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○ 「NILIM201７

国総研レポート 201７」とは

国総研の研究活動の理念、20１６年に進めてきた研究活動や成果および今後本
格化しようとする取り組みを取り上げ、国総研が現在進めている３つの重点分野
に分けて幅広く紹介する国総研の研究活動の「カタログ」です。

表紙写真 国総研の災害対応
②
①

①災害発生（写真左上：阿蘇大橋付近の大規模な斜面崩壊(4 月 16 日)）
②災害対策本部会議の開催（写真右上：本省非常災害対策本部会議と並行し
て開いた災害対策本部会議の様子(4 月 15 日)）

③現地被害状況調査
（写真左下：阿蘇大橋落橋現場での被災状況調査(4 月 17 日)）

④緊急点検結果報告（写真右下：土砂災害危険箇所の緊急点検結果について

③

④

南阿蘇村長に説明(4 月 28 日)）
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相乗させる技術政策に向けて
相乗させる技術政策に向けて

写真
（写真ﾃﾞｰﾀの貼り付けは不
要）

国土技術政策総合研究所長
光一
国土技術政策総合研究所長
藤田藤田
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この図の基本は、ストックSとそれが発揮する効

来た道を見据え、進む道を見定める
各分野のインフラ整備が進み、相当量のストッ

果Eとの関係である。「現在」と書かれた位置に

クが形成され、国民に大きな効用をもたらすよう

至る黒矢印の線が「来た道」である。さて、この

になった。その一方で我が国は、急速な生産年齢

先に進むべき道はどのようなものであろうか？

人口の減少と少子高齢化に直面し、これらが低経
の足かせになると懸念されている。温室効果ガス

ストック効果伸張にイノベーションを組み込む
．．
「生産性革命」の趣旨にのっとれば、ストック

の排出抑制に関わる制約、首都圏直下および南海

の効果を今までと同じペースで伸ばしていく（図

トラフなどの巨大地震、気候変動影響に伴う風水

の黒点線）だけでなく、より高いΔE/ΔSをもたら
．．．．．．．．
す、上に大きく逸れるE - S線（図の赤線）を積極

済成長からの本格的脱却、地域活力の維持・発展

害ハザードの激化への備えも喫緊である。
こうした状況は、かえって私たちに、対症療法

的に様々に追求することが大事になる。「高

にとどまらず、より本質的で包括的な対応に向か

ΔE/ΔS」の追求とは、少ないストック積み上げに

き

より高い効果増を実現する術を見いだすことで

か

う道を選ばせる。立ちはだかる困難を奇貨ととら

ある。そこには、今まで考えられていなかった新

え、世界に先駆けて課題解決に挑戦し、現実に動

たなΔEの開拓も含まれる。

く方策を打ち立てられれば、日本の特徴に根ざし

図中にある「高ΔS/ΔC」とは、同じ労力（ΔC）

た新たな隆盛につながるとの希望と決意
が、その選択に重なる。

技術の
取り込み

国土交通省が平成28年に打ち出した
「生産性革命」と、それを先導する20の
プロジェクト1)は、この考えを体現する

20のプロジェクトの具体化、国土交通行
政の施策全般に「生産性革命」の考えを
浸透させ、平成29年を生産性革命「前進
の年」にすることを指示している。
この生産性革命の実践を支える技術政
策研究はどうあるべきか？ この設問に
対し、右図のようなとらえ方をしてみる。

情報
〔インフラ，
地域〕

情報
〔技術〕

高ΔE/ΔS
高ΔS/ΔC

ものと言える。石井大臣は、平成28年11
月の国交省生産性革命本部会議において、

地域状況
の理解

等の発掘，実践

効
果

E

現在

インフラの
特性理解

E-S履歴の理解

ストックS

ストックSと効果Eの関係図から技術政策研究のあり方を考える
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の投入でより大きなストック増を得ることであ

になる。この背景として、課題が複雑化・多様化

る。この追求は、金銭面でのコスト削減ではなく、

し、その属地性が高まる中で、技術分野というフ

投入する労力や資源が同じでもより大きなΔS、
ひ

ィルターを通さずに地域の課題の全容を素直に

いてはΔEを生み出す状況、
すなわち付加価値の高

見、その解決に使える道具を総動員するというや

い仕事のやり方をつくり出すことである。ICT等

り方の有効性が高まっていることがある。これは、

を活用した建設生産性向上は、これを先導する。

技術適用ありきでない顧客起点のイノベーショ

イノベーションを「従来軌道では打開が困難な

ンになぞらえられる。この方式は否応なしに、出

状況において、創造的に局面転換をはかり、閉塞

口を明確にした総合的研究に向かわせる。

を突破して前進力を新たに得ること」とするなら、
．．．．．．．．
上に大きく逸れた赤線の軌道は、「ストック効果

情報やデータである。左図に表現しているように、

の伸張にイノベーションを相乗させた姿」と言え

これには、展開が顕著な技術、ストック効果発揮

る。この実現への照準が、研究の計画と進め方に

の源泉となっているインフラ等、地域やそこでの

おいて重きをなす。では、そのような研究となる

諸活動に関わるものがある。これらの巧みな活用

ために大事なことは何であろうか？

が今後ますます重要な位置を占めるようになる。

いま求められる技術政策研究の進化

進化のスタイルの提示にも率先して取り組む

以上に述べた研究の進め方の基盤となるのが

再び左図をご覧いただきたい。国土技術政策に

ストックとイノベーションの相乗を図るため

おけるイノベーションは、ストック積み上げと切

の技術政策研究は、今見てきたように、研究や仕

り離されては存在し得ない。このため、イノベー

事のやり方に進化を求める。そして国総研は、こ

ションを実現するには、
SとEが辿ってきた道のり、

れに積極的に取り組んでいる。本レポートにも実

効果発揮の仕組み、それを支えるインフラの特性

は、進化に求められる要素がちりばめられている。

について改めての深い理解・洞察が不可欠である。

お読みいただく際に、それぞれの内容に加え、た

その上で、前述の“上逸れ軌道”を開拓するた

とえば以下のような点にも着目していただけれ

めの起爆剤あるいは触媒となるのが、
「技術活用」

ばありがたい：開拓・獲得しようとするΔE；目指

と「地域状況の理解を起点とした組み立て」であ

すΔE/ΔSとそのE - S関係からの飛躍度；飛躍の土

る。前者については、ICTはもとよりIoT、AI、セ

台となるインフラ等の特性・機能；ΔE/ΔS達成の

ンシング技術、高解像度気象予測など、インフラ

ための新技術；それをストックに同化する道筋；

分野以外から新技術が次々と提示されてきてお

地域理解を起点とする研究手法の試行；生きた道

り、その活用の果実が大いに期待される。ただし、

具とするための情報・データの構築・整理法。

新技術が一気に問題解決に導くと考えるのはナ

多分野にわたる重要課題の解決を図る研究に

イーブに過ぎ、既存技術と組み合わされ、結果が

取り組みながら、俯瞰の視点を同時に持って総合

蓄積され、適用の制度や体制の充実も合わせなが

研究所としての研鑽を積み、国土技術政策研究の

ら効果を現すというシナリオを考えておいた方

新たなスタイルを提示する。国総研は、そのよう

が良い。その場合、新技術をインフラ技術体系へ
．．．．．．．．．
同化させるプロセス2)がとても大事になる。

な先導役を目指して今後も進んで参りたい。
--------------------------------------------------1) 国土交通省生産性革命プロジェクト
http://www.mlit.go.jp/common/001158222.pdf
2)藤田光一:社会インフラへの新技術“同化プロセス”を
理解することの大切さ、橋梁と基礎、2017年1月号、p.1

後者の、地域状況の理解を起点にすることは、
当該地域（現場）が真に求めるΔEと、それをもた
らす潜在的ΔSを見出すために今後ますます重要
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国総研の研究活動の最前線
〜安全・安心で活力のある社会をつくるために〜
重点的に取り組む研究分野
本誌では、国総研の研究活動の３つの重点分野ごとに、最新の研究活動を幅広く紹介
します。この中でも代表的な取り組みを巻頭で紹介します。

１

防災・減災・危機管理

P.50〜

Ø P.６ 平成28年(2016年)熊本地震
Ø P.７ 水害の教訓をいかして水防災意識社会を確立
Ø P.８ 熊本地震を踏まえた土砂災害緊急対応技術の開発
Ø P.９ 建築・都市における構造・防火・避難安全性の確保

２

インフラの維持管理

P.100〜

Ø P.10 47万km見えない下水道を護る
Ø

３

P.11 空港舗装の点検・補修技術の高度化について

生産性革命

P.126〜

(i-Constructionの推進、賢く使う、暮らしやすさの向上)
Ø P.12 効率的かつ効果的な道路交通問題の解決へ
Ø P.13 無電柱化を推進する
Ø P.14 省エネ基準適合義務化を支える性能評価法の開発
Ø P.15 少子高齢社会における安心居住の実現
Ø P.16 沿岸域の資質と利用を複眼的に高めていく
Ø P.17 国際競争力の強化・地方創生に向けた港湾機能の強化
Ø P.18 i-Construction

～建設現場の生産性革命～
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国総研の役割を果たすための４つの仕事

国総研は、社会資本分野における
唯一の国の機関として、現在そして
将来にわたって安全・安心で活力の
ある社会づくりへの貢献のために、
３つの重点分野を課題に研究を進め
ながら、成果の普及・展開にも力を
注いでいます。
社会の「これから」をつくる研究
のために、国総研は高い技術力をも
とに「４つの仕事」に取り組み、社
会資本整備の現場を力強く支えてい
きます。

１．研究・技術基準等の策定
防災・減災や社会資本の効率的な維
持管理等の社会的ニーズや緊急性の高
い研究を重点的に進めていくととも
に、現場で役立つ技術に関する研究開
発や技術政策の基盤となる技術基準の
策定を進めます。

２．災害対応の支援
災害時など非常時においては、
各分野の高度な技術的知見を有す
る専門家を技術支援部隊として全
国の被災地へ派遣し、二次災害の
防止や被災地の復旧を強力にサポ
ートします。

３．技術相談・技術移転
災害現場はもちろん、住宅・社会資本
整備の現場で発生した問題に対し、専門
家派遣をはじめとする技術相談をワンス
トップで常時受け付けています。
また、技術者への研究成果や技術基準
の普及のために講習会や講演会等を積極
的に開催するとともに、一般の方々への
広報活動も積極的に行います。
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４．研究のコーディネーター
研究・技術基準の策定の際に、国の
唯一の研究機関として関係機関が重複
なく効率的に研究を進め、成果を得ら
れるよう、関係者との調整を進めます。

「平成28年(2016年)熊本地震」
国総研 熊本地震 災害対策本部

国総研では、熊本地震の発生を受け、関係機関と協力し、職員を被災地へ派遣し、関
連施設の被害調査、二次災害の防止及び被災施設の復旧に向けた技術支援を実施して
います。
復旧・復興に向けた技術支援
平成 28 年 4 月に「平成 28 年(2016 年)熊本地震」
（【前
震】14 日 21 時 26 分、M6.5【本震】16 日 1 時 25 分、
M7.3）が発生しました。
国総研では、前震発生と同時に「非常体制」に入り、深夜
にかけて災害対策本部会議を開催しました(写真１)。
また、地震直後より土木研究所、建築研究所及び港湾空港
技術研究所と連携して、被害情報ならびに現場及び本省から
の要請等の共有を図るとともに、職員を現地に派遣して被害
状況調査や緊急技術支援、復旧・復興に向けた技術検討・技
術支援を継続して実施しました。

写真１ 本省非常災害対策本部会議と並行して
開いた災害対策本部会議(4月15日)
表１ 専門家派遣状況
分野

派遣者数
(単位：人日)

下水道関係

発災翌日から6月17 日までの間に、
国総研より派遣した、
各分野の専門家及び国土交通省の緊急災害対策派遣隊
(TEC-FORCE)職員は、延べ 323 人日（分野別の派遣者数：
表１）です。
派遣職員は、全国から派遣された TEC-FORCE が実施す
る災害調査に際し留意すべき点や緊急点検結果の技術的統
一性・整合性の確保についての技術指導をするとともに調
査・点検結果について自治体首長などへの説明を実施しまし
た(写真 2)。
その後、本災害からの復旧・復興に向けた事業
が本格化していく中、事業を迅速、強力に推進し
ていくために九州地方整備局が 7 月 1 日に設置
した「熊本地震災害対策推進室」に技術統括官及
び道路、砂防、河川の各分野の専門家として 6
名の職員が参画しました。さらに、災害復旧にか
かる各種委員会など（表２）にそれぞれの専門家
として参画し、九州地方整備局、被災を受けた事
務所と連携しながら、迅速な復旧を支援していま
す。さらに、平成２９年度からは「熊本地震復旧
対策研究室」を平成３３年度まで設置し、被災地
の災害復旧に資する高度な技術に関する研究を
行います。

22

河川関係

40

土砂災害関係

72

道路・橋梁関係

122

建築物関係

47

公園緑地関係

8

港湾・空港関係

12

合計

323

写真２ 関係市町村長への説明(4月28日)
(左)土砂災害研究部岡本部長、(右)西原村日置村長)
表２ 参画した委員会など
緑川・白川堤防調査委員会
立野ダム建設に係る技術委員会
阿蘇大橋地区復旧技術検討会
熊本阿蘇周辺地域における道路復旧調整会議
国道３２５号ルート・構造に関する技術検討会
復旧工法検討ＰＴ(橋梁、トンネル、土工)
熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会

☞関連記事はこちら
・国総研HP「熊本地震における国総研の活動」 http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kumamotojishin2016.html
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水害の教訓をいかして水防災意識社会を確立
河川研究部

水害の頻発、気候変動による洪水の激甚化が懸念される中、施設だけでは防ぎきれ
ない大規模洪水への備えが必要です。洪水氾濫や浸水を早期に精度高く予測し伝え
る技術、施設や避難の工夫による減災技術により水害に強い社会を実現します。
社会背景と課題



平成 28 年 8 月に４つの台風が上陸し、北海道・東北地方を中心に甚大な人的被害を含む水害が発生した。
洪水氾濫や浸水から人的被害を防ぐためには、迅速な避難に資する適切な情報提供が必要。
中小規模の河川を中心に、大規模な側岸浸食や河床低下が発生し、多くの護岸や堤防などの河川構造物や橋
梁が破損した。早期に復旧でき、かつ避難に役立つ様に施設を整備することが必要。

研究内容
洪水氾濫・浸水予測研究（予測と見える化）
レーダー雨量計による観測データ、流
出モデル、河川水理モデル等の予測モデ
ルを用いて、リアルタイムの河川縦断水
位を計算するとともに、降雨予測を利用
することで、洪水氾濫や浸水を予測する
システムを開発。予測精度が高く信頼性
の高いシステムを開発することで、避難
に必要なリードタイムを確保した事前
情報提供を目指す。
リードタイムとは
作業に着手してから完了するまでにかかる時間
を示す和製英語。確実な避難を完了するためには、
これが長いほど良いが、長時間先の予測精度は低下
するため、予測技術の向上が必要。

地図表示画面

水位情報一覧

・関連情報を地図上に重ね合せ
⇒状況を空間的に把握

概況図

・水位観測所によるポイント監視からライン監視（0.1kp毎）
・切迫度（天端までの高さ）の表示・並び替え

被害予測(人口)

監視地点表示
登録地点毎の予測
浸水深の変化
登録地点近傍雨量（実況、予測）

予測浸水深の
メッシュ表示

登録地点浸水深予測

・浸水範囲の人口、世帯数を表示

・任意に登録した地点の浸水状況
を一画面で監視

浸水予測システムのイメージ

大規模洪水に備える減災技術研究
施設だけでは氾濫を防ぐことのできない大
規模洪水に対しても被害を減らす減災のため
の技術研究を実施。洪水氾濫が生じたとして
も避難時間を確保できるように住宅地付近で
の急激な水位上昇を防ぐ、氾濫による孤立を
防ぐ、また破損しても早期に復旧できるとい
った機能を有する施設整備を研究。また、実
効性のある避難計画立案に資する避難シミュ
レーションの開発を行う。

避難所

避難途中（経路）に避難可能上
限水深を超過する地点あり

台風第 10 号による被災事例

避難計画評価ツール

賢い防災・減災施設（ハード）と的確な洪水氾濫・浸水の予測技術
（ソフト）を総動員して水害リスクの最小化を実現
☞関連記事はこちら
・浸水を予測し都市水害対策を強化する（P.65）
・小本川等における災害調査から見えてきた復旧の方向性（P.193）ほか
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熊本地震を踏まえた土砂災害緊急対応技術の開発
土砂災害研究部

大規模地震に伴う斜面崩壊危険度を評価する技術を開発・普及し、衛星・航空機SAR
等により大規模崩壊等を迅速に把握する技術を開発します。また、地震による地盤の
緩みを評価し、地震後降雨等による二次災害を軽減する技術開発に取り組みます。
社会背景と課題


熊本地震では 190 件の土砂災害が発生。交通途絶、頻発する余震で地上から調査は困難を極めた。



崩壊地周辺には亀裂や段差が多数発生。地震後降雨により新規・拡大崩壊等が見られた。

 南海トラフ地震など大規模地震の発生が懸念される中、効果的な緊急対応に係る研究開発が急務。
研究内容
大規模地震に伴う斜面崩壊危険度を評価する技術の開発と普及
○南海トラフ地震の防災対策推進地域（紀伊山地）におい
て想定地震動による斜面崩壊危険度の推定を行うととも
に、近畿地整の大規模土砂災害対策技術センターと連携
し自治体との協議を通じて地域の防災計画へ反映
○委託研究を通じて現地調査、模型実験、数値解析等によ
り、地震による地盤の緩みを効果的に監視観測する技術
及び緩みを考慮した地震後降雨による斜面崩壊の発生予
測技術を開発

地震時の大規模斜面崩壊
（H28 熊本地震）

衛星・航空機 SAR 等による大規模崩壊地等の抽出技術の開発
○悪天候や夜間でも地表の状況を広範囲に監視可能なSAR
（合成開口レーダ）画像を活用し、崩壊地等を早期に抽
出する技術を開発するとともに、複数の衛星・航空機SAR
等を効果的に組み合わせた調査計画立案手法を開発

SAR解析により判読した崩壊地
（H28熊本地震）

大規模地震に伴う土砂災害へ的確に対応し
二次災害の防止軽減と円滑な復旧に資する
☞関連記事はこちら
・平成 28 年熊本地震による斜面崩壊分布の特徴（P.68）
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建築・都市における構造・防火・避難安全性の確保
建築研究部、住宅研究部、都市研究部

大規模地震や津波などの災害に対して、建築・都市の高い安全性を確保し、災害時に
もその機能を維持するための研究や、建築物の防火性、避難安全性を確保するための
研究、高齢者や障害者の安全・安心な住まいを実現するための研究を実施しています。
社会背景と課題






大規模地震において、倒壊等は逃れたが非構造部材等の損傷により、庁舎や避難所等の拠点建築物が地震後
継続使用できない例が見られる。首都直下地震や南海トラフ地震等、発生の切迫性が指摘されており、その
対策は急務である。
歴史的建築物を含めて既存建築物を用途変更や改修で有効活用し、地域活性化や観光振興の核とする動きが
広まっているが、現行の防火・避難規定や立地規制は、用途ごとに規制内容が大きく異なるため、用途変更
や改修の際に防火・避難規定や立地規制に適合させることが困難な場合が見られる。
共同住宅等における災害時の避難弱者に向けた支援技術、いわゆる非常時のバリアフリーについては未だ課
題は多く、避難計画･避難支援技術の体系的整理が不十分であり、人間工学的観点からのデータにも乏しい。

研究内容
建築物の構造安全性
①災害拠点建築物
の機能継続技術
に関する研究、
災害拠点建築物
の設計ガイドラ
インの策定等
②超高層建築物等
における長周期
地震動の影響お
よびその対策の
研究・基準の策
定等
③熊本地震におけ
る建築物の被害
調査および原因
分析に関する研
究

防火・避難規定等の合理化
①防火・避難規定全般
の性能規定化に向け
た研究
②建築物の立地規制の
合理化に向けた研究

南海トラフ沿いの巨大地震による長
周期地震動の区域分と速度応答スペ
クトル(大阪エリア)

歴史的建築物の活用例

安全・安心なすまいづくり
高齢者や障害者
等の避難弱者に
向けた避難計画
や避難方法に関
する支援技術の
研究
熊本地震で倒壊した木造アパート
(2000年以降に建築)

乳幼児を連れた火災避難を
想定した支援技術の検証

地震・津波・火災に強いまちづくりを実現
災害に対する安全性、災害時の機能維持、円滑な復旧・復興を目指す
☞関連記事はこちら
・災害拠点建築物の機能継続技術の開発（P.77）
・防火・避難規制等の合理化による既存建物活用に資する技術開発（P.152）
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47万km見えない下水道を護る
下水道研究部

地球12周分（累積47万km）に及ぶ我が国の膨大な下水道管路。供用後50年を超え
る老朽管の不具合（腐食､クラック､継ぎ手ズレ､空洞等）に伴う路面陥没等の事故を未
然に防ぐため、不具合発生リスクの低減に貢献する効率的な調査技術を提案します。
社会背景と課題
 下水道管路は地球 12 周分（47 万 km）に及び管路の老朽化に伴い年間 3～4 千件の道路陥没事故が発生。
 閉鎖空間の調査の難しさや、技術者の不足、事業経費のひっ迫などの課題を抱えている。

地球 12 周
(47 万 km)

年 3～4 千件
の道路陥没

人口減少・経営逼迫
自治体の技術者
と技術力の不足

30 年で
収入

３割減

将来の上水道事業の需要水量

管路の老朽化
閉鎖空間の調査
は、高コスト

研究内容
既存 TV カメラの課題

効率的な調査計画立案手法の提案
国総研が有する膨大な管きょ調査データ（管種、
管径、経過年数、劣化状況等）を活用し、管属性
や地盤属性等の条件による劣化傾向を分析する。
分析結果を踏まえ、調査計画立案手法を確立し、
維持管理の更なる効率化を図る。
技術開発支援
①間接作業時間削減による効率化
既存管路の施設特性（屈曲・段差・勾配変化等の状況）を
把握し、調査の効率化に求められる TV カメラ調査機の走行
性能基準を明確にし、メーカーに開発目標を提示する。
②現場での実証による普及促進
管の不具合に伴う管外側の空洞を迅速かつ効率的に発見す
る技術（空洞探査）等、民間企業の管路調査技術を対象に、
実現場での実証・評価を行い、普及拡大を後押しする。

地中レ ダ探査
（
）
空洞探査技術の導入可能性評価

空洞
異状

下水道管

国民負担軽減と持続的な公共サービスの提供を両立
下水道に起因する路面陥没、機能障害の防止
☞関連記事はこちら
・ストックマネジメントに資する下水道管路異状発生傾向の分析（P.100）
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空港舗装の点検・補修技術の高度化について
空港研究部

空港の発着回数の増大や運用時間の延長等、空港の維持管理を行う環境が厳しくなる
中、点検・補修作業の省力化・迅速化のための研究を行っています。
社会背景と課題




空港の発着回数の増大や運用時間の延長傾向により、空港舗装の点検・補修作業時間が短縮化されつつある。
近年、舗装表面から検知が難しい舗装体内部の異常が要因となる破損が増加している。
経年劣化が軽微なうちに予防的に処置して舗装表面を再生するなどの補修工法等の空港舗装への適用性が十
分確認されていない。

研究内容
点検作業の時間短縮及び精度向上のための新たな点検技術の検討
疑似層間剥離舗装を用いて実証試験を実施し、剥離箇
所の計測精度等を調査し、適用性を検証。
・手押し式箱型打音測定車
・加速度センサー内蔵のハンマー
・中性子水分計
・ＡＥ計測システム（弾性波）
層間剥離とは、
アスファルト舗装において、表層と基層又は各基層間に生じた剥離の
ことをいう。

手押し式箱型打音測定車

補修作業の迅速化及び長寿命化に資する補修技術の検討
室内試験により、各補修材の初期安定性・耐久性
等の物性を調査し、各々の適用性を検証。
・常温混合物
（カットバック系、樹脂系、乳剤系）
・表面処理工法
（フォグシール、薄層表面処理、カーペットコート）
常温混合物とは、
アスファルトおよび骨材を加熱してつくる、通常の加熱アスファル
ト混合物に対し、粗骨材、細骨材などをカットバックしたアスファル
トで混合・製造し、現場でそのまま常温で舗設できるアスファルト混
合物のことをいう。

常温混合物

表面処理工法

点検・補修技術の高度化により点検作業の省力化、補修作業の迅速化、
舗装の延命化を図り、効率的・効果的な維持管理を実現
☞関連記事はこちら
・空港舗装の点検の効率化・省力化に向けた取組み（P.119）
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効率的かつ効果的な道路交通問題の解決へ
沿岸都市部を津波・高潮から守る
道路交通研究部
急速に発達しているICTの新技術を活用して、効率的かつ効果的に道路を利活用す
担当研究部・センターで研究の要旨を記載（です・ます調）。
る研究に取り組んでいます。
ETC2.0を活用した最新の取組みを紹介します。
社会背景と課題

沿岸海洋・防災研究部

【社会経済情勢は厳しさを増している】
 少子高齢化、災害リスクの増大、国際競争の激化など厳しい社会情勢の中、経済成長を継続するため
社会背景と課題
には社会の無駄を減らし生産性を向上させることが不可
【社会の生産性と道路交通】
 ～社会のベースの生産性を高める～道路交通が担う人流・物流はあらゆる生産活動の根幹
 ～投資・新技術で生産性を高める～ビッグデータを活用した交通安全対策
【道路交通施策】
 道路ネットワークを整備するハード対策に加え、道路を賢く利用するためのソフト対策が重要

研究内容
渋滞実態調査の高度化・効率化
研究内容

生活道路の交通状況把握手法

津波・高潮に対する観測技術の高度化

沿岸域の浸水リスクの評価

 短波海洋レーダにより津波を面的に観測する
技術を開発
 堤外地における浸水を予測・把握するため、潮
位・波浪の観測技術を高度化

 高潮浸水の予測・分析や海岸施設の耐力評価に
関する技術開発

海洋レー
右折専用車線長の不足状況や直進車への阻害等の詳細な
海洋レーダで
状況について面的かつ時系列的に把握
津波監視のための改良、
面的に津波を監視

台風防災実験水路
生活道路内における通過交通や走行速度などの
交通状況、事故や急減速が発生した地点を面的に把握

精度の向上など

環状高速道路の交通状態把握手法
高潮被害想定

筑波山地域の観光交通分析
襲来する津波

津波波源

避難計画策定への技術支援

津波発生



プレート隆起

レーダーで
捉えた津波

港湾の特性を考慮した津波避難シミュレー
ション技術の開発
【シミュレーション結果のスナップショット】

断層運動

利用経路・滞在時間等、来訪客に関するデータを収集・
海洋レーダによる津波監視
分析し、観光交通実態を把握

ETC2.0プローブ情報、車両感知器データとシミュレー
ション技術を融合させ、リアルタイムに交通状態を把握

現場への技術移転

ピンポイントで効率的な渋滞対策を実施し、早期に効果を発現！！
 整備局や管理者等向けの技術指導や研修
 成果のマニュアル・ガイドライン等への反映
生活道路における急所を事前に特定し、事故を科学的に防ぐ！！
☞関連記事はこちら

観測技術の高度化により効果的な避難計画の策定が可能になり、
都市臨海部での津波・高潮から人命の安全性確保を図る

・ETC2.0プローブ情報等を活用した渋滞実態調査の高度化・効率化（P.141）

・ETC2.0プローブ情報を活用した生活道路の交通状況把握手法の開発（P.139）

・ETC2.0プローブ情報等を活用した筑波山地域の観光交通分析（P.142）
☞☞☞関連記事はこちら（担当研究室の関連記事を紹介）
・ETC2.0プローブ情報を活用した環状高速道路の交通状態把握手法の開発（P.144）
・●○●○●○●○●○●○●○●○
（P.**）
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無電柱化を推進する
道路構造物研究部・道路交通研究部

道路の防災性の向上、安全で快適な通行空間の確保、良好な景観の形成や観光振興
等の観点から、無電柱化をさらに推進するための整備手法等に関する研究を行って
います。
社会背景と課題


諸外国に比べて無電柱化の進捗率が低い
（東京オリンピック・パラリンピックを控える東京 23 区でも１０％未満）
 無電柱化の推進に関する法律の成立（平成 28 年 12 月）や地方公共団体での条例制定の動き
 無電柱化のための整備コストが高い
→ 無電柱化促進ニーズに対応したより安価に行える整備手法の開発が課題

研究内容
電線等の浅層埋設

埋設時・通線時の施工性の確認

住宅街の生活道路のような交通量があまり
多くない道路を対象として、電力線や通信線
を直接、あるいはこれらを保護する管や小型
ボックス等を舗装体内に埋設した場合に、道
路機能や通電・通信機能に与える影響を検証。

ケーブル等を舗装内に埋設する際のケーブルの種
類や保護の方法、埋設方法による影響や、小型ボッ
クスの通線時の施工性を検証。

電線等を埋設した舗装における車両走行実験

ケーブルの浅層埋設

小型ボックスへの

に関する施工試験

通線時施工試験

電線等の埋設物に関する設置基準」の見直し
検証結果に基づいて「電線等の埋設に
関する設置基準」(国土交通省)を、平成
28 年 4 月より緩和。
交通量の少ない生活道路では、電線の
頂部と路面との距離を従前より浅くする
ことが可能に。
→埋設深さが浅くなることによるコス
ト縮減

基準の緩和による埋設位置の浅層化
（交通量の少ない生活道路（車道）の例）

電線・電柱を少なくすることにより、災害に強く安心・安全で、
景観にも優れた快適なまちづくりを実現
☞関連記事はこちら
・無電柱化の効果に関する体系的整理（P.７１）
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省エネ基準適合義務化を支える性能評価法の開発
住宅研究部

2017年４月から、大規模非住宅において、省エネ基準を満たさないと建築確認申請
2017年４月から、大規模非住宅において、省エネ基準を満たさないと建築確認申請
がおりない「省エネ基準適合性判定」が新たに始まりました。国総研は、判定に必要
がおりない「省エネ基準適合性判定」が新たに始まりました。国総研は、判定に必要
な評価を適切かつスムーズに行うための計算法やプログラムの開発を行っています。
な評価を適切かつスムーズに行うための計算法やプログラムの開発を行っています。
社会背景と課題




建築物の消費エネルギー量削減によって CO2 排出量を減らす取り組みが急速に進められている。
2015 年に制定された建築物省エネ法の規制措置として、この 2017 年 4 月 1 日から、床面積 2,000
㎡以上の非住宅建築物を対象に省エネ基準への適合義務化が始まった。
省エネルギー基準に適合しなければ着工ができなくなるなど、建築実務者にとって非常に影響が大きい。

省エネルギー基準適合性判定
省エネルギー基準適合性判定の概要と研究開発内容
省エネルギー基準適合性判定は、建築
確認と並行して行われる。判定のため設
備仕様などの情報を記載した省エネ計
画を第三者である所管行政庁または登
録省エネ判定機関に提出し、適合か否か
判定される。適合性判定に必要な計算
は、Web プログラムに情報を入力して
行う。細かい入力が必要だが多様な省エ
ネ技術を評価できる標準入力法と、入力
項目が限定的だが効率的な評価が可能
となるモデル建物法がある。モデル建物
法は省エネ基準適合での使用、標準入力
法は基準適合以上の良い評価を得たい
場合の使用が想定されている。省エネ基
準に係る計画変更がある場合、軽微な変
更を除き、適合性判定が再度必要にな
る。完了検査では省エネ工事監理報告書
などの提出が必要となる。

●建築主事又は
指定確認検査機関

●所管行政庁又は
登録省エネ判定機関

●建築主（ 申請者）
省エネ基準
適合性判定申請
（ 省エネ計画の提出）

建築確認申請

不適合

省エネ基準適合性判定

省エネ適合判定通知書

建築確認審査

適合
建築確認審査期間の末日の3日前ま で

受理から 14日以内
（ 28日以内で延長可）

確認済証

着工

軽微な変更

計画変更(軽微な変更は除く )
（ 再度省エネ計画の提出）

変更に係る
不適合 省エネ基準適合性判定

完了検査の申請
（ 工事監理報告書）

完了検査

変更に係る
省エネ適合判定通知書

適合

検査済証

使用

省エネルギー基準適合性判定の全体像

エネルギー消費量の計算法と Web プログラム
省エネルギー基準のための計算法は、様々な
技術を横並びで評価をするため、高い信頼性・
公平性が求められる。実証実験、実態調査を行
い、実態値としての建築物の省エネ効果を算出
可能なエネルギー消費量の計算法を作成してい
る。また、入力と計算をスムーズに行うための
Web プログラムを開発し提供している。

エネルギー消費量計算法

Web プログラム

我が国全体の建築物の省エネルギー化が進み、地球温暖化対策で
求められる省エネルギーとCO2排出量の削減が実現する
☞関連記事はこちら
・建築物省エネ性能に係わる国際規格の動向と国総研の取り組み（P. 151）
・建築設備の自動制御技術によるエネルギー削減効果の評価法の開発（P. 157）
・建築物のエネルギー消費性能の向上を目指したファサード設計法に関する研究（P. 158）
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少子高齢社会における安心居住の実現
住宅研究部、都市研究部

子供から高齢者までが地域で安心して居住できる住環境の形成を目指して、公営住
宅の維持管理・活用や、民間賃貸住宅と連携した住宅セーフティネットの計画手法、
地域の居住を支える施設・サービスの適正配置手法等を研究開発しています。
社会背景と課題
 昭和 40～50 年代の大量の公営住宅ストックの存在。建替えのみによる更新は困難であり、ニーズ等に
応じた適切な長寿命化対策が必要。
 都市部を中心に公営住宅は不足。一方で民間賃貸住宅等の空き家は増加の一途。民間賃貸住宅等の活用も
含めた重層的な住宅セーフティネットの構築が必要。
 大都市中心部での高齢化と郊外部での人口減少が進行。集約型都市構造への転換、人口変動に応じた地域
居住支援機能（医療・福祉施設等）の適正配置が必要。

研究内容
公営住宅による要支援世帯の
将来推計手法

公営住宅と民間賃貸住宅との連携による
住宅セーフティネットの計画手法

需要過小

公営住宅の整備や民間賃貸住宅等の空き家の活用に
よる住宅セーフティネットの計画手法を開発。
既存住宅を活用した共同居住型住宅の居住水準（案）

需要過多

地方公共団体（市町
村レベル）におい
て、全域及び小地域
単位での住宅確保
要配慮世帯を統計
的に把握・推計する
手法を開発。

比率は、要支援世帯数／
公営住宅（市営住宅及び
県営住宅）ストック数

部位
居住面積
水準

・居住人数に応じた居住面積水準は次のとおり。
居住面積（㎡）＝15N＋10 （N:居住人数・2以上）

専用居室

・1人１室とし、9㎡以上（収納を含む）

共用部分

・台所、食事室、団らん室（食事室と兼用可）を設置
・便所、浴室（シャワー室でも可）・脱衣室、洗面所、洗
濯室は、居住人数５人につき１箇所の割合で設置

居住面積
水準

・居住人数に応じた居住面積水準は次のとおり。
居住面積（㎡）＝17N＋10 （N:居住人数・2以上）

専用居室

・1世帯１室とし、10㎡以上（収納を含む）

共用部分

・台所、食事室、団らん室、勉強室を設置
・便所、洗面所、洗濯室は、居住人数４人につき１箇所、
浴室・脱衣室は数５人につき１箇所の割合で設置

ひとり
親世
帯向
け※

中学校区単位でみた公営住宅の要支援世
帯の推計に基づく需給バランス

地域居住支援機能の地域別将来必要量、
適正配置の予測手法
地域の人口・世帯構造
の変動に応じ、地域居
住支援機能の必要量を
空間的かつ時系列的に
推計するとともに、各
機能の整備・運営に係
る費用対効果の推計に
基づき適正配置を予測
するプログラムを開
発。

世帯
単身
者向
け

個別の公営住宅ストックの戦略的な
改修・修繕による長寿命化の計画手法
個別ストックごとの性能
水準、利用ニーズ等の実
態を踏まえ、最適な要求
性能水準の設定と、これ
を合理的に実現するため
の修繕・改修等の実施内
容・実施時期等の計画手
法を開発。

H27(2015)
1 日当たり徒歩圏からの
対応できない患者数

対象地区周辺
(拡大図)

対応できない
患者数が多い領域

500m

※子どもは小学生
以下で1人を想定

居住水準（案）

２つの住棟間へのエレベータ設
置（バリアフリー改修）例

対象施設の徒歩圏範囲
(半径500ｍ)

予測プログラムの操作画面例

子供から高齢者までが地域で安心して居住できる住環境の形成
☞関連記事はこちら
・空き家を活用した共同居住型住宅の居住水準の提案（P.154）
・地域の居住を支える医療・福祉施設等の適正配置に向けて（P.115）
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沿岸域の資質と利用を複眼的に高めていく
沿岸海洋・防災研究部

沿岸域が持つ顕在力を維持・向上するとともに、潜在力を更に引き出していくため、
環境・防災・地域経済を効果的に改善していくための調査・分析、技術開発を、展開
領域を選んで進めていきます。
社会背景と課題




東日本大震災で大規模な被害が発生し、各分野で災害対応が求められた。環境分野では、津波でダメージ
を受けた沿岸生態系の再生や被災した港湾構造物の復旧への環境配慮が求められた。
近年、高潮への対策が十分ではない港湾地帯等で高潮による被害が発生している。
少子高齢化・人口減少、国際競争力の低下等の中で財政や地方経済の悪化が進んできている。

研究内容
沿岸海域環境の修復・再生
東日本大震災によって消失した
生物の生息場の一つであるアマモ
場の再生過程を調べ、アマモ場の効
果的な再生手法を見出していく。
また、港湾構造物の環境性能を高
めていくため、防波堤の海水交換促
進技術等の環境配慮技術の開発を
進めていく。

マウンド
低水温

アマモ場の消長の調査分析

外海水
の流入

湾口防波堤の海水交換を促進
するための海水流動の把握

沿岸域の地域資源を活かした地域振興

都市部沿岸の高潮安全性の向上
港湾地帯における
高潮に対する安全性
を高め、持続可能な
経済社会の基盤を確
保するため、潮位・
波浪の観測を高度化
し、高潮浸水の局地
的な予測精度を向上
し、防潮施設の高潮
外力を評価していく
ための実験的研究等
を行う。

低水温
の排出

国内外の先進事例等の分析をもとに、沿岸
域における地域資源を活用した魅力的な空
間形成手法に関する研究を進める。

旅客船
埠頭

自動車積
出基地
国際展
示場

製鉄所

発電所
発電所
コンテ
ナ埠頭
エネル
ギー基地

運河、倉庫の資源の活用事例

名古屋港堤外地の状況

沿岸域の環境を修復・再生し、津波・高潮からの安全性を向上し、
地域資源の価値を顕在化させ、沿岸地域の魅力と活力を高める
☞関連記事はこちら
・東日本大震災によって影響を受けた港湾域の環境修復技術に関する研究（P.167）
・三大湾の港湾地域を対象とした高潮浸水解析（P.85）
・沿岸域における地域資源を活用した魅力的な空間形成に関する取り組み（P168）
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国際競争力の強化・地方創生に向けた港湾機能の強化
港湾研究部

船舶の大型化やクルーズ船の寄港増などの海上輸送を取り巻く情勢変化に対応した研
究を行い、港湾政策を通じて、国際競争力の強化、地方創生に貢献します。

《クルーズ船の寄港パターン例》

国内最初港
寄港

社会背景と課題
:多港寄り



海外A港
:1港のみ
新パナマ運河の供用、相次ぐ大型コンテナ船の建造、北極海航路の利用機運の高まりなど、海上輸送の構
造変化が進展。我が国の港湾にも大型クルーズ船の寄港が急増し、クルーズ船による訪日外国人が急増。
→大型船に対応した港湾の計画や整備を行い、国際競争力の強化や地方創生に資することが必要。
国内1港
→国際コンテナ戦略港湾施策の更なる展開等による国際競争力の強化を図ることが重要。
のみ寄港
海外B港

国内2港目
寄港

国内3港目
寄港

研究内容

コンテナ船やクルーズ船等の船舶の大型化に対応した港湾の計画・整備に資する研究

《クルーズ船の寄港パターン例》

コンテナ船、バルク船、クルーズ船などの大型船の船舶諸元（船長、船幅、喫水など）分析や、水域施
国内最初港
:多港寄り
設の計画手法に関する分析を行う。
海外A港
寄港
:1港のみ
ｺﾝﾃﾅ船の船舶諸元の標準値（例）
船腹量（×１０００ＴＥＵ）

5,000

2010年(4823隻）

4,000

国内1港
のみ寄港

3,000
2,000

海外B港
大型客船

1,000

国内2港目
寄港

国内3港目 0
クァンタム・オブ・ザ・シーズ
寄港

（2014年就航、167,800t、全長348ｍ）

2014年（4914隻）

ｺﾝﾃﾅ船の船型クラス別の船腹量

重量ﾄﾝ

全長
Loa
（m）

DWT
（トン）

10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
100,000
140,000
165,000

コンテナ航路網の動向を定量的に予測できる手法
を開発する。

満載
喫水
d
（m）

139
22.0
7.9
177
27.1
9.9
203
30.6
11.2
241
32.3
12.1
274 標準諸元の更新
32.3
12.7
294
35.9
13.4
350
42.8
14.7
366
48.8
15.5
381
53.8
16.0
－
－
－
－
大型船への対応（追加）
－

北極海航路（将来）

クルーズ船の需要・消費動向を分析し、寄港
に関わる経済効果の評価手法を開発する。
《クルーズ船の寄港パターン例》

欧州航路
（ﾊﾟﾅﾏ運河経由）

DST（鉄道）
ｽｴｽﾞ運河

B
（m）

クルーズ船の需要動向や
地域経済への効果に関する研究

海上輸送の構造変化に対応した
コンテナ航路網予測手法の開発

欧州航路

型幅

北米西岸航路

:多港寄り
:1港のみ

北米東岸
欧州へ

海外A港

国内最初港
寄港

（ｽｴｽﾞ運河経由）

国内1港
のみ寄港

北米東岸航路
（ﾊﾟﾅﾏ運河経由）
ﾊﾟﾅﾏ
運河

海外B港

欧州航路
（喜望峰経由）

国内3港目
寄港

大きな変化が想定されるコンテナ航路

世界や日本各地との窓口となる港湾を
賢く使い、国際競争力の強化や地方創生に資する。
☞関連記事はこちら
・北極海航路の航行実態を捉える（P.169）
・我が国の国際海上コンテナ貨物流動モデルの開発（P.170）
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国内2港目
寄港

i-Construction ～建設現場の生産性革命～
社会資本マネジメント研究センター

全ての建設生産プロセスにおける3次元モデルの流通・活用等により、業務や建設現
場での生産性を飛躍的に向上させることを目的とした研究を行っています。
社会背景と課題



少子高齢化に伴い建設産業の担い手が減少しており、建設現場の生産性を向上させることが必要である。
国土交通省では、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までの建設生産プロセス全体で ICT
等を活用する「i-Construction」を推進し、建設現場の生産性を 2025 年度までに 2 割向上させるこ
とを目指している。

研究内容
３次元モデルの流通・活用

ICT を活用した出来形管理

設計段階で作成した３次元モデルを建設生産プロセ
ス全体で円滑に流通・活用させるために必要なデータ
フォーマットや運用方法の研究

３次元モデルとドローンやレーザスキャナを用いた
３次元の計測結果とを比較するなど、ICT(情報通信技
術)を全面的に活用した出来形管理方法の研究

建設生産プロセスにおける３次元モデルの流通と活用の例

建設生産性の向上と魅力ある建設現場を実現する
☞関連記事はこちら
・i-Constructionの推進（P.188）
・３次元モデルを用いた維持管理情報統合管理システム開発の取り組み（P.122）
・i-ConstructionのためのICTを全面的に活用する出来形管理の検討（P.180）
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空港機能の維持・強化に向けて

162

社会資本マネジメント研究センターの取り組み

研究総務官

伊藤

正秀 ････ 24

下水道研究部長

榊原

隆 ････ 26

河川研究部長

天野

邦彦 ････ 28

土砂災害研究部長

岡本

敦 ････ 30

道路交通研究部長

岡

邦彦 ････ 32

道路構造物研究部長

木村

嘉富 ････ 34

安全 ･ 安心で快適な生活環境の実現に向けた建築研究部の研究活動

建築研究部長

澤地

孝男 ････ 36

これからの住生活の展望

住宅研究部長

福山

洋 ････ 38

都市研究部長

佐藤

研一 ････ 40

沿岸海洋・防災研究部長

鈴木

武 ････ 42

港湾研究部長

渡部

富博 ････ 44

空港研究部長 谷川 勇二 ････ 46
社会資本マネジメント 松井 健一 ････ 48
研究センター長

１．防災・減災・危機管理
201

下水道施設計画・設計に用いる降雨波形に関する分析

下 水 道 研 究 部 ････ 50

202

B-DASH プロジェクト（ICT を活用した浸水対策施設運用支援システム）のガイドライン策定

下 水 道 研 究 部 ････ 51

203

まず、高台へ～地形を考慮した避難の検討～

河 川 研 究 部 ････ 52

204

河川の水面下に潜む構造物の破壊を察知する新技術開発～新しい技術開発公募開始～

河 川 研 究 部 ････ 53

205

産学官連携による堤防の透水性基礎地盤に起因する浸透破壊への取り組み

河 川 研 究 部 ････ 54

206

堤防の浸透破壊メカニズムの解明に向けて～実物大実験に着手～

河 川 研 究 部 ････ 55

435

中小河川の河川護岸における再度災害の防止に向けて

河 川 研 究 部 ････ 56

207

高波浪に対して粘り強い海岸堤防に関する実験

河 川 研 究 部 ････ 57

208

人工リーフの被覆ブロック散乱の防止を目指して

河 川 研 究 部 ････ 58

209

自然・地域インフラの耐津波性能・減災効果の評価方法

河 川 研 究 部 ････ 59

210

XRAIN( 拡大試行版 ) によるレーダ雨量情報

河 川 研 究 部 ････ 60

211

洪水時ダム操作におけるアンサンブル予測雨量の活用

河 川 研 究 部 ････ 61

212

洪水危険度を見える化する基盤技術の開発の取り組み〜洪水危険度見える化プロジェク
河 川 研 究 部 ････ 62
トの技術的検討の取り組み〜

213

河川管理実務における CommonMP の活用事例

河 川 研 究 部 ････ 63

214

リスク分析手法の適用によるダムの安全性評価に向けて

河 川 研 究 部 ････ 64

215

浸水を予測し都市水害対策を強化する

河 川 研 究 部 ････ 65

216

豪雨時の土砂動態計算プログラムの作成

土 砂 災 害 研 究 部 ････ 66

217

リアルタイム監視・観測データを用いた土砂災害発生予測手法の開発

土 砂 災 害 研 究 部 ････ 67

218

平成 28 年熊本地震による斜面崩壊分布の特徴

土 砂 災 害 研 究 部 ････ 68

437

同時多発的な土砂災害をもらたす集中豪雨発生場の評価

土 砂 災 害 研 究 部 ････ 69

438

水蒸気及びマグマ水蒸気爆発に起因する土石流発生危険度

土 砂 災 害 研 究 部 ････ 70
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219

無電柱化の効果に関する体系的整理

道 路 交 通 研 究 部 ････ 71

444

近年の地震による道路盛土の被災事例に基づく分析

道路構造物研究部 ････ 72

220

地震発生後の情報空白期における被災規模感推定の取り組み

道路構造物研究部 ････ 73

221

平成 28 年熊本地震の被害を踏まえた道路橋の被災状況把握システムの開発

道路構造物研究部 ････ 74

222

冬期道路管理基準策定支援とレーダ技術の降雪把握に関する適用可能性について

道路構造物研究部
････ 75
道路交通研究部

223

道路橋の耐震補強のより効果的な進め方について

道路構造物研究部 ････ 76

224

災害拠点建築物の機能継続技術の開発

建 築 研 究 部 ････ 77

225

建築物の地下震度評価のための遠心載荷実験

建 築 研 究 部 ････ 78

226

地震後火災に対する建築物の安全性評価技術の開発

建 築 研 究 部 ････ 79

227

避難所における被災者の健康と安全確保のための設備等改修技術の開発

建 築 研 究 部 ････ 80

229

高齢社会における非常時のバリアフリー技術の開発

住 宅 研 究 部
････ 81
建 築 研 究 部

230

地区の防火性能確保への取り組み

都 市 研 究 部
････ 82
建 築 研 究 部

231

地震火災時の通行可能性診断技術の開発

都 市 研 究 部 ････ 83

232

民間活力を活用した密集市街地の物的改善に向けて

都 市 研 究 部 ････ 84

233

三大湾の港湾地域を対象とした高潮浸水解析

沿 岸 海 洋 ・
････ 85
防 災 研 究 部

234

港湾の危機管理のあり方に関する研究

沿 岸 海 洋 ・
････ 86
防 災 研 究 部

235

港湾域における津波からの安全性向上に関する研究

沿 岸 海 洋 ・
････ 87
防 災 研 究 部

236

海洋レーダを用いた漂流ゴミ予測システムの今後の開発方針

沿 岸 海 洋 ・
････ 88
防 災 研 究 部

237

大規模災害時に大量輸送を担う緊急支援船の船型・対応施設分析

港 湾 研 究 部 ････ 89

238

震度算定式の妥当性評価のための被災検証の提案

港 湾 研 究 部 ････ 90

239

救命期の空港の健全性に関する研究

空 港 研 究 部 ････ 91

240

CCTV カメラのパノラマ画像作成に関する技術開発

社会資本マネジメ
････ 92
ント研究センター

241

防災公園の管理運営の充実化

社会資本マネジメ
････ 93
ント研究センター

242

｢ 東日本大震災に対して国土技術政策総合研究所が行った５年間の調査研究の全記録 ｣ を刊行

防 災 ・ 減 災
････ 94
研究推進本部

243

震災対応におけるインフラ被災情報の早期把握の実現

防 災 ・ 減 災
････ 95
研究推進本部

244

都市水害のリスク低減に向けた浸水被害／対策効果評価手法の開発

気候変動適応
････ 96
研 究 本 部

245

気候変動適応に関する欧米の政策情報をキャッチ！

気候変動適応
････ 97
研 究 本 部

246

河川・海岸分野の気候変動適応策に関する研究報告書を公表

気候変動適応
････ 98
研 究 本 部

247

モデル建物による都市の浸水被害／対策効果の評価

気候変動適応
････ 99
研 究 本 部

２．インフラの維持管理
301

ストックマネジメントに資する下水道管路異状発生傾向の分析

下 水 道 研 究 部 ････ 100

302

B-DASH プロジェクト（ICT を活用した劣化診断）の実証研究

下 水 道 研 究 部 ････ 101

303

河川構造物の点検結果の評価の効率化に向けて

河 川 研 究 部 ････ 102

305

直轄区間下流への粒径集団別の土砂供給量の推定

河 川 研 究 部 ････ 103

306

ダム堤体の振動モニタリングによる健全度診断に関する研究

河 川 研 究 部 ････ 104

307

コンクリート橋に対する非破壊調査に関する性能評価試験法の開発

道路構造物研究部 ････ 105

308

道路橋狭隘部の外観性状調査機器に関する性能評価試験法の開発

道路構造物研究部 ････ 106
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309

道路橋定期点検データに基く道路橋の劣化特性の分析

道路構造物研究部 ････ 107

310

トンネル点検結果の整理と分析

道路構造物研究部 ････ 108

311

既設道路土工構造物の損傷及び健全性の評価に関する調査

道路構造物研究部 ････ 109

312

改修外壁および改修防水層の耐久性評価手法の開発

建 築 研 究 部
････ 110
住 宅 研 究 部

313

特定行政庁における定期報告の電子化とデータの活用状況に関する調査

建 築 研 究 部
････ 111
住 宅 研 究 部

228

タイル仕上げ外壁パネルの劣化診断手法の検討

住 宅 研 究 部
････ 112
建 築 研 究 部

314

建築物の外壁落下危険性可視化ツールの開発

住 宅 研 究 部
････ 113
建 築 研 究 部

315

人口構造及びインフラ・サービスコストの将来予測を踏まえた郊外市街地のマネジメント

都 市 研 究 部 ････ 114

316

地域の居住を支える医療・福祉施設等の適正配置に向けて

都 市 研 究 部 ････ 115

317

海岸保全施設の改良に着目した設計・施工に関する研究

沿 岸 海 洋 ・
････ 116
防 災 研 究 部

318

港湾施設の効果的維持管理の実現に向けた研究

港 湾 研 究 部 ････ 117

319

空港舗装補修要領の一部改訂

空 港 研 究 部 ････ 118

320

空港舗装の点検の効率化・省力化に向けた取り組み

空 港 研 究 部 ････ 119

321

維持修繕工事の事例集（案）の作成

社会資本マネジメ
････ 120
ント研究センター

322

修繕設計の品質確保に関する検討

社会資本マネジメ
････ 121
ント研究センター

323

３次元モデルを用いた維持管理情報統合管理システム開発の取り組み

社会資本マネジメ
････ 122
ント研究センター

324

街路樹の安全性の向上

社会資本マネジメ
････ 123
ント研究センター

325

外来生物等による健康・生活被害の防止・軽減

社会資本マネジメ
････ 124
ント研究センター

326

メンテナンスに関する研究の推進

メンテナンス
････ 125
研究推進本部

３．生産性革命 (i-Construction、賢く使う、暮らしやすさの向上 )
403

B-DASH プロジェクト（水素創出、ICT を活用した運転管理、省エネ水処理）のガイドライ
下 水 道 研 究 部 ････ 126
ン策定

404

B-DASH プロジェクト (CO2 回収 ､ ガス集約 ､ 再生水利用 ､ 汚泥脱水 ･ 乾燥 ､
ダウンサイジング水処理 ) の実証研究

下 水 道 研 究 部 ････ 128

405

B-DASH プロジェクト（消化なしでの水素創出、高濃度メタン発酵、災害時水処理）
の研究

下 水 道 研 究 部 ････ 130

402

下水道の地球温暖化対策の推進

下 水 道 研 究 部 ････ 132

406

エネルギー最適化やリスク制御を考慮した水処理技術の推進

下 水 道 研 究 部 ････ 133

407

人口減少下での汚水処理システムの効率化

下 水 道 研 究 部 ････ 134

434

新たな 3 次元地形データ取得技術を河川管理に活かす

河 川 研 究 部 ････ 135

436

地下水のマネジメントの推進に向けて～地下水の多面的な価値を持続的に享受し続ける
河 川 研 究 部 ････ 136
ために～

408

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改定

道 路 交 通 研 究 部 ････ 137

409

生活道路対策エリアにおける交通安全対策の推進支援

道 路 交 通 研 究 部 ････ 138

410

ETC2.0 プローブ情報を活用した生活道路の交通状況把握手法の開発

道 路 交 通 研 究 部 ････ 139

411

大型車を考慮したラウンドアバウトの交通容量に関する研究

道 路 交 通 研 究 部 ････ 140

412

ETC2.0 プローブ情報等を活用した渋滞実態調査の高度化・効率化

道 路 交 通 研 究 部 ････ 141

413

ETC2.0 プローブ情報等を活用した筑波山地域の観光交通分析

道 路 交 通 研 究 部 ････ 142

414

車両搭載センシング技術を活用した道路基盤地図データの収集実験の開始

道 路 交 通 研 究 部 ････ 143

415

ETC2.0 プローブ情報を活用した環状高速道路の交通状態把握手法の開発

道 路 交 通 研 究 部 ････ 144
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416

日米欧共同によるプローブデータ研究報告書の作成

道 路 交 通 研 究 部 ････ 145

417

次世代協調 ITS に関する共同研究

道 路 交 通 研 究 部 ････ 146

439

全国の道路事業における自然環境の保全措置に関する知見の共有

道 路 交 通 研 究 部 ････ 147

440

道路分野における二酸化炭素排出量の把握・評価手法の検討

道 路 交 通 研 究 部 ････ 148

441

地域との協働による道路環境・空間整備

道 路 交 通 研 究 部 ････ 149

442

道路とその周辺地域の連携によるエネルギーの有効活用に関する検討

道 路 交 通 研 究 部 ････ 150

445

建築物省エネ性能に係わる国際規格の動向と国総研の取り組み

建 築 研 究 部
････ 151
住 宅 研 究 部

446

防火・避難規定等の合理化による既存建物活用に資する技術開発

建 築 研 究 部
････ 152
都 市 研 究 部

447

コンクリートに関する JIS の制定・改正の動向

建 築 研 究 部 ････ 153

448

空き家を活用した共同居住型住宅の居住水準の提案

住 宅 研 究 部 ････ 154

449

子育てに配慮した住宅のガイドライン案の作成

住 宅 研 究 部 ････ 155

450

地域特性を踏まえた住宅需給量推計手法の開発

住 宅 研 究 部 ････ 156

451

建築設備の自動制御技術によるエネルギー削減効果の評価法の開発

住 宅 研 究 部 ････ 157

452

建築物のエネルギー消費性能の向上を目指した ファサード設計法に関する研究

住 宅 研 究 部 ････ 158

418

ICT を活用した都市交通調査 ･ 分析手法の高度化に関する研究

都 市 研 究 部 ････ 159

419

新たなモビリティ等を考慮した都市交通計画手法に関する研究

都 市 研 究 部 ････ 160

420

賑わいを創出する広場空間の形成手法に関する研究

都 市 研 究 部 ････ 161

421

歩行者属性の多様化に対応した歩行空間整備のあり方に関する研究

都 市 研 究 部 ････ 162

453

都市のみどりと気温の実態調査

都 市 研 究 部
････ 163
住 宅 研 究 部

455

公園緑地における眺望保全・再生の手引き（案）の作成

都 市 研 究 部 ････ 164

401

港湾行政手続システムの途上国への導入支援に対する国際海事機関の動向

管 理 調 整 部 ････ 165

433

大洋州島嶼国を対象とした国際物流シミュレーションモデルによる港湾政策分析

管 理 調 整 部 ････ 166

456

東日本大震災によって影響を受けた港湾域の環境修復技術に関する研究

沿 岸 海 洋 ・
････ 167
防 災 研 究 部

457

沿岸域における地域資源を活用した魅力的な空間形成に関する取り組み

沿 岸 海 洋 ・
････ 168
防 災 研 究 部

422

北極海航路の航行実態を捉える

港 湾 研 究 部 ････ 169

423

我が国の国際海上コンテナ貨物流動モデルの開発

港 湾 研 究 部 ････ 170

458

作業船の老朽化対策に向けた活動状況・基礎情報に関する分析

港 湾 研 究 部 ････ 171

459

航空需要推計手法開発の動向と展望～空港経営民営化・訪日外客急増を踏まえて～

空 港 研 究 部 ････ 172

424

多様化する公共工事の入札契約方式の国際動向に関する調査

社会資本マネジメ
････ 173
ント研究センター

425

調査・設計等業務の入札・契約の動向と改善方策

社会資本マネジメ
････ 174
ント研究センター

426

社会資本整備のストック効果の分析・評価手法に関する研究

社会資本マネジメ
････ 175
ント研究センター

427

公共工事における総合評価落札方式 ( 技術提案 ) に関する運用方法の改善方策

社会資本マネジメ
････ 176
ント研究センター

428

コンクリート工の生産性向上について

社会資本マネジメ
････ 177
ント研究センター

429

米国における監督・検査と品質管理の実態

社会資本マネジメ
････ 178
ント研究センター

460

施工パッケージ型積算方式の移行完了について

社会資本マネジメ
････ 179
ント研究センター

430

i-Construction のための ICT を全面的に活用する出来形管理の検討

社会資本マネジメ
････ 180
ント研究センター

431

インフラ用ロボット情報一元化システムの構築

社会資本マネジメ
････ 181
ント研究センター

461

携帯電話網から生成された人口流動統計の都市交通分野への適用に向けた取り組み

社会資本マネジメ
････ 182
ント研究センター
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社会資本マネジメ
････ 183
ント研究センター

462

道路整備による救急医療施設へのアクセス向上便益の計測方法の提案

463

英国における「広範な経済効果 (Wider Impacts)」の計測方法の我が国での適用の可能性 社会資本マネジメ
････ 184
の検討
ント研究センター

464

河川管理における外来植物の分布拡大の抑制

社会資本マネジメ
････ 185
ント研究センター

465

在来草本を活用した緑化技術の開発

社会資本マネジメ
････ 186
ント研究センター

466

地域づくりを支える道路空間再編・利用の展開

社会資本マネジメ
････ 187
ント研究センター

432

i-Construction の推進

i-Construction
････ 188
推 進 本 部

467

環境分野の研究を推進

環境研究推進本部 ････ 189

４．災害時の専門家派遣及び技術支援活動
601

災害時の TEC-FORCE 等専門家派遣及び技術支援活動状況

企
画
部
････ 190
管 理 調 整 部

602

小本川等における災害調査から見えてきた復旧の方向性

河 川 研 究 部 ････ 193

603

熊本地震で影響を受けたダムの安全確認と復旧に向けた技術支援

河 川 研 究 部 ････ 194

604

熊本地震における道路橋被害に関する米国連邦道路庁調査団との合同調査

道路構造物研究部 ････ 195

605

北海道における台風１０号等の豪雨による橋梁洗掘被害への技術的支援

道路構造物研究部 ････ 196

５．技術相談・技術支援
701
702
703
704
801

自治体などからの技術相談の対応状況

企
画
部
････ 197
管 理 調 整 部

特殊な構造のダムに対する大臣特認制度の適用と国総研の役割

河 川 研 究 部 ････ 198

「砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）」及び
「土石流・流木対策設計技術指針 解説」の改定と質疑応答の公表による技術支援
熊本地震被災地における住宅・集落等の復旧に係る技術指導

土 砂 災 害 研 究 部 ････ 199
住 宅 研 究 部 ････ 200
企
画
部
････ 201
管 理 調 整 部

６．国際研究活動について
この１年の主な行事

････ 203

国総研研究報告・資料・プロジェクト研究報告リスト

････ 204

国総研の組織概要

････ 206

キーワード索引

････ 208

執筆研究室索引

････ 212
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各研究部・センターから
研究部長・センター長

執筆原稿

研究開発の生産性をどう向上させるか
研究開発の生産性をどう向上させるか

写真
（写真ﾃﾞｰ
ﾀの貼り付

研究総務官

伊藤 正秀 ( 博士 ( 工学 ))

けは不要）

各研究部・センターから

研究総務官

伊藤

（キーワード） 研究開発、生産性向上、フロントローディング
（キーワード）
研究開発、生産性向上、フロントローディング

１．変化の速い時代

正秀(博士(工学))

３．事例に見る具体的方策

急速な少子高齢化、事故・災害の多発や地球環境

上記は、実は大変な作業であり、研究マネジメン

問題の顕在化、国際競争の激化等、社会経済が大き

トの工夫が必要である。自らの経験を題材に、具体

く変化しつつある。人工知能、ロボット、IoT等、技

的な方策を見てみたい。

術革新も著しい。住宅・社会資本分野に対しても、

① 研究の基本的流れを踏まえる

より短期間で、一層、高度・複雑な研究開発が求め

研究は定型業務ではないが、共通する基本的な手

られていると感じる。

順はあるのではないか。課題を抽出し、解決のため

リソース（予算、組織、人員）に限りがある中で、

の仮説（研究テーマ）を立て、 実験・シミュレーシ

特に研究プロセスに焦点を当てて、研究開発の生産

ョン等（事実）により検証し、結論を得る、という

性向上方策を考えてみたい。

流れは多くの研究に当てはまるものと思われる。
検討が必要な課題の全体像
研究の流れ

２．研究開発にもフロントローディングの発想を
最近、よく耳にする「フロントローディング」と

基礎的な分析

対象エリア・
箇所の特定

通過交通
の排除

歩行者等
を防護

自動車走行
速度を抑制

 交通事故者数はピーク時の1/4
 しかし、歩行者・自転車の死者数が約半数、G7で最下位
 事故の半数が自宅から500m以内

いうフレーズ、研究開発にもこの概念が当てはまる

課題抽出

 衝突速度30km/h超で致死率が急上昇 → 速度抑制

だろう。「計画段階から、成果の社会実装と効果の

仮説の立案（テーマ設定）

 速度を抑制には一定の高さが必要
 騒音・振動の懸念 → 高さ・形状の工夫で改善可能

具体イメージを明らかにし、研究要素間のつなが

仮説検証

り・道筋（研究の全体像）を描き出し、スケジュー

結

ル設定して、人・資金の配分を考える」ことが、以

論

 既存研究、国内外の実態、実験・解析、現場試行

 望ましい高さ、形状等の規定を作成

図-1 研究の基本的流れ、テーマ位置づけの例

前にも増して重要と感じる。

図-2 既存研究や国内外の事例の整理と自らの研究領域の明確化の例
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験、学との研究会といった新しい手順が、高度道路

政策や現場からの要求、設定テーマのみに即物的

交通システム（ITS）等で始まっている。公平性・透

に対応を考えるのではなく、一段高い視点からテー

明性を確保しつつ、新しい技術にキャッチアップで

マを俯瞰し、位置づけを整理することで、研究の意

きる連携方策を工夫することも必要だろう。

義、関連する検討事項がより見えてくる。

⑤ 国の研究所としての役割を考える

図－１の右半分は、平成28年3月に道路局長通達と

様々な分野から新技術の提案がされているが、真

して発出された「凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に

に実際の現場で使える実力があるのか、多くは検証

関する技術基準」の例である。この基準は生活道路

されていない。災害覚知技術も同様な現状にあるこ

の事故対策として走行速度を抑制させる施設形状等

とから、
国総研では熊本地震を題材に、
現場の対応、

を規定するもの。しかし、速度抑制だけが対策では

把握情報の事実を整理し、より迅速・的確な対応を

ない。生活道路に車を入れない、要対策エリアを科

支える技術の研究を進めている（図－３）。

学的に容易に抽出する手法等と併せて初めて、現場

この取組みのポイントは２つ。第一に、整備局と

での対策が進む。図の右上に示す他の対策メニュー

いう組織と現場感覚を持った研究者を有する国土交

と研究項目も整理し、位置づけを明確に意識しなが

通省ならではの、リアリティの高い情報ニーズ、リ

ら、基準案づくりを進めた。

クワイヤメント（所要時間、精度、カバーエリア、

③ 自ら注力すべき対象を明確化する

気象等の制約条件）の整理。第二に、様々な技術を

全てを自ら検証できればよいが、物理的に限界が

個別に評価するのではなく、評価の”ものさし”を

ある。注力対象を的確に絞込めれば、効率的に成果

整理すること。国総研の特性を考え、そこに効率的

を得ることができよう。既往研究や現場実態、海外

に研究リソースを投入しようという試みである。

事例等の把握は、生産性としての意義も高い。
４．おわりに～本質を踏まえる、議論を活用する

図－２は、上記技術基準において表に整理した例
である。既存データでは説明・検証しきれない領域

以上、研究開発の生産性の向上方策について記し

を抽出し、研究の重点をおくことで短期間に結論を

た。国総研以外の方にも参考になれば幸いである。

得た。なお、研究のスタートとなる「規定項目と着

ただし、形式的な模倣は避けたい。本質を理解し、

眼点の整理」も極めて重要である。

研究に応じてアレンジする、自ら考える部分には時

④ 外部の力を借りる、借り方を工夫する

間と労力を費やすよう、心がけ願いたい。なお、関

従来から共同研究、研究委託という連携方策を進

係者との議論や調整も生産性を高める重要な方策で

めているが、近年は我々の認識だけでは関係する技

もある。知識・経験、専門性、価値観が異なる方か

術を把握しきれなくなっている。これに対処する方

らの意見は、一人では気づかない知恵、隘路解決の

策として、民間からの技術提案公募・試行、社会実

ヒントでもあると捉えるようにしたい。
《被災状況の把握範囲》

《震災対応》

《情報ニーズ》

体制確立

被災範囲・程度

救急救命活動に
必要な情報の提供

面的・線的な
被災状況

1h
《
時間》

3h
喫緊の対応を
要する箇所の判断

面的・線的な
被災状況

緊急対策立案

個別施設の
被災状況

全体

個別施設
緊急点検
補強

CCTV

施設の
即時被害推測

緊急点検
CCTV

補強

緊急点検

衛星SAR
【条件例】
・大規模/広域な被災
・夜間or荒天
・現地立入困難

地震
発生

1h

3h

衛星SAR

CCTV

補強

12h
高

情報の信頼性

《目標水準の明確化》
喫緊の対応を要する
箇所の面的把握

地震
発生

タイムリミット

緊急点検

併用

航空機SAR

24h

図-3 震災対応の事実を踏まえたリクワイヤメント等の整理例
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【現状】
【目標】
2回観測/日 → 4回観測/日
観測幅 約50km → 約200km

12h
24h

各研究部・センターから

② 一段高い視点からテーマの位置づけを整理する

各研究部・センターから
研究部長・センター長

執筆原稿

各研究部・センターから

技術開発のマネジメントをどう進めるか
技術開発のマネジメントをどう進めるか
〜下水道技術ビジョンと
～下水道技術ビジョンと
下水道技術開発会議〜
下水道技術開発会議～
下水道研究部長 榊原 隆
（キーワード） 技術開発、マネジメント、ビジョン 下水道研究部長
（キーワード）
技術開発、マネジメント、ビジョン

１．はじめに

榊原

写真
（写真ﾃﾞｰ
ﾀの貼り付
けは不要）

隆

作成されたロードマップである。ロードマップは、

国総研下水道研究部は、老朽化の進む下水管きょ

新下水道ビジョンの中期目標を達成するための課題

の効率的な点検調査手法の開発をはじめとする下水

と、
課題を解決するための技術目標から構成される。

管きょのストックマネジメントを、現下の最重要課

この技術目標は時間軸に対応して、当面の技術目標

題と捉えつつ、都市浸水対策、地震対策、リスク管

（５年後）、中期技術目標（１０年後）、将来技術

理、地球温暖化、省エネ・創エネといった主要課題

目標（概ね２０年後）の３段階に分かれ、それぞれ

に取り組んでいる。他方国の立場からの技術開発の

の段階に対して具体的な技術開発の内容を示す技術

マネジメントに関しては、旧土木研究所時代から３

開発項目が設定されている。また技術開発項目の中

度にわたり、下水道技術開発五箇年計画を策定する

では、技術開発を基礎研究、応用研究、実証研究の

など一定の役割を果たしてきた。最近では「新下水

３つに分類している。

道ビジョン（2014年7月）」や「新しい時代の下水道
政策のあり方について（2015年2月社整審答申）」に

表１ １１の技術開発分野

基づき、「下水道技術ビジョン（2015年12月）」を

①持続可能な下水道システム（再構築）

策定・公表するほか、
「下水道技術開発会議」を2016

②持続可能な下水道システム（健全化、老朽化対応、

年１月に設立しこれを運営している。さらには2011

スマートオペレーション）
③地震・津波対策

年より下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェ

④雨水管理（浸水対策）

クト）に関する委託研究を実施している。本稿はこ

⑤雨水管理（雨水利用,不明水対策等）

れら下水道の技術開発のマネジメントの動向につい

⑥流域圏管理

て述べる。

⑦リスク管理
⑧再生水利用
⑨地域バイオマス

２．下水道技術ビジョン

⑩創エネ・再生可能エネルギー

新下水道ビジョンは、「『循環のみち』の持続と

⑪低炭素型下水道システム

進化」を柱として、下水道のおかれている現状と課
題を整理した上で、課題解決の方向性を長期ビジョ

技術開発分野の体系化に際しては、様々な視点が

ンとおおむね10年後を目途とする中期目標という形

考えられたが、今回の下水道技術ビジョンでは国総

で示したものである。

研および土研における下水道関係の組織や研究テー

下水道技術ビジョンはこの中期目標を達成するた

マの分類を参考に上述の11分野を設定した。うち国

めに必要となる技術開発について、表-1に示す11の

総研では上記の11分野のうち①②を下水道研究室が、

技術開発分野に整理したものである。

⑧⑪を下水処理研究室が、③を下水道機能復旧研究

下水道技術ビジョンの中核は技術開発分野ごとに

官が、
④⑤を下水道研究官がそれぞれ主担当となり、
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土研をはじめとする関係機関の協力を得てロードマ

表２ ロードマップ重点課題

ップを作成してきた。

（短期から中期にかけての課題）

今後は新下水道ビジョンの改訂に伴う中期目標の

・施設管理の迅速化・低コスト化のための技術開発
等（②）

見直しの機会や、技術ニーズとシーズに関する最新

・下水道の消費エネルギー約１割削減に向けた技術

いてビジョンのフォローアップを実施していく。

（⑪）
（中期から長期にかけての課題）
・大規模地震を対象とした耐震対策手法,優先度評価

３．下水道技術開発会議

手法（③）

下水道技術ビジョンのフォローアップと、技術開

・不明水の実態把握、影響評価と有効な対策の確立

発のあり方を議論するために、産官学の関係者で構

（⑤）

成されるによる下水道技術開発会議を設立した。会

・病原微生物の制御、病原微生物の検出、監視シス

議の活動として、アンケート調査等により技術ニー

テム（⑦）
・リンなどの有用資源回収,下水灰の肥料化（⑨）

ズと技術シーズを把握した。その結果を踏まえ、下
水道技術ビジョンのロードマップに提示されている

※番号は下水道技術ビジョン・ロードマップの番号

技術目標のうち表２に示す７項目をロードマップ重

に対応

点課題（研究開発等を重点化して実施すべき課題）
として2016年７月に選定・公表した。また活動の成

４．下水道革新的技術開発実証事業（B-DASH）

果を「下水道技術開発レポート2016」として2017年

2016年度までに42本の委託研究に従事し、実証技

２月に公表した。ロードマップ重点課題のうち、例

術の普及展開のためのガイドラインを16本作成して

えば「施設管理の迅速化・低コストのための技術」

きた。今後は実証技術やガイドラインのフォローア

では、期待される技術の例として、管路調査を5～10

ップ、実証技術のシステム化等の課題に取り組む必

倍速で行う技術、ロボットによる困難な維持管理作

要がある。

業の代替,ICTによる施設の異常検知、調査が困難な
場所の検査・更生技術等を挙げている。ロードマッ

５．おわりに

プ重点課題を踏まえてB-DASHの新規テーマが設定さ

技術開発マネジメントを演劇に例えるならば、台

れる等、技術開発の方向性として活用されている。

本（下水道技術ビジョン）と舞台（下水道技術開発

活動を通じて浮かび上がってきた課題は、下記の

会議）
は用意された。
国総研は演出家兼役者として、

ように整理される。

時には台本や舞台に注文を出しつつ、最高のパフォ

①技術ニーズおよび技術シーズの把握と発信

ーマンスを発揮していきたい。

②ニーズとシーズの架け橋

☞詳細情報はこちら

③国などの技術情報の共有

1) 新下水道ビジョン
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_
hh_000250.html
2) 下水道技術ビジョン
http://www.nilim.go.jp/lab/eag/h271204gijyutsuvision.
html
3) 下水道技術開発会議
http://www.nilim.go.jp/lab/eag/gesuidougijyutsukaihats
ukaigi1.html
4) 下水道革新的技術開発実証事業
http://www.nilim.go.jp/lab/ebg/b-dash.html
http://www.nilim.go.jp/lab/ecg/bdash/bdash.htm

④地方の技術開発・技術導入の支援
⑤技術開発の戦略・方針の提示
うち①②③については収集した情報の共有や各種
団体や会議との連携をより推進する。④については
特に中小都市の共通的技術的課題のレビューと共同
研究・共同開発について検討する。
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各研究部・センターから

・下水道で地域バイオマスを利活用する技術（⑨）

の動向を捉えて、下述する下水道技術開発会議にお

各研究部・センターから
研究部長・センター長

執筆原稿

水害リスクの低減にむけて
水害リスクの低減にむけて

写真
（写真ﾃﾞｰ
ﾀの貼り付
けは不要）

各研究部・センターから

（博士（工学））
河川研究部長 天野 邦彦(博士(工学))
河川研究部長 天野 邦彦

（キーワード） 水害リスク、水防災意識社会、超過洪水
（キーワード）
水害リスク、水防災意識社会、超過洪水

１．はじめに

いて求める。）を定める。さらに河川整備計画にお

2016年には6個の台風が日本に上陸した。
気象庁に

いては、一定規模の洪水による氾濫を防止するとと

よる観測記録の中では、
2004年の10個についで2番目

もに、それを超える洪水（超過洪水）による被害を

に多い数である。
8月中旬から下旬にかけては、
第7、

軽減するための計画を、目標年次を定めて段階的に

9、10、11号と4個の台風が、北海道、東北、関東地

策定し実施する。河川整備が進めば、洪水氾濫の発

方に上陸し、各所で洪水被害を生じせしめた。気象

生を防止することができる流量は増加する。
しかし、

庁によると、
ひと月の台風上陸数4個は観測史上最多

たとえ河川整備基本方針で定めた計画高水流量を安

にならぶ記録で、台風が再上陸を含めて北海道に一

全に流下させうる河道や河川管理のシステムが整備

年間に3個上陸したことや、
東北地方太平洋側への上

されたとしても、計画高水流量を超過する規模の洪

陸が観測されたことは共に初めてのことである。

水による氾濫の可能性は依然として残る。また、整

これら台風の中でも特に第10号は、北海道と岩手

備途上の河川においては、整備の程度が低いほど洪

県各所にひろがる大規模な洪水氾濫を引き起こし、

水氾濫の可能性は高くなる。

死者・行方不明者計27名と甚大な人的被害を招いた。

河川整備の必要性、妥当性や効果、および流域の

これらの洪水氾濫にともなう被害にはいくつかの特

洪水氾濫に対する脆弱性を評価する上で、洪水氾濫

徴がみられる。まず、谷底平野を流れる比較的整備

発生の可能性やそれに伴う被害の程度について適切

水準の低い中小河川において、洪水にともない側岸

に評価できると好都合である。これを定量的に評価

浸食や河床低下が著しく進行し、河道形状が大きく

するための指標が水害リスクであり、河川流域にお

変化した事例が多くみられた。この結果、多くの護

ける洪水氾濫による被害発生の期待値を評価するも

岸、堤防や橋梁といった土木施設が損傷を受けたほ

のである。指標としてのリスクは、ある事象により

か、河川周辺の建物に甚大な被害が生じた。特に幅

生じる被害の期待値を表すもので、被害が生じる確

のせまい谷底平野では、
河川に近接した建物が多く、

率と被害の程度の積の総和で示される。たとえば、

急激な水位上昇が人的被害につながった例もあった。

ある河川の整備水準が、
1年のうちに超過する確率が

また、より下流部の扇状地を流れる河川でも護岸や

100分の1と評価される流量（1/100確率流量）に対応

堤防への損傷が多数発生した。

しているとすると、この確率流量以下の流量に対す

2016年は、洪水に対する国土の脆弱性がつよく意

る被害はゼロとなる。しかし、この流量を超過する

識されるとともに、水害リスク低減の必要性が再確

洪水では被害が生じるため、
このような超過洪水
（群）

認された年であった。

を対象に洪水氾濫による被害の期待値を求めること
で水害リスクを評価できる。

２．水害リスク
河川管理者は、河川整備基本方針において計画高

３．水害リスクの低減にむけて

水流量（計画規模の降雨による流量を洪水調節施設

水害は基本的に超過洪水により発生するため、水

で調節した場合の計画流量で、流域の主要地点にお

害リスクの低減のためには、超過洪水を減少させる
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ことと、超過洪水が発生したとしても、洪水氾濫被
害を軽減させるという2種類の対策が考えられ、
それ
ぞれ防災、減災と位置づけられている。
河川改修やダム建設など、計画規模の洪水に対応
各研究部・センターから

する施設整備の推進は、治水事業の根幹をなすもの
であり、
計画規模までの防災対策と位置づけられる。
しかし、上述のように計画高水流量規模まで施設
整備が進んだとしても、それを上回る洪水の発生が
ありうる。さらに、気候変動が進行すれば、従来の
想定よりも大きな外力（洪水）の発生の可能性があ
る。
また、
施設整備が相当程度進んだ河川において、
一旦超過洪水が発生すると、とたんに甚大な被害が

図 水災害分野の気候変動適応策の基本的考え方

生じる恐れがあることから、計画規模以上の洪水に

件のもとで、施設整備の進展とそれに伴う流域全体

対してもシームレスに対応することが重要である。

における水害リスクの変化を評価することができる

2015年8月の社会資本整備審議会からの答申
「水災

モデルを開発することで、防災・減災に効果的な構

害分野における気候変動適応策のあり方について」

造をもった施設を、的確な手順で整備することがで

においても、①計画規模までは施設整備で対応、②

きるように、事例研究を実施している。

施設の機能を確実に発揮させるよう適切な維持管

（２）水害リスク増加防止のための施設維持管理
河道拡幅後の土砂再堆積による河道縮小を緩和す

理・更新が必要、③これらにより、水災害の発生を
着実に防止することを目指す、
という指摘とともに、

る河道拡幅手法に関する研究、堤防・護岸の安全性

施設の能力を上回るような外力に対しては、施設の

確保に関する研究、ダムの維持管理のためのモニタ

運用、構造、整備手順等の工夫により減災を図ると

リングや耐震性能照査に関する研究を実施している。

ともに、災害リスクを考慮したまちづくり・地域づ

（３）災害リスクを考慮したまち・地域づくり

くりの促進や、的確な避難、円滑な応急活動、事業

気候変動による外力の変化を念頭に、都市におけ

継続等のための備えの充実を図る、との提言が示さ

る効果的な減災対応に資するべく、下水道研究部、

れている（図参照）。また、2015年12月に同審議会

都市研究部とともに、洪水氾濫、内水浸水の両面か

から答申された「大規模氾濫に対する減災のための

ら被害低減させるための手法について検討している。

治水対策のあり方について」 においても、「水防災

（４）施設運用の最適化

意識社会」を再構築する必要が示され、河川管理者

現状の施設の機能をより効果的に発揮させること

はもとより、地方公共団体、地域社会、住民、企業

をねらって、種々のシナリオに基づいたダム運用の

等が、「施設の能力には限界があり、施設では防ぎ

高度化に関する研究を行っている。

きれない大洪水は必ず発生するもの」と意識する必

（５）リスクコミュニケーション
洪水時の河川水位の時空間変化を、予測を含めて

要があるとして、同様の指摘が示されている。
河川研究部においては、上記の答申にも呼応する

明示的に示す「洪水状況の見える化」システムを開

かたちで、水害リスク低減に資するため、河川およ

発すると共に、このシステムを利用することで、避

び海岸を対象に、以下の研究を含む種々の検討を実

難判断の信頼性向上や、効果的・効率的な水防活動

施している。

に資するための検討を行っている。
河川研究部では、水害リスク低減という大目的に

（１）水害リスク評価（施設整備による防災・減災）

向かい、必要な研究を進めていく。

整備水準を超過する洪水の発生も考慮した外力条
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各研究部・センターから
研究部長・センター長

執筆原稿

土砂災害の被害軽減に向けて
土砂災害の被害軽減に向けて

写真
（写真ﾃﾞｰ
ﾀの貼り付

土砂災害研究部長

岡本 敦

土砂災害研究部長

氏名

岡本

敦

けは不要）

各研究部・センターから

（キーワード） 多種多様な土砂災害、リアルタイム監視観測、深層崩壊、天然ダム
（キーワード）
多種多様な土砂災害、リアルタイム監視観測、深層崩壊、天然ダム

１．はじめに

例えば土石流については、これまで現地調査、監

昨年の熊本地震では190件の土砂災害が発生し、
阿

視カメラ、
水位計等による現地観測、
水理模型実験、

蘇大橋周辺では大規模な斜面崩壊により国道、JR線

数値解析等により流下堆積のメカニズム解明が進み、

などが寸断され、地域経済社会に大きな影響を及ぼ

砂防施設の計画・設計、警戒避難基準雨量の設定、

した。10月には阿蘇山が噴火し噴煙高度が1万mを超

土地利用規制（レッドゾーン）及び警戒避難対象エ

えたが、火山灰量は土石流等をもたらすものではな

リア（イエローゾーン）の設定手法等に関する技術

かった。他方、平成26年の広島土砂災害では、都市

指針が策定・改定されてきた。しかし、土石流の発

山麓で同時多発の土石流が発生し70名を超える犠牲

生流下に至るプロセスは降雨流出特性（降雨継続時

者が出た。このように我が国では豪雨、融雪、地震、

間等）や土石流ピーク流量を含めまだ解決すべき課

火山活動等に伴い多様な土砂災害が発生している。

題がある。また、谷地形が十分発達していない0次谷

平成13年に施行された「土砂災害警戒区域等にお

の土石流対策施設の計画・設計、巨礫等の衝突に伴

ける土砂災害防止対策の推進に関する法律」（以下

う堰堤袖部等の破壊対策（粘り強い構造）、土砂濃

「土砂災害防止法」）に基づき、都道府県では土砂

度が低い緩勾配区間における効果的な砂防施設の構

災害警戒区域（イエローゾーン）及び特別警戒区域

造等についても、さらに調査研究が必要である。

（レッドゾーン）の指定を進めているが、イエロー
ゾーンの総数は約65万区域に達する見込みである。
全国の信号機が約20万基、コンビニ店舗数が55,000
であるから、身近にある相当な数と実感できる。
気候変動に伴う集中豪雨の激化や南海トラフ地震、
首都直下地震など大規模地震の発生が懸念される中、
全国どこにでも起こりうる多様な土砂災害の被害を
軽減するため効果的な対策が求められる。

写真 熊本地震時の土砂災害

本稿では土砂災害分野の研究開発の動向、課題、

大規模な現象ほど発生頻度が低いため十分な調査

将来展望等について述べる。

研究が進んでいない。例えば深層崩壊、天然ダム等
は岩手宮城内陸地震、紀伊半島大水害等において多

２．多種多様な災害メカニズム解明と対策技術

数発生したが、将来の発生場所をピンポイントで予

我が国で発生する土砂災害の形態は土石流、土砂

測することは困難である。これまで、土木研究所を

流、地すべり、がけ崩れ、深層崩壊、天然ダム、降

中心に発生実績、地質構造、地形量等をもとに深層

灰後土石流、融雪型火山泥流など多種多様である。

崩壊の危険度を全国レベル及び渓流レベルで調査す

それぞれの現象に対して発生、流下、堆積等のメカ

るとともに、危険度の高い地区において、航空レー

ニズム解明とその特徴を踏まえたハード・ソフト対

ザー測量による微地形判読、物理探査、ボーリング

策に関する研究が必要となる。

調査、
湧水調査等の詳細調査を進めてきた。
さらに、
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土研では深層崩壊に起因する土石流の流下・氾濫計

において、
想定地震動による崩壊危険度評価の検

算手法のマニュアルを作成した。今後は、深層崩壊

証と普及を図る。
また委託研究により地震動によ

及び天然ダム決壊洪水の被害軽減に資する合理的な

る地盤の緩みを効果的に監視観測する手法、
地震

対策手法について調査研究を進め、具体的な事業に

後降雨による崩壊発生予測技術の開発等を行う。
超過外力

計画規模
ハード対策

３．重点的な技術研究開発

○減災効果検証
○粘り強い構造物

○効果的・効率的な対策
施設の計画、設計

国総研における重点的な技術研究開発の概要は以

ソフト対策

下のとおりである。
(1)

・深層崩壊&天然ダム
・地震&火山

○土砂災害発生予測精度向上・早期検知技術の向上
・リアルタイム監視観測情報の活用
・集中豪雨早期予測による避難情報提供
・新たな土砂災害検知センサーの開発

リアルタイムの監視観測データを活用し

た土砂災害の発生予測の高度化に向けた研究を

○南海トラフ巨大地震への対応
・崩壊危険度評価手法の成果普及

行う。具体的には水位計、ハイドロフォン等の流

○深層崩壊対策
・影響範囲推測手法
・衛星SARの活用（危険
度評価と早期検知）

砂水文観測データを利用して流砂量の変化等を
捉え、
切迫性のある情報を提供する技術を開発す
る。また、フェーズドアレイレーダの活用や線状

図 土砂災害対策の研究概要

降水帯形成に伴う集中豪雨生起ポテンシャルの
評価手法の開発等を通じ、
自治体における防災体

４．将来展望

制の早期構築や避難勧告の判断に資するきめ細

国総研に限らず中長期的な観点からの研究開発課

かな情報提供に資する。また、大規模地震等の直

題としては、以下のようなものが想定される。

後に衛星 SAR（合成開口レーダ）等を活用して

○1洪水中及び数年から数十年の時間軸を考慮した

深層崩壊等の危険性の高い地区を迅速に探索す

山地河道の土砂流出モデルの構築と砂防施設によ

る技術の開発を行う。さらに、産業技術総合研究

る土砂コントロール技術の開発

所と共同で AI（人工知能）
、IoT 等を活用した新

○ロボット技術を活用した火山噴火、深層崩壊等に

たな土砂災害センサーの開発を行うほか、
大阪大

おける緊急的な調査、緊急ハード対策技術の開発

学等と共同して降雨特性等に基づく多段階評価

○生産性向上のための新たな砂防施設の建設技術の

など災害危険度評価技術の高度化を目指す。
(2)

開発（i-Constructionやプレキャスト化等）

深層崩壊の被害推定と対応手法の確立に

○砂防施設の長寿命化のための効果的な点検診断技

向けた研究を進める。
具体的には深層崩壊の発生

術、補強・補修技術の開発

頻度、崩壊規模の推定、深層崩壊に起因する土石
流や天然ダム決壊洪水の被害想定範囲、
砂防施設

５．おわりに

の減災効果等について、過去の災害実績、数値計

国総研では研究成果が国・地方自治体の実務に利

算等により検討を行う。また、衛星 SAR の干渉

用されるよう、関係機関の協議を通じてニーズを的

解析による斜面の微小な変位の抽出と地形解析、

確に把握し研究活動を進める。また、イノベーショ

地上調査等を組み合わせて深層崩壊等に至る確

ンを推進するため、他の研究機関、大学、民間企業

度を評価する手法等を開発する。
(3)

等との共同研究等を積極的に進め、AIなど新たな技

大規模地震時の斜面崩壊危険度評価に関

術の活用も促進する。

する研究と成果の普及を進める。
具体的には近畿
地整大規模土砂災害対策技術センターと連携し、
南海トラフ地震の防災対策推進地域（紀伊山地）
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各研究部・センターから

