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今後整備が予定・計画されている道路の整備効果について、プロジェクト毎に担当者が多様
な観点から検討を行っている。一方で、費用便益分析等のように、実務者間で認識共有された
検討上の思考型式が必ずしも明確に存在せず、打合せ等におけるコミュニケーションの非効率
を生む一因となっている。これの改善の一助とするため、検討上の思考の型式となり得る実務
家向けフレームワークの確立に向けた検討状況を報告するものである。
キーワード：整備効果/仮説立案/思考手法

1. 序論
道路計画及び調査に関する行政実務並びにコンサルタ
ント業務において様々な場面で道路の整備効果を検討す
る作業が存在する。事業評価やストック効果に関する広
報の検討作業のみならず、事業前後の広報についての検
討作業（どのような層にどのようなメリットを享受しう
るものとして訴求するかを検討する作業）などにもどの
ような整備効果が想定されるか検討される。
検討に際しては、行政実務担当者が直接ないしは建設
コンサルタントと共同で検討を行っている。
本論文では、行政実務担当者及び建設コンサルタント
が行う整備効果検討作業において（１）のように課題認
識している。
(1) 本論文の課題認識
整備効果の担当となった行政実務担当者は必ずしも整
備効果検討作業に精通しているものではなく、寧ろ、例
えば在職２０年目で当該職位に異動となるまで整備効果
実務経験が皆無という事例も少なからず存在する。
また、一般論として担当となった建設コンサルタント
についても、個々人の実務経験についてのグラデーショ
ンは当然に存在しうる。
加えて、人事異動により初めて担当することになった
としても、整備効果の検討作業についてOJTや座学など
による十分な技術伝承が行われていない場合も少なくな
い。
さらには、整備効果の検討作業は、橋梁設計や交通量
推計の作業等と比べ、「何をどのように検討したらよい
か」という作業フローのようなものが明確化・形式知化
されておらず、上司や同僚などの経験者の暗黙知に頼る

ことができない場合は、担当者の「手探り」に寄らざる
を得ない。
結果として、「何をどのように検討すべきか分からな
い」担当者が「手探り」で、実作業を行う建設コンサル
タントに指示を出すような事態が発生し、作業上の手戻
りが多く発生することによる非効率が各所で発生してい
ることが散見される。
したがって、本プロジェクトでは、初めての実務担当
者にも整備効果を検討するにあたって「何をどのように
考えるべきか」という実務的フレームワークを提案し、
これまで経験者による暗黙知に頼ってきた部分に対し、
一定の形式知化を試み、以て上述の業務内での非効率の
緩和に寄与することを目指すものである。本論文におい
て、本プロジェクトの途中経過を報告する。
なお、本プロジェクトにおいて中心的に検討作業を行
った、株式会社ドーコンの須田徹央氏（Suda）と著者の
2名（Ensaka, Ooi）にちなみ、確立を目指すフレームワー
クを「SEO analysis」と仮称することとする。
(2) 本論文のターゲット
本論文において提案するフレームワークは、あらゆる
整備効果の実務に対応するものを目指すものではなく、
対象とすべき検討作業について以下のとおり、一旦は限
定をする。
また、整備効果として示されるものについては、一般
論として「当該道路事業の整備により誰かしらが何等か
のメリットを享受した無数の事例」の中から「代表的事
例」として抽出して、例示するものであり、本フレーム
ワークによって無数に存在する整備効果の事例を「網羅
的に」抽出することを目指すものではなく、あくまで、
「代表的事例」になり得るものの抽出の一助となること
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を目指すことも併せて付言する。
a) 整備効果の対象とする事業フェーズについて
対象とする事業のフェーズは、「今後整備効果が発現
することが想定される事業」、すなわち「調査計画段階
を含む供用前の道路事業」とする。供用後の道路の整備
効果については、供用前までに想定した整備効果のフォ
ローアップを行うことから、今回の検討対象から除外し
た。また、供用後の道路の整備効果検討において、結果
的な波及効果（例えば、工場が新規立地した等）につい
てのフォローアップを行うが、事前に予測することの困
難性が高く、これも除外する。
b) 対象とする検討のフェーズ
整備効果を実務的に検討・調査する流れとしては図 1
のフローが一般的である。最終的な資料作成に至るまで
には、構成を検討し、その上で数多ある整備効果から掲
載すべき整備効果事例を抽出する。
その前段として、様々な整備効果事例を列挙するため
に統計等により調査を行うが、統計等により何を調べる
べきか、当たりを付けるために、最初の段階で想定され
る整備効果の仮説立てを行う。今回は整備効果の仮説立
ての段階の検討作業のフレームワークを検討する。
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図 2 フレームワークの概念

