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The severe traffic congestion by the Great East Japan Earthquake in 2011 and the heaviest snowfall in 2014 caused 

delayed recovery work. Those disasters reminded us of importance of early restored of road traffic. Recently, 

governments and local governments have reformed the law and plans for road traffic in disasters. The purpose of this 

study is to clarify the state of legal system of road traffic in a major disaster. The paper firstly reviews general legal 

system on road traffic in disaster, followed by reviews legal system on road traffic in Tokyo near-field earthquake.  

From these reviews, this paper proposed to do detailed traffic control in disaster and clarify the base of recovery work 

in central downtown area.  
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1.はじめに                         

我が国は度々自然災害に見舞われており、防災力の向上が課題

である。とりわけ、今後起こり得る首都直下地震や南海トラフ地

震は大都市に甚大な被害をもたらすと予測されることから、被害

軽減に向けた体制を構築する必要性が高まっている。こうした中、

2011年の東日本大震災や 2014年の大雪災害では大規模な渋滞が

災害対応に支障を来し、道路交通機能を早期に確保することが重

要であると認識された。これに対応し、国や自治体は災害時の道

路交通に関する制度の改正や計画の改定に取り組み、迅速な災害

応急対応が可能な体制を目指している。本研究は、大規模災害時

の道路交通に関する制度の現状を整理し、今後の課題を考察する

ものである。 

 

2.災害時における道路交通規制に関する法律          

2-1.各法律による交通規制の概要 

道路交通規制について定めている災害対策基本法、道路法、道

路交通法について、各法律の目的および災害対策の道路交通に関

する項目を示す（表1）。災害対策基本法では災害対応全般につい

て、道路法は道路の管理等について、道路交通法は道路上の交通

を安全かつ円滑に機能させることをそれぞれ目的としている。 

道路法 46 条では、道路の破損等によって危険な状態である場

合に、国や自治体が区間を定めて通行の禁止や制限の措置を取る

ことができるとしている。また、道路交通法 4条～6条では、災

害に限らない様々な障害への対応として、公安委員会や警察官に

よる交通規制や通行禁止の措置を定めている。これらの法律によ

る交通規制では救急・消防・警察等の緊急通行車両のみ通行が許

可される。 

一方、災害対策基本法 76 条でも道路の区間または区域を指定

して一般車両の通行を禁止できると定められている。この法律の

目的は救難救助や応急復旧といった災害応急対策を支障なく実

施することであるため、道路交通法による緊急自動車のみならず、

災害時に必要となる用途の車両についても通行することを認め

ている。ただし、通行のためには車両の使用用途について届け出

た上で標章の交付を受けて車体に掲出する必要があるほか、規制

の開始にあたっては対象となる車両、区域、期間及び理由を公安

委員会が道路管理者に通知しなければならない（同法施行令 32

条）。そのため、道路交通法・道路法による交通規制と比較すると

時間を要する手続きが必要である。 

したがって、道路法・道路交通法による交通規制は迅速な実施

が可能であるが通行可能な車両が緊急自動車に限られるのに対

し、災害対策基本法による交通規制は災害対応関連の車両に幅広

く通行を認めることができる代わりに厳格な手続きを求めてお

り、性質を異にしているといえる。 

2-2.放置車両等への対処に関する規定 

交通規制実施時には、一般車両は原

則として区間外に待避しなければな

らない。また、災害対策基本法では、

区間外への退避が困難な場合は道路

の左端に寄らなければならないとの

規定がある。しかし、何らかの理由に

より運転者が自ら車両を移動できな

い場合や車両を放置する場合がある

ため、東日本大震災や 2014 年の豪雪

では大規模な渋滞が発生し災害対応

法律名 目的
災害時の道路交通
に関する項目

制定事項

46条 国・自治体による通行禁止及び制限

67条の2 長時間放置された車両の移動

68条 非常災害時における土地の一時使用

4条 公安委員会による交通規制

5条 4条に基づく交通規制の警察署長への委任

6条 警察官による交通規制

8条、41条 緊急車両に関する通行禁止の除外

76条の1 公安委員会による一般車両の通行禁止・制限

76条の2 運転者の区間外、区域外または道路左端への退避義務

76条の3 警察官による通行禁止区域からの強制退避・破損措置

76条の6 国・自治体による災害時の強制退避・破損措置

道路の管理、構造、保全、費用負担等の制定道路法

防災計画、災害予防、災害応急対策、
災害復旧等の災害対応全般についての制定

災害対策基本法

安全・円滑な交通の実現、
道路交通に起因する障害の防止

道路交通法

【表1】災害時の交通規制に係る法律 

資料）各法令より作成 
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に支障を来した。そこで、2014 年に災害対策基本法が改正され、