反映していくことが求められる。

各研究部・センターから
研究部長・センター長

執筆原稿

ＥＴＣ２．０を活用した最新の研究開発
ＥＴＣ２．０を活用した最新の研究開発
動向と今後の方向性
動向と今後の方向性
道路交通研究部長

岡 邦彦

道路交通研究部長

岡

写真
（写真ﾃﾞｰ
ﾀの貼り付
けは不要）

邦彦

各研究部・センターから

（キーワード） ＥＴＣ２．０、プローブ情報、科学的交通分析
（キーワード）ＥＴＣ２．０、プローブ情報、科学的交通分析

１．はじめに

そこで、現在、急速に発達しているICTの新技術を

近年、我が国では、少子高齢化、気候変動による

活用して、効率的かつ効果的に道路を利活用する施

災害リスクの増大、あるいは国際競争の激化など、

策のために、国総研が積極的取り組んでいる最新の

社会経済を取り巻く情勢は厳しさを増している。特

取組を紹介する。

に、２０１０年の１億２８００万人をピークにして
人口減少が始まり、しかも極めて速いスピードで人

２．ＥＴＣ２．０を活用した道路交通調査

口の減少と高齢化が進んでいる。これにより、経済

効率的な渋滞対策や効果的な交通安全対策を実施

を支えている労働力が急激に減少するため、従来の

するためには、まずは、道路交通の現状を適確に把

経済成長を継続するためには、道路渋滞を解消する

握することが不可欠である。

など社会の無駄を減らし、生産性を向上させること

これまで、道路の交通量調査は、５年に一度の道

が不可欠である。

路交通センサス調査、あるいはトラカンによる交通

そのためには、道路のネットワークを整備するこ

観測調査による定点観測が主流だった。ところが、

とによるハード対策に加え、道路を賢く利用するた

ＥＴＣ２．０では、個々の車両のデータを移動点で

めのソフト対策が重要である。特に、構造的な渋滞

常時観測できることから、交通の実態を直接かつ正

要因をデータで特定し、ピンポイントで効率的な渋

確に把握できる。これにより、正確な道路交通分析

滞対策を行うことや、既存の道路ネットワークを活

と適確な利用者サービスの提供の両面において飛躍

用し、利用重視の賢い料金体系を導入することで渋

的な進展が期待できる。

滞緩和を図り、道路の利用効率を向上させることが

ＥＴＣ２．０を活用した交通調査は、従来のトラ

必要である。また、潜在的な急所をデータを活用し

カンや民間プローブによる調査と比べて、次の特徴

て事前に特定することで、事故を科学的に防ぐ対策

を有している。

を全国的に展開することが必要である。

図１ 調査手法の特徴の比較
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特徴①：任意の地点の走行速度の把握が可能

４．ＥＴＣ２．０を活用した施策の可能性

（トラカンは定められた定点のデータ、民

ＥＴＣ２．０のデータを活用することにより、渋

間プローブは区間の平均旅行速度）

滞対策や交通安全対策を実施した箇所におけるＰＤ

特徴②：任意の時刻の瞬間値の把握が可能

ＣＡを速やかに実施できることになった。
そして、国総研としてはサーバー等のデータ分析

トラカンは５分間又は１時間の平均、民間

基盤の整備により即時的な分析体制を構築するとと

プローブは一定区間の通過時間平均）

もに、車載器においては詳細な分析が可能な仕様改

特徴③：即時性

訂が、また道路地図においては自動運転を見据えた

（トラカンは翌月末、民間プローブは翌月

車線別のデータ構築が行われることにより、以下の

末、ETC2.0は翌日）

施策が可能になると考えられる。
① リアルタイムＴＤＭの導入
特定地域のＥＴＣ２．０データをリアルタイムで

３．ＥＴＣ２．０を活用した調査分析
ＥＴＣ２．０を搭載した車両からは、２００ｍピ

処理できるようになれば、混雑状況に応じた課金や

ッチで、車両の座標位置と速度に関するデータが得

流入制限、あるいはレーンコントロールが可能とな

られる。そこで、それらのデータを、空間的かつ時

る。

間的に重ね合わせることにより、あたかも連続して

② 道路構造と車両挙動からの危険予知
準天頂衛星システムの整備等により位置情報の精

測定しているように把握することができる。
そして、その連続したデータを分析することによ

度を数十ｃｍにまで向上させ、かつセンシング技術

り、交通の現状を詳細に把握することができる。具

の進展により道路構造の３次元データが簡易に取得

体的な分析事例としては、以下の通りである。

できれば、道路構造と車両挙動の因果関係が詳細に

【分析事例】

把握され、危険を予知することが可能となる。

① 渋滞実態調査の高度化・効率化

③ 車線別の交通特性を踏まえた自動運転
ＤＲＭを車線別のデータに拡張することができれ

② 生活道路の交通状況把握手法の開発
③ 筑波山地域の観光交通分析

ば、車線別の走行状況の詳細把握が可能となり、最

④ 環状高速道路の交通状態把握手法の開発

適な自動運転を支援することが可能となる。
道路交通研究部としては、
生産性向上を図るため、

なお、個々の分析事例の詳細については、個別の記

渋滞解消あるいは交通安全に資する取組を引き続き

事を参照頂きたい。

推進してまいりたい。

図２ ＥＴＣ２．０データの特徴
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各研究部・センターから

（道路交通センサスは５年に１日の平均、

各研究部・センターから
研究部長・センター長

執筆原稿

社会を支え続ける道路構造物
社会を支え続ける道路構造物

写真
（写真ﾃﾞｰ
ﾀの貼り付
けは不要）

道路構造物研究部長 木村 嘉富
各研究部・センターから

道路構造物研究部長

木村

嘉富

（キーワード）道路構造物、維持管理、防災・減災、生産性革命
（キーワード）
道路構造物、維持管理、防災・減災、生産性革命

１．はじめに

橋梁、トンネル等、５つの構造物で近接目視による

橋やトンネル、土工、舗装等の道路構造物は、道

定期点検が行われている。国総研では、これらの構

路機能の提供を通じて、安全・安心で、より生産性

造物に対して、点検、診断、措置、記録という現場

の高い社会を支えている。道路構造物研究部では、

でのメンテナンスサイクルを実施するための各種要

これら道路構造物の適切な維持管理や効率的な更新

素技術の開発や活用方策についての取り組みを行っ

を支援するため、技術基準の原案作成とこれに必要

ている。点検についてはその信頼性向上のための新

な調査・研究、ならびに、現場で発生している課題

技術の活用法や、定期点検データの分析に基づいた

への技術相談・技術移転を行っている。

点検の合理化を研究している。措置としての補修・

道路構造物研究部において、平成２８年度は熊本

補強については、変状原因や状態に応じた対策の選

地震のみならず、様々な災害・事故が発生すると共

定法、実際の材料強度や予定供用期間に応じた設計

に、政策面でも大きく進められた年であった。ここ

が可能となる部分係数設計法の導入等について取り

では、インフラの維持管理、防災・減災・危機管理、

組んでいる。

生産性革命という３つの視点から、道路構造物を取

26年度には定期点検要領が定められなかった構造

り巻く状況と国総研の活動、将来展望について紹介

物のうち、舗装については28年10月に、標識等の小

する。

規模附属物については29年３月にそれぞれ点検要領
が定められた。国総研ではこれらの原案の作成を行

２．インフラの維持管理

うとともに、例えば舗装の状態に応じた維持管理方

道路構造物の点検については、平成26年度より、

法や維持工法の延命効果の研究を行っている。

図－１ メンテナンスサイクルと道路構造物に関する国総研での取り組み
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インフラの維持管理におい

表－１ 熊本地震による道路構造物の被害と対応

ては、図－１に示す様に、実
施レベルでの取り組みの他、
道路管理者としての計画レベ
各研究部・センターから

ルでの取り組み、政策として
の組織・体制レベルでの取り
組みも行っていく必要がある。
国総研では、図中の赤字で示
したように、国土交通本省と
連携して長寿命化計画の策定
支援、研修の企画・実施、点
検結果の分析・公表、不具合
発生時の支援体制構築等、各
種取り組みも行っている。こ
れらのいくつかについては
「研究動向・成果」で紹介し
ている。
４．生産性革命

３．防災・減災・危機管理

国総研では生産性向上のためにi-Constructionに

平成28年４月に発生した熊本地震では、道路構造

取り組んでいる。道路構造物に関しては、ICT技術を

物においても甚大な被害が生じた。各構造物におけ

活用した土工や舗装の施工合理化やコンクリートの

る被害と対応を表－１に示す。国総研では被災構造

生産性向上のためのプレキャスト部材の活用法につ

物の復旧を支援すると共に、技術的な留意事項を国

いて、これまでの知見を反映した基準とりまとめや

土交通本省を通じて道路管理者に伝えている。これ

研究を進めていく。

らは、今後改定される技術基準へ反映する予定であ

インフラメンテナンス革命として、新しい技術の

る。
斜面変状に対する配慮事項の研究等については、

開発と実装を加速する。そのため、地方整備局で実

平成29年４月に現地に設置した「熊本地震復旧対策

施するNETISテーマ設定型（技術公募）において、技

研究室」とも連携して取り組んでいく。

術に対する要求性能や具体的な検証法の検討、結果

平成28年度は、熊本地震以外にも、北海道・岩手

の整理等を通じて支援する。

の豪雨災害、島根での落石、鳥取等での豪雪等、多

新しい材料や多様な構造を構造物に導入していく

くの災害が発生している。また、施工中の事故とし

ためには、技術基準は仕様規定ではなく性能規定化

ては、橋梁架設中の桁落下事故、トンネル施工中の

しておくのが望ましい。このため、道路橋において

陥没事故も発生した。これらに対しては、土木研究

は、性能を明示した部分係数設計体系への技術基準

所と連携して現地調査や委員会への参加により対応

の改定作業を行っており、そのための研究を推進す

している。

る。また、トンネルや土工構造物及び舗装において

このような地震、豪雨、事故等に対し、事前対策

も、構造物に求められる要求性能を明らかにすると

と共に発災後の対応のための技術を開発し、各道路

ともに、これを担保するための設計・施工方法の体

管理者で活用することを目指していく。

系化等について検討を進めていく。
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各研究部・センターから
研究部長・センター長

執筆原稿

安全･安心で快適な生活環境の実現に
安全･安心で快適な生活環境の実現に
向けた建築研究部の研究活動
向けた建築研究部の研究活動
各研究部・センターから

建築研究部長

澤地 孝男（工学博士）

写真
（写真ﾃﾞｰ
ﾀの貼り付
けは不要）

（キーワード） 耐震性能、防火安全性能、非構造部材安全性能、建築設備安全性能

建築研究部長
（キーワード）

澤地

孝男(工学博士)

耐震性能、防火安全性能、非構造部材安全性能、建築設備安全性能

１．建築研究部の概要

害後の機能継続が求められる建築物のための最新の

安全・安心で快適な生活を営めるように、建築物

技術的知見を提供し、それらに関する既存の基準類

には様々な要求がなされている。地震や火災に対す

と併せて利用されることにより災害後の機能継続の

る備え、長期間にわたる機能・性能の維持、 騒音・

ための計画、設計、管理をさらに適確で合理的なも

振動に対する対策や環境への配慮など、よりよい暮

のとすることを目的として実施された。

らしを実現するための建築物が持つべき性能である。

検討対象とされた技術は、①壁を活用することで

建築研究部は、これらの性能に関する基準類を社

RC造建築物の地震時損傷を大幅に低減できる技術、

会に送り出し普及させるため、又新たな要求に対応

②天井裏の設備配置に自由度を与える天井の脱落対

するための技術的提案作成や建築物に係わる様々な

策技術、③外装材の脱落による津波波力の低減を考

課題に対応するための研究を行っている。

慮した対津波設計技術、④低抗力型建築物の対津波

また、建築基準法や住宅の品質確保の促進等に関

設計技術、⑤竜巻等を想定した外装材の対飛来物設

する法律の技術基準の継続的な見直しを進めるため、

計技術、および、⑥建築設備の機能維持技術などで

民間の技術開発に応じた技術基準の見直し提案等を、

ある。今後の「災害拠点建築物」の実現に資すべく、

関係団体の協力を得てWeb上に設置したコンタクト

開発した個々の技術間またはそれ以外との関係も踏

ポイント（http://www.icba.or.jp/）を通じて収集

まえて、計画、設計、管理に関する全体的な姿を示

するとともに、民間の能力を積極的に活用して基準

すため「災害拠点建築物の設計ガイドライン（案）」

の整備、見直しを図るための技術情報を蓄積するた

としてとりまとめを行なった（図１）。

め、本省と連携して建築基準整備促進事業
（http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/ju
takukentiku_house_fr_000016.html）における課題
設定などに当たっており、これらを踏まえて基準見
直し原案の検討を、外部有識者等による委員会を設
置して集めた意見なども参考にしつつ行っている。
２．代表的な研究課題
1) 災害拠点建築物の機能継続技術の開発
（総合技術
開発プロジェクト：H25-28年度）

図１ 設計ガイドライン(案)を作成した災害拠点建

平成23年に発生した東日本大震災による建物被害

築物のイメージ

や平成24年に茨城県つくば市等で発生した竜巻によ

(http://www.nilim.go.jp/lab/hbg/saigai/saigaik

る建物被害などの教訓を踏まえ、庁舎建築物など災

yotenn.htm)
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2) 地震誘発火災を被った建築物の安全性・再使用性

4) 新しい木質材料を活用した混構造建築物に関す

評価法に関する研究（事項立て研究：H27-29年度）

る設計・施工技術の開発（総合技術開発プロジェク

大地震発生後には、建築物が地震被害に加えて、

ト：H29-33年度）

火災被害をも受ける恐れが高く、通常の消火活動が

４階建以上の木造は耐火建築物とする必要があり、
実現のバリアーとなっている。わが国では木材をあ

災害の防止等の観点から応急危険度判定が実施され

らわしで用いることに対するニーズは極めて高いと

ますが、地震と火災の被害を被った建築物に対して

言える。一方、CLTの他、LVL、集成材パネル等の新

は、十分な安全性の確認方法が存在しない。

たな木質材料や新たな接合部が開発され、要求性能

本研究では、地震後火災を被った建築物の安全性

を満たすCLT等の木造とS造やRC造などの耐火部材と

の評価方法を構築することを目標として、部材や被

の混構造建築物の構造設計法の整備が急務となって

覆材にひび割れなどが発生した場合の熱侵入の影響

いる。そのため、木材の利用推進、材料の特性を活

を実験、解析等により把握している。

かした可変性の拡大、施工期間の短縮など、各種目
的を実現するため、
CLT等の木質系大型パネルを用い
た木造と他構造種別、
他構法
（集成材構造・2X4工法）
の混構造建築物の設計・施工技術の整備に資する技
術開発を行うものである。

b)火災数日後

5) 避難所における被災者の健康と安全確保のため

図２ 火災後のコンクリートの状況

の設備等改修技術の開発（事項立て研究：H29-31）

a)火災直後

様々な災害時に設置される避難所の住環境（電気

3) 防火・避難規定等の合理化による既存建物活用に
資する技術開発
（総合技術開発プロジェクト：H28-32）

の確保、プライバシー、音環境、光環境、トイレ・

政府は平成27年を地方創生元年とし、人口減少と

衛生環境、温熱環境等）及び安全確保のための具体

地域経済縮小の克服に向け、地域の特性に応じた課

的方法を提示し、居住環境を考慮した避難所の改修

題解決による安全・安心で心豊かな生活の将来にわ

整備、避難所生活における身体的・精神的健康障害

たる確保を重視し、そうした地方創生の実現に向け

の軽減に貢献することを目標としている。

た、地域にある歴史的建築物など有用な地域資産で
３．災害調査等その他の活動

ある既存建築物を、宿泊施設やレストラン等として
有効活用することより、地域活性化や国際観光の振

平成28年4月14日以降に発生した
「平成28年熊本地

興等につなげることを目指している。こうした背景

震」は熊本県を中心に数多くの建築物に倒壊などの

を踏まえ、防火・避難規定や用途規制等の合理化・

被害をもたらした。このため、建築物等の被害調査

運用円滑化に向けて必要な技術開発を行い、既存建

を実施して結果を公表した（http://www.nilim.go

築物の活用の円滑化を図ることが本技術研究開発の

.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0929.htm)。また、同年

目的である。①防火・避難規定改正等に係る技術基

10月21日に発生した鳥取県中部における地震、同年

準案の作成、②通常の防火・避難規定によりがたい

12月22日には新潟県糸魚川市において焼損棟数 144

歴史的建築物における防火・避難性能 確保のため

棟、焼損区域面積約 40,000m2に及ぶ大規模火災が発

の技術基準案の作成、③古いまちなみ等を保存する

生したが、これらについても調査を実施し、結果の

地区等における防火・避難上の安全性の確保に関す

公表を行なった
（http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/

るガイドライン案の作成、及び④用途規制に係る特

saigai/h28/itoigawa01.pdf)。

例許可や都市計画運用等の判断に資するガイドライ
ン案の作成、を目的としている。
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各研究部・センターから

困難となる事態も想定される。震災直後には、二次

各研究部・センターから
研究部長・センター長

執筆原稿

これからの住生活の展望
これからの住生活の展望

写真
（写真ﾃﾞｰ
ﾀの貼り付
けは不要）

住宅研究部長

福山 洋（工学博士）

各研究部・センターから

住宅研究部長

福山 洋(工学博士)

（キーワード） 住生活基本計画、住宅計画、公共住宅、建設と管理、住環境、室内環境、建築生産
（キーワード）
住生活基本計画、住宅計画、公共住宅、建設と管理、住環境、室内環境、建築生産

表１

１．はじめに

住生活基本計画（全国計画）の８つの目標

１．結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安
心して暮らせる住生活の実現

住宅研究部の使命は、国民が健康で居心地のよい
住宅で安全かつ安心に生活できること、住宅・建築

(1) 希望する住宅を選択・確保できる環境を整備
(2) 子どもを産み育てたいという思いを実現できる環境を整
備し、希望出生率1.8の実現につなげる

に求められる品質を確保すること、および民生部門
における省エネルギー、
省CO2を推進すること等に技

２．高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実
現

術的側面から貢献することである。

(1) 安全に安心して生涯を送ることができるための住宅の改
善・供給
(2) 希望する地域で住宅を確保し、日常生活圏において、介
護・医療サービスや生活支援サービスが利用できる居住
環境を実現

そのため、１）住宅計画並びに公共住宅その他こ
れに類するものの建設及び管理、
２）
住環境の計画、
建築物の室内環境、３）住宅生産、その他の建築生

３．住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定
の確保

産、４）住宅の性能、５）住宅の需要、計画、生産、

(1) 住宅を市場において自力で確保することが難しい低額所
得者、高齢者、障害者、ひとり親・多子世帯等の子育て世
帯、生活保護受給者、外国人、ﾎｰﾑﾚｽ等（住宅確保要配
慮者）が、安心して暮らせる住宅を確保できる環境を実現

流通、管理その他これらに類するものに係る情報シ
ステム、といった様々な角度から調査、試験、研究、
開発を行い、技術基準原案や技術指針等の策定を行

４．住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの
構築

うとともに、得られた成果や技術的知見を踏まえた

(1) 「住宅すごろく」（住宅購入でｺﾞｰﾙ）を超えて、適切な維持
管理やリフォームの実施により、価値が低下せず、魅力が
市場で評価され、流通することにより、資産として次の世
代に承継されていく新たな流れの創出
(2) リフォーム投資の拡大と住み替え需要の喚起により、多様
な居住ニーズに対応するとともに、人口減少時代の住宅
市場の新たな牽引力を創出

講習や技術指導等により成果の普及に努めている。

２．住生活基本計画と住宅研究部の取り組み
上記の使命を果たすために、住宅研究部では「住

５．建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅ス
トックへの更新

生活基本計画（全国計画）」に定められた目標の実
現に向けた研究・開発を行っている。ここで、「住

び向上の促進に関する基本的な計画として定められ

(1) 耐震性を充たさない住宅(約900万戸)、省エネ性を充たさ
ない住宅やバリフリ化されていない住宅等の建替えやリフ
ォームなどにより、安全で質の高い住宅ストックに更新
(2) 多数の区分所有者の合意形成という特有の難しさを抱え
る老朽化マンションの建替え・改修を促進し、耐震性等の
安全性や質の向上を図る

る10カ年の計画である。これは、概ね5年ごとに見直

６．急増する空き家の活用・除却の推進

生活基本計画（全国計画）」は、住生活基本法（平
成18年制定）に基づき国民の住生活の安定の確保及

(1) 利活用、計画的な解体・撤去を推進し、増加を抑制
(2) 地方圏においては特に増加が著しいため、対策を総合
的に推進し、地方創生に貢献

されることとなっており、現在のものは平成28年3
月に閣議決定されている。

７．強い経済の実現に貢献する住生活産業の成長

表１に、「住生活基本計画（全国計画）の概要を

(1) 住生活産業の担い手を確保・育成し、地域経済を活性化
するとともに、良質で安全な住宅を供給できる環境を実現
(2) 住生活に関連する新しいビジネスを成長させ、居住者の
利便性の向上とともに、経済成長に貢献

示す。なお、住宅研究部はこれらの目標に加え、建
築生産分野では、住宅以外の建築物も含めた建築生

８．住宅地の魅力の維持・向上

産の品質や効率の向上に資する研究・開発を、建築

(1) 地域の特性に応じて、居住環境やコミュニティをより豊か
なものにすることを目指す
(2) 国土強靱化の理念を踏まえ、自然災害等に対する防災・
減災対策を推進し、居住者の安全性の確保・向上を促進

環境分野では、住宅以外の建築物も含めた建築環境
性能の向上に資する研究・開発を行っている。
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１）地域安心居住機能のマネジメント技術の開発

３．地域安心居住機能の戦略的マネジメント
住生活基本計画の目標の１～３に示されるように、

地方公共団体向けに、中長期的視点及び小地域単
位での住宅困窮世帯（公営住宅による要支援世帯）

までが地域で安心居住できる住環境の形成が求めら

の将来推計手法を開発する。また、その将来予測を

れている。一方、国及び地方公共団体の財政制約が

踏まえつつ、
公営住宅ストックの活用・整備のほか、

高まる見通しの中で社会資本の老朽化対策が喫緊の

民間住宅ストックの活用や適切な水準の民間住宅の

課題となっており、住宅分野においては、国民の居

整備促進等も視野に入れた、住宅セーフティネット

住の安心を支える住宅セーフティネットを担う公営

の計画立案に係る技術手法について検討する。

住宅について、既存ストックを合理的・効率的に維

２）地域居住支援機能の地域別将来必要量及び適正

持管理し、地域の安心居住を担う資源として有効活

配置の予測手法の開発

用していくことが求められている。また、安心して

地域居住支援機能（福祉施設、医療施設等）の公

歩いて暮らせる集約型都市構造を形成することが重

的賃貸住宅団地等への併設をはじめとする適正配置

要な課題となっており、生活利便施設、福祉施設、

計画を評価するために、地域居住支援機能の必要量

医療施設等の地域居住支援機能について、既存スト

と最適配置を、地域の人口・世帯構造の変動に応じ

ックの再編・統合や既存建物の転用等を通じて、公

各機能の成立人口・圏域を考慮しつつ時系列的に推

的賃貸住宅団地等の地域の拠点に誘導するなどによ

計する予測プログラムを開発する。

り、適正配置していくことが求められている。

３）長寿命化に係る改修等の耐久性評価手法及び計
画手法の開発

このような状況を踏まえ、住宅研究部は、建築研
究部・都市研究部と連携し、総合技術開発プロジェ

公営住宅ストックの長寿命化に大きく影響する躯

クト「地域安心居住機能の戦略的ストックマネジメ

体・壁体・防水等の補修・改修部分の耐用年数推定

ント技術の開発（平成27～29年度）」を実施してい

手法を開発するとともに、建築物の現況に応じた合

る。そこでは、国土交通省本省における取組を踏ま

理的な耐久性向上の補修・改修の計画手法を開発す

えつつ、公営住宅をはじめとする地域安心居住機能

る。また、個別ストックごとの現況の仕様・水準、

の、より合理的なストックマネジメントを実現する

想定する利用期間等に応じた最適な耐久性向上・長

ための技術的課題の解決に向けて、次のような研究

寿命化改修レベルの内容や、その後の改修等の実施

開発を行っている。これらの研究成果は、本省や地

内容・実施時期等を定めた中長期的プログラムの策

方公共団体の施策を支援する技術基準原案や技術指

定手法を開発する。

針・マニュアル等として活用される予定である。
４．おわりに
住宅研究部は、「衣食住」の「住」の分野を担っ
ており、国民の生活に関して技術面からさまざまな
サポートを行っている。住生活には、人々の大切な
思いがあり、それぞれが意図する心地よさがある。
これらのさらなる充足をめざし、人の心と技術の融
合に挑戦していきたい。

☞詳細情報はこちら
1) 住生活基本計画（全国計画）
（平成28年3月18日閣議決
定）http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutaku
kentiku_house_tk2_000032.html

図１ 研究開発概要
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各研究部・センターから

人口減少・超高齢化社会において、子供から高齢者

各研究部・センターから
研究部長・センター長

執筆原稿

国総研の都市研究の源流
国総研の都市研究の源流

写真
（写真ﾃﾞｰ
ﾀの貼り付

都市研究部長

けは不要）

佐藤 研一

各研究部・センターから

都市研究部長

佐藤

研一

（キーワード） 国総研都市研究部、建築研究所創立 70 周年、10 周年記念誌、回顧録・座談会
（キーワード）
国総研都市研究部、建築研究所創立70周年、10周年記念誌、回顧録・座談会
１．国総研と建築研究所

の創立10周年である。これは50頁ほどの小冊子で、

国総研は2001年（平成13年）に発足した創立15年

研究所の沿革、機構・職員・予算、10年間の研究概

ほどの比較的若い機関であるが、当時の国土交通省

要、最近の研究成果、主要研究施設で構成され、創

土木研究所、
建築研究所、
港湾技術研究所を再編し、

成期の様子が簡潔にまとめられている。ところどこ

その役割と事務を継承した経緯から、国総研の研究

ろに研究施設における実験風景を撮った白黒写真の

の源流はそれぞれの研究所にさかのぼると考えても

頁が差し込まれており、両研究所の伝統として今も

よいと思う。これが都市研究については組織にも現

続く実験重視の研究手法が創立時からあったことが

れており、現在都市研究部にある、都市計画、都市

思い返される。

施設、都市防災、都市開発の4研究室は、建築研究所

まえがき（竹山謙三郎（二代所長））によれば、

時代の第6研究部の組織をほぼ踏襲したものとなっ

「当研究所では五つの研究部門を設けている。
即ち、

ている。

第1研究部都市計画並に建築経済、第2研究部材料、

建築研究所は1946年（昭和21年）に戦災復興院総

第3研究部構造、第4研究部施工法、第5研究部設計計

裁官房技術研究所として誕生し、その後幾度か名称

画並に防火の5部であるが、
調査研究の種類によつて

や役割を変え、現在は国立研究開発法人建築研究所

は各部が機動的に協力して研究の総合効果を上げる

となっている。国の直轄機関である国総研と役割を

様に努めており、又この点が本研究所の特色ともな

分担しつつ、互いに協力・協調し、民間ではなしえ

っている。」とある。

ない公的な立場からの研究という社会的ミッション

当時大学等においてもほとんど実施されておらず、

を遂行している。

未開拓の研究分野であった都市計画の研究を当初か

その建築研究所が作年（2016年（平成28年））10

ら取り入れ、また、技術的な研究以外に社会的・経

月、創立70周年を迎え、70周年記念誌を発刊した。

済的な研究とあわせ、広範な問題を関連分野で協力

創立以来10周年ごとに発刊される記念誌は、後身の

して解決を目指すという研究所の姿勢は、現在の国

国総研にとっても、これまでを振り返りこれからを

総研においても、先見性、総合性という観点で見習

考える上で貴重な資料である。
そこで本稿では過去7

うことができると思う。

冊発刊された記念誌のうち、前半の10～40周年記念

また同じく、「本研究所の扱わねばならない研究

誌の中から国総研の都市研究の源流をたどり、今後

範囲は以上の様に都市計画から建築技術全般に亘っ

の参考としてみたい。

て非常に広汎であり、しかも建築事業量に較べて建
築研究機関の甚しく少い我国の実情では外部から要

２．創立10周年記念誌

望される研究指導の件数も極めて多いので、これを

記念誌の趣旨は、研究所としてそれまでの活動の

限られた人員と限られた予算で解決することはもっ

記録をとりまとめ、
将来の発展に役立てるとともに、

とも苦心を要するところである。」とある。

内外の関係各位の尽力に感謝し、引き続き支援をお

終戦直後の混乱期に、研究施設とともに何より必

願いすることにある。最初の発刊は、昭和30年10月

要で重要だったのが研究を支える人とカネであった。
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の研究所で情報が早い点としている。「本省の人達

秀な研究者を寄せ集め、少数で広範な研究分野をカ

と話をしていると研究テーマの先取りが出来るので

バーしようとした尋常でない苦労が偲ばれる。当時

す。行政の人達は日頃は目前の仕事に追われていま

と現在とでは社会も技術も違うので全く比較になら

すが、フリーに話すと長期的で広い視野の話が出ま

ないことは承知しているが、いつの時代も研究所に

す。（入沢恒）」

とっての最重要課題は、優秀な人材と予算の確保で

また、研究所の総合性について、「私は建研に都

あるようだ。

市住宅部門があることは建設行政の中におけるいろ
いろな部門の研究の位置づけと総合化の上で大きな
意義があると思っております。総合的な調和をもっ

３．回顧録・座談会の記録から
20周年以降の記念誌には、組織としての研究活動

た研究所という点で世界でもまれなのではないでし
ょうか。（小泉安則六代所長）」とある。

のあゆみに加えて、個人の回顧録あるいは歴代幹部
の座談会の記録が載っている。それぞれの時代の苦

国総研は土木研究所、建築研究所、港湾技術研究

労話や将来の夢や目標が、当人の人となりと合わせ

所を再編してできた、まさしく総合研究所である。

てよく表現されており興味深い。恣意的な解釈との

学問として研究として職種として組織として異なる

そしりを承知でいくつか紹介したい。

流れをもつそれぞれの分野が、国土技術政策の下で
総合化され相乗効果を発揮できるかどうかは、今の

20周年誌では都市計画の総合性について、「科学

我々に与えられた課題である。

技術を実際の生活、社会に適用する場合にどのよう

最後に40周年誌にある、将来の研究所の役割や姿

な条件が必要であり、またどのような功罪があるか

についての発言記録で本稿の終わりとしたい。

など、科学技術と社会経済とのつながりにおける境
界領域の研究や、総合的な計画の技術体系、システ

「社会はどんどん動いていますので、我々がやっ

ムの研究が不十分であったと考えられる。したがっ

ていたころ、あるいは我々の先輩のやっておられた

て、この種の研究分野に属する都市計画の研究は、

ころの建研と民間の関係というのは、どんどん変わ

今後一層推進されなければならないもののひとつで

ってきているようですね。例えばさっきちょっと話

あろう。（入沢恒二代第1研究部長）」とある。

が出ましたようなこと（プロジェクト型応用・実用

当時は戦後の社会の急激な変化、科学技術の急速

化研究のこと）は、20周年時代の建研とはなじまな

な進歩のもとに都市化時代を迎える時代であった。

かったものかもしれませんけれども、そういうテー

一方現代は、少子高齢化による人口減少、IoTやAI、

マをやることによって、建研に入ってくる人の質も

自動運転、スマートシティといった技術革新による

変わる、あるいは建研の中のディシプリンも変わっ

産業・社会構造に伴う都市の変化が予見される時代

てくるというようなことがありますから、固定して

である。より高度で複雑になったニーズと制約条件

考えないということが基本じゃないかと思うんです。

に合わせ、予測と総合の方法をもった都市計画の研

（中野清司八代所長）」

究開発は等しく必要とされていると思う。
30周年誌では研究の先見性について、「我々の問

【参考文献】
1)「建築研究所 創立10周年記念」 昭和30年10月 建設
省建築研究所
2)「建築研究所20年のあゆみ」 昭和41年11月 建設省建
築研究所
3)「建築研究所30年のあゆみ」 昭和51年11月 建設省建
築研究所
4)「創立40周年記念 建築研究所この10年のあゆみ」 昭
和61年10月 建設省建築研究所

題は、都市、住宅ですから、政策に反映させる為に
は先取りの研究をしなければいけない。問題が起っ
てから分析すると云うのが一般的なやり方ですが、
それでは間に合わない。（入沢恒）」とある。
当時の建研は世の中のニーズを先取りしていたと
思うが、それができた理由を次のように、行政機関
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沿岸域における大規模災害への
沿岸域における大規模災害への対応
対応のための研究
のための研究
沿岸海洋・防災研究部長

写真
（写真ﾃﾞｰ
ﾀの貼り付
けは不要）

鈴木 武（博士（工学））

（キーワード）

沿岸域、大規模災害、津波、高潮、環境、災害対応

１．はじめに

２．海洋レーダーによる津波観測

2013年5月、中央防災会議は「南海トラフ巨大地震

国総研では、和歌山市に設置した海洋レーダーの

対策について（最終報告）」をとりまとめた。その

信号解析から、東北地方太平洋沖地震（2011）によ

中で、大規模な津波に対してはハード対策による被

る津波の動きを面的に把握することに成功した。津

害低減に加え、「一人ひとりの主体的な避難」を基

波は第1波から第3波までが進行波であり、それ以降

礎においた避難対策の展開・強化、災害発生後の緊

は副振動であったことを明らかにした。

急対応の強化、深刻な社会経済ダメージの回避の強

海洋レーダーによって津波の動きを広域的に把握

化という方向性が示された。

することができれば津波対策上極めて有益である。

海外ではハリケーン・カトリーナやサンディなど

そのため、津波観測に対応できるよう海洋レーダー

によって、国内では台風や強い低気圧によって、防

に観測モードの追加、
データ処理・蓄積の大容量化、

御が不足する臨海地域で高潮災害が発生している。

遠隔切替機能の追加、津波抽出機能の付加等を行っ

一方、気候変動研究では「強い台風が増加する可能

た。また、海洋レーダーの性能を評価するため、仮

性が高い」とする考えが有力であり、高潮災害が深

想津波観測実験技術を開発した。

刻化することが懸念されている。

1.5
10

(km)

都市域を津波や高潮から守るため、都市臨海部に
広がる港湾地帯の防災性能を高めていく必要がある。

20

港湾地帯は堤外地が広がるなど、施設対応だけでは

30
20

安全性を高めることが難しいため、効果的な対策を

10
(cm/s)

各研究部・センターから

沿岸海洋・防災研究部長
鈴木 武(博士(工学))
（キーワード） 沿岸域、大規模災害、津波、高潮、環境、災害対応

見いだしていくことが必要である。

0

-10

大規模な津波や高潮による災害では、多くの施設

-20
17:00

や建物が損壊し、人々の生活や地域の経済が大きく

(11-March)
19:00

21:00

(12-March)
23:00

01:00

03:00

05:00

図１ 海洋レーダーで捉えた津波の動き

損なわれる。そうした大きな被害から回復していく
ためには、あらゆる分野での復旧や復興のための取

３．港湾地域における津波避難シミュレーション

り組みが必要になる。
環境分野においても、失われた自然環境を回復し

2004年12月にはインド洋大津波によりタイやイン

たり、構造物の復旧に際して環境性能を高めたり、

ドネシアなどで、2005年8月にはハリケーン・カトリ

これまでに経験したことない環境問題の解決への道

ーナによりニューオリンズなどで大きな被害が引き

筋を見つけたりと様々な取り組みが必要になる。

起こされた。それらを契機として、国総研では津波
避難シミュレーション技術の開発を開始した。

東日本大震災を契機として以下のような防災・環

東北地方太平洋沖地震津波（2011）による災害の

境対策に関する研究を行った。

発生を受け、この災害でとられた避難行動と開発し
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てきた津波避難シミュレーションの結果を比較し、

期建設と安全性・経済性の確保が十分可能と見込ま

一定の整合性があることを確認した。また、避難行

れた。

動の実測を行い、その結果に基づいてモデルを改良
するとともに、津波避難シミュレーションを避難計
画検討に使用する際の留意点の把握を行った。
地盤

４．防波堤の海水交換促進
太平洋に面するリアス式海岸では、津波よる大き

図２ 検討した海面処分場の護岸構造

な被害を経験してきた。それら地域では人口や産業
が集積する湾が拠点的な港湾になっている場合が多

６．研究のこれからに思う

く、それらのなかには水域の静穏を確保し、市街地

人口減少・少子高齢化、国際競争力の低下などで

や事業所等を津波から防御するために湾口防波堤が

個人の置かれている状況が厳しくなるなかで、人々

設けられているものがある。
2011年3月、
大船渡港の湾口防波堤が東北地方太平

は心の中に閉塞感や不安の芽を伸ばしてきている。

洋沖地震津波によって被災した。被災した湾口防波

このような時代においては、大規模な災害への対応

堤は地域の防災を確保し、経済を支えていくため、

や災害からの回復おいても、様々な事実や社会の現

復旧されることになった。湾口防波堤復旧の動きを

実を不安や情動などによって見誤ることなく、優れ

受け、国総研では、大船渡湾における海水の成層形

た知恵を生み出し、社会がうまくかつ持続的に機能

成、流動状況、水質変動の調査・分析を行った。低

するように技術を積み上げていくことが重要である。

温水が間欠的に湾外から入り込むことが湾内の海水

近年は施策展開に一層のスピードが求められ、調

交換に大きく寄与していることを把握し、それを踏

査研究などをもとに施策の展開や中止を果断に行っ

まえて海水交換を確保する技術の可能性を示した。

ていかなければならない。その一方で、「大きな損

今後、このような研究をさらに進め、防波堤の海水

失を生まない」ために、重要な点の把握・整理が不

交換技術を体系化していきたいと考えている。

十分な場合は「調査・検討を追加する」、不確実性
が高い場合は「様子をみながら進める」といった選

５．災害廃棄物の処分のための海面処分場技術

択肢が重要な意味を持つことを認識しておく必要が

大規模な地震・津波や高潮が発生した場合、都市

ある。

部では大量の災害廃棄物が発生する。そのような場

それらを踏まえ、時代にあったものとして展開領

合、迅速な復旧・復興を進めて行くため、災害廃棄

域を選びながら沿岸域研究を進めていきたい。

物を速やかに処分する必要がある。大量の災害廃棄
物を効率的に処分するためには、都市近傍に海面処
分場を確保することが重要な政策オプションになる。
そのため、災害時に迅速に海面処分場を構築でき
るよう、災害ガレキを使った短期施工型の海面処分
場を考え、その実現可能性を分析した。また、大規

事実

社会

あくまで事実を把握

をうまく機能させるための

現実

技術

社会の現実を見極め

の進展を積み上げていく

図３ 研究のこれからに向けて

模な処分場を作りやすい、公衆からの隔離がしやす
い海面処分場の特性を踏まえ、放射性の災害廃棄物
等を受け入れることを想定した海面処分場を考え、
その実現可能性を分析した。検討した範囲では、短
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港湾の技術基準に関する取り組みについて
港湾の技術基準に関する取り組みについて

写真
（写真ﾃﾞｰ
ﾀの貼り付

港湾研究部長

渡部 富博

けは不

各研究部・センターから

港湾研究部長

（キーワード） 港湾施設、技術基準、改訂、国際展開
（キーワード） 港湾施設、技術基準、改訂、国際展開

１．はじめに

渡部

富博

要）

そのほか、性能規定型の設計法に移行したことか

防波堤、
岸壁、
航路などの港湾の施設については、

ら、公共性の高い施設等は、国が認定した登録機関

港湾法において国土交通省令で定める技術上の基準

が技術基準の適合性を確認する「適合性確認制度」

（以下「技術基準」）に適合するように、建設・改

も導入されるなどした。

良・維持しなければならないとされている。この技

（２）港湾技術基準改訂の方向など

術基準に関しては、1979年（昭和54年）に「港湾の

港湾の技術基準は、2007年（平成19年）の前回の

施設の技術上の基準・同解説」が策定され、その後

改訂以降も、東日本大震災をはじめとした社会情勢

1989年（平成元年）、1999年（平成11年）、直近で

の変化に適宜対応するために、その部分改訂を行っ

は2007年（平成19年）に改訂版が出されている。

てきているが、2014年度（平成26年度）から、港湾

港湾研究部では、2018年（平成30年）の次期の港

技術基準のあり方検討委員会（委員長：清宮早稲田

湾技術基準の改訂を目指した取り組みを進めている

大学教授）において、今後の技術基準のあり方を議

ほか、技術基準の海外展開に向けた取り組みも進め

論してきた。そして、2016年（平成28年）８月に港

ている。以下に、その取り組み概要を述べたい。

湾技術基準の改訂方針も、国土交通省港湾局からプ
レス発表されたところである。
表１ 港湾技術基準の改訂の方針

写真１ 港湾の技術基準・同解説（2007年版）
２．港湾の技術基準の改訂に向けて

国際競争力の
強化

１．コンテナ船やクルーズ船の大型化への対応

維持管理・老朽
化対策

３．施設の適切な維持管理・更新と施工の安全確保

設計法全般

５．設計法の見直し

防災・減災対策
の強化

６．耐震設計の見直し

環境への配慮

８．環境保全・自然再生

技術基準体系の
合理化・国際化

（１）前回2007年の改訂の概要
2007年（平成19年）の技術基準の改訂では、それ

２．荷役作業の安全確保・効率化

４．材料及び構造

７．耐波・耐津波設計の見直し

９．港湾調査技術
１０．技術基準に関する全般事項

※資料：2016.8.5港湾局プレス資料をもとに作成

までの施設の材料・寸法・工法・設計方法等の仕様

（３）港湾技術基準の改訂に向けた対応例

を定める仕様規定から、施設に要求される性能のみ

①船舶の大型化への対応

を規定する性能規定へ大きく変更がなされ、設計法

コンテナ船やクルーズ船の大型化が急速に進行し

についても、信頼性設計法（部分係数法）の導入が

ており、港湾の技術基準には、船型クラス別の標準

なされた。そのほか、耐震設計においても、それま

的な船の全長、型幅、喫水などの分析結果や、それ

での震度法からレベル１・２地震動に対して設計地

に対応する岸壁の諸元（延長、水深など）が示され

点の地盤特性（サイト特性）を考慮した時刻歴波形

ている。現在の技術基準では、コンテナ船は16.5万

を使うなどの変更がなされた。

トンクラス（積載能力１万4000TEU程度）まで、クル
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ーズ船は10万総トンクラスまでの諸元が掲載されて

分係数の設定方法へと変更することを検討している。

いるが、2万TEUクラスのコンテナ船や22万総トンク

■現行のＨ19基準

ラスのクルーズ船も就航しており、それらにも対応

部分係数法（材料係数ｱﾌﾟﾛｰﾁ）

した分析、
基準への盛り込みを、
現在検討している。

■次期の基準 部分係数法（荷重抵抗係数ｱﾌﾟﾛｰﾁ）
※ 大きく括った荷重や抵抗の合計値に部分係数を考慮）
船名 Majectic Maersk
（全長 399 m 幅44m 喫水16m 積載能力18340ＴＥＵ）

写真２ 就航が相次ぐ超大型コンテナ船
図 部分係数の見直し（円弧すべりの場合）

表２ クルーズ船の船舶諸元の標準値（例）

総ﾄﾝ数
GT（トン）

3,000
5,000
10,000
20,000
30,000
50,000
70,000
100,000

全長

Loa（m）

型幅

満載喫水

B（m）

d（m）

３．港湾の技術基準の海外展開への取り組み

97
16.5
4.3
115
18.6
5.0
146
21.8
6.4
186
25.7
7.8
214 標準諸元の更新
28.2
7.8
255
32.3
7.8
286
32.3
8.1
324
32.3
8.1
－
－
－
－ への対応（追加）
－
－
大型船
－
－
－

我が国の技術基準を相手国の自然条件や技術・経
済水準などに合わせた形で相手国の基準策定者の育
成にも配慮しつつカスタムメイドし、日本の技術・
基準類を国際展開する取り組みも進めている。
具体的には、ハノイの近郊のラクフェン港などで
我が国の技術協力などで大規模な港湾開発が進むベ

②設計法（部分係数）の見直し

トナムを対象に、日本の港湾技術基準の展開を、日

1999年（平成11年）の技術基準までは、たとえば
防波堤の滑動、転倒、円形すべりなどの安定計算に

本の国土交通省港湾局や港湾空港技術研究所
（PARI）
、

ついては、安全率法により、技術基準に盛り込まれ

ベトナムの交通運輸省、
交通科学技術研究所
（ITST）
、

ている所定の安全率をクリアできているかをチェッ

大学などとも連携・協力しながら、2013年（平成25

クすることとなっていた。これが、前回の2007年（平

年）より進めてきた。

成19年）改訂で、設計に用いる単位体積重量、荷重

その結果、2016年（平成28年）末には、ベトナム

といった各特性値に、それぞれのばらつきを考慮す

の７編の国家基準案が慨成し、そのうち４編につい

る部分係数を乗じて設計値とする部分係数法（材料

ては、ベトナム国内での審査を受ける状況にまでな

係数アプローチ）が導入され、設計外力と、耐力の

った。今後も地盤改良や係留施設などに関するベト

比較をする設計法に大きく変更された。

ナムの港湾の基準についても、関連機関と協力して

しかしながら、今の基準の材料係数アプローチで

進めていくほか、他の国への展開などについても、

は、各設計値の部分係数の解釈や設定方法が難解、

検討予定である。

係数が多く作用や耐力の力学的イメージが直感的に
☞詳細情報はこちら

把握しづらい、今後は改良設計などが多くなること

1) 国土交通省港湾局報道発表資料(2016年8月5日)
http://www.mlit.go.jp/report/press/port05_hh_000137.
html
2) 国総研資料 No.915
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0915.htm

も考慮し柔軟な対応をできる信頼設計の枠組みが必
要などの設計実務者からのご意見なども参考に、大
きく括った荷重や、抵抗の合計値に部分係数を考慮
して乗じるとする荷重抵抗係数アプローチによる部

- 45 -

各研究部・センターから

設計値 Xd = 部分係数 γX × 特性値 Xk

各研究部・センターから
研究部長・センター長 執筆原稿

空港機能の維持・強化に向けて
空港機能の維持・強化に向けて
空港研究部長

写真
（ 写 真
ﾃﾞｰﾀの

谷川 勇二

空港研究部長 谷川 勇二

各研究部・センターから

貼 り 付

（キーワード） 航空需要予測、空港舗装、維持管理、リスクマネジメント、信頼性設計

（キーワード）

航空需要予測、空港舗装、維持管理、リスクマネジメント、信頼性設計

１．空港分野を取り巻く現状と課題

への誘客効果の波及促進など、地方創生のための航

(1) 我が国の活力の向上

空ネットワークの拡大が求められている。また、国

① 国際競争力の強化

内線LCC（Low Cost Carrier；格安航空会社）市場は

航空需要は世界的に増加傾向にあり、近年急激に

2012年の参入以降、着実に成長しており、これへの

航空旅客数の増加を見せている中東とともに、2035

対応も求められている。

年までに年平均6％弱で伸び世界最大の需要になる

加えて、民間一体運営による航空ネットワーク充

と予想されるアジア/太平洋（特に東アジア）におい

実等を通じた地域活性化が期待される、空港の公設

て、空港間競争が激化している。

民営化の動きとして、
既に2016年7月仙台空港で民間

わが国の航空需要は、アジア等での航空需要の増

運営を開始した他、高松空港や福岡空港等でも具体

大を受け着実な伸びが予想される。国際線需要は

化しつつある。

2015年度に過去最高を記録し増加傾向を加速させて

こうした状況の中で、逼迫する航空需要に対応し

いる。特に、訪日外国人客数は2016年に2,404万人に

活力ある地域形成を図るため、那覇空港、福岡空港

達し、観光ビジョンにおける新たな政府目標は2020

の滑走路増設事業や、新千歳空港の国際線ターミナ

年4,000万人、2030年6,000万人とされた。

ル拡充整備等が進められている。

我が国の航空需要の約6割を担う首都圏空港
（羽田、

(2) 安全・安心の確保

成田）では、上述の需要増に伴い需給が逼迫してお

① 施設の効率的な維持管理・長寿命化への対応

り、概ね2020年代前半には、空港処理能力のほぼ限

空港舗装においては、舗装表面の剥離など一見軽

界に達すると見込まれている。このため、首都圏空

微な劣化であっても、破片の吸い込みによるエンジ

港の更なる機能強化が必要となっている。

ントラブルなどの重大な障害に繋がりかねず、これ

図 訪日外国人旅行者数の推移

に起因する航空機事故が発生して多くの人命が失わ
れた場合、航空輸送システムそのものの信頼性が低
下するなど、社会経済的損失は計り知れない。

② 活力ある地域の形成（地方創生）
写真 ブリスタリングに伴う大規模な破損

一方、活力ある地域の形成を目指した全国の交流

しかしながら、航空機の発着回数の増加や老朽化

人口の拡大、急増する訪日外国人旅行者による地域

による劣化が進む一方で、需要増大に伴い空港の24
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時間運用も珍しくなくなってきており、空港施設の

２．研究活動の理念

維持管理・更新に割ける時間は年々短縮傾向にある。

空港は、国民生活を支えるとともに、日本経済を
牽引する重要なインフラであることから、空港を取

ため、空港舗装の効率的な点検・診断・補修・更新

り巻く現状と課題を踏まえつつ、安全で円滑な航空

技術が求められるとともに、劣化を防止するための

サービス確保のための空港機能の維持・強化に向け

材料や設計・施工方法の開発など予防保全や長寿命

た技術開発を行う。

化への取り組みが重要となってきている。
② 想定される巨大災害への備え

３．重点的な研究活動

1995年の兵庫県南部地震を契機として空港施設の

上記理念のもと、以下に掲げる分野の研究を重点

耐震性向上が進められていた中、2004年の中越地震

的・戦略的に推進している。

では、上越新幹線が約2カ月運休、高速道路が約2週

(1) 訪日外客急増・LCC参入促進等に伴う航空需要動

間通行止めとなり、新潟空港が災害初期段階の救急

向の予測・空港計画手法に関する研究

救命・緊急輸送で大きな役割を果たした。2011年の

アジア経済成長、LCC進展、その他関連動向を背景

東日本大震災においても空港の重要性が再認識され

とした航空行政の政策判断に必要な航空需要予測精

たところである。今後、首都直下地震や南海トラフ

度向上のための調査研究や、首都圏空港機能強化の

巨大地震による被害が想定される空港では、対策の

意義・効果を始め空港整備事業の評価に関する研究、

優先順位付け、広域同時被災への対応、民営化に伴

及び地方創生支援につながる空港計画手法の検討な

うリスクの官民負担など、災害リスクマネジメント

どを行う。

の定量的評価手法と信頼性設計法の確立が急がれる。

(2) 空港舗装の長寿命化及び戦略的維持管理の実現
に関する研究

③ 地震災害時の緊急輸送拠点機能への対応
また、2016年熊本地震において、熊本空港の基本

空港の運用に大きな影響を及ぼす空港舗装の局所

施設は幸いにも軽微な被災に止まったため、陸上交

突発的な破損の抑制方策に関する調査研究や、空港

通網が閉ざされた中で、緊急人員等の輸送拠点とし

舗装の路面状況の適切な評価手法の改良、及び空港

ての役割を果たすことができた。このような地震災

舗装の劣化予測手法に関する研究などを行う。

害時における空港の緊急輸送拠点機能を発揮するた

また、空港舗装の点検・補修をより短時間で効率

めには、地震直後の空港施設の点検・評価・復旧を

的に行う技術の開発導入に関する調査検討を行う。

速やかに実施する必要がある。

(3) 空港の地震リスクマネジメントと信頼性設計に
関する研究
空港における耐震対策の効果等を定量的に評価す

表 熊本地震における熊本空港の離着陸回数

るための地震リスクマネジメント手法に必要な空港

時間帯

定期便
臨時便

救援機
その他

備考

7:30-21:30

76

26

21:26前震

21:30-翌7:30

0

38

7:30-21:30

82

80

21:30-翌7:30

1

37

25:25本震

地震災害時において空港管理者が、空港舗装の被

4/16

7:30-翌7:30

0

205

ターミナル

害を迅速に点検し、復旧方法を選択する上での判断

4/17

7:30-翌7:30

1

124

4/18

7:30-翌7:30

0

123

4/19

7:30-翌7:30

35

149

4/20

7:30-翌7:30

51

134

月日
4/14
4/15

施設の信頼性設計法に関する調査検討を行う。
４．今後の新たな取組み

基準を確立するための調査研究を進める。

閉鎖
定期便再開
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各研究部・センターから

このような中、航空輸送の安全・安心を確保する

各研究部・センターから
研究部長・センター長

執筆原稿

社会資本マネジメント研究センターの
社会資本マネジメント研究センターの
取り組み
取り組み
社会資本マネジメント研究センター長

（写真ﾃﾞｰ
ﾀの貼り付
けは不要）

松井 健一

各研究部・センターから

社会資本マネジメント研究センター長 松井
（キーワード） i-Construction、CIM、多様な入札契約方式、ストック効果
（キーワード）

写真

健一

i-Construction、CIM、多様な入札契約方式、ストック効果

１．はじめに
昨年4月、社会資本マネジメント研究センター（以
下「センター」という）が発足した。社会資本の新
設・高度化から維持管理・更新、その活用までの全
般にわたるマネジメントを強化するため、防災・メ
ンテナンス基盤研究センターを再編して設置したも
のである。あわせて情報化施工やロボット技術など
建設現場の生産性を向上させる調査研究体制を強化
するため、「社会資本施工高度化研究室」を新設し
た。
センターは社会情勢の変化に応じて、再編を繰り
返し現在の形になっている。以下に、昨今の社会資

図－１ i-Constructionによる生産性向上イメージ

本を巡る情勢、国土交通省の動き、及びそれらに対

ト工の規格の標準化等）、施工時期の平準化があ

応したセンターの取り組み状況を紹介する。

る。ICTの全面的な活用について、センターでは、平
成28年度からの導入に向けてICT土工に関する各種

２．i-Construction ～建設現場の生産性革命～

基準類の整備に関する研究を行い、今年度実施結果

人口減少社会の中、働き手の減少を上回る生産性

を踏まえての基準類のフォローアップを行っている。

の向上によって持続的な経済成長につなげるため、

また、
平成29年度から導入を予定しているICT舗装工

国土交通省では昨年を「生産性革命元年」、本年を

に関する各種基準類に関する研究やTS、GNSS等の新

「生産性革命前進の年」と位置づけ、省の総力を挙

たな計測機器を用いた施工管理手法等について研究

げて取組を進めている。これまでに20の「生産性革

を行っている。さらに、平成30年度以降の実施に向

命プロジェクト」が選定されているが、そのうちの

けて、ICT活用を土工周辺工（擁壁、護岸、矢板等）、

一つが「i-Constructionの推進」である。

橋梁工事等へ工種拡大する研究も進めていく。コン

i-Constructionは、調査・測量から設計、施工、

クリート工については、全体最適のための直接コス

検査、維持管理・更新までの全てのプロセスにおい

ト以外の評価の研究などを行っている。

てICTを活用するもので、建設現場の生産性を、2025
年度までに2割向上させることを目標にしている。
建

３．ＣＩＭの導入
ＣＩＭ（ Construction Information Modeling/

設業の賃金水準の向上や休日の拡大等による働き方

Management）は、調査・設計段階から３次元モデル

改革の実現も目指している。（図－１）

を導入し、施工、維持管理の各段階での３次元モデ

i-Constructionのトップランナー施策として、
ICT

ルに発展させることにより、一連の建設生産システ

の全面的な活用、全体最適の導入（コンクリー
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ムの効率化を図るもので、i-Constructionと密接不

センターでは、インフラ維持管理のＰＤＣＡサイ

可分のものである。国土交通省では、平成24年度か

クルが円滑に回るよう、分野横断的に調査を行い、

ら試行を行ってきているが、受発注者双方がＣＩＭ

フレームワークの体系化、維持修繕工事の積算、監

を効果的に導入できるように、ＣＩＭの活用方法や

督・検査手法の効率化などの研究を行っている。

Ｍ導入ガイドラインを平成28年度中に策定予定であ

７．防災・減災
南海トラフ地震や首都直下地震発生の切迫性が高

る。センターでは、維持管理段階でのＣＩＭモデル

まるなか、平成26年3月、中央防災会議は、「大規模

のあり方について研究を進めている。

地震防災・減災対策大綱」を策定した。
センターでは、戦略的イノベーション創造プログ

４．公共工事の入札・契約方式の改善
平成26年6月公共工事の品質確保の促進に関する

ラム(ＳＩＰ)「レジリエントな防災・減災機能の強

法律が改正され、インフラの品質確保とその担い手

化」の中で、CCTVカメラ画像による被害状況の迅速

の中長期的な育成・確保が法律の目的に追加される

把握等の技術開発を行っている。また、防災減災に

とともに、
多様な入札契約制度の導入・活用として、

資するグリーンインフラの研究にも取り組んでいる。

技術提案交渉方式、段階的選抜方式、地域社会資本
８．おわりに

の維持管理に資する方式が位置づけられた。
センターでは、新しい方式の実施に当たり必要な

以上のようにセンターの取り組みは広範多岐にわ

研究を行い運用ガイドラインの素案の作成等を行う

たっている。図－２は、現在の国総研の研究部門と

とともに、実施中の事例をモニタリングし、運用の

組織横断的な研究課題に取り組む「研究推進本部」

改善に向けた研究を行っている。

を示したものである。国総研では、社会情勢の変化
に的確に対応するため、図－２のようなマトリック
ス型研究体制について再編を重ねてきた。

５．ストック効果の最大化に向けて
平成27年9月に閣議決定された第4次社会資本整備

センターは、現在では国総研唯一の横断的研究部

重点計画では、社会資本のストック効果の最大化を

門として、国総研が扱う研究分野全体が円滑に進む

図ることが基本理念とされている。国土交通省本省

よう分野横断的、分野の狭間に位置するような研究

では、社会資本整備審議会・交通政策審議会交通体

を扱うのが、その使命であり、広範多岐にわたる研

系分科会計画部会に専門小委員会を設置し、平成28

究テーマも、その特徴であると捉えて研究に取り組

年11月に「ストック効果の最大化に向けて～その具

んでまいりたい。

体的戦略の提言～」をとりまとめた。
センターでは、その提言にも盛り込まれた「事後
評価等の充実」、「統計情報の活用」、「経済分析
手法の研究促進」等について研究を進めている。
６．メンテナンス
平成24年の中央自動車道笹子トンネル事故以降、
社会資本の維持管理の重要性が再認識され、国土交
通省では、平成25年を社会資本メンテナンス元年と
位置づけ、インフラ長寿命化計画（行動計画）の策
定等の施策を進めてきた。

図－２ 国総研の研究部門と研究推進本部
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各研究部・センターから

３次元モデル作成の指針等を体系的に整理したＣＩ

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

下水道施設計画・設計に
下水道施設計画・設計に
用いる降雨波形に関する
用いる降雨波形に関する
分析 （研究期間：平成２７〜２８年度）
（研究期間：平成２７～２８年度）
分析
下水道研究部 下水道研究室
下水道研究室
下水道研究部

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付
けは不要）

裕美

（キーワード） 降雨波形、浸水被害、下水道施設計画・設計、下水道雨水管理
（キーワード）
降雨波形、浸水被害、下水道施設計画・設計、下水道雨水管理
（mm）1200

１．下水道事業で用いる降雨波形

総降雨量の差（計画－実績）

防災・減災・危機管理

室長
麦田
藍 藍 室長
横田
麦田
横田 敏宏
敏宏
主任研究官
研究員
松浦
達郎松浦 達郎
中村研究員
裕美 中村
主任研究官
交流研究員
交流研究員

浸水対策の一つとして、貯留施設等の設置が検討
されることがあり、計画・設計の際には、下水道施
1）

設計画・設計指針 に示された手順に従い作成する
降雨波形（以下、計画降雨波形）を用いて、量を設
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定する場合がある。これは、計画で用いる降雨強度

図－1 実績の総降雨量が計画を上回る降雨波

式を基に流達時間毎の降雨強度から設定する方法で

計画降雨

あり、必ずしも実際の降雨波形の再現を目指したも
のではない。よって、降雨状況の変化が指摘されて

実績降雨

最大降雨強度より
離れた位置での
降雨強度の増加

雨量（mm）

1.

写真

いる現在では、計画降雨波形は実績の降雨波形と大

※平均降雨強度
降雨継続時間中の１時間単位の降雨強度を
平均化して算出した

きな差異を生じている可能性がある。国総研では、
降雨継続時間（ｈ）

図－2 実績の総降雨量が計画を上回る降雨波形例

適切な降雨波形の設定を目指し、計画降雨波形と実
績降雨波形の整合性を確認し、課題と対応を検討す

増加していた（図－2）。よって、その分、平均降雨

るため、まずは計画降雨波形と実績降雨波形の総降

強度が大きくなり、計画降雨波形の総降雨量が実績

雨量を比較し、その差異と要因を分析した。

降雨の値を下回ったことが分かった。なお、これら

２．計画降雨波形と実績降雨波形の比較

の特徴をもたない降雨についても、今後、差異と要

2）

全国29都市 を対象に、2004～2013年で、内水に

因について分析を進める予定である。

よる浸水被害が生じた際の実績降雨データ（気象庁

以上より、計画降雨波形によって貯留施設を設計

観測データ）を収集した。なお、内水の判断には、

する際、当該地区で観測された同程度のピーク降雨

同年に国交省より発刊された水害統計調査を参考に

強度をもつ実績降雨と比較し、特に計画降雨波形の

した。次に、実績降雨波形と計画降雨波形の総降雨

総降雨量が実績降雨を下回る差異が認められた場

量を比較し、差異とその要因について分析した。

合は、差の要因について確認し、計画降雨波形の妥

対象となる132降雨について計画降雨波形と実績

当性を検討することが必要であると考えられた。

降雨波形の総降雨量の差について確認した結果を図

今後は、降雨継続時間と計画降雨波形および実績

－1に示す。
計画降雨波形の総降雨量が実績降雨の値

降雨波形の整合性の関係を分析し、降雨波形の設定

を下回る降雨が93降雨（70%）確認された。また、計

方法の課題やその対応を検討する予定である。

画降雨波形は最大降雨強度を降雨継続時間の中央に

【参考】

設定し、降雨開始・終了地点に向けて低減するのに

1)

対し、これらの実績降雨波形のうち半数以上は、最

2)

大降雨強度の発生地点より離れた位置で降雨強度が
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社団法人 日本下水道協会（2009年）：下水道施設計
画・設計指針と解説-2009年版松浦達郎、横田敏宏（2015年）：降雨特性を考慮し
た降雨強度式の試算と現計画が持つ能力の分析、第
52回下水道研究発表会講演集、pp398-340

研究動向・成果
研究動向・成果

B-DASHプロジェクト（ICTを活用した
B-DASHプロジェクト（ICTを活用した
浸水対策施設運用支援システム）の
浸水対策施設運用支援システム）の
ガイドライン策定
ガイドライン策定
室長
室長

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

横田 敏宏 主任研究官
松浦 達郎
横田 敏宏 主任研究官 松浦 達郎

（キーワード） B-DASH、ICT、都市浸水対策
（キーワード）
B-DASH、ICT、都市浸水対策
３．ガイドラインの構成

１．はじめに

図-2に、
今回策定したガイドラインの構成を示す。

国土交通省では2011年度より下水道革新的技術実
証事業（B-DASHプロジェクト）を実施しており、国

まず2章により、本技術の特徴や性能等を把握し、第

総研下水道研究部がその実施機関となっている。

3章により実証研究成果に基づいた、
本技術の効果や

今回、2014年度に採択された都市浸水対策に関す

評価結果を確認する。次に、第4章において、対象と

る革新的技術、
「ICTを活用した浸水対策施設運用支

する地区での導入効果を試算し、導入効果が高いと

援システム実用化に関する技術」（以下、本技術）

判断された場合は、具体的な導入計画やシステムの

に関して、実証研究の成果に基づき、地方公共団体

構築について検討を行う。なお、本技術導入後の運

および有識者の意見も踏まえ、2016年12月に技術導

用方法や維持管理については第5章に記載している。

入ガイドラインを策定した。
２．実証技術の概要
本技術は、雨量や水位等の情報の計測・伝達・分
析・提供に関する個別技術をICTにより統合したシス
テムを構築し、ポンプ施設等の既存浸水対策施設の
効果的運用によって、浸水被害の軽減を可能とする
技術である（図-1参照）。広島市江波地区で実証を
行った結果、実証フィールドでは本技術の導入によ
って、浸水面積が約14%削減できることを確認した1)。
レーダー雨量

図-2 ガイドラインの構成

光給電カメラ
浸水区域

光雨量計

４．成果の活用及び今後の展開
【計測】
雨量情報、水位情報、浸水状況

下水道光ファイバー

本ガイドラインを、下水道施設を実際に管理する
地方公共団体や下水道関係企業等に紹介するため、

光水位計

【収集】
各種情報を確実に高速で収集

2016年7月にポートメッセなごやにてガイドライン

リアルタイム情報監視･
浸水予測運転支援システム

【提供】
ポンプの運転支援情報・浸水危険
情報の提供

説明会を開催し、約120名の方々に参加頂いた。今後

雨量･水位･ポンプ運転
情報集約･監視

【分析】
収集した情報に基づいた高速シ
ミュレーションによる浸水予測

浸水危険性の予測,
運転変更時の効果評価

もこのような説明会等によりガイドラインを積極的
に紹介し、都市における浸水被害軽減につながるよ

ポンプ運転
支援情報

ポンプ運転
調整

P

う技術の普及に努めていく予定である。

浸水区域減少・被害の軽減

【効果】
浸水区域の減少・被害の軽
減

【参考】
ポンプ早期
運転開始

P

1) 国総研資料 No.940 ICTを活用した浸水対策施設運
用支援システム導入ガイドライン（案）、2016年12月

図-1 本技術の概要
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1.
防災・減災・危機管理

下水道研究部 下水道研究室
下水道研究部 下水道研究室

写真

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

まず、高台へ
まず、高台へ
～地形を考慮した避難の検討～
〜地形を考慮した避難の検討〜

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不

けは不

けは不

要）

要）

要）

（研究期間：平成27～29年度）
（研究期間：平成27〜29年度）

1.

河川研究部 河川研究室
河川研究室
河川研究部
室長
主任研究官
室長
諏訪
山本
陽子
柳川柳川
一博一博
諏訪義雄
義雄主任研究官
山本
陽子研究官研究官

防災・減災・危機管理

（キーワード） 水防災意識社会
水防災意識社会
再構築ビジョン、水害リスク評価、避難
再構築ビジョン、水害リスク評価、避難
段丘に上がるまでに時間を要し、避難途中の浸水に

１．はじめに

よって避難が困難と評価されていることがわかった。

台風や豪雨災害時の円滑かつ迅速な避難の実現に
向け、2015年度に国総研で手法を検討した。具体的

このため、直線で避難所に向かう経路ではなく、図

には、破堤にともなう家屋倒壊等氾濫想定区域と経

-2のように一度、最寄りの段丘に上がってから避難

時的に変化する浸水深の空間分布を建物位置情報に

所に向かう経路へ見直した（Case3）ところ、避難困

重ねて表示することで、各居住建物における垂直避

難者数は大幅に減少し、ほとんどの居住者が避難で

難の可否と、避難途中の浸水状況や避難所の収容可

きる避難所の割り当てを見出すことができた。

能人数に基づいた立ち退き避難の可否を判定するこ

３．現在の取組

とができる。今回、2015年度とは異なる対象地域で

現在は、本手法を活用して、モデル地域の地方公

本手法を利用することで、避難困難者の分布及びそ

共団体、河川管理者とともに減災対策の実効性につ

の要因の分析が可能となるか検討した。

いて、種々の視点から評価を行うなど協働作業を行

２．避難可否の試算について

っている。

2016年度は、河岸段丘状の地域で、家屋は段丘下

1,600 人
1,200

に集中しているが、避難所は段丘上下に点在してい

800

る地区を対象とし、避難所の割り当てと避難経路の

400

設定条件を変化させたケースによる試算を行った。

0
Case1
Case2
避難所の収容人数超過

なお、避難判断のタイミングは避難勧告時とした。

Case3
避難途中の浸水

図1 立ち退き避難困難者数の推移

本手法では、
簡易的に避難の可否を試算するため、
原則、避難所と居住建物を直線で結ぶ避難経路で評

段丘上

価し、避難先は居住建物の最寄りの避難所とする。

Case3
最寄りの段丘に上がり避難所に
向かう→避難可能

図-1に設定条件を変化させた際の立ち退き避難困
収容可能人数
2102人

難者数とその要因の推移を示す。Case1は、立ち退き
避難者の避難先を「最寄りの避難所」とした結果で

凡例

Case2
直線的に避難所に向かう
→避難途中に浸水してしまう

ある。この場合の避難困難の要因は、避難所の収容

家屋倒壊等氾濫想定区域
避難所
家屋倒壊等氾濫想定区域内
最上階床上浸水
最上階床下浸水
浸水なし

可能人数超過によるものが多くを占めた。このため
Case2では、避難先を「最寄りの避難所」から「最寄

破堤地点
段丘下

りの避難所を原則とするが、各避難所の収容可能人

河川

は立ち退き避難が必要な建物
は立ち退き避難が不要な建物

浸水深
0.5m未満
0.5m～1.0m未満
1.0m～2.0m未満
2.0m～5.0m未満
5.0m以上

図2 避難経路の見直し

数内に収まるよう居住建物ごとに割り当てた避難所」
に見直した。この結果、立ち退き避難困難者数は

☞詳細情報はこちら

Case1の7割程度に減少したが、避難途中の浸水によ

1) 国総研レポート2016 pp.73
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/2016report/index.
htm

って避難が困難となる者が残存した。さらに詳細に
結果を見ると、
段丘上の避難所を避難先とする者は、
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

河川の水面下に潜む構造物の
河川の水面下に潜む構造物の
破壊を察知する新技術開発
破壊を察知する新技術開発
〜新しい技術開発公募開始〜
～新しい技術開発公募開始～
（研究期間：平成29〜30年度）

写真

写真

写真

写真

（写真

（写真

（写真

（写真

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

貼り付

貼り付

貼り付

貼り付

（研究期間：平成29～30年度）

主任研究官
主任研究官
主任研究官
研究官
河川研究部
諏訪
義雄 （博士
雅紀 主任研究官
山本
陽子 研究官
柳川
一博
河川研究部 河川研究室
河川研究室室長室長
諏訪義雄
福島雅紀
山本陽子
柳川一博
（工学））福島
(博士(工学))

１．河床低下により生じる河川横断構造物の課題

２．破壊メカニズム解明の必要性

洪水流を安全に流下させるために、堰などの河川

構造物の変形の進行により、図のように護床工地

横断構造物には、下流の流れを減勢し、河床洗掘を

点で高速流が発生し、負圧の発生やパイピングによ

防止する護床工が設置されている。近年、上流から

りブロック下の土砂が吸い出され、不陸が生じてブ

の土砂供給減少等による河床低下が多くの河川にお

ロックが流失する等、急激に破壊が進展する可能性

いて進行している。護床ブロックは、設計当初から

がある。このような破壊メカニズムは複数考えられ

ある程度の河床低下を見込み、追随性のある構造が

るが、構造物の縦断形や下流の洗掘の進行がどのよ

採用されているが、河床低下に伴う護床工の変形が

うな段階で破壊に至る危険性があるのかは、十分に

当初の見込みを上回ると、洪水流の減勢不足や流向

解明されていない。今後、洪水時に急激な変状が進

の偏りから下流の河床洗掘（写真）やみお筋の固定

展する破壊局面を支配するメカニズムを解明するこ

化を招く。加えて、局所洗掘による構造物本体や堤

とにより、順応的管理のための管理水準の設定が可

防、橋梁等の周辺構造物の被災が危惧されている事

能となる。

例が少なくない。実際に、横断構造物の被災が原因
で堤防が損傷したヒヤリ・ハット事例も報告されて
いる。
今後は構造物の長寿命化に向けて、構造物に対し

下流の
河床低下

ても順応的管理を取り入れて戦略的に補修を実施し、
被災を予防する必要がある。以上のような護床ブロ
ックの変形は、目視や近接ができない河川の水面下
で進行することが多く点検が難しい。それに加え、
新設時に河床低下を見込むための設計法はあるが、
進行する河床低下に対して順応的管理を行う手法が
図 横断構造物の破壊プロセス

確立されていない。
河床洗掘
L=48.0m

根固ブロック
(8t)流失
L=6.0m

以上の課題解決のため、国総研では2017年度より

護床ブロック
(60t)流失
L=31.5m

模型実験の実施とともに、河川砂防技術開発公募に
おいて「河床低下状況下の河川における横断構造物
の劣化・損傷・破壊予測技術の開発」を公募し、両
成果を反映した順応的管理の手引きの作成を目指す。

←flow

☞詳細情報はこちら
1) 河川砂防技術研究開発公募の開始について（記者発表）
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/kisya20161
201.pdf

写真 構造物下流の護床ブロック流失例
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（キーワード）
河川横断構造物、河床低下、維持管理基準、河川砂防技術研究開発公募
（キーワード） 河川横断構造物、河床低下、維持管理基準、河川砂防技術研究開発公募

1.

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

産学官連携による堤防の
産学官連携による堤防の
透水性基礎地盤に起因す
透水性基礎地盤に起因す
る浸透破壊への取り組み
る浸透破壊への取り組み
1.

写真

写真

写真

写真

写真

（写真

（写真

（写真

（写真

（写真

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

貼り付

貼り付

貼り付

貼り付

貼り付

防災・減災・危機管理

河川研究部
河川研究部 河川研究室
河川研究室
交流
室長
主任研究官
研究官
研究員
室長 諏訪 義雄 主任研究官
交流研究員
福島雅紀
雅紀 研究官
笹岡
信吾研究員
中村
賢人
上野 俊幸
俊幸
研究員上野
諏訪 義雄 （博士
笹岡
信吾
中村
賢人
(博士(工学))
（工学））福島

（キーワード）
河川堤防、浸透、パイピング、河川砂防技術研究開発
（キーワード） 河川堤防、浸透、パイピング、河川砂防技術研究開発
ついて検討が進められ、
実務への適用が期待される。

１．はじめに

３．おわりに

近年，
浸透に伴う噴砂や法すべり等の発生により、

各研究は2017年度に最終年度を迎え、研究成果が

河川堤防の決壊や変形が生じる被災が発生している。
現状では堤防決壊に至るような大規模かつ進行的な

みえてきた。国総研は各研究成果を統合し、関係機

浸透破壊の発生や堤防変形を定量的に評価できる解

関と調整の上、
「河川堤防構造検討の手引き」や「堤

析技術は存在せず、安全度向上にむけた課題となっ

防等河川管理施設及び河道の点検要領」
等へ反映し、

ている。

実務への適用を進める予定である。

国総研では、研究開発公募の制度により産学の持

☞詳細情報はこちら
1) 河川砂防技術研究開発について
http://www.mlit.go.jp/river/gijutsu/kenkyu.html
2) 国総研河川研究室において実施した実験動画
http://www.nilim.go.jp/lab/fbg/download/movie/movie.html

つ先端的な技術を積極的に活用し、河川堤防の浸透
破壊に係わる技術政策課題の解決に取り組んでいる。
2015年度より3か年計画で図1に示す3つの研究テー
マにより課題解決に向け取り組んでいる。
２．各研究テーマについて

共同研究

国総研河川研

土研土質・振動Ｔ

委託

テーマ①は、浸透破壊の生じやすい地盤条件を把
握するための調査手法に関する研究が主に進められ
ている。機械ボーリングを補間する調査法（表面波

テーマ③
透水性基礎地盤を有する河
川堤防の進行性破壊を考
慮した総合的安全性点検の
ための評価手法と破壊抑制
に関する技術研究開発

テーマ②
パイピングに伴う
堤防劣化を考慮
した河川堤防評
価技術の開発

テーマ①
弱点箇所の
抽出技術の開発

探査等の地層構成や土質性状を簡易に計測する技術）

依頼
河川計画課河川情報企画室

示していくことが課題である。

図1 河川技術分野の技術研究開発公募実施体制

テーマ②，③では、堤防崩壊メカ

H27.6

ニズムの把握や危険度評価解析手法

る。模型実験により浸透破壊の進行
度合いに対する水位、透水性基礎地
盤の土層パターンとの関係を明らか
にするなど新たな知見が得られてお
り、浸透にともなう堤体の崩壊パタ
ーンの分類・整理や模型実験の再現
計算手法などが明確になってきてい
る。今後はメカニズムの解明や危険
度評価解析法の開発、信頼性解析に

治水課
河川環境課河川保全企画室

河川技術評価委員会・意見交換会

個々の調査法を現地に活用可能としていくか道筋を

についての研究が主に進められてい

意見

助言

の検討や現地試験が進んでおり、今後どのように

H28.1

H28.7

H29.1

H29.7

H30.1 H30.3

現地調査
大学

電気CPT・空気トモグラフィ（テーマ①）
三軸試験等（テーマ②，③）

大学・土研

堤防模型実験

大学

室内小型実験（テーマ①，②，③）
国総研・土研

小規模実験

実験データ提供

国総研・土研

中規模・大規模実験

国総研

国総研

実験結果予測
実験データ提供

数値解析
新たな解析手法（FEM，粒子法等）
（テーマ②，③）
従来の解析手法（浸透流解析等）
（テーマ①，②，③）

大学・国総研
解析データ提供
国総研

解析データ提供

新たな指標等の提案

行政・大学・国総研・土研

新たな地盤調査手法の提案
（テーマ①，②，③）
進行的な変状を考慮した新たな
指標の提案（テーマ①，②，③）

図2 各課題への取り組み
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解析手法の改良

大学・国総研

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

堤防の浸透破壊メカニズ
堤防の浸透破壊メカニズ
ムの解明に向けて
ムの解明に向けて
～実物大実験に着手～
〜実物大実験に着手〜

写真

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

けは不要）

けは不要）

（キーワード）

1.

上野 俊幸
交流研究員
上野 俊幸

交流研究員

河川堤防、浸透、パイピング、実物大実験
３．模型実験を基本としたアプローチ

１．はじめに
洪水時の堤防決壊の過程について、川の水が堤防

国総研では、模型実験と数値解析によって堤防決

を越えて起きる“越水”と、川の水が堤防より低い

壊のメカニズムを研究している。2014年度は、堤防

状態で起きる“浸透”や“侵食”に大別される。近

法尻部を抽出した模型を用いて、パイピングが生じ

年では2015年9月の北関東の鬼怒川、2016年8月の北

やすい地盤条件・水位条件を整理した。1）2015年度

海道の空知川及び岩手県の小本川が記憶に新しいが、

は、パイピング発達時の堤防全体の挙動把握を目的

これらは主に“越水”による洪水被害である。一方、

に、縮小寸法で堤防全体をモデル化した模型実験を

2012年7月の九州北部の矢部川のように“浸透”によ

行い、
パイピングによる堤防決壊の再現に成功した。

って決壊に至った事例もあり、このような堤防の弱

2）

点箇所をなくす取組みは重要である。

ピング再現実験に着手している。

そして今年度から、日本初の実物大模型でのパイ

２．パイピングによる堤防決壊
2014～法尻部抽出実験

矢部川では、堤体の下に水を通しやすい砂層が分
布しており、川からの浸透水によって川裏法尻付近

2016～実物大実験

堤防高 1m

から砂が噴出することで堤防の下に空洞ができ、そ
こで支えを失った堤防が陥没して堤防決壊に至った

堤防高 2.4m

と考えられている（下図参照）。このように地盤中
に浸透水が集中してパイプ状の水の通り道ができる

堤防高 0.8m

現象を“パイピング”という。
2015～縮小模型実験

多くの河川で堤防の下に砂層が分布しており、上
記の鬼怒川でもパイピングの前兆現象である
“噴砂”

写真 模型実験のパターン

は23箇所も発見された。このため、どのような条件

４．おわりに

でパイピングが発生して堤防決壊に至るのか、その

実物大実験では、縮小実験模型の課題であるスケ

メカニズムを解明することが重要である。

ール効果を明らかにし、これまで蓄積した知見の妥

①

当性を確認していく。実験結果は河川研究室HP
川裏法尻

（http://www.nilim.go.jp/lab/fbg/）で公開予定。
☞詳細情報はこちら
1) 倉田ら、「透水性基礎地盤に起因する河川堤防の進行
性破壊に関する模型実験」、2015年度・河川技術に関する
シンポジウム、pp.361-366、2015.6
2) 上野ら、「堤防全断面縮小模型を用いた透水性基礎地
盤上の河川堤防の進行性破壊に関する実験」、第4回河川
堤防技術シンポジウム、pp.1-4、2016.11

②

出典：矢部川堤防調査委員会報告書

図 パイピングによる堤防決壊の進行過程
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河川研究部 河川研究室
主任研究官
室長
研究官
河川研究部
諏訪 義雄河川研究室
笹岡 信吾
（博士（工学）） 福島 雅紀
室長
主任研究官
研究官
諏訪 義雄河川堤防、浸透、パイピング、実物大実験
笹岡 信吾
(博士(工学)) 福島 雅紀
（キーワード）

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

中小河川の河川護岸における
中小河川の河川護岸における
再度災害の防止に向けて
再度災害の防止に向けて

写真

写真

写真

写真

（写真

（写真

（写真

（写真

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

（研究期間：平成27〜28年度）

貼り付

貼り付

貼り付

貼り付

（研究期間：平成27～28年度）

1.

主任研究官
室長
主任研究官
主任研究官
主任研究官
研究官
河川研究部 河川研究室
義雄 （博士
山本
陽子 研究官
鈴木
淳史
（工学））福島 雅紀
河川研究部
河川研究室 室長諏訪
諏訪義雄
山本陽子
鈴木淳史
(博士(工学))福島雅紀

（キーワード） 再度災害、河川護岸、中小河川
（キーワード）
再度災害、河川護岸、中小河川

防災・減災・危機管理

例が複数箇所認められた。現地を確認したところ、

１．はじめに
平成28年台風10号により岩手県小本川において大

流下能力が大きくなく、洪水時の水位上昇により、

きな被害が発生したことを受け、中小河川の災害へ

護岸の天端から被災していると思われた
（写真１）
。

の関心が高まっている。一度被災をし、災害復旧を

復旧は、上流部の既設空積護岸と連続するように行

行った中小河川に着目したところ、災害復旧をした

われているため、空積護岸が被災した場合、再被災

近傍で再度被災している中小河川や、短期間で複数

の恐れがある。このような再度災害を防ぐために、

回被災している中小河川が認められた。短期間で複

復旧護岸を山側の安定した場所（岩盤等）に向かっ

数回の災害が発生している理由のひとつとして、災

て差し込むように施工することで、既設護岸が被災

害復旧が河道特性を考慮せずに実施（例えば河床洗

しても復旧護岸の再被災は防ぐことになると考えら

掘が激しい箇所での災害復旧にもかかわらず、十分

れる（写真２）。当研究室としては、中小河川にお

な基礎の根入れが確保されていないなど）されてい

ける被災状況を引き続き調査し、再度災害の防止に

ることが考えられるため、当研究室において、この

向け、情報提供を行ってまいりたい。

ような中小河川について、被災要因、被災状況の把
握およびその対策の検討のために、現地調査を実施
した。
本記事において、
調査結果について報告する。

水の流れ

越水

２．調査対象河川、調査実施箇所の選定
調査対象河川の選定に当たっては、災害復旧事業
を行うために作成する被災形態や復旧計画を記載し
た災害申請書類のうち、河川護岸に関するものを精
査し、以下に着目した。
復旧護岸

①災害が過去10年間で5回程度発生した河川
②過去10年間程度の間に同一地点で2回災害が発

写真１：湾曲部内側における被害の復旧

生した河川
③災害が過去10年間で5回程度発生した流域面積
岩盤等

2

100km 程度の小流域

護岸を曲げて陸
側に差し込む

その上で、河床材料と河床勾配の関係が平均的な
復旧護岸

河道特性から離れていると思われる河川にて調査を
行った。
各調査河川では、
災害申請書類に記載され、
復旧が行われた場所で現地調査を実施した。

水の流れ

３．調査結果（湾曲部の内側での被災事例）

空積護岸（既設）

調査河川のひとつにおいては、水衝部である湾曲

写真２：再度災害を防止する復旧案

部の外側ではなく、湾曲部の内側が被災している事
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

高波浪に対して粘り強い海岸堤防に
高波浪に対して粘り強い海岸堤防に
関する実験（研究期間：平成２７〜２８年度）
（研究期間：平成２７～２８年度）
関する実験

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

室長
主任研究官
河川研究部 海岸研究室
竹下 哲也
室長） 加藤 史訓
主任研究官
（工学）
河川研究部 海岸研究室 （博士
竹下 哲也
(博士(工学)) 加藤 史訓

1.

（キーワード） 波浪、海岸堤防、粘り強い構造、越波
（キーワード）
波浪、海岸堤防、粘り強い構造、越波

ケース①
根留工

裏法被覆工（ モ ルタ ル）
厚さ 7m m (現地20cm 相当)

10cm

2014年の海岸法改正で、海岸堤防について計画規

根留工（ モ ルタ ル）
34m m ×34m m
(現地1m ×1m 相当)

20cm
(現地6m 相当)

移動床
（ 珪砂 粒径0.2m m 以下）

模を超える津波・高潮・波浪に対しても被害を軽減
ブロッ ク
(現地2t相当)

する機能（粘り強い構造）が位置づけられた。
津波越流に対する海岸堤防の粘り強い構造につい

ケース④
根留工＋排水工

ケース③
根留工＋盛土

ケース②
根留工＋３ 列ブ ロ ッ ク

ては、本研究室での研究成果が東日本大震災の復旧

○越波流量 0.05 m3/m/s ま で破壊し ない

工事等で活用されている。高潮の潮位が堤防天端高

転倒し 破壊

ケース⑤
異形根留工

を超えて越流する場合も、津波と類似の現象のため
同構造による減災効果が期待できる。

切り 欠き の位置、
根留工高さ 、
重心位置を 工夫

重量はケース①の根留工と 同じ
流水を 跳ね上げる 切り 欠き 設置

しかし、計画規模を超える波浪については、海岸

○越波流量 0.1 m3/m/s ま で破壊し ない

堤防の被災が想定されるものの、津波・高潮越流ほ
どの海水の侵入はないため、津波越流に対する粘り

60mm
（ 現地1.8m相当）
※ケース⑥の
洗掘深を 参考

矢板工( ステ ン レ ス）
133m m
(現地 4m 相当)

強い構造ではオーバースペックとなる可能性がある。
このため、高波浪に対する海岸堤防の粘り強い構

ケース⑥
根留工＋矢板工

造について実験による研究を実施した。

ケース⑦
根留工＋被覆工根継ぎ

ケース②の破壊
から 横ずれ防止の
突起を 設置

ケース⑧
根留工＋段積ブ ロ ッ ク

図 実験ケースと被災限界越波流量
２．実験内容
３．実験結果

波浪による海岸堤防の被災原因としては、海側の
洗掘があるが、既に堤防表法先の根固工や消波工等

図に示す８ケースの構造で実験した結果、ケース

の対策工法が存在する。このため、本研究では、計

①の根留工は越波流量0.01m3/m/sまでは被災しなか

画規模を超える波浪で生じる越波によって、陸側の

ったが、それ以上の越波流量では根留工や裏法被覆

地盤が洗掘されることで堤防裏法尻の根留工や裏法

工が移動した。ケース②、③、④についても一定の

被覆工が被災する事象に焦点をあて、写真に示す不

減災効果は見られたが、越波流量0.01〜0.05m3/m/s

規則波水路による縮尺1/30の模型実験を実施した。

の間で破壊した。
ケース①〜④の破壊状況（洗掘や部材の移動）か
ら構造を工夫し実験した結果、ケース⑤については
越波流量0.05m3/m/sまで、ケース⑥、⑦、⑧は越波
流量0.1m3/m/sまで破壊しなかった。
本研究成果（ケース⑤〜⑧）については、高波浪
に対する海岸堤防の粘り強い構造として活用される
よう、海岸管理者に対する情報提供や、基準類への
反映を予定している。

写真 模型実験
（ケース⑧ 根留工＋段積ブロック）

- 57 -

防災・減災・危機管理

○越波流量 0.01 m3/m/s ま で破壊し ない

１．背景と目的

研究動向・成果
研究動向・成果

人工リーフの被覆ブロック散乱の防
人工リーフの被覆ブロック散乱の
止を目指して
防止を目指して
1.

河川研究部 海岸研究室
河川研究部 海岸研究室

室
長
(博士(工学))
室長
（博士（工学））

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付
けは不要）

主任研究官
加藤 史訓 主任研究官
野口 賢二
加藤 史訓
野口 賢二

防災・減災・危機管理

（キーワード）
人工リーフ、被覆ブロック、所要重量、水理模型実験、不規則波
（キーワード） 人工リーフ、被覆ブロック、所要重量、水理模型実験、不規則波
１．人工リーフの被覆ブロックに潜む安定性の問題

ととした（図-2a）。2)現地の実態を踏まえて長い周

人工リーフは、堤体断面の主な部分であるマウン

期の波も対象とした（図-2b）。3)実験砂によらず同
じ設定で実験されることになる（図-2c）。さらに、

ド工と堤体の変形を防ぐ被覆工で構成され、「人工
1)

リーフの設計の手引き（改訂版）」 （以下、「手

被害判定基準の明示や安定数の算定図への実験結果

引き（改訂版）」）にしたがい設計されている。し

の記載等を規定した。これらを規定化したことによ

かし、設計波より小さい波浪で被覆工のコンクリー

り、ブロック形状選定の信頼性が向上する。

ト被覆ブロックが散乱する事例が生じている。これ
は、長い周期の波が砕ける際に高流速を生じ、ブロ
ックを散乱させると考えられる。このため、長い周
期に対する安定性の確認が必要となってきた。
また、被覆ブロックの形状が異なると、散乱に対
する安定性も異なる。このため、必要となるブロッ
クの質量もブロック形状毎に異なる。設計者は、図
-1に示す手順によってブロック形状毎に実験者が提
示する安定数を算定式に適用して所要質量を算出す
図-1 ブロック形状選定の一般的な手順

る。しかし、手引き（改訂版）には、「安定数」
を求める実験方法や被害と判定するブロックの
移動量の標準（被害判定基準）が示されていな
いため、実験者により考え方が異なる。このよ
うな状況から、説明の合理性を高めるためにも
実験方法の標準化が課題となっていた。
２．誰でも妥当な実験が実施できるように
前述の問題の解決を目指して、「人工リーフ
被覆ブロックの波浪安定性能評価のための水理
実験マニュアル」2)を発刊した。マニュアルで
は、次の3つの実験条件を導入した。1)現地の海
の波がモデル化された「不規則波」を用いるこ
☞詳細情報はこちら
1)国交省河川局海岸室 ・国総研海岸研究室監修：人
工リーフの設計の手引き（改訂版）,2004
2)諏訪義雄・野口賢二・中村英輔（2016）：人工リー
フ被覆ブロックの波浪安定性能評価のための水理
実 験 マ ニ ュ ア ル ， 国 総 研 資 料 第 927 号 ，
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/
tnn0927.htm
tnn0927.htm

図-2 本マニュアルで指定した3つの実験条件

- 58 -
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研究動向・成果

自然・地域インフラの耐津波
自然・地域インフラの耐津波
性能・減災効果の評価方法
性能・減災効果の評価方法
（研究期間：平成26〜28年度）

（研究期間：平成26～28年度）

河川研究部
河川研究部 海岸研究室
海岸研究室

室長
室長）
（博士（工学）
(博士(工学))

加藤
加藤史訓
史訓

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰﾀ

（写真ﾃﾞｰﾀ

（写真ﾃﾞｰﾀ

の貼り付け

の貼り付け

の貼り付け

は不要）

は不要）

は不要）

原野
崇 崇研究官 研究官
浜口 浜口
耕平 耕平
原野

主任研究官
主任研究官

次に、この実験から得られたαを用いた津波侵食

１．はじめに
東日本大震災では、津波高が比較的低い場所にお

計算と津波浸水計算を同時に行うことで、砂丘等の

いて砂丘やその上の海岸林によって背後地の被害が

減災効果を評価する。その一例を図-2に示す。樹木

軽減される事例が見られた。国総研では、砂丘や浜

等の効果を考慮せず津波が越流した時点で砂丘がな

堤等の自然・地域インフラによる背後地の減災効果

くなる場合(左)には最大浸水深が2m以上となるが、

の評価法の確立を目指し、砂丘上の樹木等が地盤の

樹木等の効果により砂丘が残る場合（右）、砂丘よ

侵食を抑制する性能とその発揮限界についての検討

りも海側を除けば殆どの範囲で最大浸水深が２m未

を行っている。

満となる結果が出た。浸水面積の減少効果なども同

２．研究の概要

様に評価することが出来る。
３．おわりに

上記検討のため、水理実験を実施した。さらに、
背後地への減災効果の評価方法を検討するために、

今後、砂丘等の海岸林による背後地への減災効果

水理実験の結果を用いて数値シミュレーションを実

等の評価方法や、αの簡易な推定方法について、本

施した。以下にその概要を記す。

研究で得られた知見のとりまとめを行う予定である。

実際の海岸林等から採取した地盤を供試体として
実験水路内に設置し、津波を模した最大7m/sの流れ
をその表面上に通し（写真）、侵食量を計測した。

包絡線を傾き最大(赤)、最小

河川堤防の侵食量を評価した既往の研究では侵食抑

(緑)に設定。傾きが大きいほ

制性能が根の量と関連が深いことが示されており、

ど根毛量の影響が大きい

本研究においても侵食抑制性能を表すα(大きい程
侵食され易い)と根との量の関係式を整理し
（図-1）
、

図-1 水理実験等による係数αと根毛量の関係

αの値の最大値はおおむね30程度となることを示し
た。また、図-1の関係式から、根毛量や植生状況を
調べることでその地点のαを推計出来ることが示唆
された。
図-2 樹木等の侵食抑制性能を考慮しない場合(左)
と、考慮した場合（右）の浸水深
☞詳細情報はこちら
1) 堤防残存と樹木を取り入れた地形変化計算と陸地残存に関す
る数値実験 http://doi.org/10.2208/kaigan.72.I_745
2) 現地の樹木等を含む地盤供試体を用いた水理実験

写真 (左)供試体採取状況と(右)通水実験

http://doi.org/10.2208/kaigan.72.I_1687
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（キーワード）
津波、侵食、水理実験
（キーワード）津波、侵食、水理実験
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XRAIN(拡大試行版)による
XRAIN(拡大試行版)による
レーダ雨量情報（研究期間：平成28年度）
（研究期間：平成28年度）
レーダ雨量情報
1.