2. 整備効果の決定要因
(1) 決定要因となる変数の設定
フレームワークの検討の前段階として、前述のとおり
整備効果を規定するための変数（セル化を規定するため
の変数）の検討を行い、各離散変数( , , , , )によ
って表される整備効果領域ベクトル（すなわちセル化さ
れた領域） を式（1）として規定した。
なお、この式についてはあくまで観念的表現に過ぎな
いことをここに注記しておく。
=( ,

′ =
′

, ,

, )

(1)
(2)

※変数について、( , , , , )は、それぞれ整備効
果の事象における位置座標的出発地、位置座標的目的
地、経路、交通モード、道路の直接的効果（機能）で
ある。
また、行列 は位置座標的出発地及び目的地（位置
座標的OD）についての相対的な需要供給的意味づけ
であり、 と は単なる位置座標的ODに対して相対
的な需要供給的意味づけを行ったものを示す。

図 1 整備効果の検討フロー

(3) フレームワークの概念
前述のとおり、本フレームワークでは想定される整備
効果の仮説立てを行うためのものであるが、すなわち無
ここで「道路の直接的効果（機能）」とは、道路
数に存在する整備効果を拾い上げる作業となる。いわば
を整備したことで発生する一次的な効果、もしく整備
「大海に散らばる漂流物」を見つける作業であり、順序
効果が発言する道路整備による要因であり、例えば以
だてて作業しなければ、拾い上げるべきものの「漏れ」
下の内容を指す。
が発生しやすくなり、また、共同作業者（例えば行政実
＜「道路の直接的効果（機能の）例＞
務担当者と建設コンサルタント）間での意思疎通の齟齬
時間短縮、時間信頼性
が発生しやすくなる。
走行経費減少、事故減少、安全性
これを防止するために、図 2 のように事象を階層化し
並行道路の混雑緩和
た上で探すべき場所を区切って限定し（セル化）、その
災害時等の道路網の多重性
区域内での事例を拾い上げることを提案するものである。
走行安定性
等
本論文で提案するフレームワークの基本概念は、整備
上述のとおり、上記はやや観念的に過ぎるため、表１
効果を議論する『社会的事象の場』（＝大海）を何等か
に例を示すとともに、上記を図４を用いつつ、石狩市の
の変数による区切ってセル化（マッピング）を行い、そ
「地域公共交通活性化協議会」（令和２年度第１回）に
のセルごとに如何にして検討するか、というものである。 おいて「一般国道５号創成川通」の機能強化（通称：都
心アクセス道路整備）により公共交通の利便性向上を取
り扱っている事例を用いて以下のとおり説明する。
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図 4 フレームワーク決定要因の概念図
表 1 各変数の具体的な事例
変数

