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1 はじめに 

 

近年，地球温暖化等の環境問題が懸念され，台風

や集中豪雨による災害の被害が顕在化してきている．

災害が発生する度に，鉄道や道路等の交通インフラ

が正常に利用できなくなり，都市部を中心に莫大な

数の帰宅困難者が発生する．この帰宅困難者の抑制

が減災を講じる上で重要な課題となっている．平成

23年9月の台風第15号は，東海地方に大きな被害をも

たらし，広い範囲で混乱となった．このように災害

時の交通の実態は未だ解明されていないといえる． 

そこで，本研究では平成 23年台風第15号時の自

動車交通について，先行研究で行われたアンケート

調査から帰宅行動を分析する．また，道路の交通流

を反映させた交通シミュレーションの開発を行う．

そして，豪雨災害時の交通渋滞への緩和対策の効果

を検証し，今後の対策に役立てるものとする． 

 

2 平成 23年台風第 15号の道路被害概要 

 

台風は平成23年9月13日21時に日本の南で発生

し，徐々に勢力を強めた．東海地方では，9月19日

夕方から21日夕方にかけて，断続的に強い雨が降っ

た．特に20日は，東海地方の広い範囲で大雨となっ

た．この大雨の影響により数多くの道路が通行止め

となった．ここで9月 20日に通行止めになった道路

を図-1に示す．国道及び県道は愛知県内で計431箇

所，岐阜県内においては計 40箇所，三重県内におい

ては計43箇所の道路が損壊・冠水した．この中には

国道 19号等の直轄国道や高速道路も含まれており，

広い範囲で大きな混乱となった． 

 

3 アンケート調査による自動車帰宅状況の分析 

 

先行研究において，豪雨災害時の交通実態等の調

査を目的にアンケート調査が行われた．本章では，

そのアンケートデータを用いて，9月 20日の帰宅交

通行動を分析する．豪雨当日，名古屋市内を出発地

とし自動車を利用した人（サンプル数 72）を対象と 

し集計，分析する． 

はじめに，普段と豪雨災害当日の帰宅所要時間を 

 

 
図-1 通行止め区間 

 

図-2 普段と豪雨災害当日の帰宅所要時間 

 

比較した結果を図-2に示す．これより，災害時の帰

宅所要時間は普段より長かったことがわかる．普段

の帰宅所要時間の平均が17.1分であるのに対し，災

害時の帰宅所要時間の平均は 142.0 分であり，平均

で普段の約 8.3 倍の時間を要したといえる．なお，

災害時の帰宅所要時間が4時間以上である人も 7名

おり，最長であった人は9時間である． 

次に，アンケートデータから名古屋市内を出発地

とした自動車利用者のサンプルを対象とし，多変量

解析を行い帰宅行動について分析を深める．目的変

数を「災害時の総所要時間（分）」として重回帰分析

を行い，所要時間モデルを構築する．その結果を表

-1に示す．ここで，それぞれのダミー変数について

以下に述べる場合を1とし，そうでない場合を0と

する．規制情報入手ダミーは交通規制情報を入手し

た場合，名古屋外着ダミーは名古屋市内到着である

場合，降雨量情報入手ダミーは降雨量情報を入手し
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た場合，普段車以外ダミーは普段は自動車以外で帰

宅している場合，到着地ダミーは到着地が該当する

住所である場合，出発時間帯ダミーは該当する時間

帯に出発した場合とする． 

出発時間帯ダミーを見ると，13時発から15時発ま

では時間帯が遅くなるにつれパラメータの値は大き

くなり，15時発からは時間帯が遅くなるにつれパラ

メータは小さくなっていくのが分かる．これは，降

雨のピークが割と早い時間であったため，出発時間

帯が遅いほど所要時間は短くなることが分かる． 

 

3 道路交通状況再現のためのシミュレーション 

 