車両の強制移動や撤去に関して、国や自治体等の道路管理者の権

限が強められている（表2）。 

災害対策基本法改正前は、道路法 67条、68条と災害対策基本

法 76条の 3が障害物の撤去に関連する規定であった。道路法 67

条、68条では、災害復旧や除雪等の場合には、当該の道路を管理

する国や自治体が長時間放置されている車を50m以下の範囲で移

動できるとしているほか、災害対応のための道路付近の土地の使

用や物件等の破損が認められている。しかし、移動した車は保管

し災害対応後に元の位置に戻さなければならないなど、緊急を要

する場合に車両の破損を含む迅速な対応が図れないという課題

があった 1)。また、災害対策基本法76条の3では、通行禁止区域

において放置車両等を付近の道路外へ移動することや、やむを得

ない場合には破損できるとしているが、この措置を取れるのは警

察官や自衛官、消防士に限られており、大規模災害により広域的

に発生する交通障害に対応するには不十分であったと考えられ

る。そこで、災害対策基本法改正では以下の3つのケースを想定

し、道路管理者等の権限を強化した 2)。 

・車両内や車両付近に運転者がいるものの移動の命令に応じない

場合、あるいは燃料切れやパンク等により移動できない場合 

・運転者が車両から離れている場合 

・渋滞等により移動の操作が不可能な場合 

これらのケースについて、道路管理者が区間を指定した上で車

両を自ら移動することや、やむを得ない限度での破損をする措置

を取れると定められた。法の運用指針を見ると、やむを得ない限

度での破損とは、緊急通行車両の通行に必要最低限な方法による

ものとされ、ロックやサイドブレーキを外すために窓ガラスを割

ることや車両を重機で持ち上げる際に一部へこみを生じさせる

ことのほか、周囲に全く土地の余裕がない場合には車両の段積み

も許容されている 3)。また、その

際には他人の土地の一時使用や障

害となる樹木等の処分を可能とす

る規定も設けられ、災害対応にお

ける車両の撤去が実施しやすくな

っている。 

以上、交通規制の根拠法令による特徴と道路上の放置車両等に

対する法律の整備内容を見た。以前は道路を塞ぐ車両への対応に

関して制約が大きかったため、緊急輸送確保のための交通規制と

いう観点では不十分な制度であったが、災害対策基本法の改正に

より速やかに道路を空けることが可能になったといえる。 

 