例

相対的需給条件を付 スキー場が多く冬季の重傷患者が発生す
o'
した出発地
るニセコ地域

図 3 国道５号創成川通の整備効果の事例
（石狩市「地域公共交通活性化協議会」1）から抜粋）
＜事例＞
石狩市内から札幌都心部へは買い物や通勤通学等の日
常の様々な場面で往来があり、石狩市街地から札幌都心
部を結ぶ公共交通機関である路線バスは利用ニーズが高
い。
一方で、当該路線は特に冬季間の定時性確保が課題と
なっており、利便性向上が求められている区間でもある。
札幌都心部に至るまでの間で、特に遅れの原因として指
摘されているのが、バス路線のルート上にある現況の一
般国道５号創成川通の混雑による旅行速度低下であり、
本路線の別線整備として現道の直下に整備することが計
画されている通称・都心アクセス道路が整備されること
で、バスのルートとなっている並行現道の混雑緩和が期
待され、定時性が向上し、路線バスの利便性向上が期待
される、としている。
なお、一般国道５号創成川通（通称：都心アクセス道
路）は札幌都心部と高速道路を結ぶ延長約4.8㎞の一般
国道で札幌都心部と全道各地を結ぶ高規格幹線道路網と
のアクセス強化に寄与する路線として計画されていおり、
社会資本整備審議会道路分科会北海道地方小委員会第23
回北海道地方小委員会（令和2年2月）での審議を経て、
並行現道である現在の国道5号創成川通の直下に整備す
る「地下整備案」に決定された。

相対的需給条件を付
高次医療機関が立地する札幌市手稲区
した目的地
r 経路
迂回、通過、
m モード
自転車、徒歩、自家用車など

d'

e 道路の直接的効果

道路網の冗長性向上、並行現道の混雑
緩和、時間信頼性向上、時間短縮、安全
性向上など

＜説明＞
位置座標的ODとは、例えば出発地が石狩市街地で目
的地が札幌市中心部というように、単なる座標としての
OD条件(変数 , )である。ただし、それぞれ、札幌市は
ショッピングのための商業施設や医療施設が整った場所
で、石狩市街地は相対的にそれらが札幌市よりも貧弱で
ある、という相対的な需要供給的な条件をそれぞれの
ODについて意味づけがなされている（変数 , に変
換）。
また、当該事例では、整備される道路（＝一般国道創
成川通の地下整備部分）を通るのではなく迂回（地上
部の現道利用）する事象（経路条件＝変数 ）であり、
また、バスという公共交通機関（交通モード＝変数 ）
である。さらに、当該道路の整備により直接的に得られ
る効果（変数）として並行現道（創成川通の地上部）の
交通混雑緩和に着目して当該整備効果を例示して議論し
ている。
(2) 変数設定の妥当性検証
また、上記のとおり設定した変数の妥当性について検
証するために、表２に示した実際の整備効果事例から、
実証的に分析を行った。なお、本論文でターゲットとす
る整備効果は供用前の道路であり、検証のために用いた
事例も紙面の都合上、各事例の分析の詳説については省
略するが、結果、この変数設定に関して妥当性を確認し
ている。
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表 2 各変数の具体的な事例
位置座標 位置座標
的出発地 的目的地