河川研究部 水循環研究室
研究官
研究官山地 秀幸
室長 川﨑 将生
山地秀幸 室長
川﨑将生

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

けは不要）

主任研究官
主任研究官
（博士
（工学））
(博士(工学))

土屋
修一
土屋修一
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（キーワード） 豪雨監視、雨量観測、XRAIN
（キーワード）
豪雨監視、雨量観測、XRAIN
１．はじめに
国土交通省では2010年から「XRAIN」による250m
メッシュ、
配信間隔1分の高解像度でほぼリアルタイ
ムのレーダ雨量情報を配信している。これまでの
XRAIN（以下、旧XRAINという。）は、強雨域でレー
ダの電波が減衰しやすいXバンドMPレーダ雨量計の
みで構成されていたため、観測不能領域（電波消散
域）がしばしば発生することがあった。そこで国総
研では、
電波が減衰しにくいCバンドMPレーダ雨量計
を旧XRAINに組み込む技術を開発した1)。これにより、
旧XRAINで課題であった電波消散域の発生を極力抑
えたレーダ雨量観測が可能になるとともに、観測エ
リアが拡大され、2016年7月から新たに「XRAIN（拡
2)

大試行版）」

図 雨量時系列（2016年9月）

（以下、新XRAINという。）として

り、特に、旧XRAINにおいて電波消散の影響で過小と

試験配信が開始された。その後、国総研では2016年

なっていた強雨を、的確に捉えられていることが見

度に発生した降雨事例を用いて新XRAINの精度評価

てとれる。

を行い、雨量算定パラメータの再同定を行った。
本稿では、
新XRAINによるレーダ雨量情報を紹介す

３．おわりに

るとともに、観測結果の一例を示す。

本稿では、
新XRAINによるレーダ雨量情報を紹介す
るとともに、観測結果の一例を紹介した。国総研が

２．新XRAINによるレーダ雨量情報

再同定した雨量算定パラメータは、2017年度の新

新XRAINによるレーダ雨量情報は、
最小観測面積が

XRAINの運用に適用される。また今後、順次高性能化

250mメッシュ、配信間隔が1分、観測から配信に要す

される既存のCバンドレーダ雨量計を新XRAINに組み

る時間が1～2分程度であり、
旧XRAINと同等の観測性

込むことにより、配信エリアのさらなる拡大が進め

能を維持しつつ、これまでより広域の雨量情報が配

られる予定である。

信されている。

☞詳細情報はこちら

図は、2016年9月に発生した降雨事例を対象に、地

1) XRAIN（拡大試行版）記者発表資料
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/kisya2
0160629.pdf

上雨量計（佐伯湯来、高津）、旧XRAIN及び新XRAIN
によって観測された雨量時系列を比較したものであ

2) XRAIN（拡大試行版）
http://www.river.go.jp/x/

る。新XRAINによる観測結果は、雨の降り始めから降
り終わりに至るまで、地上雨量計とほぼ一致してお
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洪水時ダム操作におけるアンサンブ
洪水時ダム操作におけるアンサンブル
ル予測雨量の活用
（研究期間：平成28～30年度）
（研究期間：平成28〜30年度）
予測雨量の活用
河川研究部 水循環研究室

主任研究官

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

室長
室長

猪股 広典
猪股
広典

川﨑 将生
川﨑
将生

（キーワード） アンサンブル予測雨量、洪水時ダム操作
（キーワード）
アンサンブル予測雨量、洪水時ダム操作

1.
防災・減災・危機管理

１．はじめに
近年、複数の初期条件・境界条件に基づいて予測
計算を行う「アンサンブル予測」により予測雨量の
発生確率分布情報をリアルタイムで把握することが
可能となりつつあり、洪水時ダム操作における意思
決定支援に資することが期待されている。
ここでは、
事前放流を例として、アンサンブル予測を用いた洪
水時ダム操作における意思決定支援について紹介す
る。
図-1 事前放流の容量別の異常洪水時防災操作を実
施する確率及び貯水容量が回復しない確率

２．事前放流容量を変化させた際の異常洪水時防災
操作実施確率及び利水容量が回復しない確率の把握
洪水調節開始前の任意時刻に行われたアンサンブ

３．洪水時ダム操作における意思決定支援

ル予測の各メンバーの予測雨量を入力として流出計

図-1の事例では、「異常洪水時防災操作の実施確

算することで、ダム流入量に関するアンサンブル予

率」と「利水容量が回復しない確率」という事前放

測結果が得られる。得られた各メンバーの予測流入

流の実施に当たって考慮すべき2つの事象について、

量に対して予め設定した容量を事前放流した場合の

アンサンブル予測雨量を用いることで発生確率を定

洪水調節計算を実施することで、異常洪水時防災操

量的に表せることが示されている。
事前放流の場合、

作を実施すると予測されるメンバー数及び利水容量

特に利水者からの合意を得る必要があるが、従前の

が回復しないと予測されるメンバー数を数えること

予測雨量では予測がどれだけ確からしいか不明であ

ができる。これらのメンバー数を全メンバー数で割

るため利水者の合意が得られなかった。しかし、図

った値をそれぞれ「異常洪水時防災操作を実施する

-1のような結果をダム管理者と利水者が共有するこ

確率」と「利水容量が回復しない確率」とする。

とにより両者が事前放流に伴って発生しうる上記2

モデルダムを対象に、ある時刻のアンサンブル予

つの事象の発生確率を認識できるようになれば、こ

測雨量を用いて、事前放流を実施しない場合を含め

れによって両者合意に基づいた効果的な操作が実施

複数の事前放流容量について上記計算を行い、結果

されることが期待できる。

をまとめたものが図-1である。事前放流を実施しな

ここでは事前放流を一例として紹介したが、事前

い場合は異常洪水時防災操作を実施する確率が0.8

放流以外にも洪水時ダム操作において考慮すべき事

であるのに対し、最も事前放流容量が大きいV事前5の

象の発生確率等がアンサンブル予測雨量を用いるこ

場合はその確率を0.4未満まで下げることができる

とで把握できるようになる。その情報を関係者間で

ことが分かる。それと同時に、V事前5の容量を事前放

共有することで、効果的な操作に関する意思決定が

流しても利水容量が回復しない確率は0であること

促されることが期待される。

も併せて把握できる。
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

洪水危険度を見える化する基盤技術の
洪水危険度を見える化する基盤技術の
開発の取り組み（研究期間：平成２７〜３０年度）
（研究期間：平成２７～３０年度）
開発の取り組み
〜洪水危険度見える化プロジェクトの技術的検討の取り組み〜

～洪水危険度見える化プロジェクトの技術的検討の取り組み～

1.

河川研究部
河川研究部 水循環研究室
水循環研究室

主任研究官
主任研究官
（博士
（工学））
(博士(工学))

土屋
修一 室長室長川﨑
将生
土屋修一
川崎将生

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不

けは不

要）

要）

（キーワード）
（キーワード） 洪水危険度、見える化、縦断水位
洪水危険度、見える化、縦断水位

防災・減災・危機管理

表示する「見える化システムプロトタイプ版」を構

１．はじめに
国総研では「洪水危険度見える化プロジェクト」

築した。図は、河川水位と堤防高の関係として、河

を発足させ、洪水時の河川の状況情報を避難行動、

川水位と堤防天端高との差の関係を表示した例であ

危機管理に結び付けるラストワンマイルの問題への

る。図中の河川を挟む2本の線は、左右岸の堤防の位

取り組みを進めている1)。本プロジェクトは、水位に

置を示しており、水位と堤防天端高との差に応じて

関しては水位観測所の点的な河川情報の提供から、

色分けされている。このようにして時々刻々変化す

上下流にわたって連続的な河川水位等の提供へと展

る水位と堤防高の関係をリアルタイムに把握し、越

開し、縦断水位と堤防高、地盤高等との関係等を介

水の危険性の高い箇所を俯瞰的に把握することを可

して、氾濫がいつ、どこで、どの程度の規模で発生

能とした。

しうるかを的確に把握できる情報を提供し、より効
果的な避難行動、危機管理を可能とすることを目指
す。本稿では、主な課題となる、時々刻々変化する
河川縦断水位をリアルタイムかつ高精度に把握・予
測する技術、水位と堤防高、地盤高等の関係等を介
した氾濫の危険性の表現方法の検討状況について報
告する。

２．河川縦断水位の実況把握・予測技術の検討
図 見える化システムによる氾濫の危険性の表示例

国総研では、洪水予測の精度向上に関する技術的
検討に取り組んでいる2)。洪水予測の検討で培った

４．今後の取り組み

データ同化技術について、一地点データ同化から多

河川縦断水位の実況把握・予測技術については、

地点データ同化へ拡張し、
河川縦断水位の実況把握、
予測に資する技術開発を行った。この手法により、

水理モデルの高度化やデータ同化手法を改良し、精

河川一連区間の河川水位の実況把握、予測の精度向

度向上にさらに取り組む予定である。見える化シス

上が図られたことを確認した。なお本検討は、総合

テムについては、社会学や情報デザイン等の観点の

科学技術・イノベーション会議による戦略的イノベ

反映や破堤氾濫の危険性の把握が可能となる表示コ

ーション創造プログラム「レジリエントな防災・減

ンテンツの追加等を予定している。

災機能の強化」において実施している。

☞詳細情報はこちら
1) 国総研レポート2016
国総研レポート 2016 pp.79
pp.79
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/2016report/ar201
6hp048.pdf
2) 国総研レポート 2015 pp.53
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/2015report/ar201
5hp033.pdf

３．見える化システムプロトタイプ版の構築
河川縦断水位と堤防高の関係から越水による氾濫
の危険性の把握に資する表現方法を検討し、これを
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

河川管理実務における
河川管理実務における
CommonMPの活用事例
CommonMPの活用事例
（研究期間：平成 19 〜 28 年度）

（研究期間：平成19～28年度）

写真

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

けは不要）

けは不要）

（キーワード） CommonMP、水理・水文解析、洪水予測、河川管理、ダム管理
（キーワード）
CommonMP、水理・水文解析、洪水予測、河川管理、ダム管理
１．はじめに

ための樹木伐採手法を、樹木群伐採面積と横断方向

CommonMPは、雨量、水位等の水文データを用いて

の樹木幅水面幅比の2つの指標に基づき選択するフ

河川・流域内の水の動態を計算することができる解

ロー(図1)を作成した。

析モデルのプラットフォームである1)。2007年から
３．日常点検における活用事例

国総研が開発を進めてきたものであり、最近、河川

那賀川(那賀川河川事務所)では、河川巡視日誌の

管理実務における活用事例が増えつつある（表1）。
CommonMPを未だ活用していない河川においては、今

整理にCommonMP-GISを活用している（図2）。巡視日

後積極的な活用による河川管理の高度化が期待され

誌毎に点検箇所を登録することで、点検日毎、点検

る。そこで本稿では、他河川にも比較的容易に導入

箇所毎の巡視日誌の検索が容易になり、河川管理の

可能と考えられるCommonMPの活用事例を紹介する。

効率化が図られている。

表1 河川管理実務における最近のCommonMPの主な活用事例
活用事例
河道内樹木管理

河川(事務所)
米代川(能代河川国道事務所)
那賀川(那賀川河川事務所)
浸水想定区域算出 旧北上川、江合川(北上川下流河川事務所)
洪水予測システム 留萌川(留萌開発建設部)
構築
雄物川(秋田河川国道事務所)
九頭竜川(福井河川国道事務所)
日常点検
那賀川(那賀川河川事務所)
江の川(三次河川国道事務所)
ダム管理
福地ダムほか(北部ダム統合管理事務所)

図2 河川巡視日誌の整理への活用

４．おわりに

２．河道内樹木管理における活用事例

CommonMPは開発開始から10年を迎え、降雨から流

米代川（能代河川国道事務所）では、河道内に繁

出、流下、氾濫といった表流水の主要な動態を、パ

茂した樹木伐採の検討にあたり、CommonMPによる準

ソコンで手軽に計算できるまでになっている。河川

二次元不等流計算を行い、効率的に水位低減を図る

管理実務における活用が今後ますます広がっていく
ことを期待している。
なお、本稿で紹介しなかったCommonMPの活用事例
の詳細情報はCommonMPウェブサイト1)に掲載してい
るので、こちらも参照されたい。
☞詳細情報はこちら
1)CommonMPウェブサイト http://framework.nilim.go.jp/
2)高橋範仁、他：洪水位を効率的に低減する河道内樹木群の伐採
手法に関する検討, 平成27年度土木学会東北支部技術研究発表
会講演概要集, Ⅱ, 2016.

図1 樹木伐採手法の選択フロー2)
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1.
防災・減災・危機管理

河川研究部 水循環研究室
水循環研究室
河川研究部
主任研究官
室長
研究員
多田室長智和
将生
小沢 嘉奈子
主任研究官
研究員
多田智和
川﨑将生川﨑
小沢嘉奈子
水環境研究官
河川研究部
松尾 和巳
河川研究部 水環境研究官 松尾和巳

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

リスク分析手法の適用によるダムの
リスク分析手法の適用によるダムの
安全性評価に向けて
（研究期間：平成26～28年度）
（研究期間：平成26〜28年度）
安全性評価に向けて
1.

河川研究部 大規模河川構造物研究室
室長
研究官
金銅 将史大規模河川構造物研究室
大越 盛幸 研究官 田中 幸志
河川研究部
室長
研究官
研究官
金銅 将史
大越 盛幸
田中 幸志
（キーワード）
ダム、リスク分析、イベントツリー、ストックマネジメント

防災・減災・危機管理

（キーワード）

写真

写真

写真

ダム、リスク分析、イベントツリー、ストックマネジメント
湛水・洪水・地震）等の項目別に整理した(表-1)。

１．はじめに
ダムの安全性と機能は、各種技術基準に基づいた

また、モデルダムを対象に現状の劣化事象からその

設計、厳格な品質管理に基づく施工、各種計測等を

要因を推定した。そして、将来の外力作用等により

含む日常・定期・臨時の点検や検査等を通じた安全

最終的に堤体の不安定化に至るとした場合に想定し

管理によって総合的に確保され、国土交通省が管理

うる事象の進展機構を図-1のようなイベントツリー

するダムではこれまで安全性に関わる重大な問題は

に整理した。この検討を通じ、ダムの安全性に関わ

発生していない。しかし、ダムの安全性に関わるも

る各種リスク要因及びそれらの連鎖によるリスク構

のとして、長期供用に伴って生じる僅かな変状に起

造の明確化にイベントツリー分析が有効なことがわ

因する将来的な影響、また今後発生が懸念される大

かってきた。

規模地震や気候変動に伴う大規模洪水の発生確率の

ダム
型式

開始
事象

間接原因
（素因）

変化による影響など様々なリスク要因が考えられる。

コンクリート
（アーチ式）

初期
湛水

止水構造の
不適

限られた財源の中、個々のダムの安全水準を適正

コンクリート
（重力式）

洪水

アース

洪水

ロックフィル

地震

に確保・維持していくには、これらの多様なリスク
要因とダムの状態や特性を考慮し、合理的な対策の
レベルや優先度を決定していくリスク管理のプロセ

連鎖事象１

アバットメント
基礎の漏水

連鎖事象２

連鎖事象３

連鎖事象４

連鎖事象５

アーチに
クラック発生

コンクリートが
損壊

不十分な遮水 放流能力以上
と水平な地層 の流入

計画外越流

揚圧力上昇

下流端基礎の
洗掘

ブロックの
滑動

透水性基礎上
の止水設計の 貯水位上昇
問題

動水勾配の増加

浸透破壊

ダムの沈下

計画外越流

底面近くの内部 内部ゾーンの圧力
上流側への
ゾーンの水締め によって天端と上流
滑り破壊
フィル材の流動化 シェルの破壊

表-1 事例調査によるリスク要因(事象)の抽出例

スが有効と考えられる。しかし、それにはリスクを

要因の推定

構成する個々の要因（事象）とその関係（リスクの

現状生じている事象

水平打継目の
不良

構造）を明らかにする必要がある。

水みちの
形成

遊離石灰の
析出

基礎排水孔の目詰まりによる
機能不全

ｺﾝｸﾘｰﾄの
溶解

２．ダムにおけるリスク分析手法の検討
そこで、ダムのリスク管理に必要となるリスク分

Yes

洪水

揚圧力の
増大

No

析手法の確立に向け、種々のリスク要因・事象の抽

転倒

No
非損壊

地震
静的荷重
etc

出とそれらの関係を明らかにすることを目的にイベ

Yes

ントツリー分析の適用に関する検討を行った。この

Yes

堤体の
変位

No
非損壊

Yes

堤体の
不安定化

No
非損壊

非損壊

作用外力によるリスクの進展機構

図-1 リスク分析用イベントツリーの作成例

手法は、最初のリスク要因となりうる事象(開始事

３．今後に向けて

象)から最終事象(例えばダム堤体の不安定化等)に

本検討はリスク評価に基づく合理的なダムのスト

至るまでの事象の進展機構を視覚化するものである。
その上で、各事象の発生確率を見積もることができ

ックマネジメントに向けた一歩であるが、その実現

れば、ダムのリスクを定量評価することも可能とな

に向けては種々のリスク要因の発生可能性やその影

る。本検討では、まず海外での事故・被災事例のほ

響度合いを評価していくことも必要となる。リスク

か、国内のダム点検等で報告されている劣化事象等

評価の実用化に向け、今後は災害時の記録や蓄積さ

を調査し、リスク要因（事象）を幅広く抽出し、ダ

れているダムの点検データ等も活用してこれらの課

ムの構造型式や開始事象となりうる外力作用（初期

題にも積極的に取り組んでいきたい。
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研究動向・成果
研究動向・成果

浸水を予測し
浸水を予測し
都市水害対策を強化する
都市水害対策を強化する
（研究期間：平成26〜30年度）

（研究期間：平成26～30年度）

河川研究部 水害研究室
水害研究室
河川研究部
主任研究官
大沼
克弘 室長室長伊藤
弘之
主任研究官
大沼克弘
伊藤弘之

小林
正和
小林正和

研究官
研究官

防災・水防担当者、地下鉄・特別養護老人ホーム・

１．はじめに
近年、突発的な集中豪雨（いわゆるゲリラ豪雨）

小学校等の施設管理者に対して、現状の浸水対策に

が増加傾向にあるため、より迅速かつ的確な水防活

ついてヒアリングをするとともに、浸水予測情報の

動や避難誘導等の防災・減災対策が求められている。

活用による浸水対策の迅速化 (図-2参照)と、
その実
現に向けた課題等について議論を行った。

本研究は、リアルタイムデータを使った浸水予測
計算の結果を配信することにより水防活動や避難誘

主な意見としては、以下のものが挙げられた。

導等を支援し、
浸水対策の強化を目指すものである。

・1時間程度のリードタイムでも浸水対策に役立つ。

２．浸水予測情報配信システムの構築

・浸水発生箇所の予測を細分化するよりも、より長
いリードタイムを確保して欲しい。

都市化の進んでいる神田川・石神井川流域を対象

・システムを常時監視することはできないため危険

として、河川、下水道水理解析及び氾濫解析モデル

が迫った際にアラートが欲しい。

を統合して内水・外水氾濫を一体的に扱うことがで

・避難等の実施は影響が大きいため、予測情報には

きる浸水予測プログラムを作成し、システムに組み
込んでいる。浸水予測システムは、10分毎にXrain

高い信頼性が求められる。

等の観測雨量情報や1時間先までの雨量予測情報を

これらの意見を踏まえ、アラート機能の付加等シ

使って、
1時間先の河川水位や浸水の予測計算から情

ステムの改良や、浸水等予測精度の検証を引き続き

報配信までを10分以内にできる高速性を有するもの

行うとともに、各主体毎に浸水対策の具体化のため

である。降雨予測情報については、高解像度降水ナ

の議論を深化させることとしている。

ウキャストを使用しているが、今後SIP（※）内で開

※本研究は、総合科学技術・イノベーション会議

発されるフェーズドアレイレーダ等を活用した降雨

のSIP（戦略的イノベーション創造プログラム）「レ

予測情報を入力する予定である。計算結果は、イン

ジリエントな防災・減災機能の強化」
によって実施。

ターネットから閲覧できる(図-1参照)。
３．予測情報を活用した浸水対策の迅速化の検討
浸水対策の主体として想定される地方公共団体の

図-1 浸水予測の表示例（監視地点画面）

図-2 浸水予測を活用した浸水対策タイムライン
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（キーワード） ゲリラ豪雨、浸水予測、リアルタイム情報配信システム
（キーワード）
ゲリラ豪雨、浸水予測、リアルタイム情報配信システム

1.

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

豪雨時の土砂動態計算プログラムの
豪雨時の土砂動態計算プログ
作成 （研究期間：平成27～28年度）
（研究期間：平成27〜28年度）
ラムの作成
1.

土砂災害研究部 砂防研究室 主任研究官
研究官
研究官
土砂災害研究部
内田太郎
主任研究官
研究官
室長
内田 太郎 砂防研究室
松本 直樹 研究官
泉山 寛明 松本直樹
桜井 亘 泉山寛明

室長

桜井 亘

防災・減災・危機管理

（キーワード）
数値計算プログラム、流砂形態、粒径、山地河川
（キーワード） 数値計算プログラム、流砂形態、粒径、山地河川
２．作成したモデルの概要

１．はじめに
山地河川の土砂動態を解析することは、土砂移動

プログラムは、図に示したように急勾配河道にお

に起因する災害を防止・軽減するための最も基礎的

ける土石流から比較的緩勾配の河道で生じる掃流砂

な技術の1つである。一方で、山地河川は、下流河川

まで統一的に解析できるようにした。さらに、巨礫

と異なる多くの特徴を有する。例えば、

から細粒土砂までを連続的に解析するために
(1) 層流状に流下する粗粒の土石

① 急勾配区間では、土石流状態で土砂が流下す

(2) 層流状に流下する粗粒の土石間の間隙流体中

ることがある。

を乱流状態で流下する浮遊土砂

② 河床変動が大きく、河道形状や河床材料の粒

(3) 層流状に土砂が流下する層より上部の水流層

径は時刻や場所によって大きく異なる。

中を乱流状態で流下する浮遊土砂

③ 河床材料の粒径が大きい（上の写真）。

の流砂形態について同時に解析できるようにした。

④ 一方、豪雨時には斜面崩壊や土石流により、
頻度が低いが、粒径が小さい土砂も大量に含

急勾配

緩勾配

んだ（下の写真）極めて大きな土砂生産が生
じることがある。

土石流

掃流状集合運搬

これまでも、土砂動態を解析する目的で多くの河

水流層中の
掃流砂・浮遊砂
浮遊土砂
水流層

床変動計算が行われてきているものの、上記の山地
砂礫
移動層

河川の特徴を十分に反映した解析方法が確立されて
きたとは言い難い。
そこで、
国総研砂防研究室では、
これまでの既往の解析手法や実験結果を基に、豪雨

砂礫移動層中の間隙流体に
取り込まれた浮遊土砂

時の山地河川の土砂動態を解析する数値計算プログ

粗粒の土石
細粒土砂

図 作成したモデルの概要

ラムの作成を行った。

３．活用にむけて

豪雨前

今回のプログラムの作成により、豪雨時の土砂動
態解析をある程度の精度で解析できるようになった
と考えられる。これまで土砂動態の解析技術が施設
配置計画作成など実務に十分活用されてきたとは言
い難い。もちろん、解析技術は引き続き向上させて

豪雨後

いくことは重要であるものの、今回作成した数値計
算プログラムや同様な解析技術が、実務にこれまで
以上に用いられることを期待している。
☞詳細情報はこちら
1) 国総研資料 No.874
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0874.htm

写真 豪雨前後の河床材料の様子
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研究動向・成果

リアルタイム監視・観測データを
リアルタイム監視・観測データを
用いた土砂災害発生予測手法の開発
用いた土砂災害発生予測手法の開発
（研究期間：平成27〜29年度）

（研究期間：平成27～29年度）
研究官
(博士(工学))
室長
(博士(農学))

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

1.

泉山寛明
桜井 亘

掃流砂量

１．背景と目的
土砂災害の警戒避難に関する情報は、降雨量と予

大規模土砂流出時
掃流砂量式
平常時

め設定された降雨指標の関係を基として作成されて
いる。しかし、流域内に存在する土砂量とその動態
を考慮していないため、土砂災害の危険度の切迫性

掃流砂量の増加速度
濁度の増加速度 など

（キーワード）
流砂水文観測、流域土砂動態、土砂災害対策
（キーワード） 流砂水文観測、流域土砂動態、土砂災害対策
大規模土砂流出時
平常時

水位

流量

図-1 平常時、
大規模土砂流出時の流砂特性イメージ

を直接的に評価することは困難である。

時間の経過

一方、近年では全国の直轄砂防事務所において河
川を流下する土砂量（流砂量）の観測がリアルタイ

降雨量

ムで実施されてきている1),2)。そこで国総研土砂災害

流量

流量監視に
基づく切迫性判断

研究部では、流砂量観測結果から土砂災害の危険度

切迫度
特大
大
小

流砂量

の切迫性を評価することを目的に、これまでに蓄積
された流砂量観測データを分析し、土砂災害が発生

流砂量監視に
基づく切迫性判断

切迫度
情報提供

崩壊・土石流
発生件数

する場合における流砂量の異常な変化の実態とそれ

災害多発時刻

を把握する流域監視技術に関する研究を2015年度か
ら2016年度にかけて行ってきている。

b流砂量
観測機器

a流量
観測機器

aおよびbの観測で網羅する範囲

図-2 提案する土砂災害発生予測手法のイメージ

２．検討の概要
既往検討3)において、流域内で小規模な土石流が
発生した場合には掃流砂量や濁度の観測結果が平常

て、平常時、大規模な土砂流出時とで分けて整理し

時とは異なる傾向にあることが定性的に判明してい

た（図-1）。

る。一方、2011年の紀伊半島大水害では深層崩壊が

３．今後の展望
今後は、上記の土砂災害発生時の流域状況変化に

発生する前に、流域内の異なる場所で既に小規模な

関する整理結果を用いて、流域ごとに土砂災害の危

土砂流出が発生していた事例が確認されている。
したがって、災害を引き起こすような大規模な土

険度の切迫性を判断する基準値を設定する予定であ

砂移動現象が発生する前に小規模な土砂流出を流砂

る。さらにその設定方法の検証を行い、リアルタイ

量観測結果から定量的に検知できれば、土砂災害の

ム監視観測データを用いた高精度な土砂災害発生予

切迫性を直接的に伝える警戒避難情報システムが開

測手法の提案を行う予定である（図-2）。

発できる可能性がある。これを受けて本年度は、検

☞詳細情報はこちら

知可能な条件を知るため、掃流砂量と流量の関係、

1) 国総研資料 No.886
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0886.htm
2) 国総研資料 No.887
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0887.htm
3) 土木施工 Vol.57, No.6, pp. 14 – 17

掃流砂量の増加速度と水位の関係など、流砂水文観
測から導かれるパラメータとその組み合わせについ
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土砂災害研究部 砂防研究室 主任研究官
土砂災害研究部
砂防研究室
内田太郎
主任研究官
研究官
(博士(農学))
泉山
寛明
（博士
（農学）
）内田 太郎 （博士（工学））
交流研究員
交流研究員 	
井内 拓馬 （博士室長
桜井 亘 井内拓馬
（農学））

写真

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

平成28年熊本地震による斜面崩壊分
平成28年熊本地震による斜面
布の特徴 （研究期間：平成28年度）
（研究期間：平成28年度）
崩壊分布の特徴
室長

桜井 亘

（キーワード） 熊本地震、崩壊地、横ずれ断層
（キーワード）
熊本地震、崩壊地、横ずれ断層

平成28年熊本地震では、阿蘇カルデラ内を中心に

る中越地震より崩壊地の数は少ないが、横ずれ断層

多数の斜面崩壊が発生した。これまでも中山間地を

の地震としては、長野県西部地震と並んで、近年の

震源とした内陸直下型の地震が発生すると多数の崩

地震の中でも数多くの崩壊や大規模崩壊が発生した

壊が発生し深刻な被害が引き起こされてきた。
一方、

と言える。今後は、地震による斜面崩壊による被害

地震による斜面崩壊は、地震を引き起こした断層の

軽減に活用できるように断層のタイプや地形・地質

タイプや地質・地形の影響を受ける。そのため、断

が斜面崩壊に及ぼす影響をより定量的に検討してい

層のタイプや地形・地質が地震による斜面崩壊に及

く予定である。

ぼす影響を評価し、斜面崩壊危険度を予測する技術
を開発することは、地震直後の緊急的な対応のため
などにおいて重要となる。
２．熊本地震による斜面崩壊発生状況
図1に示すように、崩壊地は中央火口丘周辺斜面、

黒川

カルデラ壁の斜面に集中している。特にカルデラ壁
中央火口丘

西側斜面から北西側斜面において、集中的に斜面崩
壊が発生した。
３．過去の地震との比較

白川

近年の斜面崩壊が多く発生した中山間地域を震源
とする内陸直下型地震による斜面崩壊の発生状況と
比較した。ここでは、空中写真判読に基づき崩壊地

図1 阿蘇カルデラ周辺の崩壊（赤色）発生状況
全崩壊地

に比べて小さく、長野県西部地震と同程度であり、

岩手宮城内陸
（2008年）

中越沖
（2006年）

中越
（2004年）

鳥取県西部
（2000年）

0.15
0.1
0.05

0

0

岩手宮城内陸
（2008年）

大規模崩壊地の密度は中越地震、岩手宮城内陸地震

0
0.2

5
中越沖
（2006年）

また、図2下に示すように、熊本地震の全崩壊地、

10

中越
（2004年）

顕著に少なく、長野県西部地震に近い。

15

(b) 崩壊地密度

鳥取県西部
（2000年）

壊地の数は中越地震や岩手宮城内陸地震に比べると

40
兵庫県南部
（1995年）

多い方である。一方、面積1ha以上の崩壊の大規模崩

80

兵庫県南部
（1995年）

などに匹敵し、近年の内陸直下地震と比べても数は

160
120

長野県西部
（1984年）

越地震に比べると小さいものの、岩手宮城内陸地震

面積1ha以上の崩壊

(a) 崩壊地数

長野県西部
（1984年）

図2上に示したように、熊本地震の崩壊地数は、中

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
20

熊本
（2016年）

地震によって異なるが、170～800km の範囲である。

熊本
（2016年）

2

大規模崩壊地密度 (個/km2） 大規模崩壊地数 (個）

の特定を行った結果を用いた。対象範囲の面積は、
規模崩壊地数 (個）

防災・減災・危機管理

以上より、熊本地震では、内陸直下の逆断層によ

１．はじめに

全崩壊地密度 (個/km2）

1.

土砂災害研究部 砂防研究室
主任研究官
交流研究員
主任研究官
交流研究員
室長
内田 太郎
鈴木
清敬
桜井
亘 鈴木清敬
土砂災害研究部
砂防研究室
内田太郎

図2 内陸直下型地震による斜面崩壊の数と密度

鳥取県西部地震や中越沖地震に比べて大きい。
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研究動向・成果

同時多発的な土砂災害を
同時多発的な土砂災害を
もたらす集中豪雨発生場
もたらす集中豪雨発生場
の評価（研究期間：平成27〜30年度）
（研究期間：平成27～30年度）
の評価

写真

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

けは不要）

けは不要）

（キーワード） 土砂災害警戒情報、集中豪雨、線状降水帯、土砂災害発生危険度評価
（キーワード）
土砂災害警戒情報、集中豪雨、線状降水帯、土砂災害発生危険度評価
ことがわかった1)。また、各指標の閾値超過数を集

１．はじめに
平成26年広島市で発生した土砂災害をはじめ、近

中豪雨生起ポテンシャルとし、点数が低いものから

年、
甚大な人的・物的被害をもたらした土砂災害は、

高いものをレベル１～４に分けた例を下図に示す。

線状降水帯形成に伴う集中豪雨により引き起こされ

なお、各指標は、Meso Scale Model-Grid Point Value

た例が少なくない。数日前から予測可能な台風・熱

の15時間先予測値
（データ配信に2時間半程度を要す

帯低気圧本体に伴う大雨に比べ、線状降水帯形成に

るため、防災上の利用としては約12時間先）を用い

伴う集中豪雨は、突発的に発生するためリードタイ

て算出し、集中豪雨事例と短時間強雨事例の判別性

ムをもって予測することが難しく、土砂災害による

が比較的良かったSREHとCFLXは、他の指標に比べ高

人的被害が大きいことが分かっている1)。

配点とした。その結果、土砂災害警戒情報が発表さ

このような現状から、線状降水帯形成に伴う集中

れた地域では、集中豪雨生起ポテンシャルが概ねレ

豪雨によって高まる土砂災害発生リスクを早期に予

ベル４となり、土砂災害警戒情報発表の９～12時間

測する技術を開発することが、土砂災害の警戒・避

前に、土砂災害発生リスクが高まる集中豪雨を予測

難にとって重要と考える。そこで、本研究室では、

できることが分かった。

リードタイムをもって線状降水帯形成の蓋然性が高
い場所を評価する手法を検討している。
２．集中豪雨生起ポテンシャルの評価
本検討では、線状降水帯形成に伴う大雨を集中豪
雨と定義し、この評価に影響を及ぼすと考えられる
下表の５つの環境パラメータを指標に用いた。これ
らの指標および閾値を用いることで、集中豪雨事例
と土砂災害発生リスクが小さい夕立のような短時間
強雨事例を判別でき、
少なくとも土砂災害発生の約6

図 集中豪雨生起ポテンシャル評価事例(2016年6月21日)

時間前には防災情報として利用できる可能性がある

３．おわりに
本評価手法は、予測結果が集中豪雨発生範囲より

表 評価に用いる環境パラメータと閾値（案）

も広くなる傾向にあるため、今後、時空間分解能の
高い数値予測の使用や各指標の閾値の見直しなどに
より、
評価精度向上に向けた研究を進めていきたい。
☞詳細情報はこちら
1) 國友優ほか（2016）土砂災害発生予測の精度向上に向
けた集中豪雨生起ポテンシャル評価の試み.平成28年度砂
防学会研究発表会概要集,No.78,pp.B-184-B-185.
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1.
防災・減災・危機管理

土砂災害研究部 土砂災害研究室
土砂災害研究室
土砂災害研究部
室長
主任研究官
野呂 野呂智之
智之
神山神山嬢子
嬢子 研究官研究官
村田村田郁央
郁央 交流研究員
池田池田寛
寛
室長
主任研究官
交流研究員

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

水蒸気及びマグマ水蒸気爆発に
水蒸気及びマグマ水蒸気爆発
起因する土石流発生危険度
に起因する土石流発生危険度
（研究期間：平成26〜28年度）

（研究期間：平成26～28年度）

1.

写真

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付
けは不要）

土砂災害研究部 土砂災害研究室
土砂災害研究室
土砂災害研究部
室長
研究官
研究員
郁央 研究員
鈴木
大和
室長 野呂 智之
野呂智之 研究官 村田
村田郁央
鈴木大和

交流研究員
交流研究員

阪上
雅之
阪上雅之

防災・減災・危機管理

（キーワード） 火山噴火、水蒸気爆発、マグマ水蒸気爆発、土砂災害
（キーワード）
火山噴火、水蒸気爆発、マグマ水蒸気爆発、土砂災害
３．現地調査からわかったこと（阿蘇中岳での例）

１．はじめに
火山が噴火した場合、国は土砂災害警戒区域等に

阿蘇中岳では2014年からマグマ噴火が始まり、2015

おける土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づ

年9月からマグマ水蒸気及び水蒸気爆発の噴火様式

き緊急調査を行い、土砂災害発生の恐れがある時期

に移行し、その後2015年10月にかけて小規模な噴火

と区域を土砂災害緊急情報として市町村や住民に予

が連続し、流域源頭部に細粒な火山灰が堆積した。

め通知・周知することとされている。土砂災害緊急
情報を精度よく発表するためには、火山噴火に起因
する土石流が発生しやすい環境場が形成されている
か否かの判断を適切に行うことが求められる。この
ため、当研究室ではマグマ噴火より発生頻度が高い
水蒸気及びマグマ水蒸気爆発に着目し、過去どのよ
うなプロセスを経て噴火に起因する土石流が発生し
たか体系立てて整理し、近年あった阿蘇中岳噴火の
推移や火山灰の質等と照らし合わせて検証を行った。
２．文献調査からわかったこと
既往文献から、日本における有史以降の水蒸気及
びマグマ水蒸気爆発について整理したところ、110
活火山のうち、49火山で水蒸気またはマグマ水蒸気
爆発の記録が見られ、土石流の記録は60件確認でき

図 2015年9月-11月の阿蘇中岳火口周辺の状況

た。60件中36件は誘因が特定でき、最も多かったも

2015年11月には火口周辺を流れる渓流で最大降雨量

のは降雨型、次いで火口噴出型であった。土石流発

約20mm/hにより、
小規模な降雨型土石流が発生した。

生の状況を整理したところ、①噴火様式が水蒸気や

噴火後の現地調査で採取した火山灰を分析した結果、

マグマ水蒸気爆発に移行した場合、②噴火口が増え

粘土分が約20-40%と多いことが特徴で、粘土分に富

た場合、③火砕流発生後、④降灰域が変わった場合

む細粒な火山灰が集中的に火口周辺に堆積した際に

には、流域の源頭部に細粒な火山灰が多く堆積され

は泥流の発生危険度が高まることがわかった。

るため、土石流が発生しやすくなる可能性があるこ

４．おわりに

とがわかった。また、⑤火口丘内に湯だまりがある

今後個別の噴火事例をさらに精査し、土砂災害緊

場合、⑥源頭部で土砂が谷を埋めてダムアップ（流

急情報を通知する際の土石流の発生しやすさを測る

路閉塞）する場合にも、土石流発生のリスクがある

指標について検討を行っていく予定である。

ため、土砂災害緊急情報の通知タイミングとして検

☞詳細情報はこちら

討する必要があると考える。

1) 阪上雅之・國友優（印刷中）有史以降の水蒸気噴火ま
たはマグマ水蒸気噴火に関連した火山泥流.地質学雑誌
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

無電柱化の効果に関する体系的整理
無電柱化の効果に関する
体系的整理

道路交通研究部 道路環境研究室 室長井上隆司 主任研究官大城温 主任研究官小栗ひとみ
究官
道路交通研究部
道路環境研究室
光谷友樹
室長
主任研究官
井上 隆司
大城 温 主任研究官 小栗 ひとみ 研究官 光谷 友樹

研

（３）「景観・観光」に関する効果

１．はじめに
国土交通省では、道路の防災能力の向上、安全で

「景観・観光」への効果として、住宅地において

快適な通行空間の確保、良好な景観の形成や観光振

は、無電柱化が地価に与える影響、商業地・観光地

興等の観点から無電柱化を進めているが、ヨーロッ

においては、観光入込客数等に与える影響について

パやアジアの主要都市では無電柱化が概成している

検討を行っている。

のに対して、日本の無電柱化率は立ち遅れている。
３．低コスト化技術・政策に関する海外調査

平成28年12月には「無電柱化の推進に関する法律」
が公布・施行され、無電柱化への期待が高まってい

これまで日本で実施されている電線共同溝では、

る。無電柱化を推進するためには、技術的課題の解

整備費用が約5.3億円/km（電気・通信設備に係る費

決とともに、政策目的に応じた事業効果の把握や適

用を含む）と高く、無電柱化を推進するためにはコ

切な評価が必要である。

ストを下げる必要がある。海外ではケーブルを地中

国総研では、無電柱化の更なる推進のために、無

に直接埋設する方式も採用されており、これらの都

電柱化の事業効果の整理・検討、海外の政策や技術

市における電線類の埋設基準（直接埋設・埋設深さ

の動向を把握するための調査を行っている。

等）や埋設技術（掘削・敷設・埋め戻し等）など低
コスト化につながる取り組みや技術の現状調査を行
っている。

２．政策目的に応じた無電柱化の効果
無電柱化の3種の施策目的（「防災」
「安全・快適」
「景観・観光」）に対応した事業効果を整理し参考
となる事例を収集している。また、効果の一部につ
いては、定量化を検討している。以下に検討の概要
を紹介する。

（１）「防災」の効果
「防災」への効果として、地震による電柱の倒壊
図1 側溝を活用した通信線の設置（台湾）

が避難・救援に与える影響に着目し、避難時間や避
難・救援ルートに与える影響について評価方法の検

４．今後の予定

討を行っている。

今後も無電柱化の推進のために低コスト化に資す

（２）「安全・快適」の効果

る技術、事業効果評価手法の確立のための取り組み

「安全・快適」への効果として、専用歩道の無い

を行っていく。

道路において、歩行者・自転車等と自動車との離隔
距離に着目し、無電柱化により有効幅員が拡大する
ことによる安全性の向上の検討を行っている。
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1.
防災・減災・危機管理

（キーワード）
無電柱化、事業効果
（キーワード） 無電柱化、事業効果

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

近年の地震による道路盛土の被災事
近年の地震による道路盛土の
例に基づく分析
被災事例に基づく分析
1.

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

道路構造物研究部 道路基盤研究室
研究官
研究官
室長 久保 和幸
主任研究官
谷川
征嗣征嗣
（博士
（工学）
）榎本 忠夫
榎本
忠夫 室長
久保 和幸主任研究官
谷川
(博士(工学))

防災・減災・危機管理

（キーワード）
道路盛土、耐震性、照査
（キーワード） 道路盛土、耐震性、照査
震で観測された地震波を与えた遠心模型実験結果

１．はじめに
盛土の耐震性を確認する方法（照査法）は、大き

（５ケース）も対象とした。安全率の算出において

く分けると、
「(a)直接的に地震時の変形量を求めそ

は、盛土の強度等のパラメータが必要となるが、実

れが所定の許容値を下回っているか否かを確認する

際の対象盛土から土試料を採取し室内三軸圧縮試験

方法」と「(b)地震による外力を水平の一定力に擬似

を実施することにより当該パラメータを決定した。

的に置き換え、抵抗力と作用力の比から安全率を算

図―１において作用させた水平力はレベル2地震動

出し、それが規定値を上回っているか否かを確認す

に対応した値（水平震度：0.16～0.20）である。

る方法（図―１）」の2通りがある。道路盛土の設計

３．安全率と実際の被災程度の関係性

基準においても (a)の方法が導入されたが、実務設

図―２は、震度法による安全率と盛土の天端にお

計においては、高盛土を除くと、従来から多用され

ける沈下量の関係である。
両者にはよい相関があり、

ており簡便さに利点がある(b)の方法
（以下、
震度法）

安全率の低下に伴い天端の沈下量も大きくなること

を採用する場合が非常に多いのが現状である。

が分かる。特に安全率が1.0未満になると、急激に天

一方で、近年、地震による道路盛土の被災事例が

端の沈下量が増大する傾向にあることが分かる。一

顕在化してきている。2000年以降に限っても、2003

方で、安全率が1.0以上を確保できれば、レベル2地

年宮城県沖地震、2004年新潟県中越地震、2007年能

震動に対して天端の沈下量は限定的なものに留まる

登半島地震、2007年新潟県中越沖地震、2009年駿河

傾向にあることを確認した。
実務設計では、耐震設計が必要な道路盛土につい

湾地震、2011年東北地方太平洋沖地震、2016年熊本

て震度法による耐震性照査を行う場合は、安全率が

地震等による被災がその典型的な例である。
そこで、本研究では、震度法により算出された安

1.0以上であることを確認することになっている。
本

全率と実際の被災程度の関係性を明らかにすること

研究で得られた結果は、震度法による道路盛土の耐

で、震度法による道路盛土の耐震性照査の妥当性を

震性照査が概ね妥当であることを示唆していると考

確認することを目的に、2011年東北地方太平洋沖地

えられる。今後も同様な調査を行い、今回の結論の

震における事例を対象に分析を実施した。

検証を引き続き行う予定である。

道路盛土

作用力

実際の盛土天端の沈下量（
ｍ）

すべり面
水平力

水位
抵抗力

安全率＝抵抗力/作用力

図－１ 震度法の概念図
２．調査概要
本研究では、計４件の被災・無被災事例を対象に
した。また、本４事例だけではデータ数が非常に限

2011年東北地方
太平洋沖地震の
事例
遠心模型実験
結果
＊：実盛土E1、E4については、
地震時の盛土内水位が不
明なため、盛土内水位がゼ
ロの場合と盛土が完全に水
＊ で満たされている場合の２
通りを考慮した。
＊

震度法による安全率

図－２ 安全率と実際の被災程度の関係

られるため、道路盛土に対して1995年兵庫県南部地
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研究動向・成果
研究動向・成果

地震発生後の情報空白期における
地震発生後の情報空白期における
被災規模感推定の取り組み
被災規模感推定の取り組み

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

けは不要）

道路構造物研究部 道路地震防災研究室
道路構造物研究部
道路地震防災研究室室長
研究員
主任研究官
石井
洋輔
中尾 吉宏 （博士（工学））片岡
正次郎
研究員
主任研究官
室長
石井 洋輔
中尾 吉宏 (博士(工学))
片岡 正次郎

1.

速度応答スペクトル（減衰定数0.05）を図2に示す。

１．はじめに
2016年は、
4月14日と16日に発生した2016年熊本地

熊本地震の加速度応答スペクトルは、前震と本震と

震（震度7を2回）をはじめ、内浦湾の地震（震度6

もに既往の主な被害地震と同等の値を示しており、

弱）、鳥取県中部の地震（震度6弱）、茨城県北部の

被害発生ラインを大きく上回っていることから、構

地震（震度6弱）と、最大震度6弱以上の地震が多く

造物に被害が発生していることが予想できた。
被害が限定的であった地震に着目すると、被害発

発生した。

生ラインを大きく下回っており、被害発生ラインは

国総研は大規模地震が発生すると、被災施設の供
用可否の判断や早期復旧のための支援を目的とし、

構造物の被害規模と一致していることがわかる。

TEC-FORCEの派遣を行う。このため、迅速にインフラ

４．今後の取り組み

施設等の被害情報の収集をする必要があるが、地震

過去に発生した地震の地震動強度と被害の分析を

発生直後は被害情報が十分に得られない。そこで、

行い、被害発生ラインの検証を進める。また、地方

道路地震防災研究室では、スペクトル分析情報を作

整備局の地震時の初動対応を支援するため、本年4

成することで被災規模感の推定を行っており、国総

月よりスペクトル分析情報の配信を行う予定である。
10000

研の地震直後の対応を支援している。
２．被害発生ライン
最大加速度応答 [gal]

図1は、被害が限定的（全壊棟数10棟未満）な1997
年鹿児島県北西部の地震、2003年宮城県沖の地震、
2009年駿河湾の地震で得られた、（国研）防災科学
技術研究所の強震観測網（K-NET、KiK-net）や気象
庁の強震記録を用いて作成した、加速度応答スペク

被害発生ライン

1000

K-NET阿久根

100

トル（減衰定数0.05）を重ね書きしたものである。
10

図1の黒矢印と赤帯の範囲は、
一般的に構造物の地震

0.1

被害に影響がある固有周期1～2秒付近を示している。

1.0
固有周期 [s]

10.0

図1 加速度応答スペクトルと被害発生ラインの検討
10000

これらのスペクトルのうち、例外的に大きいK-NET
阿久根の記録を除外し、残りのスペクトルの上限と
最大加速度応答 [gal]

なるラインを「被害発生ライン」としている。
この被害発生ラインを超える強震記録が観測され
た場合、橋梁、中低層建築物などの構造物に被害が
発生する可能性があり、地震後の被災規模感を推定
することができると考えられる。

1000

100

2016年熊本地震本震(KiK-net益城)
2016年熊本地震前震(KiK-net益城)
2016年内浦湾の地震（K-NET南茅部）
2016年鳥取県中部の地震（K-NET倉吉）
2016年茨城県北部の地震（KiK-NET高萩）
2011年東北地方太平洋沖地震（K-NET仙台）
1995年兵庫県南部地震（鷹取駅）

３．2016年熊本地震のスペクトル分析情報
熊本地震をはじめとした2016年の震度6弱以上の

10
0.1

地震記録と、主な被害地震の代表的な強震記録の加

1.0
固有周期 [s]

10.0

図2 2016年発生地震と既往の地震の比較
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（キーワード） 加速度応答スペクトル、被害発生ライン、2016
年熊本地震
（キーワード）
加速度応答スペクトル、被害発生ライン、2016年熊本地震

研究動向・成果
研究動向・成果

平成28年熊本地震の被害を
平成28年熊本地震の被害を
踏まえた道路橋の被災状況
踏まえた道路橋の被災状況
把握システムの開発
把握システムの開発
1.

写真

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付
けは不要）
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研究官
道路構造物研究部 道路地震防災研究室
道路構造物研究部
辰史
(博士(工学)) 梶尾
研究官
室長
研究員
研究官
石井
洋輔
研究員
研究官量太 （博士（工学））片岡
室長正次郎
（博士
（工学）
）梶尾 辰史
道路地震防災研究室
石井 洋輔 中川
中川 量太 (博士(工学))
片岡 正次郎

（キーワード） 道路橋、地震被害、道路啓開、被災状況把握
（キーワード）
道路橋、地震被害、道路啓開、被災状況把握
の確立に資する検討をしていきたい。また、試行フ

１．はじめに
首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模地震後

ィールドの観測を継続し、実用化へ向け、道路管理

の復旧活動では、迅速かつ効率的に道路啓開を行う

者のニーズに応じた被災情報の提供方法の改善も進

ことが重要である。これまで、平成23年東北地方太

める予定である。
現場(橋梁)

平洋沖地震における被害橋梁の通行障害を分析し、

道路管理者携帯
・対象橋梁
・超過部位
・段差量

実物大実験や実橋でのモニタリングを実施し、安価
な変位計による橋台背面盛土の沈下量の精度検証等

地震
被災
発生!!

1)

を行ってきた 。その結果を踏まえ、効率的かつ確

データ配信
（異常時）
被災箇所の
位置図（ ）

実に道路橋の地震被害の状況や通行障害を面的情報
としてリアルタイムに把握する被災状況把握システ

データ配信
（常時）

ムを開発し、試行フィールドである9橋に設置し，現

データ配信
（異常時）

データ処理

在試行中である。
２．被災状況把握システムの改良

道路管理者PC

サーバー

図１ 道路橋被災状況把握システムの概要図

平成28年熊本地震では最大震度7の地震が4月14日
と4月16日に立て続けに発生し、
道路橋の甚大な被害

国道10号 L=152m

国道3号 L=140m

をもたらしている。この地震被害では橋梁の上部工
の移動・ずれや橋台・橋脚の損傷、支承の損傷、変
位制限装置の損傷等が発生している。図１に示す既
存システムでは通行可否の判断に必要な被災度の把
桁端部変位計(橋台・桁間)

握は難しいため、橋脚や支承、落橋防止システム等

傾斜計(橋脚上)

小型カメラ(支承周り)

の損傷状況を把握できるような改良が必要である2)。
被災度を把握できるようなシステムの検討を行い、
図２ 新たな設置橋梁(上段)とセンサ設置例(下段)

熊本地震発生後に新たに熊本県と大分県の4橋に従
来の変位計に加え、図２に示すような傾斜計や小型
カメラ、振動計を設置し、観測精度や異常検知の閾

【参考】

値の妥当性を検証しているところである。

1) 梶尾辰史、長屋和宏、松本幸司：変位計による道路橋
地震被災把握システムの開発に関する考察、第6回インフ
ラ・ライフライン減災対策シンポジウム講演集、
pp.118-123、2016.1
2) 石井洋輔、梶尾辰史、片岡正次郎：変位計を用いた道
路橋被災状況把握システムの構築、日本地震工学会・大会
-2016梗概集、P3-29、2016.9

３．今後の取り組み
新技術・新材料の開発や普及が日々進み、道路管
理の場に取り入れられることが想定される。今後は
新技術・新材料を道路管理に活用する際の検証方法
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研究動向・成果
研究動向・成果

冬期道路管理基準策定支援
冬期道路管理基準策定支援と
とレーダ技術の降雪把握に
レーダ技術の降雪把握に関す
関する適用可能性について
る適用可能性について

写真

写真

写真

写真

（写真

（写真

（写真

（写真

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

室長
室長
(博士(工学)
（博士（工学）
）

洋輔

片岡 正次郎
片岡 正次郎

（キーワード）
Ｘバンドレーダ雨量計、降雪把握、道路雪害
（キーワード） Ｘバンドレーダ雨量計、降雪把握、道路雪害
図-１は2016年1月24日～26日にかけて発生した新

１．はじめに
近年、絶対的な降雪量は減少傾向にあるものの、

潟県長岡市における降雪におけるレーダデータと気

局所的且つ短時間に大量の降雪が発生、それにより

象庁が測定した近傍地点の降水、降雪量データを比

通行障害が発生している。また、積雪は定常的に降

較したものである。降雪の有無は、気象庁データと

雪が発生するエリアに留まらず、四国や九州など、

レーダは一部乖離があるが、ほぼ一致していた。一

定常的に積雪が発生しないエリアにおいても発生し

方、降雪量については、気象庁データとは大きな乖

ている。除雪の判断に必要となる情報は、
「いつ」、

離が生じていた。

「どこで」、「どの程度（量）」の雪が「どの程度

レーダの反射波は雨量の把握を目的としているた

降り続くか」等に関する情報である。従来、これら

め降雪量を把握する場合、降雨把握用Ｃバンドレー

の情報は気象（予測）データ、雨量計、ＣＣＴＶ等

ダにおける降雨量把握補正法であるダイナミックウ

から入手し、
それらを道路管理者が総合的に判断し、

インドウ法等の活用、テレメータやＣＣＴＶ等、他

除雪を行っている。

センサ情報の組み合わせについて、検討を行う必要
がある。

近年、国土交通省では、集中豪雨等を把握すべく
Ｘバンドレーダ雨量計(以下、レーダと記す)の整備

３．今後の予定

を進めている。このレーダから得られる情報を降雪

レーダによる降雪量把握について検討を進めると

把握に適用する事が可能であれば、除雪行動の適切

ともに、
取得情報の活用形態として｢除雪開始タイミ

化に寄与出来る。このため、国総研ではレーダによ

ングの判断｣、｢地吹雪の発生可能性に関する判断と

る降雪把握可能性及び降雪時における除雪行動への

情報提供｣、｢降雪記録データによる災害発生可能性

反映形態について検討を実施している。

判断｣等について検討を進める予定である。

２．レーダによる雪検出性能の検討
hhttp://www.hkd.mlit.go.jp/kanribu/chosei/
ttp://www.hkd.mlit.go.jp/kanribu/chosei/
fuyutopia/PDF/34T_H.pdf
fuyutopia/PDF/34T_H.pdf

レーダはマイクロ波（9.7GHz）を利用した豪雨把
握用であり検出範囲半径約60～80㎞（天候により多
少の変動有り）、250mメッシュ単位で降雨位置・量、
風向、風速が把握可能
である。このレーダを
一種の積雪深計の一部
として活用するには、
降雪の有無、
量が把握。
可能であるかの検討が
必要になる。

図-1 Ｘバンドレーダ雨量計データと気象庁データの比較
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1.
防災・減災・危機管理

道路構造物研究部
道路構造物研究部
主任研究官
研究員 研究員 石井
道路地震防災研究室 主任研究官
今長今長
信浩 信浩
石井 洋輔
道路防災研究官
道路交通研究部
齋藤清志
清志
齋藤

研究動向・成果
研究動向・成果

道路橋の耐震補強のより効果的な
道路橋の耐震補強のより効果的な
進め方について
（研究期間：平成28～30年度）
（研究期間：平成28〜30年度）
進め方について
主任研究官

中尾吉宏

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不

けは不

室長

片岡正次郎

(博士(工学))

防災・減災・危機管理

（キーワード）
道路橋、耐震補強、補強効果
（キーワード） 道路橋、耐震補強、補強効果
を確保した上で、沿岸主要都市へのアクセス１５ル

１．はじめに
平成28年熊本地震では、これまでの耐震補強によ

ート等を確保する早期啓開が実現された。この様な

り、道路橋の被害が軽減されたものの、一部で機能

早期啓開が可能となったのは、上述の耐震補強が進

回復に時間を要する損傷事例も生じた。道路橋の耐

められたことにより、昭和46年以前の技術基準が適

震補強を一層効果的に進めていくためには、被害地

用された道路橋の被害が軽減されたためである。ま

震を経験した道路橋への耐震補強の効果を分析した

た、くしの歯作戦により道路啓開を集中的に進める

上で、未補強橋梁等に対する今後の耐震補強の進め

路線が絞られたことや、啓開にあたり災害協定に基

方を検討していく必要がある。ここでは、過去に進

づく地元建設業等の協力が得られたことも寄与した

められた道路橋の耐震補強の効果の一端を紹介しな

とされる1)。

がら、国総研で進めている調査研究を紹介する。

４．一層効果的な耐震補強のために

２．これまでの耐震補強の効果

国総研では、道路橋への耐震補強の内容に応じて

図1は、
平成23年東北地方太平洋沖地震による直轄

得られる被災度の改善効果や、道路ネットワーク機

国道の道路橋の被災率を示す。
平成7年兵庫県南部地

能の早期確保による社会経済的効果等の分析を進め

震では、昭和46年以前の技術基準を適用した橋脚に

ている。
この様な分析を、
熊本地震等を対象に行い、

倒壊や変形などの甚大な被害が多く生じたが、
図
（東

未補強橋梁等に対する耐震補強を今後どの様に進め

北地方太平洋沖地震）では、その様な傾向は認めら

ていくべきかを検討していく予定である。

れない。これは、1978年宮城県沖地震の被災により

また、兵庫県南部地震と同程度の地震動に対しても
落橋等の甚大な被害を防止する「緊急輸送道路の橋

青森港
八戸港
東北道・国道４号

耐震性が低い道路橋の更新・補強が進められたこと、

内陸を縦走する
東北自動車道・国道４号の
久慈港

梁耐震補強３箇年プログラム（平成17～19年度）」
宮古港

等により補強が進められたことによる。

太平洋沿岸部への救援路を速やかに確保するための

東北道・国道４号

東北地方太平洋沖地震では、津波で被害を受けた

釜石港
東北自動車道・国道４号から
沿岸地域に通じる

大船渡港

「くしの歯作戦」が決行された。これにより、内陸
石巻港
仙台塩釜港（塩釜港区）
仙台塩釜港（仙台港区）

を縦貫する東北自動車道及び国道4号の縦軸ライン
100%

50%

大被害
中被害
小被害又は被害無し

175

35

23

71

相馬港
東北道・国道４号

被災率

1.

道路構造物研究部 道路地震防災研究室
道路構造物研究部
道路地震防災研究室
主任研究官
中尾 吉宏 （博士室長
片岡 正次郎
（工学））

写真

沿岸地域を結ぶ
命の道が繋がった

小名浜港

0%

6
1
14
昭和46年以前 昭和55年

3
平成2年

図21) くしの歯作戦
1

4
平成8年以降

☞詳細情報はこちら
1)東北地方整備局 HP：「東日本大震災 復興までの道の

耐震設計に適用された道路橋示方書の改定年

図1 適用基準毎の被災率

り」及び「震災伝承館」、http://www.thr.mlit.go.jp/
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

災害拠点建築物の機能継続技術の開発
災害拠点建築物の機能継続
（研究期間：平成25～28年度）
（研究期間：平成25〜28年度）
技術の開発
建築災害対策研究官
建築研究部 建築災害対策研究官
石原 晃彦
建築研究部
石原晃彦
室長
成田主任研究官
潤也 喜々津仁密
基準認証システム研究室
成田潤也
基準認証システム研究室
(博士(工学))

室長

主任研究官
（博士（工学））

喜々津 仁密
岩田 善裕
諏訪田 晴彦
構造基準研究室
平光 厚雄
山口 秀樹
設備基準研究室
脇山 善夫
評価システム研究室

主任研究官
(博士(工学))

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

岩田善裕

（キーワード） 東日本大震災、災害拠点、津波、竜巻、継続使用
（キーワード）
東日本大震災、災害拠点、津波、竜巻、継続使用
１．はじめに

写真－１ 実大５層建築物の載荷実験

東日本大震災における地震や津波による建築物被

津波対策の技術としては、東日本大震災における

害や、近年発生した竜巻による被害等を踏まえ、平

被害事例や水理実験（写真－２）の結果を踏まえ、

成25年度から4か年の計画で総合技術開発プロジェ

外壁材の脱落を考慮した耐津波設計法や、建築物の

クト「災害拠点建築物の機能継続技術の開発」を実

形状や柱配置に配慮した低抗力型建築物の設計法に

施しており、自治体庁舎等の災害応急対策の拠点と

ついての提案を行った。

なる建築物が被災後も継続して機能を発揮すること

また、竜巻や台風時の飛来物による外壁や窓ガラ

ができるようにするための技術開発を行った。

スの損傷防止対策に関して、外装材の耐衝撃性能の

２．災害拠点建築物に関する技術開発

評価方法を開発するとともに、外装材衝撃試験装置
を用いた実験を踏まえた提案を行った。

地震対策の技術として、まず、地震時の躯体の変
形を抑制するために、従来の一般的な構造設計では

このほか、
ライフラインが途絶した状況での電気、

柱から切り離されている開口部周りの壁（そで壁・

給排水等の設備の機能維持についても先進事例を含

垂れ壁・腰壁）を利用した設計法（損傷制御設計法）

め幅広く調査を行い、建築設備の被害軽減対策や機

を提案している。このため、実大５層の建築物によ

能継続のための運用・管理技術等についても整理を

る載荷実験を実施し、建築物フレームの強度・剛性

行った。

を高めて、変形や柱梁接合部等の損傷を低減する効
果について検証を行った。（写真－１）
また、地震による天井落下等の対策のため、地震
時に天井に生じる力を構造躯体に伝える水平力抵抗
部材を開発し、従来の斜め部材による方法よりも天
井裏利用の自由度の高い設計方法を提案した。

写真－２ 水圧で外壁材を破壊させる水理実験
３．災害拠点建築物の設計ガイドラインの提案
本研究で得られた成果を踏まえ、災害拠点建築物
が大規模災害時に機能を維持するために設計に当た
って配慮すべき事項を「災害拠点建築物の設計ガイ
ドライン（案）」として取りまとめ、提案する予定
である。
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主任研究官
（博士（工学））
諏訪田晴彦
構造基準研究室 主任研究官
主任研究官
(博士(工学))
（博士（工学））
主任研究官 主任研究官
平光厚雄 (博士(工学))
山口秀樹
設備基準研究室 室長 室長
（博士（工学））
主任研究官
主任研究官
脇山善夫
評価システム研究室 (博士(工学))
（博士（工学）
）

写真

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

建築物の地下震度評価のための遠心
建築物の地下震度評価のための
載荷実験 （研究期間：平成26～28年度）
（研究期間：平成26〜28年度）
遠心載荷実験

写真
（写真ﾃﾞｰ
ﾀの貼り付
けは不要）

主任研究員

柏 主任研究員
尚稔

柏 尚稔

（キーワード） 建築基礎、地下震度、地盤と構造物の動的相互作用
（キーワード）
建築基礎、地下震度、地盤と構造物の動的相互作用

近年頻発している大地震では、建築物の基礎構造

深さと地盤剛性である。
図2に地表面の最大加速度に

が被害を受け、上部構造が健全であっても建物の機

対する基礎の最大応答加速度の関係を示す。中小地

能性が著しく損なわれた事例が数多く報告されてい

震に相当する加振では地表面の加速度≒基礎の応答

る。現状として、建築分野では杭基礎に対しては大

加速度となっているが、大地震では地表面の加速度

地震における性能照査を義務付けていないが、避難

＞基礎の応答加速度となっており、大地震に対して

等を鑑みると、地震後に建物の機能性を確保するこ

は地下震度の合理的な設定が望まれる。今後、パラ

とは極めて重要であり、杭基礎においても大地震に

メータによる数値解析を実施し、現象を解明して合

対する耐震設計を実施することが望ましい。
図1に示

理的な地震荷重を提案したい。

すように、大地震に対する杭基礎の耐震設計では、

☞詳細情報はこちら

地震外力として、上部構造慣性力に起因する杭頭せ

1) 国総研建築研究部構造基準研究室HP
http://www.nilim.go.jp/lab/hcg/index.htm

ん断力と地盤応答に起因する地盤変位を考える。こ
の中で、杭頭に作用する上部構造地下部分の水平震
度（以下、地下震度という）に関しては実証研究例
が少なく、根拠のある設計用外力を設定するに至っ
ていない。このような背景を受けて、国総研では研
究課題「巨大地震に対する中低層建築物の地震被害
軽減技術に関する研究」1)の一環として、杭基礎模
型建物の遠心場振動実験を実施し建築物の地下震度
評価のための基礎データを収集した。
２．模型杭の遠心載荷実験

写真1 遠心場振動実験用模型地盤

写真1に示すように、約2.0×0.8×0.5mのせん断
土槽に杭基礎模型を設置し、漸増振幅で地震波の連

基礎の応答加速度 (m/s2)

15

地下震度には大地震下の動的相互
作用効果が含まれるため不明確
建物
慣性力
倒壊を防止するため
の設計用地震動を
基盤で規定

地下震度

地盤
変位

2

防災・減災・危機管理

続加振を実施した。実験パラメータは基礎の埋込み

１．建築における杭基礎の設計

Sa (m/s )

1.

建築研究部 構造基準研究室

0
0

10
大地震

5

0
Period (s)

図1 大地震に対する杭基礎設計の概要

埋込み小・地盤普通
埋込み大・地盤普通
埋込み小・地盤軟弱
埋込み大・地盤軟弱

中小地震

0

5
10
15
2
地表面上の加速度 (m/s )

図2 地表面加速度と基礎の応答加速度
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

写真

写真

地震後火災に対する建築物の安全性
地震後火災に対する建築物の安全
評価技術の開発（研究期間：平成27〜29年度）
（研究期間：平成27～29年度）
性評価技術の開発
室長
建築研究部 防火基準研究室
林 吉彦 主任研究官 鈴木 淳一
(博士(工学))
室長
建築研究部 防火基準研究室 （博士（工学））林 吉彦
主任研究官
樋本圭祐
主任研究官
鈴木 淳一 主任研究官 水上 点睛 主任研究官 樋本 圭祐

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付
けは不要）
主任研究官

水上点睛

1.

ほど上昇速度が高くなった。亀裂部の熱影響を把握

１. はじめに
大地震発生後には、建築物が地震の被害のみなら

するため、当該部分の熱収支を考慮した温度推定モ

ず、火災の被害をも受ける恐れが高い。また通常の

デル(図2)を構築し、
亀裂幅と温度上昇の関係を定量

消火活動が困難となる事態も想定されることから、

化した。

火災被害の影響が大きくなる可能性がある1)。

３. 地震火災後時のコンクリート床の温度特性

震災直後には、二次災害の防止等の観点から応急

鉄筋コンクリート部材においても、亀裂からの熱

危険度判定が実施されるが、建築物で火災が発生し

進入が耐火性能や火災後の耐力低下に影響を及ぼす

て構造体の温度が上昇すると、主要構造部の剛性や

恐れが大きい。ここでは、損傷した床版(図3)の安全

耐力等が低下している可能性もあり、地震被害に加

性評価を目的として、亀裂とその周辺の熱的影響を

え火災被害をも被った建築物に対しては、十分な安

実験的に把握した(図4)。今後は、地震火災被害を受

全性の確認方法が構築できていない。

けた主要構造部の耐力評価モデルの構築を検討する
予定である。

本研究では、地震後火災を被った建築物の安全性
の評価方法を構築することを目標として、部材や被
覆材にひび割れなどが発生した場合の熱侵入の影響
を実験等により把握した。
２. 地震後火災時の鋼部材の温度特性
耐火被覆された鋼部材は、地震被害等により被覆

図3 床のひび割れの実態把握

材に亀裂や欠損等の損傷を被る可能性がある。ここ
では、成形板張付け工法(けい酸カルシウム板)およ
び巻付け工法(耐熱ロックウールフェルト)により耐
火被覆した鋼柱、
鋼梁に亀裂を想定した隙間を設け、

図4 亀裂物部分の温度熱映像

火災を模擬した加熱実験を実施した(写真1)。
部材の

参考文献：
1)これからの<建築-都市-環境>に対応した 新たな区画設計を考
える,日本建築学会 研究集会資料, 2015

耐火性能の指標となる鋼材温度は、亀裂幅が大きい

1400

ISO834
Un-protected steel

1200

Gap(0～10mm)

Gap
100mm
100mm
Gap
40mm
40mm
Gap
20mm
20mm
Gap
10mm
10mm
Gap
5mm
5mm

Tempurature(℃)

1000
800
600
400
200
Gap, Crack

0
0

写真1 鋼材試験体

図1 亀裂部の伝熱モデル
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図2 亀裂部分の鋼板の温度推移
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（キーワード）
地震後火災、主要構造部、ひび割れ、亀裂、損傷、熱侵入
（キーワード） 地震後火災、主要構造部、ひび割れ、亀裂、損傷、熱侵入

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

避難所における被災者の健康と安全
避難所における被災者の健康と安全
確保のための設備等改修技術の開発
確保のための設備等改修技術の開発
（研究期間：平成２９〜３１年度）

（研究期間：平成２９～３１年度）

1.

建築研究部 設備基準研究室
建築研究部 設備基準研究室

室長
（博士
（工学））
室長
(博士(工学))

平光 厚雄
平光厚雄

防災・減災・危機管理

（キーワード） 避難所、健康、安全、建築設備
（キーワード）
避難所、健康、安全、建築設備

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

主任研究官
（博士
（工学））
主任研究官
(博士(工学))

山口 秀樹
山口秀樹

2.2 避難所における安全確保技術の開発

１．はじめに

避難所の使用可否判断技術の開発を行うとともに、

「南海トラフ巨大地震」、「首都直下地震」のよ
うな巨大地震等が発生した際には、避難者数は数百

建築設備の地震被害の状況整理と天井の耐震化に併

万人規模になると予想されている。また、避難所生

せて実施する換気・空調設備等の耐震改修手法の開

活が長期間に及んだ場合、避難所における精神面も

発を行う。

含めた健康被害防止と安全確保を行う必要があるた

３．研究研究の活用

め、避難所の住環境改善手法の整備が必要となって

これらの成果が、防災対策マニュアル等の指針類

いる。一方、既存の防災対策における避難所の指針

に反映されることにより、防災対策を策定する地方

等では、健康被害等を防止するための規定はあるも

公共団体等の取り組みを支援することを目的とし、

のの、具体的な整備・改修方法の情報が不十分とな

避難所生活における身体的・精神的健康被害の軽減、

っている。

安全性を向上させることが可能となる。

これらの背景、問題点に対応するための研究開発
を平成29年度から計画している。本報では、研究の
概要について紹介する。
２．研究概要
2.1 避難所における健康確保技術の開発
避難所の住環境として、トイレ・衛生環境、プラ
イバシー、音・温熱・光環境性能などを確保するた
めの具体的な手法や改修技術について提示すること

写真１ 開発するパーティションのイメージ

を目的とした研究開発を行う。健康確
保技術開発のイメージを図１に、開発
するパーティションのイメージを写真

避難所
（体育館、公民館、市民会館、
福祉施設等の公共施設が対象）

保安性とプライバ
シーを両立する照明
調光手法の開発

１に示す。具体的には、太陽光発電及
太陽光発電

び蓄電池による直流給電システムのパ
ッケージ化、響きやすい空間のため騒

直流点灯 LED

がしい空間の改善も考慮した吸音性を
もつパーティションの開発、避難所内

通信機器充電用

の区分けに応じた照明環境の提示と調
光手法の開発、簡易設置可能なトイレ
システムや仮設トイレの衛生環境向上
技術の開発を実施する。

仮設トイレの活用方法、
ライフライン途絶状況
（中水、下水）に応じた
避難所用トイレ確保技術
の開発

コンセント
通風を考慮し
た外壁開口部
により、換気、
温熱環境制御

プライバシーと音環
境の両方を考慮した
吸音性をもつパー
ティション

蓄電池

ライフライン途絶状
況に応じた電力確保
手法と有効活用技術
の開発

図１ 避難所における健康確保技術の開発のイメージ
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研究動向・成果

高齢社会における非常時の
高齢社会における非常時の
バリアフリー技術の開発
バリアフリー技術の開発

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

（キーワード） バリアフリー、非常時、避難支援技術
（キーワード）
バリアフリー、非常時、避難支援技術
１．はじめに
近年、共同住宅等のバリアフリー環境については
住居の周辺も含め整備が進められてきた一方で、火
災等の非常時の対応については未だ課題が多い。従
来の避難方法は、主に一般の健常者を想定したもの
で、今後の高齢社会に多くを占める高齢者や障がい
写真1 ビデオ映像を用いた心理評価実験

者を対象としたものとなっていない。国総研では、
新たな避難支援技術の開発とその性能評価手法の検
討を目的に、事項立て課題「共同住宅等における災
害時の高齢者・障がい者に向けた避難支援技術の評
価基準の開発」
を平成27年度から3カ年で行っている。
昨年度は、設計者や施設管理者等へのヒアリングか
ら避難器具へのニーズ及び新技術の調査について問
題点やニーズの把握を行った。2年目の本年度は、先

写真2 避難行動観察による心理評価実験

の調査結果を踏まえ、新たな避難器具の評価基準の

（2）疑似体験セットを用いた動作実験
実験実施上の安全確保の観点から、健常者に対し

整備に向けた人間工学的実験を行った。

は疑似体験セット（片マヒ、高齢者等）や子供のダ

２．実験の概要
高齢者・障がい者等の身体的特性に配慮したリフ

ミー人形セットを装着してもらい、避難器具の使用

ト型緩降機の試作機に対し、その操作性や安全性に

の可否、避難時間の計測等を行った。実験計画及び

ついて被験者実験から要求性能を明らかにすると共

実験結果の妥当性については、事前に専門家からの

に、評価基準整備に向けたデータ取得を行った。ま

アドバイスを受けながら、研究を進めた。

た、既存の避難器具を含め人的特性に応じた避難器
具の特徴の抽出を試みた。
（1）当事者による心理評価実験
子ども連れ
（３歳未満の子どものいる女性）
４名、
下肢障がい者（杖・歩行器・車いす使用、男女半々）
４名、高齢者（65歳以上、男2名女2名）４名の計12

写真3 子連れ動作実験

名の方に、避難器具を使ってスタッフが降下避難す

３．成果の公表と普及

写真4 撮影の様子

成果は、学会の大会梗概などで速やかに公表する

る様子をビデオ映像及び実際の避難行動を見てもら

と共に、試作中の避難支援装置などは、実験場の公

い、各装置の印象について評価してもらった。

開などを通じて広く社会に認知を図っていく。
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けは不要）
けは不要）
住宅研究部
住宅研究部
室長
室長
主任研究官
住宅生産研究室(博士(工学))
布田 健
かおり
住宅生産研究室
布田
健 （博士
根本かおり
（博士（工学））
（工学））根本
(博士(工学))
建築研究部
建築研究部
主任研究官
主任研究官
主任研究官
防火基準研究室 主任研究官
鈴木
（博士（工学））
（農学））中川
防火基準研究室
鈴木 淳一
淳一 基準認証システム研究室
基準認証システム研究室 （博士
中川貴文
貴文
(博士(工学))
(博士(農学))

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

地区の防火性能確保
地区の防火性能確保への
への取り組み
（研究期間：平成２６〜２８年度）
取り組み
（研究期間：平成２６～２８年度）

1.

写真

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

けは不要）

けは不要）
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都市研究部
室長
都市防災研究室 （博士（工学）
竹谷 修一
）
室長
室長
室長
都市研究部
都市防災研究室
竹谷修一
都市計画研究室 （博士（工学））木内 (博士(工学))
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市街地火災、市街地防火性能、ケーススタディ
燃領域率、延焼抵抗率の算出を行った。

１．はじめに

３．市街地火災シミュレータを用いた現状評価

わが国ではこれまで様々な火災対策が推進されて
おり、近年では特に防災上危険な密集市街地（写真

３地区について建物１棟ごとの３次元市街地デー

１参照）の改善が地方公共団体によって進められて

タを構築し、出火からの延焼状況を算出する市街地

いる。防災上危険な密集市街地を抽出する際には、

火災シミュレータを用いて、地区内の１箇所から出

火災危険性のマクロ指標である不燃領域率や延焼抵

火した際の延焼状況を算出した。C地区において、南

抗率が使われることが一般的である。
しかしながら、

端の建物から出火、
南風12m/sの条件で計算したとこ

マクロ指標では即地的な建物配置状況を考慮した防

ろ、出火後1時間では22棟、2時間後で60棟が焼失し

火性能を評価出来ないため、地区内で特に危険な箇

ているが、3時間後には123棟が焼失しており、出火

所に改善した場合でも、地区の実質的な防火性能向

からの経過時刻とともに、延焼拡大が早くなること

上効果として十分に反映出来ない場合もある。

が確認された（図１）。
４．今後の検討予定

国総研ではこのようなマクロ指標では計測出来な
い防火性能の改善効果について、市街地火災シミュ

シミュレーション結果等を踏まえ、地区内で特に

レータを用いて評価する手法を研究しており、ここ

危険な箇所を抽出し、当該箇所に対し建物防火性能

では、現在の検討状況について述べる。

の向上、道路拡幅等の対策を集中的に行った際の、

２．対象地区の選定と不燃領域率等の算出

不燃領域率等の向上、焼失棟数の減少等の地区の防

首都圏における防災上危険な密集市街地から、
「延

火性能改善効果について確認する。これらは密集市

焼危険性」と「避難・消火の困難性」を評価指標と

街地の改善効果の診断手法としてとりまとめ、地方

して、A.防火・避難の双方の安全性向上が求められ

公共団体への技術支援を行っていく予定である。

る地区、
B.主に防火安全性の向上が求められる地区、
C.主に避難安全性の向上が求められる地区から、そ
れぞれ１地区を選定した。この３地区について、防
火性能を算出するために必要なGISデータを構築す
るとともに、作成したデータを用いて、現状での不

図１ C地区における３時間後の延焼状況
（国土地理院の基盤地図情報を用いて作成）

写真１ 防災上危険な密集市街地の様子
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（研究期間：平成２９〜３１年度）
地震火災時の通行可能性診断技術の
開発 （研究期間：平成２９～３１年度）
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ﾀの貼り付
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1.

１．研究の背景と目的

可能性診断技術

今後発生すると想定されている首都直下地震、あ

・地震火災時の通行可能性の簡易な判定指標の作

るいは南海トラフ地震等においては、建物倒壊等の

成と対策効果の検討

多大な被害が発生するとともに、火災の発生が想定

具体的には、地震時に発生する火災を想定し、出

されている。たとえば、中央防災会議による首都直

火箇所において、同時に延焼する領域の規模、位置

下地震の被害想定では、火災焼失棟数約41万棟、火

を特定するとともに、この領域から発せられる熱量

災による死者数約1万6千人と推定されている
（図１）
。

について算定する手法を開発する（図２）。さらに、

この人的被害等の軽減に際しては、建物の防火性能

この発熱量を基に、沿道建物の構造・高さ・立地等

を向上させるとともに、避難、緊急車両の通行に際

の市街地状況を考慮しつつ、地震火災時における通

して火災による影響を低減する必要がある。

行可能性診断技術を開発するものである（図３）。

この状況を踏まえ、国総研では2017年度より新た

さらにこれらを踏まえ、簡易な判定指標作成に取り

に、地震火災が発生した際の通行可能性を簡易に診

組むこととしている。

断する技術を開発することとした。この技術開発に
より、地震火災時の避難、緊急車両の通行への影響
同時に延焼する領
域の規模や位置の
特定や発熱量の算
定手法を開発

を低減するための、初動対応の充実化、市街地整備
等の事前対策がより充実することが期待される。

図２ 同時延焼領域の特定と発熱量の算定
沿道建物の構造・高さ・立地等
に基づく、地震火災時における
通行可能性診断技術を開発
大規模地震時に市
街地火災が発生す
る可能性
図１ 焼失棟数の分布（被害想定）
図３ 市街地状況を考慮した通行可能性の診断

（出典）中央防災会議「首都直下地震の被害想定と対策」

３．成果の活用予定

２．研究内容

研究成果については、災害対応関係機関における

この研究は以下の３つから構成される。
・気象条件等を考慮した、同時に延焼する領域の

初動対応オペレーション、市街地整備等の事前対策

規模や位置の特定や発熱量の算定手法の開発

等の充実化の検討に資するよう、技術的支援を行っ
ていく予定である。

・沿道建物状況に応じた地震火災時における通行
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題解決に向けた要望・アイデア、
事業展開上の工夫、

１．はじめに
密集市街地における防災性の向上は喫緊の課題で

密集市街地における事業展開上の利点、等である。

あり、建て替え等の市街地整備の阻害要因となり得

密集市街地での事業展開にあたり想定される阻害

る接道不良や輻輳した権利関係等の諸問題を、効果

要因とその影響度についての回答結果を下図に示す。

的に解決する方策が求められている。また、行政の

影響度別に100pt.(決定的な阻害要因である)から

厳しい財政制約下においては、民間事業者の日常的

0pt.(阻害要因ではない)までポイントを設定し構成

な事業展開により物的改善が進むよう、密集市街地

比で重み付けして影響度の平均スコアを算出した。

の市場性を高める等の環境整備も必要である。

スコアの高かった上位５位は、⑦接道規定への適合

国総研では、民間活力を活用した密集市街地の物

が困難(69.0pt.)、③自動車通行が困難(62.1pt.)、

的改善の促進に向け、密集市街地が不動産市場に載

⑭権利者が高齢で土地活用意向が低い(59.8pt.)、
⑮

りにくい要因や、民間事業者が事業展開を行う上で

借地の建物変更承諾料により建替えが困難

の課題・条件等について、民間事業者に対し意識調

(58.9pt.)、
④地権者が多くまとまった土地確保が困

査を行った。本稿ではその結果の一部を紹介する。

難(57.8pt.)、
⑪道路付けが悪い等により工事が困難

２．密集市街地における事業展開に関する意識調査

となり事業費が割高となる(57.8pt.)、であった。
３．おわりに

意識調査は、大手ハウスメーカー、地域ビルダー、
ディベロッパー、不動産事業者、設計事務所等

今後は、調査結果を精査するとともに、民間事業

合計72社に対し郵送アンケート方式により行った

者が独自の取り組みにより密集市街地整備の阻害要

(回答率44.4％)。質問項目は、密集市街地での事業

因を解決し物的改善につなげた先進事例について、
ヒアリング等により情報収集を行う予定である。

実績、事業展開方針、阻害要因と影響度・理由、課
0%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ⅰ．地区
イメージ、
利便性

③自動車通行が困難
④地権者が多く、まとまった土地確保が困難

⑧必要な延べ床面積を確保しようとすると、容積率制限への適合が困難

Ⅳ．事業費

20%

②密集市街地という地区イメージ

⑤個々の敷地が狭く建築設計の自由度が低い

Ⅴ．権利者・居住者

10%

①災害に対する脆弱性

Ⅱ．敷地
条件
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基準法
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1.

都市研究部 都市開発研究室
都市研究部 都市開発研究室
都市研究部 都市防災研究室
都市研究部 都市防災研究室

写真

⑥建設資材置場の確保が困難
⑦接道規定への適合が困難
⑨必要な延べ床面積を確保しようとすると、形態規制への適合が困難
⑩防火規制による構造基準を満たそうとすると、事業費が割高となる
⑪道路付けが悪い等により工事が困難となり、事業費が割高となる
⑫電柱や配管の一時撤去が必要となり、事業費が割高となる
⑬賃料や販売価格相場が低く、事業収支が成立しにくい
⑭権利者が高齢で土地活用意向が低い
⑮借地の建物変更承諾料により、建替えが困難
⑯近隣住民とのトラブルリスク
⑰権利者の収入が低いため、建替え資金の調達が困難
⑱権利者が高齢なため、建替え資金の調達が困難

0pt.
決定的な阻害要因である(100pt.)

非常に大きな阻害要因である(80pt.)

50pt.
大きな阻害要因である(60pt.)

平均スコア

あまり阻害要因ではない(20pt.)

図 民間事業者の密集市街地での事業展開にあたり想定される阻害要因とその影響度
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（キーワード） 高潮、浸水、気候変動
（キーワード）
高潮、浸水、気候変動
１．はじめに
人口・資産が集中している三大湾は、閉鎖性が高
く浅い海域であり、高潮が発達しやすい。また、一
般的に広い堤外地を有する港湾は、高潮等に伴う浸
水の危険性が高い。さらに、現在、気候変動に伴う
海面水位上昇の可能性が指摘されている。そこで、
三大湾内の港湾およびその周辺地域を対象に、海面
水位上昇量の程度別に高潮浸水の解析を実施した。
２．高潮解析条件
1959年の伊勢湾台風と同様の中心気圧、
移動速度、
大きさとなる台風を想定した。台風コースについて
は、
湾毎に大きい高潮を発生させる3つの経路タイプ
を選定し、それぞれを平行移動させたコースを設定
図－１ 台風コースの候補（東京湾のケース）

した（図－１）。これらの中から、対象港湾地域毎
に最も高潮が大きい複数のコースを抽出した。
３．高潮解析結果
河合（2010）による高潮の再現期間を参考に、本
検討の想定台風による解析結果を評価すると、最大
高潮偏差については、東京港で約100年（約2.0m）、
名古屋港で約150年（約3.6m）、大阪港で約200年（約
3.5m）に1度の再現期間となる。また、最高潮位
（T.M.S.L.基準）については、東京港で約500年（約

図－２ 海面水位上昇量と浸水面積（東京港地域）

3.0m）、名古屋港で約500年（約4.8m）、大阪港で約

参考文献

500年（約4.4m）に1度の再現期間となる。

河合弘泰（2010）：高潮数値計算技術の高精度化と気候変

三大湾の港湾およびその周辺地域については、低

動に備えた防災への適用、港湾空港技術研究所資料、

平地が広がっているため、将来の気候変動に伴う海

No.1210、97p

面水位上昇量に応じて浸水面積が線形的に増加する

☞詳細情報はこちら

（図－２）。

1) 国総研資料 No.934
http://www.ysk.nilim.go.jp/kenkyuseika/pdf/ks0934.pdf
2) 伊勢湾および大阪湾を対象とした解析結果については、
それぞれ、平成 29 年 3 月および 7 月に国総研資料として発刊
予定。
http://www.ysk.nilim.go.jp/kenkyuseika/kenkyusyosiry
ou.html

４．おわりに
海面水位は急激に上昇するものではないので、海
面水位上昇量に応じて防潮施設等の天端高を上げる
ことで、防護効果の維持が期待できる。
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

港湾の危機管理のあり方に関する研
港湾の危機管理のあり方に関する研究
究
1.