3.東京都における地震発生時の道路交通制度          

3-1.災害時の道路交通に係る関連計画の位置付け 

ここでは、東京都における大規模地震発生時の道路交通に関す

る法制度と計画を見る。 

まず、関係する法制度・計画の体系を示す（図1）。道路交通・

災害一般に関する制度で最も上位に位置付けられるのは災害対

策基本法、道路法および道路交通法である。このうち災害対策基

本法に基づく地域防災計画では、東京都が地域の特性を踏まえた

具体的な対応を定めている。一方、政治・経済の中枢機能が高度

に集積した東京では大震災が発生した場合の

影響も大きくなることから、首都直下地震へ

対応を目的とした首都直下地震対策特別措置

法およびそれに基づく首都直下地震緊急対策

推進基本計画が定められている。震災時には

大量のがれきや自動車によって道路交通機能

が失われることが想定されるため、緊急輸送ルートを早期に確保

するための下位計画として首都直下地震道路啓開計画(1)が定めら

れている。また、その他東京都による対処要領や基本方針、警視

庁による交通規制計画等の各関連計画が立てられ、地域防災計画

や道路啓開計画と相互に連携を取っている。 

3-2.地震発生後の交通規制方針 

現在の東京都地域防災計画は、東日本大震災の教訓を踏まえて

2014年に改訂されたものである。計画では、震度6強以上の地震

が発生した場合に 2 段階で道路交通規制を行うこととしている

（表3）。 

○第一次交通規制 

地震発生直後は人命救助・消火活動等の初期対応を最優先に行

うべく、まず道路交通法に基づく交通規制が行われる。 

この段階では、高速道路、首都高速ほか都心から放射状に延び

る一部の国道・都道6路線が緊急自動車のみ通行可能な緊急自動

車専用路として指定される。また、環状7号線より内側は一般車

の流入が禁止され、環状8号線以内への流入も抑制される。改訂

以前は環状7号線より内側が全面通行止めとなる計画であったが、

都心の自動車をなるべく減らすため、郊外へ向かう自動車につい

ては通行を認める方針となった。 

規制段階 根拠法令 規制対象となる道路の名称 対象道路

第一次交通規制 道路交通法 緊急自動車専用路 高速自動車国道・首都高速道路ほか国道・都道6路線

第二次交通規制 災害対策基本法 緊急交通路 緊急自動車専用路のほか主要31路線のうち必要な路線

【表3】東京都における地震発生後の交通規制段階 

資料）東京都地域防災計画（震災編）・警視庁HPより作成 

交通規制区分  災害対策基本法改正前  災害対策基本法改正後

通行禁止区域
 警察官・自衛官・消防士による移動や破損措置のみ可能
 （災害対策基本法76条の3）

通行禁止区域外
 50m以下の移動のみ可能
 （道路法67条,68条）

 道路管理者等による破損措置が可能
 （災害対策基本法76条の6）

【表2】法改正による道路上の自動車への対処に関する規定の変化 

資料）災害対策基本法 

【図1】首都直下地震に関する各法・計画の関係 

資料）各法令、計画より作成 
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○第二次交通規制 

第二次交通規制では、災害応急対策に従事する緊急通行車両等

を円滑に通行させるため、災害対策基本法に基づく交通規制に移

行する。第一段階における緊急自動車専用路に加え、都内の主要

31路線のうち被害状況、道路交通状況、災害応急対策進捗状況等

により必要な路線が災害対策基本法 76 条の 6 による緊急交通路

として指定される。緊急交通路は道路の復旧状況や交通量に応じ

て規制する範囲を順次縮小し、通行を認める車両も被災地のニー

ズ等により優先度を考慮しつつ順次拡大する方針が取られてい

る 4)。 

3-3.第二次交通規制における緊急通行車両の確認体制 

第二次交通規制は災害対策基本法に基づいて行われるため、緊

急交通路を走行するには手続きと車体への標章の掲示が必要と

なる。ここでは、規制区間内を通行する車両の種類と、通行のた

めの手続きについてまとめる。 

3-3-1.規制対象外となる車両 

災害時に交通規制区間内を通行できる車両の分類および用途

を示す（表4）。通行できる車両は緊急通行車両と規制除外車両に

分類される。緊急通行車両とは、指定行政機関や指定行政機関が

事前に契約している民間車両で、消防車や救急車を始めとする緊

急自動車と、災害対策基本法で規定されている災害対応に用いる

車両である。一方、規制除外車両は、民間事業者等による社会経

