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1．はじめに 

東日本大震災時ではトラック輸送の機動力を活か

し，食料や水の輸送を行い復興に大きく貢献した．

国土交通省によると食料の7割，水の6割がトラッ

ク輸送によるものであった．本研究では，今後発生

する確率が高いといわれている南海トラフ巨大地震

発生時の道路ネットワークの混乱や被害の影響を考

慮した災害対応復旧計画の評価と改善モデルを作成

する．そして東日本大震災の記録や愛知県防災会議

の予測等を利用することで，地震発生翌日から１週

間における愛知県内の救援物資輸送に関する復旧計

画の評価分析を行うことを目的とする． 

 

2．南海トラフ巨大地震発生時の被害予測 

本研究では愛知県の地方自治体への輸送を対象と

するが，各地方自治体の必要救援物資量はその地域

の避難所に避難する被災者数に左右される．よって，

避難所へ避難する被災者数を推定するために愛知県

における住宅被害，ライフライン被害を算出する．

住宅被害は建築年数に分けて推定する．ライフライ

ン被害は能島ら 1) による binary logitモデルを使

用して推定する．また内閣府より津波の浸水によっ

て避難所へと避難する被災者数は地震発生翌日から

1 週間にわたって変化するというデータから各地の

津波浸水域の算出も行い，避難者数の算出を行う．

避難者数の予測手法全体図を図-1に示す． 

使用する道路ネットワークは愛知県における防災

計画で指定される図-2 の緊急輸送道路を使用する．

道路ネットワークの被害確率，つまりリンクの通行

不可能となる確率は以下のような式(1)で求めるこ

とができる. 

(通行不可能確率) = 1 − 𝑒−𝑖𝜆     (1) 

 

 

上記の道路施設被害率は津波浸水地域と津波浸水

地域外によって算出方法を区分する．津波浸水地域

では津波の浸水深によって区分して，津波浸水地域

外では震度別に区分する．また道路施設被害率は東

日本大震災の被害状況から算出したデータ(表 1)を

使用する．上記の式により各リンクの通行不可能確

率を算出し，復旧計画における復旧率を掛け合わせ

ることでプログラミングの際に道路の通行の可否を

決めることで災害時の道路状況を想定する． 

 
3．輸送手段モデル 

使用するモデルは各地方自治体（第二ストックヤ

ード）をデポ（第一ストックヤード）へ割り当てる

Multi-Commodity Vehicle Routing Problem（VRP）

を使用する．VRP は第一ストックヤードの各デポか

ら各地方自治体に輸送を行い再びデポに戻ってくる

モデルである. 

 

  

 

 

 

 

 

浸水深 道路施設被害率 震度 道路施設被害率

1m未満 0.13 5弱 0.035
1m-3m 0.37 5強 0.11
3m-5m 0.65 6弱 0.16
5m-10m 1.52 6強 0.17
10m以上 2.64 7 0.48

浸水地域 浸水地域外

図-1 避難者数の予測手法 

 𝑖:道路延長距離(km) 

𝜆:道路別施設被害率 

 

表-1 道路施設被害率 

図-2 愛知県緊急輸送道路ネットワーク 



平成 27 年度創成シミュレーション工学専攻修士論文概要集 

都市シミュレーション工学分野 

 

 

愛知県の防災計画の整備プランによって定められ

ている県営名古屋空港，名古屋港，愛・地球博記念

公園，岡崎中央総合公園，新城総合公園の5つを第

一ストックヤードとする．第二ストックヤードは第

一ストックヤードのキャパシティー等を考慮してク

ラスタリングし，各地方自治体を5グループに分け

る．5 グループに分けたストックヤードを色分に表

記したものを図-3に示す . 

本研究のVRPモデルは，トラックのキャパシティ

ーや労働時間の制約の中で輸送時間を最小とする最

短経路のノードの順番を与えるモデルである．モデ

ルは式(2)に示す．避難所の被災者数に対する救援物

資量，ドライバーの数，トラックのスペース等の条

件・制約に加えて，各リンク間の道路被害またはそ

の後の復旧計画も考慮しなければならない． 

道路状況は特に大きく経路や所要時間に多大な影

響を及ぼすためである．式の最適化には遺伝的アル

ゴリズムを使用する． 

 

Min ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗

𝑗∈𝑅,(𝑗≠𝑖)𝑖∈𝑅

𝑥𝑖𝑗             (2) 

𝑠. 𝑡   ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑖∈𝑅 = 1 

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑗∈𝑅

= 1 

∑ ∑ 𝑡𝑖𝑗

𝑗∈𝑅,(𝑗≠𝑖)𝑖∈𝑅

𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑡𝑡𝑚𝑎𝑥 

∑ ∑ 𝑠𝑖𝑗

𝑗∈𝑅,(𝑗≠𝑖)𝑖∈𝑅

𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑠𝑡𝑚𝑎𝑥 

𝑥𝑖𝑗𝜖 {
1, 𝑖𝑓 𝑖と𝑗がつながっている

0,つながっていない
 

 

 

