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「NILIM2018　国総研レポート 2018」とは

○ 「NILIM201８ 国総研レポート 201８」とは 

 

国総研の研究活動の理念、20１７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、国総研が取り組む研究を幅広く紹介する

研究活動のいわゆる「カタログ」です。 

より詳細な内容についてお知りになりたい場合は、研究紹介の中で示しており

ます詳細情報等をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表紙写真 熊本地震で被災した道路橋の復旧に技術の総合力で貢献 

 

熊本地震の復旧・復興事業をより加速化させるため、国総研で初めて災害復旧現

場に「熊本地震復旧対策研究室」が平成 29 年 4 月に設置されました。 

国総研の各研究部とも連携し、九州地方整備局「熊本復興事務所」と車の両輪と

なって、早期復興に向けて取り組んでいるところです。 

平成 29 年 8 月には、地震による被災で不通となっていた南阿蘇村が管理する

道路が、国の代行による応急復旧により 1 年 4 ヶ月ぶりに開通しました。 
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所長メッセージ 
 

技術ニーズを掘り起こし、   
ストーリーに展開する 

 

 

国土技術政策総合研究所 所長 藤田 光一    

 

“新技術の嵐”に“技術ニーズの嵐”で応える 

社会資本や住宅・建築にかかわる従来の技術以

外の分野から、新技術が次々ともたらされる状況

の中、それらの活用が大きな果実を産み、またイ

ノベーションにまでつながることが期待されて

いる。この国総研レポート2018で使われている用

語－AI、CNN（ディープラーニングの手法）、

AR（拡張現実）は、たかだか３年前の国総研レ

ポート2015には出てこない。これらに限らず、ロ

ボット、IoT、ドローン、ICT、ビッグデータ・デ

ィープデータ構築、ブロックチェーンなど、活用

の対象となる新技術の出現は近年めざましい。 

こうした状況を“技術ニーズの嵐”で迎え、現

場を良くする実用技術に育て上げる土俵を作る

ことは、私たちの本質的な役割の１つである。 

 

ニーズを技術的に掘り起こす
．．．．．

ことの重要性 

 技術ニーズが最初から誰にでも具体的に見え

る形で存在することは少ない。人に聞いて簡単に

得られるとも言いがたい。課題名＋αは、それが

たとえ細分化されていたとしても、直ちには技術

ニーズにならないこともある。 

「現場の実態と、対象とする事象やものについ

て積み上げられてきた技術内容を多面的に理解

し、この先の展開を見据えた上で、新技術の要所

を押さえながらそれに何を求めるかを掘り起こ

す」という地道な作業が求められる。新技術の内

容が豊かになるほど、掘り起こしは面白く、時に

大仕事になる。  

掘り起こしにまず求められる具体性と信頼性 

 技術ニーズを掘り起こす作業で心がけるべき

ことの一般化は難しいが、それでも外してはなら

ないこととして、「具体性」と「信頼性」がある。 

活用局面の設定から始まり、主機能・性能にし

ても、制約・環境条件にしても、コストやメンテ

ナンス労力にしても、ニーズの内容を一般的・抽

象的でなく極力具体的な（したがって他分野の技

術者に伝わる）ものにしなければ、技術的検討が

真剣勝負にはなりにくい。このために、ニーズの

側から当該新技術に踏み込む必要も出てくる。  

もう一つの項目である信頼性は、社会インフラ

の基本的性格に鑑みてのものである。社会インフ

ラに関する技術には、「取り替え」が簡単にきか

ず、設定外力作用時の機能を“実地に試す”アプ

ローチが採れない中、一品ごとに所定の機能発揮

を確実に果たすという大きな責務を負うものが

ある。この場合新技術には、「新たにできること」

の提示のみならず、その信頼性について十分な情

報が求められる。一定の整えられた条件下でのブ

レークスルーの実証と、現場で遭遇する諸条件下

での性能発揮の信頼性確認との間には、本質的ギ

ャップがあり、それを埋める作業が大事になる。 

 

技術ニーズに“遊び”をつくることの意義 

 提示されたニーズに呼応して適合する新技術

が提案され、円滑に実装に到達するという一方向

流れで済む場合もあるが、ニーズと新技術提示の

間での技術的キャッチボールが必要となること

写真 

（写真ﾃﾞｰﾀの貼り付けは不

要） 
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も多い。そして、後者においてむしろイノベーシ

ョンの可能性が出てくる。 

 イノベーションは、当該技術体系そのものを根

幹から変革するという性格を持つ。既存の技術体

系の延長線上で提示された技術ニーズが、それに

呼応した新技術と接触することでニーズ自体の

再編を促され、それが大局的・全面的な課題解決

をもたらすシナリオに昇華することがある。この

ようなニーズとシーズの創発的な化学反応を逃

さないように、ニーズ提示に柔軟性、いわば“遊

び”を織り込んでおくことも大事な留意点となる。

これは、技術活用の芽を選別することを急ぐより

も、育てる視点を尊重することにもつながる。 

 

ニーズと新技術とのインターフェースが鍵 

このように新技術の活用は、技術ニーズを掘り

起こしたその先の双方向プロセスが勝負どころ

となり、そのためのインターフェース（土俵）が

重要な役割を担う。 

しかし、その作り方は一筋縄では行かない。そ

こで、ニーズと新技術のマッチングから始まるキ

ャッチボールを通じて実装につなげていくプロ

セスを、隘路や課題も含め類型化してみる。その

作業では、インフラ種別毎などにこだわらず、新

技術の実装のされ方
．．．．．．

の代表例を１つ１つ確認
．．．．．．．．．．．

し

ながら類型の全体像を描く。類型によってインタ

ーフェースの重点が異なることがわかってくる。 

こうして、多様なインターフェース類型から成

るフレームをつくり、その下で実践し、結果をフ

レーム自体の更新にもフィードバックする。ここ

には、上述の共創の方式はもちろん、もっと基本

的なプロセスとして、ニーズ～シーズ間の隔たり

を埋める方式や技術評価のやり方なども入って

くる。技術的側面にとどまらない進め方の様々な

仕組みも類型整理の対象になっていこう。 

 

