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渋谷周辺整備事業の一環である渋谷駅東口歩道橋架替工事では，夜間に5時間に及ぶ車両通行
止め規制を2017年度に4回，2018年度に2回行う．渋谷という土地柄，規制による周辺への影響
が非常に大きいことから，広報での事前周知と規制時の交通状況観測を行った．観測には，近
年注目されているAI技術を活用した，従来よりも経済的かつ効率的な，ビデオカメラでの自動
観測を取り入れた．自動観測により取得した交通データと，規制後に実施したWebアンケート
調査の結果から，広報の効果を検証し，2018年度の規制，更には西口の歩道橋架替工事に活か
す点について考察した．併せて，今後のAIによる自動観測の活用可能性を考察した．
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台/日，明治通り（都道芝新宿王子線）が約2.3万台/日
（H27道路交通センサス）となっており，非常に交通量
が多い中で再開発等の工事規制が輻輳している状況にあ
る．

1. 背景
(1) 渋谷駅周辺整備事業と交通状況
渋谷駅は，乗車数が全国でも上位10位以内（約37万人
/日）と多く，JRや東急，東京メトロといった多くの鉄
道路線が乗り入れ，駅周辺のエリアには渋谷ヒカリエを
始め，多くの商業・業務施設が集中し，若者や外国人観
光客など多くの人々が来訪している．
また，2020年の東京オリンピック・パラリンピックを
前に駅周辺の再開発が最盛期を迎えており，４つの区画
で整備が進められているところである．（図-1）
駅周辺の主要な道路の交通量は，国道246号が約7.1万

(2) 渋谷駅東口歩道橋架替工事
渋谷駅東口の国道246号上に50年以上前に架けられた
歩道橋は，現在，約10万人/日という極めて多くの歩行
者に利用されている．しかしながら，幅員は狭いところ
で約1.5mと快適な歩行空間とは言いがたい状況で，混雑
時には安全な通行ができないなど，極めてサービスレベ
ルが低下している．

現況写真

現況写真

現況写真

図-1 渋谷駅周辺整備イメージ
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東京国道事務所では安全かつ快適な歩行空間の確保
と駅周辺の回遊性を促す歩行者ネットワークの形成を目
的に，地下歩道整備と歩道橋架替工事を段階的に実施し
ているところである．今年度，完成予定の国道246号渋
谷駅東口歩道橋架替工事は，既設歩道橋の撤去と幅員
4.5m～7.0mの鋼製デッキの架設を，常時，歩行者動線を
確保しながら併行して進める工事となっている．（写真
-1）撤去・架設にあたっては，夜間に車両規制を行いな
がら，大型クレーンや多軸台車を現道上で使用する大規
模作業となる．周辺交通への影響が特に大きい規制は，
明治通りを5時間もの間，車両通行止めをする規制であ
り，工事全体で6回（2017年度に4回，2018年度に2回）
実施される．

また，調査後のデータ取りまとめにおいても，課題が
残る．各調査箇所で観測された生データを，その後の分
析等に活用できるよう整理するには，観測準備同様，時
間と人手がかかる．渋谷駅東口歩道橋架替工事では，数
週間おきに，立て続けに車両通行止め規制を実施するス
ケジュールであるため，規制時の交通状況を調査後早々
にデータ化する必要があった．
取得するデータにも，課題があり，人手観測の場合，
継続的な調査が難しく，調査実施日のデータしかないた
め，日々の変動や特異値であるかどうかが分からない．
工事終了後の影響を把握する必要性を考えると，工事前
後から，幅広い項目を継続的に観測し，多くのデータを
取得することが望ましいが，人手観測で行おうとすると
非常にコストがかかる事が想定される．（表-1）

(3)交通状況観測と広報による事前周知の必要性
渋谷駅周辺は，常時から流入交通量が多く，また近年
は，再開発等による工事規制が輻輳していることを考慮
すると，明治通りの車両通行止め規制は周辺交通へ及ぼ
す影響が非常に大きいと言える．そのため，規制による
交通トラブルを生じさせないよう，広報により規制につ
いて事前周知を行うことが重要である．
周辺の交通状況をリアルタイムで観測把握することで，
架け替え作業時の大型工事用車両の乗り入れを，安全か
つスムーズに行うことができる．また，規制による交通
状況の変化や渋滞等の交通トラブルが発生した場合の原
因の確認という観点でも，交通状況観測は重要といえる．