所要時間の算出方法として，南海トラフ巨大地震

を想定した場合は通行不能や復旧による通行可能に

なったケースも考慮しなければならないため，本研

究ではそのような場面における信頼性の高い結果が

得られるα-Shortest path modelを用いる．モデル

の最小化のアルゴリズムは Ji2)による Hybrid 

Intelligent Algorithmを使用する．手順のフローチ

ャートは図-4に示す．この手法の特徴はリンク間の

所要時間が不確実な関数であっても対応できるとい

う点である．本研究では被害想定を確率で算出して

おり，リンク間の所要時間は一定値ではないために

このモデルを使用する．遺伝的アルゴリズムによる

最短経路探索を繰り返し，信頼性(1-∝)*100%によっ

て選択経路が変わる． 

本研究において，南海トラフ巨大地震の最大の被

害を想定するため，信頼性は 95%に固定する．また

プログラミングの設定内容はVRPモデルの作成回数

(Popsize)=1000,手順④の手順の繰り返し回数

N=1500,遺伝的アルゴリズムの突然変異確率=100%と

統一する．また本研究における輸送シミュレーショ

ンにおいて地震発生当日を1日目とすることから翌

日を 2 日目，1 週間後を 8 日目と記載する． VRP

モデルの仮定は以下に示す． 

 

積荷・積み下ろし時間          70（分） 

ドライバー最大労働時間         6(h/

人) 

トラックの最大利用時間        24(h/日) 

トラックサイズ             4トン 

トラック最大スペース        

32.7(㎥) 

輸送救援物資内容3)        5.6(㎥/1000人) 

車両速度（高速）          42.3(km/h) 

車両速度（一般）          16.0(km/h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R =ストックヤード 

𝒄𝒊𝒋 =被害・復旧率を考慮した

𝒊𝒋間の所要時間[h] 

𝑡𝑖𝑗 =  𝑖𝑗間の移動時間＋荷下

ろしにかかる時間[h] 

𝑡𝑡𝑚𝑎𝑥 =ドライバー1人あたり

の最大労働時間[h] 

𝑠𝑖𝑗 =  𝑖𝑗間のトラック内の救

援物資のスペース[㎥] 

𝑠𝑡𝑚𝑎𝑥 =トラック 1 台あた

りの最大スペース[㎥] 

図-3 愛知県内5グループ図 
図-4  Hybrid Intelligent Algorithmフロー 
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4．復旧計画作成手法 

復旧計画作成の基本として，東日本大震災時の復

旧手法である「くしの歯作戦」を参考とした．復旧

手順として地震被害の大きい内陸部の復旧を STEP1，

沿岸沿いに向かう復旧を STEP2，津波被害の大きい

沿岸沿いをSTEP3とSTEPごとに復旧作業を分け，重

要な道路を集中して復旧することで迅速な輸送を可

能とした．本研究では3つの復旧計画による輸送シ

ミュレーションを行う．3 つの復旧計画の復旧率は

統一とし，東日本大震災時の復旧率と愛知県防災会

議の目標日数等を参考に3つの復旧計画を図-5のよ

うにする． 本研究で作成する3つの復旧計画の作成

手法を以下に示す．復旧計画別の復旧STEP図を図

-6に示す 

復旧計画①：南海トラフ巨大地震の発生を懸念し

て「道路管理防災・震災対策検討分科会」が設置さ

れ，早期復旧支援ルート確保手順（中部版くしの歯

作戦）が策定された．この中部版くしの歯作戦に基

づいた復旧計画である． 特徴としてSTEP1は高速道

路を中心としており，STEP2 に沿岸沿いに向かって

いく主要道路，STEP3は沿岸沿いの道路と東北の「く

しの歯作戦」と同じSTEPの形となっている． 

復旧計画②：復旧計画①にはSTEP2,3の復旧STEPに

課題点がみられるのでJenelius4)による基本手法を

本研究におけるリンク重要性評価手法として使用す

る．重要性の評価はトラックの遅延所要時間と輸送

救援物資量を掛け合わせることで算出する．計算式

を以下の式(3)に示す． 

𝐼𝑒 =
∑ ∑ ∆𝐶𝑖𝑗

𝑒
𝑗≠𝑖𝑖 𝑊𝑖𝑗

∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗𝑗≠𝑖𝑖
           (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