ストーリーを持った技術ニーズ提示への展開 

インターフェースは、それを機能させるエネル

ギーを必要とする。いくつかある重要なエネルギ

ー源の中で、「技術展開のビジョンを持ったニー

ズ提示」をここではあげておきたい。  

技術ニーズの具体的な掘り起こしができるこ

とは、新技術を課題解決や目標達成にどうつなげ

るかの明確なイメージを持っていることに他な

らない。それを、ニーズの個別提示にとどめず、

実務の現場を（劇的に）良くする具体の“ストー

リーの提示”にまで持って行く。そこでは、技術

活用がどのような果実を産むかが具体的かつ系

統立てて示される。検討の深まりとともに次に求

められる技術が芋づる式に出てくるという、“ニ

ーズの自己展開”が起こる土壌も形成される。 

具体のターゲットを想起したとき、その技術に

関わる現場状況を深く知る人にとって是非実現
．．．．

したいと
．．．．

いう
．．

渇望感
．．．

が湧き出るストーリーとな

っていればしめたものである。そしてストーリー

提示は、技術を出す側の頭も活性化させる。 

 

国総研が果たす役割の基軸 

 新技術活用は国土交通省の技術政策の最重点

事項の１つであり、様々な形で取り組まれ、その

強度は着実に高まっている。国総研は、本省およ

び地整等と連携しつつ取り組みに参画し、役割を

さらに果たしていく。その際、国総研ならではの

恵まれた条件を最大限活かさなければならない。 

すなわち国総研は、個々の技術開発と現場適用

の両方と深いパイプを持ち、研究開発のプレイヤ

ーでもあり、また、技術基準等の原案作成を通し

て、技術の実務への適用を全体的に見通し、技術

に責任をもって次の展開を考え続けている。現場

での困難な技術判断に臨み、技術支援を積み重ね

ている。こうして血肉になった総合的な技術力は、

上述の技術ニーズ提示とストーリーへの展開に

コア部分で貢献でき、またそうすべきである。 

国総研は、主動はもちろん、技術の力で国土を

良くするという多方面からの真摯な営為がより

生きる状況となるよう、今後も取り組んで行く。 
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国土技術政策総合研究所 研究方針

基本姿勢

○技術的専門家として行政の視点も踏まえ、国土交通省の政策展開に参画する
・技術政策の企画・立案のみならず、普及・定着まで一貫して、当事者として参画する

・技術政策の必要性や妥当性を実証データにより明らかにし、説明責任を果たす

○研究活動で培った高度で総合的な技術力を実務の現場に還元する
・現場の実情を踏まえた解決策を提示し、災害時等の高度な緊急対応も機動的に支援する

・個々の対応事例を蓄積、一般化して広く提供するとともに、教訓を研究に反映する

○国土・社会の将来像の洞察と技術開発の促進により、新たな政策の創出につなげる
・国土や社会を俯瞰し、変化を的確に捉え、将来の課題を見通す

・広く産学官との技術の連携・融合を図り、新たな技術展開を目指す

国土技術政策総合研究所の使命

住宅・社会資本分野における唯一の国の研究機関として、技術を原動力に、現在そして
将来にわたって安全・安心で活力と魅力ある国土と社会の実現を目指す

根幹となる活動

○国土交通政策の企画・立案、普及を支える研究開発
・直面する重要な政策展開を支える技術基準・手法を体系的に提示、現場実装し継続的に改良

・将来的な対応が想定される課題を抽出し、政策の方向性を提案

・国土・社会の動向を継続的・長期的に分析し、知見を蓄積

・戦略的な国際標準化、途上国の技術者育成を通じて、我が国の技術の国際展開を支援

○災害・事故対応への高度な技術的支援と対策技術の高度化
・発災直後から研究者を派遣し、二次災害防止や応急対策に関する現場の対応を支援

・原因の究明、復旧・復興計画の検討、対策の実施について技術的に助言

・災害等から得られる知見・教訓を蓄積し、防災・減災対策の高度化研究に反映

・海外における大規模災害に対し、災害対応先進国として技術的に支援

○地方整備局等の現場技術力の向上を支援
・現場が直面する課題に対し、実務を知る立場ならではの指導・助言を通じ、技術力を移転

・人材の受入れ、研修等により行政知識と専門性を併せ持つ地域の中核技術者を養成

○政策形成の技術的基盤となるデータの収集・分析・管理、社会への還元
・国の機関として、膨大な現場データを、客観性・正確性・信頼性を確保しつつ収集、管理

・蓄積したデータは、自ら分析し研究へ反映するとともに、社会へ適切に公開

国土技術政策総合研究所 研究方針

平成29年11月1日

「研究方針」とは、研究活動の基本的な方向性を示したものです。「国総研とは何か」を知っていただくとともに、国
総研職員も自覚すべき事項として「使命」、「基本姿勢」、「根幹となる活動」を記しています。併せて、より良い研究
を効率的に進めていくための「研究の心構え」及び「研究を支える環境整備」を記しています。
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研究の心構え

○行政・現場の真のニーズを理解し、本質的な技術的課題を明確化

○課題を突破する仮説と検証方法、社会実装への道筋を含めた研究計画を策定
・組織的に積上げてきた研究蓄積を活用し、既往研究の何を乗り越えるかを明確化

・計画段階から社会実装を想定し、研究項目、手順、スケジュール、達成目標を設定

・自らの強み･弱みを認識した上で、外部とも連携して効率的な研究体制を構築

○得られた事実から研究全体の展開を見据え、柔軟に計画を見直し
・データ、事実を客観的・中立的に解釈して仮説を検証

・幅広い分野の専門家と議論を行い、多面的・多角的に考察

・研究全体を見通し、常に結果の本質を見極め、計画を自発的・継続的に見直し

・試行錯誤し、想定外の結果も柔軟に受けとめ、より良い研究成果の創出へと展開

○知見を体系立てて取りまとめるとともに、現場で使える成果に昇華

○成果の的確・円滑な社会実装に向けた戦略的な道筋を構築
・行政・現場・研究、各々の特性を活かした実現性の高い実装プロセス、役割を明確化

・広報を研究の一環として組み込み、伝わることを意識して積極的に社会へ発信

○実装の結果をフォローアップし、技術的課題を抽出して次なる研究に反映

研究を支える環境整備

○質の高い研究を支えるマネジメントの仕組みの構築
・幅広い視点から、研究をより良くするために外部評価と所内評価を実施

第三者からの助言・意見等を積極的に取り入れ、自らも厳しく研究状況を検証し改善

・多様で急速な技術の進展に応じ、外部との新たな連携の仕組みを機動的に整備

・成果を知的基盤化する刊行物･データベースを作成、多様な広報手段を用意

○技術を礎とし、研究と行政・現場の両面から政策展開を見通す人材の育成
・データを読解き、現場を想像しつつ結論への道筋と社会実装手順を組立てる力を養成

・先人の研究蓄積や経験・ノウハウを伝承し、行政・現場を経験する機会を提供

・行政・現場、産学からの研究者など、多様な人材による研究組織を形成

○住宅・社会資本分野の技術研究開発を支える実験施設等の保有・機能強化
・実用環境下での性能検証に不可欠な、民間では保有困難な施設を適切に管理・運用

・民間・大学等の幅広い技術研究開発を支援するため、外部への施設利用機会も提供
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巻頭クローズアップ