沿岸海洋・防災研究部 危機管理研究室

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

室長 室長

主任研究
主任研究官
水谷雅裕
水谷 雅裕
里村里村大樹
大樹

防災・減災・危機管理

（キーワード）事業継続、BCP、国土強靱化
（キーワード） 事業継続、BCP、国土強靱化
てしまう可能性が考えられることから、被害規模を

１． はじめに

見極めるための方法について検討を行っている。

産業の国際分業化により物流の産業における重要

また、古い施設については、現在の想定地震力や

性が増しているなか、陸と海の交通結節点である港
湾の港湾物流能力が重要な要素の一つとなっている。

液状化の考え方などに基づいた地震に対する安全性

さらに、火力発電、石油製品、鉄鋼、飼料などは原

が明確ではないものが含まれており、これらについ

料のほとんどを海外に依存していることから臨海部

ての安全性の分析をしていく必要があるため、その

に大規模プラントを立地させており、これらの生産

手法等について検討していく予定である。

機能も港湾機能の一部となっている。また、港湾は
都市を背後に有していることから、大規模な災害等
が発生した場合、緊急物資や救援活動などは陸路か
らだけでなく、港湾を通じて海路からも行われるこ
とがある。これら機能を災害時等に維持、あるいは
速やかに復旧し、提供することは人命保護だけでな
く早期の地域復興の面からも重要となっている。
他方、国際物流の大半を担っている港湾では、海
路を通じての国際テロ行為などを防止することが求
められており、海上における人命の安全のための国
写真 液状化による変状

際条約（SOLAS条約）に基づき、我が国の港湾におい
ても保安活動が実施されている。

３．港湾保安と防災のための情報収集伝達手段

このため、防災や保安の高度化や省力化に寄与す

港湾保安や防災対策においても、高齢化や国際競

べく港湾の危機管理に関する研究を行っている。

争力維持へ対応するため、高質化と省コスト化（省
力化、低価格化）を両立させる方法が求められてお

２．港湾機能継続
港湾機能継続の取り組みとして各港において関係

り、自動化技術が一つの方策と考えられる。特に情

者による協議会が設置され、継続的な取り組みをす

報伝達の迅速化・効率化が重要と考えられ、港湾保

ることとしており、これを支援するため、課題の想

安や防災に利用可能な技術・製品について情報を収

定と対応方策案について検討を行っている。

集し、実用性の検討を行っている。特にICT新技術の

他方、大規模地震発生時には、臨海部で大規模な

現場への利用（カメラの性能・特性や情報伝達手段

液状化が発生し護岸が崩壊する可能性がある。民有

など映像関連技術、カメラを搭載できるUAV(無人航

護岸の耐震性については調査されたことが少なく、

空機。通称ドローン)など）についての港湾への適用

被災予想が困難な状況である。特に航路に面した護

性について検討を行っている。

岸部については、土砂の流出によって航路が埋没し
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

港湾域における津波からの安全性
港湾域における津波からの安全性
向上に関する研究
向上に関する研究

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

沿岸海洋・防災研究部 沿岸域システム究室 室長室長上島顕司
上島 顕司 沿岸防災研究室
沿岸防災研究室 室長室長鈴木健之
鈴木 健之
沿岸防災・海洋研究部沿岸域システム究室

１．背景
多くの経済活動が展開されている港湾地域におい
て、今後、予想される大規模地震津波による被害を
軽減する対策が重要である。平成 23 年(2011 年)東
北地方太平洋沖地震津波の際には、地方整備局が流
況観測のため設置していた海洋レーダが津波を捉え
ることに成功した。そこで、これを用いて津波検知
や津波来襲後の対応を迅速化していくことに期待が
高まった。一方、構造物による対策には一定の限界
図－１ 津波流速成分流の抽出結果

があり、避難等による対応が必要となる。津波避難

また、実際の避難訓練を元にした避難行動を計

計画を立案・分析するためには、地域の実状に応じ
て効果的効率的かつ簡易に検討できる手法の開発が

測・分析し、これらの結果をもとに津波避難シミュ

望まれていた。そのため、海洋レーダを使った津波

レーション技術を改良した。改良した津波避難シミ

検知技術及び津波避難シミュレーション技術の開

ュレーション技術を活用した津波避難計画の計画方

発・改良・活用を行なうことを目的とした研究を実

法と計画プロセスについて検討した。
1

避難完了者比率

施した。

２．技術開発
(1)海洋レーダによる津波検知技術の開発
海洋レーダにより津波を検知することを目指し、
データを連続して取得するシステムの改良、取得し

凡 例
シミュレーション結果
0.5

たデータから津波成分流を抽出するシステムの開発

釜石港湾事務所・釜石市
アンケートの結果（徒歩避難）
国土交通省都市局
アンケートの結果（

0

0

10

20

30

40

〃

50

）

60

避難所要時間（分）

図－２ 津避難完了者の経時変化

を行った（図－１）
。また、津波検知のためには、船
や航空機などのノイズを除去することが必要である

３．今後の展開に向けて

ことから、
ノイズ除去システムを開発した。
さらに、

海洋レーダについては、レーダを有する地方整備

これらの技術の性能を評価するために仮想津波実験
を実施し、その性能を確認した。

局とともに今後の展開等のフォローアップを進めて

(2)津波避難シミュレーションの改良・活用

いる。避難シミュレーションについては、自治体・
港湾管理者等における検討に用いることで知見を蓄

従来から国総研で開発してきた津波避難シミュレ

積し、更なる効率化を図ることとしている。

ーション結果と東北地方太平洋沖地震津波の際の避
難状況との整合性を把握・分析した（図－２）
。

- 87 -

1.
防災・減災・危機管理

（キーワード） 津波、短波海洋レーダ、避難シミュレーション
（キーワード）
津波、短波海洋レーダ、避難シミュレーション

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

海洋レーダを用いたゴミ漂流予測
海洋レーダを用いたゴミ漂流予測
システムの今後の開発方針
システムの今後の開発方針
1.

沿岸海洋・防災研究部

沿岸域システム研究室

防災・減災・危機管理

（キーワード）
海洋レーダ，漂流ゴミ、予測システム
沿岸海洋・防災研究部
沿岸域システム研究室
（キーワード）

室長

上島 顕司

室長

上島

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

研究員

藤田 淳

研究員

顕司

藤田

淳

海洋レーダ，漂流ゴミ、予測システム
・現場の声を十分把握し、現場での使い勝手を向

１．研究の背景・目的

上させる。

国土交通省港湾局では、三大湾及び有明海沿岸の
閉鎖性湾域に短波海洋レーダ（以下、
「海洋レーダ」

・各種モデルの特徴を把握し、組み合わせて活用

と呼ぶ。）を設置し、流況観測、ゴミ回収等に活用

する等の検討を行う。例えば、予測精度向上の

している。ゴミ回収のための漂流ゴミ予測モデルに

ため、粒子追跡計算モデルとリアプノフ指数を

ついては、当研究室が開発した粒子追跡計算モデル

併用することが考えられる。また、予測モデル

1)も含めて、多様なモデルが構想、開発、運用され

とレーダ捕捉外でも適用可能なＦＶ－ＣＯＭ

ている。現在、各モデルの精度検証とともにモデル

等とを組み合わせる方法や将来的には油とゴ

の統合も含めた今後の改良・開発の方向性が課題と

ミの予測モデルの統合、環境シミュレータとの

なっている。このため、モデルの特質の整理を行な

統合を目指すことも考えられる。
・予測モデルの精度検証にあたっては他のリモー

うとともに今後の開発方針について検討した。

トセンシング・データ（航空写真、衛星写真）
も活用することが重要である。特に大規模流木

２．今後の開発方針
表に各地方整備局が開発、運用中の予測モデルの

流出事案の際には、ゴミ集積域の広がりや変化

特徴及びメリット・デメリットを整理したものを示

を航空写真等により記録することがその後のモ

す。これらを踏まえ、今後の予測モデルの開発方針

デルの検証や開発に大きく役立つ。
・得られた成果を地方整備局にフィードバックし

について以下に述べる。
表 漂流ゴミ予測モデルの特徴

従来型潮目予測モデ
モデル名（仮称）
ル

モデルの概要

流れ

メリット

デメリット

やすくする仕組みを構築す

漂流ゴミ予測モデル

対象

改良型（リアプノフ指数
を活用した）潮目予測 粒子追跡計算モデル
モデル

リアプノフ指数（海表面
の２点間の距離が時
流れ場の収束発散に
間とともにどのよう発展
よる潮目予測
するかを表した量）を活
流れの履歴考慮せず
用した潮目予測
流れの履歴考慮
短波海洋レーダの観
測データを使用or気象 短波海洋レーダの観
庁の潮流予報値を使 測データを使用
用
潮目（ゴミの集積して
いる可能性のある場
簡易
所）を予測
従来型より予測精度が
高い

予想精度が低い

る。
FV-COM活用モデル

このような方針をたて、
予測モデルの精度検証、高

河川流量考慮
粒子追跡計算による
集積域の予測
流れの履歴考慮

ＦＶ－ＣＯＭ(流れのシミュ
レーション)により流れとゴ
ミの漂流を予測

度化の支援を行っていく予

短波海洋レーダの観
測データを使用

FV-COMで予測

【参考】

定である。

1) 片岡智哉, 日向博文, 二
レーダの捕捉範囲外でも
ゴミの量を定量的に予
予測可
測可能

レーダの捕捉範囲外
は適用不可（一部予測 レーダの捕捉範囲外
可能）
は適用不可（一部予測
定量的な予測はでき 可能）
ない
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流れと潮目or粒子を予測
するという2段階
流れの推定結果を検証
するのに流れの観測デー
タを取得する必要あり

瓶泰雄 (2013): 河川から東
京湾へ流入する漂流ゴミ量の
逆推定, 国土技術政策総合研
究所研究報告, 53

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

大規模災害時に大量輸送を担う緊急支援船
大規模災害時に大量輸送を担う緊急支援船
の船型・対応施設分析（研究期間：平成27〜29年度）
（研究期間：平成27～29年度）
の船型・対応施設分析

写真
（写真デ
ータの貼
り付けは

港湾研究部 港湾システム研究室

不要）

室長
室長
（博士
（工学））
(博士(工学))

赤倉
赤倉康寛
康寛

1.

（キーワード） 臨海部防災拠点、耐震バース、緊急物資輸送、自衛隊派遣
（キーワード）
臨海部防災拠点、耐震バース、緊急物資輸送、自衛隊派遣
３．対応バース諸元

南海トラフ巨大地震や首都直下地震発生時には、

支援実績船の船型データを基に、船種別の必要バ

被災地への自衛隊等の派遣や支援物資の輸送等にお

ース長を整理した結果が図-1である。貨物船はバー

いて、大量輸送が可能な船舶の活用が期待される。

ス長100m、
タンカーは130mで全船対応可能であった。

一方で、船舶を受け入れる被災港では、地震・津波

臨海部防災拠点マニュアル（H28年3月改訂）では、

により使用可能な施設が限られる。

耐震バースはバース長240m確保が望ましいとしてお

このような状況において、緊急支援船をより円滑

り、ほぼ全船対応可能な規模であることが確認でき

に受入れるためには、事前に支援船を想定し、対応

た（護衛艦1隻及びフェリー2隻のみが240m超）。

可能なバース（係留施設）を選定しておくことが重

100%

要である。以上を踏まえ、本研究では、平成23年東

艦艇・船艇

貨物船等

80%

北地方太平洋沖地震及び平成28年熊本地震における

官公庁船

累積割合

緊急支援実績船をリストアップし、着岸バース諸元
を整理し、さらに、港湾BCP等において事前想定をす
る際の留意点をとりまとめた。
２．支援実績船

60%
40%

Ro/Ro船
タンカー

20%

フェリー

リストアップした支援実績船を表-1に示す。自衛
0%
0

隊艦艇・保安庁船艇や国交省・水産庁官公庁船は緊

50

100

150

200

250

300

バース長 (m)

急物資輸送と被災者支援、フェリーは自衛隊等派遣

図-1 船種毎の必要バース長

やホテルシップとしての機能を果たしていた。
なお、
熊本地震では陸路による緊急物資輸送が機能してい

また、被災港においては、バース利用において、

たため、貨物船やタンカーによる支援はなかった。

入港船の喫水制限やエプロンにおける上載荷重制限
が課される場合がある。また、地震により地盤沈下

表-1 緊急支援実績船
船種
海上自衛隊艦艇
海上保安庁船艇
国土交通省浚渫船等
水産庁等漁業取締船
訓練船
一般貨物船
漁船
石油タンカー
LPG船
Ro/Ro船
フェリー
（借り上げ船）

合計

隻数
東北 熊本
5
4
7
10
3
10
12
3
11
4
25
4
12
11

3

97

27

が生じてバースの利用ためには嵩上げが必要な場合
支援内容

もあり得ることに留意が必要である。
４．おわりに

緊急物資輸送
被災者支援

今後、本研究においては、対象地域を定めて、巨
大地震・津波襲来後の船舶輸送のシミュレーション

緊急物資輸送

を実施し、被災地への船舶による大量輸送システム

燃料油等輸送

の構築に向けた検討を進めていきたい。

緊急物資・重機輸送
自衛隊員等派遣
ホテルシップ

☞詳細情報はこちら
1) 国総研資料 No.942
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0942.htm
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防災・減災・危機管理

１．はじめに

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

震度算定式の妥当性評価のための被
震度算定式の妥当性評価のための
災検証法の提案 （研究期間：平成25〜29年度）
（研究期間：平成25～29年度）
被災検証法の提案
1.

港湾研究部 港湾施設研究室
港湾研究部
港湾施設研究室
室長
主任研究官
主任研究官
福永
勇介
竹信 正寛
（博士（工学））宮田 正史
主任研究官
福永 勇介 室長（博士（工学）） 宮田 正史 主任研究官

竹信

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

正寛

防災・減災・危機管理

（キーワード） 被災検証、被災判定グラフ、限界震度、作用震度
（キーワード）
被災検証、被災判定グラフ、限界震度、作用震度
１．研究の背景

能性があるので「安全」と判定する。円グラフは、

レベル1地震動に相当する震度算定のために現行

被災検証を行った全施設数に対する、合致、危険、

基準に導入された照査用震度式は、数値計算のみに

安全と判定された其々の施設数の割合を示している。

よって定式化されたもので、算出される震度の妥当

被災検証結果は、合致率が高ければ設計計算上の判

性は検証されていなかった。本研究では、重力式岸

定と実被害による判定が合致している割合が高いた

壁、矢板式岸壁の実構造物を対象に、その構造物が

め良好と言え、危険判定率や安全判定率が高ければ

過去経験した地震動を推定した上で、被害調査によ

両者の判定が合致していない割合が高いため良好と

る変位の実測データを踏まえ、震度算定式の妥当性

言えない。図－１に示すとおり、被災検証結果は、

を評価する被災検証法を開発した。

重力式岸壁では良好であったが、矢板式岸壁では控

本稿では、被災検証法の概要と、港湾の施設の構

え工の形式によらず良好ではなかった。

造形式として一般的に採用されている、水深-7.5m以
深の重力式岸壁（41施設）、矢板式岸壁（控え直杭

%

%

式8施設、控え組杭式7施設）の実構造物を対象に、
其々の構造形式の照査用震度式に対し被災検証法を
適用した結果について紹介する。
２ ． 震度算定式の妥当性を評価する被災検証法の提案
被災検証では散布図と円グラフからなる被災判定
a) 重力式岸壁

グラフを用いる。散布図は縦軸、横軸に其々限界震

b) 控え直杭式矢板式岸壁

度、作用震度を取ったもので、限界震度は対象構造
%

物にある破壊モードが生じる時の最小の外力に相当
する震度、作用震度は推定地震動より照査用震度式

×

or

○

×

となる割合

○

となる割合

となる割合

を通じて算出した震度である。設計計算上算出され
る両震度による被災判定では、散布図の右下の領域
は限界震度 ＜ 作用震度となるので被災、逆に左上
c) 控え組杭式矢板式岸壁
図－１ 被災判定グラフによる被災検証結果

の領域は無被災となる。一方、実被害による被災判
定では、被害調査による各対象構造物の変位の実測

３．研究の今後の展開

値が変形量許容値Daよりも大きければ被災、逆の場

被災検証結果が良好ではなかった矢板式岸壁を対

合は無被災となる。設計計算上及び実被害上の判定

象に、被災検証結果が向上するような合理的な震度

が一致すれば「合致」、設計計算上は無被災だが実

の修正方法に関する研究を実施していく予定である。

被害上は被災の場合は、作用震度の過小評価の可能

☞詳細情報はこちら

性があるので「危険」、設計計算上は無被災だが実

1) 国総研資料 No.920
http://www.ysk.nilim.go.jp/kenkyuseika/pdf/ks0920.pdf

被害上は無被災の場合は、作用震度の過大評価の可
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研究動向・成果
研究動向・成果

救命期の空港の健全性に関する研究
救命期の空港の健全性に関する研究

写真
（写真ﾃﾞｰ
ﾀの貼り付
けは不要）

空港研究部

空港新技術研究官
空港新技術研究官

中島 由貴 中島由貴

1.

（キーワード） 確率論的リスク評価、受援関数、DMAT、タイムライン
（キーワード）
確率論的リスク評価、受援関数、DMAT、タイムライン

地震発生から72時間の救命期において、DMAT（緊

標本地域に対し、遅延要因を組合せたモデルを作

急災害医療チーム）が被災県外からも派遣され、被

成し、計算した例を図２に示す。現状ではDMATが被

災地病院に速やかに到達しなければならない。平成

災病院まで到達するのに、最短48時間・平均53時間

24年9月に防災基本計画に受援計画が位置づけられ

を要している。これに対し、遅延要因別に到達を阻

た。各受援計画には、DMAT進出を前提としたSCU（臨

む影響度合い（例えば、滑走路段差・変形ではDMAT

時医療拠点）の設営目標時間がタイムラインとして

の到着が100%不可。）と発災後24時間時点での被害

示されている。タイムラインどおり、DMATが現地に

確率を掛け合せ弱点を推定した。
大きな弱点として、

到達できるよう、空港及び病院近傍のヘリポートの

滑走路段差・変形、電源局舎大破、燃料不足が洗い

健全性を評価し、
予め必要な対策を行う必要がある。

出され、滑走路・電源局舎の耐力50%向上、燃料3日

２．評価方法（受援関数）

分備蓄の対策を仮定して再評価すると、DMATは、最

DMATは、県外拠点空港に参集し、自衛隊輸送機で

短6時間・平均25時間で到達可能と改善した。
これは、

被災地の空港に運ばれ、
ヘリコプターに乗換えた後、

滑走路・灯火（電源）の強化により、自衛隊輸送機

被災地病院へは近傍ヘリポートを経由して到達する。

の遅延の危険性が減り、燃料備蓄によりヘリコプタ

途中、応急復旧、天候不良、電源（灯火）・燃料不

ーが平時と同様に運用できることが理由である。

足などの様々な要因で、迂回・待機など遅延する可
1.0

病院へのDMATの到達時間を求めた。

0.8

DMAT受援関数 r

能性があり、これら各遅延要因の確率から、被災地

DMAT必要数を1.0とし、
必要数に対するDMAT数到達
割合別に、前後する到達時間を確率関数で考え、そ
の平均到達時間の推移を受援関数とした。例えば、

対策後
(最短)

対策後
(平均)
現状
(最短)

0.6

現状
(平均)

0.4
0.2

必要数の半分のチーム数の平均到達時間が○時間と

0.0

いった具合である。

0

10

20
30
40
50
60
地震発生からの経過時間 t

70

80

図２ 受援関数の計算例（現状・対策後）

救命期の航空ネットワーク全体の確率論的リスク
評価の方法を提案した。今後、全体リスク評価の施
設別耐震設計への反映について、信頼性理論を介し
て研究を進める。
図１ 受援関数の概念

【参考】
国総研資料 No.935
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0935.htm
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防災・減災・危機管理

３．評価結果

１．はじめに

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

CCTVカメラのパノラマ画像作成に関
CCTVカメラのパノラマ画像
する技術開発
作成に関する技術開発
1.

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不

けは不

要）

要）

防災・減災・危機管理

社会資本マネジメント研究センター 社会資本情報基盤研究室
社会資本マネジメント研究センター
社会資本情報基盤研究室
研究官
情報研究官
室長
交流研究員
今野 新
前田 室長
安信
関谷 浩孝
研究官
情報研究官
今野 新
前田 安信
関谷 浩孝 交流研究員 森田 健司

森田

健司

（キーワード）
CCTVカメラ、被害把握、画像処理
（キーワード） CCTV カメラ、被害把握、画像処理

ない。

１．はじめに

・各CCTVカメラを最速で180°旋回(パン)させる

国土交通省では道路や河川などのインフラ監視の
ために約2万台のCCTVカメラを整備し運用している。

と、パノラマ画像の作成に要する時間は28秒～72

現場の様子をありのままに映し出す画像データは、

秒の範囲である（表1 右：赤字箇所）

災害発生時の被害規模を一次情報として把握するた
表1 CCTVカメラの旋回時間とパノラマ画像作成時間

めに活用している。しかし、CCTVカメラが撮影可能

旋回時間(秒)

な範囲を広く把握するためには、複数のCCTVカメラ
カメラ
No.

を１台ずつ手動操作する必要がある。

１
２

パン
速度
(中)
8
8

パン
速度
(高)
4

パン
速度
(低)
32

パン
速度
(中)
-

パン
速度
(高)
-

4

３
４
５
６
７
８

180
180
180
170
180
12

30
45
30
30
30
8

15
12
15
15
15

30
372
238
501
364
534

82
71
105
80
112

53
31
66
51
72

９
１０

180
13

45
7

12
4

29
231

70

28

28

-

-

そこで社会資本マネジメント研究センターでは、
被害が想定される地域に設置されたCCTVカメラから
パノラマ画像を自動的に作成し、広域な被害状況を
迅速に把握するための技術（以下、「パノラマ画像
作成プログラム」という。）を開発中である。
当該技術を現場で実用化するためには、まずパノ
ラマ画像の作成に要する時間を明らかにする必要が
ある。本稿は、この計測結果について報告するもの

パノラマ画像作成時間(秒)

パン
速度
(低)
12
12

である。

4

※－：パノラマ画像を作成出来なかった場合

２．パノラマ画像の作成に要する計測結果
協力が得られた河川事務所の既存CCTV カメラ10
台に対して計測した。パノラマ画像作成プログラム
により、各CCTVカメラを180°旋回(パン)させる時
間を「CCTV設備制御インターフェース仕様書(案)
(平成27年3月)」で規定されている低速、中速、高
速の3パターンで計測した。この結果、旋回時間は

図1 固定画像(左)と高速旋回中に撮影した画像(右)

カメラメーカによってばらつきがあることを明らか

３．おわりに

にした。(表1 左) 次に、パノラマ画像の作成に要

今後は、10台より多くのCCTVカメラを対象として

する時間を計測した。 (表1 右)

旋回させた場合の作成時間を明らかにする。また、

この結果、次の知見が得られた。

行政界震度情報（気象庁が発表する行政区域内の最

・180°旋回(パン)させる時間が8秒を下回ると、

大震度情報）をトリガーとして、複数のCCTVカメラ

図1のように、高速旋回中に大きなインタレース

を旋回させる機能を実装する。

縞が発生し、隣り合う画像との共通する特徴点を

☞詳細情報はこちら

抽出することが出来ず、パノラマ画像を作成出来

1) 建設電気技術 2016 論文集，pp.1-4，2016.9
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

防災公園の管理運営の充実化
防災公園の管理運営の充実化

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付
けは不要）

（研究期間：平成28〜29年度）

（研究期間：平成28～29年度）

社会資本マネジメント研究センター
社会資本マネジメント研究センター 緑化生態研究室
緑化生態研究室
室長
研究官
室長 舟久保
研究官
敏
荒金
恵太
舟久保 敏
荒金 恵太
（キーワード） 防災公園、管理運営、熊本地震
（キーワード）
防災公園、管理運営、熊本地震

アリング調査（熊本市や公益社団法人日本造園学会

国総研では、これまで防災公園の計画設計に関す

等と共同実施）1)を行った。

るガイドラインについての研究を実施してきた。当
初のガイドラインは、阪神・淡路大震災等の教訓を

調査の結果、熊本地震では、多くの都市公園が緊

踏まえ、主として地震に起因する市街地火災等の二

急避難の場として利用されるとともに、車中泊やテ

次災害への対応を対象に、防災公園の具体的な計画

ント泊などによる一時的避難生活の場（指定外避難

設計の考え方を示した技術資料として平成11年7月

所）として利用される実態があり、その際の公園の

に策定した。その後、東日本大震災等近年の大規模

マネジメントは自治会、自主防災組織、公園愛護会

災害において公園が果たした役割・課題をもとに、

など地域住民が主体となって行われていることが分

津波災害への対応の追加、帰宅困難者への配慮の充

かった。また、発災時に公園が求められる機能を十

実等を主な視点として盛り込み、
平成27年9月にガイ

分発揮できるようにするためには、平常時において

ドラインの改訂を行った。

関係機関や地域住民と災害時の役割分担を確認して

一方で、防災公園が災害時に適切に機能を発揮す

おくとともに、公園内の防災関連施設の使用方法や

るためには、施設の整備だけでなく、平常時を含め

オペレーションを担う主体についてあらかじめ認識

た管理運営面での適切な対応が求められるが、現行

共有を図っておくことが重要であることが分かった。

のガイドラインでは充分フォローできていない。そ

この調査のほか、自治体ヒアリング調査や文献調

のため、これまでの災害発生時における防災公園の

査により、これまでの災害発生時における防災公園

管理・活用に係る教訓や知見をもとに、現行のガイ

の管理活用に係る教訓や知見の把握・整理を行った。

ドラインの更なる改訂を行うことを目的として、本

３．ガイドラインの改訂検討

調査研究に取り組んでいる。

２．で行った調査内容を踏まえ、現行のガイドラ

２．防災公園の管理運営に関する調査

インについて、管理運営面の内容の充実化に向けた

平成28年4月に発生した熊本地震では、
防災公園が

検討を行っている。検討に際しては、公園や防災分

都市部で大きく役割を発揮したケースとなった。国

野に係る学識経験者や行政機関の職員から構成され

総研では、地震発生直後における都市公園の被害及

る「平成28年度 防災公園計画設計・管理運営ガイド

び利用状況に関する調査や、その後の一定期間を含

ライン改訂検討委員会」を開催し、ガイドラインの
改訂項目及び内容の案について専門的な見地からの
ご意見をいただきながら進めている。今後は、当該
委員会における議論の内容を踏まえ、ガイドライン
の再なる改訂のとりまとめ作業を行っていく。
☞詳細情報はこちら
1） 熊本地震都市公園利用実態共同調査：平成28年（2016
年）熊本地震都市公園利用実態共同調査報告書、pp55、
2016.12

写真 熊本地震で支援物資の集約・配給の拠点とし
て機能した公園（熊本県民総合運動公園）
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めた地元住民による都市公園の利用実態に関するヒ

１．はじめに

1.

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

｢東日本大震災に対して国土技術政策総合研究所
｢東日本大震災に対して国土技術政策総合研究所が
が行った５年間の調査研究の全記録｣を刊行
行った５年間の調査研究の全記録｣を刊行
（研究期間：平成24〜28年度）

（研究期間：平成24～28年度）

1.

防災・減災研究推進本部
防災・減災研究推進本部

１．刊行の経緯

地震動の
把握・分析と
いう起点

東日本大震災の発生を受け、国土交通省国土技術

分野横断の

地震動と津波の把握・
分析という起点

防災・減災・危機管理

（キーワード） 東日本大震災、分野横断的取り組み、アーカイブ
（キーワード）
東日本大震災、分野横断的取り組み、アーカイブ

政策総合研究所は、独立行政法人（現：国立研究開
発法人）土木研究所、建築研究所及び港湾空港技術
研究所と連携・協力し、発災直後から、緊急災害対

緊急対応の技術支援にあたった。平成25年1月には、
これら一連の震災対応と、震災から浮き彫りになっ
た新たな課題に対する研究の方向性をとりまとめ、

調査研究の展開（類型の連鎖的変転）
つなぎ・
統合化

策派遣隊
（TEC-FORCE）
等として職員を現地に派遣し、

津波襲来の
把握・分析と
いう起点

国総研研究報告第52号として発刊している。
その後も、東日本大震災を踏まえ着手した調査研

図1 全体俯瞰図の作成の考え方

究の成果を順次現場や施策に反映してきた。それら

る被害が発生している。また、調査研究の類型も、

の内容は、研究資料や論文等の形で逐次公表してき

ハザードおよび被害の把握・分析や危険事象の予

ているが、全体を系統立てて示すことも有意義と考

測・可能性評価といった基盤的検討から、技術基準

え、東日本大震災に対して当研究所が中心になって

等における外力設定や構造物の設計基準等の改定・

実施してきた調査研究の全容を収めた研究報告（国

作成のための検討、工法・手法の開発などの施策実

総研研究報告第57号）を平成28年9月に刊行した1)。

践に直結するもの、さらには復旧・復興の手順・フ

２．研究報告の構成

レームの提示、災害発生覚知手法、災害対応マネジ

研究報告｢東日本大震災に対して国土技術政策総

メント手法までを網羅している。

合研究所が行った5年間の調査研究の全記録｣は第Ⅰ

本研究報告では、対象分野、ハザード、調査研究

～Ⅴ部の5部構成となっている。
第Ⅲ部
「被害調査編」

の類型という3つの軸の相互関係を整理し、
それと各

と第Ⅳ部
「研究成果編」
で調査研究の内容を記述し、

調査研究との関係を俯瞰して説明する第Ⅰ部「調査

第Ⅴ部「津波からの多重防御・減災システムの構築

研究の全体俯瞰」を設けている。ここでは主な調査

に向けた分野横断的取り組み」では報告内容を総括

研究項目を抜き出し、項目間を矢印や線でつないで

して分野横断的取り組みの意義を述べている。対象

調査研究の展開や関係性を図示する「全体俯瞰図」

分野は多岐にわたっており、下水道、河川、海岸、

を図1の考え方で作成した。これにより、第Ⅲ部と第

土砂災害、道路交通、道路構造物、建築、住宅、都

Ⅳ部に記述している個々の内容の位置づけと相互の

市（都市公園を含む）、沿岸防災、港湾、空港、社

繫がりを理解し、分野横断的取り組みを総合的に捉

会資本マネジメントの各分野が含まれている。

える視点も読者に提示している。詳細は是非、下記

３．研究報告の特徴

より研究報告をご覧いただきたい。

対象分野が多岐にわたることに加え、東日本大震

☞詳細情報はこちら 1) 国総研研究報告 No.57
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/rpn/rpn0057.htm

災では地震動と津波という2つのハザードに起因す
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

震災対応におけるインフラ被災
震災対応におけるインフラ被災
情報の早期把握の実現
情報の早期把握の実現

写真

写真

（写真

（写真

（写真

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

付

付

付

写真

写真

（写真

（写真

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

付

付

防災・減災研究推進本部 本部長 研究総務官
研究総務官
（工学））伊藤 正秀
防災・減災研究推進本部 本部長 （博士
伊藤 正秀
(博士(工学))
国土防災研究官
防災・減災研究推進本部 幹事長 国土防災研究官 榎村 康史
防災・減災研究推進本部 幹事長
榎村 康史
道路構造物研究部 道路地震防災研究室
道路構造物研究部
道路地震防災研究室
室長
主任研究官
中尾 吉宏 研究官 中川研究官
量太
（博士
（工学）
）片岡 正次郎
室長
主任研究官
中尾 吉宏
中川 量太
(博士(工学)) 片岡 正次郎

（キーワード） 防災・減災、初動対応、情報ニーズ
（キーワード）
防災・減災、初動対応、情報ニーズ
１．背景
大規模地震が発生すると、地方整備局等のインフ

SAR

ラ管理者は、ただちに震災対応を進めていく必要が
ある。震災対応の内容は、体制の確立やリエゾン･

Ｄ各技術に期待される役割
→技術開発目標の設定

Ｂ時間経過に伴う、必要な情報の
網羅性・精度等の変化

CCTV

UAV

…

精
度
精
度

Ｃ情報ニーズ

TEC-FORCEの派遣等から始まり、
緊急点検等による被

精
度

地震
発生

災箇所の把握、応急復旧へと時間の経過とともに変
化していく(図中Ａ)。これに併せ、震災対応の現場
で必要とされる情報の内容や、情報に求められる精
度、
網羅性(情報把握すべきエリアをどの程度カバー
したものか)等も変化していく(図中Ｂ)。

Ａ時間経過に伴う震災対応の変化

地震によるインフラの被災情報を早期に把握する

時間

図 情報ニーズの変化と体系化の概要

手段としては、航空機搭載SARやドローン等、様々な

できる技術の必要性が浮き彫りになっている。
また、

技術の開発や利用の検討が進められているところで

ニーズの明確化と並行し、様々なインフラ被災情報

あるが、これらの技術が時間とともに変化する震災

の早期把握技術による情報把握の特徴を、即時性・

対応に、
いつどのように役立つのかが明確ではない。

精度・網羅性等の観点から開発機関等へのヒアリン

以上に鑑み、国総研では、平成28年熊本地震等の

グ等も行いながら整理している。今後は、得られた

実際の震災対応で必要とされた情報を整理した上で、

情報ニーズと各技術の特徴を照らし合わせ、各技術

各技術に期待される役割や、技術開発により達成す

の果たす役割と目標水準(図中Ｄ)を明確化してい

べき即時性･精度･網羅性等の目標水準を明確化する

く。

「インフラ被災情報の早期把握技術の体系化(以下、

３．体系化の効用と今後の取り組み

「体系化」と記載)」を進めている。

従来は、災害発生時に開発技術によりどの様な情

２．体系化の検討の流れと現況

報を収集できたのか、という結果のみを事後に整理

体系化にあたり、まず、熊本地震時の震災対応の

してきたが、２．の流れで検討を行うことで、技術

実態(図中Ａ)とともに、どの時点でどの様な情報が

の現状の実力と震災対応の現場における情報ニーズ

収集できていたかを整理してきた。現在、震災対応

を照らし合わせた上で、開発目標を設定することが

と収集できていた情報とを時間軸上で対応付けるこ

可能となる。今後、震災対応の的確な支援を目的と

とで、各時点で得られていた情報に基づく震災対応

した情報提供システムを、明確化した情報ニーズに

上の課題を整理し、情報ニーズ(図中Ｃ)の明確化を

基づき構築していくとともに、体系化の対象を拡大

行っている。この過程で、例えば施設付近に設置さ

し、防災・減災研究推進本部として、この様な取り

れたCCTVカメラの断線、夜間のヘリ飛行制限等によ

組みを分野･災害横断的に推進していく予定である。

り情報収集に影響が出るなど、この様な状況を打開
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1.
防災・減災・危機管理

写真

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

都市水害のリスク低減に向けた浸水
都市水害のリスク低減に向けた
被害／対策効果評価手法の開発
浸水被害／対策効果評価手法の開発
（研究期間：平成27～29年度）
（研究期間：平成27〜29年度）

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

気候変動適応研究本部
気候変動適応研究本部
水防災システム研究官
部長
部長
河川研究部 水防災システム研究官
深見和彦
天野邦彦
河川研究部
深見
和彦 （博士
邦彦
(博士(工学))
（工学））天野

防災・減災・危機管理

（キーワード）
気候変動適応策、超過洪水、減災マネジメント、内水氾濫
（キーワード） 気候変動適応策、超過洪水、減災マネジメント、内水氾濫
水氾濫を発生させる年最大2日雨量と内水氾濫を発

１． 地域が実感できる水害リスク情報の必要性
水害リスクを反映したまちづくりの重要性が指摘

生させる2日最大1時間雨量の同時生起確率分布図を

されるなかで、浸水被害リスクや対策効果の評価に

作成し（図）、その図上に降雨の様々な組み合わせ

都市の多様性を反映させる必要性が高まっている。

における氾濫解析による地点毎の浸水深分布を重ね

そこで、都市の多様な住まい方や事業者立地に基づ

合わせることで、内水・外水一体での浸水生起確率

いた被害リスク情報に変換することで、地域の住

評価を行う。これにより、土地ごとの浸水確率がシ

民・事業者が実感しやすく対策検討に使いやすい水

ームレスに評価され、浸水被害リスクや対策効果の

害リスク情報を整備する手法の研究に着手した。

より定量的な評価が可能になると期待される。

２． 内水・外水一体での浸水ハザード評価

３．モデル建物を用いた浸水ハザードの浸水被害
リスクへの変換と対策効果の評価

一般に内水氾濫ハザードマップは、多くが既往浸

近年、建物用途や事業所区分、階数といった詳細

水実績や下水道整備計画水準を基本として作成され、
様々な生起確率水準に対応していないために、効果

な建物属性に関するGISデータが入手可能となって

を考慮した対策の検討に限界がある。一方、河川(外

いる。そこで、住宅や事務所・店舗等の事業所の建

水)氾濫のハザードマップは超過確率年が100年以上

築物及び設備・商品配置（すなわち浸水深に応じた

の小さい生起確率を対象とするため地域住民がリス

資産被害額の鉛直分布）を設定した13種類のモデル

クを実感しにくい面がある。このため、発生頻度の

建物を設定しておき、
上記GIS情報により対象地域内

高い内水氾濫から頻度は低くてもハザードは大きい

にそのモデル建物を配置した上で浸水ハザードと重

外水氾濫に至るまでシームレスに浸水ハザードを評

ね合わせる。これにより、確率とセットでの浸水被

価する手法の事例検討を行っている。そこでは、外

害リスクや、嵩上げ・止水板設置等の浸水対策をし
た場合の資産被害リスクの低減効果を評価すること

400

を可能とする技術開発を行っている。これにより、
350

外水条件規定雨量
(mm)
外水条件規定雨量(mm)

1.

写真

被害や対策効果が対象地区の建物用途分布及び浸水
特性に応じて異なることを示すことができる。詳細

300

は「モデル建物による都市の浸水被害／対策効果の

250

評価」を参照頂きたい。

200

４．まちづくりと連携した研究体制
150

本研究は、河川研究部（河川・水循環・水害の各
研究室）、都市研究部（都市計画・都市防災の各研

100

究室）、下水道研究部（下水道研究室）といった河

50

川・下水道整備、まちづくりに関連する関係研究部
0
0

30

60

90

120

150

が協同できる気候変動適応研究本部の体制を活かし

内水条件規定雨量(mm) (mm)
内水条件規定雨量

て実施している。

図 年最大2日雨量(縦軸)と2日最大1時間雨量
(横軸)の同時生起確率分布図
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

気候変動適応に関する欧米の
気候変動適応に関する欧米の
政策情報をキャッチ！
政策情報をキャッチ！
（研究期間：平成27年度〜）

（研究期間：平成27年度～）
水防災システム研究官
気候変動適応研究本部
気候変動適応研究本部 水防災システム研究官
深見和彦
深見
和彦

主任研究官
主任研究官

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

山本陽子
山本
陽子

非常勤職員

生江恵美子

新しい政権の下での政策の変化が注目される。

１．海外の水政策に関する情報収集の取り組み

（２）イギリス

国総研の気候変動適応研究本部では、世界の水防

イギリスは、
2015年冬に大きな水害被害を受けた。

災・減災関連の技術・政策動向の把握・分析のため、
2015 年から、下表に示すような欧米諸国の政府機関

このため、2016年は浸水被害軽減対策のための政策

や、国連、世界銀行等の海外機関における水技術政

に積極的に取り組んだ年であった。
9月には公表して

策に関する情報を継続的に収集し、定期的なニュー

いる年超過確率0.1%の浸水想定区域図の妥当性の

スとして発信している。2016 年の話題より、各国の

検証、及び上下水道、電気、病院、空港等のライフ

最新の政策動向をご紹介する。

ライン施設の浸水脆弱性と、土のうコンテナや止水
板のような仮設の浸水対策の適用可能性を評価した

表 継続的に情報収集している機関

「洪水レジリエンスレビュー（National Flood

る「資産の洪水レジリエンス・アクションプラン

ドイツ

陸軍工兵隊(USACE)､連邦緊急事態管理庁
(FEMA)､海洋大気庁(NOAA)､連邦環境保護局
(EPA)､内務省地質調査所(USGS)他
環境・食料・農村地域省(Defra)､環境庁(EA)､
ビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS) ､
気象庁(Met Office)他
国土環境省、水管理局(RWS)、デルタ委員会、
気象庁(KNMI)他
連邦環境・自然保護・原子力安全省(BMU)他

その他

IPCC、世界気象機関(WMO)、世界銀行他

及や、中小企業向けの洪水保険契約の強化等、対策

アメリカ

イギリス

オランダ

Resilience Review）」が刊行された。また、同じく
9月、保険会社、事業者、民間団体等の円卓会議によ
（The Property Flood Resilience Action Plan）」
が公表された。一般世帯や事業者による建物レベル
の浸水対策を促進するため、耐水性の高い建具の普

２．各国の政策動向

の提案と行動計画が盛り込まれている。

（１）アメリカ

（３）オランダ

アメリカは、オバマ政権の下、積極的に気候変動

オランダでは世界に先駆けて、洪水の生起確率だ

適応に取り組んできた。連邦政策の基準に気候変動

けでなく、起こりうる経済被害や死亡確率を考慮す

を考慮した規定やそれを施策に反映するための支援

る洪水防御基準のリスクベースのアプローチが検討

ツールの整備が進む一方、各州でも気候変動適応計

され、6月にこれを法制化する水法（Water Act）の

画の策定など、気候変動に備える動きが広がってい

改定議案が下院で採択された。

る。2016年のニュースとしては、3月にカリフォルニ

３．終わりに

ア州が策定した気候変動適応計画アクションプラ

2017年も引き続き幅広く情報を収集し、より有益

ン ”Safeguarding California: Implementation

な情報を発信していきたい。なお、海外の最新情報

Action Plans ”を紹介した。近年、毎年のように渇

の収集については、河川研究室 生江恵美子が担当

水が発生する同州では、適応計画も水部門に力が入

した。

れられており、精力的な洪水への備えの一方、地下

☞詳細情報はこちら

水等の水資源管理と新たな水資源開発、水供給の多

1) 国総研 気候変動適応研究本部ホームページ
「水技術政策に関する海外最新情報」
http://www.nilim.go.jp/lab/kikou-site/20info.html#T02

様化に計画の多くのページが割かれている。
今後は、
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1.
防災・減災・危機管理

（キーワード）
海外政策、気候変動、浸水対策、リスク評価
（キーワード） 海外政策、気候変動、浸水対策、リスク評価

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

河川・海岸分野の気候変動適応策に
河川・海岸分野の気候変動適応策に
関する研究報告書を公表
関する研究報告書を公表

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要）
（研究期間：平成22〜27年度）

（研究期間：平成22～27年度）

1.

気候変動適応研究本部
気候変動適応研究本部

水防災システム研究官
水防災システム研究官

ﾀの貼り付
けは不要）

深見
和彦
深見和彦

防災・減災・危機管理

（キーワード） 超過洪水、水防災・減災マネジメント、気候変動影響評価、水災害リスク評価
（キーワード）
超過洪水、水防災・減災マネジメント、気候変動影響評価、水災害リスク評価
(2)氾濫被害シナリオを網羅的に把握し、
流域での氾

１．研究目的と報告書作成の経緯

濫被害リスクを評価する手法を開発

気候変動の下で、河川・海岸の計画目標レベルや
既存の施設整備水準を超える外力（豪雨／少雨等）

超過外力発生時の治水施設の機能発揮と氾濫被害

の発生による洪水や渇水等の水災害の激化・頻発化

の発生の仕方との関係を網羅的に把握し、様々な氾

が懸念される。そこで、気候変動予測結果を河川計

濫被害パターンを事前に把握する手法を開発した。

画指標に翻訳する手法、超過外力発生時の災害リス

(3)被害の起こり方を制御する減災マネジメント検

クを評価する手法及びそれらの水災害を軽減するた

討の枠組みを提案

めの施策メニューの拡充手法等の開発を行うととも

堤防・ダム・遊水池等のハード整備水準を超える

に、それらを総合化した防災・減災マネジメントの

超過外力にも配慮し、ソフト対策を含む様々な適応

考え方を提示することで気候変動適応策の実現を推

策メニューの選択や組み合わせによって減災を実現

進することを目的として、プロジェクト研究「気候

するための検討の枠組みを提案した。
すなわち、
様々

変動下での大規模水災害に対する施策群の設定・選

な水準の超過外力に対する氾濫被害のリスクを把握

択を支援する基盤技術の開発」を2010～2013年度に

した上で、急激に災害が増大すること等がないよう

実施した。その後、IPCC第5次報告書や環境省全球及

に被害の起こり方を制御できるように施策メニュー

び地域気候変動予測データの公表(2014年)があり、

を組み合わせるための考え方を提示した。

それらを踏まえたフォローアップ研究を2015年度に

(4)減災に資する様々な施策メニューの提示・拡充

かけて実施した。それらの成果をまとめて、上記プ

効果的な都市雨水排水対策、
XバンドMPレーダによ

ロジェクト研究の成果報告書1)を、2017年3月に公表

るゲリラ豪雨観測手法、アンサンブル降雨予測情報

した。本研究は、河川研究部、下水道研究部、旧環

を活用したダム操作高度化手法、遊水機能の維持・

境研究部、旧危機管理技術研究センターが協同した

活用方策等による減災技術を検討した。また、水資

気候変動適応研究本部において実施した。

源逼迫への適応策としての再生水利用についても検

２．主要な研究成果

討を行った。

(1)気候変動予測結果を河川整備・管理に及ぼす影響

３．総合的な水防災・減災の実現に向けて
施設整備水準を超える豪雨等による水災害リスク

に翻訳する手法の開発

に対する減災のとりくみは、数十年後だけでなく、

気象研究所の4種の気候予測モデルによる降水量
予測データを用いて、洪水流量や氾濫リスク及び必

今必要な喫緊の課題である。
本成果を出発点として、

要となる追加の河川整備労力への影響を調べた。そ

減災マネジメントの河川計画・管理の現場での実践

の結果、降水量増加率は1.15倍程度でも、河川整備

に向けた具体的な検討を推進することが、今後の重

労力への影響は増幅して2.59倍となり、気候変動適

要な課題である。

応が重要な課題であることを示した。また、海岸防

☞詳細情報はこちら

災や水資源、河川環境への影響評価も行った。

1) 国総研プロジェクト研究報告 No.56（2017年4月）
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/kpr/prn0056.htm
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

モデル建物による都市の
モデル建物による都市の
浸水被害／対策効果の評価
浸水被害／対策効果の評価
（研究期間：平成27～29年度）
（研究期間：平成27〜29年度）

写真

写真

写真

（写真デ
ータの貼
り付けは
不要）

（写真デ
ータの貼
り付けは
不要）

（写真デ
ータの貼
り付けは
不要）

写真

写真

（写真デ
ータの貼
り付けは
不要）

（写真デ
ータの貼
り付けは
不要）

（キーワード）
（キーワード） 気候変動適応策、減災マネジメント、水害、都市防災
気候変動適応策、減災マネジメント、水害、都市防災
１．はじめに
気候変動による水害リスクの上
昇等に対して、治水施設による防御
に加えて、まちづくりと連携した対
策が重要と指摘されている。都市に
おいては多様な居住形態や事業活
動が展開しており、予想される様々

図１

モデル建物（戸建て住宅）の資産の鉛直分布のイメージ

なハザードによる人命と資産のリ
スクを市街地の特性を踏まえて評価し、浸水被害の
可能性と浸水対策の効果を示すことで、住民・事業者
の認識が深まり合意形成も円滑になると考えられる。
ここでは開発中の
「モデル建物」
の考え方により、
浸水ハザード特性と組み合わせて、浸水被害リスク
と浸水対策の効果を評価する手法を紹介する。

他と比較して書店の想定被害額は甚大。

図２ 浸水被害特性の違い

２．「モデル建物」による浸水被害リスクの評価
都市部における一般資産の浸水被害は、
主に住宅・
事業所等の建物と周囲で生じるが、建物用途や事業
所内容により異なる。こうした状況を、「モデル建
物」1)

によりパターン化し、各々に対して実態調査

と既存統計により、建物の部材・設備や什器等の資

浸水ハザード特性に対して、効果の高い
対策を検討・提示することができる。

図３ 浸水ハザード特性

図４ 対策効果の違い

３．住民・事業者による浸水対策の効果の把握

産の鉛直方向の典型的な配置を、地盤面を基準に設

モデル建物の考え方を用いて、浸水対策の効果の

定した。これは、水害時の浸水深に応じて発生しう

把握も可能である。
治水施設の整備等による効果は、

る資産被害額に対応するので（図１）、立地場所に

浸水ハザード特性の変化を入力することにより評価

おける浸水深別の発生確率を掛け合わせて、建物特

できる。ここでは敷地・建物レベルでの住民・事業

性に応じた浸水被害リスク
（期待値）
を算定できる。

者による対策例として、建物周囲への止水板設置、

また、ある地区における浸水被害リスクの特性に

及び宅地の嵩上げを実施した場合の資産被害の低減

ついても、建物用途や事業所区分、階数といった詳

効果の評価を示す（図２～図４）。対象地域の住宅・

細な建物属性を有するGISデータを活用し、地区内

事業所の一定割合においてこうした対策が実施され

にモデル建物を配置して、地区の浸水ハザード特性

た場合の効果も、表計算ソフトで算定可能である。

と重ね合わせることにより、分析が可能となる。こ

今後は、
気候変動を考慮した分析を予定している。

れを表計算ソフトで実施できるシートを開発した。

1)現在までのところ、14種類の基本パターンを設定ずみ。
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1.
防災・減災・危機管理

気候変動適応研究本部
気候変動適応研究本部
都市計画研究室長
都市防災研究室長
都市計画研究室
木内
都市研究部
都市研究部
木内
望 望長都市防災研究室
修一 修一
(博士(工学))
(博士(工学))
長（博士
（工学）
）
（博士（工学）
） 竹谷 竹谷
河川研究室
河川研究室
河 川 研 究 室
河 川 研 究 室
河川研究部 主任研究官
山本
陽子 研究官
柳川 一博
河川研究部
陽子
柳川 一博
研 究 官
主任研究官 山本
水防災システム研究官
水防災システム研究官
深見
和彦
深見
和彦

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

ストックマネジメント
ストックマネジメントに
に資する下水道管路
資する下水道管路異常発
異常発生傾向の分析
生傾向の分析

写真

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

けは不要）

けは不要）

（研究期間：平成２６〜２８年度）
（研究期間：平成２６～２８年度）

2.

下水道研究部

下水道研究室

下水道研究部

下水道研究室

横田 敏宏 主任研究官 深谷 渉
研究官
交流研究員
室長
宮本
豊尚
竹内深谷
大輔渉
横田
敏宏 主任研究官
室長  

インフラの維持管理

研究官
（キーワード） ストックマネジメント、道路陥没、維持管理、管きょ規格、異常発生傾向
宮本 豊尚 交流研究員 竹内 大輔

（キーワード）

ストックマネジメント、道路陥没、維持管理、管きょ規格、異常発生傾向
ではピークが同じ傾向が見られた。

１．下水道の老朽化と維持管理の効率化
我が国の下水道管路施設総延長は、2015年度末で

図-3、図-4は管きょ規格変遷の年代区分により区

約47万kmとなっている一方で、下水道管路施設起

分分けを行い、経過年数と布設年度で継手ズレの異

因の道路陥没の発生件数は年間3,000件を超え、将

常発生割合を集計した結果であり、どちらも年代区

来的に下水道管路施設の老朽化等に起因する道路陥

分ごとに異常発生割合は概ね一定の傾向が見られた。

没等の重大事故の発生リスクが高まることが危惧さ

３．研究成果

れる。道路陥没の未然防止に向けた予防保全型の維

道路陥没と劣化の発生傾向は、管路施設の経過年

持管理が求められる現状から、維持管理の効率化を

数だけではなく、管きょの規格と密接な関係がある

図る「スクリーニング」が注目されている。

ことが明らかとなった。これまでの劣化は経過年数

２．下水道起因の道路陥没と管路異常の発生傾向

で議論されてきたが、管きょの規格という条件を加

国総研では、2006年度から実施している「下水管

えたより効率的なスクリーニングの実施により、道

路施設起因の道路陥没における全国調査」より、下

路陥没の未然防止に向けた予防保全型維持管理の促

水道管路の維持管理を効率化することを目的とし、

進することが期待される。

下水道管路施設起因
道路陥没の実態と管
きょの異常発生傾向
の関連性について分
析した。
図-1、図-2は2005
年から10年分のデ
ータを前半5年、後

図-1 経過年数別陥没件数（継手ズレ）

図-2 布設年数別陥没件数（継手ズレ）

半5年に区分し、経
過年数と布設年度で
の継手ズレが原因に
よる道路陥没の発生
傾向を分析した結果
であり、経過年数で
はピークがずれてい
るのに対し布設年度

図-3 経過年数別異常発生割合（継手ズレ）
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図-4 布設年度別異常発生割合（継手ズレ）

研究動向・成果
研究動向・成果

B-DASHプロジェクト（ICTを活
B-DASHプロジェクト（ICTを活用
用した劣化診断）の実証研究
した劣化診断）の実証研究

写

写

写

写

真

真

真

真

下水道研究部
下水道研究部 下水処理研究室
下水処理研究室
室長
主任研究官
研究官 研究官
主任研究官
山下
重村 重村
浩之 浩之
松本 龍
山口 修史
山下 洋正
洋正
松本交流研究員
龍 交流研究員
山口 修史
（キーワード）
（キーワード） 下水道、ICT、維持管理、劣化診断、革新的技術
る劣化診断技術および設備点検技術の実証研究

国土交通省では、下水道事業全体のコストの削減

(水ing株式会社・仙台市共同研究体)

等を実現することを目的として、2011年度より「下

本技術はセンサーによるデータ無線送信を用いた

水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェクト）」

機器状態モニタリングと、タブレット点検システム

を実施しており、国総研は、この実証研究の実施機

を組み合わせた技術である。

関となっている（B-DASH：Breakthrough by Dynamic

機器状態モニタリングでは振動等をセンサーによ

Approach in Sewage High Technology）。

り連続監視を行い、クラウドサーバにデータを蓄積
する。タブレット点検では日常点検において、従来

本稿では、
ICTを活用した下水道設備の劣化診断技
術について実証中の2件の概要を紹介する。

の紙の帳票への記録に代わり、タブレットを導入す

２．ICTを活用した下水道設備の劣化診断技術

ることで点検記録データを効率的に蓄積する。

(1) 振動診断とビッグデータ分析による下水道施設

両技術を組み合わせた設備劣化診断手法により蓄

の劣化状況把握・診断技術実証研究((株)ウォーター

積した維持管理データを活用することで、設備の適

エージェンシー・日本電気(株)・旭化成エンジニア

切な修繕・更新計画の作成に寄与し、振動測定作業

リング(株)・日本下水道事業団・守谷市・日高市共

時間や維持管理費用の低減効果を実証している。

同研究体)
本技術はセンシング技術とビッグデータ分析技術
クラウドサーバ

を組み合わせた技術である。センシング技術では、

データ
出力

振動等センサー
（データ無線送信）

回転機器を振動センサーにより連続監視することで
劣化状況を把握する。ビッグデータ分析技術では、

設備劣化状況把握

施設内の大量の運転データ(ビッグデータ)と振動セ
ンサーのデータを用いて、ビッグデータ分析を行う
タブレットによる日常点検

ことで、異常予兆把握や劣化予測を行う。両技術を

設備劣化診断

活用した状態監視保全により、効果的な異常検知や

図２ センサー連続監視とクラウドサーバ集約技術

維持管理費用の低減効果を実証している。

３．今後の展開

セン シ ン グ技術 ( 振動診断)

劣化状況把握・ 診断技術

振動セン サ－

ス テ ーシ ョ ン Ａ

た成果から、革新的技術の普及促進を図る。当該実

管理用Ｐ Ｃ
計装盤

汚泥ポン プ Ａ
ビ ッ グデータ
分析エ ン ジ ン

ス テ ーシ ョ ン Ｂ
振動セン サ－

汚泥ポン プ Ｂ

国総研では引き続きB-DASH事業を主導し、得られ

劣化状況把握・ 診断技術
OPCサーバー

送風機

証研究では引き続きデータ取得を行うとともに、こ

電気計装

れまでに得られた成果を取りまとめる予定であり、

導入効果
突発故障防止によ る 修繕コ スト 削減

水質セン サー

本技術の普及により、
施設の維持管理費用を低減し、

流量計

分解点検・ 施設更新周期の延伸

振動セン サ－

点検コ スト の人件費縮減
効率的な長寿命化計画の策定

下水道事業全体の生産性向上への寄与を目指す。

維持管理データ

【参考】

図１ センシング技術とビッグデータ分析技術

http://www.nilim.go.jp/lab/ecg/index.htm

(2) センサー連続監視とクラウドサーバ集約によ
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１．はじめに

2.

トピックス
研究動向・成果

河川構造物の点検結果の評価
河川構造物の点検結果の評価の
の効率化に向けて
効率化に向けて
河川研究部
河川研究部
河川研究室
河川研究室

2.

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

けは不要）

河川構造物管理研究官
河川構造物管理研究官
（博士（工学））
(博士(工学))
主任研究官
主任研究官

佐々木 隆
佐々木 隆
福島 雅紀 研究官研究官
笹岡 信吾
福島 雅紀
笹岡 信吾

（キーワード） 河川構造物、管理、タスクフォース、点検要領、点検結果評価要領
（キーワード）
河川構造物、管理、タスクフォース、点検要領、点検結果評価要領

インフラの維持管理

能低下につながる変状の発生メカニズムと進行過程

１．河川構造物管理研究タスクフォース
国総研では、
2012年4月から国立研究開発法人土木

の明確化に関する研究開発（研究課題名：堤防及び

研究所（土研）とともに河川構造物に適したマネジ

河川構造物の総合的な点検・診断技術の実用化に関

メントに関する研究担当者の集団として河川構造物

する研究）の成果は、2016年3月策定の要領（案）お

管理研究タスクフォース（以下、「河川構造物TF」

よび参考資料等に反映されており、河川構造物の健

という。）を設置し、①技術・マネジメントの両面

全度評価の効率化に活用されると期待される。

において河川維持管理をより高度化させること（発

また、河川構造物TFは、河川構造物の維持管理に

展）を目指した研究や技術的支援、②効果的・効率

関する最新の研究・技術情報を提供することを目的

的な河川維持管理に係る最新の技術を現場に導入し、

として、河川構造物管理研究セミナーを開催してき

根付かせること（導入・定着）を目指した活動とし

ており、
2016年3月1日に通算第4回目のセミナーを開

て、技術相談やセミナーの開催などの活動を行って

催し、約90名の参加を得た。今回は、「今、新技術

いる。

が管理に革命をもたらす」を主題として、近年目覚

２．2016年の活動状況

ましい進歩を遂げているICT技術を維持管理の現場

2013年の河川法改正により、河川管理施設の維持

へ適用するための研究開発など、管理の効率化・高

修繕の義務が法令上も明らかにされ、河川管理者は

度化に向けた新技術導入の取り組みの最新の状況を

堤防、護岸、樋門・樋管、水門、堰等の施設につい

紹介した。

ては１年に1回以上の目視等による点検を行うこと
が定められた。これを受けて、国土交通省では施設
の状態に応じた措置について判断する基準の策定を
進め、2015年3月には、施設数が多い堤防、護岸（堤
防等と一体となって機能を発揮するもの）、樋門・
樋管について点検結果評価要領（案）を策定し、2016
年3月には、鋼矢板護岸、水門・堰を含めた要領（案）
図 セミナー会場の様子

を策定している。評価の基本的な考え方は、目視点

３．今後の展開

検を基本として施設の機能の状態を評価することに
なるので、機能の状態を反映するものとして現れる

河川構造物TFは、今後とも国土交通本省、地方整

施設の変状を指標とし、その状態に応じて、①異常

備局と密に連携して、点検結果評価の充実を支援す

なし、②要監視段階、③予防保全段階、④措置段階

るなど河川維持管理の効率化・高度化に向けた取り

の4段階に評価することとした。今後、要領（案）の

組みを積極的に展開していく。

試行等により技術的知見を蓄積し、必要に応じて評
価区分の判定基準を改良していく。土研において

☞詳細情報はこちら

2015年度までの3年間で進められた、
河川構造物の機

http://www.nilim.go.jp/lab/fag/index.htm
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

直轄区間下流への粒径
直轄区間下流への粒径
集団別の土砂供給量の
集団別の土砂供給量の
推定
推定

写真

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

けは不要）

けは不要）

河川研究部 河川研究室
河川研究部
河川研究室
主任研究官
室長
諏訪 義雄 （博士
福島 雅紀 研究官
西村 雄喬 交流研究員
江尻 雄三郎
（工学））
室長
主任研究官
研究官
諏訪 義雄 (博士(工学)) 福島 雅紀
西村 雄喬 交流研究員 江尻 雄三郎

2.

（キーワード） 総合土砂管理、土砂収支、粒径集団
（キーワード）
総合土砂管理、土砂収支、粒径集団

1)

る。

河積変化に着目して作成した土砂収支 をもとに、

３．算出結果例２：天竜川（図-2）

直轄区間下流への土砂供給量算出を進めている。水
系横並びの比較、土砂供給量に与える要因の把握が

天竜川では河川から河口への土砂供給の減少に伴

目的である。直轄区間下流への粒径集団別土砂供給

い、河口テラス・砂州が後退し、周辺海岸から河口

量は、土砂生産量からダム堆砂量を減じ、当該粒径

への土砂流入が生じており、河口右岸の海岸では河

集団を河床構成材料とする河道からの供給を加える

口への漂砂流入を抑制する突堤建設が進められてい

又は河道への堆積量を減じて算出した。

る。天竜川では礫、砂ともに土砂生産量の8割5分以

① 土砂生産量は、流域内の地質区分毎の比流砂量

上、シルト・粘土は7割以上がダムで堆積し、河口へ

推定式2)を用いて算出した。生産源のパラメータ

の土砂供給減少に対するダム堆砂の寄与が大きい。

である平均標高と起伏度は、1kmメッシュ標高を

そのため、ダム再編事業による河川から河口への土
砂還元の効果が期待できる河川である。

用いて10km四方毎に求めた。
② ダム堆砂量は、総貯水容量100万m3以上は実績堆

千m3/年
4,000
3,000

砂量を、それ以下は同一水系内の総貯水容量と

2,000
1,000

実績堆砂量の関係から推定した。

0

③ 土砂生産量及びダム堆砂量の粒径集団（礫、砂、

千m3/年
6,000

シルト・粘土）別の比率は全国27ダムの粒度構

4,000

河道からの供給量

2,000

通過土砂量

1,000
0

ダム 直轄区間
領域
下流

シルト・粘土

土砂生産量

0

河道容積変化量

砂

砂利採取量
河道掘削量
河道からの供給量

河道容積 砂利採取量 河道から
変化量 河道掘削量 の供給量

算定幅の表示

ダム堆砂量

+2σ※

通過土砂量

土砂量
-2σ※
※比流砂量データのバラつきから推定
した標準偏差の2倍を取った算定幅

1,000

理区間のみを対象に、河道容積変化量－砂利採

土砂
生産域

ダム 直轄区間
領域
下流

図-1 直轄区間下流への土砂供給量（石狩川）

千m3/年
2,000

礫

1,000

⑤ 土砂生産量は比流砂量データのバラつきから推

0
-1,000

千m3/年
5,000

示し、直轄区間下流への土砂供給量にも算定幅

4,000

を表示した。
２．算出結果例１：石狩川（図-1）

土砂生産量

千m3/年
2,000

ダム堆砂量

1,000

河道への堆積量
土砂
生産域

ダム 直轄区間
領域
下流

通過土砂量

土砂生産量

砂

ダム堆砂量

3,000

石狩川下流部の河床は砂を主に構成されており、

3,000

2,000

④ 河道からの供給又は河道への堆積量は、直轄管

定した標準偏差の2倍の範囲を算定幅として表

ダム堆砂量

3,000

成比率の平均を用いた。

取及び河道掘削量で算出した。

土砂
生産域

5,000

千m3/年
4,000

土砂生産量

砂

通過土砂量

0
-1,000
千m3/年
5,000
4,000

2,000

1,000

1,000

0

0

-1,000

-1,000

ダム 直轄区間
領域
下流

河道容積変化量
砂利採取量
河道掘削量

河道容積 砂利採取量 河道への
変化量 河道掘削量 堆積量

シルト・粘土

河道への堆積量

土砂生産量
ダム堆砂量

3,000

2,000

土砂
生産域

礫

通過土砂量

土砂
生産域

ダム 直轄区間
領域
下流

図-2 直轄区間下流への土砂供給量（天竜川）

礫の河口への供給はない。砂、シルト・粘土につい

【参考】1) 舛屋ら(2015) 全国一級水系における河道容
積の年平均変化率について，河川技術論文集，第21巻，
pp.241-246.
2) ダム堆砂量推計の手引き（案）， 国土交通省河川局河
川環境課，平成17年4月

ては流域からの推定供給量に対しダムの堆砂による
減少量は3割程度と比較的小さい。
砂はダム堆砂量以
上に河道から供給されており、現状では、河口への
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土砂供給量にはダム堆砂の影響は小さいと考えられ

１．粒径集団別土砂供給量の推定と算出手順

個別記事用原稿(１ページ原稿)
研究動向・成果

ダム堤体の振動モニタリング
ダム堤体の振動モニタリング
による健全度診断に関する研究
による健全度診断に関する研究

金銅

佐藤

小堀

室長

主研

研究官

（研究期間：平成２８〜３０年度）
(研究期間：平成２８～３０年度)

河川研究部
河川研究部 大規模河川構造物研究室
大規模河川構造物研究室
研究官
室長
主任研究官
弘行 （博士
室長金銅 将史
研究官
（工学））小堀 俊秀
金銅将史 主任研究官 佐藤
佐藤弘行
小堀俊秀
(博士(工学))

2.

（キーワード）
(キーワード) ダム、健全度診断、振動特性、地震動、常時微動
ダム、健全度診断、振動特性、地震動、常時微動

インフラの維持管理

これらダム特有の要因も考慮した分析・評価が必要

１．はじめに
ダムでは各種計測(漏水、堤体変位等)と巡視によ

である。また、大規模地震による影響を振動特性の

る入念な安全管理が行われているが、築堤後数十年

変化に着目して分析した例は少ない。このため、地

を超える長期供用ダムを含め、維持管理の対象とな

震動観測データから得られる伝達関数の経時変化の

るダムが増加する中、ダムの長寿命化を図る観点か

視覚化(図-2)など分析手法の工夫も試みつつ分析を

ら、構造物としての健全性を効率的にモニタリング

進めている。

する技術の開発・普及も重要になってきている。

３．今後の展望

そこで、筆者らは、ダムで観測される地震動波形

ダムの健全度診断・モニタリングにおける本手法

データや常時微動の計測から同定される固有振動数

の確立・普及を目指し、引き続き合理的な振動特性

などダム堤体の振動特性を表す指標に着目し、その

の分析手法や診断指標の開発などを進めていきたい。

変化からダムの構造物としての健全性の経年や大規
模地震による変化をモニタリングできる技術の確立

堤体上部
(天端等)

を目指している。
２．ダムの振動特性の分析とその有用性と課題
国土交通省が管理するダムでは、地震時の臨時点
検の要否の判断や耐震設計技術の向上に用いる目的

基礎部
(監査廊内)

で、
原則としてダムの基礎部と堤体上部に地震計(図
-1)が設置されている。また、任意の時期・場所で地
盤や構造物の振動特性が把握可能な常時微動計測も、

図-1 地震計・常時微動計測器と計測箇所の例

高感度の加速度センサー等を内蔵したポータブルな
計測器(図-1)の普及などにより比較的簡単に行える
ようになってきている。
ダム堤体の振動特性は、堤体上部(ダム天端等)と
基礎部(監査廊内等)で同時に得られたこうした地震
動観測記録や常時微動計測データをもとに、周波数
領域での応答特性(伝達関数)を分析することで把握
できる。本研究は、例えば継目の開きやクラック等
に伴う構造体としての剛性低下に伴う固有振動数の
低下や減衰機構の変化から、ダム堤体の健全性の変
化を捉えようとするものである。ただし、固有振動
図-2 重力式ダム堤体の伝達関数のランニングスペ
クトル(大規模地震時の固有振動数の分析例)

数は貯水位や外気温のほか放流振動の影響を受け、
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

コンクリート橋に対する非破壊調
コンクリート橋に対する
査に関する性能評価試験法の開発
非破壊調査に関する性能
評価試験法の開発

道路構造物研究部 橋梁研究室
道路構造物研究部 主任研究官
橋梁研究室
室長
星隈順一 (博士(工学))
白戸真大 主任研究官
加藤豊 交流研究員
正木守
(博士(工学))
室長
主任研究官
主任研究官
星隈
順一
白戸
真大
加藤 豊 交流研究員 正木 守
（博士
（工学）
）
（博士（工学））

（キーワード）
コンクリート、非破壊調査、性能評価、内部損傷、あと施工アンカー
（キーワード） コンクリート、非破壊調査、性能評価、内部損傷、あと施工アンカー

対する性能評価手法について提案する。

社会インフラを支える構造物の老朽化が進展して
きており、維持管理の重要性が増してきている中、

まず、カタログ値の再現性を検証するために、試

近接目視や打音点検を補完して点検レベルの向上を

験条件や配筋状態が試験結果に影響を及ぼしにくい

図る技術として、非破壊調査技術の開発が進められ

と考えられる比較的シンプルな供試体を用いて、非

てきている。本研究は、コンクリートの内部損傷や

破壊調査による試験を実施する。次に、非破壊調査

あと施工アンカーの埋め込み部の状態や品質の確認

技術の適用範囲を明確にするために、実部材と同等

を目的とする非破壊調査技術を対象として、これを

の配筋状態で複数の内部損傷等を模擬した供試体を

点検に適切に活用していくために必要となる当該技

用いて試験を実施し、試験条件、隣接損傷の存在、

術の検知能力や誤差特性について、統一的かつ客観

配筋条件等が結果に及ぼす影響を確認する
（写真-2）
。

的評価を行うための性能評価試験方法について検討

最後に、実構造物への適用性を確認するために、実

を行ったものである。

際に経年の中で損傷した部材を用いた供試体で試験

２．共同研究の概要と研究成果

を実施し、実部材の複雑な表面性状や材料の経年劣
化が結果に及ぼす影響を確認する（写真-3）。

国総研では、土木研究所や非破壊調査技術を有す
る民間企業等と共同研究を行い、共同研究者が保有

これらの一連の試験結果を通じて、適用しようと

する非破壊調査機器等の技術を用いて、非破壊調査

する実際の調査対象として想定される損傷や現場環

技術の性能を評価するための試験方法について検討

境、部材状態などの条件を考慮して、当該非破壊調

した。
本共同研究では、
コンクリートの内部損傷や、

査技術の性能が評価されることになる。

あと施工アンカーの不具合等の検出難易度を変化さ
せた様々な供試体を国総研で用意し（写真-1）、そ
れらに対して実施した
非破壊調査の結果から、
非破壊調査技術の性能

写真-2 適用範囲確認
試験の例

評価に必要な試験項目
を整理するとともに、
それらを確認するため

写真-3 実構造物への
適用性確認試験の例

４．おわりに
写真-1 非破壊調査状況

今回提案した試験法により、各種機器が、その能

の試験法を提案した。

力と誤差特性に応じた活用がなされることが期待さ

３．性能評価試験法の概要

れる。今後、本試験法を実務において試行しながら

本共同研究で実施した一連の非破壊調査技術の適

課題の抽出と改善を進める予定である。

用性の検討結果を踏まえ、それらの性能評価をする
際に着目すべき項目は、カタログ値の再現性、非破
壊調査技術の適用範囲、実構造物への適用性である
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ことを明らかにした。そのうえで、これらの項目に

１．はじめに

2.

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

道路橋狭隘部の外観性状調査機器に
道路橋狭隘部の外観性状調査
関する性能評価試験の開発
機器に関する性能評価試験の開発
（研究期間：平成25〜26年度）

（研究期間：平成25～26年度）

道路構造物研究部 橋梁研究室
橋梁研究室
道路構造物研究部
室長
主任研究官
交流研究員
順一 氏名
白戸 真大主任研究官
中邨 亮太
（博士
（工学））星隈 室長
（博士（工学））
星隈順一
(博士（工学）)
(博士（工学）) 氏名 白戸真大

2.

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

交流研究員

氏名 中邨亮太

（キーワード） 狭隘部，近接目視点検，調査機器
（キーワード）
狭隘部，近接目視点検，調査機器

インフラの維持管理

性能を個別に判断する必要がある。そこで、前述の

１．はじめに
我が国では、既設の道路橋に対し、点検の品質確

ように類型化を図った道路橋の狭隘部それぞれを模

保の観点から、5 年に一度の定期点検では近接目視

擬した試験体を作製し、それらに対して調査機器の

が原則とされている。一方で、既設の道路橋には支

性能を把握するための検証実験を実施した。
試験体の作製にあたっては、狭隘部の寸法も多様

承部周辺や落橋防止構造の背面など直接、近接目視
ができない狭隘部が存在しており、狭隘部の外観性

であることも踏まえ、可変

状を調査する様々な機器（以降、調査機器と称す）

できる構造を基本とした。

の開発が進んでいる。しかし、道路橋の狭隘部の形

写真-1は、ゲルバー部を模

状や寸法は多様で調査機器の仕様も多岐に渡るため、

擬した試験体の例である。

現状では現地での調査に先立って各調査機器の実橋

４．検証実験

への適用性を判断することは容易ではない。

可変

写真-1 作製した試験
体例（ゲルバー部の例）
作製した試験体を用いて、
設置した模擬の損傷
（ひ

これらを踏まえ、本研究は、道路橋の狭隘部の形

びわれや腐食など）を把握することができるか、5

状を類型化するとともに、類型化した狭隘部を模擬

機の調査機器を用いた検証実験を実施した。その結

した試験体に対する検証実験に基づき、調査機器の

果、狭隘部の点検に用いる調査機器に求める性能と

性能を確認するための試験法を提案したものである。

して狭隘部への進入性能、進行方向を変える性能、

２．道路橋狭隘部の類型化

進入可能な最大距離（深さ）、画像の取得性能が重

道路橋において近接目視ができない狭隘部の構造

要であることが分かった。また、進入性能に着目す

条件を把握するために、
2,500橋あまりの道路橋を対

ると、調査機器のスペックとして記載されている進

象として、定期点検調書に記載の写真や図面、記事

入可能な寸法以下でも点検できる構造がある一方で、

から狭隘部を有する1,200橋程度を抽出した。
抽出し

逆にスペック内の条件であっても点検できない構造

た橋梁の狭隘部を部材別に分類して類型化を図った

もあった。このことから、調査機器の適用性の判断

結果、表-1に示す8ケースに集約することができた。

においては写真-1に例示したような調査の対象とな

表-1 狭隘部の類型化

る構造を模擬した試験体を用い検証実験を実施する

Case1
Case2
Case3
Case4
Case5
Case6
Case7
Case8

狭隘な構造
狭隘な支承部
端横桁背面
落橋防止システム背面部等
添架物（進入口が狭隘）
添架物（添架物と対象部材が狭隘）
ゲルバー部
鋼トラス上下弦材内
斜張橋ケーブル保護パイプ内
狭隘な桁下空間
合計

橋梁数
547
44.9%
220
18.1%
138
11.3%
118
9.7%
107
8.8%
27
2.2%
31

2.5%

30
1,218

2.5%
100.0%

狭隘部の例

ことで対象となる狭隘部の構造に対する各調査機器

＜Case1の例＞

の性能を個別に評価することが重要と考えられる。
５．おわりに
本研究の成果を踏まえ、調査機器の適用性を適切
に判断することで調査の手戻りを防止し、効率的な

＜Case4の例＞

道路橋の維持管理の一助となることが期待される。

３．模擬試験体の作製
調査機器の実橋への適用性を判断するためには、

☞詳細情報はこちら
国総研資料作成中のため、後日、橋梁研究室HPに掲載予定

調査機器を現地に持ち込むに先立って、調査機器の
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

道路橋定期点検データに基く
道路橋定期点検データに基く
道路橋の劣化特性の分析
道路橋の劣化特性の分析

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

けは不要）

道路構造物研究部 橋梁研究室 室長 室長 星隈順一 主任研究官
白戸真大 交流研究員
松村裕樹
主任研究官
(博士(工学))
真大 交流研究員松村 裕樹
道路構造物研究部 橋梁研究室 （博士(工学)）星隈 (博士(工学))
順一 （博士(工学)）白戸
（キーワード）
道路橋、定期点検、劣化特性
（キーワード） 道路橋、定期点検、劣化特性

2.

定が求められており、定期的な点検による損傷の程

= [1, 0, 0, 0,

0][P]m

供用開始時を
マルコフ
想定した初期値
遷移確率
（損傷程度aの比率が
行列
100%、b-eが0%を表す）

度の把握と維持管理に関わるデータを収集・蓄積し、
それらを中長期的な維持管理のために分析・利活用

a

中間部

b

75

100

100%
75%
50%
25%
0%

e

c d

100

②5m年後の損傷程度の比率の計算

端部

75

保などの観点から、行動計画及び個別施設計画の策

c

a

e

d

50

pab:損傷程度a→bに遷移する確率・・・
*損傷程度d→aなど回復データは除外

b

50

paa:損傷程度a→aに遷移する確率

100%
75%
50%
25%
0%

25

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
⎞
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ⎟
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ⎠

25

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
0

0

会議において、インフラ機能の確実かつ効率的な確

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
0
0

0

インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
0
0
0

損傷程度比率

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
0
⎛
𝑃𝑃𝑃𝑃 = ⎜ 0
0
⎝ 0

③１００年間の状態確率分布を作成

損傷程度比率

①マルコフ遷移確率行列 P の作成

経過年

④各損傷程度以下に到達する年数の取得と劣化曲線の描画
損傷程度c以下に
到達する年数ｔ1-3

100%

1.00

70%
50%

期待値

することが期待されている。本来は、管理者毎にデ

t1：全体の約30% 30%
到達した時間 0%
t1 t2 t3
：
各損傷程度の評価の定量化

ータの取得・蓄積・分析をすることが望ましいもの
の、取得蓄積しているデータが少なく、データの質

a

損傷程度
期待値

にはばらつきもあることから、分析・利活用には限

b

c

d

2次関数近似

0.75
0.50
0.25

e

1.00 0.75 0.50 0.25 0.00

0.00

1次関数近似

0

25

50
経過年

75

100

降、橋梁定期点検において客観的かつ詳細な状態記

図1 状態確率分布と劣化曲線の作成の流れ
（鋼主桁腐食の例）
架設環境、構造形式、部材の平面的な位置などの条

録を取得・蓄積してきている。それらを経年変化の

件を追加し組み合わせた合計272パターンの条件で

統計データとして整理することで、劣化特性の把握

劣化特性分析を行った。

界がある。一方、国管理の道路橋では、平成16年以

ができると考えられる。

マルコフ遷移確率行列を基に、供用後の損傷状態

そこで、本研究では、劣化特性を把握することを

の経年変化のみから状態遷移傾向を推定し、状態確

目的として、国管理の道路橋に対する点検によりこ

率分布および劣化曲線を作成した（図1）。図1の③

れまで蓄積してきたデータを用いて、
各部材に対し、

では、鋼主桁の腐食を例に示し、部材の平面的な位

架設環境、部材の平面的な位置などさまざまな条件

置（端部・中間部）に応じた状態確率分布を作成し

に応じた統計的な劣化特性分析を行った。

た。これを比較すると、全体の50%が損傷程度d以下

２．点検データに基づいた統計的劣化特性分析

に到達するまでの年数は、端部の方が明らかに早い

国の橋梁定期点検では、部材を細かく分けた評価

ことがわかる。図1の④では、各損傷程度以下に到達

単位の要素の1つ1つに、26種類の損傷と、損傷毎にa

達する年数を取得し、定量化した損傷程度と共に描

～eの最大5区分に分けた損傷程度の評価
（eほど状態

画した。これを複数の関数で近似することで劣化曲

が悪い）を点検調書に記録する。この記録から、同

線を作成した。図から近似関数の違いが各期待値に

じ要素の5年以内の損傷程度の遷移を数え上げて集

到達する年数の違いとして表れていることがわかる。

計し、マルコフ遷移確率行列を算出した。この整理

３．まとめ

を鋼主桁の腐食と防食機能の劣化、コンクリート主

本研究では、このような分析結果をデータ集とし

桁のひびわれと剥離・鉄筋露出、コンクリート床版

てとりまとめており、今後、中長期的な維持管理の

のひびわれ、コンクリート下部工のひびわれに対し

ための参考資料として活用されることが期待される。

て行った。また、劣化特性に差があると考えられる
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インフラの維持管理

１．研究の目的

研究動向・成果
研究動向・成果

トンネル点検結果の整理と分析
トンネル点検結果の整理と分析

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

けは不要）
道路構造物研究部 構造・基礎研究室
室長
主任研究官
研究官
主任研究官
研究官
間渕
高木 高木
繁
間渕利明
利明
繁 上原 勇気
上原 勇気

（キーワード） トンネル、定期点検、進行性分析
（キーワード）
トンネル、定期点検、進行性分析

2.
インフラの維持管理

１．研究の目的

矢板工法:2,417スパン（50TN）

国総研では、
道路トンネルの点検方法の効率化や、
点検結果を考慮した合理的な設計、施工、及び維持
管理に資する検討を行っている。
これらの検討に必要な基礎資料を得るために、矢
板工法及びＮＡＴＭで建設されたトンネルについて、
道路トンネル定期点検結果に基づき、変状の発生状
況や傾向に関する分析を実施している。
２．研究の内容
道路トンネル定期点検では、トンネル内の覆工ス
パン毎の変状に着目し、トンネル毎に健全性を判定

図－1 スパン毎の変状の進行状況（矢板工法）

している。また、変状は発生要因別に、『外力』『材

ＮＡＴＭ:3,204スパン（50TN）

料劣化』『漏水』に分別される。変状の進行性を分
析するため、これまで定期点検を複数回行っている
トンネル100本分（矢板工法50本、ＮＡＴＭ50本）の
スパンについて、点検結果の比較分析を行った。な
お比較に当たっては、平成26年に点検要領が切り替
わっており、判定に用いる指標が異なるため、読み
替えを行っている。（表－1）
表－1 スパン別判定区分の新旧比較

図－2 スパン毎の変状の進行状況（ＮＡＴＭ）
板工法からＮＡＴＭに切り替わって以降、覆工コン
クリート背面に防水工を施工しているため、漏水に
図－1,図－2より、外力・材質劣化・漏水いずれの

よる変状の発生・進行が抑制されていると考えられ

変状発生要因においても、全スパンに占める、悪化

る。

傾向を示しているスパンの割合（橙、赤色）が、Ｎ

３．おわりに

ＡＴＭの方が小さいことが分かる。特に、漏水によ

引き続き、
道路トンネル定期点検結果を活用して、

る変状については、
矢板工法では約1/3のスパンが悪

トンネルの健全性の把握や変状発生要因の分析、ト

化傾向を示しているのに対し、ＮＡＴＭでは僅か3%

ンネル定期点検方法の効率化や簡素化についての検

程度に過ぎない。これは、トンネルの標準工法が矢

討を行っていく。
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研究動向・成果
研究動向・成果

既設道路土工構造物の損傷及び
既設道路土工構造物の損傷及び
健全性の評価に関する調査
健全性の評価に関する調査

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

けは不要）

道路構造物研究部 構造・基礎研究室
道路構造物研究部
構造・基礎研究室
室長
主任研究官
間渕
利明
阿部 稔 研究官 西藤
室長
主任研究官
研究官淳
間渕 利明
阿部 稔
西藤 淳
（キーワード） 土工構造物、損傷、定期点検
（キーワード）
土工構造物、損傷、定期点検

2.
インフラの維持管理

1.はじめに
道路土工構造物は道路交通の安全かつ円滑な状態
を確保するため構造物の機能や性能を維持していく
ことが求められる。道路土工構造物のうち、シェッ
ド（覆道等）及び大型カルバート（函渠等）は2014
年に定期点検要領が策定され、それに基づいた点検
が順次進められている。

図-1 完成年度と構造物の健全性（シェッド）

定期点検の結果により、構造物の損傷傾向、損傷

大型カルバートは、構造物の健全性の判定区分の

原因の把握を行い課題を明らかにし、点検の信頼性

内訳はⅠが41％、Ⅱが50％、Ⅲが9％となっており、

向上や効率化の検討を行っている。

Ⅳはなかった。完成年度でみると、新しいほど健全

2.既設道路土工構造物の損傷の特徴

な施設の割合が高くなっている傾向にある。変状の
発生は、
部材別では頂版と側壁に多く発生しており、

2014年度に実施した直轄国道のシェッド144施設
及び大型カルバート220施設の定期点検結果を整理

変状種類は「ひびわれ」が特に多く、「剥離・鉄筋

し、構造物の健全性や構造形式、完成年度と変状と

露出」「漏水・遊離石灰」も多い傾向にある。変状

の関係等について分析を行った。

が多い頂版と側壁について「ひびわれ」の変状程度

シェッドは、構造物の健全性では、Ⅰ～Ⅳの4区分

の評価（程度が大きくなるに従いb～eに区分）を比

に分類されている判定区分の内訳は、Ⅰ（健全）が

較すると、
頂版において変状程度が大きいe評価の割

約15％、Ⅱ（予防保全段階）が約42％、Ⅲ（早期措

合が高くなっていることが確認できた（図-2）。土

置段階）が42％でⅣ（緊急措置段階）はなかった。

かぶりが薄い施設にe評価の「ひびわれ」が発生して

完成年度別にみると、ばらつきはあるものの、新し

いる傾向にあり、上部道路を走行する自動車からの

いものほど健全な割合が高い傾向になっている（図

載荷重が影響している可能性が考えられる。
頂版（ひびわれ）

-1）。また、構造形式別に発生している変状として

側壁（ひびわれ）

は、ＲＣ構造は頂版の「ひびわれ」「剥離・鉄筋露
出」及び「漏水・帯水」が顕著であり、ＰＣ構造で
は、上部構造と谷側構造の「ひびわれ」が顕著であ
る。鋼製シェッドでは、ブレースの「腐食」脚部の
図-2 頂版・側壁の変状比較（大型カルバート）

支承の「腐食」が著しい結果となっており、構造形

3.おわりに

式により変状が顕著に発生している部材や変状種類
に違いがあることが確認できた。今回の点検結果で

シェッド及び大型カルバートは2014年度から定期

は、シェッドの約７割が完成から30年以上経過して

点検が開始されたところであり、今後も点検データ

おり、漏水の原因となる目地部の変状や鋼材の腐食

を蓄積し、より精度を高めた分析を行っていく予定

等が現れていると推察される。

である。
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

改修外壁および改修防水層の耐久性
改修外壁および改修防水層の耐久性評価
評価手法の開発
（研究期間：平成27～29年度）
（研究期間：平成27〜29年度）
手法の開発

2.

建築研究部
建築研究部
建築研究部
建築研究部
住宅研究部
住宅研究部
建築研究部
建築研究部

室長
材料・部材基準研究室
(博士(工学))
室長
材料・部材基準研究室 （博士
建築新技術統括研究官
（工学）
） 古賀
(学術博士)
建築新技術統括
研究官
（学術博士）
主任研究官鹿毛
住宅生産研究室
(博士(工学))
主任研究官
住宅生産研究室
（博士
（工学）
） 根本
主任研究官
材料・部材基準研究室 主任研究官
(博士(工学))
材料・部材基準研究室 （博士（工学）） 土屋

インフラの維持管理

（キーワード）
改修、外壁、屋根防水、耐久性、長寿命化
（キーワード） 改修、外壁、屋根防水、耐久性、長寿命化

古賀 純子
純子
鹿毛 忠継
忠継
根本 かおり
かおり
土屋 直子
直子

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

表１ 見直されたRSL2)

１．研究の目的

防水層の種類
［押え］アスファルト・改質アスファルトシート防水
［露出］アスファルト・改質アスファルトシート防水
露出合成高分子系シート防水
露出ウレタンゴム系塗膜防水
露出FRP防水

総合技術開発プロジェクト「地域安心居住機能の
戦略的ストックマネジメント技術の開発」（平成27
～29年度）では、主として公的賃貸住宅を対象とし
て研究開発を実施している。その一環として、鉄筋

Y= RSL☓s☓r☓a☓b☓c☓D☓M

コンクリート造住宅の外壁・躯体および屋根防水の

RSL
20年
15年
15年
15年
15年

（式１）

Ｙ :改修防水層の推定耐用年数
s : 防水工法の選択係数
r : （防水改修工事に関する係数）
a : 設計係数
b : 施工係数
c : 施工時の気象係数
D : 劣化外力係数 （D＝d1×d2）
d1 : 断熱係数、d2 : 地域係数
M : 維持保全係数

補修・改修部分の耐久性評価手法の開発を行う。本
稿では屋根防水に関する検討の経過を報告する。
２．改修防水層の耐久性評価手法の開発
新築時に適用する屋根防水の耐用年数予測手法は
1980年代に提案され1)、同手法を活用し、耐久性に
関するデータが収集されてきた。その後、これらの
データを基に耐用年数の推定に用いる耐久性の参照
値であるリファレンスサービスライフ（以下、RSL）
が見直され、表１のように防水層の種類毎に提案さ
れた。一方、改修された屋根防水の耐用年数につい
ては、耐久性の推定式が提案された（式１3)、一部修正）
ものの、活用された事例は少ない。本研究では、既
往の研究で見直されたRSLを軸に、
防水改修工事に関

図１ 防水上の納まりの不良（左：水切り穴の寸法が不適当
な事例、右：通気管に水切りが無い事例）

する係数（r）の考え方を提案する。

るため、公営住宅等の劣化状態の実態調査及び書面

屋根防水の改修においては、既存の防水層を残し

による改修防水層の経年後の劣化状態について調査

改修防水層を付加する場合が多く、既存の屋根防水

を行っている。今後、改修防水層の耐久性評価手法

の状態により改修防水の耐久性に影響すると考えら

の裏付けとなるデータとしてとりまとめる。

れる。また、防水性能の確保には各部の納まりが重

３．今後の展望

要であり、新築時の納まりが不良な場合（図１）は

外壁、屋根防水について改修工法の耐久性の評価

改修防水層の防水性に影響する。既存屋根防水の劣

手法をとりまとめ、提示する。

化状態その他の状況及びそれらへの対処の有無につ

1)

建設大臣官房技術調査室監修、建築防水の耐久性向上技
術、技報堂出版、1987.4 2) 建築物の長期使用に対応した
外装・防水の品質確保ならびに維持保全手法の開発に関す
る研究、建築研究資料№145、2013.8 3) 建設大臣官房技
術調査室監修、屋根防水の補修・改修技術、(財)経済調査
会、1993.2

いて係数として表示し、改修における耐久性への配
慮事項としてとりまとめる。
さらに、
RSL及び係数により導き出される改修防水
層の耐用年数について実際の劣化との関係を確認す
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

特定行政庁における定期報告の電子
特定行政庁における定期報告の電子
化とデータの活用状況に関する調査
化とデータの活用状況に関する調査
（研究期間：平成27年度）

（研究期間：平成27年度）

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

室長 室長
建築研究部 評価システム研究室
眞方山
美穂
建築研究部
評価システム研究室
眞方山美穂
室長
住宅研究部 住宅ストック高度化研究室
浩浩,住宅計画研究室
住宅計画研究室 研究官
小林
研究官
住宅研究部
住宅ストック高度化研究室 室長中西
中西
小林英之
英之

（キーワード） 定期報告、電子化、情報利活用
（キーワード）
定期報告、電子化、情報利活用

2.
た。電子化については、年間受付件数量の多い行政

建築基準法第12条の「定期報告」は建築物の維持

庁の方が電子化を導入している傾向が見られた。な

保全情報の一つであり、これらの情報を日常安全や

お、建築確認台帳と定期報告の情報とのリンクにつ

防災等へ利活用していくことは、ストックの時代に

いては、多くの行政庁でリンクがとれていないとの

おいて重要になってくる。現在、国や地方自治体で

回答であった。

も業務の効率化や公共サービスの質の向上を目指し

既に電子化している行政庁を対象に実施した電子

てＩＴ化が進められており、建築行政情報の電子デ

化のメリットに関する回答結果を図1に示す。
同図よ

ータ化、
データベース化の取組みも進められている。

り、｢必要な情報がすぐに出せるようになった｣とい

ここでは定期報告の利活用技術に関する検討にあ

う効果を挙げる行政庁が最も多く、全体の84％であ

たり、定期報告の電子データ化や特定行政庁での管

った。
日常安全管理や防災対策への活用については、

理の実態等に関して行った調査結果を報告する。

都道府県と市町村で若干差はあるが、
全体で15%程度

２．調査概要

であった。
｢重点点検事項の抽出に活用できるように

47都道府県、建築基準法第４条１項の設置市、同

なった｣との回答は、都道府県で約46%、市町村で約

97条第2項の特別区（東京23区）、さらに同第４条2

7%となり、回答に大きく差が出る結果となった。

項の設置市から任意に抽出した13市・区の合計171

４．おわりに

行政庁を対象に、定期報告台帳の作成・保管・整備

今回実施した調査の分析結果を踏まえて、定期報

方法、定期調査報告書等の電子化の実態および業務

告の電子申請や電子データ化を進めていく上での対

上での電子化の効果等についてアンケートによる調

応策等を取りまとめる予定である。

査を行った（H27.12～28.1実施）。

＊本研究は、総プロ「社会資本等の維持管理効率化・高度化のた
めの情報蓄積・利活用技術の開発」の一環として実施した。

３．調査結果の概要
定期報告台帳の作成・保管・整備方法につい
て、「表計算ソフト等を用いて電子化し、庁舎

48.2
54.5
47.2

対象建築物所有者(管理者)
への通知が早くなった

32.5
27.3
33.3

事務スペースが整理された

内のサーバ等を利用して保管している」行政庁

必要な情報がすぐに出せる
ようになった

が最も多く、
全体では66％、
都道府県では72％、

提出が遅れている建築物
のアラーム機能となった

市・区では63％を占めていた。また、独自に開

業務の繁閑が予測
できるようになった

発・整備したシステムを利用して保管している

少人数で業務を担当
できるようになった

8.4
9.1
8.3

ところも17％あった。一方、
「紙ベースで保管」

自然災害による資料消失
リスクに対応できた

7.2
9.1
6.9

する行政庁も一定数存在し、都道府県は11％、

日常安全管理指導に
活用できるようになった

9.1

市・区では5％であった。
定期調査報告書等の電子化の実態については、

3.6
0.0
4.2

る」、あるいは、「電子化に向けて検討してい

12.0

45.5

6.9
4.8
5.6

その他

0.0

無回答

1.2
0.0
1.4

0.0

る」は合わせて9%であったが、反対に「電子化

15.7
16.7
14.5
18.2
13.9

重点点検事項の抽出に
活用できるようになった

度であった。さらに「電子化の準備を進めてい

10.0

20.0

30.0

市区 (n=72)

40.0

50.0

60.0

都道府県 (n=11)

70.0

80.0

全体 (n=83)

図1 定期調査報告書等の電子化導入による効果
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84.3
86.1

15.7
18.2
15.3

防災対策に活用できるようになった

「既に電子化している」とした行政庁は半数程

の予定はない」と回答した行政庁も41％であっ

72.7

90.0

100.0

インフラの維持管理

１．はじめに

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

タイル仕上げ外壁パネルの劣化診断
タイル仕上げ外壁パネルの劣化診断
手法の検討（研究期間：平成２８〜２９年度）
（研究期間：平成２８～２９年度）
手法の検討
住宅研究部 住宅生産研究室
住宅研究部 住宅生産研究室
建築研究部 評価システム研究室
建築研究部 評価システム研究室

2.