道路

後志道
（余市IC～
小樽JCT）

旭川十勝
道路「富良
野道路」
（北の峰IC
～布部IC）

旭川・紋別
自動車道
（丸瀬布IC
～遠軽瀬
戸瀬IC）

目的地の
需要供給的意味づけ

交通モード

道路の直接的
効果（機能）

自動車
バス
トラック
等
自動車
バス
トラック
等
自動車
観光バス等

安全性向上 国道５号の安全性
代替路の確保 の向上と代替路確
保

小樽
（余市）

・当該区間に並行する国道５号には事故危険区間が19か所存在。
・死傷事故率も北海道内の国道平均に比べて高い。
・地震発生時に津波の浸水による侵入規制が想定

後志道
（余市IC～小樽
JCT）

札幌等

函館等

・有珠山はおおむね30年に1回の確率で噴火が発生、樽前山も活火山
である

道央自動車道
国道230号

札幌等

余市・積 ・北海道の中心都市
丹・
古平・仁木 （人口多）
札幌

果物狩りや景勝地などの豊
富な観光資源を有している

・三次医療施設が存在しない

高次医療施設が集積

・後志地域のぶどう収穫量は北海道全体
の8割以上を占め、道内各地へ出荷
余市・積
丹・古平・ 新千歳空
・積丹地区のウニ漁獲高は、北海道全体 全国へ出荷が可能
港等
仁木
の約1割、その多くが東京中央卸売市場
などへ航空便で輸送
釧路市 新千歳空
厚岸町
港
・「青刀さんま」、「大黒さんま」などのブラ 全国へ出荷が可能
浜中町 苫小牧港 ンドさんまが多く水揚げ
根室市
等
道の駅しらぬか恋問や厚岸
札幌等
釧路圏 北海道の中心都市
グルメパークなどが存在する
夏期観光シーズンに多くの
北海道の中心都市
札幌等
富良野 （人口多）
観光客が訪れる
（ラベンダー観光等）
富良野スキー場などを有し、
新千歳空 富良野 北海道の玄関口
訪日外国人宿泊者数は増加
港等
傾向
札幌
・主要産業が農業
北海道の中心都市
富良野 富良野駅 交通混雑が発生する夏期観光シーズン 貨物鉄道輸送拠点
旭川
で多くの野菜等が出荷
北海道の中核都市
札幌
湧別町 新千歳空
佐呂間町
港
ホタテの漁獲高が全国の約3割を占める 道内位置の消費地
全国へ出荷が可能
北見市 苫小牧港
小樽港
札幌
広域観光周遊ルートに認定
北海道の中心都市
新千歳空 オホーツク
された「ひがし北海道」や、
圏
北海道の玄関口
港
「花回遊ルート」を有する
湧別町
旭川
三次医療施設が存在しない
高次医療施設が集積
遠軽町

3. 実務的フレームワークの提案
(1) （仮称）SEO analysisの概要
上述までの議論を理論的基礎として、これを具体的に
実務に落とし込むためのフレームワークを、（仮称）
SEO analysisとして図５の通り提案する。

STEP4
道路の直接的効果の列挙

STEP3
交通モード・
経路の判定

STEP2
地理条件の整理

需要供給的条件の洗い出し

STEP1

経路

余市
（小樽）

後志管内

道東自動
車道
（白糠IC～
阿寒IC）

出発地の
需要供給的意味づけ

図 5 整備効果フレームワークの概要
まず、STEP1「需要供給的条件の洗い出し」では、道
路の周辺地域の分析として、単なる地理座標でなく、そ
の座標値が持つ特徴や、勘案すべき項目から相対的な需
要供給的条件を整理する。主な需要供給的条件として、
人口分布や、産業特性、医療特性、防災特性などが挙げ
られ、ここでは、国勢調査データ（メッシュ人口）や国
土数値情報の活用の他、公共交通については、路線や運
行便数等の増減変化が想定されるため、GTFS（標準的
なバス情報フォーマット）等、交通事業者がオープンデ
ータとして整備するデータの活用が考えられる。
次にSTEP2「地理条件の整理」は、地理条件を確定す

後志道
（余市IC～小樽
JCT）
後志道
（余市IC～小樽
JCT）

結論

代替路の確保 噴火災害時の代替
路確保
時間短縮効果 観光の活性化

自動車
（救急車）

時間短縮効果 地域の安全・安心な
暮らしに寄与

後志道
（余市IC～小樽
JCT）

トラック等

時間短縮効果 農水産品の輸送の
利便性向上

道東自動車道

トラック等

時間短縮効果 道東産さんまのブラ
ンド力向上

道東自動車道
富良野道路
富良野道路
富良野道路
旭川・紋別自動車
道

自動車
観光バス
等
観光バス・自
動車

時間短縮効果 広域周遊観光の活
性化
交通混雑緩和によ
時間短縮効果 る観光周遊性の向
上を支援
観光バス・自 交通混雑緩和に
インバウンド観光の
よるアクセス性
動車
活性化を支援
向上
交通混雑緩和に 富良野産野菜の確
よるアクセス性 実な輸送を支援
トラック等
向上
トラック等

旭川・紋別自動車 観光バス・自
道
動車
旭川・紋別自動車
道

救急車

オホーツクから出荷
時間短縮効果 される水産品の輸
送効率化
道央とのアクセス向
時間短縮効果 上により、広域周遊
観光を促進
高次医療施設への
時間短縮効果 緊急搬送の速達
性・安定性が向上