地震発生直後の情報空白期間を短縮

時々刻々変化する災害対応に必要な情報を、必要なタイミングでインフラ管理者に提

供できる情報共有システムを開発し、災害対応の迅速化による被災地の復旧・復興の

早期化を実現します。

社会背景と課題 

研究内容 

☞関連記事はこちら 

・CCTVカメラの旋回機能を利用しパノラマ画像を夜間でも作成する手法の開発（p.90） 

・人工衛星搭載SARを用いた土砂災害の緊急判読調査（p.189） 

・インフラ被災情報のリアルタイム収集・集約・共有技術の開発（p.96） 

防災・減災研究推進本部 

大規模地震後の「情報空白時間・地域」を可能な限り排除し、
迅速な社会インフラの応急復旧に貢献

CCTV カメラ画像から被害画像を抽出する機能 

①揺れが大きい地点のCCTVカメラを自動で旋回させ、パノラマ画像を作成する技術の開発 

②CCTVカメラ画像から被害画像を自動抽出する技術の開発 

 地震発生時の適切な初動対応のためには、迅速な情報収集が重要だが、発災直後には限られた情報しか 

取得出来ない期間（情報空白期間）が生じている。 

 大規模地震発生時に広域の状況を迅速に把握するには、強震観測網、CCTV カメラ、衛星等の既存の施

設や技術を活用し、情報を収集するための仕組みが必要。 

強震記録を自動で取得し、スペクトル分析情報

を自動作成・配信する機能の開発 

地震発生時の情報の自動配信 

①衛星 SAR、防災ヘリ、航空機 SAR 等を組み合 

わせた効率的な観測計画の立案システムの開発 

②SAR 画像の判読作業を効率化する技術の開発

SAR 画像の効率的な活用 
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空港研究部

地震災害時の空港施設の早期復旧を目指して

社会背景と目的

被災地の空港が速やかに緊急輸送等の拠点として機能することを目的とし、空港
管理者が空港舗装の被害を迅速に点検し、復旧方法を選択するための点検復旧マ
ニュアルを作成します。

研究内容

点検方法と判定基準

空港がいち早く緊急輸送の拠点として機能することを可能とする

 空港管理者の多くは、地震時の舗装被害に関する十分な専門的知識を有しておらず、迅速な点検・臨

機応変な復旧方法の判断ができない恐れがある。

 調達可能な機器が限られる中で空港管理者が地震時の空港舗装の被害を迅速に点検し、復旧方法を選

択するための点検復旧マニュアルを作成する。

既往の被害事例の分析を行い、目視による一次判定基準を検討する。また、一次判定におい

て舗装支持力の不足が懸念される場合の詳細点検方法として、調達可能と考えられる機材を用

いた具体的な点検方法と二次判定基準を検討する。

仙台空港の誘導路（アスファルト舗装）の液状化による局所沈下

復旧方法の選択基準

調達可能な舗設機械が限定されることを想定したアスファルト舗装の復旧方法選択基準を整

理する。また、液状化により沈下したコンクリート舗装をアスファルト混合物でオーバーレイ

し平坦性を復旧するための留意点等を整理する。

アスファルト混合物によるコンクリート舗装の早期復旧イメージ

コンクリート版

地震前高さ

空洞

コンクリート版 アスファルト舗装

NILIM2018　国総研レポート 2018
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九州北部豪雨を踏まえた河川・砂防一貫した対策の検討 