主任研究官
主任研究官
（博士
（工学））
(博士(工学))
室長
（博士（工学）
）
室長
(博士(工学))

根本 かおり
根本かおり
眞方山 美穂
眞方山美穂

（キーワード） 劣化診断、タイル仕上げパネル、押出成形セメント板、ALC 板
（キーワード）
劣化診断、タイル仕上げパネル、押出成形セメント板、ALC板

インフラの維持管理

25年版）
のタイル工事の章に記載されたことにより、

１．背景

外壁に増えることが考えられ将来的なことをふまえ

タイル仕上げ外壁の劣化を放置すると最悪の場合

た対策が必要となると考えられる。

には剥落し、人命や財産をおびやかす事故につなが
るおそれがある。このため補修・改修工事により健

張付材

張付材

全な状態に回復させる必要があるが、とりわけ劣化

ＥＣＰ板

ＡＬＣ板

状態をきちんと把握することが効果的・効率的な改

気泡多

修につながるため調査・診断の正確さが重要となる。

空洞部溝

ところで外壁の調査・診断方法は部材ごとに適する

タイル

タイル

方法が規定されているが、建築物は構造や施工労働
者の減少などさまざまな理由からタイル仕上げの仕

（断面拡大）

様も材料や工法において多様化しており、従来どお

（断面拡大）

りの調査方法では正確な診断が難しいことが懸念さ
れている。写真1は、RC造建物にモルタルでタイル仕
上げ施工された外壁の調査・診断の事例であり、従
来の調査・診断法は本仕様を対象に規定されている。
ＡＬＣ板
剥離箇所

押出成形セメント板

図１ タイル仕上げ外壁パネルの断面構成
３．研究の方針
有機系接着剤張りしたタイル仕上げ外壁パネルの
劣化事例は新しい部材であることもあり報告は受け
ていないが、施工時の問題で生じる剥離の特徴は把

打診検査例

赤外線調査例

握しつつある。これをふまえ剥離の想定を行い、今

写真１ 外壁調査・診断方法の事例

後は有機系接着剤等によりタイル仕上げしたALC板
および押出成形セメント板の試験体を用いて、打診

２．タイル仕上げ外壁パネルの剥離診断について
本研究で取り上げたタイル仕上げ外壁パネルの剥

法や赤外線法により剥離面積や深さ、浮き代などに

離調査において、図1のようにALC板に設けられた気

ついてどの程度の剥離の状態を検知できるのか計測

泡や押出成形セメント板に設けられた空洞部分が打

し適用範囲を整理する。また、材料の振動や音波の

診法や赤外線法の適用を阻害することが懸念されて

変化を計測できる機器類を用いてどのような診断が

いる。また、有機系接着剤によるタイル張り工法が

展開できるのかを検討する予定である。さらに、剥

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事

離箇所が発見された場合の微破壊試験による調査手

標準仕様書」および同「建築工事監理指針」（平成

法の有効性についての確認を行う。
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研究動向・成果
研究動向・成果

建築物の外壁落下危険性可視化
建築物の外壁落下危険性可視化
ツールの開発
ツールの開発
住宅研究部 住宅ストック高度化研究室 室長
中西 浩
室長
研究官
住宅研究部 住宅計画研究室
住宅ストック高度化研究室
中西 浩
小林 英之
（博士
（工学）
）
研究官
室長
住宅計画研究室 (博士(工学))
小林
英之美穂
建築研究部 評価システム研究室
眞方山
（博士
（工学）
）
室長
建築研究部 評価システム研究室 (博士(工学))
眞方山 美穂

（キーワード） 定期報告制度、外壁落下、危険性可視化
（キーワード）
定期報告制度、外壁落下、危険性可視化

2.

建物や建物群の全ての危険箇所が周辺空間に及ぼ

建築物の外壁落下に対する歩行者等の安全を確保

す影響範囲を立体的に解析する（図３）。

するため、建築基準法の定期報告時における外壁の
打診調査結果等を元に、落下被害が想定される範囲
を街並み画像上に可視化し、建築物の所有・管理者

図３
外壁の落下
被害が想定
される範囲
の表示例

への指導等に活用する手法を研究した。
具体的には、景観シミュレータ（国交省で開発し
⑤地面への影響範囲の解析

たフリーソフト）の機能に、「外壁落下危険性可視

路上の落壁危険区域を計算して、自動危険回避等

化ツール」として、外壁落下等に対する日常・災害

に使用できるGISデータを出力する（図４）。

時安全性を評価する機能を新たに開発、追加した。
さらに、地方公共団体やマンション管理会社の実
務者の協力を得て当ツールを用いたケーススタデイ

路上の地点毎
に上方に存在
するリスク源
の面積を計算

を行い、操作性や可視化方法の改善点を検証した。
２．外壁落下危険性可視化ツールの概要

図４
路上への落
壁危険区域
の表示例

⑥現場での確認

以下に、本ツールの操作の流れを示す。

携帯端末の画面上に、現場の風景に重ねてリスク

①建物・町並の三次元データの作成

のCGを合成表示する（図５）。

建物の設計CADデータや、
移動体計測車が取得した
点群データ等を活用して、建物壁面の三次元データ

図５
携帯端末
上での合
成表示画
像例

を作成し、壁面や軒裏の空間配置を把握する。
②外壁剥落危険診断結果のデータ表示

３．ケーススタデイを通じた改善すべき主な課題

打診検査機や赤外線センサにより診断、計測した
外壁の剥落危険箇所を、壁面毎のリスク源の面的分

①省力化と費用負担軽減の観点から、外壁剥落危険

布を示すテクスチャデータとして表示する
（図１）
。

箇所の診断、計測に併せて、建物壁面の三次元デー
タの作成と剥落危険箇所データの立体的配置を同時

図１
外壁調査結果報
告書に記載され
た剥落危険箇所
をテクスチャデ
ータとして表示
した例

にできる手法が求められる。
②落下範囲や落下の頻度のみならず、落下による衝
撃力も勘案した路上への影響表示が求められる。

③リスク情報付建物データの作成

③定期報告対象建築物が限定されており、連続する

テクスチャデータで表示した剥落危険箇所を、建

道路空間の安全性向上には、
緊急輸送路や避難路等、

物の壁面に立体的に配置する（図２）。

道路を指定した外壁の悉皆診断調査が必要である。
図２
建物外壁に剥落危険
箇所を表示した例
（黒塗りつぶしが剥
落危険箇所）

☞詳細情報はこちら
http://www.nilim.go.jp/lab/ieg/index.htm
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④リスク立体の作成

１．はじめに

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

人口構造及びインフラ・サービスコストの将来
人口構造及びインフラ・サービスコストの将来予測を踏
予測を踏まえた郊外市街地のマネジメント
まえた郊外市街地のマネジメント
（研究期間：平成26～28年度）
（研究期間：平成26〜28年度）

2.

都市研究部
都市研究部
都市研究部
都市研究部

都市開発研究室
都市計画研究室
都市施設研究室
都市施設研究室

室長
室長
（博士
（工学））
(博士(工学))
室長
室長
（博士
（工学））
(博士(工学))
室長
室長

勝又済 済
勝又
木内
木内望 望
新階
新階寛恭
寛恭

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

けは不要）

（キーワード）
集約型まちづくり、郊外市街地、インフラ・サービス、維持管理・更新、費用便益
（キーワード） 集約型まちづくり、郊外市街地、インフラ・サービス、維持管理・更新、費用便益

インフラの維持管理

１．はじめに

域で2025年以降上水道・道路・電気・ガスの修繕・

都市郊外部の既成戸建住宅団地等においては、高

更新をせず居住世帯の移転誘導を行う
「シナリオ２」
、

齢化・人口減少、空き家・空き地の増加、生活利便

の２つの整備シナリオを設定した。図２は、整備シ

施設の撤退の進行に加え、地方公共団体の厳しい財

ナリオ別のインフラ・サービスの年間コスト（５年

政制約下での介護福祉費用の増大やインフラの維持

間の維持管理・更新コストの平均額）と居住者１人

更新等の都市問題が深刻化するおそれがある。今後

当たりの年間コストの推移である。シナリオ０を基

の郊外市街地のマネジメントにおいては、地区の人

準とした場合、2010～2040年累計で、シナリオ１で

※注

口構造、居住者の生活の質、インフラ・サービス

20億円強、
シナリオ２で30億円弱のコスト減となる。

コスト等の将来像を客観的データに基づき“見える

３．おわりに

化”しながら地区のあり方を検討することが、居住

「費用便益簡易評価ツール」は、地区レベルの将

者や行政内の合意形成の一助になると考えられる。

来人口構造や生活利便施設の存続可能性等の予測を

本稿では、国総研の開発した「費用便益簡易評価

行う「将来像簡易予測ツール」とともに地方公共団

ツール」を用いて行った郊外市街地における将来イ

体に提供予定であり、今後の郊外市街地のマネジメ

ンフラ・サービスコストの推計例について紹介する。

ントや集約型まちづくりへの取り組み方策を検討す

２．将来インフラ・サービスコストの推計例

るための支援ツールの一つとして活用が期待される。

1970年代前半に開発された首都圏40～50km圏の戸

※注：本稿では、下水道等のハードな公共インフラと、ゴミ収集
等のソフトな行政サービスの総称として、「インフラ・サ
ービス」という語を用いている。

建住宅団地Ａ地区（面積60.1ha、2010年国勢調査人
口4,734人、1,827 世帯）を対象に、３つのシナリオ

☞詳細情報はこちら

を設定し将来インフラ・サービスコストの推計を行

1) 国総研レポート2015「都市の計画的縮退・再編に向け
た将来市街地像の簡易予測手法について」

った。図１は現状のインフラ・サービスの規模・水
準を維持した場合の「シナリオ０」の推計結果であ

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/2015report/ar2015hp
101.pdf

る。耐用年数を迎えた各種インフラの更新コストが

2) 国総研レポート2016「郊外市街地におけるインフラ・
サービスの維持管理に係る費用便益の簡易評価手法」

突出している。これに対し、下水道・ゴミ収集・バ

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/2016report/ar2016hp
032.pdf

ス運行を合理化する「シナリオ１」、さらに一部区

上水道
更新

）

百
万
円

保育園
更新

45

1,000

中学校
更新

下水道
道路
更新

小学校
更新

公民館
更新

道路
更新

500
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2020

2025
2030
評価年

2035
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305
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図１ インフラ・サービスコストの推計例
（シナリオ０の場合）
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ガス
更新

年間総費用（
百万円／年）

インフラ（ネットワーク）
インフラ（建築物）
公共サービス

（

維
3,000
持
管
2,500
理
・
更 2,000
新
コ 1,500
ス
ト 1,000

1,165

1,200

3,500

総費用（シナリオ１）
１人当たり費用（シナリオ０）
１人当たり費用（シナリオ２）

図２ 整備シナリオ別のインフラ・サービスの年間コストと
居住者１人当たり年間コストの推計例
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

地域の居住を支える医療・福祉施設
地域の居住を支える医療・福祉施設等の
等の適正配置に向けて
（研究期間：平成27～29年度）
（研究期間：平成27〜29年度）
適正配置に向けて
都市研究部 都市開発研究室
都市研究部 都市開発研究室
都市研究部 都市施設研究室
都市研究部 都市施設研究室

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

室長
室長 ）
（博士（工学）
(博士(工学))
室長
室長

勝又 済
勝又 済
新階 寛恭
新階 寛恭

（キーワード） 集約型都市構造、地域拠点、将来人口、医療・福祉施設、適正配置
（キーワード）
集約型都市構造、地域拠点、将来人口、医療・福祉施設、適正配置

福祉施設については地域包括ケアシステムで日常生

子育て世帯から高齢者世帯までが安心して歩いて
暮らせる集約型都市構造を形成するためには、医療

活圏として想定している中学校区で区域設定を行う。

施設、福祉施設、生活利便施設等の地域の居住を支

③各圏域内の利用者数の算出

える施設・サービス（以下「地域居住支援機能」と

①と②を重ね合わせ、各利用圏域に含まれる将来

呼ぶ。）について、公的賃貸住宅団地に建て替え時

利用者数を算出する。小地域又はメッシュが圏域を

等に併設することも含め、地域の拠点に誘導するな

跨がる場合は面積按分を行う。医療施設、子育て支

どにより、
適正配置していくことが求められている。

援施設、
生活利便施設の圏域外では将来利用者数
（需

国総研では、地域レベルの将来人口・世帯構造の

要）分が全て供給不足であるとみなす。

予測結果を基に地域居住支援機能の必要量・不足量

④既存施設容量によるチェック

を時系列的かつ空間的に予測し、適正配置を進める

③で算出した各圏域における将来利用者数が、既

ための計画評価技術の開発に取り組んでいる。

存の施設容量でカバーできるかをチェックする（図

以下、本技術開発で検討した地域居住支援機能の

２参照）
。
将来利用者数が施設容量を超える地域につ

将来需給に関する予測手法の概要について述べる。

いては、新たな施設導入の検討が考えられる。

２．地域居住支援機能の将来需給に関する予測手法

３．おわりに

①将来人口・世帯予測と将来利用者数の算出

以上の手法により、地域居住支援機能の必要量・
不足量の時系列的かつ空間的な予測が可能となった。

小地域（町丁・字）もしくはメッシュ単位で、年
齢性別将来人口・世帯数をコーホート法で推計し、

今後は、地域居住支援機能の整備・運営等に係る費

各種地域居住支援機能の利用者特性（年齢等）を基

用対効果算出手法の検討を行った上で、小地域での

に将来利用者数を時系列で推計する（図１参照）
。

将来人口予測から、各種機能の将来需給予測、新た

②既存施設の利用圏域の設定

な施設導入に関する費用対効果の算出までを“見え
る化”しつつ一貫的に行える「地域居住支援機能適

医療施設（診療所）
、子育て支援施設（幼稚園、保

正配置予測プログラム」を開発する予定である。

育所等）
、生活利便施設（スーパー、コンビニ等）に

図１ 要支援・要介護認定者数(全介護度の合計)の予測例

図２ 通所介護サービスの不足量(１日あたり不足容量)の予測例
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ついては徒歩圏等を基本に区域設定を行う。高齢者

１．はじめに

2.

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

海岸保全施設の既設改良に着目した
海岸保全施設の既設改良に着目した
設計・施工に関する研究
設計・施工に関する研究
（研究期間：平成27〜29年度）

（研究期間：平成27～29年度）

沿岸海洋・防災研究部 沿岸防災研究室
沿岸防災研究室
沿岸海洋・防災研究部

2.

主任研究官
主任研究官
（博士
（工学））
(博士(工学))

内藤 了二
内藤了二

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

鈴木 健之
鈴木健之

室長
室長

（キーワード） 海岸保全施設、改良、設計、施工、防潮護岸、防潮壁、海岸堤防
（キーワード）
海岸保全施設、改良、設計、施工、防潮護岸、防潮壁、海岸堤防
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に、係留杭の連れ込み沈下防止機能を確保する。③

１．はじめに
海岸の利用形態の変化や海岸保全施設の老朽化に

方塊ブロック天端面を概成させ、作業ヤードを確保

伴い、既存の海岸保全施設の改良工事が増加してい

する。④施工時防護ラインは、二重矢板による仮堤

る。特に、港湾海岸の海岸保全施設は、前面海域、

防を施工することで対応する。⑤仮設矢板打設によ

背後陸域に制約条件が多く、既設構造物に配慮した

り、地盤を縁切りし、背後地盤の沈下を防止する。

設計が必要である。本研究は、港湾海岸における海

４.おわりに

岸保全施設の改良に着目し、既設改良のケーススタ

本研究は、海岸保全施設の改良に着目し、設計・

ディーを行い、その検討過程から導かれた設計や施

施工に関する留意点をまとめたものである。
今後は、

工上の留意事項をまとめた。

改良事例の集積を進めるとともに、様々なケースに

２．研究方法

おける設計・施工上の課題を分析し、本研究でまと
めた留意点の網羅性、普遍性、整合性を高めること

対象とした構造形式は、防潮護岸、防潮堤、海岸

に努めていく。

堤防とした。既存の設計・施工事例を収集分析して5
ケース設定した。各ケースの条件は、港湾海岸の特

+5.5 天端高不足
既設構造物
【場所打ち式護岸】
駐車場

係留杭

徴を踏まえて制約条件、既設構造物の状況を設定し
た。本稿では、5ケースのうち、既設護岸撤去後に改

▽ M.S.L+2.0

係留
水域

良するケースを紹介する。

吸出し

土砂

-2.0

３．既設護岸撤去後に改良する設計・施工の検討

陥没有
裏込石無

+1.1

洗掘・崩壊

住宅

現況・施工時は，円形すべり
の安全率が確保できない

新規荷重による連れ込み沈下
ネガティブフリクションによる支持力不足

現況護岸の課題は、天端高が不足し、高潮浸水の
危険がある。護岸前面の法面は、洗掘・崩壊してい

図－1 改良対象とした既設護岸断面図

る。
既設護岸は、
吸出しにより背後が陥没している。

①：裏込石

+6.5

改良目的は、高潮対策、土砂の吸出し防止対策、洗
+4.6

掘崩壊対策とした。制約条件は、既設護岸前面に係

+3.0

留施設があるため、海上施工はできない。護岸背後

裏埋土

③：作業ヤード
1.0

方塊ブロック
+1.5

には駐車場・住宅が集積しており、作業ヤードの確

2.2

2.0

基礎捨石
-1.0

保が困難である（図－1）。これらの制約条件より、

防砂シート

④：仮堤防

-2.0

方塊式ブロック工法による改良断面となった（図－

②：縁切矢板

2）。

止水矢板

⑤：仮設矢板
（施工後撤去）

-7.5

-8.5

-24.5

防潮護岸の改良における主要な留意点は、以下の
通りである。①護岸背後には、裏込石を施工して、

図－2 設定した護岸改良断面例（方塊式ブロック工法）

吸出し防止機能を確保する。②海側に縁切矢板を打

☞詳細情報はこちら

設し、本体の円形すべり防止機能を確保するととも

1) 国総研資料 No．892 pp.1-59
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0892.htm
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研究動向・成果
研究動向・成果

港湾施設の効果的維持管理の
港湾施設の効果的維持管理の
実現に向けた研究
実現に向けた研究

写真

写真

写真

写真

（写真

（写真

（写真

（写真

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

貼り付

貼り付

貼り付

貼り付
松本
港湾研究部
松本 英雄
英雄
係長 係長
研究官
港湾施工システム・保全研究室 室長 井山
菅原
法城法城
鈴木鈴木
啓介 啓介
井山 繁繁 研究官
菅原
港湾新技術研究官

（キーワード）
港湾、維持管理、技術支援、ライフサイクルコスト、補修、評価手法
（キーワード） 港湾、維持管理、技術支援、ライフサイクルコスト、補修、評価手法

2.

必要な機能を維持しつつ、将来の改良・更新コス

的な補修計画の立案に貢献することを目指し、今後

トを抑制するため、港湾施設についても予防保全的

もニーズを踏まえた改善を行っていく予定である。

な維持管理への転換が求められている。
国総研では、

４．久里浜ＬＣＭ支援総合窓口の開設
港湾・海岸・空港施設に関わる良好な維持管理の

効果的な維持管理の実現に向けた取り組みを進めて
おり、その概要について紹介する。

実施を支援するため、地方整備局、地方自治体、民

２．既設港湾施設の長寿命化・有効活用に関する実

間事業者などからの問い合わせに迅速に応えられる
よう、
久里浜ＬＣＭ支援総合窓口を2015年6月に開設

務的評価手法に関する研究
今後も老朽化する港湾施設の急増が見込まれるな

した。当該窓口が適切な技術支援を行うことで施設

か、港湾管理者における人員・技術力が不足してい

の良好な維持管理の実現につなげるとともに、多様

るが、その一方で、施設の保有性能を評価し、効果

な維持管理ニーズの的確な把握にも努めていきたい。

的な点検・補修、利用制限等の時期や範囲を判断す

港湾管理者
空港管理者 相談
地方整備局
地方航空局
民間企業
国際協力 等 支援

るには、
専門知識と相応の時間・費用が必要となる。
このため、効率的かつ効果的な港湾施設の維持管理
のためには、補修時期や利用制限等の評価・判断手

《久里浜ＬＣＭ支援総合窓口》
ワンストップ窓口 TEL.046-844-5030
国土技術政策総合研究所
港湾施工システム･保全研究室
Email:ysk.nil-lcm-center@ml.mlit.go.jp

〈国土技術政策総合研究所Ｇ〉

法の確立が重要であり、汎用性の高い評価等に基づ

• 行政ニーズの把握･分析
• 現場データの把握･分析
• 基準化、研修･啓蒙･普及など支援の企画実行
港湾施工システム･保全研究室
[全体像分析、基準化、LCC評価ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ]
空港施設研究室 [舗装体]
沿岸防災研究室 [海岸保全施設全般]

く判断支援手法の整備が求められている。
そのニーズに対応するため、2016年度より、維持
管理計画に基づく点検診断結果等を活用して、施設

〈外部連携Ｇ〉

の保有性能を簡便に評価し、点検・補修、利用制限

• 要素技術の開発研究等

本省港湾局技術企画課
本省港湾局海岸･防災課
本省航空局空港安全・
保安対策課
協議･調整

〈港湾空港技術研究所Ｇ〉
• 要素技術の開発研究
• 技術開発の中長期計画の立案
• 基準化、研修･啓蒙･普及など支援の実施協力
構造研究チーム
[LCM統合ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼構造、事例DB]
耐波研究チーム [吸い出し]
空港舗装研究チーム [舗装体]
新技術研究開発領域 [計測技術]
材料研究チーム ［材料劣化］
地盤改良研究チーム [地盤改良]

港空研客員研究員 [ｺﾝｸﾘｰﾄ構造設計]

等の時期や範囲の判断を支援する手法の開発に着手
した。2016年度においては、主に老朽化した港湾施

図 久里浜ＬＣＭ支援総合窓口

設（係留施設）の事故事例等を収集し、技術的課題
等の整理を行うとともに、既存港湾施設の性能評価

５．おわりに

に関する要素技術や提供情報の検討を行った。

今後とも、上記の取り組みを進め、より効果的な

３．港湾施設のライフサイクルコスト推計プログラ

維持管理を目指していきたい。

ムの開発
【参考】維持管理費用（LCC）計算プログラムについて

港湾施設のライフサイクルコストを推計するプロ

http://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/kouwan/sekou/lcc.htm

グラム（ＬＣＣ計算プログラム）を開発し、国総研

久里浜ＬＣＭ支援総合窓口について
http://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/kouwan/sekou/lcmmado
guti20151106.pdf

ＨＰに公開し、港湾管理者等へ提供している。ＬＣ
Ｃ計算プログラムは、施設の点検診断結果や建設年
から、港湾施設の運用・維持管理費(概算補修費)を

- 117 -

インフラの維持管理

簡便に算出できるツールである。管理者による計画

１．はじめに

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

空港舗装補修要領の一部改訂
空港舗装補修要領の一部改訂
（研究期間：平成28年度）

（研究期間：平成28年度）

空港研究部 空港施設研究室
空港研究部 空港施設研究室

2.

室長
(博士(工学))
室長
（博士（工学））

坪川将丈
坪川 将丈

（キーワード）
空港、アスファルト舗装、路面性状調査
（キーワード） 空港、アスファルト舗装、路面性状調査

研究官

竹高麗子
研究官
竹高 麗子

研究官

河村直哉
研究官
河村 直哉

インフラの維持管理

① 現行の方法と同様に、施設センターラインと

１．はじめに

データユニット端を結ぶ基準線を引く。

空港舗装の調査、設計、使用材料等については、
国土交通省航空局が編纂している「空港舗装設計要

② 基準線よりも高い路面がある場合には、基準

領」及び「空港舗装補修要領」で規定されている。

線と路面との垂線距離が最大となる路面に新

2016年度末に、国総研での検討結果を踏まえ、空港

たに基準点を追加し、再び基準線を引く（図-

舗装補修要領における空港アスファルト舗装の路面

2(a)）。これを基準線よりも高い路面がなく

性状調査に関する規定が改訂された。以降では、改

なるまで繰り返す。
③ 基準線と路面との垂線距離の最大値をわだち

訂の概要を紹介する。

掘れ量とする（図-2(b)）。
また、新旧の手法で算出したわだち掘れ量の相関

２．わだち掘れ量算出方法の改訂

を分析し、わだち掘れ量の評価基準も改訂した。

空港の滑走路と誘導路にはアスファルト舗装が用
いられることが多い。空港アスファルト舗装の維持
管理では、定期点検として路面性状調査を実施し、

センターライン
わだち掘れ量

ひび割れ率、わだち掘れ量、平坦性と、これら3項目

補助線
わだち掘れ量
基準線

の測定値から計算される舗装補修指数
（PRI）
により、
補助線

舗装路面の経時的な劣化状況を把握している。

データユニット幅

わだち掘れ量は、路面性状調査のデータユニット

図-1 現行のわだち掘れ量算出方法

（大型ジェット機が就航する空港では長さ30m、幅
21m）の全幅で測定された舗装の横断形状から、以下
のように算出される。

センターライン

① 施設センターラインとデータユニット端を結

追加した
基準点

追加した
基準点

ぶ基準線を引く。
② 基準線と同じ傾きを有する補助線を路面と接

データユニット幅

するように引き、補助線の間隔をわだち掘れ

(a) 基準点を追加し基準線を引きなおした状態

量とする（図-1）。
しかしながら、図-1左のように、航空機の走行に

センターライン

よるわだち掘れとは無関係の凸部を有する横断形状

わだち掘れ量

わだち掘れ量

の場合、わだち掘れ量が過大に算出される場合があ
る。そこで、航空機の走行によるわだち掘れ量の経
年変化を正確に把握することを目的として、複数の

データユニット幅

空港アスファルト舗装の横断形状を分析した結果、

(b) 基準線よりも高い路面が無くなった状態

わだち掘れ量の算出方法を以下のように改訂した。

図-2 新しいわだち掘れ量算出方法
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

空港舗装の点検の効率化・省力化に
空港舗装の点検の効率化・
向けた取り組み （研究期間：平成26～28年度）
省力化に向けた取り組み
（研究期間：平成26〜28年度）

空港研究部 空港施工システム室
空港施工システム室
空港研究部
室長
専門官
係長
室長
係長 係長
係長
谷川
田代
大介大介
久保 久保
知徳 知徳
谷田
克也
谷川晴一
晴一専門官
田代
谷田 克也

写真

写真

（写

（写

真ﾃﾞ

真ﾃﾞ

写真

写真

（写

（写

真ﾃﾞ

真ﾃﾞ

（キーワード） 空港舗装、アスファルト舗装、維持管理、点検、打音、非破壊計測技術
空港舗装、アスファルト舗装、維持管理、点検、打音、非破壊計測技術

滑走路等の空港舗装の点検作業は、通常、夜間の

次に、手押し式箱型打音測定車を空港舗装の点検

運用時間外の限られた時間内に行っている。近年、

に導入する場合、現場での計測作業からデータの取

空港の発着回数の増大や運用時間の延長傾向に伴い、

得及び活用までの一連の作業に対して、
より効率化、

作業時間が短縮化されつつある一方、舗装表面から

省力化となるための課題を検討した。具体的には、

検知が難しい舗装体内部の異常が原因となる破損が

計測の位置出し（GPS機能）、リアルタイムでの異常

増加している。これらの破損が突発的に発生し、施

判断、最適な計測速度、雨水の影響等の項目につい

設閉鎖を伴う緊急補修等の対応が必要となるケース

て試験ヤードで検証を行った。

もある。しかし、空港舗装の異常発見は目視による
３．今後の予定

ことを基本としていることから、舗装体内部の異常
発見を事前に行うことが困難であるため、点検作業

今後は、本研究の成果をとりまとめ、現場の点検

時に舗装体内部の異常を効率的かつ網羅的に行う手

作業で必要となるマニュアルの作成等により、非破

法が求められている。

壊計測技術を用いた新たな点検手法の導入を図って
いく予定である。

本稿では、非破壊計測技術を用いた空港舗装の点
検手法についての研究概要を紹介する。

２．非破壊計測技術を用いた新たな点検手法の検討
空港舗装の点検作業は主に徒歩による目視と、必
要に応じて点検ハンマーによる打音調査を行ってい
る。広大な滑走路等の全域を、ハンマーによって打
音調査することは多大な時間と労力を要することか

写真（左） 空港舗装の点検作業状況

ら、舗装表面に問題が無い段階で打音によって早期

写真（右） 手押し式箱型打音測定車の計測状況

に異常を検知することが困難な状況にある。このた
め、ハンマーによる打音調査に代わる手法として、
既存の非破壊計測技術の中から４種類の技術（①手
押し式箱型打音測定車、②AE計測システム、③中性
子水分計、④加速度計内蔵ハンマー）を抽出して計
測試験を行った。
計測試験は、屋外の試験ヤードに空港用の疑似層
間剥離舗装を製作し、層間剥離深さ別（t=5cm、8cm、
10cm、15cm）に測定精度を評価した。試験の結果、
図 疑似層間剥離舗装による計測試験結果

４種類の中で手押し式箱型打音測定車が測定精度や

- 119 -

インフラの維持管理

効率面で特に優れているものと認められた。

１．はじめに

2.

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

維持修繕工事の事例集（案）の作成
維持修繕工事の事例集（案）の作成

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

2.

ﾀの貼り付

社会資本マネジメント研究センター
けは不要）
主任研究官
社会資本システム研究室
森
芳徳
社会資本マネジメント研究センター 社会資本システム研究室
主任研究官
研究官
吉田 武教 研究官研究官
行野 芳紹
主任研究官 市村 靖光 主任研究官
森
芳徳
市村 靖光 室長
吉田 武教 研究官 行野 芳紹
交流研究員
交流研究員
竹屋
宏樹
笹川
隆介
古本
一司
交流研究員
竹屋 宏樹 交流研究員 笹川 隆介 室長 古本 一司

けは不要）

インフラの維持管理

（キーワード） 維持修繕工事、積算効率化、監督・検査
（キーワード）
維持修繕工事、積算効率化、監督・検査
＜レベル１＞
工事区分

１．はじめに

橋梁保全工事

国土交通省では維持修繕工事の標準歩掛等の新

＜レベル２＞
工種
橋梁補修工

＜レベル３＞
種別

＜レベル４＞
細別

橋脚地覆補修工

橋梁地覆補修

支承取替工

支承取替
沓座モルタル打換え

設・見直しや共通仕様書の改訂等を行っている。維

防錆塗装

支承防錆工

持修繕工事は施工条件や施工内容が多種多様である

金属溶射

ことから、標準積算基準の整備がなされていない工

現場溶接鋼板補強工

現場溶接鋼桁補強

ひび割れ補修工

充てん工法
低圧注入工法

種が多く存在する。また、施工段階における監督・

断面修復工

左官工法
吹付工法

検査においても出来形の確認方法や品質管理基準等

表面被覆工（塗装工法）

下地処理

の整備がなされていない状況である。こうした状況

プライマー塗布

を踏まえ、積算や監督、検査において基準化が十分

中塗り材塗布

下塗り（パテ塗布）
上塗り材塗布

されていない維持修繕工事を対象に、維持修繕工事

下地処理

表面被覆工（含浸工法）

含浸材塗布

の工種の体系化を図るとともに、効率的な維持修繕

チタンメッシュ陽極材設置

電気防食工

犠牲陽極材設置

工事の調達の参考とするため「維持修繕工事の事例
集（案）」を策定した。
２．事例集（案）の作成

ひび割れ抑制工

亜硝酸リチウム内部圧入

橋面防水工

橋面防水

図－１ 新たに追加した工事工種体系（抜粋）

本研究では、昨年度作成した事例集（素案）につ
いて、
各地方整備局等にアンケート調査を100件実施

沓座モルタル打換え

し、その後、ヒアリング調査を10件実施した。調査
内容は、積算については見積りにより積算した工種

総括表用単位

基

積算用単位

基

【用語の定義】
支承取替工における、橋梁の沓座モルタルの打換えのための作業で、以下の費用を含む

の歩掛や見積り徴収の方法など、また、監督・検査

・沓座モルタル（無収縮モルタル等）打設費

については基準が無い中でどのように実施している
工事区分（レベル１） 工種（レベル２）

かについて調査した。
それらの結果を整理・分析し、
「維持修繕工事の事例集（案）」としてとりまとめ
た。積算関係では、新たに体系化した工事細別（図

種別（レベル３）

細別（レベル４）

道路修繕

橋梁補修工

支承取替工

沓座モルタル打換え

橋梁保全工事

橋梁補修工

支承取替工

沓座モルタル打換え

図－２ 用語定義の例

－１ 朱書部分）の各々について用語を定義（図－

３．おわりに

２）するとともに、特記仕様書及び発注図面への記

今後、維持修繕工事の効率化に向け、作成した事

載例や積算する上での留意事項を明記した。監督・

例集（案）を試行的に実現場で活用し、内容の改善・

検査関係では、工事細別ごとに出来形・品質・写真

充実を図るとともに、今後の維持修繕工事に関する

の各管理項目の標準案を明示するとともに、代表的

積算結果を、標準歩掛や標準単価の設定に反映出来

な工事細別の監督・検査事例を掲載し、現場実務に

るようなデータの蓄積・分析システムの検討にも取

おいて使いやすくなるよう配慮した。

り組んでいく予定である。
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果
写真

修繕設計の品質確保に関する検討
修繕設計の品質確保に関する
検討

社会資本マネジメント研究センター 社会資本システム研究室
研究官
梅原 剛 主任研究官 市村 靖光 交流研究員
笹川 隆介 室長 古本
社会資本マネジメント研究センター
社会資本システム研究室
研究官

梅原 剛

主任研究官

市村 靖光

交流研究員

笹川 隆介

室長

一司

古本 一司

写真

（写

（写

真ﾃﾞｰ

真ﾃﾞｰ

写真

写真

（写

（写

真ﾃﾞｰ

真ﾃﾞｰ

（キーワード）
品質確保、修繕設計、設計成果、三者会議
（キーワード） 品質確保、修繕設計、設計成果、三者会議

2.
インフラの維持管理

１．はじめに
今後、急速に老朽化することが懸念されている社
会資本施設の補修・補強、更新に際しても、適切に
その品質確保を図る必要がある。しかし、新設構造
物と比べ現場条件が多様であり、設計段階で細部の
施工条件全てを明確にすることが難しいという特性
がある。
実際、毎年度実施している三者会議（発注者、設
計者、施工者が施工前に実施する会議）における不

図-1 橋梁の工種別の不具合発生状況

具合調査においても、既設構造の把握不足、現場条
件の設定間違い等の不具合が生じていることがわか
っている。そこで、施工段階における大きな手戻り
を防止するため、不具合事例を詳細に分析し、事前
の現地調査、設計照査、工事への申し送り等設計段
階における改善策を検討している。
２．修繕設計の不具合事例の調査
調査は平成26、27年度の三者会議で不具合の指摘
があった修繕設計業務を対象とし、不具合の種類、
内容、既設構造物の損傷状況及び修繕工法、発生要
図-2 橋梁付属物工の種別の不具合発生状況

因などを明らかにするため、受発注者へのアンケー

査を行うのは当然ながら、業務途中の図面が作成し

ト及びヒアリングを実施した。
一例として橋梁の修繕設計業務に関する結果を示

終わった段階においても、再度、現地合同踏査を実

すと、道路維持・修繕の積算体系ツリーに即した工

施し、図面の確認を行う機会を設けて欲しいなどの

種別の不具合発生状況のほぼ半数が橋梁付属物工に

要望があった。また施工者からは、設計から施工へ

関するもの（図-1参照）であり、なかでも落橋防止

の申し送り事項については一覧表ではなく、図面に

装置工に関する不具合が多いことがわかった（図-2

書き込み整理されている方が分かりやすいとの意見

参照）。また、修繕設計特有の不具合事例として、

もあった。

部材の干渉事例、既設構造物が支障となり施工スペ

３．おわりに

ースが確保できず施工困難な事例、撤去・再設置が

今後も引き続き不具合事例の調査を実施し、修繕

工事数量から漏れている事例などが見受けられた。

設計特有の不具合事例の分析を行っていくとともに、
発注者、設計者、施工者各々の意見を踏まえ、設計

さらにヒアリングでは、不具合防止対策に関し、

成果の品質確保対策を検討していく予定である。

設計者からは、業務着手時に発注者と合同で現地踏
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

３次元モデルを用いた維持管理情報
３次元モデルを用いた維持管理情報統合
統合管理システム開発の取り組み
管理システム開発の取り組み

写真

写真

（研究期間：平成２６〜２８年度）

（研究期間：平成２６～２８年度）

2.

社会資本マネジメント研究センター 社会資本情報基盤研究室
主任研究官
研究官
交流研究員
主任研究官
交流研究員
青山 憲明
憲明研究官
山岡 室長
大亮
青山
川野川野
浩平 浩平
山岡 大亮
関谷 室長
浩孝関谷 浩孝

インフラの維持管理

（キーワード）
３次元モデル、CIM、維持管理
（キーワード） ３次元モデル、CIM、維持管理
タとを連携してデータが参照できる。

１．３次元モデルを用いた維持管理統合管理システ

統合管理システムの開発にあたり、３次元モデル

ムの概要
維持管理では、変状や災害発生時に設計、施工に

に関連する情報の紐付けに手間をかけないこと、デ

溯って原因を究明するため、点検、補修情報の他に

ータ検索がしやすいことを考慮した。その解決策と

設計や施工関連の情報が必要となる。しかし、これ

して、馴染みの薄い３次元ソフトではなく、一般的

らは設計成果や工事完成図書として納品、保管され

なソフトであるExcelを介して３次元モデルとのリ

ており、どの業務、工事で納品されたか分からない

ンクを貼る方法を検討し、
システムとして実装した。

と探し出すのに時間がかかる。このため、３次元モ

３．今後の予定

デル上の構造体や部材等に関連情報を紐付けて検索

まず、本研究で開発した統合管理システムを実際

できれば、維持管理業務の効率化に繋がると考えら

の現場で活用する。次に、現場の事務所職員や点検

れる。３次元モデルのメリットは、構造全体を立体

業者を対象にヒアリングを実施して、その使い勝手

的に可視化できるため、３次元モデルを参照しなが

を検証し、その課題や効果を確認する。そして、統

ら情報を検索可能である。また、システムでは、時

合管理システムの有効性を確認するとともに、情報

系列的な情報管理も可能であり、「空間的」に存在

の検索性向上のため、管理ファイルを入れたシステ

するモデルを参照して、「時系列」的に整理された

ムの高度化に取り組んでいく予定である。

情報を検索することができる。
２．平成２８年度の成果
平成２８年度は、３次元モデルを用いた維持管理
情報の統合管理システム（以下、「統合管理システ
ム」という）のプロトタイプを開発した。以下に、
その概要を示す。まず、道路施設の管理は広域が対
象となるため、GISを用いて関連施設を管理する。次
に、橋梁等の複雑な構造物の管理は部材等が対象と
なるため、
GISモデルとリンクした３次元モデルを参
照して資料を検索する。そのため、統合管理システ
ムのインタフェースは、
GISと３次元モデルの２段構
えのプラットフォームとした。３次元モデルの点検

図 統合管理システムのプロトタイプ

要素をクリックすると、点検結果、補修履歴、関連

☞詳細情報はこちら

する設計図面、施工管理データ等が参照できる。点

1) 維持管理での活用を目的とした橋梁のCIMモデル作成
方法の検証，2016年度土木情報学シンポジウム講演集，
pp.19-22，2016.10

検結果は、点検部材と維持管理データベースのデー
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

街路樹の安全性の向上
街路樹の安全性の向上
（研究期間：平成27〜28年度）

（研究期間：平成27～28年度）

社会資本マネジメント研究センター
社会資本マネジメント研究センター
緑化生態研究室 主任研究官 主任研究官
飯塚 康雄 室長 舟久保
敏
緑化生態研究室
飯塚 康雄 室長 舟久保

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

敏

（キーワード） 街路樹、倒伏、落枝、安全対策、維持管理
（キーワード）
街路樹、倒伏、落枝、安全対策、維持管理

2.
インフラの維持管理

１．はじめに
街路樹は、植栽後から長期間経過したことにより
大径木化・衰弱化が見られるものが増加し、台風等
の強風時には一部に倒伏や落枝による交通障害等が
発生している。
国総研では、街路樹の倒伏・落枝の実態と生育現
況を把握し、それらの発生要因を明らかにすること
で、道路管理者が街路樹の維持管理を効率的に行う
ための方法や倒伏・落枝を発生しにくい緑化方法等
について検討を行っている。
図1 街路樹の倒伏・落枝における主な発生要因
２．倒伏・落枝の発生要因

街路樹の主な点検・診断の着眼点

倒伏・落枝は、強風や豪雪等の気象害が直接の要

①亀裂

②腐朽・空洞（兆候を示すキノコ）

因となることが多いが、樹木自体の木材強度や根系
支持強度の低下などの複合的な要因が重なり合って
いる場合が多い。この樹木自体の強度低下の誘因と
しては、緑化の設計・施工・維持管理の各段階にお
ける樹木特性や生理に対する無理解、樹木の保護的
な観点を軽視した施工が考えられる（図1）。

点
検
：
定
期
巡
回

③樹体の著しい揺れ

⑥防護柵の変形等

④土壌の隙間

⑤舗装の不陸・段差

⑦支柱や踏圧防止板の設置不良等

３．倒伏・落枝に配慮した緑化方法
倒伏・落枝の発生を未然に防止するためには、樹
種選定や植栽地構造の適切な設計、施工・維持管理
段階での樹木への傷害を最低限とする緑化技術の適
用、さらに樹体の弱点を定期的かつ的確に点検・診
断した上での迅速かつ効果的な対応措置の実施が重
要となる（図2）。

４．おわりに
本研究成果は、自治体の対策事例の紹介を含めて
現場管理者が活用できる「街路樹の倒伏・落枝対策
に関する技術資料」
としてとりまとめる予定である。

診
断
：
樹
木
の
健
全
度
調
査

①定期巡回時における確認項目の補完（不自然な傾斜、キノコの有無等）
②点検器具（木づち、鋼棒等）による異状確認 ③幹・枝の不完全結合

④ガードリングルート ⑤幹に棲息する昆虫等 ⑥腐朽・空洞割合の測定

⑦道路隣接地の樹木状態（倒伏等で道路交通に支障が発生する危険性）

図2 街路樹の点検・診断における着眼点（例）
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

外来生物等による健康・生活被害の
外来生物等による健康・生活被害の
防止・軽減（研究期間：平成28〜29年度）
（研究期間：平成28～29年度）
防止・軽減

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

社会資本マネジメント研究センター 緑化生態研究室
研究官
研究官
舟久保
敏 敏
（博士
（農学）
）池田
池田敬敬室長室長
舟久保
(博士(農学))

2.

（キーワード）
外来生物、外来生物法、外来種被害防止行動計画、都市公園
（キーワード） 外来生物、外来生物法、外来種被害防止行動計画、都市公園

インフラの維持管理

を実施した。

１．はじめに

表 調査対象とした種と代表的な被害事例

日本は、
外来生物による生態系への影響に対して、

調査対象種

外来生物法や外来種被害防止行動計画に基づく対策

カワウ

の実施などにより一定の成果を出し始めている。そ

ムクドリ・インドハッカ
アフリカマイマイ

の一方で、外来生物、時には在来生物による人間へ
の健康・生活被害は、それらの分布地域で絶えず報

セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモ

毒（刺傷）

ヒアリ・アカカミアリ

快適性の向上を目指し、利用の支障となる生物被害

倒木、落枝
毒（刺傷）

ワニガメ・カミツキガメ
ヒョウモンダコ

理者等が外来生物等による被害に適切に対応し、被

ピラニア
アライグマ

害発生を防止・抑制することを目的に実施するもの

イノシシ

である。

ヒグマ・ツキノワグマ

２．調査の概要

クマネズミ・ドブネズミ

ハクビシン
アムールハリネズミ・ヨーロッパハリネズミ

本研究は、全国各地に生息している外来生物・在

メリケントキンソウ

来生物のうち、都市環境で健康・生活被害を与えて
いる、
もしくは与える可能性のある種に焦点を当て、

吸血
毒（咬傷、刺傷）

ツマアカスズメバチ・オオスズメバチ等
タイワンハブ・サキシマハブ

以上の背景のもと、本研究は都市における公園管

感染症

クロジャコウカミキリ
ヒトスジシマカ・ネッタイシマカ

の防止・軽減を図る必要がある。

感染症
毒（刺傷）

ヤマビル

生物の防除に加え、これらの施設における安全性・

糞害
糞害、騒音

キョクトウサソリ科全種
フタトゲチマダニ・キチマダニ等

告されている。公園・道路・河川等の管理者は外来

代表的な被害例

感染症
毒（咬傷）
咬傷
毒（咬傷）
咬傷
感染症、建築物の破壊
咬傷、感染症
咬傷、裂傷
人家への侵入
感染症、咬傷、火災
感染症の可能性
刺傷（無毒）

アジサイ

毒

スイセン

毒

ホテイアオイ

悪臭、水質汚染

３．今後の展開

調査を行った（表）。調査項目として、対象種ごと
に①生態学的情報、②健康・生活被害に関する情報

平成２９年度は、今年度実施した国営公園を対象

と対策、③健康・生活被害の軽減・防止に関する情

としたアンケート結果を踏まえ、本研究の対象から

報を整理した（図）。これらの情報は、国内外の既

漏れていた種の補足調査を実施する。そして、その

存文献や官公庁のホームページ・刊行物等、有識者

成果を現場で活用可能な公園管理者等への外来生物

へのヒアリングから収集した。また、全国的な状況

等の対策マニュアルとしてとりまとめ、周知を図る

を把握するため、北海道から沖縄まで全国１７箇所

ことにより、被害の軽減・防止に役立てることを計

にある全ての国営公園を対象としたアンケート調査

画している。

図 具体的な調査項目
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

メンテナンスに関する研究の推進
メンテナンスに関する研究の
推進

メンテナンス研究推進本部
建設マネジメント研究官
下水道機能復旧研究官
下水道機能復旧研究官
喜安 和秀 建設マネジメント研究官
内田
勉
メンテナンス研究推進本部
喜安 和秀
内田 勉
河川構造物管理研究官
道路構造物管理システム研究官
河川構造物管理研究官
道路構造物管理システム研究官
佐々木
福島
眞司眞司
佐々木隆 隆
福島

社会資本，維持管理，持続性，マネジメント
（キーワード） 社会資本，維持管理，持続性，マネジメント

2016年度は，この作成済みの自己点検チェックシ

社会資本の老朽化が進むなか，各社会資本分野で
予防保全の考え方に立った長寿命化計画が策定され，

ートを活用しやすくするために，維持管理に携わる

点検・診断・対策・データベース等，維持管理を適

各組織・責任者が，それぞれのレベルにおける維持

切に実行するための各種手段の検討が精力的になさ

管理実施上の阻害要因を特定し，実行すべきアクシ

れている。また，こうした取組みが進むと，維持管

ョンが明確になるよう，メンテナンスのフレームワ

理のPDCAサイクルの持続性確保といった各分野に共

ークを見直し，それに沿って各レベルでの評価項目

通した課題も重要度を増すと考えられる。

を再整理し，これに合わせ自己点検チェックシート
を修正した（図－１）。

このような認識のもと，国総研では各分野の維持
管理に関わる技術開発を推進するとともに，維持管
理に関する研究の方向性，優先度の高い課題の設定
等のマネジメント，およびメンテナンス全般に共通
する課題解決に向けた取組みを行っている。
今年度は，メンテナンス研究推進本部の活動とし
て,これまでの研究状況を踏まえ，
維持管理の技術体
系の全体像マップやデータベースに関する情報を再
整理し，あるべき方向性や技術フレームに沿った取
組状況の集約，及び今後取り組むべき課題等につい

図－１ 維持管理マネジメントのフレームワーク

て共有を図るとともに，2015年度まで実施したプロ
ジェクト研究「リスクマネジメントの観点を組み込

３．今後の展開

んだ維持管理の持続性向上手法に関する研究」のフ

今後は，自己点検チェックシートや同じくプロジ

ォローアップとして，自己点検チェックシートの試

ェクト研究で作成した改善事例集の現場での試行を

行・改善を行った。

図り，評価項目のさらなる具体化や精度の向上、特
に地方公共団体への適用性の向上につながるフォロ

２．自己点検チェックシートの試行・改善

ーアップを行う。

プロジェクト研究では，道路橋梁，河川構造物，
下水管路の管理者，地方公共団体，鉄道，プラント

また、こうした取組も含め、引き続き，社会資本

等民間事業者および海外のインフラ管理者を対象に

の維持管理に関する研究の方向性の追究，情報共有

ヒアリング等を実施し，各分野に共通する維持管理

を図り，国総研における維持管理に関する研究開

マネジメント上の問題点を抽出し，
その結果を基に，

発、技術の指導の成果，進捗状況等について対外的

維持管理の持続性を高めるため維持管理のあるべき

発信に努めていく。

姿とのギャップを把握する自己点検チェックシート
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インフラの維持管理

を2015年度までに作成済みである。

１．はじめに

2.

個別記事用原稿（２ページ原稿用）
研究動向・成果

B-DASHプロジェクト（水素創出、ICT
B-DASHプロジェクト（水素創出、
を活用した運転管理、省エネ水処理）
ICTを活用した運転管理、省エネ
のガイドライン策定 （研究期間：平成26～27年度）
水処理）のガイドライン策定

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不

けは不

要）

要）

（研究期間：平成26〜27年度）

生産性革命

（キーワード） 下水道、省エネルギー、コスト縮減、温室効果ガス削減、革新的技術
下水道、省エネルギー、コスト縮減、温室効果ガス削減、革新的技術
１．はじめに

濃度メタンの精製）、水素製造技術（メタンと水蒸
気の反応による水素製造及びCO2 吸着により高純度

国土交通省が取り組む
「生産性革命プロジェクト」
において、「下水汚泥は、バイオガス等の多様な資

水素の精製）、水素供給技術を組み合わせた技術で

源として活用できる『日本産資源』であり、徹底的

ある。下水道バイオガスから効率的に水素を製造

な活用が生産性向上に貢献する。」とされており、

し、燃料電池自動車への供給が可能となり、下水道

下水道への期待が高まっている。一方、地球温暖化

事業の水素社会への貢献が期待される（図1）。
99.5%以上

対策の観点から、下水道の消費電力の削減が求めら

CO2液化
回収設備

れるなど、引き続き下水道事業の課題は多く、これ

CO2

下水
バイオガス

らの対応として、ICT技術を活用する「i-Gesuido」

除去
装置

CH4 6割
CO2 4割

の推進など、新技術の役割は大きい。

92%以上

水蒸気

蓄ガス器

新技術の研究開発及び実用化を加速することによ

水素
圧縮機

99.97%以上

り、下水道事業における課題に対応する観点から、

改質器
変成器

CH4

前処理設備

高純度
水素

高純度CO2

ガス分離膜装置

植物工場

PSA

水素製造設備
水素供給設備

燃料電池
自動車
ディスペンサー （FCV）

水素供給設備

図1 下水バイオガスからの水素製造フロー

国総研下水道研究部では、国土交通省下水道部と連
携して「下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジ

（2）ICT（情報通信技術）を活用した効率的な硝化

ェクト）」を2011年度より実施している。

運転制御技術

B-DASHプロジェクトは、国総研からの委託研究に

2つのNH4-Nセンサーで計測する情報を活用し、処

より、共同研究体（受託者）が実規模プラントを設

理に必要な風量を予測するフィードフォワード(FF)

置し、革新的技術導入によるコスト縮減・省エネル

制御と、予測値と実測値との差分から風量を決定す

ギー効果等を実証し、
国総研がその成果を踏まえて、

るフィードバック(FB)制御を組み合わせた技術であ

下水道事業者による導入検討のためのガイドライン

る。処理安定化と曝気風量削減の両立を実現してお

を策定し、もって普及を図るものである。

り、下水道事業の省エネ化等が期待される（図2）。

本稿では、
2014年度より実証してきた5技術に関す

制御プログラム

監視制御システム
（ｲﾒｰｼﾞ）

冬季(低温期)

ブロワ風量

3.

下水道研究部 下水処理研究室
下水処理研究室
下水道研究部
室長
主任研究官
研究官
研究官
室長
研究官
山下洋正
洋正主任研究官
太田
龍 板倉
山下
太田
太一太一
松本 松本
龍 研究官
舞板倉 舞
研究官
研究官
研究官
研究官
（博士
（環境学）） 敦子
研究官（博士（工学）
）
研究官 都弥子
眞佐司
敦子
小越 眞佐司藤井
藤井 都弥子
(博士(工学)) 小越
(博士(環境学))道中 道中
交流研究員
交流研究員
交流研究員
交流研究員
交流研究員
交流研究員
前田
堀井
靖生靖生
山口 山口
修史 修史
前田光太郎
光太郎
堀井

る研究成果を踏まえ、2016年度に技術導入ガイドラ

流入流量
返送流量

２．実証技術の概要
（1）下水バイオガス原料による水素創エネ技術

水質の維持・安定化

夏季(高温期)

・流入負荷変動にいち早く対応

アンモニア濃度∆NH4+

予測制御と結果の
ずれ分を訂正する制御

アンモニア計を利用し
予測する制御

計測信号
F

制御信号

計測信号

処理水 省エネの実現
第1NH4-Nセンサー

F
F

前処理技術（ガス分離膜によりCO2 を除去し、高

維持管理の効率化
・微生物処理特性を見える化
・実測値による制御パラメータ
自動更新

下流側

制御コントローラ

上流側

インを策定したため、これを紹介する。

実測値

自動更新

生物反応槽
循環流量

第1NH4-Nセンサー

空気

・ブロワ風量削減

DO計

B

ブロワ

図2 硝化運転制御技術
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研究動向・成果
化、高度処理化が期待される（図5）。

（3）ICTを活用したプロセス制御とリモート診断に
よる効率的水処理運転管理技術

沈殿性のよい
固形性分を除去

①NH4-Nセンサーを活用した曝気風量制御技術、②

DO計1の設定値で
曝気風量を制御

微細な固形性分を除去
ブロワ
（回転数制御）

高速繊維ろ過槽
流入水

汚水ポンプより
汚水ポンプより

制御性能改善技術、③多変量統計的プロセス監視技
術（処理場内の多数のプロセスデータの相関を統計

汚泥処理へ

生汚泥
洗浄排水
洗浄排水

手法で解析し、異常兆候を検出）の3つの要素技術を

散気装置

水流発生装置
（回転数制御）

DO計２

洗浄
排水槽

DO計1の設定値で
循環流量を制御

水流発生装置

二点DO制御技術

高効率固液分離技術

組み合わせた技術である。曝気風量低減を図るとと

DO計１

ろ過処理水

前沈殿
槽

図5 高効率固液分離と二点DO制御技術

もに、異常兆候の検出を行うことが可能であり、下
水道事業の省エネ化・維持管理の効率化が期待され
リモート側

③多変量統計的プロセス
監視技術

②制御性能改善技術

従来システムでは難しかった 支援情報
軽微な異常兆候を検出
の提供

踏まえたうえで、技術毎にガイドラインをとりまと

データの蓄積

監視制御装置

現場側

プロセス
コントローラ
NH4-N計

反応タンク

実証研究の成果に基づき、地方公共団体の意見も

支援情報の提供

プロセス 制御パラメータを調整して、
監視データ 制御のばらつきを低減
ネットワーク
の蓄積
プロセス監視
ネットワーク

最初沈殿池

DO計
最終沈殿池

め、有識者による評価を受けた。ガイドライン（案）

①NH₄-Ｎセンサーを活用した
曝気風量制御技術

の構成は以下のとおり（表1）。

NH4-N/DO制御目標曲線を設定
し、アンモニア濃度の変動に応じ
てDO目標値を変更

表1 ガイドライン（案）の構成

送風

ブロワ

図3 プロセス制御とリモート診断技術

（4）無曝気循環式水処理技術
浮上性担体による浮遊物質・BOD除去（前段ろ過施
設）、無曝気での酸素供給方式による微生物付着担

第1章 総則

目的、適用範囲、用語の定義

第2章 技術の概要

技術の特徴、適用条件、評価結果

第3章 導入検討

導入検討手法、導入効果検討例

第4章 計画・設計

導入計画、設計

第5章 維持管理

点検項目、頻度等

資料編

実証結果、ケーススタディ等

体を用いたBOD除去（散水担体ろ床）、確実な浮遊物
４．成果の活用及び今後の展開

質除去（最終ろ過施設）を組み合わせた技術であり、
曝気動力が不要である。なお、既存の躯体（標準活

国総研では、ガイドラインを地方公共団体や下水

性汚泥法）を活用した導入が可能であり、下水道事

道関係企業等に紹介するため、
2016年7月にポートメ

業の省エネ化が期待される（図4）。

ッセ名古屋にてガイドライン説明会を開催し、
100名

前ろ過施設
流入下水
流入下水

散水担体ろ床

最終ろ過
施設

以上の方々に参加頂いたところである。

循環水

今後も、説明会等によりガイドラインを積極的に

処理水

紹介し、
革新的技術の普及に努めていく所存である。
最初沈殿池内
に設置可能

反応タンク内に設置可能

最終沈殿池の
一部に設置

図4 無曝気循環式水処理技術

（5）
高効率固液分離技術と二点DO制御技術を用いた
省エネ型水処理技術
高効率固液分離技術により流入下水中の固形物
を省スペースで高効率に除去し、既存反応槽を改造
写真 ガイドライン説明会の状況

した循環水路にて、二箇所のDO（溶存酸素）を制御
する技術により好気ゾーン・無酸素ゾーンを形成す

☞詳細情報はこちら

る技術である。既存の躯体（標準活性汚泥法）を活

【参考】各種ガイドライン掲載

用した技術導入が可能であり、下水道事業の省エネ

http://www.nilim.go.jp/lab/ecg/bdash/bdash.htm
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生産性革命

３．ガイドラインの概要

る（図3）。

3.

個別記事用原稿（２ページ原稿用）
研究動向・成果

B-DASHプロジェクト(CO
B-DASHプロジェクト(CO
2 回収､ガス
2回収､ガス集約､
集約､再生水利用､汚泥脱水･乾燥､ダ
再生水利用､汚泥脱水･乾燥､ダウンサイ
ウンサイジング水処理)の実証研究
（研究期間：平成27〜28年度）
ジング水処理)の実証研究

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不

けは不

要）

要）

（研究期間：平成27～28年度）

3.

下水道研究部 下水処理研究室
下水道研究部 主任研究官
下水処理研究室 主任研究官
室長
山下 洋正
太田 太一
重村 浩之
室長
主任研究官
主任研究官
研究官
太田
太一
浩之 研究官 藤井 都弥子
研究官 山下 洋正
研究官
藤井 都弥子
板倉 舞 （博士（工学））小越 重村
眞佐司
研究官
研究官
研究官
研究官
研究官
研究官
交流研究員
板倉龍 舞
小越 眞佐司
龍 (博士(環境学))
道中 敦子
(博士(工学))
松本
前田松本
光太郎
（博士（環境学）
）道中 敦子
交流研究員
交流研究員
交流研究員
交流研究員
交流研究員
前田靖生
光太郎
山口 修史
堀井
山口 堀井
修史 靖生

生産性革命

（キーワード） 下水道、省エネルギー、省資源、コスト縮減、温室効果ガス、革新的技術
下水道、省エネルギー、省資源、コスト縮減、温室効果ガス、革新的技術
（キーワード）
証し、その成果を踏まえて国総研が技術導入のため

１．はじめに

のガイドラインを策定するものである。研究の成果

下水道は、国民生活にとって必要不可欠な社会資
本であるが、地球温暖化や資源・エネルギー需給逼

やガイドラインの策定等に際しては、有識者の助

迫への対応として、温室効果ガスの削減対策や下水

言・評価を得て行っている。
本稿では、2015年度に採択されて実証を継続して

道資源の有効活用が求められている。下水道資源の
有効活用については、「生産性革命プロジェクト」

いる実証研究（3技術）ならびに2016年度に採択さ

において、「下水汚泥は、従来は廃棄物として埋立

れて実証を開始した実証研究（4技術）の概要につ

などで処分されてきたが、近年の技術の進歩等によ

いて紹介する。

り、バイオガス、汚泥燃料等の多様な資源として活
３．2015年度採択の実証技術の概要

用できる『日本産資源』」として紹介されている。
このような社会的要請及び行政ニーズを踏まえた

①バイオガス中のCO2分離・回収と微細藻類培養へ

新技術も開発されつつあるが、まだ実績が少なく導

の利用技術実証研究（㈱東芝・㈱ユーグレナ・日環

入に慎重な下水道事業者も多い。このため、国土交

特殊㈱・㈱日水コン・日本下水道事業団・佐賀市 共

通省下水道部では、
「下水道革新的技術実証事業（B-

同研究体）

DASHプロジェクト）
」
を2011年度より開始しており、

バイオガスからのCO2を分離・回収し、回収したCO2

国総研下水道研究部は、この実証事業の実施機関と

と脱水分離液で微細藻類（ユーグレナ）の培養等を

なっている（B-DASH：Breakthrough by Dynamic

行うことで、CO2分離回収性能、微細藻類の生産性能、

Approach in Sewage High Technology）。その目的

脱水分離液中の窒素・リンの除去性能、システム全

は、優れた革新的技術の実証、普及により、下水道

体の事業性等を実証している（図1）。

事業におけるコスト縮減や再生可能エネルギーの創

汚泥可溶化による
汚泥可溶化によるバイ
バイオガス量の安定・増収
オガス量の安定・増収

出等を実現することである。
本実証研究範囲

本
実
証
研
究
範
囲

２．B-DASHプロジェクトの概要
B-DASHプロジェクトは、公募・有識者審査により

バイオガスから高濃度CO2を
バイオガスから高濃
分離・回収
回収したCO2と脱水分離液を
回収したCO
2と脱水分離液
用いて微細藻類を培養
を用いて微細藻類を培養

回収CO2有効利用設備
回収CO2有効利活用設備
（99%以上）
CO2CO
（99％以上）
2

CO2分離・回収設備
CO2分離・回収設備
（CCU）
（CCU）

バイオ
バイオ
ガス
ガス

採択された革新的技術について、国総研の委託研究
下水
下水

により、研究体（受託者）が実規模プラントを下水
地域社会
地域社会

処理場に設置し、処理の安定性、技術の適用性、技

度CO2を分離・回収

藻類培養による
藻類培養による
有用藻類の生産
有用藻類の生産

脱水
脱水
設備
設備

汚泥
汚泥

下水処理施設
下水処理施設

汚泥可溶化
設備

脱水
脱水
分離液
N・P
分離液
N,P

CO
CO2の有効活用
2の有効活用
返流水負荷の低減
返流水負荷の低減

下水汚泥の利用化
（農業利用）

下水汚泥の肥料化
（農業利用）

消化槽
消化槽

汚泥可溶化設備

術導入によるコスト縮減・省エネルギー効果等を実

図１ CO2分離・回収と微細藻類培養への利用技術
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研究動向・成果
②複数の下水処理場からバイオガスを効率的に集

への適応性や、設備の性能、ライフサイクルコスト

約・活用する技術実証研究
（JNCエンジニアリング㈱・

縮減等を実証する。

吸着技術工業㈱・㈱九電工・シンコー㈱・山鹿都市
ガス㈱・熊本県立大学・山鹿市・大津町・益城町 共

②自己熱再生型ヒートポンプ式高効率下水汚泥乾燥

同研究体）

技術実証事業（（株）大川原製作所、関西電力（株）、
秦野市 共同研究体）

3箇所の小規模下水処理場の余剰バイオガスを精
製のうえ吸蔵容器に貯蔵し、車両で運搬・集約のう

汚泥乾燥排気中の水蒸気潜熱を回収利用すること

え、1箇所で発電することによる低コスト化・創エネ

で汚泥乾燥の省エネ・低コスト化を図り、処分汚泥

ルギー効果等を実証している（図2）。

量削減と、肥料化・燃料化など有効利用の多様化、

（2）ダウンサイジング可能な水処理技術
①DHSシステムを用いた水量変動追従型水処理技術
実証事業（三機工業（株）、東北大学、香川高等専
門学校、
高知工業高等専門学校、
日本下水道事業団、
須崎市 共同研究体）

図2 バイオガス集約・活用技術概要

「保水性を有するスポンジ状担体（汚水を浄化す
③下水処理水の再生処理システムに関する実証研究

る微生物の定着場）を充填したDHS床」と「移動床式

（㈱西原環境・㈱東京設計事務所・京都大学・糸満

の生物膜ろ過槽」を組み合わせることにより、効率

市 共同研究体）

的にダウンサイジングが可能な水処理技術について、

UF膜（孔径0.01μmのろ過膜)と紫外線消毒の組み合

コスト縮減効果や流入水量に応じた電力使用量削減

わせによる安全・省エネルギーで経済的な再生水利

効果等を実証する。

用技術を実証している。
②特殊繊維担体を用いた余剰汚泥削減型水処理技術
実証事業
（
（株）
IHI環境エンジニアリング、
帝人
（株）
、
日本下水道事業団、辰野町 共同研究体）
反応タンクの多段化と特殊繊維担体の利用により、
余剰汚泥発生量を大幅に削減することで、汚泥処理
設備のダウンサイジングが可能な水処理技術につい

図3 再生処理システムのフロー

て、汚泥削減効果やライフサイクルコスト縮減効果
等を実証する。

４．2016年度採択の実証技術の概要
（1）
中小規模処理場を対象とした下水汚泥の有効利

５．今後の展開

用技術
①脱水乾燥システムによる下水汚泥の肥料化、燃料

国総研では、引き続き実証研究を主導し、研究成

化技術実証研究（月島機械（株）、サンエコサーマ

果を踏まえ、導入検討のためのガイドラインを順次

ル（株）、日本下水道事業団、鹿沼市農業公社、鹿

策定し、普及を促進する予定である。

沼市 共同研究体）

☞詳細情報はこちら
【参考】B-DASHに関する紹介ホームページ
http://www.nilim.go.jp/lab/ecg/bdash/bdash.htm

脱水機と乾燥機の一体型システムを用い、乾燥汚
泥を製造し、肥料化、燃料化などの多様な有効利用
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生産性革命

及びランニングコスト縮減等を実証する。

3.

研究動向・成果
研究動向・成果

B-DASHプロジェクト(消化なし
B-DASHプロジェクト（消化なし
での水素創出・高濃度メタン
での水素創出・高濃度メタン
発酵・災害時水処理)の研究
発酵・災害時水処理）の研究

3.

写
真
（
写
真
（

写
真
（
写
真
（

写
真
（
写
真
（

写
真
（
写
真
（

下水道研究部 下水処理研究室
下水道研究部 下水処理研究室
山下 洋正 主任研究官 太田 太一 主任研究官 重村 浩之 研究官 藤井 都弥子
山下 洋正 主任研究官
太田 太一
研究官
交流研究員
板倉 舞 (博士(環境学))
敦子 研究官
前田 光太郎
研究官 道中
研究官 小越 眞佐司研究官
重村 浩之
藤井 都弥子(博士(工学))
板倉 舞 （博士（環境学））道中 敦子
交流研究員
堀井
靖生
修史
交流研究員 山口
交流研究員
小越 眞佐司
前田 光太郎
堀井 靖生 交流研究員 山口 修史

写
真
（
写
真
（

室長
室長
研究官
主任研究官
交流研究員
研究官
（博士
（工学）
）

生産性革命

（キーワード）
下水道、省エネルギー、省資源、コスト縮減、温室効果ガス、革新的技術
（キーワード） 下水道、省エネルギー、省資源、コスト縮減、温室効果ガス、革新的技術
いる。

１．はじめに
下水道は、国民生活にとって必要不可欠な社会資

本稿では、2016年度に予備調査として採択されて

本であり、地球温暖化への対応として、温室効果ガ

研究を開始している「消化なしでの水素創出技術」

スの削減対策も求められている。また、「生産性革

「高濃度メタン発酵技術」「災害時における水処理

命プロジェクト」において、「下水汚泥は、バイオ

技術」の概要について紹介する。

ガス、
汚泥燃料等の多様な資源として活用できる
『日

３．平成28年度採択技術(予備調査)の概要

本産資源』」として紹介されるなど、下水道資源の

（１）消化なしでの水素創出技術

有効活用に対する期待が高まっている。

○下水汚泥の熱分解高純度水素製造プロセス技術に
関する研究（(株)オストランド・(株)ｉPL・成蹊大

このため、国土交通省下水道部では、「下水道革

学・産業技術総合研究所 共同研究体）

新的技術実証事業（B-DASHプロジェクト）」を2011
年度より開始しており、国総研下水道研究部は、こ

鉄触媒を浸潤させた下水汚泥を水平回転円筒炉に

の実証事業の実施機関となっている（B-DASH：

入れて加熱し、純度の高い水素を得るプロセスにつ

Breakthrough by Dynamic Approach in Sewage High

いての実験を行い、水素収率や必要エネルギー等の

Technology）。その目的は、優れた革新的技術の実

技術性能や事業採算性の確認を行っている
（図－１）
。

証、普及により、下水道事業におけるコスト縮減や
再生可能エネルギーの創出等を実現し、併せて本邦
企業による水ビジネスの海外展開を支援することで
ある。
２．B-DASHプロジェクトの概要
B-DASHプロジェクトは、公募・有識者審査により
採択された革新的技術について、国総研の委託研究

図－1 水平回転円筒炉による高純度水素製造技術フロー

により、研究体（受託者）が実規模プラントを下水
処理場に設置し、処理の安定性、技術の適用性、技

○下水処理水と海水の塩分濃度差を利用した水素製

術導入によるコスト縮減・省エネルギー効果等を実

造システムの実用化に関する研究（山口大学・(株)

証し、その成果を踏まえて国総研が技術導入のため

正興電機製作所・日本下水道事業団 共同研究体）

のガイドラインを策定するものである。また、2016

下水処理水と海水の塩分濃度差、下水処理場の立

年度からは、下水道革新的技術実証事業の前段階と

地条件、下水処理水のポテンシャルを活かした新た

して、導入効果などを含めた普及可能性の検討や技

な水素製造技術について、水素発生量、水素純度等

術性能の確認等を行う、B-DASH予備調査を実施して

の技術的な性能の確認を行っている(図－２)。

- 130 -

研究動向・成果

図－4 マグネシウムを用いた水素生成技術フロー
図－2 塩分濃度差を利用した水素生成技術フロー

3.
生産性革命

○下水汚泥から水素を直接製造する技術に関する研
究（東北大学・カーボンフリーネットワーク(株)・
(株)大和三光製作所・弘前市 共同研究体）
水酸化ニッケルおよび水酸化カルシウムを用い、
下水汚泥から水素を連続的に製造する技術について、
事業採算性や技術性能の確認を行っている(図－３)。
図－5 高濃度メタン発酵技術フロー

（３）災害時における水処理技術
○不織布フィルターと限外ろ過膜による未処理下水
の除菌システムの開発に関する研究（王子ホールデ
ィングス(株)・王子エンジニアリング(株)・クラレ
アクア(株) 共同研究体）
下水を不織布（プレフィルター）で前処理し、限

図－3 ニッケルを用いた熱分解水素製造技術フロー

外ろ過膜（UF膜）で菌を確実に除去した処理水を放
○下水処理水を利用した水素発電による下水道維持

流するシステムについて研究を行い、事業性評価等

管理コスト低減に関する研究（清水建設(株)・積水

を行っている(図－６)。

化学工業(株)・(株)パワーユナイテッド・大阪狭山
市・軽井沢町・小林市 共同研究体）
下水処理水とマグネシウムから水素及び酸化マグ
ネシウムを製造する技術について、事業採算性や技
術性能の確認を行っている(図－４)。
（２）高濃度メタン発酵技術

図－6 災害時を想定した水処理技術フロー

○中小規模処理場を対象とした下水汚泥の高濃度メ
４．今後の展開

タン発酵技術に関する研究（西原環境(株)・(株)大

国総研では、引き続き予備調査を主導し、実規模

原鉄工所・北海道大学・浜中町 共同研究体）

実証技術としてのテーマ設定の可能性もふまえ、普

既存の脱水機を濃縮機としても活用する事により

及可能性や技術性能を明らかにしていく予定である。

汚泥を10%程度に濃縮し、
ユニット化されたコンパク

【参考】

トな横型消化槽で高濃度消化する技術について、事

http://www.nilim.go.jp/lab/ecg/index.htm

業採算性や技術性能の確認を行っている(図－５)。
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研究動向・成果

下水道の地球温暖化対策の推進
下水道の地球温暖化対策の推進

写

写

写

写

（研究期間：平成26〜28年度）

真

真

真

真

写

写

写

真

真

真

（研究期間：平成26～28年度）

下水道研究部 下水処理研究室
下水道研究部
下水処理研究室
室長
主任研究官
山下
洋正
重村 浩之 （博士研究官
道中 敦子
（環境学））
室長
主任研究官
研究官
洋正
重村
浩之
(博士(環境学)) 道中 敦子
研究官山下
交流研究員
交流研究員
板倉 舞
山口 修史
前田 光太郎
研究官
交流研究員
交流研究員
交流研究員
板倉
舞
山口
修史
前田 光太郎
堀井 靖生

堀井 靖生

（キーワード）
下水道、地球温暖化、一酸化二窒素
（キーワード） 下水道、地球温暖化、一酸化二窒素

生産性革命

N2O排出量の増加につながる恐れがある。そこで、嫌

１．はじめに
国総研では下水道における地球温暖化対策として、

気性消化導入が下水処理における温室効果ガス排出

温室効果ガス(以下、
GHG)の１つである一酸化二窒素

量に与える影響について、排出されるN2O量および消

(以下、N2O)の排出量について実態把握や排出削減に

費エネルギー等を物質収支等に基づき試算した。窒

関する研究を進めている。

素負荷となっている返流水による窒素量増加により、

２．水処理プロセスからのGHG発生抑制

水処理工程で約10％N2O排出量が増加したが、汚泥発
生量の減少による汚泥処理由来のGHG排出量の低減、

水処理プロセスでは生物反応によりN2Oガスが発
生することが知られている。特に、排出量が多い標

および再生エネルギー利用による削減により、返流

準活性汚泥法(以下、標準法)に着目し、N2O排出抑制

水による影響を加味しても、全体として、嫌気性消

方法について検討を行っている。これまでのベンチ

化の導入により約35％削減(CO2換算)される試算と

スケールリアクターを用いた試験結果より、窒素除

なった(図)。このことから、返流水の窒素負荷の影

去につながる曝気風量制限運転を行うことで、N2O

響による水処理施設から排出されるN2O量の増加を

排出量を抑制できる可能性が確認された。このこと

加味しても、嫌気性消化の導入により、GHGが削減さ

から、窒素除去を行う工程を標準法に取り入れるこ

れることが示唆された。

とにより、水処理プロセスからN2O発生量が抑制され
る可能性が考えられる。
そこで、
昨年度に引き続き、
ベンチスケールリアクターを用いた試験（写真）に
よる再現性の確認、および、段階的高度処理運転を
実施している実下水処理場を対象とした現地調査を

写真 水処理プロセスのベンチスケールリアクター

行っている。標準法の施設構造のままで運転方法の

10,000.0

工夫により窒素除去を行う段階的高度処理運転の導

8,000.0

GHG排出量(t-CO2/年)

3.

交流研究員

入により、処理水水質改善だけでなくN2O排出量が抑
制されることが期待される。
３．嫌気性消化導入によるGHG排出量への影響
汚泥処理の１つである嫌気性消化は、余剰汚泥中

水処理排出ガス態
N2O由来

6,000.0
4,000.0

汚泥処理消費エネ
ルギー量由来

2,000.0

汚泥処理焼却排ガ
スN2O由来

0.0
-2,000.0

の有機物40～60%をエネルギーとして回収できるこ

水処理消費エネル
ギー量由来

再生エネルギー量
由来(削減分）
Case 1
嫌気性消化
導入：無
水処理：標準法

とからGHG排出量削減に貢献する反面、
消化槽で汚泥

Case 2-1
嫌気性消化
導入：有
水処理：標準法

Case 2-2

合計

嫌気性消化
導入：有
水処理：窒素除去法

図 嫌気性消化導入におけるGHG排出量試算結果

の可溶化が進むことから窒素濃度が高い脱水分離液
が発生する。しかも、この脱水分離液を含む返流水

☞詳細情報はこちら

が水処理プロセスに戻す等により生物学的に処理さ

1) 国総研資料 No.950 pp.24-28
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn950.htm
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0950.htm

れる過程において、
含まれる高濃度の窒素が影響し、
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研究動向・成果
研究動向・成果

エネルギー最適化やリスク制御
エネルギー最適化やリスク制御を
を考慮した水処理技術の推進
考慮した水処理技術の推進

写

写

写

写

写

真

真

真

真

真
写

室長室長

主任研究官
主任研究官

下水道研究部 下水処理研究室
下水処理研究室
山下 洋正
重村 浩之
浩之
藤井 都弥子真
下水道研究部
山下
重村
研究官
研究官
交流研究員
研究官
交流研究員
舞 研究官 小越
光太郎
藤井板倉
都弥子
板倉 眞佐司
舞 研究官 小越 前田
眞佐司
前田 光太郎
研究官

（キーワード）
エネルギー使用量、衛生学的リスク
（キーワード） エネルギー使用量、衛生学的リスク
１．はじめに

表１
送風機
型式

り、汚水中の有機物や栄養塩および病原微生物等を

送風量
No.

①
ターボ
②
ブロワ ③
④
⑤
ルーツ
⑥
ブロワ ⑦
⑧
⑨
軸浮上
⑩
ターボ ⑪
ブロワ
⑫

処理・除去している。一方で、下水道事業は公共団
体の事業活動の中でも温室効果ガス排出量が大きく
削減が急務である。また、下水処理水の再利用が国
内外で進められており、
ISO/TC282においても国際規
格が検討されていることを踏まえ、再生水利用のリ

3.

効率

関係式

3

[m /min]

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0.6541x + 135.43
0.754x + 139.72
0.6632x + 158.27
0.914x + 34.448
0.9078x + 43.376
1.1906x + 10.647
1.0665x + 9.4649
1.2257x + 10.779
0.9244x + 23.299
1.0032x + 27.123
0.8834x + 36.505
0.9648x + 40.798

0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.95
0.95
0.95
-

300
300
300
107
107
50
50
20
92
92
138
138

3

単位風量当たり入力動力(kw/m )

定格に対する風量比率
100%
80%
60%
40%
1.19
1.31
1.51
1.92
1.31
1.44
1.65
2.06
1.28
1.42
1.66
2.13
1.32
1.40
1.54
1.82
1.41
1.52
1.70
2.07
1.48
1.53
1.63
1.81
1.32
1.37
1.45
1.62
1.86
2.00
2.24
2.71
1.18
1.24
1.35
1.56
1.30
1.37
1.49
1.74
1.15
1.21
1.32
1.54
1.26
1.33
1.46
1.70

スク評価についての検討が求められている。本研究

３．処理水・再生水の衛生学的リスク制御技術評価

室では、下水道に期待される社会的要請に対応する

下水処理水を再利用する取り組みが世界各国で進

ため、様々な観点から調査研究を行っている。

められているが、再生水の利用には、利用用途毎の

２．送風システムにおけるエネルギー最適化の検討

安全性および信頼性の評価が重要となる。本調査で

下水処理場における電力量のうち大部分を送風シ

は、水利用用途別に衛生学的リスク値を設定し、そ

ステムが占め、電力の削減が課題となっているが、

のリスク値を達成するのに必要な除去率を算出した。

送風機形式等により送風量削減時の電力量が異なる

表２は、衛生学的リスク値10-3、10-4、10-5を満た

ため、具体的な電力量削減効果について不明確であ

すために必要な二次処理後のノロウイルス除去率に

る。本調査では、代表的な送風機について、送風機

ついて、
再生水利用用途別に算出した結果を示した。

の種類や能力等の条件別に、定格及び風量制御運転

どのリスク値に対しても、
1回当たりの摂取水量が大

時の風量と入力動力の関係を求めた。

きく曝露頻度も高い親水利用で最も高い除去率が必

表１に送風量と入力動力の関係を示す。送風機形

要となり、以下、水洗トイレ用水利用、修景用水利

式による傾向として、ターボブロワは定格に対する

用となった。水洗トイレ用水利用、修景用水利用の

風量比率が低い（40%）場合に単位風量当たりの入力

場合には、リスク値10-3において、下水処理水の再

動力が高くなった。ターボブロワは、風量比率が低

生処理は必要なく、親水利用においては、50%程度の

い領域において、風量制御による省エネ効果が低く

除去率（0.3logの除去率）が必要と算出された。

なるものと推察された。一方で、ルーツブロワ

今後、衛生学的リスク値を満たす処理・消毒プロ

3

50m /min、軸浮上ターボブロワは、定格に対する風

セス、コスト、維持管理性の評価等も含め、より総

量比率が低い（40%）領域において、ターボブロワよ

合的に検討を進めることとしたい。

りも単位風量当たりの入力動力が低くなり、変動幅

表２ 所定の衛生学的リスク値を満たすために必要な二
次処理後のノロウイルスの対数除去率（log）

の大きい送風量制御に適するものと推察された。

衛生学的リスク値

今後は、下水処理場における機器の更新等の際に

用途
水洗トイレ用水
修景用水
親水用水

参考とできるよう、得られた成果を技術資料として
とりまとめる予定である。
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下水道は良好な水環境の保全に大きく貢献してお

送風機における送風量と入力動力の関係

研究動向・成果
研究動向・成果

人口減少下での汚水処理
人口減少下での汚水処理
システムの効率化
システムの効率化

写真

写真

写真

写真

写真

（写真

（写真

（写真

（写真

（写真

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

（研究期間：平成27～29年度）
（研究期間：平成27〜29年度）

下水道研究部 下水処理研究室
下水処理研究室
下水道研究部
研究官
研究官
研究官
藤井
松本
藤井 都弥子
都弥子 研究官
松本 龍
龍

室長
室長

主任研究官
山下洋正
洋正 主任研究官
重村浩之
浩之
山下
重村
交流研究員
交流研究員
山口
山口修史
修史

（キーワード） 汚水処理システム、人口減少
汚水処理システム、人口減少
１．はじめに

生産性革命

処理量あたりの消費電力量（kWh/m3）

稼働率による影響が無いものと考えられる。

汚水処理システムには、下水道、農業集落排水、
し尿処理場等がある。地方公共団体は、それぞれの
地域の特性に応じた汚水処理システムを採用してい
る。汚水処理システムでは、人口減少により処理量
が減少することで、必要施設能力の低下や使用料収
入の低下、また施設の老朽化による改築・更新費の

4.0
○：施設能力2,000m3/日以上
□：施設能力1,000～2,000m3/日
△：施設能力1,000m3/日未満

3.5
3.0
2.5

-0.51

2.0

y = 6.8065x
R² = 0.1593

1.5
1.0
0.5
0.0
0

増加等から、施設の稼働率（＝処理量/施設能力）や

20

40

60
80
稼働率（%）

100

120

図－1 処理量あたりの消費電力量と

採算性の低下が課題となっているため、
国総研では、

稼働率の関係（下水道）

人口減少下での汚水処理システムの効率化について

次に、
稼働率以外の影響因子を極力取り除くため、

研究を進めている。

同一処理場における過去10年間程度の処理量あたり

２．稼働率を踏まえた維持管理費

の消費電力量と稼働率の関係を整理した。その一例

既往文献では、汚水処理システムの維持管理に係

を図－2に示す。

る費用関数はあるが、人口減少を踏まえたものはな

稼働率の変化に伴う処理量あたりの消費電力量と

い。本研究ではライフサイクルコストによるコスト

変化の割合を考慮し、稼働率を踏まえた維持管理費

面の比較を行うため、人口減少により年々変化する

の算出方法の整理を進めている。また、コスト面だ

稼働率を踏まえた維持管理費について検討を行う。

けでなく技術面、環境面等における評価手順、評価

まず、全国の処理場（下水道111箇所、農業集落排

方法についても整理を進めている。

水78箇所、し尿処理場72箇所）に直近1年間の維持管

2.5
処理量あたりの消費電力量(kwh/m3)

3.

理費に係る実態調査を実施した。図－1には、稼動率
の影響を顕著に受ける処理量あたりの施設運転に係
る消費電力量と稼働率の関係を整理した下水道の例
を示す。一般的に稼働率が高い場合は、施設能力に
近い処理が実施できるため、
施設の運転効率がよく、

○：Ａ処理場
□：Ｂ処理場
△：Ｃ処理場

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
30

処理量あたりの消費電力量が小さくなる。本傾向は
図－1においても確認できるが、
グラフの近似式の決

40

50

60
70
稼働率（％）

80

90

図－2 同一処理場における処理量あたりの

2

定係数(R )は0.16程度でありその相関は低い。農業

消費電力量と稼働率の関係（下水道の一例）

集落排水、し尿処理場でも同様の結果である。これ

３．今後の展開

は、調査した全国の処理場では、流入水質や運転方

国総研では、地域における効率的な汚水処理シス

法、導入機器等が様々であるため、稼働率の影響が

テムの検討・評価を地方公共団体が行うための技術

明確に結果として現れなかったものと推測される。

資料を作成することで、人口減少下における汚水処

また、実態調査結果より、消費電力量以外の項目は

理システムの効率化を推進する。
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

新たな3次元地形データ取得
新たな３次元地形データ取得技術
技術を河川管理に活かす
を河川管理に活かす
（研究期間：平成28〜29年度）

（研究期間：平成28～29年度）

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

けは不要）

河川研究部 河川研究室
河川研究室
河川研究部
室長
主任研究官
研究員
室長 諏訪 義雄
研究員
雅紀雅紀
中村
賢人賢人
諏訪 義雄 主任研究官福島
福島
中村
社会資本マネジメント研究センター 社会資本施工高度化研究室
社会資本マネジメント研究センター
社会資本施工高度化研究室
室長
研究官
長山 真一
室長 森川 博邦
研究官
森川 博邦
長山 真一

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付
けは不要）

3.

点をレベルとスタッフにより取得してきた。そのた

１．見えるようになった水中部の河川地形
これまでの河川における3次元地形データ取得技

め、土砂の堆積状況や河床の洗掘状況を平面的に把

術として、陸上部はレーザ測量（航空レーザ測量、

握することは難しかったが、
3次元地形データを用い

設置型レーザスキャナ、MMS等）や航空写真測量、水

ることで平面的に地形変化を把握することが可能と

中部（河床）は音響探査測量（マルチビーム、サイ

なり、河床管理をより厳密に実施できる。

ドスキャンソナー等）が挙げられる。一方、近年で

２．新技術における国総研の役割
3次元地形データの取得を促進するため、
航空レー

は技術の革新により、陸上部はUAVによる写真測量、
水中部は水中通過可能な波長であるグリーンレーザ

ザ測量を用いた定期横断測量マニュアルを平成29年

を使った航空レーザ測量が開発され、
新たな3次元地

度中に作成することを当面の目標とする。

形データ取得技術として注目されている。本報では

３．3次元地形データの活用方法

グリーンレーザを用いた航空レーザ測量、及び新た

3次元地形データの活用方法は、
今後各地方整備局

な3次元地形データ取得技術を河川管理に用いる新

等の現場と協力しながら検討していくが、現段階で

たな可能性について紹介する。

は先ほど述べた土砂堆積や河床洗掘に加え、河川構

グリーンレーザを用いた航空レーザ測量の例とし

造物（主に堤防）や環境（主に樹木高）の管理に適

て、吉野川における標高段彩図を示す（図－１）。

用することを想定している。こうした適用事例とし

これまでの河川管理における標高は定期横断測量と

て、河床の洗掘状況を把握することで根固工の流失

呼ばれる手法によって計測され、河川縦断方向に

による河川堤防の被災を未然に防ぐこと等がより容

200m程度の間隔で測線を設定し、その測線上の変化

易に実現できるようになると考えられる。

標高（ｍ）

堰下流の河床低下

～

0

堰

0.25

0.5

1 km

堰上流の
土砂堆積

欠測範囲
（周辺標高より補間）

写真:Google，DigitalGlobe

：定期横断測量における測線

図－１ 航空レーザ測量（グリーンレーザ）による標高段彩図
（データは四国地方整備局徳島河川国道事務所の提供）
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堰
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（キーワード） 河川管理、3
次元地形データ、航空レーザ測量
（キーワード）
河川管理、3次元地形データ、航空レーザ測量

研究動向・成果
研究動向・成果

地下水のマネジメントの推進に向けて
地下水のマネジメントの推進に向けて
〜地下水の多面的な価値を持続的に享受し続けるために〜

写

写

真

真

～地下水の多面的な価値を持続的に享受し続けるために～
主任研究官
河川研究部 水循環研究室
水循環研究室主任研究官
西村 宗倫
宗倫
河川研究部
西村

室長
室長

川崎
川崎 将生
将生

（キーワード）
（キーワード） 地下水マネジメント、水循環基本法、水循環基本計画、水循環解析

3.