(2) AI技術を用いた自動観測の活用
本件では，規制時の交通状況観測にあたり，AI技術を
用いたビデオカメラでの自動観測を実施した．
観測方法としては，まず，観測箇所の街路灯等の高い
位置にビデオカメラを設置し，交通状況を録画．録画し
た映像データをインターネット回線で一度クラウドに保
存し，必要な観測日時の画像データを抜き取り，サーバ
に蓄積．サーバに蓄積された画像データにAI技術を用い
て解析することで，自動で交通量や旅行速度等のデータ
を取得できる．（図-2）
表-1 人手観測と自動観測の比較

2. 現状課題と新技術の活用
(1) 従来の交通観測手法の課題
交通観測と言うと，従来は，観測箇所に調査員を配
置し，カウンターや記録用紙を使った人手観測が主流で
ある．人手観測を実施する場合，調査員の確保など準備
に時間と手間がかかっている現状がある．昨今の働き手
不足や人件費の高騰を鑑みると，大規模調査の場合は特
に準備手間と調査費用の増大が懸念される．調査時には，
安全管理の面で現場負担も大きく，調査箇所は，概ね交
差点付近など道路直近の歩道部で行われることから，調
査員の安全確保及び歩行者の支障にならないよう，調査
を考えなければならない．

写真-1 車両通行止めの状況
図-2 AI による自動観測のイメージ
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（一般財団法人国土技術研究センター）

AI技術による自動観測を活用することで，人手観測で
課題となっていた，調査員の手配等の調査毎の準備が，
始めに1度だけカメラ器機を手配・設置するだけとなり，
手間と人件費が大幅に削減できる．観測時は，高い位置
からカメラで交通状況を録画するのみで，調査員の安全
や歩行空間の阻害を心配することがないため，現場管理
の負担も軽減される．更に，録画した画像データを即時
AIサーバに取り込み，自動解析にかけることで，調査結
果のデータを従来より遙かに容易かつ早期に取得できる．
また，継続的な観測が可能となつことで，時間的な変容
や特異値の判断もできるようになる．万が一，工事規制
等で周辺交通に影響を及ぼした場合，録画映像から，迅
速に客観的な説明（広報）を行うことが可能である．
(3)交通観測とWebアンケートの結果から広報を評価
渋谷駅東口歩道橋架替工事に伴う車両通行止め規制は，
2017年度及び2018年度において，計6回実施される．
規制毎に広報による事前周知を行うが，そのやり方や
内容は，人々の交通行動に結びつく効果的なものが望ま
しい．そこで，AI技術を用いたビデオカメラでの自動観
測と規制後のWebアンケート調査の結果から，2017年度
の規制において実施した広報の評価を試みることとした．
そして，今後実施する工事において，より効果的な広報
を行うため，工夫できる点があるか考察を行った．
評価の方法としては，まず，規制後にWebアンケート
調査を実施し，広報で規制について知り，当日，迂回や
時間の変更をした人がいたのか確認した．次に，ビデオ
カメラでの自動観測結果により，通常日と規制日の交通
状況を比較し，交通量と滞留長の違いから，交通行動の
変化の有無を評価した．

3. 車両通行止め規制の概要
(1) 規制パターン
渋谷駅東口歩道橋架替工事の車両通行止めにおける明
治通りの規制パターンは，国道246号の南側と北側で実
施する2パターンのみである．4回規制が実施された2017
年度は，北側規制が2回，南側規制が2回となっている．
(2) 迂回ルートの想定
規制時の迂回ルートを，駅周辺道路網から想定した．
北側，南側それぞれの規制について，北から南へ向かう
車両と，南から北へ向かう車両の2通りを考慮し，迂回
ルートを想定した．（図-3）
(3) 規制実施日の選定と妥当性の確認
車両通行止め規制の実施日時については， 1週間のう
ちで最も交通量が少ない月曜日の0時～5時を選定した．
（図-4，図-5）
また，交通シミュレーションを用いて，月曜日の0時
～5時に車両通行止め規制を行った場合と常時の周辺交
通量を比較し，問題がないことを確認した．