平成29年7月の九州北部豪雨では、中小河川の狭い流域において、短時間に大量の水・

土砂が広範囲に流出・氾濫し甚大な被害が生じました。国総研では同災害の復旧技術検

討委員会に委員3名を派遣するとともに、このような中小水系の水・土砂流出特性を踏

まえて、河川・砂防一貫した対策を実施するための技術開発を行っています。

社会背景と課題 

研究内容 

☞関連記事はこちら 

・平成29年7月九州北部豪雨による土砂氾濫と家屋被害の実態（ｐ.69） 

・中山間地中小河川の浸水しやすさ図の共有による減災対策促進（ｐ.63） 

河川研究部、土砂災害研究部 

全国に数多く分布する土砂・洪水災害対策が十分でない 
中小河川において頻発・激化する豪雨災害の被害低減 

復旧支援と中小河川減災対策検討 

○災害調査の支援：LP 測量等による河道埋

塞・不安定土砂存在状況把握、河道埋塞

土砂の主体は粗砂・極粗砂・細礫（元河

床の主体は中礫～巨礫） 

○計画降雨対象に河道設計支援：上流から

の土砂供給量は斜面に残留した不安定土

砂からの流出を考慮、河床変動計算によ

る維持容易な河道縦横断形設計の支援 

○今次並豪雨による同時多発崩壊を対象に

した地域の安全確保方策の検討支援（超

過洪水時の沿川の浸水しやすさ・水害リ

スク情報の検討支援） 

○上流の不安定土砂の経年的な変化を反映

した中小河川における順応的な対応手法

の検討支援 

 中小河川の狭い流域では、水・土砂が短時間のうちに上流から下流の広範囲に流出するため避難する

時間を十分に確保できない。特に谷底平野では避難のタイミングを逸すると手遅れになる。 

 洪水浸水想定区域が指定されていない中小河川では、潜在する災害リスクの実感が乏しい傾向にある。

 中小河川の洪水・土砂流出特性を踏まえて上下流を含めたリスク評価・対策手法の確立が急務です。

○土砂生産・流出の実態を整理し、主要な土砂生産源

となる山地渓流で発生する土石流の生産土砂量と河

床勾配が急な土石流領域から河床勾配が緩い洪水氾

濫区域まで含めた流出土砂量の推測手法の精度向上

を図る。 

○家屋周辺の土砂堆積厚と家屋被害の実態を整理し、

土砂堆積厚に応じた家屋被害推測手法の精度向上を

図る。 

○水蒸気量や大気の不安定さ等を指標とした線状降水

帯出現範囲の推定と土砂災害発生危険度予測手法の

確立を目指す。 

上流域における水・土砂流出予測手法の精度向上 

上流の土砂生産と下流への土砂流出 

河川事業・砂防事業・地域の対策が連携した復旧の考え

方 （筑後川右岸流域 河川・砂防復旧技術検討委員会

報告書（平成 29 年 11 月）101 頁より一部改変） 

- 8 -- 8 -



平成28年12月に糸魚川市大規模火災、平成29年2月には埼玉県三芳町で大型倉庫

火災が発生しました。国総研では、関係機関と協力し、職員を現地へ派遣し、火災

拡大要因や被害調査、実効性の高い防火対策の実現に向けて検討を行いました。

火災拡大要因の特定と再発防止に向けた技術的検討 

建築研究部、都市研究部 

既存市街地に対する防火対策の効果的な実現
防火設備の作動信頼性向上、フェイルセーフの確保を目指す

糸魚川市及び三芳町の大規模火災を教訓とした
防火対策の実効性向上

埼玉県三芳町倉庫火災を受けて

火災後の建築物の外観 火災による屋根の崩壊

コンベアによる閉鎖障害防火用シャッターの不作動

糸魚川市大規模火災を受けて

広範に市街地が焼失 瓦屋根における飛び火実験

市街地火災シミュレーションによる計算例 

市街地を再現して計算 外壁・窓を強化 更に現代仕様の瓦屋根
火災発生から当該建物に
延焼するまでの経過時間

■～1時間 ■～4時間 
■～2時間 ■～5時間 
■～3時間 ■～6時間 
□6時間の計算終了時点 

で延焼しなかった建物 

平成28年12月22日に新潟県糸魚川市の古

い建物が多く残る市街地で発生した火災では、

強風により複数の飛び火も発生し、焼損棟数

147棟に及ぶ大きな被害をもたらした。 

国総研は建築研究所と共同で現地調査及び

分析を行い、飛び火があった建物の特定や延焼

動態の解明に努めるとともに、火災実験実施に

より現代仕様の瓦屋根は火の粉による屋根の

燃え抜けは発生しづらいこと、市街地火災シミ

ュレーションにより古い建物でも防火性能が

確保されていれば、飛び火の発生や焼損棟数が

減少することなどを明らかにした。 

この結果も踏まえ、市街地における安全性の

確保に向けた法整備が進められている。

☞関連記事はこちら 
・ 埼玉県三芳町倉庫火災を踏まえた防火対策及び消防活動のあり方に関する検討会報告書（平成 29 年 6 月） 

http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h29/miyoshimachi_souko_kasai/houkoku/houkokusyo.pdf 
・ 平成 28 年（2016 年）12 月 22 日に発生した新潟県糸魚川市における大規模火災に係る建物被害調査報告書

（平成 29 年 7 月、国総研資料第 980）http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0980.htm 

・ 今後の建築基準制度のあり方について（平成 30 年 2 月、社会資本整備審議会第三次答申（参考資料））
http://www.mlit.go.jp/common/001222680.pdf 

平成29年2月16日に発生した、埼玉県三芳

町の大規模な物流倉庫（延べ面積:約7万2千

㎡）での火災は、鎮圧までに約6日を要し、床

面積の約2/3の部分が焼損した。 

関係機関と連携して現地調査や実験的検証

を行った結果、自動火災報知設備（アナログ式

感知器）の配線系統のショートによる鋼製シャ

ッターの不作動、ベルトコンベアによる鋼製シ

ャッターの閉鎖障害（フェイルセーフ機構の不

備）などにより、火災を局限化するための防火

区画を形成できなかったことが明らかになっ

た。 

この結果を踏まえ、防火区画に用いる防火設

備等の構造方法や既存の保安上危険な建築物

等への対策に関する法整備が進められている。

NILIM2018　国総研レポート 2018
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沿岸海洋・防災研究部

産業等の集積した港湾堤外地を守る高潮リスク低減技術の開発

産業集積が多く、交流拠点としての重要性の高い港湾、特に港湾堤外地におい
て、高潮リスクの低減を図るため、潮位・波浪観測技術の高度化、高潮浸水予測
の高度化により高潮リスク情報を把握・評価する研究を行っています。

潮位・波浪観測の高度化

効率的できめ細やかな観測・分析により、
港湾の堤外地での的確な高潮への対応が可能

 気候変動により海面水位の上昇、台風の大型化も懸念され、想定外の高潮も考慮する必要がある。

 低平地に資産が集中するなか、港湾の堤外地（三大湾の港湾地域のうち８３％が堤外地）に多数の施

設・事業所が立地する。

 港湾堤外地の地形は複雑であり、リスクを詳細に把握するためには、きめ細やかな観測体制が必要で

ある。

 一方、観測地点は限定的で観測機器は一定の費用を要し、浸水予測手法についても改善の余地がある。

港内での効率的で

きめ細やかな潮位観

測のため、簡易で低

廉な潮位観測機器を

開発する。

また、港湾の面的

な波高観測するため、

流れを観測するため

の海洋短波レーダー

を利用した手法の開

発を行う。

高潮浸水予測の高精度化と三大湾の高潮浸水の感度分析

港湾の堤外地は広域でかつ地形が複雑。

であり、港湾の複雑な地形の影響にも対

応可能な、高潮浸水予測手法の高度化の

研究を行う。

また、想定外の高潮を想定して、三大

湾の高潮浸水解析の感度分析を行う。

研究内容

☞関連記事はこちら（担当研究室の関連記事を紹介）
・高潮観測の高度化に向けた観測技術の開発（p.84）
・三大湾に大きな高潮を発生させる台風の特徴（p.83）

港湾堤外地(名古屋港) 想定台風コース(伊勢湾)

開発中の簡易潮位計

潮位・波浪観測のイメージ

簡易で低廉な潮位観測機器の配置

海洋短波レーダーによる面的な観測

既存観測機
器と連携し
た潮位・波
浪観測体制
の高度化

台風

社会背景と目的
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今後、急速に高齢化する道路構造物を適切に維持管理していくため、点検、診断、補