１．はじめに

れている。下にその概念図を示す。この水循環解析

生産性革命

平成26年7月1日に「水循環基本法」が施行され、

は、たとえば流域の水収支や地下水の流線軌跡図の

平成27年7月10日には、
同法に基づいた基本計画であ

ように、観測では容易に得られない情報を得ること

る「水循環基本計画」が閣議決定された。

が出来る。更には、この水循環解析は、施策選択に

水循環基本法では、「水が国民共有の貴重な財産

活用出来る点が重要である。例えば、水田涵養を行

であり、公共性の高いもの」と位置づけられ、水が

った場合や、揚水規制を行った場合等を計算機で再

健全に循環し、その恵沢を将来にわたり享受できる

現し、その場合の計算地下水位と現況の地下水位を

よう、施策を包括的に推進していくこととされてい

比較することで施策効果を評価し、施策選択の基礎

る。水循環基本計画では、その趣旨を踏まえ、水循

資料とすることが出来る。また、今後更なる検討が

環の重要な構成要素の一つである「地下水」につい

望まれるのは、水循環解析を用いたリスク評価であ

て、「持続可能な地下水の保全と利用を推進するた

る。地下水がマネジメントされていない「リスク」

め、
地方公共団体などの地域の関係者が主体となり、

の具体的かつ定量的な把握が、地下水マネジメント

地下水のマネジメントに取り組むこと」とされてい

を進める動機になりうることが想定される。

る。本稿においては、この地下水のマネジメントを

一方で、水循環解析は、地質構造等の情報不足等

推進する上で必要と考えられる研究開発の要点につ

に起因して、実用的な精度が得られない可能性も否

いて、２点述べる。

定できない。これは流域毎に状況が違うため、個々

２．地下水の監視体制の強化

の判断になるが、継続的にデータを取得し、解析精

経済学でいう”共有地の悲劇”である地下水の過

度を高めていく考え方も重要である。今後、水循環

剰な揚水や、これに起因する地下水の取水障害や地

解析の活用手法の高度化について、研究開発を進め

盤沈下を防ぐには、先ずは、「対象物の状態が監視

ていきたい。

され、その情報が共有されている」ことが重要とな

降雨 等

る。地下水で言うと、地下水位や地下水揚水量が把

地下浸透量
表面流出

握されることである。例えば、地下水マネジメント
の先進自治体の一つである福井県大野市は、約30の

涵 養
河川流出

観測井を設け、更には、一定口径以上の地下水揚水

等価粗度 等

土地の保水
湧 水

量の報告を義務づけている。今後、地下水監視技術

湧水の河川流入

河川流出
地下水の河川流入

の体系化し、社会実装を促進するために研究開発を

揚 水

河川水の地下への漏水
地下水流動

進めていきたい。

透水係数 等

一体的に解析

３．水循環解析の一層の活用1)
近年の計算機の能力向上に相まって、計算機で、

【参考】

図 水循環解析の概念図

降雨、地下浸透、表面流出、河川流出、地下水流動、

☞詳細情報はこちら

揚水などの表流水・地下水の動きを中心とした水の

1) 国総研資料 No.883 (2016年3月)

動きを再現した「水循環解析」の技術開発が進めら

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0883.htm
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研究動向・成果

安全で快適な自転車利用環境
安全で快適な自転車利用環境
創出ガイドラインの改定
創出ガイドラインの改定
道路交通研究部 道路研究室
道路研究室
道路交通研究部
研究官
研究官
河本 直志
研究官 木村 泰
木村 泰 研究官 河本 直志

研究官
研究官

安居 秀政
安居 秀政

写真

写真

写真

写真

写真

（写

（写

（写

（写

（写

真ﾃﾞｰ

真ﾃﾞｰ

真ﾃﾞｰ

真ﾃﾞｰ

真ﾃﾞｰ

交流研究員
交流研究員

大西 宏樹
大西 宏樹

室長
室長

瀬戸下 伸介
瀬戸下 伸介

（キーワード） 自転車ネットワーク計画、自転車通行空間整備、整備形態の選定、路面表示
（キーワード）
自転車ネットワーク計画、自転車通行空間整備、整備形態の選定、路面表示
じ形態を選定することになるが、改定したガイドラ

１．はじめに

インでは、安全な自転車通行空間の早期確保を目的

出ガイドライン」
（以下、
「ガイドライン」という。）

として、整備形態の選定をより柔軟に対応できるよ

が、国土交通省道路局及び警察庁交通局より発出さ

う考え方を示している（図１参照）。
また、
自転車通行空間を示す路面表示については、

れて以降、全国での自転車通行空間整備が進展しつ
つある。一方、地域における自転車通行空間整備の

これまで地域により様々なデザインが考案されてい

基本方針となる自転車ネットワーク計画を策定した

る他、地域により設置の仕方が異なるなどにより、

市区町村は一部にとどまっている状況にあり、引き

自転車利用者とドライバーの双方に通行方法等に関

続き、自転車通行空間の整備促進が望まれている。

する正確な情報が伝わりづらいといったことなどが

このような現状を鑑みて、平成28年3月に「安全で快

懸念されたことから、路面表示の標準的な仕様を示

適な自転車利用環境創出の促進に関する検討委員

している（図２参照）。

会」により、自転車通行空間整備の促進に向けた提

旧ガイドライン

国総研では、自転車通行空間を明示する路面表示

【
暫定形態】

既設の自転車歩行者道を活用

の仕様の標準化に関して、敷地内実験による検討等
を行い、ガイドライン改定に関わった。
２．ガイドライン改定のポイント

①自転車道

【
暫定形態】

月にガイドラインが改定された。

【
完成形態】

【
完成形態】

言がとりまとめられ、その内容等を踏まえ、同年7

改定ガイドライン

自転車道

②自転車専用通行帯

自転車ネットワーク路線では、
既設の自転車歩行者道に依存
せず、①～③を柔軟に組み合
わせ、ネットワーク形成を加速

③車道混在

図１ 整備形態の選定の柔軟な対応

（１）自転車ネットワーク計画策定の早期進展

（完成形態が自転車道の場合）
幅＝0.75m以上

して、市内全域を対象として計画を策定することに
苦労しているという意見が市区町村から挙げられて

長さ
＝1.50m

いることなどから、市区町村が自転車ネットワーク
計画策定に着手しやすくなるよう、優先的に計画策

角度＝1:1.6

定に取り組むエリアを定めて、段階的に自転車ネッ

【矢羽根型の路面表示】

トワーク計画を策定していく考え方が新たに記載さ

夜間に視認性を向上させる
必要がある場合、白線を設置

自転車ネットワーク計画の策定が進まない理由と

75cm
【ピクトグラム】

図２ 路面表示の仕様の標準化（車道混在）

れている。

４．おわりに

（２）安全な自転車通行空間の早期確保

ガイドラインの記載内容は、あくまで標準的な考

ガイドラインには、自転車通行空間の基本的な整

え方を示したものであり、実際には地域の実情や創

備形態として「自転車道」、「自転車専用通行帯」、

意工夫等により様々な対応が考えられる。国総研と

「自転車と自動車が車道で混在（以下、「車道混在」

しても、そうした地域での事例や新たな知見等をも

という。）」の３つが示されており、交通条件に応

とに、
今後も技術的な検討を進めていく予定である。
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平成24年11月に「安全で快適な自転車利用環境創

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

生活道路対策エリアにおける交通安
生活道路対策エリアにおける
全対策の推進支援 （研究期間：平成２８～３０年度）
交通安全対策の推進支援
（研究期間：平成２８〜３０年度）
主任研究官
道路交通研究部 道路研究室 (博士(工学))
主任研究官 大橋幸子
道路交通研究部 道路研究室 （博士
（工学））大橋 幸子

交流研究員
交流研究員

関皓介
関 皓介

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付
けは不要）

室長
室長

瀬戸下伸介
瀬戸下 伸介

（キーワード）
交通安全、生活道路、通学路
（キーワード） 交通安全、生活道路、通学路

3.

2017年は、全国で対策の実施がさらに広がると考

１．生活道路の交通安全対策の現況

生産性革命

通学路をはじめとする生活道路の交通安全確保の

えられることから、対策の実施、評価の段階につい

ため、自動車の走行速度抑制と通過交通の進入抑制

てもケーススタディ調査や合意形成状況調査など行

を中心に対策が進められている。2015年度から、各

い、推進支援方策の検討につなげていく。

地域が重点的に対策を進めていこうとする地区が

３．新たな対策の検討

「対策エリア」として登録され、国からのビッグデ

凸部等の設置のほか、歩行者・自転車の安全のた

ータ分析結果の提供や対策に関する助言等の技術的

めに今後導入が期待される対策についても検討を行

な支援が行われている。また、凸部などの設置によ

っている。例えば、信号のない道路での横断中の事

る実効性の高い対策の導入を支援するため、
2016年3

故を減らすため、中央で待機できる交通島を設けて

月に「凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術

渡りやすくする方法などがある。また、確実に歩行

基準（以下、「基準」）」が国土交通省から発出さ

空間の確保を行うため、交通規制等と連動して昇降

れた。

するボラード（ソフトライジングボラード）を設置

このような状況の中、2016年末現在で対策エリア

する方法もある。2016年は、これらの対策の適用要

の数は全国で約240となり、
多くの地域で対策の検討

件の調査を進めており、今後は、必要とされる性能

が進められている。

などを取りまとめていく。

（平面図） 傾斜部

平坦部

（縦断面図）

傾斜部

傾斜部の形状は路
面及び平坦部との
すりつけ部を含め、
なめらかなものと
凸部の高さ
する
10cm

路肩
傾斜部の
縦断勾配
平均5%
車道 （最大8%）

すりつけ部

傾斜部
路肩

平坦部

傾斜部

平坦部の長さ
2m以上

図－1 技術基準に示された凸部の標準形状
２．現場での対策実施の推進支援
国総研では、2016年の研究として、基準の策定に

（交通島におけるすれ違い状況の調査）

際しては技術的知見のとりまとめを行うとともに、
基準発出後の活用状況の調査などを行い、フォロー
アップを進めている。また、各対策エリアなどでの
対策立案のケーススタディ調査や、対策に際しての
合意形成状況についての調査を行い、対策の推進支
（交通島待機時の
歩行者の感覚調査）

援に有用な技術情報の提供方法等を検討している。

（ソフトライジングボラードの
設置事例 新潟市）

写真－1交通島（二段階横断）とライジングボラード

対策の検討段階では、ETC2.0プローブ情報の分析
結果が、簡易に面的な速度分布をとらえられること

☞詳細情報はこちら

から交通状況の『見える化』に役立っている。

1) 国土交通省HP（基準）

http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/sesaku/pdf/device.pdf
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

ETC2.0プローブ情報を活用した
ETC2.0プローブ情報を活用した生活
生活道路の交通状況把握手法の
道路の交通状況把握手法の開発
開発
道路交通研究部 道路研究室

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

けは不要）

道路交通研究部
道路研究室
研究官
尾崎 悠太 研究員
川瀬 晴香 室長 瀬戸下 伸介
研究官
研究員
尾崎 悠太
川瀬 晴香 室長 瀬戸下 伸介

（キーワード） ETC2.0、交通安全対策、生活道路
（キーワード）
ETC2.0、交通安全対策、生活道路

多発する箇所、走行速度の高い区間、さらにはそれ

１．はじめに

要な箇所や区間の抽出、
対策の検討等が可能となる。

況、及び通過交通や走行速度といった交通状況を面

このようにETC2.0プローブ情報を活用することで、

的に把握した上で、通過交通や走行速度の抑制等の

生活道路の交通状況を面的に把握することが可能と

対策を検討することが重要である。

なる。

そこで国総研では、多数の車両の動きが広域に収

４．今後の取組

集可能なETC2.0プローブ情報を活用して、生活道路

上記のようなETC2.0プローブ情報を用いたエリア

内における通過交通や走行速度などの交通状況を面
的に把握する手法の開発に向けた研究を行っている。

の面的な交通状況の把握することにより効果的な対

２．生活道路における交通状況把握

策の検討に役立てることができる。今後は、効率的

ETC2.0プローブ情報には、専用の車載器を搭載す

な生活道路対策の推進に向け、ETC2.0プローブ情報

る車両の位置や速度等の情報を記録する走行履歴デ

等を用いて、さらに広い地域の中から対策が必要な

ータと、前後加速度や左右加速度等が一定の閾値を

エリアを抽出する手法の検討を行う予定である。加

超過した際に、その強さや位置を記録する挙動履歴

えて、前後及び左右加速度等のより有効な活用方法

データがある。

について検討を行う予定である。

図1は、ETC2.0プローブ情報に基づき、ある地域に
おける生活道路のエリア内（灰色破線で囲まれた内
部）を対象とした代表的な通過経路と各通過経路の
交通量の多さを線の太さにより示したものである。
図は、個々の車両毎に記録された走行履歴データを
つなぎ合わせた移動経路の起終点がエリア外にある
ものを抽出し、
経路毎にその台数を集計し作成した。

」

この図から、交通量の多い通過経路や、その通過経

図1 通過経路の分析結果

路が交差する交差点等、危険な経路や箇所が把握で
き、現地を確認することで対策が必要な区間や箇所
を抽出することが可能となる。
図2は、交差点及び交差点間毎の走行速度の85%タ
イル値と、事故や急減速が発生した地点を併せて整

走行速度の85%タイル値

理したものである。走行速度は走行履歴データによ
り、急減速は挙動履歴データにより整理したもので
ある。この図により、事故や急減速等の危険挙動が

図2 85%タイル速度
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らの関係等を把握することが可能となり、対策が必

生活道路における交通安全対策は、事故の発生状

3.

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

大型車を考慮したラウンドアバウト
大型車を考慮したラウンドアバウト
の交通容量に関する研究（研究期間：平成28年度）
の交通容量に関する研究
（研究期間：平成28年度）
研究官 安居 秀政
道路交通研究部 道路研究室 研究官
安居 秀政
交流研究員
室長
室長
大西
瀬戸下
伸介伸介
大西 宏樹
宏樹
瀬戸下

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

研究官
研究官

河本直志
直志
河本

（キーワード）
ラウンドアバウト、交通容量、大型車
（キーワード） ラウンドアバウト、交通容量、大型車

3.

３．シミュレーション結果

１．はじめに

生産性革命

2014年8月に国土交通省道路局から、
円形の平面交

シミュレーションでは、ラウンドアバウトへの総

差部の一種であるラウンドアバウトを計画及び設計

流入交通量が1,000～3,000台/時のケースを100台/

するにあたっての適用条件と留意事項をまとめた通

時ピッチで設定し、各ケースで環道に流入できた総

知「望ましいラウンドアバウトの構造について」1)

交通量を算出した。大型車混入率を0%、10%、20%、

が示された。本通知では、諸外国におけるこれまで

30%としてシミュレーションを行った結果を図-2に

の知見を基に、ラウンドアバウトの適用範囲の目安

示す。大型車混入率が0%の場合の交通容量は、約

として、一般的な条件での交通容量を示している。

2,200台/時と算出された。交通容量は大型車混入率

今後、大型車の割合が大きい場合も検討し、日本に

が大きくなるにつれて低下し、大型車混入率が30%

おける車両の走行特性を踏まえて検証を進めていく

の場合には約1,600台/時となり、
26%程度交通容量が

必要がある。本研究では、実道のラウンドアバウト

低下する結果となった。

における観測から得た車頭時間等をもとに交通流シ
ミュレーション（以下「シミュレーション」という。）
を行い、ラウンドアバウトの交通容量に与える大型
車の影響について分析した。

図-2 全流入部の交通容量の算出結果
（左）図-1 ラウンドアバウト標準図
４．まとめ

（右）写真 実道観測における大型車の走行の様子

本研究で得られた知見は、大型車の交通量が多い
交差点へラウンドアバウトの導入を検討している道

２．実道観測の概要
JR常陸多賀駅前のラウンドアバウトにおいて、朝

路管理者等において活用できる。今後も、交通の安

ピーク時に大型車3台を追加走行させ、
一般車を含め

全と円滑化に効果のあるラウンドアバウトの普及に

た走行挙動を観測した。想定される車種（小型・大

向けた研究に取り組んでいきたい。

型）の組合せ別に交通容量に影響する環道最小車頭

☞詳細情報はこちら

時間等のパラメータを算出した。

1) 国土交通省HP:
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/pdf/20140901tuuti.
pdf
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研究動向・成果

ETC2.0プローブ情報等を
ETC2.0プローブ情報等を活用した
活用した渋滞実態調査の
渋滞実態調査の高度化・効率化
（研究期間：平成28年度） （研究期間：平成28年度）
高度化・効率化

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不

けは不

要）

要）

交流研究員
交流研究員
交流研究員
道路交通研究部 道路研究室 交流研究員
加藤
哲 哲
立川 立川
太一 太一
加藤
主任研究官
研究官
室長
研究官 田中 良寛 （博士
主任研究官
橋本
瀬戸下
伸介 伸介
（工学））
田中 良寛 (博士(工学))
橋本浩良
浩良 室長
瀬戸下

（キーワード） ETC2.0
プローブ情報、渋滞実態調査、渋滞末尾、要因分析
（キーワード）
ETC2.0プローブ情報、渋滞実態調査、渋滞末尾、要因分析

3.

2016年3月に設置された
「国土交通省生産性革命本

また、直進車は速度低下の割合が高い区間が右折車よ

部」において、生産性革命プロジェクトの１つとし

り上流側で見受けられるが、これは右折車線から溢れ

て高速道路のピンポイントの渋滞対策が進められて

た右折車の滞留によって実質１車線となっている区間

いる。一般道においても渋滞対策協議会等によって

での速度低下や右折車の滞留末尾におけるブレーキや

渋滞対策の検討が進められているところである。渋

車線変更等の挙動によるものと推察される。これらは、

滞対策の検討に必要な渋滞状況の把握手法として、

実際に現地で観測される渋滞状況と良く整合している。

人手・目視等による実地調査が従来から行われてい

３．おわりに

る。しかしながら、詳細な分析に必要な面的かつ時

客観的データであるETC2.0プローブ情報を活用す

系列的な調査は人的労力やコスト面で困難である。

ることにより、従来は人手・目視等による実地調査

こうした中、ETC2.0プローブ情報は「個人情報に配

でなければ把握が困難であった滞留・渋滞の状況を

慮した経路情報」、「地点単位の速度情報」を面的

効率的に把握することができる可能性を示した。ま

かつ時系列的に捉えることができ、渋滞実態調査の

た、右折（或いは左折）専用車線長の不足状況や直

高度化・効率化に向けた活用が期待されている。

進車への阻害等の詳細な状況について面的かつ時系

２．ETC2.0プローブ情報の活用による分析

列的な把握・分析に有効であることがわかった。
今後、分析手法を確立していくとともにマニュア

図1は茨城県内の主要渋滞交差点流入区間における
流出方向別の地点速度を図化したものである。さらに、

ル化に向けた検討を行っていく予定である。

図2は混雑時間帯における地点速度の構成割合を主要

☞詳細情報はこちら

渋滞交差点からの距離帯別に集計したグラフである。

1)加藤哲，田中良寛，橋本浩良，瀬戸下伸介：ETC2.0プローブを
利用した渋滞状況及び危険挙動発生状況の分析，第41回土木情報
学シンポジウム講演集，Vol.41，pp.71-74，2016

直進車・右折車ともに右折車線長である150mを超え
て低速度の割合が高くなっており、特に直進車におい
ては700m付近まで滞留が発生している可能性が窺える。

※ETC2.0プローブ（2016年5～10月の平日
における7～9時，17～19時）を集計

直進車 N=1,522

このことから、混雑時においては右折車が右折車線か
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70%
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50%
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右折車の低速度割合が高く
なっている上流側で直進車の
低速度割合も高い
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凡 例

※ETC2.0プローブ（2016年5～10月の平日）を集計
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ら溢れ、直進車に影響を与えていることが推察される。
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研究動向・成果

ETC2.0プローブ情報等を活用した
ETC2.0プローブ情報等を
筑波山地域の観光交通分析
活用した筑波山地域の
（研究期間：平成28年度）
（研究期間：平成28年度）
観光交通分析
交流研究員
交流研究員
交流研究員
道路交通研究部 道路研究室 交流研究員
立川
立川
太一太一
加藤 加藤
哲
主任研究官
交流研究員
主任研究官
室長 室長
末成 浩嗣
浩嗣（博士
橋本浩良
浩良 瀬戸下
瀬戸下
末成
橋本
伸介 伸介
（工学））
(博士(工学))

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

哲

（キーワード）
ETC2.0プローブ情報、観光行動、利用経路、滞在時間
（キーワード） ETC2.0
プローブ情報、観光行動、利用経路、滞在時間

国土交通省で推進している生産性革命プロジェク

ETC2.0プローブ情報は利用経路・滞在時間等、観

トのひとつとして観光産業の革新が掲げられている。

光交通実態の把握分析に有効であることが分かった。

そこでは来訪客に関するデータ収集・分析が不十分

さらなる観光行動の把握に資する分析を検討する。

という課題があげられている。

桜川筑西IC

ETC2.0プローブ情報の特徴を活かすことで利用経
筑波山

路・滞在時間等、来訪客に関するデータを収集・分
析できる可能性がある。本稿では筑波山地域におけ

土浦北IC

る観光交通実態の把握分析結果について紹介する。
谷田部IC

２．筑波山地域の観光交通実態
2016年4月29日(金)～5月8日(日)を対象として、
筑
波山地域に滞在したと判定される自動車をETC2.0プ

(c)Esri Japan

ローブ情報から抽出し、利用経路（図1）、滞在時間

図1 筑波山地域の滞在車両の利用経路
（車両）
25

80%
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20%

滞在時間をみると、5時間以内の滞在が約80%を占

～14

～13

滞在時間（時間）
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0%
～10

から桜川筑西ICを経由したものもみられる（図1）。
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（図2、表1）、延べ滞在車両数（図3）を整理した。

～2

生産性革命

３．おわりに

１．はじめに

～1

3.

写真

図2 筑波山地域の滞在時間分布

める（図2）。また、6時台～9時台に筑波山地域に到

表1 筑波山地域の時間帯別滞在時間別車両数
(車両)

着した車両は3時間～5時間といった比較的長時間の
～1時間
1～2時間
2～3時間
3～4時間
4～5時間
5～6時間
6～7時間
7～8時間
8時間以上
合計

滞在が多く、
10時台～13時台に到着した車両は2時間
以内といった比較的短時間の滞在が多い（表1）。さ
らに、延べ滞在車両数をみると、9時台～12時台に筑
波山地域に滞在している車両が多い（図3）。
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車両搭載センシング技術を活用
車両搭載センシング技術を活用
した道路基盤地図データの収集
した道路基盤地図データの収集
実験の開始（研究期間：平成２８年度〜）
（研究期間：平成２８年度～）
実験の開始

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付
けは不要）

道路交通研究部 高度道路交通システム研究室
高度道路交通システム研究室
道路交通研究部
室長
主任研究官
研究官
一範一範
鳥海鳥海
大輔 大輔
室長 牧野 浩志
研究官
牧野 浩志 主任研究官大嶋
大嶋
（キーワード） 特殊車両、車両搭載センシング、生産性革命
（キーワード）
特殊車両、車両搭載センシング、生産性革命

3.

・自動的に標準偏差25cmを満たす精度を確保できる

近年、市販品でも急速な性能の発展が見られる車

こと。

両搭載カメラ等を活用したセンシング技術の開発が
進んでおり、今後の利活用が見込まれている。国交

・導入コスト、
運用コストも含め低価格であること。

省では、必要な精度を満たし、導入コストだけでな

②公道での走行実験

く運用コストを含めてできるだけ低価格な車両搭載

実験期間：平成29年1月16日(月)～19日(木)

センシング技術を用いて、簡易に地図を作成するこ

走行区間： 国道16号、国道126号（千葉県千葉市）

とで特殊車両通行許可審査の迅速化等の道路管理へ

検証項目の一例：

活用することを目標としている。今年度は、車両搭

・①の検証項目に加え、バス停、距離標、標識の

載センシング技術について実用化技術（開発中も含

位置情報を３次元で取得できること及び２次元

む）を求め、その技術を活用して作成した地図デー

で図化できること。等
上記の２箇所において９組の企業が実験に参加し

タの精度、
コスト等を比較・検証する実験を行った。

た。

図－１ 道路面上の主要地物の位置情報（緯度・経
表－１ 実験参加企業一覧

度及び標高）を走行車両から取得するイメージ

２．実験概要

３．今後の検討

①国土技術政策総合研究所試験走路での走行実験

今年度の実験および評価を通じ、現状のセンシン

実験期間：平成29年1月10日(火)～13日(金)

グ技術の性能を把握し、今後、道路管理にあたって

検証項目の一例：

必要となるセンシング技術の性能に関する技術資料
のとりまとめを行っていく。

・主要地物（車道交差部の形状、区画線）の位置情
報（緯度・経度及び標高）を３次元で取得できる

☞詳細情報はこちら

こと及び位置情報（緯度・経度）を２次元で図化

1) 国土技術政策総合研究所 高度道路交通システム研究
室HPトピックス：「ITS研究室」で検索
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ETC2.0プローブ情報を活用
した環状高速道路の交通状
した環状高速道路の交通状
態把握手法の開発
態把握手法の開発

写真

写真

写真

写真

（写真

（写真

（写真

（写真

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

貼り付

貼り付

貼り付

貼り付

道路交通研究部 高度道路交通システム研究室
道路交通研究部 主任研究官
高度道路交通システム研究室
室長
研究官
交流研究員
浩志
松田
奈緒子
鳥海 交流研究員
大輔 吉村
吉村
室長 牧野
主任研究官
研究官
牧野 浩志
松田
奈緒子
鳥海 大輔
仁志

仁志

（キーワード）
環状高速道路、交通シミュレーション、ETC2.0
（キーワード） 環状高速道路、交通シミュレーション、ETC2.0

3.

１．はじめに

ITSスポット

首都圏三環状など高速道路ネットワークの整備が

進行方向
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得ら得られたプローブ軌跡の
れ たプロー ブ軌跡 の
通りに車両を走行させる
通りに車両
を走行させる

進む中、道路運用により道路ネットワークの機能を

後続車の走行軌跡
後続車の走行軌跡はは
Kinematic Wave理論に
Kinematic
Wave理論に
従って再現されるる
従って再現され

ETC2.0プロー ブ
デー タで把握できる
渋滞範囲

ETC2.0プロー
把握できる渋

最大限に発揮させる「賢く使う取組」の必要性が指

プロトタイプ
補完推定し
渋滞範囲

摘されている。道路運用施策を効果的に実施するた

プロトタイプで
補完 した渋滞範囲

めには、交通状態を日常的にモニタリングし、渋滞

現在時刻

等の問題の発生を迅速に把握することが必要となる。

図1 ETC2.0データと車両感知器データの融合手法

交通状態のモニタリングについて、ETC2.0プローブ

顕著な渋滞区間は概ね再現されていることが確認で

情報や車両感知器データは有効ではあるが、ETC2.0

きた（図2）。一方で、プロトタイプでは速度が高く

プローブ情報は路側機を通過するまでのタイムラグ

算出される傾向があり、ETC2.0プローブ情報をシミ

があり、車両感知器データは設置断面のみでの把握

ュレーションに取り込んでいるが、車両感知器デー

にとどまる。そこで国総研では、ETC2.0プローブ情

タは考慮しておらず、交通量の調整を行っていない

報、車両感知器データとシミュレーション技術を融

ため、全体的に交通量が過小傾向にある。

合させ、リアルタイムに環状高速道路の交通状態を
把握する補完技術に関する研究開発を行っている。
２．交通状態把握手法の概要
ETC2.0プローブ情報、車両感知器データ等の交通
関連データをオンラインで収集し、逐次入力してそ
の時点での交通状態をモニタリングする手法を検討
した。
本手法におけるデータ融合の考え方を図1に示
す。車両感知器位置での交通量（右図の横軸を5分間
のうちに横切る台数）
とプローブ車両の走行軌跡
（図
の太線）
が観測値と整合するような交通状態
（流率，
速度，密度）をKinematic Wave理論に基づく交通シ
図2 時空間速度図の比較（上：ETC2.0プローブ走
行履歴情報、下：プロトタイプの計算結果）

ミュレーションにより推計する方法である。この方
法により、図に示す（オレンジ色と赤色の部分）よ

４．今度の展開

うに、渋滞範囲をより詳細に把握することが可能と

今後は車両感知器データをプロトタイプに取り込

なる。首都圏三環状をモデルとし、ETC2.0プローブ

み、交通量等の量的な指標の再現性を高めていく予

情報を用いたプロトタイプを構築した。

定である。また、様々な道路運用施策の際に必要と

３．再現性の確認

なる交通状態モニタリング指標についての研究も進

プロトタイプの旅行速度の再現性を確認した結果、
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め、指標の可視化を図っていく予定である。z
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日米欧共同によるプローブデータ
究報告書の作成（研究期間：平成25〜27年度）
（研究期間：平成25～27年度）
研究報告書の作成

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

道路交通研究部 高度道路交通システム研究室
道路交通研究部
高度道路交通システム研究室
室長
主任研究官
牧野
浩志
井坪 慎二 研究官 玉田 和也
室長
牧野 浩志 主任研究官 井坪 慎二 研究官 玉田 和也
（キーワード） プローブデータ、海外展開
（キーワード）
プローブデータ、海外展開
１．はじめに

3.

２．報告書について
本報告書においては、プローブデータの定義、各

語である。道路交通分野では走行する車に装備され

国のプローブデータの状況、主な活用用途、優先活

ている様々なセンサーから得られるデータ（プロー

用用途、国際標準などの国際連携分野との関係、今

ブデータ）を外部に取り出して、さらにこれらのデ

後の展開について、日米欧のそれぞれの状況を172

ータを加工・分析することにより、広く道路交通分

ページの資料としてまとめている。本資料は、英語

野のサービスに役立てている。我が国は、各自動車

で記述されUS-DOTのHPからダウンロードできること

メーカーがカーナビの走行履歴データ（走行軌跡）

から、まだプローブシステムが配備されていない途

を収集し各社の渋滞予測サービスなどに活用してい

上国等にも参考となるものとなっている。

る。また、国土交通省では、ETC2.0サービスを通じ
て、走行履歴データ、挙動履歴データ（急ブレーキ

プローブデータに関する
日米欧共同研究報告書

などの急挙動）を収集し、渋滞箇所の特定、事故多
発箇所の評価などに活用している。

プローブデータ
ワーキンググループ
フェーズ２

国土交通省、米国運輸省（US-DOT）と欧州委員会
(EC)の３者は、協力覚書に基づき、長年にわたりITS

日欧米協力

（高度道路交通システム）に関する情報を共有して
きている。この中で、プローブデータを優先分野の

米国運輸省
国土交通省

一つとして研究してきており、「プローブデータに
関する日米欧共同研究評価報告書」1)を作成し、2016

図-2 共同研究報告書

年11月にUS-DOTホームページに公表された。プロー
ブデータに関する共同研究は、
当初は日米の2国間に

３．おわりに

おいて実施し、2013年にも共同研究報告書を作成し

プローブデータは研究の段階から実配備と活用の

2)3)

。その後、欧州委員会も参画し、３者の共

段階に進みつつある。さらに円滑な自動運転のため

同研究を実施し、その研究成果を本報告書にとりま

の先読み情報（例えば進行方向上の落下物など、車

とめている。

載センサーの検知範囲外の情報）の生成などにも活

道路アンテナ

用が見込まれており、日米欧の協力関係も活用しな

ている

がら、さらなる研究を進めていきたい。
☞詳細情報はこちら
1)US-DOT HP
http://ntl.bts.gov/lib/60000/60100/60123/FHWAJPO-16-326__2_.pdf
2) 国総研資料 No.820
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tn_nilim.
htm#900
3) US-DOT HP
http://ntl.bts.gov/lib/51000/51100/51168/US-JP_Probe_
Data_Final_Report_v8_2__FHWA-JPO-13-091_.pdf

ETC2.0対応車載器・カーナビ
走行履歴
・時刻
・位置情報（緯度経度）

所定のタイミングで蓄積

挙動履歴
・時刻
・位置情報(緯度経度)
・進行方向 ・速度・ヨー加速度
・前後加速度、左右加速度
所定の閾値を超えたタイ
ミングで蓄積

路車通信でアップリンク

走行履歴と挙動履歴を蓄積

図-1 ETC2.0の概要
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生産性革命

プローブ(probe)とは、探査、調査といった意味の

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

次世代協調ITS
次世代協調ITS
に関する共同研究
に関する共同研究

写真

写真

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不

けは不

けは不

けは不

けは不

要）

要）

要）

要）

要）

道路交通研究部
道路交通研究部 高度道路交通システム研究室
高度道路交通システム研究室
室長
研究員
交流研究員
室長牧野 浩志 主任研究官
主任研究官小木曽 俊夫 主任研究官
牧野 浩志
小木曽 俊夫 主任研究官井坪
井坪 慎二
慎二 研究員大竹
大竹 岳
岳 交流研究員吉村
吉村 仁志
仁志
（キーワード） 協調協調ITS、賢く使う、安全運転支援
（キーワード）
ITS、賢く使う、安全運転支援

3.

る情報を確認し、分合流支援情報や先読み情報とし

１．はじめに

生産性革命

協調ITSとは、車、路側機、センター、個人端末な

て不足する事項やデータの精度や鮮度を整理した。

どが相互に情報を交換し、安全、道路・交通管理、

また、インフラ側が持つデータ及び、車両側が持

物流管理、環境、情報収集・提供などの多様なアプ

つデータによる拡充を図ることで得られる社会的な

リケーションで共用するシステムのことである。こ

メリット、自動運転への活用可能性に関して検討し

のため車対車、車対インフラ及びインフラ対インフ

た。
さらに、
ETC2.0プローブデータについて分析し、

ラの通信を統合し、通信方式やデータ形式などの整

先読み情報の生成を試行し、課題を導出した。

合性を図るものである。

２）運用スキームの検討
協調ITSによる先読み情報等の生成のための運用
スキームとして、センターへのデータ集約方法や、

２．共同研究の内容

主体間の費用分担の考え方の論点を整理した。

本共同研究では、自動車の保有する車両情報と道

３）シミュレーションによる検証

路管理者の保有する情報のうち相互に活用できる情

協調ITSによって実現するサービスの効果をシミ

報の抽出と、情報交換するための具体的な手法につ
いて検討し、道路管理の効率化・低コスト化と安全

ュレータ等を活用して検証した。

で快適な自動運転等の実現を同時に可能とする次世

４）先読み情報のデータフォーマットの検討
車両制御への利用を想定した先読み情報のデータ

代型の協調ITSの研究開発を行った。
個々の課題につ

フォーマット及び提供するためのサーバを検討した。

いての検討フローを図-1に示す。
合流支援、先読み情報
現状把握
・ETC2.0で実際に提供しているデータ・道路管理者が保
有しているデータと、その精度・鮮度
・合流部における自動車の挙動
・自動車が共通的に取得しているセンサデータと、その
精度・鮮度（蓄積していないデータも含む）
不足事項の導出

５）新たな通信方式を活用した通信実験

地図の検討

欧米で現在検討されている新たな通信方式

・高度DRMとその他の地図の運用方法の検討
・試験走路のダイナミックマップの試作

（IEEE802.11p）
を日本における路車間通信の周波数
帯である5.8GHz帯に適用することを想定し、相互接

運用スキームの検討

インフラデータによる拡充

プローブデータによる拡充

• 既設センサでできること
• 新たなセンサが必要なこと

• 既存のプローブでできること
• 新たなプローブが必要なこと

サービス要件の具体化
・ETC2.0の拡張により実現可能な事項の確認
・情報生成・提供手法の検討
・提供する情報や配信タイミングの整理

データフォーマット検討
・車両制御への利用を想定したデータフォーマットの検討

続性を確認した。

・プローブデータに関する運用スキームの検討

シミュレーションによる検証

６）路車協調における地図の検討

・協調ITSにおけるサービスの効果をシミュレータ等に
より検証

路車協調において活用が想定される高精度地図を、
国総研試験走路を対象として試作した。

通信実験
・IEEE802.11pの相互接続性の確認

４．おわりに

図-1 個別課題の検討フロー

本共同研究の成果を踏まえ、
協調ITSの実現に向け
３. 個別課題の検討結果

て、今後、仕様の検討や路側機器の開発を進めると

１）合流支援、先読み情報によるサービスの検討

共に、サービスの評価、導入効果の精査を進める。

実際にETC2.0で提供している情報や、道路管理者
が保有している情報、自動車が共通的に取得してい
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

全国の道路事業における自然環境の
全国の道路事業における自然環境
保全措置に関する知見の共有
の保全措置に関する知見の共有
（研究期間：平成２６〜２９年度）

（研究期間：平成２６～２９年度）

道路交通研究部 道路環境研究室
道路交通研究部 道路環境研究室

室長
室長

井上 隆司
井上隆司

主任研究官
主任研究官

（キーワード） 自然環境、道路事業、保全措置
（キーワード）
自然環境、道路事業、保全措置

大城 温
大城 温

長濵 庸介
長濵 庸介

研究官
研究官

３．植物の保全手法の確実性の向上

１．はじめに

植物の保全においては、多くの事例で株移植が行

系を保全するために様々な調査や環境保全措置が実

われているが、種によって採取した種子を播くこと

施されているが、密猟・盗掘防止等の観点からその

（播種）や種子を含む表土を移植すること（表土移

結果や経緯は事業者間で共有されにくい。
そのため、

植）が効果的な場合があると考えられる（図２）。

国総研では環境保全措置の事例を収集・分析し、効

そのため、事例を整理し公表3)するとともに、移植

果の高い保全措置を明らかにし、事業者間で共有し

の難易度の高い種の移植や表土移植において、より

ていくための取り組みを行っている。

確実性の高い保全手法の確立のための実証試験を実

２．自然環境にかかる調査・保全措置の現況把握

施している。
４．持続可能な環境保全の取り組みのあり方

全国の直轄道路事業のうち、昭和52年度から平成
26年度にかけて実施され保全措置の内容を確認でき

道路建設時に保全措置が行われた後、持続的に保

た417事業を対象に、調査・保全措置の実施状況を生

全された自然環境が維持されていくことが重要であ

物種ごとに分析し、分類・集計している（図１）。

る。そのため、学校の授業の一環として道路事業者
と学校が協定を締結し、ビオトープ維持作業を学生
が実施している事例や、
地元NPOが管理することを前
提としたビオトープ整備の事例等、維持管理を見据
えた環境保全の事例と今後のあり方を調査している
ところである。
５．今後の取り組み
今後、膨大な過去の調査・保全措置の経験を踏ま
えて、より効果的・効率的な保全措置が行われるよ
う、さらに知見の共有を図っていきたい。

1)

図１ 分類別の調査・環境保全措置の実施状況

☞詳細情報はこちら
1) 「動物,植物,生態系を対象とした環境アセスメントの
フォローアップ」, 環境アセスメント学会誌,14(2),
pp.45-50, 2016.
2) 「道路事業における植物に対する環境保全措置の実施
状況に関する調査」, 第70回年次学術講演会講演概要
集, Ⅶ-104, 2015.
3) 国総研資料No.906 「道路環境影響評価の技術手法「13．
動物、植物、生態系」における環境保全のための取り
組みに関する事例集（平成27年度版）」
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0906.htm

図２ 分類別の調査・環境保全措置の実施状況2)
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生産性革命

これまで、道路事業において希少な動植物や生態

3.

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

道路分野における二酸化炭素
道路分野における二酸化炭素排出量
排出量の把握・評価手法の検討
の把握・評価手法の検討
（研究期間：平成25〜28年度）

（研究期間：平成25～28年度）

道路交通研究部 道路環境研究室
道路交通研究部 道路環境研究室

室長
室長

井上 隆司
井上 隆司

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

けは不要）

長濵 庸介 研究官 瀧本 真理
長濵 庸介 研究官 瀧本 真理

研究官
研究官

（キーワード） 温室効果ガス、二酸化炭素、自動車走行データ、社会資本整備
（キーワード）
温室効果ガス、二酸化炭素、自動車走行データ、社会資本整備

3.
生産性革命

１．はじめに
COP21に向けて日本が提出した「約束草案」では、
2030年度の二酸化炭素等温室効果ガスの削減目標を
2013年度比マイナス26.0%としている。
これを踏まえ
国内では「地球温暖化対策計画」が閣議決定され、
様々な部門における温室効果ガス削減対策の実施が
求められている1)。国総研では、道路の供用段階や
整備段階における二酸化炭素排出量の把握手法の構
築に向けて取り組んでいる。

３．道路整備段階での二酸化炭素排出量の把握
社会資本整備に伴う二酸化炭素排出量の把握にあ
たっては、現場での直接排出に加えて、使用する資
材の原材料の採取や資材製造、運搬等の間接的排出
を把握する必要があるため、ライフサイクルアセス
メント（LCA）の考えに基づくことが有効である。
これまで、LCAの考えに基づき、計画・設計・施工
等の意思決定段階で把握できる情報
（構造物の規模、
工種、資材等）を基に二酸化炭素算出量を算出する
手法（社会資本LCA）及び構造別、工種別、資機材別
の二酸化炭素排出原単位を検討してきた。
予備設計においてインターチェンジ等を比較検討
した際の情報に基づき、各種原単位を用いて二酸化
炭素排出量を試算した結果を図2に示す。
本手法によ
り整備に伴う二酸化炭素排出量の総量や工種毎の内
訳等を定量的に把握でき、社会資本整備における二
酸化炭素排出削減技術の適切な評価への活用が期待
できる。

２．道路供用段階での二酸化炭素排出量の把握
渋滞解消による自動車の速度向上は燃料消費量の
削減に繋がるため、幹線道路の整備や適切な経路選
択は、二酸化炭素排出量の削減に貢献するものと考
えられる。そこで、自動車の走行データ（民間プロ
ーブデータ、ETC2.0プローブデータ、トラフィック
カウンターデータ等）や、自動車排出係数2)を用い
て、自動車からの二酸化炭素排出量を推計し、その
可視化を図1のとおり実施した。
このように、自動車からの二酸化炭素排出量を視
覚的かつ定量的に捉えることで、二酸化炭素排出量
の程度や、交通流対策前後における排出量の変動を
容易に把握でき、施策の効果評価への活用が期待で
きる。

構造別原単位
で算出
資機材別原単
位で算出
施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型積算方式に対
応した工種別原単位3）で算出

平成25年11月8時台 上り/平日/小型車

図2 社会資本LCAによる二酸化炭素排出量試算結果
（予備設計におけるインターチェンジ等の比較検討時の
情報を基に二酸化炭素排出量を算出）

【参考文献】
1) 環境省：「地球温暖化対策計画」の閣議決定について，
報道発表資料，平成28年5月13日
https://www.env.go.jp/press/102512.html
2) 国土技術政策総合研究所：国総研資料第671号「道路環
境影響評価等に用いる自動車排出係数の算定根拠（平
成22年度版）」，平成24年2月
3）瀧本、井上：積算体系にあわせた工種当たりの二酸化
炭素排出原単位の検討、土木学会第71回年次学術講演
会講演概要集、平成28年9月

図1 単位道路延長当たりの二酸化炭素排出量
（二酸化炭素排出量、交通量、平均旅行速度の
可視化や、数値の抽出が行えるように設定）
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

地域との協働による
地域との協働による
道路環境・空間整備
道路環境・空間整備
（研究期間：平成29〜30年度）

（研究期間：平成29～30年度）

道路交通研究部 道路環境研究室
道路交通研究部
道路環境研究室
室長
井上 隆司 主任研究官
小栗 ひとみ
室長
主任研究官
井上隆司
小栗ひとみ
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長濵 庸介 研究官 瀧本 真理
長濵庸介 研究官 瀧本真理

研究官

研究官

（キーワード） 地域との協働、道路環境、空間利活用、維持管理
（キーワード）
地域との協働、道路環境、空間利活用、維持管理

3.
生産性革命

１．はじめに
良好な道路環境の創出には、適切な道路環境の保
全の長期的かつ継続的な実施や、道路空間の利活用
の促進による賑わいの創出が必要である。これらの
取組みを進めるためには、地域・住民との協働、連
携が不可欠となる。そこで、道路環境研究室では、
官民連携によって、道路環境保全や道路空間の利活
用を効果的・効率的に進めるための方策について検
討を行い、これらの取組みにおいて道路管理者や地
域・住民等の各関係主体が有効に活用できるガイド
ラインをまとめることとしている。
２．効果的な道路環境保全の実現に向けた検討

写真 1 道路協力団体制度の活動イメージ
（出典：国土交通省ホームページ）

行政サービスが多様化・複雑化する中、道路環境
の保全対策のすべてを道路管理者だけで担うことが

合意形成に

難しくなっている。そのため、地域の共有財産であ

おける課題・

る道路の環境保全について、保全内容や地域の状況

交通影響等

課題への対策

実 施

社会実験
PDCA

を踏まえ、地域・住民との協働（道路協力団体制度
（写真１）１）やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ｻﾎﾟｰﾄ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等）によ
る保全対策を検討する必要がある。本調査では、道

・占用時における
交通等の実態
・道路空間利活用
の効果

効果把握
・評価

企 画

路環境保全における地域・住民との協働についての
改 善

活用可能性を明らかにすることを目的として、既に
取り組まれている好事例を収集し、本制度を活用す

図 1 合意形成の円滑化に向けて共有が必要な情報

るうえでの留意点や課題を整理する。
合意形成の進め方を提示することを目的とし、道路

３．道路空間の持続的な利活用のための検討
国土交通省では、道路空間の利活用ニーズの高ま

空間の利活用の実施事例から、合意形成において課

りを受け、道路空間を活用した地域活動の推進に取

題となった要件を整理した上で、円滑化のための対

り組んでいる２）。道路空間の利活用における合意形

策と占用時における交通等の実態および道路空間の

成では、交通への影響や安全性等の要件が議論され

利活用の効果を調査・分析する。

ているが、占用時の交通等の実態や道路空間の利活

【参考】

用の効果等の知見が蓄積されていないため、その対

1)道路協力団体制度
http://www.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/index.html
2)国土交通省道路局：道を活用した地域活動の円滑化のた
めのガイドライン-改定版-,平成28年3月

応に多大な時間を要している（図１）。本調査では、
道路空間の利活用促進に向けて、効果的・効率的な
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

道路とその周辺地域の連携による
道路とその周辺地域の連携による
エネルギーの有効活用に関する検討
エネルギーの有効活用に関する検討
（研究期間：平成25〜29年度）

（研究期間：平成25～29年度）

道路交通研究部 道路環境研究室
道路交通研究部 道路環境研究室

室長

井上 隆司 研究官 大河内 恵子
井上 隆司 研究官 大河内

室長

（キーワード） 道路施設、省エネルギー、エネルギーマネジメント、熱利用
（キーワード）
道路施設、省エネルギー、エネルギーマネジメント、熱利用

3.

恵子

エネルギー化が進められていることがわかった。

１．はじめに

生産性革命

2016年11月にパリ協定が発効し、地球の気温上昇

また、国内外のスマートコミュニティの事例を調

を産業革命前に比べ2度未満とし、
今世紀後半には温

査した。道路施設のエネルギー需給を組み込んだ実

室効果ガス排出量の実質ゼロを目指すこととなった。

証実験は実施されていないが、自動車車両単体や燃

一方、近年、エネルギーの分野において制度改革・

料供給施設にまで広げて整理すると、道路側・自動

技術革新が進展している中、道路分野においては、

車側の単体対策として、電気自動車の導入促進が多

2013年7月に道路法施行令の改正に伴い、
道路占用料

く行われていた。

が約9割減額され、
道路空間への再生可能エネルギー

３．今後の予定

の積極的導入が期待されており、道路空間において

今後も新技術の動向を収集し、道路と道路周辺地

もエネルギーの有効活用を検討する必要性が高まっ

域のエネルギーと賢く連携することにより、地域全

てきている。

体の低炭素化を進めることを検討している。
その際、

道路環境研究室では、道路分野におけるエネルギ

エネルギー密度の高い地域で地域性を考慮して実施

ーの有効活用方策を検討しており、道路での電力需

することで、より高いエネルギー削減効果が得られ

要量を推計した結果を踏まえ、道路と道路周辺地域

ることを期待している。

とのエネルギー面での連携について検討を行ったの
で、ここに紹介する。
２．調査内容
本検討を進めるにあたり、次の調査を実施した。
まず、図に示すような道路施設における電力使用

①

特性（時間変動）や電力需要量を把握するため、全

②
③ ④

国の国道事務所の電力使用量を調査した。
その結果、
道路施設は電気や熱のエネルギー需要が時間的、季
節的に偏在し、地域によって需要の特徴が異なり、
特に雪寒地域では融雪の熱需要が大きい割合を占め
ていた。
③

次に、エネルギーに関する施策等について整理し

① 道路照明、② トンネル換気設備、
ロードヒーティング、④ トンネル照明
図：電力を消費する主な道路施設

た。道路側（道路施設・自動車・燃料供給）と地域
側の観点から整理すると、道路側・自動車（単体対

☞詳細情報はこちら

策・導入促進）と道路側・燃料供給は、規制と税制、

1) 道路施設のエネルギー有効活用に向けた検討：土木学
会環境システム委員会：第43回環境システム研究論文発表
会講演集．第43回, pp.33-37, 2015.10

補助を組み合わせて推進しており、補助金額も多額
であることから、現状はこの２つの区分を中心に省
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

建築物省エネ性能に係わる
建築物省エネ性能に係わる
国際規格の動向と国総研の
国際規格の動向と国総研の
取り組み（研究期間：平成１８年度〜）
（研究期間：平成１８年度～）
取り組み

写真

写真

写真

写真
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（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不

けは不

けは不

けは不

要）

要）

要）

要）

建築研究部 （博士部長
澤地 孝男
（工学））
博士（工学）
建築研究部 部長 澤地孝男工学博士 室長
住宅研究部 建築環境研究室
室長 三木保弘
主任研究官
主任研究官
住宅研究部 建築環境研究室
（博士（工学））三木 保弘 （博士（工学））宮田 征門 （博士（工学））赤嶺 嘉彦
同 主任研究官 宮田征門博士（工学） 同 主任研究官 赤嶺嘉彦博士（工学）

（キーワード） ISO、CEN、建築物省エネルギー法、JIS、建築環境設計
（キーワード）
ISO、CEN、建築物省エネルギー法、JIS、建築環境設計

生産性革命

１．建築物省エネ法と国際規格の関係
我が国では2015年7月8日、新たに「建築物のエネ
ルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ
法）」が制定された。国総研は、施策の根幹とも言
える建築物の省エネルギー性能の評価方法、即ち建
築物使用時における一次エネルギー消費量の算定方
法を、国立研究開発法人建築研究所等との協力関係
を通じ、2001年以降の研究において構築してきた1)。
一 方 、 欧 州 で は 2010 年 、 欧 州 指 令

3.

Directive

図１ ISO（左側）とCEN（右側）の一次エネルギー

2010/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

計算法関連規格を作成している組織の関係

AND of THE COUNCIL of 19 May 2010 on the energy
performance of buildings (recast)が発せられ、その第3

performance of buildings -- Schedule and condition of

条において、透明性のある枠組みを欧州規格（EN）

building, zone and space usage for energy calculation --

及びISOとして定めて、
EU各国は自国の一次エネルギ

Part 1: Non-residential buildings” を完成させた。他に

ー計算法が作るにあたってそれらを参照するべきで

もTC205/WG7,WG10,WG2において規格を提案作成

あることを規定した。国総研としては、我が国の一

中である。先述した欧州指令に関連する規格類の構

次エネルギー計算方法2)の技術的レベルを確認する

成は文献3)に詳しいが、完成までにまだ課題が残さ

契機としつつ、不合理な国際規格の回避、学ぶべき

れているものと見られる。

ところは我が国の計算方法の改善に反映させるとと

３．今後の展望
欧州における計算法の内容に関して引き続きISO

もに、優れた部分は逆にISO化を図るべく、ISO及び
ENを所掌するCENの活動に参画してきた。

及びEN規格に関する調査を進めるものの、英や独等

２．建築物の一次エネルギー計算法に係る国際規格

の欧州主要国の計算方法に関する調査、米国におけ
る同様の計算法に関する調査も欠かせない。

ISOにおいては２つの技術委員会(TC)と１つの合
同ワーキング(JWG)、CENにおいては６つのTCが関係

☞詳細情報はこちら

してきている（図１）。国総研は、ISO側のTC163、

1)

TC205/WG2、WG7、WG10及びJWGに、JWGを通じてTC371
2)

に参画し、これまでにTC205/WG2においてはISO
13513:2012 “Framework of the design process for energy-

3)

saving single-family residential and small commercial
buildings”、JWGにおいてはISO 18523-1:2016 “Energy
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国土交通省総合技術開発プロジェクト「エネルギー自
立循環型建築・都市システム技術の開発」報告書、
http://www.nilim.go.jp/lab/icg/jiritsu.htm
国立研究開発法人建築研究所（協力：国土技術政策総
合研究所）,建築物のエネルギー消費性能に関する技
術情報、http://www.kenken.go.jp/becc/index.html
Johann Zirngibl et al., EPBD: the “software proof” check of
the CEN/ISO Standards – from the methodology to practical
tools, REHVA Journal, pp.6-14, October 2016

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

防火・避難規定等の合理化による
防火・避難規制等の合理化による
既存建物活用に資する技術開発
既存建物活用に資する技術開発
（研究期間：平成28〜32年度）

3.

写真

写真

写真

写真

（写真

（写真

（写真
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ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

写真

写真

（写真

（写真

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

写真

写真

（写真

（写真

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

生産性革命

（研究期間：平成28～32年度）
建築研究部
防火基準研究室 室長
主任研究官
室長
主任研究官
建築研究部
防火基準研究室
林吉彦
鈴木淳一
(博士（工学）)
(工学博士)
林
吉彦
鈴木
淳一
（工学博士）
（博士（工学））
主任研究官
主任研究官
主任研究官
主任研究官 水上点睛
樋本圭佑 (博士（工学）)
(博士（工学）)
水上 点睛
（博士
（工学）
）樋本 圭佑 （博士
（工学））
主任研究官 主任研究官
材料・部材基準研究室 （博士（工学））
吉岡英樹
材料・部材基準研究室
吉岡 英樹
(博士（工学）)
室長室長
都市研究部
修一
都市研究部 都市防災研究室
都市防災研究室 （博士
竹谷修一
（工学））竹谷
(博士（工学）)
室長室長
室長室長
都市開発研究室
済 都市計画研究室
望
（工学））勝又
（工学））木内
都市開発研究室 （博士
勝又済
都市計画研究室 （博士
木内望
(博士（工学）)
(博士（工学）)
室長 室長
建築研究部
平光 厚雄
（博士（工学））
建築研究部 設備基準研究室
設備基準研究室 (博士（工学）
平光厚雄

（キーワード） 既存建築物、歴史的建築物、用途変更、防火・避難規定、用途規制
既存建築物、歴史的建築物、用途変更、防火・避難規定、用途規制
地区としての防火性能を確保しつつ、緩和と代替措

１．はじめに

置を同時に講ずるなどの、現行防火規定の合理化・

歴史的建築物などの既存建築物を用途変更や改修

運用円滑化を図るための技術開発に取り組んでいる。

で有効活用することにより、地域活性化や国際観光
の振興等につなげることが、地方公共団体やまちづ
くり等を行う民間事業者等から求められている。国
総研では、こうした既存建築物活用の取り組みの円
滑化を図るため、防火・避難規定や立地規制等の合

香取市

理化・運用円滑化に向けて必要な技術開発に取り組

北九州市

写真２ 歴史的な町並み

んでいる。
本稿では、
本技術開発の概要を紹介する。

(3)市街地環境に配慮した用途規制の合理化

２．技術開発の概要

現行の用途地域制度では、あるべき市街地像の実

(1)建築単体の防火・避難規定の合理化

現のため用途地域毎に立地可能な用途又は立地でき

現行の防火・避難規定は、用途ごとに規制内容が

ない用途を定めており、これは既存建築物の用途変

大きく異なるため、既存建築物の用途変更や改修の

更にも適用される（例えば、住宅から物販店や飲食

際に、規制に適合させることが困難な場合がある。

店への用途変更は第一種低層住居専用地域では店舗

防火・避難規定全般について、必要な安全性能を確

部分が50㎡以下の併用住宅に限定される）
。
そこで、

保すれば用途変更や改修に容易に対応できるよう、

既存建築物の用途変更の円滑化に向けて、地方公共

性能規定化に向けた技術開発に取り組んでいる。

団体の用途変更に係る特例許可等の判断に資する市
街地環境影響の評価技術の開発に取り組んでいる。

高齢者向け有料賃貸住宅

保育園併用

写真１ 廃校となった小学校の用途変更例

変更前

(2)地区における火災安全性確保

変更後

写真３ 住宅の飲食・物販店への用途変更例

歴史的建築物や町並みを保存活用するニーズが高
３．今後の予定

まる中、
現行の防火規定に適合させようとした場合、

国土交通省関係部局、
地方公共団体、
建築研究所、

木あらわしの外壁や木製サッシ等を使うことなどが

学識経験者らとの連携を継続し、技術基準原案、ガ

困難になり、風情のある建築物や町並みを維持する

イドライン等の策定に向け、技術開発を進めていく

ことが難しい場合もある。そのため、建築物単体や

予定である。
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

コンクリートに関するJISの
コンクリートに関するJISの
制定・改正の動向
制定・改正の動向
建築新技術統括研究官

建築研究部 （学術博士)
鹿毛 忠継
建築研究部 建築新技術統括研
究官（学術博士）鹿毛 忠継
建築研究部 材料・部材基準研究室
材料・部材基準研究室
建築研究部
主任研究官
室長
室長
主任研究官
古賀 純子、
(博士(工学))
(博士(工学)
土屋土屋
直子 直子
（博士
（工学）
）古賀 純子、
（博士（工学））

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

けは不要）

（キーワード）
コンクリート、日本工業規格、環境JIS、高機能JIS
（キーワード） コンクリート、日本工業規格、環境 JIS、高機能 JIS
次に、2011年には、前述の指針の附属書として「附

１．研究の背景および目的

属書1 コンクリート用スラグ骨材に環境安全品質及

準や試験方法等のJIS（日本工業規格）は、RC構造

びその検査方法を導入するための指針」が制定され

物の性能確保に重要な役割を果たしている。近年で

た。これ以降、JIS A 5011（コンクリート用スラグ骨

は、強度や耐久性のみではなく、環境配慮やコンク

材）では、順次、環境安全品質に関わる基準及び検

リートの高性能・高機能化を指向する規格の検討が

査方法が規定された。検査項目は、カドミウム、鉛、

行われており、これらの動向を把握しておく必要が

六価クロム、ひ素、水銀、セレン、ふっ素、ほう素

ある。

の原則8項目であり、
含有量

２．環境JISの開発状況

と溶出量が示された。建築

平成10 (1998) 年のJIS Q0064（ISO Guide64:1997）

学会および土木学会でも、

「製品規格に環境側面を導入するための指針」の制

関連する仕様書・指針類の

定、平成14 (2002) 年の「環境JIS策定促進のアクシ

改定等が行われている。

ョンプログラム」策定等の一連の流れを受けて、平

３．
高機能JISの開発状況

成15 (2003) 年に「建設分野の規格への環境側面の導

経済産業省の高機能

図-1 メビウスマーク

入に関する指針」が制定された。これ以降、リサイ

JIS等整備事業「高機能JIS開発」において、「コン

クル材の利用促進を目的に、環境ラベルの規定を追

クリート混合用高機能繊維に関するJIS」や「高機能

加する等のJIS改正が行われた。

型の高性能AE減水剤（増粘剤含有混和剤）の品質・

JIS A 5308:2014（レディーミクストコンクリート）

性能判定基準及び高流動コンクリートの性能評価試

では、リサイクル材を利用している場合、環境ラベ

験方法に関するJIS等の開発」等が行われた。前者で

ル（メビウスマーク：図-1）を記載することとなっ

は「コンクリート及びモルタル用合成短繊維」、後

た。リサイクル材の種類は、JIS R 5214（エコセメ

者では「コンクリートのJリングフロー試験方法（図

ント）、JIS A 5011（各種スラグ骨材、溶融スラグ

-2）」と「増粘剤含有

は除く）、JIS A 5021（コンクリート用再生骨材 H）、

高性能AE減水剤を使

混合セメントは規定されてはいないが、混和材料と

用した高流動コンクリ

して、JIS A 6201（コンクリート用フライアッシュ、

ートのワーカビリティ

Ⅰ種またはⅡ種）、JIS A 6206（コンクリート用高

ーの評価基準」のJIS原

炉スラグ微粉末）、JIS A 6207（コンクリート用シ

案が策定されている。

リカフューム）および回収水（ただし、附属書Cに

４．まとめ

図-2 Jリングフロー試験

コンクリートに関するJISの制定・改正動向の一部

適合するもの）である。

を紹介した。コンクリートに関するJISは、数も多く、

なお、回収骨材もJISに規定されたが、これはリサ
イクル材としては規定されておらず、現状では、建

様々な理由で制定・改正作業が実施されているが、

築分野での使用に際しては、建築基準法第37条（建

コンクリート技術の基礎となる基準であり、制定・

築材料の品質）による大臣認定が必要である。

改正動向については常に注視していく。
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3.
生産性革命

建設分野において、コンクリートに関する品質基

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

空き家を活用した
空き家を活用した
共同居住型住宅の居住水準の提案
共同居住型住宅の居住水準の提案
住宅研究部
住宅研究部

住宅性能研究官
（博士（工学））

住宅性能研究官
長谷川
洋
(博士(工学))

写真
（写真ﾃﾞｰ
ﾀの貼り付
けは不要）

長谷川

洋

（キーワード） 空き家、住宅セーフティネット、共同居住型住宅、居住水準、技術基準案
（キーワード）
空き家、住宅セーフティネット、共同居住型住宅、居住水準、技術基準案

3.

等を通じて社会的妥当性の観点から検討を行い、最

１．はじめに

終案を取りまとめた。

「住生活基本計画（全国計画）」（H28年3月28日

生産性革命

閣議決定）において、目標３「住宅の確保に特に配

３．共同居住型住宅の居住水準の提案

慮を要する者（以下「住宅確保要配慮者」という。）

空き家を活用した共同居住型住宅の居住水準案を

の居住の安定の確保」が示され、「空き家活用の促

下表に示す。入居世帯は「単身者」と「ひとり親世

進とともに、民間賃貸住宅を活用した新たな仕組み

帯」注２）に分けて検討・提案している。

の構築も含めた住宅セーフティネット機能の強化」

表 共同居住型住宅の居住水準案

が基本的な施策の一つに掲げられた。これに関する

単身世帯
居住 ・居住人数に応じた居住
面積 面積水準は次のとおり
水準 とする。
居住面積水準（㎡）
＝15 ㎡×N※＋10 ㎡
専用 ・1 人１室とし、9 ㎡以上
居室 （収納を含む）
共用 ・台所、食事室、団らん
部分 室（食事室と兼用可）を
設置する。
・トイレ、浴室（シャワー
室でも可）・脱衣室、洗
面所、洗濯室は、居住
人数 5 人につき１箇所
の割合で設置する。

方策の一つとして、増加する戸建て住宅等の民間空
き家を活用し、低額所得者が相対的に低家賃で生活
できる受け皿として、「共同居住型住宅」注１）の供
給を政策的に誘導していくことが効果的である。
そこで、
国土交通省総合技術開発プロジェクト
「地
域安心居住機能の戦略的ストックマネジメント技術
の開発（平成27～29年度）」において、平成28年度
に共同居住型住宅の居住水準について検討を行い、
今後の施策展開に係る技術基準案として提示した。
２．共同居住型住宅の居住水準の検討方法

ひとり親世帯
・居住人数に応じた居住
面積水準は次のとおり
とする。
居住面積水準（㎡）
＝17 ㎡×N※＋10 ㎡
・1 世帯１室とし、10 ㎡以
上（収納を含む）
・台所、食事室、団らん
室（食事室と兼用可）、
勉強室を設置する。
・トイレ、洗面所、洗濯室
は、居住人数 4 人につ
き１箇所、浴室・脱衣室
は数 5 人につき１箇所
の割合で設置する。

※ N：居住人数。単身はN=2以上、ひとり親世帯はN=4以上

共同居住型住宅は、血縁関係にない複数の者（世
帯）が一つの住宅に居住する。この点を踏まえ、確

４．成果の反映

保されるべき居住水準について、次の①から⑤の手

平成29年2月3日に「住宅確保要配慮者に対する賃

順でまず技術的観点から検討した。①住宅に求めら

貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する

れる機能（就寝、団らん、調理、食事、排泄、洗面、

法律案」が閣議決定された。本法案に基づき、空き

入浴、更衣等）を「専用居室」に備えるべき機能と、

家等を活用した住宅確保要配慮者の入居を拒まない

「共用空間」に備えるべき機能とに区分、②各機能

賃貸住宅の登録制度等が創設される予定である。

の必要面積の原単位について人間工学的視点から検

本提案をもとに現在、住宅局において、住宅確保

討、③専用居室の必要面積を検討、④入居者数に応

要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅としての共同居

じた共用空間に備えるべき各設備の面積と必要数に

住型住宅の登録に係る基準化の検討が行われている。

ついて検討、⑤以上を踏まえ、住宅全体としての居

注

住面積水準の検討。次に、上記の技術的検討による

1）一つの住宅に複数の賃借人が共同で居住する形態で、各賃
借人は個室を専用使用するほか、台所・居間・トイレ・浴
室等を他の賃借人と共同で使用する。
2）ひとり親世帯の子ども人数は１名で小学生以下を想定する。

原案について、既存のシェアハウスの事例調査・事
業者ヒアリング、空き家の居室等の面積水準の調査
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

子育てに配慮した住宅の
子育てに配慮した住宅の
ガイドライン案の作成
ガイドライン案の作成
住宅研究部
住宅研究部

住宅性能研究官
（博士（工学））

住宅性能研究官
長谷川
洋
(博士(工学))

写真
（写真ﾃﾞｰ
ﾀの貼り付
けは不要）

長谷川

洋

（キーワード） 子育て世帯、住宅、子どもの年齢、配慮事項、ガイドライン
（キーワード）
子育て世帯、住宅、子どもの年齢、配慮事項、ガイドライン
表1 子育て配慮住宅のガイドライン案の配慮事項

１．はじめに

閣議決定）において、目標１「結婚・出産を希望す
る若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活
の実現」が示された。また、国土交通省の安心居住
政策研究の中間取りまとめ
（平成27年４月17日公表）
において、「安心して子育てできる住宅の普及促進
に向けて、ガイドライン(指針)の策定」が今後取り
組むべき主な対策のひとつに掲げられた。

2．子ども
の健や
かな成
長

これを受けて、平成28年度に、子育てに配慮した
住宅（以下「子育て配慮住宅」という。）において
設計上配慮すべき内容について調査研究した。民間
の子育て配慮住宅の水準等の調査、子育て配慮住宅
に係る消費者ニーズに関する調査等を行い、その結
果を踏まえ、技術的及び社会的妥当性の観点から、
子育て配慮住宅のガイドライン案を作成した。
２．子育て配慮住宅のガイドライン案の概要
ガイドライン案では、表１に示すように、４つの

3．快適
に子育
てでき
る

視点から、全５０の配慮事項を抽出・整理し、各配
慮事項について、当該項目の必要性、特に配慮が必
要となる子どもの年齢（乳児期、幼児期前期・後期、
小学校低学年・高学年、中学生の区分）、具体の整
備内容や水準等について取りまとめている
（表２）
。
また、住宅タイプ（持家戸建て、分譲マンション、

4．親の
快適な
暮らし

賃貸マンション等）及び新築・既存住宅の別に、配
慮事項の重要度（確保すべき必須項目、確保が望ま

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)

配慮事項
衝突による事故の防止
転倒による事故の防止
転落による事故の防止
ドアや窓での指つめ・指挟みの防止
危険場所への侵入や閉じ込みの防止
感電や火傷の防止
子どもの様子を把握しやすい間取り
不審者の侵入の防止
落下物による危険の防止
敷地内での自動車事故の防止
交通安全性の高い地域に立地
防犯性の高い地域に立地
地震時の避難経路の安全性
災害発生後の避難生活への備え
立地の災害安全性
健康に配慮した内装材等の使用
日当たりや風通しの確保
キッチンの広さと使いやすさ
リビングの広さと使いやすさ
浴室の広さや使いやすさ
寝室の広さ
トイレの広さと使いやすさ
子どもの自主性を育てる収納や設備
土や水に触れられる環境
子どもの成長に合わせた個室の確保
子育て親子が交流しやすい環境
地域の多世代と交流しやすい環境
祖父母と交流しやすい環境
地域の子育て相談サービスの充実
子どもの預かり支援サービスの充実
保育園・児童保育施設の利便性
幼稚園・幼児教育施設の利便性
小中学校の近接性
教育上ふさわしくない施設がない
子どもが遊べる公園等の利便性
高い遮音性能
生活音を許容できるコミュニティ
収納スペースの広さと使いやすさ
十分な台数の駐輪場
家事動線に配慮した間取り
掃除がしやすい工夫
雨の日等でも洗濯物を干せる工夫
ベビーカーでの移動のしやすさ
子連れでの車での外出のしやすさ
公共交通機関の利用のしやすさ
医療機関の近接性
食料品・日用品の買い物の利便性
夫婦のくつろぎ空間の確保
通勤の利便性
友人・知人と交流しやすい環境

空間対象※
専用・共用
専用・共用
専用・共用
専用
専用・共用
専用
専用
専用・共用
共用・敷地
敷地
住環境
住環境
専用・共用
共用・敷地
住環境
専用
専用
専用
専用
専用
専用
専用
専用
敷地・共用
専用
共用・住環境
住環境
専用・共用
サービス
サービス
住環境
住環境
住環境
住環境
住環境
専用
住環境
専用
敷地
専用
専用
専用
共用・敷地
敷地
住環境
住環境
住環境
専用
住環境
住環境

※ 専用：専用部分（戸建住宅及び共同住宅の住戸） 共用：共同住宅の共用部分をいう。
住環境には、施設等の立地のほか、地域住民の活動やコミュニティ等を含む。

しい項目等）についても整理して示している。

表２ 配慮事項の取りまとめの例（概要）
(1) 衝突による事故の防止

３．今後の成果の反映

必要
性
年齢
整備
内容

本提案をもとに住宅局よりガイドラインとして公
表を予定している。また、ガイドラインに基づき、
子育て住宅の支援制度等が創設される予定である。
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・乳児期の伝え歩き、幼児期の走り回りにより、壁・柱や家具へ
の衝突による事故のリスクがある。
乳児期、幼児期（前期）、幼児期（後期）
①壁の出隅・柱・作り付け家具等の角は面取り加工する。
②壁の出隅がでない間取りの工夫をする。
③ドアは引き戸にする、開き戸はドアストッパー等を設ける。
④共用廊下は玄関ドアが突出しないようアルコーブを設ける。

3.
生産性革命

視点
１．子ど
もや妊
婦の安
全・安心

「住生活基本計画（全国計画）」（H28年3月28日

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

地域特性を踏まえた住宅需給量
地域特性を踏まえた住宅需給量
推計手法の開発（研究期間：平成27〜29年度）
（研究期間：平成27～29年度）
推計手法の開発
住宅研究部 住宅計画研究室

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

けは不要）

室長
室長

研究官研究官
研究官 研究官
藤本
小林
内海
康也
藤本 秀一
秀一 (博士(工学))
英之(博士(工学))
康也
（博士（工学）
）小林英之
（博士（工学）
）内海

（キーワード） 住宅ストック、将来推計、空き家、計量評価
（キーワード）
住宅ストック、将来推計、空き家、計量評価
１．背景・目的

3.

人口減少の本格化を背景に住宅数は世帯数を上

生産性革命

回っており、空き家数・率の増加も問題視されて
いる（図 1）
。このような状況においては、既存の
住宅ストックを活用する形での住宅計画を立案す
ることが求められるが、居住者特性や既存住宅ス
トックの動向は地域ごとに様々であることから、
実態を踏まえ地域に合わせた適切な住宅計画を立
案することが重要となる。

図1 世帯数、住宅数、空き家数、空き家率推移

本研究では、住宅ストックに関する詳細な情報
を得るために、統計資料を活用しつつ、どれだけ
住宅が必要とされるか（住宅需要）、どの程度の
住宅が存在するか
（住宅供給）
の将来推計を行う。
２．研究内容
既存統計資料を活用する形で、［A. 将来住宅スト
ック数（住宅型別）＝住宅供給量］および［B. 将来
世帯数
（世帯型別）
＝住宅需要量］
を推計する
（図2）
。

図2 住宅需給量のイメージ

AとBのバランス（住宅需給バランス）を把握するこ
とで、①地域別将来空き家数の把握、②住宅の新規
供給目標の設定、③既存住宅ストックの活用目標の
設定、等に関する政策等の具体的な検討が可能とな
る。
３．現状・今後の予定
これまでに、住宅ストックの状態（居住あり住
宅、空き家）とその時点間変動に着目する形で、
「A.住宅ストック数」の実態把握・推計手法を開
発した（図3）。（建築学会論文として投稿済。）
今後は「B.将来世帯数」の推計手法の開発など、
引き続き地域特性を踏まえた住宅需給量を把握し、
将来的な住宅ストックの適切なマネジメントに資
する研究を推進していく予定である。
図3
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

建築設備の自動制御技術によるエ
建築設備の自動制御技術による
ネルギー削減効果の評価法の開発
エネルギー削減効果の評価法の
（研究期間：平成28～30年度）
開発（研究期間：平成28〜30年度）

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付
けは不要）

けは不要）

けは不要）

住宅研究部
住宅研究部 建築環境研究室
建築環境研究室
主任研究官
室長
主任研究官
主任研究官
室長
主任研究官
征門
三木（博士
保弘
征門 （博士
三木 保弘
嘉彦 赤嶺
（博士
（工学）
）宮田 宮田
（工学）
）
（工学））赤嶺
(博士(工学))
(博士(工学))
(博士(工学))

ﾀの貼り付

嘉彦

（キーワード）
建築物、省エネルギー、自動制御、省エネルギー基準、性能評価、低炭素化、
（キーワード） 建築物、省エネルギー、自動制御、省エネルギー基準、性能評価、低炭素化、

3.
の省エネルギー効果を定量的に評価する方法を開発

建築物のエネルギー消費量の削減は、エネルギー
資源に乏しい我が国にとって喫緊の課題であり、国

することを目的とする。

際問題である地球温暖化対策や災害発生時等の電力

３．自動制御技術の分類及び定義の作成

需要対策にも繋がる重要な課題である。建築物のエ

平成28年度は、自動制御技術の分類及び定義の作

ネルギー消費は主として建築設備（空調設備や照明

成を行った。同じ制御でも、様々な動作方式がある

設備等）によるものであるが、このエネルギー消費

（同じ流量制御でも、1つのセンサで制御するもの、

量を削減するためには、高効率機器を採用するだけ

複数センサで細かく制御するもの等があり、効果は

ではなく、機器を無駄なく効率よく動かす技術（自

異なる）。本研究では、自動制御技術が導入されて

動制御技術）の普及も重要である。図１は空調設備

いる実物件の設計図や竣工図の分析、設計者や機器

の流量制御の例を示しているが、自動制御技術が適

製造者へのヒアリング調査等を実施し、各種自動制

切に普及することにより、更なる大幅な省エネ化が

御技術について動作方式を具体的に書き起こし、そ

可能であると考えている。

の機能を分類して整理した（図２）。
４．今後の展開
今後、各種自動制御技術について、動作方式毎に
実証実験及び数値計算による解析を実施し、省エネ
ルギー効果の実態値を明らかにする。この解析結果
を元に、省エネルギー効果を定量的に評価する方法
を開発する。本研究の成果は、建築物の省エネルギ
ー基準の評価方法に反映する予定である。

図１ 自動制御技術の例（空調設備の流量制御）
２．研究の目的
自動制御技術の普及を阻害している要因は、①先
進的で開発途上の技術であるため、その技術の定義
（規格）が明確ではないこと、②その導入効果を定
量的に評価するための技術的知見が不足しているこ
とである。そこで、本研究では、各種自動制御技術

図２ 自動制御技術の分類（空調熱源機器の例）
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について、その定義を明確に規定したうえで、各々

１．はじめに

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

建築物のエネルギー消費性能の向上
建築物のエネルギー消費性能の
を目指したファサード設計法に関す
向上を目指したファサード設計
る研究 （研究期間：平成29～31年度）
（研究期間：平成29〜31年度）
法に関する研究
住宅研究部 建築環境研究室
建築環境研究室
室長
主任研究官
主任研究官
三木 保弘
保弘 （博士
赤嶺 嘉彦
嘉彦
赤嶺
（博士
（工学）
）三木
（工学））
(博士(工学))
(博士(工学))

3.

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

主任研究官
主任研究官
（博士
（工学））
(博士(工学))

宮田 征門
征門
宮田

（キーワード）
省エネルギー、ファサード、温熱環境、光・視環境
（キーワード） 省エネルギー、ファサード、温熱環境、光・視環境

生産性革命

基づき、ケーススタディ等を踏まえて、ファサード

１．背景と目的

設計法の整備を行う。

建築物のCO2排出量を2030年までに2013年比で40%

３．成果の活用

削減することが求められており（「日本の約束草
案」：2020年以降の新たな温室効果ガス排出削減目

開発した評価法は省エネルギー基準等における評

標として、2015年7月に閣議決定され、国連事務局に

価へ反映するとともに、ファサード設計法は国総研

提出された）、建築物の更なる省エネルギー化が不

資料、或いは、個別に設計ガイドラインを作成し、

可欠である。一方で、設備機器の効率向上には限界

広く情報発信を行っていく予定である。

があるため、建築設計プロセスの上流側であるファ
サードデザイン（外壁、窓、屋根などの外皮計画）

断熱・日射制御・気密

日射

温度差

によって、空調負荷や照明負荷など、機器にかかる

空調（暖冷房）負荷の削減

負荷そのものを削減することが重要である（図1）。

採光・導光（昼光の利用）

漏気

また、ファサードデザインは外部気象に左右される
照明負荷の削減

室内環境（温熱環境、光・視環境）にも大きな影響

図１ ファサードデザインによる「負荷削減」の例

を及ぼすが、現状の評価では、室内環境が十分に考
慮されていない。例えば、暖房時の室内はすべて設

冷たい
壁や窓

定温度に達しているという想定で暖房エネルギーを

平均室温
22℃程度

暖房

足元が寒い（頭部は暑い）

評価しているが、実際は部屋の外周部は冷えた壁・
窓によって寒く感じることがある（図２）。また、

図２ 暖房時の温熱環境の例

昼光利用時に室の奥では、窓面が机上面よりも明る
いため、相対的に暗く感じることがある（図３）。
以上を踏まえ、建築物の省エネルギー化を更に推
し進めるために、設備機器にかかる負荷を削減し得
るファサードの評価法・設計法の構築を目的として、
2017年度から標記の研究を開始する。
図３ 昼光利用時の光・視環境の例

２．研究の進め方

オフィスを模擬した実験室（約72m2 ）
• 空調、照明、内部の発熱を任意のス
ケジュールで制御可能

ファサード性能の指標（断熱、日射遮蔽、採光、
導光等）について既往研究や国内外の規格をもとに
再整理し、その性能と室内環境の関係を模擬オフィ

• 断熱性能や空調方法による温熱
環境・空調エネルギーの把握

スによる実験（図４）や数値シミュレーションによ

• 昼光利用時の光・視環境の把握

図４ 模擬オフィス実験室（建築研究所）

って把握し、評価法の開発を進める。その評価法に
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

ＩＣＴを活用した都市交通調査・分
ＩＣＴを活用した都市交通調査・分析手法
析手法の高度化に関する研究
（研究期間：平成27〜29年度）
の高度化に関する研究

写真

写真

（新階）

（吉田）

（研究期間：平成27～29年度）

都市研究部 都市施設研究室
都市研究部 都市施設研究室

室長
室長

新階 寛恭
新階寛恭

主任研究官
主任研究官

吉田 純土
吉田純土

（キーワード） ビッグデータ、携帯電話基地局、人口流動統計、都市交通調査
（キーワード）
ビッグデータ、携帯電話基地局、人口流動統計、都市交通調査
１．研究の背景と目的

3.

近年、都市交通分野においてもビッグデータ活用

帯電話網の運用データから生成される「人口流動統
計」1)2)等のＩＣＴを活用して都市交通調査・分析手
図３ 人口流動統計の空間解像度（端末が静止時）

法を効率化・高度化することを目的としている（関
連研究（社会資本情報基盤研究室ほか）、p182参照）。

連トリップによく見られる短時間滞在をはさむ複数
のトリップが、連結されて異なるトリップと認識さ

２．主な研究内容と結果

れうることも、ばらつき拡大や取得率低下に影響を

人口流動統計におけるトリップは、一定時間ごと

与えている可能性が示唆される結果となった。

に携帯電話端末を識別する基地局間の距離に応じて

次に、人口流動統計の空間解像度を調べるため、

移動／滞留を判定して生成される（図１）。

都内の複数市街地を対象に、実際に40台の携帯電話

現在の手法では判定距離が概ね1ｋｍであること

端末を一括して静止・移動させて統計値を取得する

から、ゾーンスケールが小さい場合に人口流動統計

実験を行ったところ、概ね500～600ｍ程度の範囲で

の取得精度におけるばらつきが大きくなること、特

統計値が取得されることが分かった（図３）1)。

に都心に関連するゾーン間で、一様に人口流動統計

さらに、特定のエリア間を対象に㈱ＮＴＴドコモ

の取得率が下がることが分かった（図２）。また、

の位置情報サービスを通じて当該エリア間で実際に

識別間隔が概ね１時間ごとであることから、都心関

移動を行ったモニターを特定し、移動目的・利用交

滞留

移動
×

×

的構成・手段分担率と概ね同様の傾向が得られた2)。

基地局

×

1km

通手段を訊ね集計したところ、ＰＴ調査における目
凡例

端末

図心
×

様々なＩＣＴデータの組合せにより既存の調査・

セル

分析手法を補完・代替できる可能性が示唆された。

（判定距離）

３．今後の展開

図１ 人口流動統計における移動・滞留の判定方法

既存調査・分析手法の一層の効率化・高度化に向
けて、空間・時間解像度のさらなる向上や、既存調
査で把握可能な移動目的・交通手段等の情報の簡便
な抽出など、より実用的な手法が望まれている。今
後もそのための研究に取組んでいく。
1) 「携帯電話網の運用データに基づく人口流動統計とパ
ーソントリップ調査手法との比較による活用可能性に関
する研究」，土木計画学研究・講演集，Vol.53，土木学
会，2016.5
2) 「携帯電話網運用データに基づく人口流動統計を用い
た都市交通調査手法の拡充可能性の研究」，土木計画学研
究・講演集，Vol.54，土木学会，2016.11

図２ 人口流動統計の取得精度（小ゾーンの場合）
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の研究・実用化が急速に進んでいる。本研究は、携

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

新たなモビリティ等を考慮した都市
新たなモビリティ等を考慮した都市交通
交通計画手法に関する研究
（研究期間：平成28〜29年度）
計画手法に関する研究

写真

写真

（新階）

（吉田）

（研究期間：平成28～29年度）

都市研究部 都市施設研究室 室長 新階 寛恭 主任研究官 吉田 純土
都市研究部 都市施設研究室室長 新階寛恭 主任研究官 吉田純土
（キーワード） 都市交通体系、コンパクト、都市構造、モビリティ、自動運転、生活支援機能
（キーワード）
都市交通体系、コンパクト、都市構造、モビリティ、自動運転、生活支援機能

おいても、単なる交通問題への対処だけでなく持続

短距離 個人 低速 近隣

②自転車／③電動自転車

(2) 自転車タクシー

短距離 少量 低速 近接

(3) パーソナルモビリティ

短距離 個人 中速 近接

(6) 超小型モビリティシェアリング

短距離 個人 中速 近隣

(7) 超小型モビリティ

中距離 個人 中速 近接

⑧超小型モビリティ

(8) PRT（自動運転・配車制御）

中距離 少量 中速 近隣

⑨PRT／⑬自動走行バス

(9) 自動走行デマンドバス

中距離 中量 高速 近隣

⑬自動走行バス

(10) 買物／病院バス

中距離 中量 高速 遠い ⑫小型バス／⑬自動走行バス

(11) コミュニティバス

中距離 中量 高速 遠い ⑫小型バス／⑬自動走行バス

(12) コミュニティカーシェアリング

長距離 少量 中速 遠い ⑧超小型モビリティ／⑩乗用車

(13) カーシェアリング

長距離 少量 中速 遠い ⑧超小型モビリティ／⑩乗用車

(14) ライドシェア（カープーリング）

長距離 少量 高速 近隣

⑩乗用車

(15) タクシー

長距離 少量 高速 近接

⑪タクシー

(16) デマンドタクシー

長距離 少量 高速 近接

⑪タクシー

(17) 路線バス

長距離 大量 高速 遠い

⑭大型バス

(18) BRT

長距離 大量 高速 遠い

⑭大型バス／⑮BRT

(19) LRT

長距離 大量 高速 遠い

⑯LRT

③電動自転車
④電動二輪車／⑤電動車椅子
／⑥パーソナルモビリティ
パーソナルモビリティシェアリング
④電動二輪車／⑤電動車椅子
(4)
短距離 個人 中速 近接
（自動運転・配車制御）
／⑥パーソナルモビリティ
短距離 少量 中速 近接
⑦電動カート
(5) 電動カート（自動運転）

可能な都市交通体系の構築が急務となっている。
都市内の人の移動の特性を俯瞰すると、これまで
の集約的、幹線的な移動より、域内の面的な移動の
比重が増してきている。そのような中、いかにコン
パクトな都市構造を実現するかが重要となっている。
モビリティに関する技術開発に目を向けると、
ICT

⑧超小型モビリティ

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇

c.乗り継ぎ

b.ｼｪｱﾘﾝｸﾞ

3.動力源

4.ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

a.配車・予約

2.駆動技術

5)通信

3)制動技術

〇
〇
〇

4)判断・操作

車両

(1) サイクルシェアリング

1.制御技術（自動運転等）

2)分析・認識

速度

都市交通システムの種類

戸口性

生産性革命

市機能の維持が必要となっている。都市交通分野に

輸送力

技術カテゴリー

1)情報収集

急激に進む人口減少社会において、持続可能な都
移動距離

3.

表１ 交通システムと要素技術との関連

１．研究の背景と目的

〇 〇 〇 〇
〇 〇
〇
〇 〇
〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇
〇 〇
〇 〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇 〇 〇
〇
〇 〇 〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

を活用したデマンド対応サービスや自動運転技術な
ど、新たな交通システムの萌芽が見られる。一方で
これら新技術の組み合わせ方については、「コンパ
クト」に資する都市交通ネットワークという観点で
は十分に確立されているとは言えない状況にある。
本研究は、新たな交通システムの性能を単体だけ
で評価するのではなく、モードの組合せ方すなわち
ネットワークに着目し（図１）、コンパクトな都市
を実現する交通ネットワークと構成技術のあり方や、
それらシステム全体の実効性の検証手法を、ケース

図２ ネットワークの基礎パターンの類型化イメージ

用技術など）との関連を表１に示す。

スタディ等を通じて明らかにすることを目的とする。
２．主な研究内容

また、都市交通ネットワークを構成する基礎的な
交通パターンについて、例えば、集約・分散の度合

都市交通システムに関する新たな技術開発や普及

いを一つの軸として類型化を行った（図２）。

の動向、将来の見通し等に関して情報収集・整理を

なお、このような基礎パターンで構成される都市

行った。単体の交通システム及び車両と、交通に係

交通システムの導入効果を測る分析指標を新たに設

る技術（制御技術や駆動技術等の要素技術および運

定し、ケーススタディにより検証を行っている。
３．今後の展開
近年の著しい技術進展は、交通分野だけでなく例
えばコンビニエンスストアの多機能化・社会インフ
ラ化等、土地利用分野でも多く見られる。これらの
生活支援機能の進化に伴う都市構造の多様な可能性
を見極めるとともに、都市のコンパクト化や生活の
質の向上に対する効果を一体として評価する技術が
求められ、このような技術開発にも取組んでいく1)。
1) 「平成29年度予算決定概要」，記者発表資料，p5，国
土技術政策総合研究所，2016.12

図１ 多様な技術を組合せたネットワークのイメージ
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研究動向・成果

賑わいを創出する広場空間の形成
賑わいを創出する広場空間の形成手法に
手法に関する研究
（研究期間：平成26～29年度）
（研究期間：平成26〜29年度）
関する研究
都市研究部 都市施設研究室
都市研究部 都市施設研究室

室長
室長

新階 寛恭
新階寛恭

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼付け

ﾀの貼付け

は不要）

は不要）

吉田 純土
吉田純土

主任研究官
主任研究官

（キーワード） 中心市街地、賑わい、広場空間、質、波及効果
（キーワード）
中心市街地、賑わい、広場空間、質、波及効果
１．はじめに

３．分析結果
１）植栽や飲食店等により囲われ感が形成された配

わいや交流の核として人々に活用されるよう、広場

置では歩行者滞留が多く発生した、２）囲われ感が

空間の質の向上を図るための研究を行っている。

形成された配置では通り抜けが少なくなった、３）

広場は、内部の空間構成だけでなく、立地特性や

出入口に近い場所では短時間多頻度な利用となり、

周辺環境等の空間特性により位置づけや利用のされ

離れるに従い長時間利用の傾向となった（図３）な

方も変わる（図１）。そのような広場空間の「質」

ど、空間構成や周辺環境が空間の使われ方に大きく

や周辺波及効果を評価し、効果的な広場空間の形成

影響を及ぼすことが分かった1)。また、利用者属性

手法を導くため、複数の広場を対象に広場内の樹木

等によって周辺への行動パターンも異なることが観

やテーブル等の配置も変更しつつ広場内外の行動を

測され、空間特性と波及効果の

観測し、広場空間と行動との関係性分析を行った。

関係も示唆された。

図１ 立地特性や空間特性と広場との関係
富山グランドプラザ

２．実験・観測の概要
第1回目は富山グランドプラザ(半屋外空間)にお
いて平日5日間（各6時間）、各日1種類ずつ計5種類
の配置パターンで観測し（図２）、(1)トレース(歩
行軌跡)、(2)スタティック・ログ（滞留行動）、(3)
ゲートカウント
（出入口歩行者交通量）
を記録した。
第2回目は町田市の「ぽっぽ広場」（屋外空間）に
おいて平日休日2日間（各6時間）、第1回目と同様の
広場内での観測とあわせて、広場利用者の周辺への
立寄り行動等を追跡記録した。

図３ 出入口からの距離に伴う利用形態の違い

４．今後の展開
広場の立地・空間と行動との関係性分析と評価を
通じた質の高い広場空間の形成手法とあわせ、その
ような広場の方向性に応じた街なかの適切な位置へ
の広場導入方策についても構築に取組んでいく。
1) 「都市における広場の空間構成からみた歩行者行動の
分析 ～広場空間の質の評価に向けて～」，ｱｰﾊﾞﾝｲﾝﾌﾗﾃｸ
ﾉﾛｼﾞｰ第28回技術研究発表会，Vol.28，UIT，2016.11

図２ 第1回目実験･観測の配置パターン
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3.
生産性革命

国総研では、中心市街地等における「広場」が賑

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

歩行者属性の多様化に対応した
歩行者属性の多様化に対応した歩行空間
歩行空間整備のあり方に関する研究
整備のあり方に関する研究
（研究期間：平成26〜28年度）

（研究期間：平成26～28年度）

都市研究部 都市施設研究室
都市研究部 都市施設研究室

室長
室長

新階寛恭 主任研究官 吉田純土
新階 寛恭 主任研究官 吉田 純土

（キーワード）
歩行者流動、歩行速度・密度、歩道設計、大規模開発、歩行者属性
（キーワード） 歩行者流動、歩行速度・密度、歩道設計、大規模開発、歩行者属性

3.