愛知県内のリンクの重要性を4段階に等量分配し，

リンクごとに評価する．評価を基に道路ネットワー

クの修正を行い，復旧計画の作成を行う． 特徴とし

て高速道路を中心にリンク重要性の高い，西三河地

域と知多半島は西側の西知多産業道路を STEP1 と

し，STEP2は海部地域や知多半島全域，STEP3は

名古屋北東部を中心とした道路に展開している． 

復旧計画③：復旧計画②の課題点として STEP1

の作業距離が復旧計画①と比較すると減少してしま

う点が上げられる．東日本大震災の実際に行われた

作業距離と「道路管理防災・震災対策検討分科会」

によって策定された復旧計画①から震災翌日に

700km前後の復旧作業が可能と考えられる．このこ

とから重要評価を4段階区分から5段階に分け，復

旧計画②の STEP1 の作業距離を延ばす復旧計画③

の作成を行う．特徴として西三河地域，知多半島と

グループ5の奥三河地域が復旧計画②と比較すると

STEP1 の作業距離が延びている． 

5．復旧計画別輸送シミュレーション 

 復旧計画別に VRP モデルによる輸送シミュレー

ションの輸送困難自治体，輸送コスト，復旧計画に

要するリソースについての比較，考察を行う．

STEP2 の目標日数である 4 日目までの輸送が困難

である地方自治体を図-7に示す． 

2 日目の輸送困難自治体はグループ1 において復

旧計画①だけ発生しており，復旧計画①のグループ

1 地域は概ね STEP4 となっており，早期な復旧が

考慮されていないことが要因として考えられる．グ

ループ2は復旧計画②のみ2カ所生じ，輸送が遅れ

る結果となった．知多半島において STEP1 は西知

多産業道路より知多半島道路と南知多道路の方が迅

速な復旧が可能といえる．グループ3は各復旧計画

とも迅速な輸送が可能と推測できる．グループ4の

復旧計画①では3カ所，復旧計画②は1カ所が輸送

困難という結果になった．復旧計画③において輸送

困難自治体が発生しなかった要因として西三河地域

の STEP1 の作業距離を延ばしたことと，蒲郡市の

輸送のために三河湾オレンジロードを STEP1 とし

たことが上げられる．グループ5の奥三河地域の翌

日輸送は困難であるといえる．理由としてグループ

5 は山間部であり，道路ネットワークが少ないこと

が大きな要因として考えられる．4 日目には復旧計

画③は全自治体に輸送可能，復旧計画②も1カ所残

すのみとなった．復旧計画①は4日目以降1週間後

までグループ5の輸送は困難という結果になった．  
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図-5  各ステップ復旧率 

図-6  復旧計画別復旧ステップ 
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以下には輸送コストの比較の結果を示す．復旧計

画別の1週間における輸送走行時間，輸送走行距離

推移を図-8に示す．また輸送困難自治体のペナルテ

ィとして必要輸送トラック1台につき輸送走行時間

は 24 時間，輸送走行距離は最も距離が遠い迂回経

路の距離(km)を加算することで算出する． 

輸送走行時間，輸送走行距離共に復旧計画①の値

が大幅に大きくなっている．これは輸送困難自治体

が多いことからの輸送困難ペナルティの加算による

ものである．各復旧計画において輸送走行時間は 2

日目から3日目にかけて，輸送走行距離は3日目か

ら4日目にかけての減少幅が大きかった． 

輸送走行時間は輸送困難自治体が減少することに

よる輸送困難ペナルティの減少，輸送走行距離は道

路復旧が進むことによる迂回経路から最短経路とな

ることが大きな要因として挙げられる．また5日目

において復旧計画②と復旧計画③の輸送走行時間，

輸送走行距離共に逆転している．これは復旧計画③

は STEP1 の作業距離を延ばしたことで STEP2 の

作業距離が減少したためにこのような結果になった． 

復旧計画別に要するリソース結果を表-2 に示す．

リソースとは各 STEP の復旧作業に必要な作業人

数と建設機械数である．算出方法として東日本大震

災時のくしの歯作戦の人数と建設機械のデータを基

とし，原単位(/km)を導くことで算出を行う．復旧計

画①の STEP2,3 においては非常に少ないことから

稼働率は低いといえる．復旧計画③は STEP1 が一

番リソースを必要としており，STEP2,3も多く稼働

率は高いが効率的といえる．  

 

 

 

 

 

 

6．まとめ 

輸送を迅速に行うために高速道路の早期復旧だけ

ではなく，知多半島道路，南知多道路，西三河地域

の輸送道路，国道151号線等の高速道路と第二スト

ックヤードをつなぐための緊急輸送道路の迅速な復

旧が必要である．輸送シミュレーションの評価とし

て復旧計画③が4日目までの輸送困難自治体と輸送

コストから考えると，最も迅速な輸送を行うことが

できる復旧計画といえる．また復旧計画③はリソー

スの点からは稼働率の高さが挙げられるが，効率的

である復旧計画ということがわかった． 

今後の課題としてアルゴリズムの改善や復旧率の

見直しによって輸送シミュレーションの精度向上が

挙げられる．  
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復旧STEP 作業員(人) ダンプトラック(台) ユニック(台) バックホウ(台)

STEP1 628 43 4 42
STEP2 108 8 1 7
STEP3 263 18 2 18
STEP1 518 36 3 35
STEP2 553 38 4 37
STEP3 521 36 3 35
STEP1 628 43 4 42
STEP2 451 31 3 30
STEP3 520 36 3 35

復旧計画①

復旧計画②

復旧計画③

図-7 復旧計画別輸送困難自治体推移 

図-8 全グループ復旧計画別輸送走行時間 

輸送走行距離 

表-2 復旧計画別必要作業人数と建設機械数 