修・補強に関する技術を開発しています。その成果を技術基準に反映するとともに、

管理者への技術移転等により、安心して道路を使い続けられる社会を実現します。

社会背景と課題

研究内容

☞関連記事はこちら

・道路トンネルの定期点検結果について（ｐ.106）

・舗装の早期劣化区間の解消に向けた調査・設計手法の確立（ｐ.107）

道路構造物研究部

 「事後保全」から「予防保全」への転換を図るため、平成 26 年度以降、

各道路構造物の点検要領を逐次整備し、定期点検が本格的に実施されてき

た（メンテナンスのファーストステージ）。点検の進捗に伴い緊急または

早期に修繕が必要な構造物や通行規制を実施した構造物が増加している。

 今後これらの構造物に対する措置を含め、限られた財政の中で加速的に増

加する老朽インフラに対応するにあたり、メンテナンスのセカンドステー

ジとして、予防保全を前提としたメンテナンスの計画的な実施や新技術の導入等による長寿命化・コ

スト縮減等の取り組みが社会資本整備審議会道路分科会から平成 29 年 9 月に示されている。

トンネルのメンテナンスに関する研究

舗装のメンテナンスに関する研究

トンネルの定期点検において確認された変状

（外力、材質劣化、漏水）について、変状に

影響する要因分析等に関する研究。

予防保全型管理に向けて、損傷状況・劣化状

況を分析し、早期に劣化する区間における適切

な修繕設計の確立に関する研究。

点検・診断・措置・記録のメンテナンスサイ

クルを適切に運用し、維持管理の高度化・合理

化を目的とした非破壊検査を含む損傷状況の

調査法、損傷を考慮した耐荷力の照査法、交通

実態に応じた照査用荷重の設定法、補修・補強

設計法等に関する研究。

図表等

図表等

橋梁のメンテナンスに関する研究

道路構造物メンテナンスのセカンドステージへ

最小のライフサイクルコストで適切な道路のメンテナンスが行われ
安全・安心な国民生活が確保された社会の実現

NILIM2018　国総研レポート 2018
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全国約28万スパンの管路劣化データの活用により 
下水道維持管理の効率化を支援 

地球12周分（約47万km）に及ぶ我が国の膨大な下水道管路。限られた予算・人員

の中、老朽管の不具合（腐食、クラック、継手ズレ等）に伴う路面陥没等の事故を

未然に防ぐため、管路の効率的な維持管理を支援するための研究を行っています。 

社会背景と課題 

下水道研究部 

下水道管路に起因する道路陥没防止と持続的な下水道サービスの実現
オープンデータによる技術研究開発の促進

下水道管路維持管理の効率化支援ツール「健全率予測式 2017」 

 国総研が有する全国約 28 万スパンの管路調査データ（管種、経過年数、劣化状況等）を基に、

劣化を有する管路の割合の経年変化を表す「健全率予測式 2017」を作成。 

 健全率予測式の公表により、地方公共団体における点検調査計画策定や改築事業量予測の精度

向上等を支援。 

 下水道管路は約 47 万 km に及び、下水道管に起因する道路陥没事故が年間約 3,300 件発生している。

 平成 27 年の下水道法改正では、維持管理修繕基準を創設し、適切な時期での点検等が義務付けられた。

 閉鎖空間での調査の難しさや、技術者の不足、予算のひっ迫等の課題を抱えている中、効率的な

維持管理手法の導入が必要である。

全管種（コンクリート管、陶管、塩ビ管）の健全率曲線

0.0

0.5

1.0

0 50 100

健
全
率

経過年数

緊急度Ⅲ

緊急度Ⅱ

緊急度Ⅰ

劣化なし

劣化なし

劣化なし～緊急度Ⅲ

劣化なし～緊急度Ⅱ

劣化なし

劣化なし～緊急度Ⅲ

劣化なし～緊急度Ⅱ

管路調査データのオープンデータ化「管渠劣化データベース」 

スパンとは、 
 マンホールの間隔のことをいう。 

健全率とは、 

 全管路に対する健全な管路の割合のことを指し、  
その健全率と経過年数の関係式を健全率予測式という。 

健全率予測式作成に用いた管路調査データ（一部を除く）を「管渠劣化データベース」として公開。

現在、56 団体・約 25 万スパンのデータを公開しており、地域条件等に応じた健全率予測式の

作成や点検調査優先箇所の抽出等、地方公共団体の点検調査計画や改築計画の策定を支援。 

また、オープンデータとすることにより、産学を巻き込んだ技術研究開発を促進。 

研究内容 

我が国の 

下水道管の延長

は地球 12 周分

年約3,300件の

道路陥没

管路の老朽化

閉鎖空間の調査

は、高コスト

技術者不足・予算ひっ迫

区 分 緊急度の区分

緊急度Ⅰ 重度 速やかに措置が必要な場合

緊急度Ⅱ 中度
簡易な対応により必要な措置を

5年未満まで延長できる

緊急度Ⅲ 軽度
簡易な対応により必要な措置を

5年以上に延長できる

劣化なし 健全 －

☞関連記事はこちら 

・国総研記者発表資料 http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/kisya20170627.pdf 
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安全で円滑な自動運転を早期に実現するため、高速道路合流部等の複雑な状況下で道

路側から支援する路車協調システムの開発を進めています。また、高齢化等が進む中

山間地域において自動運転サービスを社会実装すべく実験・評価を行っています。 

道路からの支援により、高速道路等で安全で円滑な自動運転走行を実現
中山間地域の人流・物流を確保する低速自動運転サービスを実装 

 高齢化等が進む中山間地域において、人と物の移動手段を確保するため、「道の駅」等の地域拠点

と生活の拠点を結ぶ自動運転サービスの実証実験を実施。 

 国総研は、実験で用いる自動運転車両の公募や、自動運転サービスの早期の社会実装に向けた道路

交通、地域環境、社会受容性等の技術的検証、各実験箇所における計画策定等の技術的助言を実施。

高速道路等での路車協調自動運転の実現に向けた共同研究 

 高速道路での自動運転等の実現に向け、合流部

等の複雑な交通環境下での道路側からの情報提

供による支援システムについて、官民共同研究を

2018 年に開始。 

 プロトタイプシステムを構築し、国総研の試走

路等での実証実験により有効性を検証する予定

であり、仕様の策定、社会実装を目標。 

 自動車メーカーを中心として、車載センサーによる自律型自動運転技術の開発が進展している。一方で、

高速道路の合流部等の複雑な交通状況下では、車載センサーの限界等から自動車単体による自動運転の実

現に課題がある。

 高齢化・人口減少が進む中山間地域では、公共交通サービス等が低下し、人流・物流の確保が重要な課題

であり、自動運転による輸送サービスの実現に大きな期待がある。

※写真は車両のイメージ※

実験の実施状況

社会背景と課題 

研究内容 

☞関連記事はこちら 

・中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転実証実験について  （ｐ.129） 

・次世代協調ＩＴＳに関する共同研究                 （ｐ.130） 

道路交通研究部 

中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス実証実験 

自動運転の早期実現に向けた道路の支援方策の研究 

NILIM2018　国総研レポート 2018
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港湾研究部