本研究では，車両一台一台の挙動再現をベースと

するミクロ交通シミュレーションとイベントベース

の動的なシミュレーションであるメソ交通シミュレ

ーションを統合した交通シミュレーションを行う． 

本研究で扱うネットワーク図を図-3に示す．これは

名古屋市を中心とした中京都市圏のネットワークで

ある．図の青線で囲まれた部分をミクロシミュレー

ション，その他をメソシミュレーションと設定する．

青線は，名古屋市，春日井市，多治見市，瀬戸市を

結ぶように設定した．平成23年台風第 15号時には

この地域において激しい交通渋滞が発生したため，

その時の状況を再現する際に活用できるようにこの

範囲をミクロシミュレーションとする．また，時間

帯は 13時から 18時までの 5時間とする． 

まず，シミュレーションの精度検証のために平常

時を再現した交通シミュレーションを行った．図-4

に所要時間の散布図を示す．実測値は先行研究で行

われたアンケート調査で得た実所要時間，推計値は

シミュレーションで得た所要時間である．図よりシ

ミュレーションの推計結果は良好といえる． 

次に，豪雨災害時を再現した交通シミュレーショ

ンを行う．再現方法として通行止めの設定とOD交

通量の変更を行う．通行止めは，図-1に示した通行

止め区間を設定する．OD交通量は，通行止め区間

まで行きそこで経路を変更するという実際の状況に

近づけるために，名古屋から多治見へ向かう交通量

の何%かを春日井を経由するようにする．何%を春

日井経由にするか決定するために，30%，40%，50%，

60%の各パターンをシミュレーションし，アンケー

ト調査で得た実所要時間とRMS誤差で精度検証し

た．図-5にその結果を示す．図から 50%で最も良い

結果となったことが分かる．また，その50%の時の

精度検証結果として，所要時間の散布図を図-6に示

す．図-7には平常時再現と豪雨災害時再現のそれぞ 

表-1 所要時間モデル 

 

 

図-3 ネットワーク図 

 

図-4 平常時再現の所要時間による精度検証 

 

れのミクロエリアの17時での交通状況を示す．プロ

ット一つ一つが車両であり速度によって色が変わり，

渋滞区間を示している．図-7から豪雨時にはかなり

混雑する状況を再現できたといえる． 

パラメータ t値 パラメータ t値 パラメータ t値
248.0445 0.79 15.81499 0.14 -83.4245 -1.39
36.39674 2.45 34.05637 2.41 34.12952 2.51
79.32911 3.07 74.09064 2.94 89.79234 5.84
-6.51597 -0.44 -14.8991 -1.13 -11.8944 -0.95
-16.8347 -1.15 -13.154 -0.93 -11.5855 -0.84

春日井着ダミー -55.7857 -1.98 -53.0096 -1.92 -73.7135 -4.55
一宮着ダミー -61.5246 -2.03 -58.5363 -1.95 -80.1295 -4.32
岐阜着ダミー -52.0873 -1.03 -59.8728 -1.23 -76.1258 -1.75
多治見着ダミー 18.82627 0.75 23.09575 0.94
瀬戸着ダミー -79.7089 -2.62 -73.2525 -2.46 -91.4564 -4.57
13時発ダミー 27.17508 0.55
14時発ダミー 38.93349 0.84
15時発ダミー 88.56357 2.02
16時発ダミー 56.83484 1.27
17時発ダミー 47.20587 1.03
18時発ダミー 44.15495 0.97
19時発ダミー 13.63066 0.31
20時発ダミー 37.76921 0.83
21時発ダミー 20.80595 0.45
13-14時発ダミー 16.94193 0.79
15-16時発ダミー 48.70577 2.78 44.10378 3.78
17-18時発ダミー 29.72589 1.66 22.38289 1.79
19-20時発ダミー 3.502391 0.18

調整済みR2 0.396283 0.402546 0.417987
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図-5 OD交通量を変更する際の RMS誤差比較 

 

 

図-6 豪雨災害時再現の所要時間による精度検証 

 

4 豪雨災害対策を仮定したシミュレーション 

 

(1) 交通規制情報を取得してから出発した場合 

豪雨災害時の交通混雑の対策として，帰宅者が出

発前に交通規制情報を取得する場合を考える．はじ

めに，アンケート調査から平成23年台風第15号時の

交通規制情報の入手状況について集計した．出発前

の交通規制情報の入手状況を図-8に示す． 

次に，帰宅者に出発前に交通規制情報を取得させ

た場合のシミュレーションについて述べる．帰宅者

が最新の交通規制情報を出発前に取得することがで

きれば豪雨災害時の帰宅状況は改善されると期待さ

れるため，全ての帰宅者に出発前に交通規制情報を

取得させた場合と7割の帰宅者に出発前に交通規制

情報を取得させた場合をシミュレーションする．交

通規制情報を取得したと仮定する車両には通行止め

区間が経路選択に含まれないように設定し再現する． 

シミュレーション結果として，図-9にミクロエリ

アの17時の交通状況を示す．図から，豪雨災害時を

再現したシミュレーションの結果より黒丸で示した

一部の交通混雑が緩和されているのが分かる．また，

交通規制情報を取得した帰宅者が増加するほど所要

時間の平均値は減少した． 

 