るプロセスであり、方法論としては、STEP1を踏まえて、
整備予定の道路に対して、圏域内での想定されるODを
作成し、STEP1で想定した需要供給的条件から、発地ま
たは着地側を圏域外にある場合を仮定し、地理条件の拡
大を行う。
また、STEP3では、STEP2で作成したODに対して、交
通モード・経路の判定を行う。想定される交通手段や、
経路を整理し、整備予定の道路への転換や代替の可能性
を検討する。ここで、自動車交通については、ETC2.0デ
ータ、公共交通については、交通系ICカードデータ等の
活用が有効と考えられる。
最後に、STEP4では、道路が整備されることによる直
接効果を列挙する。主な道路の直接的な効果として、時
間短縮効果や、安全性向上、代替性の確保などが挙げら
れる。
各ステップを区分しながら検討することが、2章で概
説したフレームワークの基本概念に関連する部分であり、
さらに、これら4つのSTEPで検討を行い、任意の項目に
ついて串刺しに見ることで、一つの整備効果として検討
可能なフェーズになる。さらに、ひとつひとつのSTEP
を担当者と受注者間で共有することで、共通認識が生ま
れ、効率的に整備効果を検討していくことが可能になる。
(2) 実例への適用例
上記についての理解促進と実事例への適応性の確認の
ために、以下に後志自動車道の余市IC～小樽JCT間と、
道東自動車道の白糠IC～阿寒IC間を例2）3）として、実例
への適用を示す。
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表 3 実例への適用結果
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
道路

位置座
位置座標
標的出
的目的地
発地
余市
（小樽）

出発地の
需要供給的意味づけ

目的地の
需要供給的意味づけ

・当該区間に並行する国道５号には事故危険区間が19
小樽 か所存在。
（余市） ・死傷事故率も北海道内の国道平均に比べて高い。
・地震発生時に津波の浸水による侵入規制が想定

経路

交通モード

後志道
（余市IC～小
樽JCT）

自動車
バス
トラック
等
自動車
バス
トラック
等

道央自動車道
札幌等 函館等 ・有珠山はおおむね30年に1回の確率で噴火が発生、樽
前山も活火山である
国道230号
余市・積
後志道
丹・ ・北海道の中心都市
（余市IC 札幌等 古平・仁
（人口多）
～
木
小樽JCT
）
後志管 札幌 ・三次医療施設が存在しない
内

道路の直接
的
効果（機能）

結論

安全性向上 国道５号の安全
代替路の確 性の向上と代替
保
路確保
代替路の確 噴火災害時の
保
代替路確保

果物狩りや景勝地など
後志道
自動車
観光の活性化
の豊富な観光資源を有 （余市IC～小 観光バス 時間短縮効
果
している
樽JCT）
等
後志道
自動車 時間短縮効 地域の安全・安
高次医療施設が集積 （余市IC～小 （救急車）
心な暮らしに寄
果
樽JCT）
与

・後志地域のぶどう収穫量は北
海道全体の8割以上を占め、道
後志道
農水産品の輸
余市・積 新千歳空 内各地へ出荷
全国へ出荷が可能 （余市IC～小 トラック等 時間短縮効
・積丹地区のウニ漁獲高は、北
丹・古
送の利便性向
港等
果
平・仁木
海道全体の約1割、その多くが東
樽JCT）
上
京中央卸売市場などへ航空便で
輸送
釧路市 新千歳空
厚岸町
港
・「青刀さんま」、「大黒さんま」な
道東産さんまの
全国へ出荷が可能 道東自動車道 トラック等 時間短縮効
道東自 浜中町 苫小牧港 どのブランドさんまが多く水揚げ
果
ブランド力向上
動車道 根室市
等
（白糠IC
道の駅しらぬか恋問や
自動車
～阿寒IC）
広域周遊観光
札幌等 釧路圏 北海道の中心都市
厚岸グルメパークなど 道東自動車道 観光バス 時間短縮効
果
の活性化
が存在する
等