「港湾の施設の技術上の基準」の大幅改訂

社会背景と目的

生産性向上の推進や急速な社会インフラの老朽化への対応、また、東日本大震
災などを教訓とした防災・減災対策の強化などを図るため、港湾の施設の技術上
の基準を１１年ぶりに大幅に改訂します。

研究内容

荷重抵抗係数アプローチによる部分係数の導入

PDCAサイクルを通じて技術基準類を継続的に見直し、

生産性向上やインフラ老朽化への対応、防災・減災対策の更なる強化を図る

 今後の建設現場における労働力不足等に対応するため、調査・設計・施工・維持管理の建設生産プロ

セスの効率化を図る。

 急速な社会インフラの老朽化を踏まえ、施設の適切な維持管理や、既存施設の改良設計に関する考え

方について整理する。

 東日本大震災や熊本地震等を教訓とした新たな知見を踏まえ、防災・減災対策の推進を図る。

信頼性設計法や新技術等の導入によって設計手法等が高度化された一方で、設計作業が煩雑

化。個々の設計パラメータに部分係数を乗じる手法から、作用及び抵抗の項に集約した部分係

数を乗じる「荷重抵抗係数アプローチによる部分係数法」を導入し、設計の効率化を図る。

改良設計に関する考え方の提示

施設を改良する際の全体手順、基本事項などの考
え方を明確化。既存ストックの有効活用を促進。

重力式係船岸の滑動照査の例

既存ケーソンの防波堤への転用例

耐津波設計手法の高度化

耐津波設計における粘り強い構造のイメージ

東日本大震災における被災事例の分析を踏まえ、
腹付け工・洗堀防止工効果の確認手法を明確化。

☞関連記事はこちら（担当研究室の関連記事を紹介）
・直杭式横桟橋の照査用震度の新たな算出方法（ｐ.88）
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３次元モデルの流通・活用の拡大でi-Constructionを前進

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 

研究内容 

☞関連記事はこちら 

・i-Constructionの推進     （ｐ.158） 

・3次元モデルを用いた工事数量算出方法 （ｐ.155） 

・i-ConstructionのためのICTを活用した出来形管理手法の検討 （ｐ.153） 

社会資本マネジメント研究センター 

点検・診断、記録作業などの維持管理における現

場での課題を特定し、これを解決するための具体的

な 3 次元モデルの活用方法を研究しています。

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。

維持管理での 3 次元モデル活用方法 

ICT を活用した効率的な３次元計測による結果

と３次元モデルとを比較して出来形を判定する手

法の導入により、書類作成などの検査にかかる作業

を省力化する研究 

ICT の活用による監督・検査の省力化 

建設生産プロセスにおける３次元モデルの流通と活用効果の例

３次元計測結果＋３次元モデル PC で出来形判定

（標高差をヒートマップ

で表示）

床版の損傷と路面の
損傷の関係（影響の可
能性）の把握が容易

損傷程度の評価
や、健全性の診
断の確度向上・
判断の迅速化

建設生産性の向上と魅力ある建設現場を実現する

NILIM2018　国総研レポート 2018
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住宅弱者の居住の安心を実現する 

自力で適切な住まいを確保することが困難な低所得者や単身高齢者等の住宅弱者

の居住の安定と安心に向けて、公営住宅ストックの合理的なマネジメントと、民間

賃貸住宅の空き家の有効活用に向けた計画手法を提案します。

社会背景と課題 

☞関連記事はこちら 

・民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットを計画する（ｐ.166） 

住宅研究部 

 これまで低所得者の受け皿となってきた公営住宅は、国・地方の財政制約等により管理戸数の大幅な

増加は見込めない。老朽化も進行しているため、従来以上に合理的なマネジメントが課題である。 

 一方で、民間賃貸住宅の空き家は増加している。家賃滞納や孤立死リスクなどにより、単身高齢者等

の住宅弱者の入居に拒否感を持つ家主も少なくないため、有効活用されていないことが課題である。

自力で適切な住まいを確保することが困難な住宅弱者の増加（例：単身高齢者は今後10年間で約100万人増加）

1万戸 9万戸

67万戸
58万戸

41万戸
31万戸

11万戸

31万戸
43万戸

23万戸

1万戸

1万戸
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S20年代
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S40年代
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S50年代

