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平成 27 年 3 月 14 日に函館新外環状道路（函館
新外環状道路（函館 IC～赤川 IC 間 L=2.4km）が開通した。開通
した。開通に伴い、函
館 IC のランプ形状が複雑な構造となったため、供用開始から逆走車や人及び自転車の誤
のランプ形状が複雑な構造と
車や人及び自転車の誤進入が増加し、
死亡交通事故等の危険性があることから誤
ことから誤進入対策が課題として思慮された。本稿では
では、これらの課題
解決のために函館道路事務所にて行われた独自の
事務所にて行われた独自の取り組みについて報告する。
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1.函館新外環状道路の概要

2. 開通後の交通状況

地域高規格道路「函館新外環状道路」
」は、函館 IC から
函館空港ICに至る延長10.0Kmの自動車
自動車専用道路である。
平成 13 年度に着工準備、平成 19 年度に事業化、平成
年度に事業化
21
年度に工事着手し、平成 26 年度に函館
函館 IC から赤川 IC
間の延長 2.4km が開通した。現在は、赤川 IC から函館空
港 IC までの 7.6km を平成 32 年度の開通
の開通を目指して整備
が進められている。
（図-1）
函館新外環状道路は、道央圏と道南圏を結ぶ北海道
圏と道南圏を結ぶ北海道縦
貫自動車道、函館新道及び函館江差自動車道と
函館江差自動車道と一体とな
って、道南地域の広域交通ネットワークを形成するとと
交通ネットワークを形成するとと
もに、函館空港及び北海道新幹線（新函館
函館北斗駅）まで
のアクセス時間の短縮、通過交通の転換による
通過交通の転換による生活道路
の渋滞緩和や物流・観光・産業など地域経済の活性化
など地域経済の活性化へ
の貢献も期待されている重要な路線である
である。

函館新外環状道路の開通 2 か月後の交通量は、平日約
か月後の
11,500 台/日、休日約 13,100 台/日と多くの方に利用さ
れた。しかし、供用開始早々、
、函館 IC での逆走や歩行者
及び自転車の進入する事案が多く発生し、重大な事故が
多く発生し、重大な事故が
発生しかねない状況であった。
。
（図-2）
発生状況としては、函館駅方向から来た
函館駅方向から来た車両がＨラン
プ（オフランプ）から進入してくる
してくるケース、函館新道の
札幌方面から函館市街へ向かう
札幌方面から函館市街へ向かう上り車線の車両がＥラン
プ、Ｇランプ（オンランプ）を利用して赤川方向へ走行
を利用して赤川方向へ走行
するのではなく、Ｈランプから進入して
するのではなく、Ｈランプから進入してくる逆走の事案
が多数確認された。これらの車両は、逆走に気づき、Ｕ
これらの車両は、逆走に気づき、Ｕ
ターンもしくはＦランプを利用し
ターンもしくはＦランプを利用し函館新道に戻るなど
（図-5）
、
本線まで走行していないことから大事故につな
がっていない状況であった。また、歩行者
また、歩行者及び自転車の
誤進入も発生しており（図-3）
）
、今後、初めて走行する車
両が増えることも予想されることから
ることから早急に対策を実施
することが必要となった。
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図-1 函館新外環状道路位置図
新外環状道路位置図
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図-2 誤進入発生状況（函館道路事務所調べ）
発生状況（函館道路事務所調べ）
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図-4 函館 IC の逆走発生箇所

3. 函館 IC の概要
図-3 歩行者及び自転車の進入状況
及び自転車の進入状況

発生年月日

発生
時刻

発見
方法

事象
形態

発生
箇所

H27.4.2 (木)

13:19

通報

人

下り

人が進入していると通報あり
警察車両に同乗し現場退去

H27.4.9 (木)

15:54

通報

自転車

下り

本線に自転車がいるとの通報
警察車両にて追従し、赤川Ａランプより流出

H27.5.16 (土)

9:12

通報

人

-

H27.5.21 (木)

11:08

巡回
パトロール

人

上り

巡回パトロール中、人の進入を確認
警察車両に同乗し現場退去

H27.5.24 (日)

12:55

通報

自転車

上り

自転車が進入しているとの通報
警察にて確認したが該当自転車は発見され
なかった。

内

容

人が進入していると通報あり
警察にて保護し現場退去

表-1 函館新外環状道路における
新外環状道路における事案の内容

函館 IC は、函館新道、函館江差自動車道及び函館新外
函館江差自動車道
環状道路の 3 路線が接続されており、8
路線が接続されており、 箇所（A～H）の
ランプが存在する。
函館新道は平成 12 年に供用しており、その後、函館江
差自動車道が平成 15 年に供用し、今回、函館新外環状道
路が供用したことで、
現在の函館 IC の形状となっている。
函館市街から札幌方向へ向かう函館新道、及び
函館市街から札幌方向へ向かう函館新道、及び函館江差
自動車道と函館市街を結ぶ C、
D ランプを利用する車も多
く、今回供用した函館新外環状道路は、空港方面の住宅
新外環状道路は、空港方面の住宅
街及び商業施設へのアクセスで多くの車が利用している
状況である。このように、3 路線の交通量の多い交差点
となっている桔梗交差点においては、交通障害が発生す
においては、交通障害が発生す
ると混乱が生じることから、視認性の良い標識等が求め
られている。