済活動のうち災害時に優先すべき用途に使用する車両であり、公

安委員会がその都度認定するものである。東京都地域防災計

画では、歩行が困難な人を輸送する車や建設用重機、報道機

関による取材のための車両の通行が認められている。 

3-3-2.緊急通行車両等の通行の方法・確認事務 

緊急通行車両や規制除外車両は、一般車との区別のため確認標

章と確認証明書の交付を受け、標章を車体に掲出することとなっ

ている。ただし道路交通法に基づく緊急自動車など一部は標章の

掲出が不要であるほか、特定の用途の車両については交付を受け

るための審査を災害発生前に済ませておくことができる。したが

って、規制対象外となる車両は、1.手続きなく規制区間を通行で

きる車両、2.事前に審査を申請し、災害発生後は迅速に確認標章

の交付を受けることが可能な車両、3.災害発生後に審査を申請し

たのち確認標章の交付を受けなければならない車両の３つに分

けられる（表5）。また、事前届出の対象外となる車両は規制区間

を通行可能するタイミングが状況により調整される。 

事前届出の対象車両および対象外の車両の各手続きは図 2、図 3

の通りである。事前届出の対象となる車両の使用者は、車両の使

用地域を管轄する都道府県警察および警察署を通し、公安委員会

に事前届出書と車検証の写し、およびその車両を使用して行う業

務の内容を記したものを提出する。これが受理されると、地震発

生後に確認標章を受け取るのに必要な届出済証が交付される。災

害発生後は交付された届出済証、確認申請書および必要事項を記

載した証明書を交通検問所等で提出することで確認標章と確認

証明書を受け取ることができる。事前届出の対象となっていない

車両は、地震発生後に確認申請書ほか必要な書類を全て警察に提

出し、審査と交付を待つこととなる。これらの確認事務の担当は

東京都の関係車両が各部局長、その他の都関係車両が都財務局長、

都に関係しない車両が警視庁と分担することになっており、東京

都所管車両は一部の書類の提出が不要となる。 

規制中に標章・証明書の交付や車両の選別を行うこととなる交

通検問所は、第一次交通規制で緊急自動車専用路として指定され

る道路上に計293か所が設けられることとなっている。そのうち、

緊急通行車両等であることを確認し標章を交付する箇所が108か

所、規制対象車両の進入を阻止する箇所が185か所である。また、

高速道路等の入り口も227か所が閉鎖される。 

3-4.緊急輸送ルート確保の方針 

都区部の一般道は、倒壊建物のがれきや液状化による沈下によ

車両の分類 保有主体 用途

道路交通法に基づく緊急自動車
　・消防、水防関係
　・救急医療関係
　・警察による交通規制等の業務
　・犯罪対応関係
　・自衛隊による治安維持等
　・電気、ガス等公共インフラに関する応急作業
　・道路管理者による応急作業
災害対策基本法に規定する以下の応急対策
　・警報の発令・伝達
　・消防、水防関係
　・救難、救助関係
　・被災生徒・児童に対する応急の教育
　・施設、設備復旧
　・清掃、衛生維持
　・犯罪予防等社会秩序の維持
　・緊急輸送確保
　・その他災害の拡大防止
公安委員会の意思決定による
　・救急医療関係
　・歩行困難な者の搬送
　・建設用重機および道路啓開(注)関係
　・報道機関による緊急取材
　・災害対策業務従事者の勤務場所への移動　等

資料）道路交通法施行令、災害対策基本法、東京都地域防災計画より作成

規制除外車両 民間

指定行政機関等または
予め契約した民間車

緊急通行車両

【表4】規制区間を通行できる車両の分類 

資料）道路交通法施行令、災害対策基本法、東京都地域防災計画より作成 

車両の分類 条件 事前届出申請 標章の掲出 通行可能時期

医療関係、患者搬送
建設用重機および道路啓開関係
特別なナンバーを有する自衛隊・米軍・外交官関係車 不要 不要
上記以外
（大型バス、貨物車等）

資料）東京都地域防災計画より作成

状況による 状況をみて解禁

緊急通行車両

可
当初から

不要

規制除外車両

緊急自動車以外

緊急自動車 不要

必要

不可

【表5】車両分類毎の事前届出可否、標章掲出義務および通行可能時期 

資料）東京都地域防災計画より作成 

【図2】事前届出対象車両の手続き 

資料）東京都地域防災計画（震災編）より作成 

【図3】事前届出対象外車両の手続き 
資料）東京都地域防災計画（震災編）より作成 
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り通行できない区間が大量に発生することから、復旧に1か月以