1975～

S60～H6

1985～

H7～H16

1995～

H17～

2005～

（万戸）

（建設年代）

用途廃止戸数（万戸）

管理戸数（万戸）

公営住宅 

老朽ストック
の増加 

増えない 
建替・管理戸数

最近10年間で
２万戸減 

民間賃貸住宅

研究内容 

賃貸用空き家
の増加 

活用されない
ストック 

賃貸用の空き家は全国
で約429万戸（H25）

家主の約７割が単身高
齢者の入居に拒否感
（家賃滞納や孤立死 

リスクなど） 

公営住宅ストックと民間賃貸住宅の空き家を賢く使い、 
住宅弱者の居住の安心を実現 

民間賃貸住宅の空き家活用の計画手法 公営住宅の合理的マネジメント手法 

○地方公共団体の民間空き家等の活用に係る計画

策定や実務を支援するため、次の手法を開発し、

技術指針等を策定 

①地域で活用可能な民間賃貸住宅戸数の推計手法

②空き家の規模等に応じた、入居世帯のマッチン

グ計画手法（⇔公営住宅との受入者の役割分担）

③空き家の活用に向けて、家主の不安を取り除く

ための居住支援サービスの提供体制の構築手法

○地方公共団体の長寿命化計画等の策定を支援す

るため、次の手法を開発し、技術指針等を策定

①公営住宅ストックの中長期的な管理・活用計画の

策定手法 

②団地・住棟の特性に基づいた修繕・改善の内容・

実施時期のプログラム化手法 

③住棟の修繕・改善内容（性能項目）と部位、費用

の関連性の把握手法 

単身高齢者の
入居に係る家
主の不安事項

と不安解消の
ための居住支
援サービスの

提供例 

管理戸数

廃止戸数

・保証人代行サービス 

・契約手続きサポートサービス

（契約時の付き添い等） 

・家賃債務保証サービス 

・家賃補助、住宅扶助費の代理納付

・生活支援サービス（見守り・安否確

認、生活相談等）、家財・残置物の

整理処分サービス、損失補填保険

・原状回復ルール、第三者による退去

時の立ち会い・査定サービス 
・原状回復をめぐるトラブ

ルの不安がある 

・保証人の確保が困難

・契約内容が理解できない

・家賃の滞納リスクがある

・突然の体調変化・家庭内

事故のリスクがある契

・孤立死のリスクがある

不安事項 居住支援サービス（例）

２住棟間にエレベータ設置
した高齢化対応改善例 

高齢化対応

屋根防水

耐震補強

￥○○○○

￥○○○○

￥○○○○

外壁改修＋外断熱化
￥○○○○

高齢世帯の下層階
移転（ソフト対応）

改善する内容と部位、費用の関連
性の把握・検討イメージ 
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防 災 研 究 部

････ 84

港湾の危機管理のあり方に関する研究
沿 岸 海 洋・
防 災 研 究 部

････ 85

臨港道路の啓開に関する研究
沿 岸 海 洋・
防 災 研 究 部

････ 86

グローバル・サプライチェーンの人為災害リスクの分析 港 湾 研 究 部 ････ 87

直杭式横桟橋の照査用震度の新たな算出方法 港 湾 研 究 部 ････ 88

空港全体の耐震評価に関する研究 空 港 研 究 部 ････ 89

CCTV カメラの旋回機能を利用しパノラマ画像を夜間でも作成する手法の開発
社会資本マネジメ
ント研究センター

････ 90

都市のグリーンインフラを活用した防災・減災対策の推進
社会資本マネジメ
ント研究センター

････ 91

地盤変状が橋に及ぼす影響の最小化に向けた技術開発
社会資本マネジメ
ント研究センター

････ 92

水害被害低減対策の目的に応じたリスク情報とその検討手法の提案
気 候 変 動 適
応 研 究 本 部

････ 93

まちづくりや住民・事業者と連携した浸水対策について
気 候 変 動 適
応 研 究 本 部

････ 94

インフラ被災情報のリアルタイム収集・集約・共有技術の開発 
～ SIP 防災研究の取り組み～

防 災・ 減 災 研
究 推 進 本 部

････ 96

２．インフラの維持管理

B-DASH プロジェクト（ICT を活用した設備劣化診断技術）の実証研究 下 水 道 研 究 部 ････ 98

衛星 SAR を活用したダムの変位モニタリング技術の開発 河 川 研 究 部 ････ 99

河川分野における三次元地形データの活用の展望 河 川 研 究 部 ････ 100

ダム貯水池の水質改善検討手法の体系化について 河 川 研 究 部 ････ 102

土工構造物（大型カルバート、シェッド等）の点検結果の分析について 道路構造物研究部 ････ 104

道路土工構造物の点検要領の策定について 道路構造物研究部 ････ 105

道路トンネルの定期点検結果について 道路構造物研究部 ････ 106

舗装の早期劣化区間の解消に向けた調査・設計手法の確立 道路構造物研究部 ････ 107

改修防水層の耐久性評価手法の開発
建 築 研 究 部 
住 宅 研 究 部

････ 108

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 ････ 109
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空港アスファルト舗装の平坦性に関する新しい評価指標 空 港 研 究 部 ････ 110

ＤＦテスタを用いた滑走路面すべり摩擦係数測定の評価手法に関する研究 空 港 研 究 部 ････ 111

社会資本の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
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３．生産性革命（i-Construction の推進、賢く使う）

下水道の地球温暖化対策の推進 下 水 道 研 究 部 ････ 113

B-DASH プロジェクト（CO ２分離・回収・活用、再生水利用）のガイドライン策定 下 水 道 研 究 部 ････ 114

B-DASH プロジェクト（高効率消化システムによる地産地消エネルギー活用技術、 
地球温暖化対策型汚泥焼却技術、低コストな水処理能力向上技術）の実証研究

下 水 道 研 究 部 ････ 116

B-DASH プロジェクト（消化なしでの水素創出、下水汚泥の地域内循環システム、 
省エネルギー型下水高度処理、余剰汚泥の減容化）の研究

下 水 道 研 究 部 ････ 118

B-DASH プロジェクト（ガス集約、汚泥脱水・乾燥、ダウンサイジング水処理 ）の研究 下 水 道 研 究 部 ････ 120

エネルギー・資源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 ････ 122

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 ････ 123

ETC2.0 から得られる車両挙動データの活用による渋滞対策効果の把握 道路交通研究部 ････ 124

ETC2.0 プローブ情報を活用したボトルネック箇所とその影響範囲の特定手法の高度化 道路交通研究部 ････ 125

2+1 車線道路の適用に向けた構造に関する検討 道路交通研究部 ････ 126

ETC2.0 プローブ情報を活用した生活道路の危険エリア抽出手法の提案 道路交通研究部 ････ 127

ETC2.0 車両運行管理支援サービス社会実験 道路交通研究部 ････ 128

中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転実証実験について 道路交通研究部 ････ 129

次世代協調 ITS に関する共同研究 道路交通研究部 ････ 130

橋、高架の道路等の技術基準（道路橋示方書）の改定 道路構造物研究部 ････ 131

新しい木質材料を活用した混構造建築物の設計・施工技術の開発 建 築 研 究 部 ････ 132

高流動コンクリートによる建築物の品質確保 建 築 研 究 部 ････ 133

防火・避難規定の合理化に向けた技術開発
建 築 研 究 部 
都 市 研 究 部

････ 134

新たな技術の活用による都市交通調査・分析・計画手法の効率化・高度化に関する研究 都 市 研 究 部 ････ 136

歴史的町並みの保存活用時における防火規制の課題
都 市 研 究 部 
建 築 研 究 部
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インキュベーター等による科学技術成果の社会実装と都市計画の役割 都 市 研 究 部 ････ 138