逆走に気づき
Ｆランプを利用し離脱
離脱

図-5
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函館 IC 一般図

4.逆走及び誤進入の発生要因
(1)一般道からの逆走
ランプウェイが接続されている桔梗交差点は、跨道橋
を含んだ広い交差点となっており、函館駅方向からの車
両は、間違って手前のＨランプ（オフランプ）に右折し
ていた。事前の注意標識（図-6）
、通常の「進入禁止」規
制標識（図-7）を設置しているが、いずれも標識が小さ
いことから、気が付かないもしくは認識できていなかっ
たと考えられる。

(2)歩行者及び自転車の誤進入
ランプウェイ出入口は、一般道に設置されている歩道
より歩行者が容易に進入できる状況下であった。
（図-9）
歩行者及び自転車の進入禁止について、通常の「自動
車専用道路」の注意標識を設置しているが、設置位置が
歩行者目線より高いこともあり見落としていたと考えら
れる。
（図-10）

図-9 ランプ接続箇所の状況

図-6 注意標識

高さ H=2.40

図-10 自動車専用道路 注意標識

5.誤進入対策
(1)横断幕による注意喚起
誤進入対策として規制標識及び注意標識に加えて、跨
道橋に「赤川方向は、橋を越えて右折」と横断幕（図-12）
を設置し手前のオフランプへ進入しないように注意喚起
を行った。視認されやすい位置に大きな文字と文章で確
認できるため有効な対策であると思われる。
（図-11）

図-7 規制標識（進入禁止）
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図-8 交差点概略図
図-11 横断幕設置
Keita Fukuhira, Shingo Takizawa, Takayuki Sawada

(3)地元広報誌を活用した注意喚起
注意喚起
函館市の広報誌「市政はこだて
はこだて」を活用し、函館新外
環状道路が、
「自動車専用道路
自動車専用道路」であることや、歩行者及
び自転車の通行が出来ないことを
ことを掲載し、住民等への周
知・啓発を行った。
（図-16）
図-12 横断幕レイアウト
レイアウト

(2)看板設置による注意喚起
車両による誤進入（逆走）を防止するため
を防止するため、Ｈランプ
（オフランプ）に「進入禁止」
、Ｇランプ（
Ｇランプ（オンランプ）
に「赤川方向入口」と書かれた看板を設置し注意喚起を
を設置し注意喚起を
行った。
（図-14）
歩行者および自転車の進入防止については、大きな文
進入防止については、大きな文
字とピクトで注意喚起を行った。また、路肩から進入す
注意喚起を行った。また、路肩から進入す
ることから、目線の集まる路上に矢印板を用いた
に矢印板を用いた「簡易
バリケード」の設置を行った。
（図-15）
）

図-16 広報誌掲載記事（出典
出典：市政はこだて H27.5）

6.対策の効果
逆走防止及び誤進入の対策を行ったことにより、供用
対策を行ったことにより、供用
開始早期と比べ発生件数は減少
減少傾向にあり、対策の効果
があったものと考えられる。
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図-17 対策実施後の発生状況
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図-14 逆走防止対策
対策

図-15 誤進入対策
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近年、全国的に高齢者のドライバーによる高速道路の
高齢者のドライバーによる高速道路の
逆走事故が発生しており問題となっている
となっている。原因として
は、認知症によるものや標識の見落とし
標識の見落としなどによるもの
が多いと推測される。函館 IC においても、同様に逆走事
故は発生するおそれがあることから、道路
故は発生するおそれがあることから、道路利用者にわか
りやすい標識等について考えて
ついて考えていく必要がある。
函館市を訪れる外国人観光客
客が増加傾向にあることや
北海道新幹線開業（平成 28 年 3 月）に伴い、首都圏、北
関東からのビジネス・観光客の増加
の増加やレンタカー利用の
増加も考えられることから、より
よりわかりやすい標識や英
語表記、イラストなど、誰もが理解できる表記
誰もが理解できる表記が求めら
れる。また、歩行者や自転車の誤進入対策
、歩行者や自転車の誤進入対策においても、
道外や外国からの自転車を使用した
使用した旅行者も増加してお
り、今後の誤進入状況を把握し、新たな対策を検討する
必要がある。

