
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図－9 地震前後の旅行時間信頼性の変動
（道道札幌停車場線：下り方向）

図－11

 号機の設置及び撤去における自動車等交通量の
信
条件6）

200

旅行時間 （秒）

BT
150

Tave

100
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0
地震前 地震後 地震前 地震後 地震前 地震後
1020

図－10

1021

1022

地震前後の旅行時間信頼性の変動
（国道36号：下り方向）

写真－2

実験用に仮設したラウンドアバウト
（苫小牧寒地試験道路）

と比べてわずかに大きくなった。
地震前後の旅行時間信頼性の変動について、道道札
幌停車場線の区間4007を対象とし、PTI及びBTIを式
(2)及び式(4)により求め、結果を図－9に示した。同
様に、国道36号の区間1020、1021、1022を対象とし、
PTI及びBTIを式(2)及び式(4)により求め、結果を図
－10に示した。両図から、札幌都心部の道道札幌停車
場線、国道36号の区間1022においては、地震後の方
が、地震前と比べて、Tave、BT、PTが大きくなった。
すなわち、都心部の一定範囲においては､ 地震後は､
平時と比べて速度低下の状態が記録された。よって､
旅行時間信頼性の低下の傾向が見られた。

写真－3 一時的なラウンドアバウトの運用
（米国デラウェア州ウィルミントン市、
Kittelson & Associates社提供）

５．災害時に強い交差構造
５．１

災害時の交通運用策の提案

地震等の災害時においては交通機能確保のための対

信号機については､ 他の対策により代替が可能か否か
を考慮した上で､信号機の撤去を検討するものとする。

策が求められる。警察庁通達 によれば､『交通環境

信号機の撤去の検討の結果､ 他の対策として、環状交

の変化等により、交通量が減少、利用頻度が低下した

差点（ラウンドアバウト）の導入のための交差点改良

6)
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一連の地震を教訓とし、災害発生後のタイムライン、

等が有効と認められる場合には、道路管理者と緊密な
連携を図るものとする。』とされている。図－11中の

災害時の交通運用施策等について学習し、将来発生す

領域①～③について、信号機の設置及び撤去の考え方

るであろう複合災害に対し準備をすることが、強く求

が次の通り示されている（表－3）
。

められている。そのためにも、災害に強い道路インフ
ラ、交差構造を整備する観点から、ラウンドアバウト

表－3

信号機の設置及び撤去の考え方
設

置

撤

去

交通の円滑の確保の観点から、
交通の円滑の確保の観点から、 原則として信号機の撤去につい
領域①
信号機の設置が可能な場所。
て、環状交差点の導入等の
十分な検討を要する 場所。
交通の円滑の確保の観点から、
信号機の設置を要しない が、
領域② 交通の安全の確保の観点から信
号機の設置について検討できる
場所。

領域③

が求められている。

交通の安全の確保の観点から、
問題がない場合については、信

号機の撤去について検討で
きる 場所。

原則として 信号機の設置を要 原則として 信号機の撤去の検
討を要する 場所。
しない 場所。

６．まとめ
本研究により得られた事項をまとめると以下の通り
である。
(1)胆振東部地震発生前後の交通状況
タクシーのGPSデータに基づくプローブデータを分
析することにより地震発生前後の交通状況を可視化及
びデータにより示すことができた。
(2)災害に強い交差構造、災害時の交通運用の提案
大規模災害時に自律的に機能する交差点制御方法と

ラウンドアバウトは、地震等の大規模災害発生に伴

して、ラウンドアバウトが求められている。「信号機

う停電時にも、自律的に機能する交差点制御方法であ

設置の指針」を踏まえ、信号機の撤去及び環状交差点

る。災害に強い道路インフラを整備するため、検討の

（ラウンドアバウト）の検討が求められる。交通量の

結果、条件が整う場所については、大規模災害時に自

条件が整う場所については、海外事例も踏まえ、災害

律的に機能するラウンドアバウトの導入が求められ

時には一時的な交通制御としてラウンドアバウトを適

る。加えて、災害時の一時的な交通運用策として、暫

用できる可能性も考えられる。

定のラウンドアバウト構造の利用も考えられる（写真
－2、写真－3）。例えば、米国連邦道路庁などでは、

謝辞：本研究の実施に際し、北海道開発局札幌開発建

災害時の交差点運用として、仮設用資材、ゴム製品、

設部並びに札幌市、タクシープロデータの提供につい

標識などから構成される一時的なラウンドアバウトの

ては、(株)東邦交通からのご協力を賜りました。ここ

設置を推奨している

に、謝意を表します。

。

7)、8)、9)

５．２

複合災害への備え
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