満においては、走る歩行者が出現するなど、歩行者

１．はじめに

が歩行速度を選択する自由度が高いことが分かる。

歩行者流動に関し、既往研究等では周辺環境毎に

生産性革命

歩行者速度と密度が一定の関係式で示されており 、

表1 属性毎の歩行速度

交通量が速度と密度から決定されることから、その

非高齢者

2)

高齢者
合計
男性
女性
男性
女性
単独
1.52(n=1480) 1.50(n=1198) 1.49(n=15)
1.51(n=6)
1.51
二人組 1.27(n=9)
1.40(n=23)
1.36(n=2)
1.32(n=1)
1.36
1.52
1.50
1.47
1.48
合計
1.51(n=2734)
1.51
1.48
集団性

関係式が歩道容量設計等に活用されてきた。
一方で、近年の大都市の大規模再開発周辺地域等

表2 密度帯別の歩行速度

で散見される歩行者交通は、高齢化に伴う歩行者属
性構成比の変化や多様な移動目的を有する歩行者の

密度ランク
（ 人/ ㎡）
頻度（ 人）

混在、大型携行品（キャリーバック、ベビーカー等）

歩行
速度
(m/ s)

の増加等が顕著になり、上述の関係式が示された高

平均値
標準偏差

16
2.53
0.69
1 .1 ≦
k
< 0 .1 2

密度ランク
（ 人/ ㎡）
頻度（ 人）
歩行
平均値
速度
標準偏差
(m/ s)

度経済成長期とは流動の様相が異なっている。

0 .1 ≦
k
< 0 .2

k< 0 .1

48
1.91
0.72
1 .2 ≦
k
< 0 .1 3

147
1.41
0.22

144
1.43
0.25

0 .2 ≦
k
< 0 .3

114
1.69
0.39
1 .3 ≦
k
< 0 .1 4

105
1.51
0.28

0 .3 ≦
k
< 0 .4

0 .4 ≦
k
< 0 .5

221
1.66
0.32

165
1.60
0.29

1 .4 ≦
k
< 0 .1 5

1 .5 ≦
k
< 0 .1 6

136
1.45
0.24

85
1.48
0.27

0 .5 ≦
k
< 0 .6

0 .6 ≦
k
< 0 .7

191
1.62
0.32
1 .6 ≦
k
< 0 .1 7

0 .7 ≦
k
< 0 .8

132
1.52
0.27
1 .7 ≦
k
< 0 .1 8

58
1.42
0.19

119
1.58
0.28
1 .8 ≦
k
< 0 .1 9

17
1.22
0.13

0 .8 ≦
k
< 0 .9

197
1.46
0.26
1 .9 ≦
k
< 0 .2 0

13
1.29
0.24

0

0 .9 ≦
k
< 0 .1 0

1 .0 ≦
k
< 0 .1 1

244
1.42
0.25
2 .0 ≦
k

407
1.36
0.25
合計

14 2573
1.21 1.50
0.09 0.33

速度v(m/s)

そこで本研究では、現在の都心にみられる特有の

4.50

歩行者流動を分析するために、改めて都心各地にお

4.00
3.50

ける歩行速度と密度のデータを収集するとともに、

①密度：0.2人/㎡

②密度：2.0人/㎡

3.00

歩行速度の選択の自由度を表す数値として、速度の

①

2.50

分散に着目した分析を行っている。本稿では、2016

②

2.00
1.50

年度調査結果の速報として勝どき駅付近における観

1.00

測結果を紹介する。

y = -0.2676x + 1.7411

0.50

2.20

2.00

1.80

1.60

密度k（人/㎡）

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

２．調査の概要と結果

図 各歩行者の速度と周辺密度の関係

観測（歩行速度・密度データの収集）は、平日8:00

３．今後の研究について

～9:00の勝どき駅付近晴海通りの歩道において実施
し、断面交通量が最大となった8:35～8:40のデータ

本稿では、密度が高く、流動が比較的均質な歩行

について分析を行った。当駅周辺は、近年、急速に

空間である勝どき駅付近について紹介したが、当研

開発が進められた地域であり、朝ラッシュ時には業

究では高齢者が多い巣鴨駅付近、観光客、買い物客

務地域方向への強い流動が生じている。
表1に示すと

が多い上野駅付近等においても同様の観測を行って

おり平均速度が1.5(m/s)と高い一方で、属性による

いる。
今後は、
これらの地域の観測結果とあわせて、

差異が小さく、通勤時の特徴を有している。

歩行速度・密度の関係の分析等を行うことにより、
歩行者属性の構成に応じた（周辺環境に応じた）歩

歩行密度帯別の歩行速度を見ると、表2に示すと
おり、0.6(人/㎡)以上において速度の標準偏差が

行空間のあり方について検討を行っていく。

0.25（m/s）前後であるのに対して、密度0.3(人/

☞詳細情報はこちら

㎡)未満においては0.3（m/s）以上の高い数値を示

1) 第32回交通工学研究発表会論文集 No.24

参考文献

している。図に示されるとおり、密度0.3(人/㎡)未

2) 交通工学ハンドブック2014
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都市のみどりと気温の実態調査
都市のみどりと気温の実態調査
（研究期間：平成27〜29年度）

（研究期間：平成27～29年度）

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

室長
主任研究官
都市研究部 都市計画研究室
大橋 征幹
木内 望
（博士（工学）
主任研究官
室長 ）
都市研究部 都市計画研究室
大橋 征幹 (博士(工学))
木内 望
住宅情報システム研究官
住宅研究部
（工学博士） 足永 靖信
住宅情報システム研究官
住宅研究部
足永 靖信
(工学博士)

（キーワード） 低炭素まちづくり、都市緑化、ヒートアイランド
（キーワード）
低炭素まちづくり、都市緑化、ヒートアイランド

3.
生産性革命

１．はじめに
国総研では、「みどりを利用した都市の熱的環境
改善による低炭素都市づくりの評価手法の開発」に
関する研究１）を実施している。
この研究では、市街地内の公園や緑地などのみど
りが、周辺の熱環境改善にどのような効果があるの
かを明らかにするとともに、熱環境の改善による建
物の冷暖房負荷の低減を通じた間接的な低炭素効果
図2 気温の調査結果

を定量的に評価する手法の開発を行う。
みどりの熱環境改善効果については、ヒートアイ

調査は、2016年2月（冬季）と8月（夏季）の2度に

ランド現象の緩和効果など主に夏季の効果が期待さ

わたって行い、地方公共団体や地域住民の協力を得

れるが、一方で気温の低い冬季における影響は、調

て実施した。気温の調査結果を図2に示す。

査事例も少なく十分に明らかにされていない。

緑地の気温（観測点B～Gの平均）は、住宅地に比

みどりの季節変化を考慮して年間を通じた周辺の

べて夏季の日中に2℃程度低く、
クールスポットとな

気温に及ぼす影響の実態を調査するために、夏季及

っていることが確認された。
一方、
冬季においては、

び冬季における緑地周辺の実態調査を実施した。

大きな気温差は見られなかった。また、同じ緑地内

２．実態調査の概要

でも、落葉樹よりも常緑樹のほうが冬季において気

調査対象地（図1）は、茨城県つくば市研究学園の

温変化を緩和する効果が高い傾向が見られた。

保存緑地及び隣接する住宅地とした。

また、みどりの状況については、航空レーザ計測
による調査を実施し、常緑樹、落葉樹などの樹種分
類毎にDCHM（樹冠高モデル）を作成し、季節毎のみ
どり量の変化を定量的に明らかにした。
３．おわりに
H29年度はこの調査の詳細な分析結果を踏まえ、
み
どりの季節変化を考慮した熱環境改善効果を明らか
にするとともに、その効果を低炭素効果として換算
する手法を開発し、地方公共団体によるみどりを利
用した低炭素都市づくりを支援していく予定である。
☞詳細情報はこちら
1) 国総研 都市研究部 都市計画研究室ホームページ
http://www.nilim.go.jp/lab/jbg/green/green.html

図1 調査対象地と気温観測点の位置
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3.

全・再生を促進することを目的として、日本庭園等

１．背景と経緯

生産性革命

借景、富士見など、地域景観を特徴付ける眺望は

の公園緑地における眺望の保全・再生を支援するた

古くから日本人に親しまれている。なかでも公園緑

め、公園緑地周辺の景観コントロールを実施する主

地は、眺望の視点場として、あるいは城郭等の公園

体との連携が図れるよう眺望の保全・再生の考え方

施設が眺望の視対象として重要な役割を果たしてき

や眺望コントロールの手法等について検討した。

たとともに、公園緑地内部の景観とも連携し、質の
高い良好な景観を形成してきた。ところが近年、公

２．手引き（案）の作成の概要

園緑地周辺の都市開発等により、良好な眺望が阻害

（１）公園緑地における眺望保全・再生のあり方及

される状況が全国各地で発生しており、各地方公共

び眺望コントロール手法の検討

団体は2004年に制定された景観法等を活用して眺望

日本庭園等の公園緑地における眺望保全・再生の

の保全に取組んでいる。しかし、眺望保全の考え方

あり方を検討するとともに、それに基づき眺望コン

や手法が未だ確立していないことなどから、眺望阻

トロールの技術・手法について検討を行った。

害の発生後に取組みを講ずる場合が多く、取組みの

（２）公園緑地周辺景観コントロール手法の検討
眺望景観の類型に応じたケーススタディを行い、

効果が十分には発揮されていない状況にある。
そこで本研究は、地域景観を特徴付ける眺望の保

実施にあたっての配慮事項・留意点等について整理

表 手引き（案）の構成

し、公園緑地周辺景観
コントロール手法や

原論編

本手引き（案）の目的・活用方法

課題を検討した。

1．公園緑地における眺望景観とは

（３）手引き（案）の

1-1 我が国の公園緑地と眺望景観の特徴
1-2 公園緑地からの眺望の分類軸と種類

作成

2．現在の公園緑地における眺望景観の課題

視覚心理実験を実施

3．公園緑地における眺望景観のタイプ

し、それに基づき公園

3-1 公園緑地における眺望景観の４つのタイプ
3-2 各眺望景観タイプの基本構造と課題

緑地周辺景観コントロ

実践編

ール手法の再整理を行

4．公園緑地周辺景観コントロール手法

い、手引き（案）を作

4-1 公園緑地周辺景観コントロールの前提
4-2 各眺望景観タイプにおける周辺景観コントロール手法
タイプﾟA-1（園内+園外）
：水平パノラマ景

タイプﾟA-2（園内+園外）
：水平ビスタ景

タイプﾟB（園外）
：俯瞰パノラマ景

（1）園内におけるコントロール手法 ／（2）園外におけるコントロール手法
（3）眺望景観の保全・再生の範囲 ／ 公園緑地周辺景観コントロール手法 体系図

事例編

5．公園緑地周辺における景観コントロールの取組み事例
5-1 各眺望タイプにおける眺望保全・再生の取組み事例
5-2 その他参考となる眺望保全・再生の取組み事例

本手引き（案）で扱う用語
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タイプﾟC（園内）
：水平パノラマ景

成した。
構成は表のとおりで
ある。
☞詳細情報はこちら
1) 国総研資料 No.945
http://www.nilim.g
o.jp/lab/bcg/siryou/t
nn/tnn0945.htm

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

港湾行政手続システムの途上国への
港湾行政手続システムの途上国への
導入支援に対する国際海事機関の動
導入支援に対する国際海事機関の動向
管理調整部 国際業務研究室
向
室長
（博士（工学））

主任研究官
飯田 純也
柴崎 隆一
管理調整部
国際業務研究室
主任研究官

飯田

室長

純也

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

）

柴崎

）

隆一

(博士(工学))

（キーワード） 港湾行政手続システム、国際海事機関簡素化委員会、FAL
条約、港湾 EDI
（キーワード）
港湾行政手続システム、国際海事機関簡素化委員会、FAL条約、港湾EDI
【港湾EDI導入以前の港湾行政手続】

１．はじめに

港湾管理者

海事分野を扱う国連専門機関の国際海事機関
（IMO）

その他
行政機関

税関・その他
行政機関

船舶
代理店等

船舶
代理店等

海上保安庁

に開催されたIMO/FALの第40回会合（FAL40）におい

港湾管理者

シングル
ウィンドウ化
（SW化）

海上保安庁

て，国際海上交通簡易化条約（FAL条約）の付属書改

図1 港湾EDIの概念
の一委員会の技術協力委員会（TC）が取り組みを開

正を決定し，入出港に関する港湾行政手続を電子化

始しており，2015年開催のTC65によると，途上国に

する情報システムの設置が義務化されることとなっ

おける港湾手続の電子化状況などの把握や，要求仕

た．改正に伴い，IMOは当該システムの途上国への導

様および構築費用の評価を行ったとされている．し

入支援に取り組む姿勢を示している．一方で，わが

かし，2016年開催のTC66の記録によると，MSWに関す

国は，国土交通省が開発した港湾行政手続システム

る議論がなされた記述がなく，プロジェクトの進展

の「港湾EDI（現：NACCS港湾サブシステム）」をミ

はみられない．

ャンマーに導入する等，途上国への国際展開に取り

４．今後の予想される展開

組んでおり，IMOの取組みは，わが国港湾EDIの国際

TCにおける議論は停滞しているものの，2017年4

展開に影響を与えるものと考えられる．このため，

月開催予定のFAL41では，既にMSWプロトタイプが議

国際業務研究室では，FAL40への参画やIMO発行の関

題の一つになっており，プロジェクトの推進に向け

連文書のレビューなどを実施し，
IMOの動向把握およ

た議論がなされるものと予想される．
仮にMSWのプロ

びわが国への影響とその対応策を検討した．検討概

トタイプが構築されると，それが今後，港湾行政手

要は以下のとおりである．

続を処理する情報システムを導入する国にとっての

２．条約改正に伴うIMOによる途上国への支援案

標準モデルとなる可能性が高く，わが国の港湾EDI

1.で示す条約改正に伴い，途上国を中心とした当

の国際展開へ影響を与えるものと考えられる．しか

該システムの未導入国から，既導入国による技術支

しながら，
わが国の二国間協力による港湾EDIの国際

援への要望が高まることが予想される．このため，

展開とMSWプロトタイプは，
IT化を通した途上国の手

IMO/FALでは，未導入国への支援を目的として，わが

続の迅速化という目的は同じである．このため，筆

国の港湾EDIに該当する，maritime single window

者らは，
二国間協力とMSWプロトタイプの両方の手段

(MSW)のプロトタイプを構築するという，
途上国への

は互いに排斥するものではなく，共に途上国への有

事実上の支援案を示して議論を始めている．

効な支援手段であると考えている．
わが国の港湾EDI

３．MSWプロトタイプ構築に関する最新の審議動向

の国際展開を通した国際貢献を円滑に推進するため，

FAL40では，MSWのプロトタイプ構築に関する賛否

引き続きFAL41の議論に参画するなどの取り組みを

や，構築する場合における既存の類似システムの活

進める予定である．

用方法など，
MSWへの取組そのものの根幹に係る内容

☞参考情報はこちら

が議論された．
一方で，
構築へ向けた調査の実施は，

飯田純也，宍戸達行，中島潔，柴崎隆一，三宅光一：港湾
行政手続システムの国際展開に関する一考察，土木学会論
文集F3（土木情報学），Vol.72,No.2, 2016.

途上国向けに技術協力を行うことを目的としたIMO
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の一委員会の簡素化委員会（FAL）では，2016年4月

【港湾EDI導入後の港湾行政手続】

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

大洋州島嶼国を対象とした国際物流 写真
大洋州島嶼国を対象とした国際物流モデルに
モデルによる港湾政策分析
（研究期間：平成27〜29年度）
よる港湾政策分析
（研究期間：平成27～29年度）

管理調整部 国際業務研究室
管理調整部 国際業務研究室

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不

けは不

要）

要）

室長
（博士（工学）
室長 ）
(博士(工学))

柴崎 隆一
柴崎隆一

（キーワード） 国際物流、コンテナ、大洋州
（キーワード）
国際物流、コンテナ、大洋州

3.

ど西部の港湾で顕著であり、これらの国は経済規模

１．はじめに

生産性革命

豪州・ニュージーランドを除き14の独立国および

が比較的大きく、また将来需要においてはアジア地

いくつかの海外領土から構成される大洋州島嶼部は、

域の比重が高まること等が原因として考えられる。

700万人以上の人口を抱え鉱産資源も産出するパプ

また、最近の国際海上コンテナ輸送市場の傾向を

ア・ニューギニア（PNG）を除けば、広大な海域に人

踏まえ、需要の増加以上に船舶の大型化が進むと想

口が数千～数十万の国が散在し、かつ世界の基幹航

定した場合に、大洋州島嶼各主要港がそれに対応す

路からも離れた厳しい国際物流環境の条件下にある。

る投資を行った場合（シナリオ２）および行わなか

そこで、当研究室がこれまで東南アジアや南アジア

った場合（シナリオ３）の結果を比較すると、特に

を対象に構築してきた国際物流モデルを大洋州へ適

シナリオ３におけるスバ港やパペーテ港での積替貨

用し、今後予想される貿易パターンの変化や、港湾

物量がシナリオ１よりもかなり少なく推計される結

投資や船舶大型化による輸送環境の変化などが、大

果となり、船舶大型化や港湾投資の有無が積替貨物

洋州における国際海上コンテナの輸送パターンに与

量に及ぼす影響は大きいことが推察された。

える影響についてシミュレーションを実施した。
２．シミュレーション結果

アプラ

サイパン

（グアム）

コロール

図に、現状(2013年)および将来（2030年）におけ
る、大洋州島嶼部各港における積替貨物量の計算結

マジュロ

（ミクロネシア連邦）

マダン

果を示す。ここでは、現状および将来のコンテナ貨

レイ

ナウル

ホニアラ

ノロ
ポート
モレスビー

域間OD貨物量および各国の貿易統計・港湾統計等に

（マーシャル諸島）

サント

（ツバル）

ラロトンガ（クック諸島）
パゴパゴ（米領サモア）
アロフィ
パペーテ

ラウトカ
ポートビラ

（ニューカレドニア）

アピア（サモア）

フトゥナ

（バヌアツ）

ヌーメア

よる推計値を所与としている。図に示すように、現

ベティオ（キリバス）

ラバウル （ソロモン諸島）
フナフチ

（PNG）

物輸送需要（OD貨物量）は、IHS社の提供する国・地

10,000TEU

ポナペ

（パラオ）

（ニウエ）

スバ ヌクアロファ
（フィジー）

（仏領ポリネシア）

（トンガ）

0

2000km

状においては、スバ港（フィジー）やパペーテ港（フ
ランス領タヒチ），レイ港（PNG）等で若干の積替貨

図 大洋州島嶼各港における積替貨物量の試算結果

物が推計され、これは筆者らの現地ヒアリング調査

（現状および各将来シナリオ、空コンテナを除く）

の結果とも概ね一致する。また、2030年の推計結果

３．おわりに

（シナリオ１：需要の増加に応じた船舶の大型化や

本稿のシミュレーション結果は、大洋州に就航す

頻度の増加，およびそれに対応する十分な港湾投資

る各定航サービスの寄港パターンが不変なことを前

が行われることを想定し、各定期航路の寄港パター

提としており、今後は各船社によるネットワークの

ンについては現状と同じと想定）においては、大洋

構築もモデルに組み込むことを検討している。

州島嶼地域の主要各港において、予想される需要の

☞詳細情報はこちら

伸び（2.2～2.6倍程度）よりも積替貨物量の伸びが

1) Yu LU, Ryuichi SHIBASAKI, Hironori KATO, Scenario
Analysis of International Maritime Container Flows
in the Pacific Region, 6th International Conference
on Transportation and Logistics (TLOG 2016), 7-9
September 2016, Hsinchu, Taiwan

大きいと予想される。
この傾向は特にPNG各港
（レイ，
ラバウル等）およびホニアラ港（ソロモン諸島）な
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研究動向・成果
研究動向・成果

東日本大震災によって影響を受
東日本大震災によって影響を受
けた港湾域の環境修復技術に関
けた港湾域の環境修復技術に関
する研究
する研究

写真

写真

写真

沿岸海洋・防災研究部
沿岸海洋・防災研究部
室長
研究官
研究官
海洋環境研究室 （博士
岡田 知也 （博士
黒岩 寛
（工学））
（地球環境科学））秋山 吉寛
室長
研究官
海洋環境研究室 (博士(工学)) 岡田 知也 (博士(地球環境科学)) 秋山 吉寛 研究官 黒岩 寛

（キーワード） 東日本大震災、津波、沿岸環境、湾口防波堤、アマモ場
（キーワード）
東日本大震災、津波、沿岸環境、湾口防波堤、アマモ場

（サブテーマ２）津波被害を受けたアマモ場の再生

東日本大震災によって、東北地方の太平洋沿岸の

手法の開発

港湾域の水環境は、干潟や藻場等の生物生息基盤の

被災後の底質およびアマモ場（図2）の変遷のモニ

消失等の多大の被害を受けた。また、震災前におい

タリングを、
宮古湾湾奥において年に1回の頻度で毎

て湾内水質悪化の要因となっていた港湾構造物の復

年実施した1）。アマモ場の復元には、底泥の変化の

旧には、環境に配慮した構造が強く求められた。さ

有無が強く影響していた。植物と基盤の復元速度の

らに、福島第一原子力発電所から放出された放射性

差が，元の生態系に戻るか、別の生態系になるかの

物質が東北地方から関東地方の広い沿岸域に流入し、

要因になると考えられる。

放射性物質を含んだ底泥の取り扱いが課題となった。
そこで、
以下の3つのサブテーマについて研究を実施
した。
２．結果
（サブテーマ１）湾口防波堤に付加する環境配慮技
術の開発
大船渡湾において、環境に配慮した湾口防波堤の
（図1）。
復旧を考える際の留意点について検討した2）
図2 復元しつつあるアマモ場。コンブ科および
ホンダワラ科の海藻も混在している。

その結果、環境に配慮した湾口防波堤の復旧を考え
る際には、下層の流れの阻害を低減し、湾内の低層
が低温になることを防ぐこと、湾外の底層から入っ

（サブテーマ３）底泥中の放射性物質の測定を適切

てくる突発的な低水温水塊が湾内底層に流入し易く

に行うための知見の獲得

すること、が重要であると考えられる。

6つの港湾において、
Csの底泥中の鉛直分布を調査
した。全ての地点（6地点）において、底泥表層の値
は最大もしくは鉛直分布のピーク値の半分以上の値

マウンド
低水温

低水温
の排出

を示した。このことから現時点においては、通常の
グラブサンプラーを用いて表層泥を分析することで、
Csの汚染地点をスクリーニングできると考えられる。

外海水
の流入

☞詳細情報はこちら
1) 国総研資料 No.752
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0752.htm
2) 国総研資料 No.831
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0831.htm

図1 大船渡湾の底層の貧酸素水塊を抑制するた
めの環境配慮の留意点
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１．はじめに

3.

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

沿岸域における地域資源を活用した
沿岸域における地域資源を活用した
魅力的な空間形成に関する取り組み
魅力的な空間形成に関する取り組み
沿岸海洋・防災研究部 沿岸域システム研究室
沿岸海洋・防災研究部 沿岸域システム研究室

（キーワード） 人口減少、沿岸域、地域振興
（キーワード）
人口減少、沿岸域、地域振興

3.

室長

上島 顕司
上島

室長

写真

顕司

間構成の観点からの着岸位置等の検討、③岸壁背後

１．背景

生産性革命

高度成長期以降、港における魅力的な空間形成と

のレイアウト、④working waterfront（活動してい

して、いわゆるウォーターフロント開発が行われて

る港）を含めた港らしい地域資源の発掘及び資源の

きた。昨今でも、大型クルーズ船の寄港に伴う来訪

ネットワーク化が重要となる。

客の増加等に伴い、港における魅力的な空間形成が

また、高齢者、障害者等の利用を想定した整備の

重要な課題となってきている。さらに、高潮・津波

ため、ユニバーサルデザインの観点からみた港湾、

対策等、防災対策における護岸整備等に際しても、

海岸における課題の把握・分析を行った。

地域資源を活用した空間形成の観点を持った整備が

さらに、ケーススタディとして、地方の港湾を対

重要となってくる。また、その際には高齢者の増加

象に、みなとまちづくりに係る検討を進めるととも

等に伴い、ユニバーサルデザインの推進も必要であ

に、みなとまちの地域資源を活用した地域振興・空

るが、港湾・海岸では未だ課題も多く、その解決も

間形成のあり方について講演した。今後、有識者に

必要となる。このため、当研究室では、人口減少時

よる研究会を立ち上げ、情報発信に努めることとし

代における地域振興への貢献のためにも、沿岸域に

ている。

おける地域資源を活用した魅力的な空間形成に関す
る研究に取り組んでいる。

２．今年度の取り組み
ウォーターフロント開発以降の最近の事例につい
て分析した。最近の動向としては①倉庫を活用した
リノベーション、②防災機能と地域資源の活用との
調和・連携（写真１）、③歴史的な遺産、資産の活
用（写真２）、④水辺、遊覧船の活用が挙げられる。

写真１ 高潮対策で整備した護岸上がプロムナードとなっている

次に、クルーズ来訪客にとって魅力的な港の空間

事例（地域資源に対する新たな視点場となっている（別府港））

形成を図るために参考となる先進事例等の分析を行
ない、考慮すべき視点を整理した。船の視点では、
①海上におけるシークエンス景観（船から眺められ
る連続的な景観）
、
②港外→港内のアプローチ景観、
③着岸、④港から市街地へのアクセスを挙げること
ができる。これに対応し、港まち側では、①あたか
も船を出迎えているような、海や船を意識したまち
のつくり、②船から港まちや港の資源が見える、市
街地に近い、町から船が見えるといった港まちの空

写真２ 臨港貨物線跡をプロムナードに活用した事例（横浜港）
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

北極海航路の航行実態を捉える
北極海航路の航行実態を捉える

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（研究期間：平成２４年度〜）

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不

けは不

要）

要）

（研究期間：平成２４年度～）

港湾研究部
港湾研究部 港湾計画研究室
港湾計画研究室

安部 安部
智久 智久 岸田 正也
岸田

室長
室長

研究官

研究官

正也

（キーワード） 北極海航路，衛星ＡＩＳデータ，航行実態
（キーワード）
北極海航路，衛星ＡＩＳデータ，航行実態
2015年の分析結果からは、北極海航路を通り抜け

１．はじめに

た航行が24航行あったこと、海氷の条件の厳しい春

輸送距離の短縮に繋がる北極海航路利用への関心が

（6～7月）と秋（11月以降）においては船速が落ち

高まっているが、厳しい航行条件から輸送時間や安

る区間が見られたものの概ね輸送の定時性が保たれ

全性などへの懸念もある。本研究は、衛星から取得

ていること、
最も海氷が後退する9月においては概ね

されるAIS（自動船舶識別装置）データを用い北極海

11ノット程度で航行できること等が分かっている。

航路の航行実態を蓄積しまたその結果が必要な関係

また近年では貨物船以外の特徴的な船舶の航行も見

者に有効に活用されることを目的に実施している。

られ、
クルーズ船やヤマル半島のLNG基地建設関連と

２．継続的な航行実態の分析

見られる重量物運搬船も確認された。ただし海氷の

JAXA（宇宙航空研究開発機構）からAISデータを通

状態が年により変動しえることに留意し、継続的な

年に亘り提供を受け（図１）、北極海航路の航行数、

航行実態の把握と分析を行なっていく必要がある。

航行の定時性、速度、海氷位置と航行ルートの関係

３．データの蓄積と提供の必要性
分析結果は様々な主体によって活用されることが

等について分析を行なっている。図２に船舶の航跡

見込まれる。例えば輸送の定時性やリードタイムは

の例を示すが広範囲で船舶が観測されている。

荷主が今後当該航路を活用するか判断する材料とな

図１ 研究の体制

り得るものであり、また年間の航行可能日数や平均
的な船速は船会社が当該航路活用の事業性を評価す
るための情報である。このような分析を蓄積・提供
することで、北極海航路の利用が進み、将来的な港
湾整備へと繋がることも期待される。
４．おわりに
これまでの分析結果は国総研資料１）や港湾計画研
究室のホームページ２）にて随時公開しているが、
図２ 衛星AISデータによる船舶の航跡

実務者等にとってデータは重要な基盤であることか
ら、関係者のニーズを踏まえつつこれまで以上の分
析の多様化や、北極海航路の航行実態に特化したデ
ータベースの基本設計等について検討を深めていく
予定である。
☞詳細情報はこちら
1) 国総研資料 No.923
http://www.ysk.nilim.go.jp/kenkyuseika/pdf/ks0923.
pdf
2) http://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/kouwan/keikaku/
ais.htm
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3.
生産性革命

近年の海氷面積の減少に伴い、アジアと欧州間の

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

我が国の国際海上コンテナ貨物流動
我が国の国際海上コンテナ貨物流動
モデルの開発
（研究期間：平成24～29年度）
（研究期間：平成24〜29年度）
モデルの開発

写真
（写真ﾃﾞｰ
ﾀの貼り付
けは不

港湾研究部 港湾システム研究室
港湾研究部 港湾システム研究室

主任研究官
主任研究官

要）

室長

佐々木友子
赤倉康寛
(博士(工学))
佐々木 友子 （博士室長
（工学））赤倉 康寛

（キーワード）
国際海上コンテナ貨物、犠牲量モデル
（キーワード） 国際海上コンテナ貨物、犠牲量モデル

サバンナ港利用）航路の利用について再現すると、

を目指した超大型コンテナ船の就航増、新パナマ運

中西部においてはパナマ運河経由航路が過小に再現

河の供用開始などをはじめとして、我が国の国際海

されたが、東部や南部においては、西岸経由航路と

上コンテナ貨物輸送を取り巻く状況は大きく変化し

パナマ運河経由航路の航路別貨物量を概ね再現でき

ており、より効率的な港湾の計画・整備を行うため

た(図-3)。

には、今後想定されるこれらの状況変化を的確に踏

東部 ニューヨーク

西部

まえたより精度の高い港湾貨物の需要予測が必要で

シカゴ
中西部

ある。このような背景から、港湾別貨物量を推計で
西岸経由航路

きる経路選択モデルを開発したので紹介する。

サバンナ

南部

ロサンゼルス

２．経路選択モデルの構築
国土交通省港湾局が5年に1度実施している全国輸
出入コンテナ貨物流動調査の2013年度結果を用いて、

パナマ運河

パナマ運河経由航路

我が国とアジア・欧米地域とのコンテナ貨物輸送に

図-1 経路設定概要

ついて、
輸送経路の総犠牲量(＝輸送費用＋輸送時間
×貨物の時間価値)が最小となる経路が選択される

[千フレートトン/月]
300

とする犠牲量モデルにより、相手地域・輸出入別に
経路選択モデルを構築した。例として我が国から北

200

米への輸出コンテナ貨物を対象としたモデルを紹介

100

する。

280 269

256

再現値

実績値

281

116

53

51

88

43

32

0
京浜港

貨物の仕向地は、北米を西部・中西部・東部・南

名古屋港

阪神港

清水港

博多港

図-2 主要港湾別貨物量の実績値と現況再現値

部の4つに細分化した地域とした。相手港は、ロサン
ゼルス港のほか、パナマ運河を経由するニューヨー

0

ク港、サバンナ港も設定することにより、新パナマ

100

実績値

実績値

45

39

再現値

45

39

中西部

運河の供用開始についての分析にも対応できるモデ
ルとした。また北米において自地域以外の港湾を利

東部

用する場合は、内陸鉄道を利用して仕向地への輸送

50

北米中西
部

生産性革命

我が国の産業・貿易構造の変化や、輸送の効率化

北米南部 北米東部

3.

港利用）航路と、パナマ運河経由（ニューヨーク港、

１．はじめに

[千フレートトン/月]

150

200

14

195

再現値

0.9

208

実績値

133

250

西岸経由航路
パナマ運河経由航路
72

南部

を行うこととした(図-1)。
３．構築した経路選択モデルによる再現結果

再現値

150

55

図-3 航路別貨物量の実績値と現況再現値

構築したモデルを用いて主要港湾別の貨物量を再

☞詳細情報はこちら

現すると、概ね実績値を再現できた(図-2)。さらに

1) 国総研資料 No.943
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0943.htm

中西部、東部、南部貨物の西岸経由（ロサンゼルス
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2016年度に実施した主要な研究成果、活動
研究動向・成果

作業船の老朽化対策に向けた
作業船の老朽化対策に向けた
活動状況・基礎情報に関する
活動状況・基礎情報に関する
分析（研究期間：平成27〜28年度）
（研究期間：平成27～28年度）
分析

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不

けは不

けは不

要）

要）

要）

港湾研究部 港湾施工システム・保全研究室
港湾施工システム・保全研究室
港湾研究部
係長
前主任研究官
係長
前主任研究官
鈴木
井山
繁 繁
坂田 坂田
憲治 憲治
鈴木啓介
啓介室長室長
井山
作業船、老朽化、LORIS、隻数
（キーワード） 作業船、老朽化、LORIS、隻数

3.

作業船は特殊性に起因して建造、維持管理、運用

図３は主作業船13船種における建造から売船、廃

時の費用などが多額となることから更新が進まず、

船までの平均経過年数及び現有作業船の平均経過年

老朽化の進行が問題となっている。本研究はこれま

数、稼働隻数を示したものである。過去の実績に基

でほとんどなされていなかった作業船の船種毎の稼

づく作業船全体の廃船平均経過年数が25.2年であ

働率の推移等の定量的なデータを整理・分析し、作

り、作業船は全体的に老朽化が進行していることが

業船の老朽化対策のための施策立案等の基礎資料と

分かる。特に、ポンプ浚渫船、揚土船、深層混合処

して取りまとめた。

理船、サンドドレーン船は過去の実績に基づく廃船

２．作業船の建造・売船・廃船年分析

平均経過年数よりも現有作業船の平均経過年数が上
回っているため、老朽化が進行していると思われ

図１は作業船在港情報システムデータ(LORIS)を
基に本研究で対象とした主作業船13船種
（延べ1,151

る。なお、最も老朽化が進行している作業船は平均

隻）を示したものである。

経過年数37.8年のポンプ浚渫船であった。

NO.
1
2
3
4
5

埋立浚渫系作業船 NO.
構造物築造系作業船
グラブ浚渫船
6 起重機船
ポンプ浚渫船
7 クレーン付台船
バックホウ浚渫船
8 コンクリートミキサー船
揚土船
9 ケーソン製作用作業台船
土運船
10 杭打船

NO. 地盤改良系作業船
11 深層混合処理船
12 サンドコンパクション船
13 サンドドレーン船

図１ 対象作業船種
図２は主作業船13船種の年別における建造数、売
船及び廃船数を合計した隻数となっており、プラス
側は建造数、マイナス側は売船及び廃船数が多かっ
たことを示している。売船及び廃船数ついては2000
図３ 船種別作業船の経過年数

年以降から顕著となっている。近年マイナス側に転

４．まとめ

じているのは、売船及び廃船数が建造数を上回って

作業船の老朽化対策の施策の提案として、作業船

いるためである。

の買換・更新を促すために港湾施設整備に関する事
業量及び事業計画を明確化すること、非自航作業船
に対する税制面での優遇措置を行うこと等が考えら
れる。
今後も継続的に作業船分析を行う予定である。
【参考】国総研資料 No.919：作業船老朽化対策に向け
た活動状況・基礎情報に関する分析、2016年6月

図２ 全作業船の建造・売船・廃船数
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生産性革命

３．作業船の老朽化分析

１．はじめに

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

航空需要推計手法開発の動向と展望
航空需要推計手法開発の動向と展望
～空港経営民営化・訪日外客急増を
〜空港経営民営化・訪日外客急増を
踏まえて～
（研究期間：平成27～28年度）
（研究期間：平成27〜28年度）
踏まえて〜
空港研究部
空港研究部 空港計画研究室
空港計画研究室

室長

室長

研究官
研究員
研究員 達
井上研究官
岳増田
井上 岳
達増田
川西 和幸川西

和幸

（キーワード）
日本再興戦略2016、空港経営民営化、訪日外国人、ストック効果
（キーワード） 日本再興戦略
2016、空港経営民営化、訪日外国人、ストック効果

航空需要推計手法は、航空政策の企画立案の基礎
訪日客数（千人/年）

生産性革命

としてのみならず、空港整備事業における施設計画
及び事業評価の実施、空港整備によるストック効果
の計測（例：参考文献1）等、政策実務に幅広く活用

20,000
15,000
10,000
6,367

5,000

9,134

11,991

14,398
実績
試算

1,497
0
2010 2015 2020 2025 2030 2035

されている。
国総研においては、
「日本再興戦略2016」

中国

に掲げる諸施策の企画立案に資するべく、以下に掲
訪日客数（千人/年）

3.

す。
航空需要が今後も堅調に増加すると示唆される。

１．はじめに

げる推計手法の開発に取り組んでいる。
２．空港経営民営化に対応した航空需要推計手法
空港経営民営化による公租公課の低減が、新規路

6,000
4,000

4,002

4,472

4,928

5,338
実績

2,338

2,000
0
2010

2015

試算

2020

2025

2030

2035

線開設や便数の増加に及ぼす影響の評価を可能とす

台湾

るサブモデルの開発を進めている。具体的には、現

図-2 訪日外客数の試算結果（経路別）

行の「国総研航空需要推計モデル」を発展させ、空

さらに、推計をもとに訪日外客（中国、香港、台

港経営会社による路線誘致策等による、路線就航・

湾、韓国の4地域分に限る。）による経済波及効果、

増便、航空運賃低下といった要素を「航空会社のコ

雇用創出効果、税収効果を試算した（表-1）。

ストモデル」で表現するとともに、空港の発着回数

表-1 経済波及効果等の試算結果

や乗降客数変化による空港経営会社の財務状況変化
経済波及効果（億円）
雇用創出効果（千人）
税収効果（億円）

を「空港経営会社の収支分析モデル」で表現する方

平成25年
(2013年)
19,689
188
777

平成42年
(2030年)
93,263
874
3,662

平成25年との差
73,574
686
2,885

向で開発を進めている（図-1）。
４．今後の開発展望
（１）空港経営民営化に対応した航空需要推計手法
複数空港ないし空港群が民活空港運営法に基づく
運営を担うケースを想定したモデルへの拡張に取り
組む。
（２）訪日外客による将来航空需要推計手法

図-1 空港経営民営化対応の推計モデル
（イメージ）

国内訪問地別や入出国空港別の航空需要推計を可

３．訪日外客による将来航空需要推計手法

能ならしめるよう、分布交通量モデル及び航空経路

訪日外客数の昨今の急激な増大を踏まえた推計手

選択モデルの構築を進めている。

法の開発に取り組んでいる。まずは、生成交通量推

☞詳細情報はこちら

計に、高中間所得層の増大による観光需要増加、為

1) 国土交通省航空局:「羽田空港機能強化による経済波及
効果の試算結果」（平成28年6月17日報道発表資料）
2) 国総研資料 No.924, No.926
3) 井上岳(2016): 「訪日外客による将来航空需要と経済
波及効果」月刊土木技術2016年8月号

替、交通利便性、到着地としての日本の魅力度とい
った要素の変化を反映した。
経路別に入国外国人数を試算した結果を図-2に示
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

多様化する公共工事の入札契約
多様化する公共工事の入札契約
方式の国際動向に関する調査
方式の国際動向に関する調査

写真

写真

（写真

（写真

（写真

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

貼り付

貼り付

貼り付

写真

写真

（写真

（写真

ﾃﾞｰﾀの

ﾃﾞｰﾀの

貼り付

貼り付

写真

社会資本マネジメント研究センター
社会資本マネジメント研究センター

社会資本マネジメント研究室
社会資本マネジメント研究室
室長
研究官
室長
主任研究官
小川 小川智弘
智弘 主任研究官
中洲
啓太 研究官
大野
真希
中洲啓太
大野真希
交流研究員
交流研究員
交流研究員
大沼
孝之 交流研究員 尾浦猛人
尾浦 猛人
大沼孝之
（キーワード） 入札契約方式、官民連携、フレームワーク合意方式、ＣＭ／ＧＣ契約
（キーワード）
入札契約方式、官民連携、フレームワーク合意方式、ＣＭ／ＧＣ契約

国土交通省では、
平成26年6月の品確法改正を踏ま

米国のＣＭ／ＧＣ(ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞｬｰ/ｾﾞﾈﾗﾙｺﾝﾄﾗｸ

え、工事の性格、地域の実情等に応じた多様な入札

ﾀｰ)契約は、発注者が概略設計の段階から、ＣＭ／Ｇ

契約方式の活用に取り組んでいる。近年、官民を問

Ｃを施工者の候補として、経歴や技術提案等により

わず担い手の確保が課題であり、官民双方の資源や

選定し、発注者が、別途、設計者を雇って実施する

知見を融合しながら、大規模災害、更新、修繕等に

設計に対して、ＣＭ／ＧＣが技術協力を行い、不確

対応していくことが求められる。

定要素への対応方針をあらかじめ決めておく契約方

国総研では、英国のフレームワーク合意方式、米

式である（図-2参照)。当方式は、受発注者間の協力

国のＣＭ／ＧＣ契約等の実施状況を調査し、我が国

的なパートナーシップの下、不確定要素が大きい工

の多様化する入札契約方式の改善を進める上での基

事における手戻りの回避等を目的に導入されている。

礎情報を収集した。
２．英国のフレームワーク合意方式
英国のフレームワーク合意方式は、2006年の英国
公共契約規則に示された「長期指名候補者との事前
合意制度」である。当方式は、第一段階として、長
期指名候補者を公募により選定し、これらの企業と
の間で4年を限度とする一定期間内の個別発注に関

図-2 ＣＭ／ＧＣ契約の概要

する基本条件を合意し、その上で、第二段階の個別

４．成果の活用

発注では、合意内容に基づいて受注者を選定するも

英国のフレームワーク合意方式、米国のＣＭ／Ｇ

のである (図-1参照)。当方式は、受発注者双方の手

Ｃ契約は、過剰な競争や受注者へのリスク移転では

続き上の手間や経費の節減、受発注者間の良好なパ

なく、受発注者間のパートナーシップを重視し、手

ートナーシップの形成等を目的に導入されている。

間や手戻りを回避することを目的とした方式である。
国総研では、
本調査で得られた知見を大規模災害、
更新、修繕等、仕様を確定しづらい困難な工事を手
戻りなく確実に進める観点から行う施工者との早期
連携方法（技術提案・交渉方式の運用ガイドライン）
等の改善において活用する。
☞詳細情報はこちら
1) 国総研資料 No.908
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0908.htm

図-1 フレームワーク合意方式の概要
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３．米国のＣＭ／ＧＣ契約

１．はじめに

3.

研究動向・成果
個別記事用原稿（１ページ原稿）

調査・設計等業務の入札・契約の
調査・設計等業務の入札・契約
動向と改善方策
の動向と改善方策

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付
けは不要）

社会資本マネジメント研究センター
けは不要）
けは不要）
社会資本マネジメント研究室
社会資本マネジメント研究センター
社会資本マネジメント研究室
室長
主任研究官
菊田 友弥 研究官研究官
根津 佳樹
室長 小川 智弘
主任研究官
小川 智弘
菊田 友弥
根津 佳樹
（キーワード） 調査・設計等業務、入札・契約、総合評価落札方式
（キーワード）
調査・設計等業務、入札・契約、総合評価落札方式

3.

標準型
（１：３）

１．はじめに

価格点

生産性革命

国土交通省の調査・設計等業務では、2007年度以
降、総合評価落札方式を導入しており、国総研は、

25％
技術者
技術者の
の成績・
実績等
表彰
5～10％ 15～
20％

品質確保に貢献してきた。本稿では、入札・契約の

価格点

最新の動向、制度改善の取組等を紹介する。

評価テーマ

実施
方針

50％

25％

50％

試行業務
（１：３）

入札・契約状況のモニタリングなどにより、業務の

75％

5～10％

50％

40～45％

技術者の 技術者の成績・表彰
実績等 ※表彰の配点は変更しない

実施方針
実施方針

図－2 配点のイメージ

２．調査・設計等業務の入札・契約の動向

１業務あたりの参加表明者数、
落札件数３社占有率、

2015年度の調査・設計等業務の総発注件数は

入札参加上位５社占有率のいずれについても、大き

11,608件で、前年度より5.0%減少した。また、総合

な差は生じなかった（表－1）。また、試行した業務

評価落札方式の導入以降、同方式による件数の割合

の成績評定点の平均は、試行しない業務より高く、

は経年的に増加し、2015年度には過去最大(51.8%)

また、得点の分布も高い傾向（図－3）となるなど、

となった（図－1）。

品質面での効果を期待でき、特段の悪影響は確認さ

17,500 件

17,026

15,000
12,500

8,901

10,000
7,500

23

5,000

5,072

2,500
0

3,030

15,504
7,642
381
6,912

17,108
7,622

12,986
5,044

3,404
5,853

13,886

13,282

4,959

4,104

れなかった。

14,489
4,166

12,225

11,608

3,153

2,870

6,194

6,011

表－1 試行の有無別の入札参加等の傾向

5,064

5,811

6,287

7,154

2,669

2,788

2,717

3,050

2,769

2,617

試行あり
試行なし*

569

229

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015年度

44.6%

38.8%

35.7%

30.9%

28.8%

24.7%

49.3%

25.8%

52.3%

209

328

174

119

109

110

１業務あたり

延べ

１業務あたり

84

646

7.7

697

8.3

192

1,430

7.4

1,633

8.5

落札件数上位３社

60%
40%
20%
0%

0.1%
29.8%

2.5%
44.6%

17.8%
3.7%

特命随意契約

19.9%
34.2%
1.3%

39.0%

41.8%

47.3%

49.4%

50.7%

51.8%

20.6%

20.1%

22.5%

1.6%

21.1%

22.7%

2.4%

20.5%
1.3%

0.8%

0.9%

0.9%

プロポーザル方式

入札参加上位５社

総落札件数

占有率

延べ参加件数

占有率

試行あり

22

26%

169

26%

試行なし*

51

27%

368

26%

*本試行の対象工種のうち、評価テーマを設けて通常どおり調達した業務。

0%

総合評価落札方式

参加表明者数

延べ

100%
80%

入札参加者数

業務件数

20%

40%

試行あり
15.3%
30.6%
（平均：78.5点）
試行なし*
10.3% 22.8%
（平均:77.8点）

価格競争方式

図－1 調達方式別発注件数・割合の推移

80点超

３．技術者評価を重視した選定の試行
総合評価落札方式で評価テーマを求める業務では、
受注者側では技術提案の作成、発注者側では技術提

79～80点

77～78点

60%

80%

38.9%

15.3%

42.8%
75～76点

100%

19.3% 4.8%
70～74点

図－3 試行の有無別の業務成績評定点の分布
４．今後の研究
国総研では、入札・契約の制度設計と評価分析等

案の審査など、双方に負担感が大きい状況となって

の技術支援を通じて、事務の簡素化と業務品質の向

いる。このため、評価テーマに代えて、技術者の過

上をバランス良く達成するための研究を進めるとと

去の成績と実施方針のみで評価する試行
（図－2）
を、

もに、当分野の諸課題の解決のため、データ等の証

2014年度より地方整備局が発注する一部の業務で実

拠に基づく政策提言を、引続き行っていく。

施している。

☞詳細情報はこちら

2014年度、2015年度の試行の有無による入札参加

1) 国総研 社会資本マネジメント研究室
http://www.nilim.go.jp/lab/peg/theme03.html

等の傾向をみると、１業務あたりの入札参加者数、
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

社会資本整備のストック効果の
社会資本整備のストック効果の
分析・評価手法に関する研究
分析・評価手法に関する研究

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不

けは不

けは不

要）

要）

要）

（研究期間：平成２７〜２９年度）

（研究期間：平成２７～２９年度）

社会資本マネジメント研究センター 社会資本マネジメント研究室
社会資本マネジメント研究センター 社会資本マネジメント研究室
室長
主任研究官
研究官
智弘山口
室長
主任研究官
研究官 悟司
小川 智弘小川
悟司 山口
根津 佳樹 根津 佳樹
（キーワード）
ストック効果、統計データ、メッシュデータ、社会資本整備
（キーワード） ストック効果、統計データ、メッシュデータ、社会資本整備
３．複合的な社会資本整備とストック効果の関係性

１．はじめに

会交通体系分科会計画部会の専門小委員会において、

が複合的に実施された結果、発現されているケース

「ストック効果の最大化に向けて～その具体的戦略

が想定される。そこで、複合的な社会資本整備とス

の提言～」が報告され、その中で、ストック効果の

トック効果の関係性について現地調査をおこなった。

「見える化・見せる化」の方法などが議論された。

盛岡市では新市街地の計画策定の際、新幹線や高

国総研ではこの議論も踏まえながら、社会資本整備

速道路とのアクセス性、ダム建設による治水安全度

のストック効果の分析・評価手法に関する研究を行

向上を踏まえて立地が決定され１）、バイパス整備

っている。

が行われた。メッシュデータで新市街地を分析する

本稿では、統計データを活用したストック効果に

と、立地事業所数が増加していることが把握出来

関する分析例を紹介する。

た。(図参照）

２．メッシュデータを含めた統計データの整理
昨年までに収集した市町村・都道府県単位に集計
された統計データに加えて、今年度は新たに「メッ
高速道路IC

シュデータ」に着目して分析を実施した。「メッシ

東
北
自
動
車
道

東
北
新
幹
線
四十四田ダム
（S43完成）

盛岡駅

ュデータ」
とは、
国土を方形の小地域区画に細分し、
御所ダム
（S56完成）

この区画に統計調査の結果を対応させて編集された
統計データである。関係省庁のサイト等から、スト

盛岡西バイパス
（H11～H25間に
北側より順次整
備、供用）

ック効果に関連すると考えられるデータ項目を抽出
し、人口、雇用・労働、企業生産活動、企業立地件

新市街地
形成
（H7～H25 ）

数などの分類ごとに、統計名、調査年度等の基礎的
情報を整理した。（表参照）
表 ストック効果に関連するメッシュデータの例
項目

データ項目名

統計調査名

実施機関

図 盛岡市周辺の事業所数の変化（H24-H13）

調査頻度、調査実施年度

人口

国勢調査

総務省統計局

世帯数

国勢調査

総務省統計局

1995年～2010年,5年毎

従業者総数

事業所・企業統計調
査（2001年,2006年）
総務省統計局
経済センサス（2009
年,2012年）

2001年,2006年,2009年,
2012年

工業統計調査

経済産業省

1987年,1980年,1982年,1993
年,1995年,2000年,2003
年,2005年,2008年,2010年

経済産業省

1994年,1997年,1999年,2002
年,2004年,2007年

４．おわりに

1995年～2010年,5年毎

人口

雇用・労働

製造品出荷額
企業生産活動

引き続きストック効果の遅効性や因果関係等の把
握を進めるとともに、ストック効果の分析手法の取
りまとめ及び事業評価への活用に向けた研究を進め
ていく予定である。

年間商品販売額

商業統計

企業立地件数

事業所数

事業所・企業統計調
査（2001年,2006年）
総務省統計局
経済センサス（2009
年,2012年）

2001年,2006年,2009年,
2012年

【参考】

地価・税収

地価公示

国土数値情報

1983年度～2015年度、1年毎

１）
盛岡南新都市土地区画整理事業 事業誌、
2014

国土交通省
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ストック効果は河川、道路、下水道等様々な事業

2016年11月、社会資本整備審議会・交通政策審議

3.

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

公共工事における総合評価落札
公共工事における総合評価落札
方式(技術提案)に関する運用方
方式（技術提案）に関する運用方
法の改善方策
法の改善方策

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

けは不要）

社会資本マネジメント研究センター
社会資本マネジメント研究センター 社会資本マネジメント研究室
社会資本マネジメント研究室
室長
主任研究官
研究官
室長
主任研究官
研究官
小川成実
智弘
大野 真希
小川 智弘
冨澤
大野 真希冨澤 成実

（キーワード）
公共工事、入札・契約、総合評価落札方式、技術提案、テーマ
（キーワード） 公共工事、入札・契約、総合評価落札方式、技術提案、テーマ

3.

きにくいテーマを抽出する。(図-1)

１．はじめに

生産性革命

国土交通省直轄工事における総合評価落札方式は、

各地方整備局等で2013年度～2015年度に技術提案
評価型S型で発注された工事を対象に分析した結果、

型)と施工能力評価型(Ⅰ型、
Ⅱ型)に区分し運用を行

ＰＣ(ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)工事では、ＰＣ桁の耐久性

っている。社会資本マネジメント研究室では、各地

(緊張、
グラウ

競争参加者に占める１位同点者の割合

2013年度から契約タイプを技術提案評価型(S型、A

ＰＣ工事

80%

上位と下位で点差が付きにくい

ト充填)・床版

告書として取りまめるとともに、運用上の課題等の

の品質確保・

フォローアップを実施している。技術提案評価型S

安全施工対策

型では、技術提案を求め企業の優れた技術力を活用

が他のテーマ

し公共工事の品質をより高める事を期待しているが、

に比べ点差が

技術提案の評価で1位同点者が複数発生し期待され

付きにくい事

る効果が得られていない事が懸念される。そこで、

が分かった。

発注者が設定する技術提案のテーマに着目した分析

(図-2)

を行い、今後の運用方法の改善方策を検討した。

３．技術提案評価型S型の改善方策

２．技術提案の評価結果に関する分析

60%

40%

20%

上位間で点差が付きにくい

方整備局等の総合評価落札方式の実施状況を年次報

床版の品質
確保
安全施工
対策

周辺環境対策
PC桁の耐久性向上（グラウト充填）
PC桁の耐久性向上（コンクリート）
PC桁の耐久性向上（全般）

架設の
精度向上

0%
0.0

PC桁の耐久性向上（緊張）

PC桁の耐久性向上（PC鋼材）

5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
最高得点者と最低得点者の点差の傾き

図-2 分析結果（PC工事）

上記の分析を踏まえ、点差が付きにくいテーマに

技術提案の評価点は、テーマ内容・評価基準・企

関しては、取組みスキーム(図-3)により技術提案の

業の技術力等の要因で決まる事から、一般に公表さ

多様性や有効性を確認し、標準化や入札時の評価に

れるテーマに着目し分析を行った。なお、テーマは

フィードバックを行う事で、
技術提案が活性化され、

工事内容に応じて1～2の大テーマを設定し、
1つの大

更なる公共工事の品質向上が期待される。

テーマに対し5個提案を求める。
そのため大テーマの

付き易い

下に具体的な小テーマを3～5個設定する事が多い。

点差が
付きにくい
テーマである
提案内容が
多様

分析にあたっては、大・小テーマを分類整理し、
そのテーマに関する技術提案の評価結果を基に指標

付きにくい

競争参加者の
提案内容
多くが同じ技術を
が同様
提案している
当該技術の有効性
有効性の
の程度が高い
程度が高くない

①（競争参加者に占める1位同点者の割合）、指標②

提案技術について現場での効果を確認し、
入札時の評価にフィードバック

（最高得点者と最低得点者の点差の傾き)を求め、
テ

有効性の
程度が高い

標準化に向けた
検討を推進

図-3 運用方法の改善に向けた取組みスキーム

ーマ毎に各指標の平均値を図にプロットし点差が付
４．今後の予定

100%
技
術
提
案
評
価
点
の
得
点
率

80%
60%
40%
20%
0%

競争参加者に占める
１位同点者の割合：68.4%

競争参加者に占める
１位同点者の割合：55.0%

今後も総合評価落札方式の入札・契約状況等をフ

最高得点者と最低得点者の点差の傾き
1.3492 ［ｙ＝-1.3492ｘ+1］

ォローアップし効果検証を進める予定である。
最高得点者と最低得点者の点差の傾き
1.4156 ［ｙ＝-1.4156ｘ+0.7］

【指標の平均値】
①競争参加者に占める１位同点者の割合 ：61.7%
②最高得点者と最低得点者の点差の傾き ※ ：1.3824

【参考：関連するWEBサイトのURL】

○○工事

社会資本マネジメント研究室のHPを参照

□□工事

※グラフ横軸の間隔を0.01とし最高～最低の得点分布を近似式で表した場合の傾き（絶対値）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ

http://www.nilim.go.jp/lab/peg/sougou_hinkakukon.html#26.03

（社）

図-1 各指標の算出イメージ
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

コンクリート工の生産性向上に
コンクリート工の生産性
関する検討
向上に関する検討

写真

社会資本マネジメント研究センター
社会資本システム研究室
社会資本マネジメント研究センター 社会資本システム研究室
主任研究官
室長室長
主任研究官市村 靖光
研究官
交流研究員
梅原
笹川
隆介隆介
古本
一司一司
市村 靖光研究官
梅原剛 剛交流研究員
笹川
古本

写真

（写

（写

真ﾃﾞｰ

真ﾃﾞｰ

写真

写真

（写

（写

真ﾃﾞｰ

真ﾃﾞｰ

i-Construction、コンクリート工、生産性、全体最適設計
（キーワード） i-Construction、コンクリート工、生産性、全体最適設計
１．はじめに

設計段階
概略設計

進めるための課題及び取組方針や全体最適のための
規格の標準化や設計手法のあり方を検討することを

予備設計

目的に、「コンクリート生産性向上検討協議会」を
詳細設計

平成28年3月に設置した。同協議会においては、コン
クリート工全体の生産性向上を図るために、これま

工事積算

での部分最適設計から全体最適設計への転換、現場

図-1 全体最適設計の検討概要

打ちコンクリート、プレキャスト技術それぞれの特

ールメリットを評価した事例、冬期施工におけるプ

性に応じた生産性向上につながる要素技術の一般化

レキャストボックスカルバートの採用に当たって、

に向けた検討、さらには、スランプなど品質規定の

工事期間中の交通規制費、雪寒仮囲い費等を含めて

見直しや構造物の設計、発注、材料の調達、加工、

場所打ち構造と比較した事例2)等を収集した。

組立等の一連の生産工程の最適化を図るようサプラ

また、設計者からは、「橋梁形式を検討する際

イチェーンの効率化等について検討が進められてい

に、プロジェクト単位でプレキャスト部材のスケー

るところである1)。

ルメリットの効果を踏まえることで合理化が図られ

このうちプレキャスト技術の採用も含めコンクリ

る」、「概略設計及び予備設計の段階では地元調整

ート工の全体最適設計に関しては、計画・設計段階

等現場条件、施工条件が不明確であるため、上流段

から直接工事費だけではなく、工期短縮、省力化、

階でのプレキャスト技術の採用の検討は困難」等の

安全性向上、維持管理の容易性といった要素も考慮

意見があった。これらを元に評価手法の素案を整理

することが有効であると考えられる。国総研におい

した。

ては、それら直接工事費以外の要素の効果を定量的

３．おわりに

に評価する手法について検討するとともに、それら

今後は、全体最適設計の考え方を確立し、国土交

を概略・予備・詳細設計段階でそれぞれどの程度考
慮すべきか等について検討を行っている
（図-1参照）
。

通省が策定する土木構造物設計ガイドラインの改定
に反映し、省力化技術の幅広い普及を進めて行く予

２．全体最適設計を図るための評価手法の検討

定である。

検討に際しては、全体最適を図った設計に関する

【参考】

既往の事例を収集するとともに、設計者に対して、
概略・予備・詳細の各設計段階のなるべく上流側で

1）	i-Construction第3回コンクリート生産性向上検討協
議会資料、2016年9月

のプレキャスト技術等の採用の検討についてヒアリ

http://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000034.
html

ング調査を行った。

2）	
国土交通省北陸地方整備局：北陸地方のプレキャス
ト製品活用事例

既往事例では、延長の長い高速道路における橋梁

http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/

上部工のプレキャスト床版の採用に当たって、スケ
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3.
生産性革命

国土交通省では、コンクリート工の生産性向上を

＜検討項目＞
1.フロントローディングの効果整理
どの段階でどのような比較検討を行えば、
より大きな効果があるか
例）プロジェクト単位でプレキャスト製品の
スケールメリットを評価し、設計に反映
例）より早い段階で標準設計を採用するこ
とを決定
2.比較検討項目、方法の整理
①ライフサイクルコスト
②工期短縮効果
③その他（技能工の削減等）
3.工事積算への反映

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

米国における監督・検査と品質管理
米国における監督・検査と
の実態
品質管理の実態
（研究期間：平成27〜29年度）

（研究期間：平成27～29年度）

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

社会資本マネジメント研究センター 社会資本システム研究室
社会資本システム研究室
社会資本マネジメント研究センター
研究官
室長
主任研究官
古本 一司
市村 靖光 交流研究員 笹川 隆介
研究官 行野 芳紹
行野 芳紹 室長 古本 一司 主任研究官 市村 靖光 交流研究員 笹川 隆介

3.

（キーワード） 米国、公共工事、工事監督、工事検査
（キーワード）
米国、公共工事、工事監督、工事検査

生産性革命

必要性や変更事項などの提言、施工者との変更事項

１．はじめに
発注者に求められる業務内容の多様化や、職員の

の交渉や根拠の整理等を実施している。ただし、工

削減が進む中、国総研では、品質を確保しつつ公共

期や契約金額、設計変更等の契約内容の変更が伴う

工事の監督・検査の合理化・効率化を図るための調

意思の決定については、
発注者の承認が必要となる。

査研究を進めている。

３．工事の品質確保における発注者の役割

その一環として監督・検査業務の外部委託を積極

施工者責任の明確化等の趣旨から、工事材料や出

的に進め合理化・効率化を図っているフロリダ州交

来形等の品質について、施工者が主体で品質管理

通局（FDOT：Florida Department of Transportation）

（CQC:Contractor Quality Control）を行い、CEI
では、施工者が主体で行った工事材料の試験結果に
対して抜き取りによる確認検査（Verification Test）

Michigan

を行っている。また、こうした確認に加え、プロジ

100 件以上

5件

ェクトとは独立した立場であるFDOTの地域事務所材

Virginia

10 件以上

料課によって、施工者側（材料メーカー等）の試験

California

3～4 件

Texas

機器、機材等の精度等を確認するため、同じサンプ

Florida

ルを用いて検証（Independent Verification）を行

1～2 件

い、試験の精度検証と試験結果の改ざん防止を図っ

における監督・検査の実態について調査を行った。

ている。我が国においては、昨今試験結果の改ざん

図1 監督・検査業務の外部委託件数

に関する問題が続けて発生しており、こうした取組
も踏まえつつ、より合理的な監督・検査手法につい

２．監督・検査業務の外部委託、及び職務と責任
FDOT で は 、 1980 年 代 中 盤 よ り CEI

※

て、検討を進めていく。

「※

４．今後の予定

Construction Engineering & Inspectionの略称で監
督・検査業務のこと。」を民間建設コンサルタント

本調査で対象としたFDOTは米国内でも民間コンサ

に委託する取組を行っている。我が国の現場技術業

ルタントを活用したCEIの実施に積極的な州であり、

務（現場技術員）も民間コンサルタントへの委託を

外部委託のCEI契約額が総事業費の12～14％を占め

行っているが、監督職員の補助的な役割としての位

ている。このように民間コンサルタントが大きな役

置づけであり、施工者への直接的な指示権限は有し

割を担っており、今後、関連する仕組みや、制度の

ていない。

詳細については引き続き調査を行う予定である。
一方、カリフォルニア州交通局（Caltrans）のよ

一方、FDOTが外部委託を行うCEIの職務内容には、
発注者側の技術者が工事実施段階で行っている監

うに発注者側の技術者の役割を外部委託することに

督・検査業務の大部分が含まれており、追加工事の

否定的な組織もあり、
米国のCEIを一括りにできない
点には留意が必要である。
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

施工パッケージ型積算方式の移行完
施工パッケージ型積算方式の移行完了
了について
（研究期間：平成２１～２８年度）
（研究期間：平成２１〜２８年度）
について
社会資本マネジメント研究センター 社会資本システム研究室
社会資本マネジメント研究センター
社会資本システム研究室
主任研究官
研 究 官
康弘
吉田
武教
主任研究官 杉谷
研究官
杉谷 康弘
吉田 武教
交流研究員
交流研究員
交流研究員 於本
交流研究員
正樹
竹屋宏樹
宏樹室長 室長
於本 正樹
竹屋
古本古本
一司 一司

写真

写真

（写

（写

真ﾃﾞｰ

真ﾃﾞｰ

写真

写真

写真

（写

（写

（写

真ﾃﾞｰ

真ﾃﾞｰ

真ﾃﾞｰ

（キーワード）
施工パッケージ、積算
（キーワード） 施工パッケージ、積算

3.

向上及び積算業務の効率化を目的にユニットプライ
ス型積算方式を改良して開発したものである。本方
式では、条件区分毎に定めた標準単価を統一の補正
式で補正して、積算単価を算出する。本方式では、
全ての工種で統一したフォーマットの標準単価と補

80

150

60

100

40

50

20

0

0
2012

2013

新規パッケージ数（左軸）

2015

2016

廃止歩掛数（左軸）

使用頻度割合（右軸）

正式で計算できるため、非常に簡単明瞭な方式とな
っている。

図－１ 施工パッケージ型積算方式への移行推移

２．移行完了までの推移

【受注者】透明性は
高まりましたか

歩掛方式から施工パッケージ型積算方式への移行

【発注者】積算はやり
やすくなりましたか

7%

推移を図－１に示す。2012年10月に63パッケージか

1%

4%

13%

ら開始し（85歩掛を廃止）、2016年10月に計画して
いた合計403パッケージの導入
（合計428歩掛を廃止）

31%

43%

を完了させた。これにより、積算に使用される割合

44%

57%

では、65％が施工パッケージ型積算方式で積算され
ることとなった。なお、歩掛の性質により施工パッ

かなり やりやすくなった

ケージ型積算方式が適切でないものは歩掛のまま残
すことにしている。

かなり高まった

やや やりやすくなった

やや高まった

変わらない

変わらない

やや やりにくくなった

３．導入の効果及び課題への対応

かなり やりにくくなった

2016年上半期に実施した導入効果に関するアンケ

図－２ 導入効果に関するアンケート結果

ート結果の一部を図－２に示す。受注者からは57％

４．おわりに

の方から透明性が高まったとの回答があった。
また、

現在設定している標準単価の数は1万1千個以上有

発注者からは、35％の方から積算がやりやすくなっ

り、今後は、これらが実勢価格と乖離しないように

たとの回答があった。これらの結果から、想定した

適時見直しを行っていく必要がある。そのため、膨

効果が出ているものと考えている。

大な数の標準単価と実勢価格の関係について、効率

一方で、歩掛がなくなったことで、機労材の投入

的にモニタリングする手法が必要であり、現在その

量（例えば、材料のロス率。）がわからなくなった

手法について検討を進めているところである。

との意見や、見積りが増えた等との意見があり、そ

☞詳細情報はこちら

うした意見に対しては記載内容の充実や標準単価の

http://www.nilim.go.jp/ lab/pbg/theme/theme2 /
theme_sekop.htm

区分を新たに設定するなどの対応を行った。
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施工パッケージ型積算方式は、積算価格の透明性

200

使用頻度割合（
％）

新規パッケージ・
廃止歩掛数

１．施工パッケージ型積算方式とは

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

i-ConstructionのためのICTを全面的に
i-ConstructionのためのICTを全面的に
活用する出来形管理の検討
（研究期間：平成27〜）
活用する出来形管理の検討
（研究期間：平成27～）
社会資本マネジメント研究センター

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

社会資本施工高度化研究室
室長
社会資本マネジメント研究センター
社会資本施工高度化研究室
森川 博邦 主任研究官 小塚 清 研究官 長山
真一
室長研究官
主任研究官研究官
研究官
研究官
交流研究員
森川博邦
長山真一
舛田裕司
舛田 裕司 小塚清
髙栁 佐和子
若林 康郎研究官 高柳佐和子

3.

交流研究員

若林康郎

（キーワード）
i-Construction、ICT、レーザスキャナ、ＵＡＶ
（キーワード） i-Construction、ICT、レーザスキャナ、ＵＡＶ

生産性革命

査結果をもとに出来形のばらつきが正規分布に従う

１．はじめに
i-Constructionのトップランナー施策の取り組み

ものとして、標準偏差の３倍を全数管理規格値の幅

「ICTの全面的活用」では、設計、施工、管理での3

とし、土工の面管理出来形基準には計測点の平均値

次元データを活用するとしている。そのため、工事

の規格値と個々の計測値の規格値を設定した。

の出来形計測等においてレーザスキャナ（LS）や空

３．基準類の見直しや新たな計測機器の活用検討

中写真測量（UAV）により得られる3次元点群データ

平成28年度は、
ICT土工現場を対象に実態追跡調査

を活用する手法を検討した。また、面的管理の拡大

による要領改訂の検討と新たな計測機器への対応す

のため、適用工種の拡大と新たな計測機器への適用

るための検討を実施した。また、UAV写真測量の計測

についても検討した。

方法について緩和するための検討では、ラップ率や

２．土工におけるICTを活用した出来形管理基準

標定点の設置頻度における計測精度との関係性を整

レーザスキャナやUAV写真測量で得られる3次元点

理して、計測ルールの緩和等の可能性を検証した。

群データを使って土工（掘削工、盛土工）の出来形

さらに新たな計測機器への対応として、自動車に

管理を効率的に行うため、従来の出来形管理基準に

搭載したレーザスキャナ（MMS）やUAVに搭載したレ

おける管理項目（基準高、幅、法長）の品質管理上

ーザスキャナ、地上移動体に搭載したステレオカメ

の意味を整理し、設計と出来形の標高較差に置き換

ラによる写真測量などの現場への導入可能性が考え

えて出来形管理をする面管理手法を検討した。

られる新しい３次元計測技術について出来形管理へ
の適応性調査を行なった。
４．舗装工におけるICTを活用した出来形管理基準
ICTを活用する工種の拡大として、
舗装工について
検討を行った。舗装工における面管理では、LSによ
る3次元点群データを活用することとし、
舗装工事施

図-1 管理基準の置き換え
面管理は、従来の代表断面での管理より計測点数

工現場における施工精度実態調査結果等をもとに、

が増え、計測値のばらつきが大きくなるため、従前

出来形管理要領素案をとりまとめた。これにより平

の規格値を全計測点に適用すると、過度な出来形管

成29年3月にICT舗装工の基準類が発出された。

理を求めることになるので、出来形管理における規

５．今後の展開

格値が従前同等となるように、面管理における規格

今後、ICT工事について、現場作業の効率化による

値を設定した。面管理における規格値の検討におい

生産性向上効果や課題の把握等、現場の実態追跡調

て、従前の出来形管理基準に基づき施工管理された

査をしていくとともに、
ICT活用の他工種への展開の

土工施工現場において、管理断面以外の箇所の出来

ための研究を進めていく。また、維持管理段階での

形の実態を把握（施工精度実態調査）した。その調

データ活用に向けた研究にも取り組んでいきたい。
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

インフラ用ロボット情報一元化シス
インフラ用ロボット情報一元化
テムの構築（研究期間：平成２８～３０年度）
（研究期間：平成２８〜３０年度）
システムの構築
社会資本マネジメントセンター
社会資本施工高度化研究室 室長 森川
氏名博邦
森川 博邦
研究官
研究官
髙栁 佐和子
舛田 研究官
裕司 氏名 髙栁 佐和子

研究官

氏名

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不

けは不

要）

要）

舛田

裕司

（キーワード） インフラ用ロボット、災害対応、維持管理
（キーワード）
インフラ用ロボット、災害対応、維持管理、SIP
、SIP

3.
わが国では、人口減少と少子高齢化の進展により

ロボット情報データベース(http://vs.qlea.com/

労働者不足の問題をかかえており、社会インフラを

actec/robotdb/)は、国土交通省総合政策局が設置

ささえる技術者の担い手不足が懸念されている。

している「次世代インフラ用ロボット現場検証委員

このような課題解決のため生産性向上に資するロ

会」で評価された維持管理分野と災害分野のロボッ

ボット技術の活用が期待されており、現場導入に向

ト技術を登録しており、条件検索及び地図検索が可

けた研究開発が求められている。

能である。また、各地方整備局を中心としたロボッ
ト技術に関する災害協定の情報を随時登録しており、

国総研では、インフラ用ロボットの技術特性や配
置・保有情報等を一元化することにより、①維持管

統合災害情報システム（DiMAPS）との連携を検討し

理及び災害対応等の場面でロボットが有効に活用さ

ている。

れるとともに、②インフラ用ロボットに関するニー
ズとシーズのマッチングを通じて研究開発が継続的
に行われる「インフラ用ロボット情報一元化システ
ム」の研究を行っている。
２．インフラ用ロボット情報一元化システムの構成
本システムは、インフラ点検や災害対応用のロボ
図－２ ロボット情報データベース

ットの実現場での活用を推進するための「ロボット

４．コミュニティ

情報データベース」と、継続的技術開発及び社会実
装を支援する「コミュニティ」により構成される。

2017年1月に、インフラ点検用３次元モデリング

コミュニティとは、インフラ用ロボットの利用者で

技術の開発を目的としたコミュニティの立ち上げを

ある国や地方公共団体、技術開発者、製造者、保有

行った。このコミュニティの活動を通じ、技術開発

者等関係者による集まりと活動の場のことである。

の推進に必要な各プロセスを検証し、本システムの
課題抽出を行っていく。

図－１ システム構成

５．おわりに
本研究は、戦略的イノベーション創造プログラム
（SIP）に登録されており、５ヶ年計画の３年目で
ある。今後は、2016年度の研究成果をもとにシステ
ムの改良を行い、インフラ用ロボット技術の社会実
装に向けた研究を進めていく。
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３.ロボット情報データベース

１．はじめに

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

携帯電話網から生成された人口流動
携帯電話網から生成された人口流動
統計の都市交通分野への適用に向け
統計の都市交通分野への適用に向け
た取り組み
（研究期間：平成26〜28年度）
た取り組み

写真
（写真ﾃﾞｰ
ﾀの貼り付
けは不要）

社会資本マネジメント研究センター
（研究期間：平成26～28年度）

3.

社会資本情報基盤研究室 研究官 齋藤 貴賢
社会資本マネジメント研究センター
社会資本情報基盤研究室
室長
交流研究員
交流研究員
研究官
室長
関谷
浩孝
石田
大輔
中山石田
英昭 大輔 交流研究員 中山
（博士
（工学）
）
齋藤
貴賢 (博士(工学)) 関谷 浩孝 交流研究員
室長
主任研究官
都市研究部 都市施設研究室
都市施設研究室
新階新階
寛恭 寛恭 主任研究官
吉田 純土
室長
都市研究部
吉田 純土
主任研究官
道路交通研究部 道路研究室 （博士
（工学））橋本 浩良
主任研究官
道路交通研究部 道路研究室
浩良
(博士(工学)) 橋本

英昭

生産性革命

（キーワード） ビッグデータ、携帯電話網、人口流動統計、都市交通
（キーワード）
ビッグデータ、携帯電話網、人口流動統計、都市交通
１．はじめに

２．本研究での取り組み（交通手段判定）

近年、多様なニーズに対応した都市交通計画が求

本研究では、出発から到着までの移動時間（移動

められており、都市交通調査の効率化・高度化が課

速度）や移動距離等の情報をもとに、交通手段を判

題である。一方、情報通信技術の進展により、24時

定する手法について検討している（図-2）。判定手

間365日継続的に人の移動情報が取得できるように

法の一例として、
一定時間電源断があれば飛行機
（上

なってきている。

空には携帯電話網の電波が届かないため）、電源断

人の移動情報のうち、携帯電話網から生成される

がなく、かつ移動速度が150km/h～320km/hでは新幹

人の「移動」や「滞留」などの流動が把握できる統

線、
150km/h以下では自動車あるいはその他の手段と

計データ（以下「人口流動統計」という。）がある

分ける方法が考えられる。他にも、ある一定のルー

（図-1）1)。人口流動統計は、（株）NTTドコモの携

トを通過すれば、鉄道あるいは自動車（高速道路）

帯電話所有者である約7,000万人を対象に、24時間

と判定する手法も検討している。

365日の位置情報を取得可能であるため、
数年に１度

３．今後の予定

の特定日のみに実施される既存の都市交通調査では

今後、都市交通調査へ適用させる際の人口流動統

把握しきれない人の移動を把握できる可能性を秘め

計のデータ仕様
（品質基準）
を作成する予定である。

ている。一方で、携帯電話の位置情報のみが情報源
のため、移動の目的や交通手段を直接把握すること
はできない。
以上を踏まえ本研究では、人口流動統計の空間・
時間解像度を高める手法2)や、人口流動統計からは
直接の把握が不可能な、移動の目的や交通手段を推
計する手法を検討している。

図-2 交通手段判定の考え方
---------------------------------------------1) 「携帯電話網運用データに基づく人口流動統計とパー
ソントリップ調査手法との比較による活用可能性に関す
る研究」, 土木計画学研究・講演集, Vol.53, 土木学会,
2016.5
2) 「ICTを活用した都市交通調査・分析手法の高度化に関
する研究」, 国総研レポート2017, p.159

図-1 人口流動統計による「移動」「滞留」の判定
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

道路整備による救急医療施設へのアクセス
道路整備による救急医療施設へのアクセス向上
向上便益の計測方法の提案
（研究期間：平成25～27年度）
（研究期間：平成25〜27年度）
便益の計測方法の提案

写真
（写真ﾃﾞｰ
ﾀの貼り付
けは不要）

社会資本マネジメント研究センター 建設経済研究室
建設経済研究室
社会資本マネジメント研究センター

村田 英樹
村田

室長 室長

英樹

（キーワード） 道路整備、便益、救急医療、生存率
（キーワード）
道路整備、便益、救急医療、生存率
１．はじめに

経過時間と生存率の関係については、長距離救急
搬送の実態を有する北海道オホーツク地域を対象と

画では、ストック効果が最大限発揮される社会資本

して分析し、すべての疾患で無相関検定又は比率の

整備を目指している。
各事業の事業評価等において、

差検定により統計的に有意な関係式を得た
（図-1）
。

幅広いストック効果を把握し、わかりやすく伝える

R2=0.2033

14日後生存率（40分以内）

120%
100%

取り組みが行われているが、定性的で実感が持てな

80%

い、
地域住民に認識されていないなどの課題がある。

60%

本稿では、道路事業の効果のうち、国民の関心が

搬送件数

40%

10件
1件

20%

高く、事後評価でも使用頻度の高い救急医療施設へ

Ｂ = -1.29Ｘ+107.81
y = -0.0129x + 1.0781

0%

のアクセス向上効果について、国総研において検討

-20%

0分

10分

20分

30分

40分

50分
N=45

※Ｂ：患者の生存率（％）、Ｘ：経過時間（分）

した統一的な便益測定手法（案）を紹介する。

図-1 急性心筋梗塞等（重症）の関係式

２．検討事項

３．アクセス向上便益の試算

既往研究を踏まえて貨幣価値換算手法を以下のと

取りまとめた計測手法（案）をもとに、都市部バ

おり整理した上で、算定手法の精度向上・適用向上

イパスと地方部バイパスを対象としてアクセス向上

に向けた各種条件設定方法の改善を行った
（表-1）
。

便益の試算を行った。算定条件は、費用便益分析と

救急医療アクセス向上便益（円／年）
＝L（道路整備あり）－L（道路整備なし）

同様の道路ネットワーク、速度（推計速度）、計測
単位（1kmメッシュ）、便益算定期間（50年、割引率

L ：救急搬送後に生存する人命の貨幣価値（円／年）

4％）とした。その結果、アクセス向上便益は既存3

L＝Σ（Ｐ×Ａj×Ｂj×Ｃj）
Ｐ ：便益算定地域の人口（人）
Ａj ：疾患別の搬送患者発生率（／年）
Ｂj ：経過時間に対応する疾患別の生存率
Ｃj ：人命価値（円／人）
j ：対象疾患（急性心筋梗塞等、脳梗塞、脳内出血、
くも膜下出血、大動脈解離、重症外傷）

便益合計（走行時間短縮、走行費用減少、交通事故
減少）
と比較して7%～18%程度の割合となった
（表-2）
。
表-2 アクセス向上便益の試算結果

表-1 各種条件設定方法の改善内容
疾患別に搬送先医療施設を設定
対象疾患を明確化し、厚生労働省の
患者統計及び消防庁の救急搬送統
計により推計（都道府県別算定可）
経過時間と 搬送患者数のサンプルを増やし、消
生存率の関 防覚知からの経過時間と14日後の
係式
生存率の関係式を導出
人命価値
対象疾患別に、ライプニッツ法によ
（逸失利益） り各年齢階層別の逸失利益を算定
し、死亡者数の加重平均により設定
将来患者数 患者統計及び救急搬送統計より各
の推計
疾患における性別・年齢別の発生率
を算定し、各発生率に将来推計人口
を乗じて推計
救急搬送先
患者発生率

地域

道路類型

都市部
地方部

バイパス
バイパス

アクセス
向上便益
98 億円
76 億円

既存 3 便益
との比較
7％
18％

４．おわりに
今後、提案した計測手法（案）に基づいて、具体
の事業での試行・評価を行い、それらを踏まえて改
善するとともに、ドクターカーなどの医療体制の変
化を踏まえて見直していくことが必要と考えられる。
☞詳細情報はこちら
1） 田島明：道路整備に伴う救急医療施設へのアク
セス向上効果の貨幣価値換算手法の提案、土木
技術資料、第59巻、第3号、pp.34-37、2017
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3.
生産性革命

2015年9月に策定された第4次社会資本整備重点計

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

英 国 に お け る 「 広 範 な（Wider
経済効
果
英国における「広範な経済効果
Impacts）」
(Wider Impacts)」の計測方法の我が国
の計測方法の我が国での適用の可能性の検討
での適用の可能性の検討
社会資本マネジメント研究センター 建設経済研究室
建設経済研究室
社会資本マネジメント研究センター

写真
（写真ﾃﾞｰ
ﾀの貼り付
けは不要）

村田 村田
英樹 英樹
室長

役職室長
役職

（キーワード） 道路整備、経済効果、不完全競争市場、集積の経済
（キーワード）
道路整備、経済効果、不完全競争市場、集積の経済
表-2 クロスレールプロジェクトの便益(2005)

１．はじめに

3.

英国、米国及びEUでは、交通インフラの整備にあ

生産性革命

利用者便益
広範な経済効果
①集積の経済
②独占的競争の是正
③労働市場の変化

たり、利用者便益以外の間接効果の便益についても
計測し、事業実施の優先度の判断や住民・関係者へ
の説明に活用している。中でも先駆的な英国交通省
の交通インフラの事業評価の指針では、不完全競争

便益額
161億ポンド
72億ポンド
31億ポンド
5億ポンド
36億ポンド

比率
100.0%
44.5%
19.2%
3.0%
22.3%

出典：Crossrail Ltd(2005)

３．我が国での適用の可能性の検討

市場（外部性、独占的競争等）を前提とすると、利
用者便益に加えて「広範な経済効果（Wider Impacts）」

我が国の道路事業において「広範な経済効果」を
計測するため、関係する既往文献をレビューし、複

が生ずるとしている。
我が国においても、人口減少下で経済成長を実現

数の算定式を検討した。また、具体のプロジェクト

するためには、生産性を向上させるストック効果の

（圏央道等）を対象にして、英国の算定式に基づい

高い社会資本整備が求められており、利用者便益で

て一定の仮定のもと我が国でのパラメータを推計し、

計測できていない「広範な経済効果」を適切に評価

「広範な経済効果」の試算を行った。集積の経済に

することは重要である。

ついては地域別の便益の分布と物流施設の立地動向
等との関連状況を確認した（図-1）。

本稿では、英国における「広範な経済効果」の計

図-1 圏央道における集積の経済
（第2次産業）の試算

測方法と適用事例を紹介するとともに、我が国での
適用の可能性の検討状況について紹介する。
２．英国における「広範な経済効果」の計測方法
英国交通省の指針では、以下の「広範な経済効果
（Wider Impacts）の計測方法を示している（表-1）。
表-1 広範な経済効果(Wider Impacts)の内容
種類
①集積の経済

経済効果の内容と算定の考え方
アクセス可能な財、サービス、雇
用等の増大による生産性の向上
・アクセシビリティ(有効密度)の
伸び率×地域総生産
②独占的競争 独占的競争市場における競争促
の是正
進による生産量の増加
・業務便益の増加×10％
③労働市場の 労働者の移動や労働供給の増加
変化
による税収の増加
・所得の増加×租税負担率

便益（百万円／年）

注）圏央道全線が開通した場合に
発現が予測される市町村毎の
年間便益を図示

0 ~ 0.1
0.1 ~ 1
1~5
5 ~ 10
10 ~
高速道路（H22 までに開通）
高速道路（H23 以降開通）
高速道路（事業中）

４．おわりに

ロンドンを東西に横断する都市鉄道の新路線「ク

今後、我が国での適用に向けて、日本の道路事業

ロスレール」について、英国交通省の指針に基づい

に適した「広範な経済効果」の算定式及びパラメー

た「広範な経済効果」が推計されている（表-2）。

タの設定方法の検討を行っていくとともに、社会経

広範な経済効果の合計は約72億ポンドで、利用者便

済指標との関連分析、他の経済分析方法との比較等

益約161億ポンドの約45％にあたる。

により算定式等の検証を行っていく予定である。
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

河川管理における外来植物の
河川管理における外来植物の
分布拡大の抑制（研究期間：平成26～28年度）
分布拡大の抑制（研究期間：平成26〜28年度）

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

けは不要）

社会資本マネジメント研究センター
社会資本マネジメント研究センター
緑化生態研究室 主任研究官 山岸 裕 招聘研究員
頼子 室長 舟久保
(学術博士) 畠瀬
招聘研究員
緑化生態研究室 主任研究官 山岸 裕 （学術博士）
畠瀬 頼子 室長 舟久保 敏

敏

（キーワード）
河川、外来植物、外来植物防除対策
（キーワード） 河川、外来植物、外来植物防除対策

の現状を把握するためにアンケート調査等を実施し

１．はじめに

た。アンケート調査では、外来植物の定着初期段階

注）

に対策を実施した場合に高い効果が得られるという

議決定）では、愛知目標

の達成に向けたわが国の

傾向が示された（図）。

国別目標を設定しており、外来種対策の具体的な施
策のひとつとして、河川における外来種の急速な分
布拡大を踏まえた外来種対策の推進、外来植生等に
関する調査研究および効果的な対策の検討を行うと
している。また、愛知目標を踏まえて策定された「外
来種被害防止行動計画」（平成27年3月26日策定 環
境省 農林水産省 国土交通省）においては、外来種

オオキンケイギク(木曽川)

対策として蔓延防止に向けた侵入初期段階を重視し

写真 撒き出し実験で発芽した実生の例

オオハンゴンソウ(北上川)

ている。そのために、河川における外来植物対策に

（単位：地区数）
0%

おいては、地上の植生状況のみならず、種子供給源

20%

定着初期

および土壌シードバンク（埋土種子集団）の形成を
把握することが、外来植物の侵入段階及び今後の分

40%

60%

14

分布拡大期

80%

4

28

28

5

5

0

100%

5

7

3

布拡大等の植生変化を把握する上で重要となると考
まん延期

えられる。
２．研究内容

その他

1．の背景のもと、国総研では、平成26年度より河

1
減少した

川における地上部植生のみならず地下部の埋土種子

0

0

2

4
変化は見られない

増加した

その他

図 外来植物の定着段階と防除対策の効果

の種組成及び分布特性を調査し、それらを用いた外
来植物の侵入段階の把握、さらには侵入段階に応じ

平成28年度は、過去２箇年度の研究成果等をもと

た外来植物の効率的な防除対策に関する研究を行っ

に、地上部植生と土壌中の埋土種子分布の関係を分

ている。

析するとともに、外来植物の侵入動向及び定着に関

平成26年度には、アレチウリ、オオキンケイギク

する分析等を行った。

等の特定外来植物を含む外来植物が生育している全

なお、土壌採取及び撒き出し実験は、外来生物法

国の６河川（北上川、荒川、鬼怒川、多摩川、木曽

に基づく許可を得て実施した。

川、吉野川）を対象として、生育箇所周辺における

３．おわりに

地上部の植生調査及び土壌の採取等を行った。

本研究の成果として、河川管理における外来植物

平成27年度には、
採取した土壌の撒き出し実験
（写

防除に関するアンケート調査結果及び防除対策に関

真）及び本省水管理・国土保全局河川環境課の協力

する解説書
（案）
を国総研資料として公表していく。

のもと全国の直轄河川事務所における外来植物防除
注)「愛知目標は、戦略計画2011-2020で、2050年までに「自然と共生する世界」を実現することをめざし、2020年までに生物多様性の損失を
止めるための効果的かつ緊急の行動を実施するという20の個別目標です。戦略計画2011-2020は、生物多様性条約の3つの目的、(1)生物多
様性の保全、(2)生物多様性の構成要素の持続可能な利用、(3)遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分、を達成するため、
COP10で採択された2011～2020年の新たな世界目標です。」環境省ホームページより http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/
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3.
生産性革命

「生物多様性国家戦略2012-2020」（平成24年9月閣

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

在来草本を活用した緑化技術
在来草本を活用した緑化技術
（研究期間：平成26〜28年度）

（研究期間：平成26～28年度）

社会資本マネジメント研究センター
社会資本マネジメント研究センター
主任研究官
室長
室長
緑化生態研究室 主任研究官
緑化生態研究室
武田 武田
ゆうこゆうこ
舟久保 舟久保
敏

敏

（キーワード） 在来種、地域生態系、緑化
在来種、地域生態系、緑化

3.