図-7 平常時再現と豪雨災害時再現の 

17時でのミクロエリア比較 

 
図-8 出発前の交通規制情報の入手状況 

 

 

図-9 出発前に交通規制情報を取得した場合の 

17時でのミクロエリア比較 

 

(2) ホテルや会社に宿泊する人が増加した場合 

本節では豪雨災害時に自宅へ帰宅せずホテルや会

社に宿泊する人が増加した場合を考える．はじめに 

アンケート調査から平成23年台風第15号時の自動車

利用者の宿泊地について集計した結果を図-10に示

す．図から，豪雨災害時であっても91%という多く

の自動車利用者が自宅に帰宅したことが分かった． 

そこで，宿泊選択者が増加した場合のシミュレー

ションを行う．名古屋から春日井，多治見へ向かう

交通量の何%かを削減し，帰宅者が宿泊する状況を

再現する．削減する割合については，20%，30%，
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40%の各パターンを分析する．  

シミュレーション結果として，図-11にミクロエリ

アの17時の交通状況を示す．図から，宿泊選択者が

増加するほど，所要時間の平均値は減少し全体的に

交通渋滞が少しずつ短くなったことが分かる． 

 

5 高速道路の通行止め規制の感度分析 

 

平成23年台風第15号時には，東名高速道路の名古

屋IC春日井IC間が17時から20時30分まで通行止め規

制となった．その影響で，一般道路を走行した車が

増加し春日井周辺の渋滞に影響したと考えられる．

そこでその影響を，名古屋IC春日井IC間が通行止め

規制であった場合と通行止め規制でない場合をシミ

ュレーションし検証する．このシミュレーションの

時間は，名古屋IC春日井IC間が通行止め規制となっ

た時間帯を参考に，16時から21時とする．シミュレ

ーション結果として，図-12にミクロエリアの20時の

交通状況を示す．図の黒丸で囲まれた部分から名古

屋IC，春日井IC周辺の混雑が緩和しているのが分か

る．また，所要時間の平均値は約20分減少した． 

 

6 まとめ 

 

本研究では平成23年台風第 15号時の自動車交通

について，先行研究で行われたアンケート調査から

帰宅行動を分析した．また，道路交通シミュレーシ

ョンの開発し，豪雨時の交通渋滞への緩和対策の効

果を検証した．得られた知見は以下の通りである． 

まず，アンケート調査から台風第15号時には，降

雨ピーク後の帰宅者の所要時間が短くなったこと，

帰宅者の 51%が出発前に交通情報を入手したこと，

帰宅者の 91%が会社等に宿泊したことが分かった． 

 次に，豪雨災害時の交通混雑の緩和対策として，

帰宅者が出発前に交通規制情報を取得した場合をシ

ミュレーションした結果，交通規制情報を取得した

帰宅者が増加するほど所要時間は減少し，通行止め

規制手前の交通混雑が緩和された． 

次に，帰宅せず会社等に宿泊する人が増加した場

合をシミュレーションした結果，宿泊選択者が増加

するほど所要時間は減少し，交通混雑が緩和された． 

次に，東名高速道路の名古屋IC春日井IC間が通行

止め規制でない場合を仮定しシミュレーションした

結果，名古屋IC，春日井IC周辺の渋滞が緩和され，

所要時間が約20分短くなることが分かった． 

これらの交通渋滞への緩和対策の効果を比較した

結果，平均所要時間が最も短くなったのは宿泊選択

者が40%の場合であった．この先，豪雨災害時の宿

泊選択者を増加するために，帰宅しなかった人が利

益を得られるようなシステムが必要といえる． 

今後の課題としては，シミュレーション精度の向

上があげられる．交通量や経路選択の精度を良好に

することが必要である． 

 

 
図-10 出発前の交通規制情報の入手状況 

 

 

図-11 宿泊選択者が増加した場合の 

17時でのミクロエリア比較 

 

 
図-12 名古屋IC春日井IC間が通行止め規制であっ

た場合とそうでない場合の20時でのミクロエリア 
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