a) 後志自動車道（余市IC～小樽JCT間）への適用
まずSETP1として、当該区間における需要供給的条件
を列挙した。主な需要供給的条件として以下の項目が挙
げられる。
・並行する国道５号には事故危険区間が多数存在
・死傷事故率も北海道内の国道平均に比べて高い
・地震発生時に津波の浸水による侵入規制が想定
・後志地域のぶどう収穫量が多い
・積丹地区のウニ漁獲高が多い
・三次医療施設が存在しない
・果物狩りや景勝地などの豊富な観光資源を有する。
次にSTEP2として地理条件を確定する。圏域内のOD
としては当該区間を結ぶ余市-小樽間となり、圏域外で
は、STEP1で列挙した需要供給的条件を考慮して、全国
へ出荷が可能であるゲートウエイや、観光集客基、さら
には高次医療施設が存在する最寄りの地域を追加し、
ODを仮定した。STEP1とSTEP2をループしながら組み合
わせることで、出発地、到着地の特性を考慮したODを
作成することが可能となる。それらを基に、STEP3、
STEP4において、交通モード・経路を当てはめ、道路の
直接的効果を組み合わせることで、表３のように整理す
ることが可能である。
b) 道東自動車道（白糠IC～阿寒IC間）への適用
後志自動車道と同様に、まずSTEP1として、当該区間
における需要供給的条件を列挙した。主な需要供給的条

件としては以下の項目が挙げられる。
・さんまの漁獲量が多い
・広域観光周遊ルートの一部である
次にSTEP2として地理条件を確定する。圏域内のODと
しては当該区間を結ぶ白糠-阿寒間となり、圏域外では、
STEP1で列挙した需要供給的条件を考慮して、全国へ出
荷が可能であるゲートウエイや、観光集客基、道の駅な
どの観光地を追加し、ODを仮定した。れらを基に、
STEP3、STEP4において、交通モード・経路を当てはめ、
道路の直接的効果を組み合わせた。その結果を表３に示
す。
c) 実例への適用結果
後志自動車道と道東自動車道を事例として、実例への
適用方法を示した。おおよその整備効果の検討に活用す
ることが可能であることが確認できた。

4. プロジェクトの今後
本プロジェクトは今年度キックオフしたものであり、
現段階では、フレームワークの提案を行った段階である。
フレームワーク構築に当たっては、「実務で使える」も
のであること、「代表的あるいは社会インパクトが大き
い整備効果事例を漏らさないこと」重要視しており、こ
の点についてさらにブラッシュアップを行きたい。特に、
各ステップにおける作業内容については、よりこれらの
２点における課題は多いと感じており、フレームワーク
の確立の途上であると感じている。今後、このフレーム
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ワークをより多くの実事例で使用し、改良点を探ってい
く作業を行っていく。そのために、本論文の著者を中心
としたプロジェクトチームのメンバーを核として、実業
務で試行していくこととしたい。
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石狩市「地域公共交通活性化協議会」（R2 年度第１回）
NEXCO東日本後志自動車道（余市 IC-小樽 JCT間）開通時資
料（https://www.e-nexco.co.jp/rest/pressroom/press_relea
se/hokkaido/h30/1019/pdfs/pdf.pdf）
国土交通省北海道開発局釧路開発建設部 道東自動車道
（白糠IC～阿寒IC間）開通時資料（https://www.hkd.mlit.
go.jp/ks/release/pdf/H27/151225_1.pdf）
国土交通省北海道開発局旭川開発建設部 旭川十勝道路
「富良野道路」（北の峰 IC～布部 IC）開通時資料 （htt
ps://www.hkd.mlit.go.jp/as/release/vktdfd000000ehwb-att/
vktdfd000000gvzr.pdf）
国土交通省北海道開発局網走開発建設部 旭川・紋別自
動車道（丸瀬布 IC～遠軽瀬戸瀬 IC）開通時資料（https:/
/www.hkd.mlit.go.jp/ab/release/k232su00000002bf-att/2902
16.pdf）