域性緑化植物リストを作成して、分布、生育環境、

１．はじめに

形態、繁殖方法、開花期等の基本情報及び鑑賞性等

道路や公園、河川等の公共事業で生じる裸地は、

生産性革命

浸食防止や周辺環境、景観への配慮から早期緑化が

の緑化植物としての有用性について整理した。

求められるため、コストや入手のしやすさから外来

３．種子採取･発芽試験･播き出し試験
リストの中からカワラナデシコ、ノハラアザミ、

牧草による緑化が主流となっている。
その一方、外来生物法等を背景に、公共事業で使

オミナエシ等41種について、種子生産に関する試験

用する緑化植物についても在来種を利用するといっ

(図2)を行い、発芽特性を調べるとともに、緑化利用

た地域生態系への配慮が求められることが増えてい

の可能性について検討した。

るが、十分な種苗の確保が課題となっている。
このため国総研では、在来種による緑化を進める
にあたっての望ましい種を選定するための考え方を
整理するとともに、市場生産による供給が困難な種
については事業者が自ら又は地域と連携して簡便に
採取・生産する手法の検討を行っている。
２．地域性緑化植物リストの作成
在来種の中でも、
草本を用いた緑化目標としては、
二次草原（ススキ型草地、シバ型草地等）、二次林
の林床植物が想定されるが、事業者は個々の事業ご
とに、現場条件や生態的な観点のほか、鑑賞性、文
化的な観点等についても検討して植物種を選定して
いくことが必要となる。本研究では、関東地方の二
次草原及び二次林床植物の中から、緑化に利用しや
図 2 種子生産に関する試験

すく鑑賞性に優れる等の観点（図1）から200種の地

４．緑化事例調査
地域と連携して在来草本を活用した緑化を行って
いる道路、河川、公園の事例等について仕組みや工
夫点を明らかにするため、ヒアリングを行って事例
カルテを作成した。
５．おわりに
これらの結果を踏まえ、事業者が在来草本を活用
した緑化を行う際の参考となるよう、草種の選定や
その特性を踏まえた栽培方法、事業への導入方法等
について、
技術資料として取りまとめる予定である。

図 1 草種選定の観点
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

地域づくりを支える道路空間再
地域づくりを支える道路空間再編・利用
編・利用の展開
（研究期間：平成２５～２９年度）
（研究期間：平成２５〜２９年度）
の展開

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

社会資本マネジメント研究センター
社会資本マネジメント研究センター
研究官
室長
研究官
緑化生態研究室 （博士
西村 亮彦
舟久保
敏 敏
（工学））
緑化生態研究室
亮彦 室長
舟久保
(博士(工学)) 西村
（キーワード） 道路空間再編、空間再配分、道路空間の利活用、地域づくり、まちづくり
（キーワード）
道路空間再編、空間再配分、道路空間の利活用、地域づくり、まちづくり

3.

１．はじめに

生産性革命

近年、少子高齢・人口減少社会の本格的な到来を
はじめ、わが国の都市をとりまく社会情勢が大きく
変化する中、市街地の道路空間について、空間再配
分や多目的利用を通じて、多様な機能をバランス良
く発揮させることが求められている。そこで、2014
年度より全国各地における道路空間再編事例の収集
に取り組み、近年みられる道路空間再編の傾向を把
握するとともに、現場で培われてきたノウハウ・ア
イデアの蓄積・共有に取り組んでいる。
２．関係者の役割分担に関する整理
2016年度は、地域づくりとの連携を図った取り組
みを中心に、各事例におけるステークホルダーの関
係性を横断的にレビューし、関係者の役割分担につ
いて類型化を試みた。分類の結果、道路空間再編の
目標に応じた役割分担のパターンを５つ抽出すると
ともに、各パターンにおける合意形成・利害調整の
留意事項を整理した。（右図）
具体的には、反対する利害関係者が多く合意形成
が難しいケース、初期段階から適切なマネジメント

図 道路空間再編における役割分担のパターン

体制の構築が求められるケース、関係者の発意があ

づくりを支える道路空間再編の手引き（案）」の作

れば比較的容易に事業を進めることができるケース

成に取り組んでいる。

等、役割分担に応じて合意形成の難易度が左右され

また、手引きの付録として、学ぶべきポイントを

ることが分かった。また、一般的に関係者が増える

多数有する国内外の事例を収集・整理した、ベスト

につれて調整に時間を要する傾向が確認された。

プラクティス集の作成に取り組んでいる。

３．手引き（案）の作成

４．今後の展開

行政担当者をはじめとする実務者が道路空間再編

2017年度は、デザイン上の工夫に着目した図面等

を実践するにあたり、関係機関との調整、地元の合

の資料収集を行い、計画・設計上の技術的な留意事

意形成、資金確保、デザインの検討、マネジメント

項を取りまとめた図集の作成を検討している。

スキームの構築等、様々な課題に直面することとな

☞詳細情報はこちら

る。そこで、事業の構想・計画から実施・維持管理

1) 西村亮彦, 木村優介, 栗原正夫：地域づくりに効果的
な道路空間の再編・利用手法, 土木技術資料, 58(5), pp.
36-39, 2016.

にいたる各段階における留意事項を整理した「地域
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

i-Constructionの推進
i-Constructionの推進
i-Construction 推進本部
i-Construction推進本部 河川構造物管理研究官
建設マネジメント研究官
喜安 和秀
佐々木 隆
建設マネジメント研究官
河川構造物管理研究官
喜安
和秀,
佐々木 隆，
道路構造物管理システム研究官
福島 眞司
道路構造物管理システム研究官
福島 眞司

（キーワード） i-Construction, 生産性向上 ,ICT,CIM, 全体最適
（キーワード）
i-Construction,生産性向上,ICT,CIM,全体最適

3.

とともに、現場での実施状況を踏まえ基準類のフォ

１．i-Constructionの意義と動向

生産性革命

建設現場では、労働者の高齢化や若年入職者の減

ローアップと必要な見直しの検討を実施した。また

少により、中長期的に担い手の不足が懸念されてい

28年度は、舗装工についても、LSによる3次元点群デ

る。i-Constructionは、国土交通省が推進している

ータを出来形管理に活用するための出来形管理要領

生産性革命の一環であり、調査・設計から施工・検

素案をとりまとめた。これらの成果も踏まえ、29年

査、維持管理までプロセス全体の最適化を図ること

3月に国土交通省よりICT土工及びICT舗装の新たな

により、建設現場における一人一人の生産性を向上

基準類が発出された。

させ、魅力ある建設現場の実現をめざす取り組みで

さらに国総研では、3次元で設計したデータをCIM

ある。成長戦略の新たな司令塔である「未来投資会

モデルとして「施工」に留まらず「維持管理」段階

議」（議長・安倍総理）第1回会議（平成28年9月12

にも流通させるための研究を実施しており、その成

日）では、第4次産業革命による『建設現場の生産性

果は国土交通省が29年3月に策定したCIM導入ガイド

革命』に向け、「建設現場の生産性を、2025年まで

ライン等に反映された。

に2割向上を目指す」との表明がなされた。

３．全体最適の導入（コンクリート工）

国総研は、
28年3月にi-Construction推進本部を立

国総研では、コンクリート工の生産性向上の観点

ち上げ、ICTの全面的な活用や全体最適の導入（コン

から、プレキャスト技術の採用も含め、部分最適設

クリート工の規格の標準化等）について研究・開発

計から全体最適設計への転換を図るための設計手法

及びその普及を推進している。

のあり方や、規格の標準化を研究している。
28年度は、計画・設計段階から、直接工事費だけ

２．ICTの全面的な活用
ICT土工は、
i-Constructionのトップランナー施策

でなく工期短縮、省力化、安全性向上、維持管理の

の一つであり、土工の調査・測量、設計、施工、検

容易性等の要素を総合的に評価するための定量的評

査のプロセスにおいて３次元データを一貫して活用

価手法を検討した。また、機械式継ぎ手など新たな

し、生産性向上を目指すものである。

要素技術導入のためのガイドライン等を検討する委
員会にも参画している。

国総研では、27年度に、土工の3次元設計データ交
換標準案を作成するとともに、工事着手前の地形測

４．今後の展開

量や工事の出来形計測において、
レーザスキャナ
（LS）

国総研では、29年度もICT土工、ICT舗装工のフォ

や空中写真測量（UAV）により得られる3次元点群デ

ローアップを行うとともに、
ICTの活用の他工種への

ータを活用するため、面管理による出来形管理基準

展開や3次元設計データ（CIMモデル）の標準化及び

及び規格値を設定した。
これらの成果を含むICT土工

流通拡大を図るための研究を進めていく予定である。

に関する15の基準類が28年3月に国土交通省より発

コンクリート工についても、全体最適設計のため

出され、28年度よりICT土工が導入された。国総研は

の土木構造物設計ガイドライン案や積算基準の改定

その普及と円滑な施工のため、HP等での広報や全国

案の作成を目途に引き続き研究を進めていく。

各地での講習、現場からの問い合わせ対応等を行う
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個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

環境分野の
環境分野の
研究を推進
研究を推進

写真

写真

写真

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

環境研究推進本部
環境研究推進本部
下水道機能復旧研究官
水環境研究官
道路環境研究室長
井上井上
隆司 隆司
下水道機能復旧研究官 内田 勉
内田 勉 水環境研究官松尾
松尾和巳
和巳 道路環境研究室長
津波災害研究官
住宅情報システム研究官
緑化生態研究室長
足永 靖信
舟久保 敏
津波災害研究官 岡本 修
岡本 修 住宅情報システム研究官 足永 靖信 緑化生態研究室長 舟久保 敏
（キーワード） 環境、エネルギー、地球温暖化、CO2、生物生息地、土地利用、居住環境、廃棄物
（キーワード）
環境、エネルギー、地球温暖化、CO2、生物生息地、土地利用、居住環境、廃棄物

3.
【河川研究部】Ｃバンドレーダ雨量計の高性能化によるＸＲＡＩＮ雨量観測の高度化

国総研の各研究部・センターは、国土マネジメン

【土砂災害研究部】衛星リモートセンシング技術を用いた大規模土砂災害監視手法
【道路構造物研究部】インフラ間の相互依存構造を考慮した災害復旧シミュレーション

トに関する研究の一環として、環境に関わりのある

【都市研究部】地震時の市街地火災発生時における密集市街地の防災性能評価のための技術開発

研究を進めている。環境研究推進本部は、国総研が

【下水道研究部】災害に強い下水道を目指して～下水道管の耐震化優先度評価の開発～

実施する各分野の環境研究について、情報の共有と

【建築研究部】災害拠点建築物の機能継続技術の開発

【社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究ｾﾝﾀｰ】みどりを活用した都市の防災・減災対策の推進に関する研究
【沿岸海洋・防災研究部】概念モデルを用いた沿岸域における生物生息場の最適配置の検討

対外的発信を図るとともに、分野横断的な調査研究
等の推進に寄与することとしている。

図 環境研究シンポジウムでの研究紹介一覧
また、環境研究に関する情報交換を行い、研究者

２．環境分野の研究

の知見を広げ、相互交流を促し、一層効果的に研究

国総研における環境研究は多岐にわたる。
近年は、

推進を図るため、研究交流会を重ねている。2016年

エネルギー、地球温暖化を始め、生物生息地、土地

度は“地球温暖化対策（緩和策）にかかる評価手法

利用・居住環境、廃棄物などの政策課題に対応し、

の開発”をテーマに異なる分野間で互いの研究内容

研究が進められており、現在、これら研究のうち一

の紹介を行ったほか、新たな試みとして“グリーン

定成果を公表済みのものを中心に一覧を整理してい

インフラを活用した国土・地域づくり”をテーマに

るところである。

外部講師との意見交換を通じて今後の研究課題を模
索する機会を設けた。

３．研究の推進

このほか、環境分野の研究者名簿の整備、ホーム

環境研究推進本部は、国総研における環境分野の

ページ等による情報発信に取り組んでいる。

研究を、適切な機会を通じてアピールすることに取
り組んでいる。その一つとして、環境研究に携わる

４．今後の展開

国の施設等機関、国立研究開発法人及び国立大学法

環境分野の研究は、防災・減災の取組等と同様、

人の13研究機関が一堂に会して開催している環境研

国土交通省の使命である将来にわたる持続的な国

究シンポジウムにおいて、全体テーマ『レジリエン

土・社会づくりに大きく関わっている。

トな社会・国土を創る環境研究』に関する取組等に

環境研究推進本部は、引き続き環境分野に係る今

ついての講演やポスター発表を行った
（写真及び図）
。

後の研究のあり方を追究しその推進を図るとともに、
広く研究者や行政機関、国民の皆様に、国総研の最
新の環境研究の成果を発信するよう努めていく。
☞詳細情報はこちら
環境研究推進本部HP
http://www.nilim.go.jp/japanese/organization/k_honbu/
indexkankyou.htm

写真 環境研究シンポジウムでの研究紹介の様子
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生産性革命

１．はじめに

研究動向・成果

災害時のTEC-FORCE等専門家派遣及び技術支援活動状況
災害時のTEC-FORCE等専門家派遣及び技術支援活動状況
１．はじめに

橋梁等の道路構造物、各種の建築物など、それぞれ

近年、自然的インパクトが局地化・集中化・激甚

4.

の被災に対応する分野の専門家を派遣した。

化していることは既に認識され、ハード・ソフト対

TEC-FORCEとしての活動以外にも、被災地の地方公

策を総合し、被害を最小化するための取組みがより

共団体や地方整備局等からの要請に対し、迅速に専

一層強く推進されてきている。そのうち、有力な手

門家を派遣し、技術的支援活動を継続している。ま

段の一つとして、
国土交通省は平成20年にTEC-FORCE

た、自主調査も積極的に行い、防災・減災に関する

（緊急災害対策派遣隊）を創設し、被害の発生・拡

技術力向上のための活動も行なっている。

大の防止や被災地の早期復旧等を目的として、その

災害時の専門家派遣及び技術支援活動

３．活動の貢献への評価

活動を積み重ねてきている。

平成27年9月関東・東北豪雨災害に対する国総研の
２．国総研のTEC-FORCE等活動

TEC-FORCEの活動が評価され、
平成28年12月に開催さ

国総研より派遣するTEC-FORCEは、日々の研究等に
よる蓄積をバックボーンに、専門家として判断がよ

れたTEC-FORCE全国大会において、
国土交通大臣表彰
を受けた。

り複雑あるいは難しい事象や被害を主な対象とした

また、
平成26年8月に広島市で発生した土砂災害で

『高度技術指導班』として活動する。主な役割は被

は、国総研からも隊員を派遣したが、同災害に対す

害状況の調査や施設の安全性評価に加え、二次災害

る国交省全体のTEC-FORCE活動について、平成28年9

防止のための高度な判断に基づく助言などである。

月に平成28年防災功労者内閣総理大臣表彰を受けた。

平成28年4月の熊本地震では、山間部の土砂崩落、
表

平成２８年(１～１２月)専門家の派遣実績

●熊本地震
部・センター、課室及び役職
下水道機能復旧研究官
室長

下水
道
研究
部

下水道

主任研究官

氏名

河川

大規模河

横田 敏宏

5/11～5/13

研究

川構造物

4/15～4/18,

部

研究室

深谷 渉

研究室
研究官

宮本 豊尚

室長

服部 敦

部

5/11～5/13,
5/26～5/27
4/15～4/16
4/15～4/16,
5/11～5/12
4/15～4/16,

福島 雅紀

土砂
災害

砂防
研究室

研究

5/11～5/12
河川

山本 陽子

4/26～4/27

土砂災害

研究室

柳川 一博

4/15～4/16

研究室

西村 雄喬

4/15～4/16

笹岡 信吾

4/26～4/27

道路

4/26～4/27,

交通

道路環境

5/11～5/12

研究

研究室

4/15～4/16,

部

研究官

鈴木 淳史
研究員

中村 賢人

5/11～5/12
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派遣期間

金銅 将史

4/17～4/20

研究官

田中 幸志

4/17～4/20

岡本 敦

4/25～4/29
4/18～4/24,

室長

桜井 亘

主任研究官

内田 太郎

4/20～4/24

松本 直樹

4/25～4/29

泉山 寛明

4/26～4/29

研究官

(併)

部

4/26～4/27,

氏名

室長

部長

5/11～5/13,
5/25～5/27

主任研究官

研究

部・センター、課室及び役職

4/15～4/18

森 啓年

河川

派遣期間

内田 勉

5/4～5/11

篠原 仙充

4/20～4/22

松澤 昌英

4/23～4/25

土門 弘和

4/26～4/29
4/15～4/17,

室長

國友 優

研究官

村田 郁央

4/22～4/26

研究員

鈴木 大和

4/18～4/21

室長

井上 隆司

4/24～4/27

研究官

光谷 友樹

4/24～4/27

4/23～4/28

研究動向・成果

部・センター、課室及び役職
部長

氏名
木村 嘉富

道路構造物管理ｼｽﾃﾑ
研究官
室長

福島 眞司

星隈 順一

派遣期間

部・センター、課室及び役職

5/12～5/13,

室長

7/5
道路

6/1～6/2

構造

4/15～4/18,

物研

5/1, 6/16～

究部

道路
地震防災
研究室

6/17

橋梁
研究室

道路

4/21～4/23

松川 武彦

4/21～4/23

増田 安弘

4/25～4/28

河野 晴彦
宮原 史

構造
室長

物研

間渕 利明

究部
高木 繁
主任研究官
構造・基礎
研究室

西田 秀明
阿部 稔
上原 勇気

研究官

道路基盤

室長

久保 和幸

主任研究官

谷川 征嗣

研究室
研究官

基準認証ｼ
ｽﾃﾑ研究室

梶尾 辰史
中川 量太
石井 洋輔

中川 貴文

室長

森田 高市

4/15～4/18,
4/25～4/28

建築

4/16～4/18,

研究

6/14～6/15

部

構造基準
研究室

主任研究官

5/11～5/12

設備基準

4/21～4/23,

研究室

5/25～5/26

防火基準

4/21～4/23

研究室

4/21～4/23,

評価ｼｽﾃﾑ

5/11～5/12

研究室

5/11～5/12,

沿岸海洋防災

5/25～5/26

研究部

4/21～4/23

沿岸防災研究室

榎本 忠夫

4/21～4/23

石原 佳樹

6/1～6/2

船越 義臣

6/1～6/2

4/29～4/30
4/25～4/28,
6/6～6/7
4/26～4/28,
4/28～4/29,
6/8～6/9
4/29～4/30

港湾
研究
部

柏 尚稔

4/22～4/24,

宮村 雅史

4/16～4/19

5/19～5/20

諏訪田 晴彦

4/19～4/23,

4/19～4/23

6/7
4/19～4/21

4/15～4/17,

4/19～4/21

4/16～4/18,

5/19, 6/6～

5/19～5/20

主任研究官
岩田 善裕

4/24～4/27,
西藤 淳

中尾 吉宏

港湾施設
研究室
空港施設
研究室

社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
研究センター
緑化生態研究室

4/28～4/29,
6/6～6/8

主任研究官

山口 秀樹

4/19～4/21

主任研究官

樋本 圭佑

4/26～4/28

主任研究官

脇山 善夫

4/19～4/21,
5/23～5/25,
6/8～6/10
室長

鈴木 健之

4/17～4/18

主任研究官

内藤 了二

4/15～4/17

竹信 正寛

4/15～4/17

福永 勇介

4/17～4/18

室長

坪川 将丈

4/16～4/17

室長

栗原 正夫

5/16～5/17

主任研究官

研究官

荒金 恵太
池田 敬

4/15～4/16,
5/16～5/17
4/15～4/16

●台風10号
部・センター、課室及び役職
室長
河川研究
室

研究官

氏名
諏訪
西村

義雄
雄喬

派遣期間

部・センター、課室及び役職

9/1～9/3
9/1～9/3

道路

研究官

西藤

淳

構造
道路基盤

究部

研究室

史訓

9/28

研究

室

主任研究官

野口

賢二

9/28

研究官

山地

秀幸

9/1～9/3

主任研究官

武内

慶了

9/1～9/3

部

室

秀明

物研

加藤

水害研究

西田

9/2

室長

研究室

主任研究官

研究室

信吾

海岸研究

水循環

構造・基礎

笹岡

河川
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氏名

室長

久保

和幸

主任研究官

谷川

征嗣

派遣期間
8/31～9/1
8/31～9/1
9/3 ～ 9/4,
9/6～9/7
9/3～9/4

4.
災害時の専門家派遣及び技術支援活動

研究官

4/29～4/30
4/25～4/28

4/16～4/19,

4/24～4/25,

加藤 豊

派遣期間

今長 信浩

4/19～4/21,
5/25～5/26

主任研究官

研究官
研究員

4/15～4/18,
白戸 真大

主任研究官

氏名
片岡 正次郎

研究動向・成果
●台風9号、11号

●福岡市博多区道路陥没

部・センター、課室及び役職

派遣期間

内田

勉

8/23

主任研究官

松浦

達郎

8/23

道路構造物研究部

主任研究官

西田

秀明

8/24～8/25

構造・基礎研究室

研究官

西藤

淳

8/24～8/25

下水

下水道機能復旧研究官

氏名

道研

下水道

究部

研究室

道路構造物研究部
構造・基礎研究室

部・センター、課室及び役職

氏名

派遣期間

室長

氏名
間渕

利明

派遣期間
11/13～11/14

●糸魚川市火災
部・センター、課室及び役職
建築
研究

●台風13号

4.

部・センター、課室及び役職

部
都市

土砂災害研究部

主任研究官

神山

嬢子

9/9

研究

土砂災害研究室

研究官

村田

郁夫

9/9

部

防火基準
研究室
都市防災
研究室

主任研究官

室長

氏名

派遣期間

樋本

圭佑

12/25～12/26

水上

点晴

12/25

竹谷

修一

12/25

●鳥取県中部地震

災害時の専門家派遣及び技術支援活動

部・センター、課室及び役職
道路構造物研究部
道路基盤研究室

氏名

派遣期間

室長

久保

和幸

10/23

主任研究官

谷川

征嗣

10/23

※災害直後の緊急的対応のみを掲載し、その後継続的に行われた応急復旧・本復旧に関する技術
支援等は省略している。
※派遣者欄には、該当する国総研職員のみを記載している（所属・官職は派遣時のもの）。
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災害時の専門家派遣＿記事用原稿（原稿）
研究動向・成果

小本川等における災害調査から
小本川等における災害調査から
見えてきた復旧の方向性
見えてきた復旧の方向性
河川研究部
河川研究室
水害研究室
水害研究室

写

写

写

写

真

真

真

真

写

写

真

真

部長
部長
（博士
（工学））
(博士(工学))
室長 室長

天野
天野邦彦
邦彦
主任研究官
主任研究官
諏訪 義雄
山本 陽子
（博士（工学）
）福島 雅紀
諏訪 義雄
福島 主任研究官
雅紀 主任研究官
山本 陽子
(博士(工学))
室長 室長
主任研究官主任研究官
伊藤 弘之
武内
慶了
伊藤 弘之
武内 慶了

（キーワード） 減災、復旧、現地調査、災害情報の蓄積
（キーワード）
減災、復旧、現地調査、災害情報の蓄積
やかに氾濫を生じさせることで避難時間の確保が期

2016年8月に相次いで発生した4つの台風に伴う豪

待される
（図2）
。
こうしたハード整備は一例であり、

雨により、国が管理する河川の支川、北海道や岩手

このような工夫を重ねることで整備水準を超える出

県が管理する河川で、堤防の決壊など甚大な被害が

水に対しても靭性の高い地域を作ることができる。

発生した。特に小本川では、要配慮者利用施設にお

また、赤鹿橋のような宅地と国道をつなぐ橋梁は

いて入所者が逃げ遅れ、犠牲となった。また、橋梁

避難路や復旧支援道路として重要である。小本川で

施設などの重要インフラの被害や農業被害が復旧・

は多くの箇所で道路網が寸断され、孤立集落が発生

復興に深刻な被害を与えた。

した。整備水準を超える出水に対しても、壊れにく

河川研究部では、北海道開発局、北海道及び岩手

い構造の橋梁や壊れても復旧に時間の掛からない構

県からの災害支援要請を受け、被害を引き起こした

造が要求される。こうした点に対応するため、道路

事象を把握するため、現地調査を実施した。こうし

構造研究部と連携し、
技術支援に当たる予定である。

た調査等を通じて、
被害の実態や被災要因を分析し、

谷幅350m程度（最大）

効果的な対策の支援に活かしている。また、今後の

川幅150m程度

国道455号

災害支援にも資するため、
災害情報を蓄積している。

宅地の浸水

２．減災機能を発揮する河川・道路の整備

赤鹿橋
農地の浸水、砂礫の堆積

小本川は、
急勾配の谷底平野を流れる河川である。
小本川

図1は、出水直後の8月31日に撮影された袰野地区の
航空写真である。河川の水位は数時間で4m程度と急

堤防の決壊、取付盛土の流失

H28.8.31 13:53
国土地理院撮影

図1 小本川袰野地区における浸水状況
連続堤

激に上昇し、赤鹿橋上流右岸では堤防が決壊し、橋
梁取付盛土が流失した。その結果、宅地や農地は短

河川水位が連続堤天端高を超えると
浸水開始。越流を目安に避難開始で
はリードタイムが小さい。
(a) 連続堤による整備のイメージ

時間で浸水し、農地には砂礫が堆積した。
こうした河川では、急激な氾濫やそれに伴う孤立

輪中堤

状態の発生を防止することが重要である。過去に蓄
積した災害情報から、類似の河川特徴と類似の被災

平水時

霞堤

出し、そこで得られた知見を参考にして、①減災機

河川水位が霞堤開口高を超えると浸
平水時
水開始。輪中堤前面の水位を目安にし
てリードタイムを確保。開口部幅の調
整により、長いリードタイムを確保。
(b) 霞堤と輪中堤による整備のイメージ

能を組み込んだ川・地域づくり、②復旧しやすい施

図2 輪中堤の整備による避難時間確保のイメージ

設整備を復旧の基本方針とした。

【参考文献】

1）

形態を持つ那珂川水系余笹川の災害調査結果 を抽

1) 河川研究室・基礎研究室：平成10年8月末豪雨による福
島県・栃木県豪雨災害現地調査報告書、土木研究所資料、
第3793号、平成13年3月

例えば、河道掘削と連続堤整備の代わりに、既存
ストックである霞堤を活用し、
人家を輪中堤で囲い、
霞堤の開口部（幅、高さ等）を調整することで、緩
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4.
災害時の専門家派遣及び技術支援活動

１．
2016年8月台風に伴う洪水被害に関する現地調査

災害時の専門家派遣＿記事用原稿（原稿）
研究動向・成果

熊本地震で影響を受けたダムの
熊本地震で影響を受けたダムの
安全確認と復旧に向けた技術支援
安全確認と復旧に向けた技術支援

写真

写真

（写真ﾃﾞ

（写真ﾃﾞ

ｰﾀの貼り

ｰﾀの貼り

付けは不

付けは不

河川研究部 大規模河川構造物研究室
室長
金銅
田中 田中
幸志 幸志
金銅 将史
将史 研究官研究官
（キーワード）
熊本地震、ダム、現地調査、技術支援
（キーワード） 熊本地震、ダム、現地調査、技術支援
前よりやや多くなっていたが安定しており、堤内水

１．はじめに

4.

位（浸潤線）の変化も殆ど認められなかった。

2016年4月に熊本県熊本地方で発生した一連の地
震では、
各管理者によって延べ228箇所のダム施設等

災害時の専門家派遣及び技術支援活動

の臨時点検が実施された。その結果、計5ダムにおい
てダム堤体または貯水池周辺等で何らかの変状が報
告された。国総研では、ダム及び河川管理者である
九州地方整備局からの要請を受け、堤体に変状が確
認された2つのダムを対象に、
土木研究所と共同で安
全性確認等を目的とした現地調査を実施した。
写真-1 緑川ダムでの調査状況（脇ダム下流面）

図-1 地震後の臨時点検で変状が報告されたダム
２．現地調査とその結果
現地調査は、
本震(4月16日)翌日に国総研を出発し、
写真-2 地蔵原ダムでの調査状況（堤体上流面）

翌4月18日から19日にかけ、
堤体に変状が報告された

３．復旧に向けた技術支援

緑川ダム
（脇ダム）
と地蔵原ダムを対象に実施した。
緑川ダムの調査（写真-1）では、脇ダム(中央土質

上記の調査結果から、両ダムで確認された変状は

遮水壁型ロックフィルダム、堤高35.0m)天端の道路

共に安全性に直ちに問題を生じるものではないと判

舗装面にクラックを確認したが、その幅は比較的小

断された。
しかし、
一部変状が確認されたことから、

さく、ダムの止水機能上問題となる上下流方向のク

雨水浸透防止等の応急措置や当面の重点監視事項等

ラックや堤体上下流面の孕み出し等も認められなか

について協議・助言を行った。その後、両ダムとも

った。変位測量では堤体に若干沈下が認められるも

本格復旧に向け管理者による懸命の努力が続けられ

のの僅かであり、
漏水にも異状は認められなかった。

ている。国総研では土木研究所と共同で堤体内の変

地蔵原ダム(アースダム、堤高21.8m)の調査（写真

状範囲の確認等詳細な追加調査や復旧方法等につい

-2）では、堤体天端の沈下や堤体上流面のコンクリ

て、技術面での助言を継続的に行っているところで

ート遮水壁のクラックの開き等の変状を確認したが、

あり、被災地とともに両ダムの一日も早い本格復旧

下流面での変状は認められなかった。漏水量は地震

が待たれる。
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災害時の専門家派遣＿記事用原稿（原稿）
研究動向・成果

熊本地震における道路橋被害に関する
熊本地震における道路橋被害に関する
米国連邦道路庁調査団との合同調査
米国連邦道路庁調査団との合同調査
道路構造物研究部 橋梁研究室 （博士室長
（工学）
室長 ）星隈 順一
主任研究官
道路構造物研究部
橋梁研究室
星隈順一 (博士(工学))
白戸真大 研究官 宮原 史
主任研究官
研究官
(博士(工学))
白戸
真大
宮原
史
（博士
（工学）
）
室長
道路地震防災研究室 (博士(工学))
片岡正次郎 主任研究官 今長信浩
道路地震防災研究室 （博士室長
片岡 正次郎 主任研究官 今長 信浩
（工学））

（キーワード）
熊本地震、道路橋、米国連邦道路庁
（キーワード） 熊本地震、道路橋、米国連邦道路庁

・カリフォルニア州ではダンパーは高価でありなが

１．概要

ら効果に不確実性が伴うため採用例は少ないこと

国総研では、1994年の「日本国建設省とアメリカ
合衆国運輸省連邦道路庁との間の道路科学技術協力

災害時の専門家派遣及び技術支援活動

に関する実施取決め」に基づき、米国連邦道路庁
（FHWA）と技術基準改定や施策動向等についての情
報交換を行うとともに、災害・事故等に関する情報
共有や現地調査における相互協力を行ってきている。
国総研は、
4月に発生した熊本地震により橋梁が被
災したことを受け、(国研)土木研究所構造物メンテ
ナンス研究センター(CAESAR)と連携してFHWAの調査
団と被災橋梁の合同調査を行った。米国側参加者は
以下の通りである。
＜米国側参加者＞
FHWAﾀｰﾅｰ･ﾌｪｱﾊﾞﾝｸｽ研究所 Sheila Duwadi
カリフォルニア州交通局

Ron Bromenschenkel

ワシントン州交通局

Jim Cuthbertson

Nevada大学Reno校

David Sanders

Nevada大学Reno校

Ian Buckle

Nevada大学Reno校

Denis Istrati

２．現地調査

写真1 熊本地震被災橋梁調査の様子

7月12日～7月13日の2日間にわたり、
主な被災橋梁
の現地調査を行った。
調査は道路管理者の協力の下、
九州自動車道、国道325号、熊本県道、南阿蘇村道の
計12橋を対象とした。
３．FHWA-NILIM会議
7月14日には、国総研旭庁舎において、熊本地震に
よる橋梁の被災原因と、得られた教訓、さらに今後
の耐震設計のあり方について議論した。米国側から
は、今回の被災を踏まえ、耐震設計について以下の
ような情報提供がなされた。

写真2 国総研での意見交換会の様子

・米国では既知の断層の近傍での橋梁の計画は避け
られていること
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4.

災害時の専門家派遣＿記事用原稿（原稿）
研究動向・成果

北海道における台風１０号等の豪雨
北海道における台風１０号等の豪雨に
による橋梁洗掘被害への技術的支援
よる橋梁洗掘被害への技術的支援
道路構造物研究部 構造・基礎研究室
道路構造物研究部 構造・基礎研究室

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

主任研究官
主任研究官

西田秀明 研究官研究官
西藤淳
西田 秀明
西藤 淳

（キーワード）
豪雨災害、道路橋，橋梁洗掘
（キーワード） 豪雨災害、道路橋，橋梁洗掘
る原因を探る上で重要である。調査時には平常時と

１．はじめに

洪水時の違い，架橋地点の上下流の河道状況の変化

北海道では， 8月17日から23日の1週間で3つの台

4.

の影響も受けうることに留意して実施した。

風(7，11，9号)の上陸，29日からの前線，その後の

災害時の専門家派遣及び技術支援活動

台風10号の接近が相次ぎ，道東を中心に河川の氾濫

今回現地調査した５橋では，洪水により主流部と

や土砂災害などが発生した。道路についても各地で

なった位置の橋脚・橋台基礎が洗掘されたことによ

被災し寸断されたが，道路機能の早期回復は地域の

る傾斜・沈下した事例もあったが，洪水により架橋

復旧復興の鍵を握る重要なものである。著者らは橋

地点の上下流部で河岸侵食され，主流部の位置が橋

梁の洗掘等による被害について、（国研）土木研究

台の背後となる事例が複数見られた点に特徴が見ら

所寒地土木研究所の橋梁及び河川の担当者とともに

れた。このような状況が確認された橋では，仮復旧

現地調査を行い、復旧に際しての技術的な留意事項

として仮橋を架設する位置は，1)仮橋供用中に洪水

等について助言を行った。

があっても河岸侵食による影響を極力受けない位置

２．現地調査と仮復旧に際しての技術的支援内容

とすること，2)架橋位置周辺の河岸が侵食されない

河川に架かる橋では，水の流れにより橋脚や橋台

対策をすること，3)橋台位置は今般の洪水で広がっ

基礎まわりの土砂がえぐられ(洗掘や河岸侵食)，基

た河道を踏まえて現橋より河川の外側となる方向に

礎が不安定となり傾斜や沈下を生じることがあり，

移動するのがよいことなどについて助言を行った。

これまでにも多くの橋がこの現象により落橋してい
る。このような現象は，水流が集中し流速が速くな
る箇所で顕著になる。橋の洗掘調査においては，橋
自体の傾斜，沈下等の変状や，流木などが橋梁に引
っかかることによる河道閉塞の有無などの確認を行
った。そのうえで，被災の原因と復旧に向けた対応
を検討するために，橋の構造，とりわけ基礎の根入
れ深さと形式のほか，橋梁の設置位置，主流部の位
置と変遷について確認した。

写真1 千呂露橋(国道２７４号)での現地調査状況

基礎の構造条件については，根入れが浅い直接基
礎の方が，杭基礎など地盤の深くまで根入れしてい

３．本復旧に向けて

る基礎に比べると洗掘により不安定となり傾斜や沈

本復旧に際しては，とりわけ河岸侵食されている

下が生じる可能性が高くなる。橋脚や橋台の設置位

河川では今後，河川の整備計画が変更される可能性

置は，河川の湾曲部等で水の流れが強くなる水衝部

も十分考えられることや，径間長が短いと河積阻害

に位置する方が直線部にある場合よりもより洗掘や

の原因となることなどを考慮し，河川管理者と協調

河岸侵食が生じやすい条件になる。
主流部の位置は，

し，再度同様な災害を生じないような橋梁計画とす

特定の位置にある橋脚や橋台でのみ変状が生じてい

るよう助言を行った。
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技術指導対応状況
研究動向・成果

自治体などからの技術相談の対応状況
自治体などからの技術相談の対応状況
ップで受け付けている。

１．はじめに
国総研では、国の機関や自治体等に対し、政策実

また、港湾・海岸・空港施設に関わる良好な維持

施・事業施行に関する様々な技術支援を実施してお

管理の実施を支援するため、国立研究開発法人港湾

り、災害現場はもちろん、住宅・社会資本整備の現

空港技術研究所と連携して、「久里浜ＬＣＭ支援総

場で発生した問題に対しての技術指導および専門家

合窓口」(図－２)を開設し、施設の計画・施工・管

の派遣を継続的に行っている。

理を実施する地方整備局、自治体、民間事業者など
からの港湾・海岸・空港施設の維持管理に関する技

技術相談にあたっては、どの分野・施設に関する

術的な相談を受け付けている。

相談をいつでもできるように、国総研として一元化

なお、昨年の分野別の技術相談件数は表の通りで

した相談窓口を設けている。

ある。

住宅・社会資本整備に関わる技術者が日頃から感
じている疑問や悩みなどについても、問い合わせる
ことができるように、「国総研技術相談窓口」(図－
１)を平成26年12月に設置しており、
国総研が担当す
るあらゆる分野・施設に関する相談事項をワンスト
河川

砂防

下水道
下水道

土砂災害研究部
土砂災害研究室長
野呂 智之

河川研究部
河川研究室長
諏訪 義雄

橋梁全般
橋梁

下水道研究部
下水道研究室長
横田 敏宏

道路構造物研究部
橋梁研究室長
星隈 順一

橋梁全般

トンネル

道路構造物研究部
構造・基礎研究室長
間渕 利明

道路構造物研究部長
木村 嘉富

分野
下水道
河川
土砂災害
道路
建築・住宅
都市
沿岸海洋・防災
港湾
空港
社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ等
合計

件数
70
713
127
288
52
140
152
280
83
290
2,195

道路土工
水災害対策

河川研究部
水害研究室長
伊藤 弘之

海岸

河川研究部
海岸研究室長
加藤 史訓

地震防災

道路構造物研究部
道路地震防災研究室長
片岡 正次郎

舗装等

道路構造物研究部
道路基盤研究室長
久保 和幸

ダム

砂防

河川

河川研究部
大規模河川構造物研究室長
金銅 将史

土砂災害研究部
砂防研究室長
桜井 亘

河川研究部
河川構造物管理研究官
佐々木 隆

図－１ 「国総研技術相談窓口」
港湾管理者
相談
空港管理者
地方整備局
地方航空局
民間企業
国際協力 等 支援

《久里浜ＬＣＭ支援総合窓口》
ワンストップ窓口 TEL.046-844-5030
国土技術政策総合研究所
港湾施工システム･保全研究室
Email:ysk.nil-lcm-center@ml.mlit.go.jp

〈国土技術政策総合研究所Ｇ〉

• 要素技術の開発研究等

協議･調整

〈港湾空港技術研究所Ｇ〉

• 行政ニーズの把握･分析
• 現場データの把握･分析
• 基準化、研修･啓蒙･普及など支援の企画実行
港湾施工システム･保全研究室
[全体像分析、基準化、LCC評価ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ]
空港施設研究室 [舗装体]
沿岸防災研究室 [海岸保全施設全般]

〈外部連携Ｇ〉

本省港湾局技術企画課
本省港湾局海岸･防災課
本省航空局空港安全・
保安対策課

• 要素技術の開発研究
• 技術開発の中長期計画の立案
• 基準化、研修･啓蒙･普及など支援の実施協力
構造研究チーム
[LCM統合ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼構造、事例DB]
耐波研究チーム [吸い出し]
空港舗装研究チーム [舗装体]
新技術研究開発領域 [計測技術]
材料研究チーム ［材料劣化］
地盤改良研究チーム [地盤改良]

港空研客員研究員 [ｺﾝｸﾘｰﾄ構造設計]

図－２ 「久里浜ＬＣＭ支援総合窓口」
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技術相談・技術支援

表 分野別技術相談件数

２．技術相談窓口

5.

技術相談・技術支援＿記事用原稿（原稿）
研究動向・成果

特殊な構造のダムに対する大臣
特殊な構造のダムに対する大臣
特認制度の適用と国総研の役割
特認制度の適用と国総研の役割
河川研究部 大規模河川構造物研究室
河川研究部
大規模河川構造物研究室
室長
主任研究官
金銅
将史
佐藤 弘行 研究官小野寺 葵
室長
金銅 将史 主任研究官 佐藤 弘行 研究官 小野寺

写真

写真

写真

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付
けは不要）

ﾀの貼り付

ﾀの貼り付

けは不要）

けは不要）

葵

（キーワード） 河川管理施設等構造令、大臣特認制度、台形
CSG ダム
（キーワード）
河川管理施設等構造令、大臣特認制度、台形CSGダム
１．はじめに
保護コンクリート

ダムを含む河川管理施設等の構造は、河川法に基

保護コンクリート

づく政令（河川管理施設等構造令。以下、
「構造令」）

5.

CSG
構造コンクリート
監査廊

とその施行規則に基準が定められている。この構造

止水コンクリート
富配合CSG

技術相談・技術支援

令の特徴の１つに、特殊な構造の施設が対象となる

補助カーテングラウチング

大臣特認制度がある。2016年度に、ダムとしては約8

基礎排水孔
カーテングラウチング

年ぶりに、
建設予定の2つのダムが同制度による認定

図-1 台形CSGダムの構造（堤体断面の概略図）

を受けたことから、同制度とその運用における国総
研の役割を紹介する。

以外の特殊な構造のダムが対象で、このうち2016年

２．大臣特認制度の概要とダムへの適用実績

度の2件を含む計8件が、
新型式のダムである台形CSG
ダム（図-1）に対する認定である。

河川構造令における大臣特認とは、特殊な構造の

３．大臣特認制度の運用における国総研の役割

河川管理施設等で、国土交通大臣がその構造が構造
令の規定によるものと同等以上の効力があると認め

国総研は、大臣が認定の判断を行う際に必要とな

るものについては、構造令の各規定を適用しないと

る「同等以上の効力」を有するかどうかについて、

する同令第73条4項の規定により、
構造令による施設

個別の事案毎に技術的検討を行う役割を担っている。

と「同等以上の効力」を有するかどうかを個別の事

国総研では、ダムの場合、事業者から認定の申請を

案毎に判断し、大臣が認定するものである。この制

受ける国土交通省水管理・国土保全局の依頼を受け、

度は、現在では様々な河川管理施設が対象となって

国総研及び土木研究所の専門家からなる技術検討委

いるが、構造令の制定当初は、特に将来の技術進歩

員会を設けてこの検討を行っている。
検討内容には、

によって予想し得ない構造の施設の建設が想定され

ダムの構造に依らず適用すべき構造令の原則的規定

るダムを対象として設けられた経緯がある。

への適合性（堤体と基礎地盤が必要な水密性や強度

大臣特認制度のダムへの適用実績は、これまでに

を有するか等）や、当該ダムの特性に基づく観点か

表-1に示す計11件がある。いずれも構造令に構造基

らの検討（台形CSGダムの場合、堤体応力や滑動・転

準が定められているコンクリートダムやフィルダム

倒に対する安定性を有するか等）が含まれる。大臣
による認定はこの検討結果を踏まえて行われる。

表-1 ダムにおける大臣特認制度の適用実績
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
＊

＊
ダム名
事業主体
ダム型式
苫田ダム鞍部ダム
中国地方整備局 CFRD
京極発電所上部調整池 北海道電力
AFRD
億首ダム
沖縄総合事務局 台形CSG
本明川ダム
九州地方整備局 台形CSG
サンルダム
北海道開発局
台形CSG
当別ダム
北海道
台形CSG
南摩ダム
水資源機構
CFRD
厚幌ダム
北海道
台形CSG
三笠ぽんべつダム
北海道開発局
台形CSG
成瀬ダム
東北地方整備局 台形CSG
鳥海ダム
東北地方整備局 台形CSG
CRFD：コンクリート表面遮水型ロックフィル
AFRD：アスファルト表面遮水型ロックフィル

４．おわりに

認定年月
2001年9月
2001年9月
2002年6月
2004年3月
2004年3月
2005年12月
2008年6月
2008年6月
2008年11月
2016年7月
2016年12月

構造物の計画・設計は様々な自然条件や社会条件
を考慮して行う必要があり、合理性があれば新たな
技術も積極的に導入していく姿勢が求められる。本
稿で紹介した大臣特認制度がこの点で有効な仕組み
として機能するよう、国総研として今後ともその役
割をしっかりと果たしていきたい。
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技術相談・技術支援＿記事用原稿（原稿）
研究動向・成果

「砂防基本計画策定指針
（土石流・流木対策編）
」
写真
写真
「砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）」
および
「土石流・流木対策設計技術指針 解説」
（写真ﾃﾞｰ
（写真ﾃﾞｰ
および「土石流・流木対策設計技術指針 解説」の ﾀの貼り付 ﾀの貼り付
の改定と質疑応答の公表による技術支援
けは不要）
けは不要）
改定と質疑応答の公表による技術支援
土砂災害研究部 砂防研究室 室長桜井亘 主任研究官内田太郎 研究官松本直樹 交流研究員工藤司
土砂災害研究部 砂防研究室 室長 桜井亘 主任研究官 内田太郎
（キーワード） 土石流対策、流木対策、指針
（キーワード）
土石流対策、流木対策、指針

研究官

松本直樹

交流研究員

工藤司

び部分透過型砂防堰堤の計画捕捉流木量は、土石や

１．はじめに

流木の両方を同時に捕捉することから、流木を全て

土石流が運搬する土砂礫と流木が引き起こす土砂災

捕捉するためには、原則、透過型及び部分透過型砂

害を防止するために、対策の基本的な考え方と土石

防堰堤を配置することを明記した。その他、流出土

流・流木処理計画策定の際に準拠すべき事項を示し

砂量の算出に関する最新の調査結果や調査方法を記

ており、「土石流・流木対策設計技術指針」は、土

載した。さらに、計画捕捉量は堰堤の型式によらず

石流・流木処理計画に基づき配置する土石流・流木

除石により確保しなければならないことを明記した。

対策施設の設計の際に準拠すべき事項を記している。
前回の指針改定（平成19年3月）から約9年が経過
し、その間得られた知見や平成25年10月に東京都大
島町で発生した土砂災害等の教訓、「土砂災害対策
図2 砂防堰堤（左：不透過型、右：透過型）

の強化に向けて（提言）」
（平成26年7月）を踏まえ、
国総研が改定の取りまとめを行い、国土交通省砂防

３．公表したQAの概要

部が平成28年4月に改定の通知を行った。また、都道
府県等から寄せられた質疑を整理し、都道府県や建

指針の改定に伴い、地方整備局や都道府県に意見

設コンサルタンツ等への普及を図る意味で、
Q&Aを公

照会した結果、
8地方整備局と22都道府県から質問が

開するなど技術支援を行った。ここでは、その取組

寄せられた。主な質問は、①「不透過型砂防堰堤も、

を報告する。

除石により計画捕捉量を必ず確保しなければならな
いのか」、②「不透過型砂防堰堤の副堰堤に流木捕
捉工を設置しても良いか」であった。①及び②の質
問に対して、①「堰堤の型式に関わらず、除石によ
り計画捕捉量を確保してください」、②「不透過型
堰堤の副堰堤の流木捕捉工も「透過構造を有する施
設」に含まれますので、設置できます」と回答して

図1 伊豆大島の流木による家屋への被害状況

いる。このように寄せられた質問と回答をとりまと
め平成28年4月に砂防研究室HP1)に掲載した。

２．改定の概要
近年の土砂災害において、多くの事例で流木が大

HP公開後も、26の都道府県等から質問が寄せられ

量に発生し被害が拡大したことや、これまでの調査

ている。今後も、これらの質問等をとりまとめ、公

や実験を踏まえ、不透過型砂防堰堤は運搬された流

開することにより、計画や設計に携わる現場の技術

木のうち半分程度は捕捉できないなど、捕捉できる

者への支援を行っていく予定である。

流木量は、上限があると考えられることから、計画

☞詳細情報はこちら

捕捉流木量の算出方法を変更した。また、透過型及

1)砂防研究室ＨＰ
http://www.nilim.go.jp/lab/rbg/tech_info.htm
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5.
技術相談・技術支援

「砂防計画策定指針（土石流・流木対策編）」は、

個別記事用原稿（１ページ原稿）
研究動向・成果

熊本地震被災地における
熊本地震被災地における住宅・
住宅・集落等の復旧に係る技術指導
集落等の復旧に係る技術指導
住宅性能研究官
（博士（工学））

写真
（写真ﾃﾞｰ
ﾀの貼り付
けは不要）

住宅研究部
長谷川 洋
住宅研究部
研究官
室長
住宅ストック高度化研究室
中西 浩 住宅計画研究室
（博士（工学））内海 康也
住宅性能研究官
住宅ストック高度化
住宅計画研究室研究官
洋 研究室 室長
中西 浩 (博士(工学))
内海 康也
(博士(工学)) 長谷川

（キーワード） 熊本地震被災地、住宅・集落、復旧、災害公営住宅、技術指導
（キーワード）

熊本地震被災地、住宅・集落、復旧、災害公営住宅、技術指導

１．はじめに
熊本地震の被災市町村では、被災した住宅や集落

5.

の復旧・復興を推進していく必要があるが、ノウハ

技術相談・技術支援

ウやマンパワーの点でこれらの円滑な取組みに制約
のある市町村も少なくない。このため、住宅研究部
では、国土交通省住宅局の依頼を受けて、平成28年

写真１ 集落の住宅被災状況
南阿蘇村

写真２ 集落の住宅被災状況
御船町

度に実施された「熊本地震の被災地における住ま

(2) 中部地区（益城町、御船町、甲佐町）
住宅・建物も含めて集落等の面的被害が甚大であ

い・集落等の復旧調査」について、業務受託コンサ
ルタント及び被災市町村に対する技術指導を行った。

り（写真２）、災害公営住宅の供給に係る検討に併

２．調査の概要

せて、集落等の面整備の方針についても検討した。

調査対象自治体は、激甚災害の指定を受けた熊本

東部地区・中部地区ともに、宅地の新規造成・再

県内の市町村のうち、特に支援ニーズの大きい10市

整備、狭隘道路の拡幅、広場等の一時避難場所の確

町村（阿蘇市、南阿蘇村、西原村、大津町、益城町、

保等についても課題となり、検討を実施した。

御船町、甲佐町、宇土市、宇城市、嘉島町）である。

(3) 西部地区（宇土市、宇城市、嘉島町）

調査の基本的な内容は、①被災住民の住宅再建の

分散的な住宅被害が中心で、集落等の面的被害は

意向把握、②住まい・集落の復興等に向けた基本方

少ないため、持家等の自力再建困難者への災害公営

針の作成、③災害公営住宅整備事業、小規模住宅地

住宅供給に係る基本計画を中心に検討した。

区改良事業等の面的な住環境整備事業の適用検討、

４．熊本地震被災地での個別検討課題
既存公営住宅団地内の老朽化した住棟（写真３）

④災害公営住宅の計画候補地での基本計画の検討等
である。
各市町村の被災状況やニーズを踏まえつつ、

の除却など公営住宅ストックの再編と連携した災害

内容の優先度を設定しつつ調査を実施した。

公営住宅の整備や、木造応急仮設住宅（写真４）の
恒久住宅への活用ニーズに対応した検討も実施した。

技術指導の体制については、対象市町村を東部、
中部、西部の３地区に区分し、地区ごとに担当者を
定め、建築研究所の職員と共同で技術指導を実施し
た。また、現地では九州地方整備局や熊本県と連携・
情報共有しつつ取り組んだ。
３．各地域の課題と検討内容

写真３ 既存公営住宅団地内
の老朽化した除却予定の住棟

(1) 東部地区（阿蘇市、南阿蘇村、西原村、大津町）

写真４ 恒久住宅として利用ニ
ーズのある木造応急仮設住宅

５．おわりに

集落等の面的被害が大きく（写真１）、特に斜面

被災地での住宅・集落等の復旧は緒に就いたばか

地の宅地の崩落や擁壁の被害が甚大で、住宅再建と

りである。
引き続き技術支援をしていく予定である。

併せた集落等の面整備方針を中心に検討した。
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国際研究活動について
（企画部 国際研究推進室、管理調整部 国際業務研究室）
１．国総研における国際研究活動
国総研では以下の3つの視点に基づき、国際研究活動を推進している。
(1) 研究成果の質の向上：価値の高い研究成果を生み出すため、国総研の重要な研究テーマである「防災・減災・
危機管理」「インフラの維持管理」「生産性革命」等に関する海外の技術政策動向の把握を強化する。この
ため、国際会議へ積極的に参加することにより、幅広い情報収集を行う。特に重要な分野については、二国
間会議や多国間の研究協力の枠組みを活用し、詳細な状況を把握する。
(2) インフラシステム輸出：政府の一機関として、質の高いインフラ輸出施策に沿った活動を実施し、本邦企業
の裨益・国内産業の活性化に貢献する。プロジェクトの構想段階（川上）からの参画・情報発信、ソフトイ
ンフラの展開、インフラ輸出に取組む企業の支援、途上国との二国間研究協力により実施するが、特に、イ
ンドネシア、ベトナムを重点国として連携活動を行う。
(3) 国際貢献：JICAが開発途上国で実施している技術協力プロジェクトへの専門家の派遣や、海外における大規
として実施される国土交通関係の研修員の受け入れを行う。
２．平成28年度の主な国際研究活動
１．で示した3つの視点に基づき実施した平成28年度の国際研究活動から、代表的なものを以下に紹介する。
(1) 「研究成果の質の向上」関連の活動
各研究分野の最新事情に関する情報収集・発信等を行うため、以下をはじめとした国際会議に出席した。
① APEC交通運輸WG（パプアニューギニア：2016年4月4日～8日、マレーシア：2016年9月5日～9日）
2016年4月に国総研の港湾研究部港湾計画研究室長が、APEC（アジア太平洋経済協力）の作業部会の一つである
交通運輸ワーキンググループ（WG）において、港湾海事関係を取り扱う専門家会議（MEG: Maritime Experts Group）
の議長に選任された。当該専門家会議は、アジア太平洋地域での貿易の促進や地域の経済成長のための能力の向
上、環境問題への対応等を大きな目標として、港湾海事分野における今後の政策連携のあり方や政策担当者等の
能力向上のための方策、APEC関係者間で連携して行う個別プロジェクトのあり方、ベストプラクティスの共有方
法等について意見交換等を行う場である。2016年は2度会合が開催され、APECの国と地域から港湾海事関係の政策
担当者や研究者が集い、世界の今後の海事動向と政策対応、グリーンポート、サプライチェインの接続性向上等
の内容について意見交換が行われた。
② 都市分野に関する日・韓共同研究会議（日本：2016年5月11日～13日）
国総研は2012年11月に韓国の国土分野の国立研究機関である国土研究院と研究協力の覚書を締結し、都市再生
に係わる日韓両国に共通・相違する課題について協力して調査・研究を行っている。2016年は5月12日に国土研究
院の4名の研究者が国総研に来所し、第5回共同研究会議が開催された。国総研からは副所長並びに都市研究部長
をはじめとした都市研究部メンバー等が出席し、地方創生・都市防災を中心とした発表や意見交換を行った。共
同研究会議の前後には、地方創生、都心防災対策、国家戦略特区の事例として、柏の葉アーバンデザインセンタ
ー、横浜駅周辺地区再整備、虎ノ門・八重洲・常盤橋地区再整備の事例について現地で共同調査を実施した。
③ 国際大ダム会議（南アフリカ：2016年5月16日～19日）
国際大ダム会議（ICOLD）は1928年に設立された組織であり、ダムの設計、施工、維持管理および運用に関する
技術について各種委員会を設置し、調査研究を行っている。2016年の第84回年次例会では、技術委員会「ダム設
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模自然災害発生後の復興支援調査に対して研究者の派遣を行う。また、開発途上国の技術者や行政官を対象

6.

計における地震問題委員会」において、日本における研究及び資料収集成果を踏まえた上で、平成23年（2011年）
東北地方太平洋沖地震を含む近年の地震データやその分析結果を報告した。また、シンポジウム「戦略的なダム
の監視」において、
「衛星SARの1データに含まれる5基のロックフィルダムの外部変形計測」の口頭発表を行った。
④ 日本スイス土砂災害リスク管理技術会議（スイス：2016年5月27日～28日）
「日本スイス土砂災害リスク管理技術会議」は、国土交通省とスイス政府との間で開かれる土砂災害リスク管
理技術に関する情報交換を目的とした二国間会議で、5月27日にチューリヒにて初めて開催された。国総研からは
土砂災害研究部長、土砂災害研究室長が参加し、国総研の土砂動態観測の研究成果を発表するとともに、両国の
土砂災害の発生状況、監視・予測技術、ハザードマップと土地利用、砂防施設の計画・設計等について情報・意
見交換を実施した。また、会議終了後には連邦工科大学の水理実験施設見学や、翌28日には土石流対策施設等の
現地視察を行った。
⑤ ITS世界会議及び二国間会議（オーストラリア：2016年10月10日～14日）
ITS世界会議は、世界3地域を代表するITS団体であるERTICO（欧州）、ITS

6.

America（北米）、ITS Japan（アジア太平洋）の共催により年1回開催され

国際研究活動について

オーストラリアのメルボルンで開催された。本会議では「ITS –住みよい街

るITS分野における世界最大規模の国際会議である。第23回となる2016年は、
とコミュニティへ– 」というテーマが掲げられ、速報値で世界73か国11,000
人以上が参加し、200以上のセッションにて発表や議論、278の出展団体によ
写真１ 二国間会議の様子

るデモや展示が行われた。 国総研からは合計6つのセッションで発表と質疑

応答によるディスカッションを行った。また、会議期間中に米国、欧州委員会との三極会議、日独蘭墺会議、中
国・韓国政府のITS関係当局との二国間会議等を開催し、ITS技術に関する情報・意見交換を行った（写真１）。
(2) 「インフラシステム輸出」関連の活動
連携活動の重点国であるインドネシアについて、2回（2016年11月、2017年3月）のワークショップを実施した。
日・インドネシア研究連携ワークショップ（インドネシア：2016年11月3日～4日）
2009年11月に締結した国総研とインドネシア公共事業・国民住宅省道路研
究所（IRE）との研究協力に関する覚書に基づき、第17回ワークショップをイ
ンドネシア・バンドンで開催した。本ワークショップでは国総研とIREの双方
より研究報告を行い、
IREからは実道路における二輪車の二酸化炭素排出量に
関する測定実験について発表があり、国総研からはこれまでの研究成果のレ
ビュー並びに今後の予定についての提案を行った。また、今後の研究協力
の進め方に関する議論を行った（写真２）。

写真２ ワークショップの様子

(3) 「国際貢献」関連の活動
JICAプロジェクトへの職員派遣（チリ）や、年度を通じて16件の研修について研修員受入・講師派遣を行った。
JICA研修「社会基盤整備における事業管理」（日本：2016年10月31日～11月1日）
JICAからの依頼を受け、
アフガニスタンなど計9カ国からの研修員14名の受
け入れを実施した。「建設プロジェクトにおける施工管理情報の高度管理」
及び「建設事業へのICT導入による業務改善」についての講義の他、「出来形
管理用トータルステーション」実機によるデモンストレーション（写真３）
を実施した。
写真３ デモンストレーションの様子
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この１年の主な行事
日

付

2/4

主

な

行

スエズ運河世界会議（エジプト）

2/29～3/3

インドネシアIREとの第１６回ワークショップ

4/14

国総研研究評価委員懇談会（東京）

4/22

平成28年度科学技術週間における一般公開（つくば）

5/15

Ｇ７

つくば会合

ISO/TC224（上下水道サ－ビス）合同WG会議(ドイツ連邦共和国開催）

7/7

第1回

国総研研究評価委員会（本員会）（東京）

7/8

第1回

国総研研究評価委員会（第一部会）（東京）

7/21

平成28年度

7/23

『海・空・港の研究所』夏の一般公開（横須賀）

7/27

第2回

7/28

ちびっ子博士見学会（つくば）

7/29

第3回

9/6～9

国土技術政策研究連絡会（つくば）

国総研研究評価委員会（第二部会）（東京）

国総研研究評価委員会（第三部会）（東京）

第４３回ＡＰＥＣ交通ワーキンググループ

港湾・海事専門家会合（マレーシア）

9/29

熊本地震建築物被害調査報告（速報）に関する発表会

10/21

第17回東京湾シンポジウム（横浜）

11/1～2

平成27年度

国土交通省国土技術研究会（東京）

11/7

港湾空港技術特別講演会ｉｎ広島 2016（広島）

11/9

港湾空港技術特別講演会ｉｎ新潟 2016（新潟）

11/16

港湾空港技術特別講演会ｉｎ横浜 2016（横浜）

11/19

一般公開「土木の日」、橋コンテスト表彰式（つくば）

11/21

港湾空港技術特別講演会ｉｎ札幌 2016（札幌）

11/22

第14回環境研究シンポジウム（東京）

12/8

平成28年度

12/10～15

名

ＳＡＴテクノロジー・ショーケース2016（つくば）

2/22～24

6/26～7/3

事

国土技術政策総合研究所講演会（東京）

ISO/TC224（上下水道サ－ビス）WG会議(フランス共和国開催）

12/15

第4回

国総研研究評価委員会（第三部会）（東京）

12/16

第5回

国総研研究評価委員会（第二部会）（東京）
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国総研研究報告・資料・プロジェクト研究報告リスト
<国土技術政策総合研究所研究報告>
番号
57
58

タイトル
課室等名
東日本大震災に対して国土技術政策総合研究所が行った5年間の調査研究
国土技術政策総合研究所
の全記録
南アジア地域を対象としたインターモーダル国際物流モデルの構築と政策分
国際業務研究室
析

刊行年

月

国土技術政策総合研究所

執筆者名

2016

9

柴崎隆一、川崎智也

2016

9

刊行年

月

2015

12

2015

12

2015

12

2016

1

<国土技術政策総合研究所資料>
番号

タイトル
課室名等
B-DASH プロジェクト No.7
876 スクリーニング調査を核とした管渠マネジメントシステム技術導入ガイドライン 下水道研究室
（案）
877

効率的な下水道管点検カメラ及び簡易な異常判定基準の開発
～下水道管きょの効率的な点検調査技術に関する共同研究報告書～

下水道研究室

執筆者名
小川文章、深谷渉、末久正樹
横田敏宏、深谷渉、宮本豊尚、
末久正樹、前田恭男、井川理、
田村司郎、渡部一春、亀田瞬、
佐々木俊一
横田敏宏、小川文章、深谷渉、末久
正樹、宮本豊尚、野澤正裕、賀屋拓
郎

878 塩化ビニル管に適した異常判定・緊急度診断基準に関する研究

下水道研究室

881 国土交通省国土技術政策総合研究所緑化生態研究室報告書 第30集

緑化生態研究室

882 平成26年度下水道関係調査研究年次報告書集

下水道研究室，下水処理研究室 下水道研究部

2016

1

水循環解析に関する技術資料
883
～地表水と地下水の一体的な解析に向けて～

水循環研究室

西村宗倫

2016

3

885 街路樹再生の手引き

緑化生態研究室

飯塚康雄、栗原正夫

2016

3

886 山地河川における流砂水文観測データ（平成21～25年度）

砂防研究室

2016

3

887 近年の山地河川における流砂水文観測

砂防研究室

2016

3

888 東京湾沿岸域の底泥の堆積速度

海洋環境研究室

岡田知也、井芹絵理奈、秋山吉寛

2016

3

889 浮遊幼生に着目した生息場の空間配置の検討

海洋環境研究室

秋山吉寛、井芹絵理奈、岡田知也

2016

3

2016

3

2016

3

890 干潟および干潟の生態系が有するサービスの定量化手法の考案

海洋環境研究室

891 台風1523号により根室港付近で発生した高潮・高波に関する被害調査

沿岸防災研究室

港湾域における海岸保全施設の改良・補修に着目した断面形状・施工に関
892
する検討
備讃瀬戸沿岸の港湾地域における台風1511 号に伴う高潮等の
893
調査報告

緑化生態研究室

桜井亘、内田太郎、田中健貴、
井内拓馬、蒲原潤一
桜井亘、内田太郎、田中健貴、
井内拓馬、蒲原潤一

井芹絵理奈、岡田知也、秋山吉寛、
渡辺謙太、桑江朝比呂
淺井正、内藤了二、藤木峻、
田村仁、酒井和彦、鈴木一行、
菅原健一、山本剛

沿岸海洋・防災研究部

内藤了二、淺井正、鈴木武

2016

3

沿岸防災研究室

本多和彦、内藤了二、淺井正

2016

3

沿岸防災研究室

本多和彦、内藤了二、淺井正

2016

3

895 短波海洋レーダとベイズ型モデルを用いた 浅海波の方向スペクトルの推定

沿岸域システム研究室

片岡智哉

2016

3

896 世界のコンテナ船動静及びコンテナ貨物流動分析(2015)

港湾計画研究室

岩崎幹平、安部智久

2016

3

897 潮位を利用した航路航行実態に関する分析

港湾計画研究室

木下真吾、安部智久

2016

3

898 輸出入海上コンテナの我が国の地域別貨物量とその流動に関する一考察

港湾システム研究室

玉井和久、佐々木友子、渡部富博

2016

3

港湾施設研究室

村上和康、竹信正寛、宮田正史

2016

3

港湾施設研究室

川俣秀樹、竹信正寛、宮田正史

2016

3

901 控え矢板式岸壁の永続状態における目標安全性水準に関する諸考察

港湾施設研究室

松原弘晃、竹信正寛、宮田正史

2016

3

902 空港間競争を踏まえた国際航空トランジットモデルの開発

空港計画研究室

井上岳、川西和幸、小野正博

2016

3

903 LandXML1.2に準じた3次元設計データ交換標準（案） Ver.1.0

メンテナンス情報基盤研究室

重高浩一、青山憲明、河野浩平、山
岡大亮

2016

3

904 砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説

砂防研究室

砂防研究室

2016

4

905 土石流・流木対策設計技術指針 解説

砂防研究室

砂防研究室

2016

4

2016

3

894

2015年10月の温帯低気圧に伴う釧路港における高潮浸水被害調査

直杭式横桟橋の船舶接岸時のレベル１信頼性設計法に関する
諸考察（その１）
修正フェレニウス法を用いた円弧すべり解析における安全性水準の基準間
900
比較

899

906

道路環境影響評価の技術手法「13．動物、植物、生態系」における環境保全 緑化生態研究室
のための取り組みに関する事例集（平成27 年度版）
道路環境研究室

907 新技術等を用いた猛禽類の調査手法に関する技術資料

上野祐介、栗原正夫（緑化生態研）、
大城温、井上隆司、滝本真理、光谷
友樹、長谷川啓一（道路環境研）

緑化生態研究室

上野祐介、栗原正夫

2016

3

英国・米国における包括・個別二段階契約方式
908
－フレームワーク合意方式（FA）と数量未確定契約方式（ID/IQ）－

建設マネジメント技術研究室

天満知生、小川智弘、森田康夫、佐
渡周子

2016

3

909 XRAIN 雨量観測の実用化技術に関する検討資料

水循環研究室

土屋修一

2016

5

服部敦、森啓年、笹岡信吾

2016

5

越水による決壊までの時間を少しでも引き延ばす河川堤防天端・のり尻の構
911
河川研究室
造上の工夫に関する検討
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番号

タイトル

課室名等

執筆者名

月

912 国土技術政策総合研究所研究評価委員会 平成27年度 分科会報告書

研究評価・推進課

2016

7

913 平成27年度道路調査費等年度報告

道路交通研究部、道路構造物研 道路交通研究部、道路構造物研究
究部、社会資本マネジメント研究 部、社会資本マネジメント研究セン
センター
ター

2016

6

緑化生態研究室

荒金恵太、曽根直幸、栗原正夫

2016

6

中野敏彦・宮田正史

2016

6

2016

6

2016

6

2016

6

2016

6

2016

6

2016

6

佐藤健彦、竹信正寛、宮田正史

2016

6

港湾施設研究室

安部智久、石澤淳一郎、早川哲也、
千葉雄文、清水収司、木下真吾、岸
田正也

2016

6

空港計画研究室

井上岳、小野正博、川西和幸

2016

6

925 羽田空港における国際線発着枠拡充の影響と効果

空港計画研究室

井上岳、小野正博

2016

6

926 訪日外客による将来航空需要と経済波及効果（試算）

空港計画研究室

井上岳、小野正博、川西和幸

2016

6

人工リーフ被覆ブロックの波浪安定性能評価のための水理実験
927
マニュアル

海岸研究室

諏訪義雄、野口賢二、中村英輔

2016

8

基準認証システム研究室

国土技術政策総合研究所、
国立研究開発法人建築研究所

2016

9

下水処理研究室

2016

10

914

これからの社会を支える都市緑地計画の展望
人口減少や都市の縮退等に対応した緑の基本計画の方法論に関する研究
報告書

研究評価・推進課

刊行年

港湾分野における技術基準類の 国際展開方策に関する検討(その３)
915 ～港湾設計･施工基準のベトナム国家基準への 反映に向けた取り組みを事 管理調整部・港湾研究部
例として～

点検診断の劣化度判定結果による消波ブロック被覆堤本体工側壁の変状傾
918
沿岸防災研究室
向に関する一考察

井芹絵里奈、秋山吉寛、黒岩寛、岡
田知也
内藤了二、熊谷兼太郞、淺井正、鈴
木武
坂田憲治、井山繁、藤井敦、
宮田正史

919 作業船の老朽化対策に向けた活動状況･基礎情報に関する分析

鈴木啓介、井山繁、坂田憲治

916 市民参加型調査によって得られた東京湾のアサリ稚貝の分布

海洋環境研究室

917 防潮壁の越流時における水位・流速・圧力の計測

沿岸防災研究室

港湾施工システム・保全研究室

福永勇介、竹信正寛、宮田正史、野
津厚、小濱英司
高野向後、井山繁、坂田憲治、
藤井敦、宮田正史、西岡悟史

重力式および矢板式岸壁を対象とした 被災検証による照査用震度式の妥当
港湾施設研究室
性の評価
港湾施設の点検診断結果を踏まえた維持管理における配慮事項に関する検
921
港湾施設研究室
討
重力式防波堤のレベル1信頼性設計法に関する基礎的研究
922
港湾施設研究室
～混成堤および消波ブロック被覆堤の滑動および転倒照査を対象に～
920

923

衛星AISを用いた北極海航路航行実態に関する研究：2015年の航行実態を
中心に

924 公共施設等運営権設定下における 航空需要予測モデル開発の展開

929 平成28年（2016年）熊本地震建築物被害調査報告（速報）

B-DASH プロジェクト No.11
930
下水処理研究室
下水バイオガス原料による水素創エネ技術導入ガイドライン（案）
直杭式横桟橋の船舶接岸時のレベル１信頼性設計法に関する諸考察（その
931
港湾施設研究室
２）

勝俣優、竹信正寛、宮田正史、
村上和康
西岡悟史、井山繁、藤井敦、
宮田正史、坂田憲司、高野向後
藤井敦、佐藤徹、坂田憲治、
山路徹、加藤絵万

2016

9

2016

9

2016

9

932 港湾分野における設計・施工・維持の 連携強化方策に関する基礎的検討

港湾施工システム・保全研究室

933 港湾の施設の点検診断および補修技術等に関する技術資料

港湾研究部

934 東京湾内の港湾地域を対象とした高潮浸水解析

沿岸防災研究室

本多和彦、鈴木健之、鈴木武

2016

9

水害研究室

伊藤弘之、武内慶了、湯浅直美、山
本晶、大浪裕之

2016

10

国土技術政策総合研究所、
国立研究開発法人建築研究所

2016

10

下水処理研究室

2016

12

下水処理研究室

2016

12

下水道研究室

下水道研究室

2016

12

941 国土交通省国土技政策総合研究所 緑化生態研究室 第３１集

緑化生態研究室

緑化生態研究室

2016

12

945 公園緑地における眺望保全・再生の手引き（案）

都市防災研究室

影本信明、竹谷修一

2016

12

住宅計画研究室

国土技術政策総合研究所、
国立研究開発法人建築研究所

2016

12

936 平成25年山口・島根豪雨災害及び台風18号災害に関する調査

エルサルバドル共和国における平家建て普及住宅（コンクリートブロック造及
937 び枠組組積造 ）、並びに平屋建て住宅のためのアドベ造の技術基準（和訳 構造基準研究室
版）
B-DASH プロジェクト No.14
下水処理研究室
ICT を活用した効率的な硝化運転制御技術導入ガイドライン（案）
B-DASH プロジェクト No.15
ICT を活用したプロセス制御とリモート診断による効率的水処理運転管理技
939
下水処理研究室
術導入ガイドライン（案）

938

940

B-DASH プロジェクト No.16
ICT を活用した浸水対策施設運用支援システム導入ガイドライン（案）

東日本大震災における災害公営住宅の供給促進のための計画に関する検
946
討－災害公営住宅等に係る意向把握方法に関する研究－

＜国土技術政策総合研究所プロジェクト研究報告＞
番号

プロジェクトリーダー

タイトル

刊行年

月

2015

12

50

社会資本の予防保全的管理のための点検・監視技術の開発

建設マネジメント研究官

52

津波からの多重防御・減災システムに関する研究

河川研究部 海岸研究室長

2016

6

住宅研究部長

2016

11

53 電力依存度低減に資する建築物の評価・設計技術の開発

- 205 -

国総研の組織概要
国総研の組織概要
所

●副所長

総

●副所長

務

●調査官

部

総務課

画

会計課

●基準研究官

研究評価・推進課

立原庁舎

横須賀庁舎

●コーディネート研究官

施設課

技術情報課

●道路防災研究官

道路には、人の移動や物資の輸送を支える交通機能と、都市の骨格形成、
ライフラインの収容空間や防災空間の提供等の空間機能があります。
これらの
機能を把握・評価し、向上させる技術について、ICT
（情報通信技術）
の活用を
含め研究しています。

総務管理官
（旭・立原庁舎）

■道路研究室
道路を賢く使う取組を実現する道路交通調査・交通マネジメント手法、道路
ネットワーク整備による効果分析、円滑な道路交通を実現する道路幾何構造
などの研究。

国際研究推進室

管理調整部

■道路交通安全研究室
ビッグデータの活用による交通安全対策マネジメントの高度化、生活道路の
安全性向上方策、安全で快適な自転車通行空間の確保、道路の雪害に関す
るリスク評価・対策などの研究。

積算支援業務課

■道路環境研究室

下水道研究部
●下水道研究官

舎

●道路研究官

●情報・施工システム研究官

管理課 企画調整課
国際業務研究室

庁

道路交通研究部
●契財産管理官

部

●評価研究官

企画課

旭

●研究総務官

●福利厚生官

人事厚生課

企

（11研究部・1研究センター・3管理部門）

長

無電柱化の低コスト化や道路の景観向上、大気・騒音対策等の沿道環境
保全、希少動植物・土壌汚染対策等の自然環境保全など、
より良い道路空
間・道路環境を実現するための研究。

●下水道機能復旧研究官

衛生的な生活環境と美しい水環境を守り、都市の浸水被害を軽減するとと
もに、地球環境保全、循環型社会形成を推進するため、下水施設の技術基準
と管理手法について研究しています。

■下水道研究室

■高度道路交通システム研究室
情報通信技術を用いて人と車と道路を一体のシステムとして構築するITS
（高度道路交通システム）
技術を統合的に組み込んだスマートウェイの実現に
向けた研究。

下水管路を適切に管理するためのストックマネジメント支援、
下水道施設の地
震対策、
都市の浸水被害軽減、
低コスト手法を用いた下水道計画などの研究。

道路構造物研究部

■下水処理研究室

●道路構造物管理システム研究官

下水道における地球温暖化対策を中心に、下水道が有する資源・エネルギ
ーやストックの有効活用、下水処理による健全な水循環の構築と水環境の保
全、水系水質リスク対策による衛生学的な安全性の向上などの研究。

安全で円滑な交通を確保し、様々な社会経済活動や災害等の緊急時の対
応を支えるなど、道路ネットワークの機能を適切に果たせるよう、道路構造物の
よりよい設計・施工・維持管理のあり方やその方法、
それらを実現するための技
術基準について研究しています。

河川研究部

■橋梁研究室

●河川構造物管理研究官 ●水防災システム研究官 ●水環境研究官

良質で耐久性に優れる道路橋を実現するための、設計基準や施工品質確
保策、経済的に長寿命化を実現するための道路橋の合理的な維持管理方法
の研究。

洪水、津波などの自然災害や、気候変動によるその激甚化に対して、河川・
海岸・ダムの施設の計画・設計･管理および危機管理により国民の安全と安
心を確保すると共に、河川、海岸と水循環系、流砂系を良好な状態に保つこと
により美しい国土を持続するための技術について研究しています。

■構造・基礎研究室
道路構造物のうち、特に道路橋の下部構造および基礎、
トンネル、大型のカ
ルバート、擁壁などの土の作用の影響を大きく受ける構造物が備えるべき性能
や合理的な設計、施工、維持管理の方法の研究。

■河川研究室
より質の高い安全性・環境を確保し維持していくための川づくりの手法開発・
知見蓄積とそれに基づいた施策推進に資する技術の体系化・基準化の研究。

■道路基盤研究室
道路構造物のうち、特に盛土、斜面対策、舗装、軟弱地盤対策などについ
て、安全な道路機能を確保するために備えるべき性能や合理的な設計、施工、
維持管理の方法の研究。

■海岸研究室
環境及び利用に配慮しつつ海岸域を高潮・津波・侵食から守るための海岸
保全に関する研究や、海岸保全施設の技術基準に関する研究。

■道路地震防災研究室

■水循環研究室

道路に係る地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震
動に関する研究。

洪水や普段の水の流れの状態を把握・予測する技術、施設等による水循環
のより高度な制御法、
これらを防災や環境保全、水資源確保の施策につなげ
るための研究。

建築研究部

■大規模河川構造物研究室
ダムなど規模が大きく、流域スケールで基幹的役割を担う構造物について
の、状態把握、機能の高度化、維持・管理・更新などの技術の体系化、基準化
等の研究。

●建築新技術統括研究官 ●建築品質研究官 ●建築災害対策研究官
暮らしや経済活動の舞台である建物がより安全・快適に利用できるように、
構造、防火、環境・設備の各基準と基準を認証するシステムおよび建築物等の
性能評価について研究しています。

■水害研究室
水害リスクの評価技術と防災計画への反映手法、
ハザードマップや防災情
報の活用、
自助・共助の支援によるハードとソフト一体の水害軽減策などの研
究。

■基準認証システム研究室
性能指向の建築基準体系と性能確保システムのあり方、国際的な建築基
準の動向などの研究。

土砂災害研究部

■構造基準研究室
建築物の安全性、耐久性等の確保・向上に向けた建築構造、地盤、材料・
部材、地震力に関する技術や性能評価手法等の研究。

●深層崩壊対策研究官
豪雨や地震等による大規模土砂災害が頻発しており、土砂災害から人命・
財産を守るため、大規模土砂災害の発生監視・被害予測や土砂災害警戒避
難の迅速化・高度化などについて研究しています。

■防火基準研究室

■砂防研究室

■設備基準研究室

火災時における建築物の避難安全の性能評価、火災拡大の抑制、構造耐
火性能の確保などの研究。

高精度土砂災害発生予測手法の確立、深層崩壊発生の被害推定および
対応手法の確立などの研究。土石流対策等の技術基準案作成。

建築物の建築設備及び建築設備の維持管理保全に関する調査、
試験、
研究。

■材料・部材基準研究室

■土砂災害研究室

建築物の材料及び部材に関する研究・開発等。

■評価システム研究室

リモートセンシングによる大規模土砂災害監視手法、警戒避難のための防
災情報高度化などの研究。

建築物等の性能評価等に係る技術に関する調査、研究。
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■港湾施工システム・保全研究室

住宅研究部
●住宅性能研究官

港湾分野における公共事業の品質確保、港湾分野における環境物品等の
調達、港湾施設の維持管理などに関する研究。

●住宅情報システム研究官

国民の豊かな住生活の実現をめざして、
良質な住宅や住環境の形成、
住宅市
場の環境整備、
居住の安定の確保などが求められています。
このため、
住宅の長
寿命化、
既存ストックの再生活用、
高齢者の住まいや住宅セーフティネットのあり
方、
住宅の環境・エネルギー対応などに関する技術・手法について研究しています。

■住宅計画研究室

空港研究部
●空港新技術研究官

住生活や住宅建設の動向の分析、
これを踏まえた国等の住宅計画の立案
に関する研究、住宅の安全・安心の確保、住宅セーフティネットに関する研究。

航空の自由化が進展する中、
わが国の国際競争力の強化や地域活性化の
政策支援、
リスク管理、安全安心の確保に係る基準類、効率的な維持管理手
法などについて研究しています。

住宅ストックの実態把握手法や維持管理の高度化に関する研究、住宅等
の改善、性能向上のための改修技術と普及方策に関する研究。

需要予測手法などの政策シミュレーション、航空ネットワークや需要動向の
分析、空港のリスクマネジメント、空港の地域効果などの研究。

■住宅ストック高度化研究室
■建築環境研究室

住宅・市街地の居住環境の評価手法や面的整備・改善・維持の手法に関
する研究、住宅を取り巻く温熱環境や光・視環境の改善や環境負荷低減に関
する研究。

■住宅生産研究室

住宅及び建築生産合理化のための材料・構法・部品・生産技術等に関する
研究、
エンドユーザー保護のための技術的・制度的対応に関する研究。

都市研究部

■空港計画研究室
■空港施設研究室

ライフサイクルコストにも配慮しつつ、安全性・定時運航が確保された良質な
空港の運営に資する、滑走路、誘導路等の設計要領及び補修要領の策定な
どに関する研究。

■空港施工システム室

空港の整備及び維持管理に係る施工の合理化・高度化を図るための積算・
施工基準、施設点検、維持管理支援システムに関する研究。

社会資本マネジメント研究センター
●建設マネジメント研究官 ●国土防災研究官 ●情報研究官

少子高齢化の進展や地球環境問題の広がりなどの社会状況の変化に対
応し、持続可能な都市づくりを目指して、都市構造の再構築、都市の安全性の
向上、低炭素都市づくりに向けた都市環境の形成のための評価手法、技術に
ついて研究しています。

社会資本整備を取り巻く社会情勢の変化を踏まえて、社会資本整備の役
割・効果から設計・施工・検査・維持管理・更新までのあらゆる建設生産プロセ
スやそれらを支える情報基盤のあり方などについて研究しています。

良好な生活環境と活発な都市活動が両立する土地利用の誘導に向けて、
環境性能を重視したゾーニングコードなど都市計画の行政基準についての先
端技術研究。

調査・設計業務や公共工事の調達において、最適な入札契約方式・事業執
行方式の検討など、公共事業の適正かつ効率的な執行に係わる政策立案、
ガイドライン整備等についての研究。

新技術を活用した都市交通調査手法など、都市施設に関する基礎調査及
び施設計画・整備・運営のあり方についての研究。

社会資本整備及びその維持管理を進める上で必要となる設計・積算・監督・
検査といった公共調達プロセスに関する基準やシステムなどの効率化・高度
化、建設コストの評価・縮減についての研究。

■都市計画研究室

■都市施設研究室
■都市防災研究室

都市の防災・減災性を向上させる手法や防災計画、緑地・空地の防災効果
の評価に関する研究と関連する技術の開発。

■都市開発研究室

密集市街地等既成市街地の再編・更新の推進、集約型都市づくりに資す
る取組みなど、安全で快適な都市環境の形成及び都市機能の適正立地に向
けた市街地整備手法に関する研究。

沿岸海洋・防災研究部
●沿岸海洋新技術研究官

■社会資本マネジメント研究室

■社会資本システム研究室

■社会資本施工高度化研究室

社会資本整備に必要な建設生産プロセスにおける施工段階を中心に、建
設生産システムの省力化・効率化・精度向上のための建設機械施工その他の
施工に関する高度化についての研究。

■社会資本情報基盤研究室

社会資本の整備及び管理の効率化、高度化に向けた、調査、設計、施工、
点検を通じた情報の収集、加工、活用に関する基盤技術の研究。

■建設経済研究室

●津波・高潮災害研究官

沿岸の陸海域を賢く利用し、防災性を高めるために、海域環境の再生手法
の開発や津波や高潮による被害評価・減災方策の研究などに取り組むほか、
地域や社会とバランスが取れた沿岸域の利用法について研究しています。

住宅・社会資本を取り巻く状況と動向把握を踏まえ、社会・経済・生活を支え
る住宅・社会資本の役割と社会経済的効果を明らかにするための研究。

■緑化生態研究室

■海洋環境研究室

環境と調和した社会の実現に向け、地球温暖化対策や生物多様性の確保
等の地球環境問題への対応から、身近な社会基盤の質的充実や、豊かな国
民生活を実現する緑の保全・創出まで、環境分野等における研究。

■沿岸防災研究室

■熊本地震復旧対策研究室

内湾域での環境モニタリングの実施と評価、生態系の保全・再生・創出手
法の開発、沿岸海洋の環境に関する現地観測や数値計算の実施。
津波・高潮に対する被害評価やハード・ソフトによる防災・減災方策、避難の
安全性評価、温暖化対策、海岸施設の維持管理に関する研究。

■危機管理研究室

多様なステークホルダーを考慮した港湾の機能継続のあり方、物流の効率
化と国際輸送保安対策のあり方に関する研究。

■沿岸域システム研究室

海洋ゴミ問題の低減に向けた研究、海洋レーダーを使った津波減災技術の
開発、沿岸域の資源を活用した地域活性化に関する研究。

港湾研究部

平成２８年熊本地震の復旧事業における高度技術支援及び調査、設計、
施工の各段階で得られた知見の体系化・基準化に関する研究。
※熊本地震の災害復旧現場に設置される庁舎

横断的組織
それぞれの分野に関わる研究を各々で進めるのはもちろんのこと、組織の中
で柔軟に次のような組織を作り、分野横断的かつ総合的な研究に取り組んで
います。

■気候変動適応研究本部

●港湾新技術研究官
国際競争力の強化や、
より豊かで安心な国民生活を支えるための対応が港
湾にも求められており、港湾の計画手法や設計のあり方、公共事業の品質確
保、維持管理などに関わる研究を実施しています。

■港湾計画研究室

世界の海事動向に関する分析とそれを踏まえた港湾の計画手法に関する
研究、AISを活用した船舶動静に関する分析。

■港湾システム研究室

港湾貨物の動静分析、国際海上コンテナ貨物の流動モデル開発、港湾貨
物・旅客船需要動向などに関する研究。

■港湾施設研究室

防波堤や岸壁など港湾に必要な港湾構造物の技術基準の高度化、技術
基準の国際化・国際展開などに関する研究。
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将来の気候変動による洪水や渇水等の変化に対応するための適応策に関
する治水や利水、環境の観点からの横断的な研究。

■環境研究推進本部

環境に関する研究についての情報共有、分野横断的な研究の推進。

■防災・減災研究推進本部

防災・減災に関する研究についての情報共有、分野横断的な研究の推進。

■メンテナンス研究推進本部

維持管理に関する研究についての情報共有、分野横断的な研究の推進。

■i-Construction推進本部

i - C o n s t r u c t i o nに関する研 究・開 発 等を推 進し、建 設 現 場における
i-Constructionの普及を図る。
※平成29年4月組織変更後のものである。
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（ＦＡＸ）０２９－８６４－４３２２
国総研 研究評価・推進課 宛

皆 さまの声 をお聞 かせ下 さい！！
“国 総 研 レポート 2017 に関 するアンケート”
（ ア ン ケ ー ト は 、 国 総 研 ホ ー ム ペ ー ジ （ http://www.nilim.go.jp)上 の フ ォ ー ム か ら も
ご回答いただけます。）

「国総研レポート」は、国総研の一年間の研究動向・成果や成果の活用事例を紹介
することを目的として発行しています。
皆 さ ま の ご 意 見 、ご 感 想 を 基 に 、コ ン テ ン ツ の 改 善 を 図 っ て ま い り た い と 考 え て お
りますので、下記アンケートにご協力をお願いいたします。

Q1． 職 業 、 性 別 、 年 齢 に つ い て お 尋 ね し ま す 。 （ 番 号 に ○ を お 付 け く だ さ い ）
職 業 ： 1.民 間 企 業 【 a.建 設 業

b.コ ン サ ル タ ン ト

2.特 殊 法 人 ・ 特 殊 会 社

3.財 団 ・ 社 団 法 人

4.独 立 行 政 法 人

5.地 方 公 共 団 体

6.大 学 等 教 育 機 関

7.学 生

8.国 の 機 関 【 a.国 土 交 通 省

性 別 ： 1.男 性

2.女 性

年 齢 ： 1.１ ０ 代

2.２ ０ 代

c.そ の 他 】

b.国 土 交 通 省 以 外 】 9.そ の 他 （

3.３ ０ 代

4.４ ０ 代

5.５ ０ 代

）

6.６ ０ 代 以 上

Q2． 本 書 を 読 ん で の 感 想 を お 尋 ね し ま す 。 （ 番 号 に ○ を お 付 け く だ さ い ）
(1)業 務 に 役 立 ち ま し た か ？

(1-2)ど の よ う に 役 立 ち ま し た か ？

1.大 変 役 立 っ た

1.本 書 で 新 た な 知 見 や 情 報 を 得 た

2.や や 役 立 っ た

2.詳 し い 情 報 の 所 在 に た ど り 着 い た

3.あ ま り 役 立 た な い

3.そ の 他 （

）

4.ま っ た く 役 立 た な い

(2)理 解 し や す い 記 述 で し た か ？
1.大 変 そ う 思 う
2.や や そ う 思 う
3.あ ま り そ う 思 わ な い
4.ま っ た く そ う 思 わ な い

Q3. ど の 記 事 に 興 味 ・ 関 心 を 持 た れ ま し た か ？ （ ペ ー ジ 番 号 を ご 記 入 く だ さ い ）

Q4. 次 の 点 に つ い て 、 ご 意 見 ・ ご 要 望 （ 改 善 す べ き 点 等 ） を お 聞 か せ く だ さ い 。
(1)本 書 の 内 容

(2)本 書 の 体 裁 ・ 見 や す さ

(3)そ の 他

ご 協 力 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 上 記 宛 て FAX い た だ き ま す よ う お 願 い い た し ま す 。

NILIM 201７
国総研レポート 201７
No.1６

April 201７

編集・発行

©国土技術政策総合研究所

住

茨城県つくば市旭１番地

所

本資料の転載・複写の問い合わせは
企画部

研究評価・推進課

TEL 029-864-2675

国総研レポートのイメー
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国総研メルマガ（メールサービス）を配信中！
国総研メルマガ（メールサービス）は、国総研の研究成果等
に関するタイムリーな情報や国総研が貢献できる技術支援情
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メールアドレスをお持ちであれば、どなたでも登録できます。
配信登録は国総研のホームページからどうぞ。
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/mailmag/index.html

「つぶやき」情報から土砂災害の予兆を把握

インターネット上に大量に存在するソーシャルメディア情報をリアルタイム
に分析し、ユーザーの豪雨等に対する不安感や恐怖感を表した「つぶやき」
が「いつ」
「どこで」投稿されたかを推定し、その地域の土砂災害の切迫性
の高まりを把握する手法を検討しています。分析により市町村まで位置推定
を行えば、早い段階で土砂災害の前兆等に関する情報を収集できる可能性
があることが分かってきました。これを警戒・避難システムに組み込むため
の研究を進めています。
土砂災害研究部

土砂災害研究室