上を要することが見込まれている 5)。そこで、首都直下地震対策

特別措置法に基づく道路啓開計画や関連計画では、啓開を実施す

るにあたりあらかじめ優先する道路を絞り込み、限りある人員や

機材を集中的に投入することでいち早く都心部まで緊急輸送ル

ートを切り開く方針を固めている。緊急輸送ルートは、応急対策

活動の時系列の流れに合わせて次の３つのステップに分け確保

していくこととしている。 

STEP1:発生後48時間以内に確保するルート（「人命救助に係る緊

急輸送ルート」） 

STEP2:発生後96時間以内に確保するルート（「被災者支援に係る

緊急輸送ルート」） 

STEP3:その他の緊急輸送ルート 

STEP1では、地震発生後72時間以内に救命救助を進めるための

最重要ルートとして、まず都心から8方向へ延びる主要なルート

を被害が少ない区間を選びながら確保する（図4）。各方向の郊外

部には啓開部隊の集積拠点を設定し、地震発生後早急に集結し作

業を開始できる体制を整えておくこととしている。また、環状 7

号線、環状8号線や第二次交通規制で緊急交通路の候補となる主

要31路線のうち大規模病院等の医療拠点につながる道路が48時

間以内に啓開される。 

都や市町村の地域

防災計画では物資の

備蓄の目安が 3 日で

あることから、4日目

以降は応急対策活動

の中心が人命救助か

ら被災者の生活を支えることにシフトする。そのためSTEP2では、

支援物資の受け入れ先となる広域輸送基地等とSTEP1で啓開した

道路を結ぶルートを確保する。 

これらのルートは、防災上重要な拠点の位置や道路幅員、沿道

建築物の耐震化状況、無電柱化整備状況、液状化予測等により、

候補となる道路700kmがあらかじめ選定されており、地震発生後

の具体的なルートは都の本部が道路の点検作業やヘリコプター

テレビ映像などの情報によって方針を定める。地震発生後は災害

対策基本法 76 条に基づく緊急交通路として、がれきとともに放

置された自動車の移動や撤去が行われ各経路上下1車線ずつが確

保される。 

以上、東京都の地域防災計画及び関連計画より、地震発生時に

おける交通規制と緊急輸送確保の具体的な方針を見た。大都市で

あり交通容量に余裕がないという特性上、地震直後の交通規制に

ついては郊外への通行のみを認めることで都心部の車の台数を

減らす方針が打ち出されている。郊外と都心を結ぶ緊急輸送ルー

ト確保においても、数多くの主要道路のうち優先ルートを絞るこ

とで速やかな緊急輸送を目指していることがわかる。この方針の

もと被災後速やかに輸送を始めるためには、被害状況の把握を素

早く行える体制の検討や、把握した情報からどう優先順位づけを

行うかといった基準をあらかじめ明確にしておくことが必要で

ある考えられる。 

4.おわりに                         

本研究は、災害時の道路交通に係る法律および具体的な災害対

応の計画の例から、円滑な道路交通機能の維持に向けた制度につ

いて考察を行ったものである。近いうちに発生すると予想される

大規模災害時に道路交通機能をいかに早く取り戻すかというこ

とは国民の生命に直結する課題であり、さらに確実な防災体制を

構築していくことが求められる。最後に、今後に向けて重要と思

われることを挙げ、研究の結びとする。 

①主要道路の大規模渋滞防止に向けたきめ細かな交通規制 

 災害関係の計画では、災害発生後の渋滞防止に向けた効果的な

手法の検討が今後の課題であるとされている。東日本大震災では

首都高速から降りた車や帰宅目的の車が道路上に殺到したこと

で、一部の地域では車による道路点検も困難な状態となったため、

現在では２章で述べたように地震直後に都内の車の数を減らす

方針を強化している。現計画では主要道路から郊外へ出る車の通

行を認めているが、その際郊外方向への車が交通容量を超過し渋

滞することも考えられる。こうした事態を避けるため、平時の状

況などを基に需要の多い道路に関しては周辺道路からの合流を

制限するなど、細かな運用によって主要道路の大規模渋滞を防ぐ

ことが重要と考えられる。 

②都心部における啓開部隊拠点の明確化 

 道路啓開については、大量に存在する路上車両の撤去に関する

技術研究開発や、各職員が迅速に災害対応拠点に参集できる体制

の構築が課題であるとされている。法改正により制度上では障害

となる車の撤去がしやすくなったものの、都心部で大量の車が道

路を埋める状況が発生した場合には、実際の作業スピードの制約

上迅速な緊急輸送の開始が難しいと考えられる。とりわけ、周辺

にビルが立ち並び空き土地が少ない地区では、作業は困難を極め

ると思われる。計画では郊外8方面に啓開部隊の集結拠点が設定

され、都心に向かって緊急輸送ルートを構築する方針が打ち出さ

れているが、都心部における部隊の拠点は明らかにされていない。

病院等の災害対応拠点の位置や道路周辺の被害予測、職員の参集

のしやすさなどを考慮し、特に必要性が高いと考えられる場所を

事前に明確にして部隊を常備しておくことで、被災後速やかに緊

急輸送ルートを確保することが重要と考えられる。 

 

【補注】 

(1)啓開とは、最低限の瓦礫処理や簡易な段差修正により救援ルートを開け

ることをいう。 
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