図-4 国道 246 号の 1 週間の交通量（2017 年 10 月）

図-5 明治通りの 1 週間の交通量（2017 年 10 月）

図-3 規制パターンと迂回ルート及び交通状況観測用カメ
ラ設置箇所
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(4) 車両通行止め規制の概要
シミュレーション結果と工事スケジュールから2017年
度の車両通行止め規制は，以下の日時で実施することと
なった．
a) 1回目車両通行止め規制
・規制日時：12月 4日（月） 0：00～5：00
b) 2回目車両通行止め規制
・規制日時： 1月 29日（月） 0：00～5：00
c) 3回目車両通行止め規制
・規制日時： 2月 12日（月） 0：00～5：00
d) 4回目車両通行止め規制
・規制日時： 2月 19日（月） 0：00～5：00

(2) マスメディアを活用した周知
マスメディアを活用した広報として，新聞，ラジオ，
テレビでの事前周知も行った．
新聞は，読売新聞，日本経済新聞，東京交通新聞，ス
ポーツニッポンの 4 社において規制についてお知らせす
る記事を掲載した．
ラジオは，TBS ラジオ，ニッポン放送，文化放送，
TOKYO-FM，J-WAVE の 5 局とし，規制前日に各ラジオ
局 10 回ずつ（J-WAVE のみ 20 回）規制についてお知ら
せした．
テレビは，NHK 道路交通情報にて，お知らせした．
マスメディアを活用した広報において工夫した点は，
規制の影響を受ける職業関係者（物流系ドライバーやタ
クシー運転手）の購読者数が多いと思われるスポーツニ
ッポンや東京交通新聞でも周知を行った点である．また，
ラジオの放送についても，聞いた人の記憶に残るよう，
規制日前日にまとめて放送することとした．

4. 交通状況観測の概要
(1) 観測用ビデオカメラの設置
想定した迂回ルートにある交差点9箇所に，観測用カ
メラを計19台設置した．（図-4）取り付け場所は，車両
同士の重なり等が原因で必要なデータを取得できないと
いうことがないよう，既設照明柱等の高い位置とし，規
制前にカメラ画角の調整を行った．
(2) 観測内容
観測実施日は，規制日の4日間と，後ほど通常日と交
通状況の比較を行うため，規制日以外の1週間12月5日
（火）～12月11日（月）とした．観測時間は，規制前後
の状況も確認できるよう，22時から翌6時までとした．
観測する項目は，交通量，旅行速度，滞留長，占有率，
経路の5項目である．

(3) 周辺地域への周知
渋谷駅周辺地域へのお知らせとして，歩道橋への横断
幕添架，道路情報板，立看板でも周知を行った．
また，渋谷区 HP でも規制についてのお知らせを掲載
して貰えるように調整を行った．
更に，渋谷駅構内のデジタルサイネージでも周知し，
普段から規制区間周辺へ訪れる方々にもお知らせした．
(4) SNS を活用した周知
規制当日は，東京国道事務所の公式 Twitter アカウン
トから，規制を予定通り実施する旨について直前のお知
らせを行った．また，規制が始まってからは，工事の状
況を写真や動画で実況中継した．

5. 広報による規制の事前周知の概要
(1) 記者発表による周知
規制について事前に周知するため，記者発表を行った．
まず，2017 年度に実施する 4回分の規制について一番始
めにお知らせした．その後は，規制日毎に，各作業の内
容と想定迂回ルートを広報し，その効果の検証を実施し
た．（図-6）

新聞掲載記事

デジタルサイネージ

道路情報板

事務所 twitter

図-7 2017 年度に実施した広報

図-6 広報の評価手順
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旅行速度と滞留長については，規制開始前後と解除前
後に規制区間周辺で一時的に 20km/h 以下の速度低下と
30m 以上の滞留長が観測されたが，通常日と比較すると
滞留回数は減少傾向にあった．（図-12）
経路については，ビデオカメラの観測結果と ETC2.0
プローブ情報から，事前に想定した迂回ルートへの車両
の交通転換が確認できた．いずれの規制日においても渋
滞等の交通トラブルは発生しておらず大きな効果を得た．

6. 結果
(1) 交通状況観測の結果
規制日と通常日の交通状況を比較したところ，4 回の
規制に共通する傾向がみられた．
まず，図-8 に示したとおり，渋谷への流入交通量が通
常日よりも減少傾向にあった．渋谷駅周辺では 0 時から
4 時の平均流入交通量が通常日よりも約 30%減少した
（図-11）．更に広域の範囲では，約 10%交通量の減少
傾向があった．

(2) Webアンケート調査の結果
1 回目の規制後に，広報による規制の事前周知が，当
日の人々の交通行動へ，どれくらい影響を与えたか，傾
向を把握するため，Webアンケート調査を実施した．
アンケートは，20 代～60 代の男女 400 人に対して実
施した．まず，全体の約 40%の人が，何かしらの広報媒
体（現地サイン・デジタルサイネージ，ラジオ，新聞，
記者発表・区報）から，規制について事前に情報を得て
いることがわかった．
最も確認した人が多かった広報は，「現地サイン・デ
ジタルサイネージ」で，次いで「ラジオ」が多く確認さ
れた．いずれの広報媒体でも，規制当日に計画的に予定
を変更した人は全体の約30%であった．（図-13）
また，新聞社によって，規制当日に計画的に予定を変
更した人の割合が異なる事も分かった．規制関する記事
を事前に見たと回答した人が多かったのは「読売新聞」
だが，計画的に予定を変更した人の割合が大きかったの
は「東京交通新聞」と「スポーツニッポン」であった．
（図-14）

図-8 規制日の流入交通量の傾向

図-10 渋谷駅周辺の流入交通量の比較

図-13 広報媒体別 Web アンケート調査結果

図-12 宮益坂下交差点における 30m 以上の
滞留観測回数の比較
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図-14 新聞社別 Web アンケート調査の結果

7. 考察
交通観測とWebアンケート調査の結果から，広報が規
制日の交通行動に影響を及ぼしていることが分かった．
事前に規制について知った人が，渋谷方面へ向かう
時間の変更や迂回を計画的に行ったため，規制日の流
入交通量と滞留長が，減少傾向にあったと考えられる．
その結果，規制時に交通トラブルが発生せず，円滑に
現場作業が進められたといえる．
また，Webアンケート調査により，「現地サイン・デ
ジタルサイネージ」が多くの人々に規制について知っ
て貰える広報媒体であることが分かった．このことか
ら，2018年度の規制では，表示期間の延長や，見やすく，
分かりやすい表示内容にする等の工夫を行い，検証し
てみたい．
更に，新聞社の中で，規制当日に計画的に予定を変
更した人の割合が高かった「東京交通新聞」や「スポ
ーツニッポン」は，想定していたとおり，規制に影響
を受ける職業関係者（物流ドライバーやタクシー運転
手）の購読者数が多いことが示唆された．このことか
ら， 2018年度の規制，その先の西口歩道橋架替工事の
際も，これらの新聞社で広報を行うべきである．
SNSでの広報も，効果的であったといえる．規制状況
や工事の作業状況，一般の方が普段見ることのない大型
の工事用車両等を事務所の公式Twitterから中継したこと
で，より多くの方々に渋谷の規制について周知できた．
（図-15）また，3回目の規制時にテレビ局の取材を受け，
後日放送された事も，広い周知に繋がった．これらの相
乗的な広報効果により，今後実施する東口歩道橋架替工
事および西口歩道橋架替工事の規制についても，理解を
得られやすくなったのではないかと考えられる．
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図-15 事務所 Twitter での歩道橋架替工事に関する
ツイート閲覧総数の推移

8. 今後の展望
本件では，工事規制による周辺交通への影響を確認
する目的で，AI技術を活用した自動観測を実施したが，
東京国道事務所では，他の現場でも積極的に取り組ん
でいる．
例えば，新宿の国道20号では，渋滞対策の実施効果を
検証するため，周辺道路の交通状況をビデオカメラを
設置し，自動観測している．虎ノ門地下歩道工事の現
場では，複雑な規制計画を現地の交通状況に合った，
よりシンプルな規制計画への見直しを行い，工期短縮
を図るため，当該工事箇所の交差点の交通状況を観測
している．
また，自動観測の対象は自動車だけではない．バス
タ新宿では，施設の利便性向上のため，日々のバスの
発着便数および乗降者数を計測している．
AI技術を活用したビデオカメラによる自動観測は，人
手観測では取得困難な様々な空間データ（数量，映像
等）を，継続的に得ることを可能にする．例えば，近
い将来，人や小型モビリティが多方面へ自由に移動す
る空間が整備された時，人やモビリティの動線，訪れ
る人の特性や行動等を調査することは，人手観測では
困難である．空間の特性を，画像から得られる様々な
情報から整理することで，人とモビリティが混在して
いても，快適かつ安全，利便性の高い空間の創出に役
立てることができると思われる．
従って，今後も，より効率的かつ経済的な観測手法
の新たな例示として，その活用の場が全国に広がって
いくことが重要であると考える．