大型クルーズ船に対応した水域施設の研究 港 湾 研 究 部 ････ 139

クルーズ船の需要動向に関する分析 港 湾 研 究 部 ････ 140

港湾分野における生産性向上の取り組み
港 湾 研 究 部 
管 理 調 整 部

････ 141

実工事への適用結果を踏まえた技術提案・交渉方式の改善に関する研究
社会資本マネジメ
ント研究センター

････ 142

災害復旧における国土交通省直轄工事の入札契約方式の策定について
社会資本マネジメ
ント研究センター

････ 143

調査・設計等業務の入札・契約の動向と技術評価の現状分析
社会資本マネジメ
ント研究センター

････ 144

公共工事における総合評価落札方式の実施状況について
社会資本マネジメ
ント研究センター

････ 145

海外事例を踏まえた今後の事業評価の方向性の検討について
社会資本マネジメ
ント研究センター

････ 146

社会資本整備のストック効果の表現手法に関する研究
社会資本マネジメ
ント研究センター

････ 147

コンクリート工の生産性向上に関する研究
社会資本マネジメ
ント研究センター

････ 148
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働き方改革に関する海外事例調査
社会資本マネジメ
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････ 149

施工パッケージ型積算方式の改良について
社会資本マネジメ
ント研究センター

････ 150

インフラ用ロボットの社会実装の推進
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ント研究センター

････ 151

ICT 活用による建設生産性向上の効果計測に関する研究
社会資本マネジメ
ント研究センター

････ 152

i-Construction のための ICT を活用した出来形管理手法の検討
社会資本マネジメ
ント研究センター
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ント研究センター
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ント研究センター
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熊本地震で被災した橋に対する ICT モニタリングによる補修効果の検証
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ント研究センター
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i-Construction の推進
i-Construction
推 進 本 部
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４．暮らしやすさの向上

安全・快適な自転車通行のための路上駐停車対策の提案 道路交通研究部 ････ 159

合意形成の円滑化による道路空間の利活用促進に向けて 道路交通研究部 ････ 160
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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 ････ 169

オフィスの昼光利用による年間の照明エネルギー削減効果の評価法開発
住 宅 研 究 部 
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････ 170
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歩行者空間の新たな観測技術に関する研究 都 市 研 究 部 ････ 174
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各研究部・センターからのメッセージ 

研究部長・センター長 執筆原稿 
 

 

研究の心構え 
～スキルを高め、より良い研究を効率的に進めるために 

研究総務官 伊藤正秀(博士(工学)) 

（キーワード）  研究開発、研究方針、研究マネジメント、生産性向上、社会実装 

 

１．研究者一人一人のポテンシャルが命 

近年は、社会経済の変化、技術革新が速く、これ

らに的確に追随する方策として、分野間や産学官の

連携、オープンイノベーションがよく話題に上る。

しかし、これらは、あくまで方法論に過ぎない。他

機関との連携をマネジメントし、様々な技術の真贋

を見極め、的確に取り込んでいけるのは、研究者一

人一人の能力・ポテンシャルがベースにあってこそ。 

NILIMレポート2017では、研究開発における「生産

性」を向上させるための研究開発手順を述べた。今

回は、個人のポテンシャルを磨くという観点から、

そのための仕組みと留意点について記してみたい。 

 

２．ポテンシャルを涵養する仕組みの必要性 

研究者のポテンシャルをいかに上げていくか、こ

れは実に悩ましい。かつては先輩の行動を観察し、

地道に勉強し、失敗を積み重ねることで、OJT的にス

キルを涵養していたが、現在は、そのような「余裕」

が乏しくなっている。このようなやり方は個人の経

験やノウハウに頼るものであり、スキルアップの仕

組みを、組織として構築していく必要がある。 

国総研では、現在、研究マネジメント全体の改善

の一環として、経験・ノウハウを見える化し、共有・

伝承していく仕組みを開始した。一つは、平成29年

11月改訂の「研究方針」において、ベテランの経験

を基に「研究の心構え」を明記したこと。もう一つ

は、「経験・ノウハウ伝承講演会」と題して、研究

者の苦労話を所内で共有する取組みである。 

 

３．「研究の心構え」～共通する留意点の見える化 

「研究の心構え」は、表面化しにくい留意点や工

夫を一般化・明確化したもので、若手・中堅研究者

が自らの分野に当てはめ、効率的・効果的に悩むた

めの基本手順書となることを狙っている。また、国

総研の内部評価等でも、ここに記した観点を軸に研

究指導・議論のツールとして活用をはじめている。

研究の流れに沿い、以下にポイントを記す。 

1)的確に研究テーマを設定する 

国総研の研究の多くは、行政や現場からの要請が

発端であるが、全てが的確とは限らない。要請を鵜

呑みにせず、行政ニーズや研究の必要性、技術的課

題を自らの言葉で具体的に語れるようにしたい。 

また、研究成果は基準等に落とし込み、様々な制

度等と組合せたシステムとして実社会で機能する。

研究テーマの位置づけを関連政策全体の中で大局的

に捉えるクセをつけたい。 

さらに、研究や成果の社会実装を進める際には

様々な調整が不可欠である。現場の事実を観察しリ

アルに想像する一方、政策として俯瞰的に捉えると

いう両面で考えることで、様々な想定が自然と身に

つき、のちの対応がスムーズになる。 

2)必要かつ実行可能な研究計画を立案する 

研究計画とは、目標を具体的な仮説と要素課題に

落とし込み、どのような組立で結論を導こうとする

のか道筋を示すもので、技術的に一貫性があり、実

行可能であることが求められる。 

研究計画の立案スキルは、自らの思考プロセスを

見える化（目次を書く）することで磨かれる。また、

既存研究の調査や第三者の意見を聞くことは、面倒

な作業に思われるが、自ら注力すべき課題の特定と

ポテンヒット防止につながる。自分一人ではカバー

仕切れない知見を補う有効な手段と捉えたい。 

3)計画に沿い、着実に研究を実行する 

次に、毎年度の実行計画に落し込む。当面得たい

写真 
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研究の心構え～スキルを高め、 
より良い研究を効率的に進めるために

研究総務官　伊藤　正秀（博士（工学））

（キーワード）　研究開発、研究方針、研究マネジメント、生産性向上、社会実装
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結論を明確にし、いつ、どのような調査・実験・解

析をするのか、月単位の予定を立て進めていく。た

だし、全てが見通し通りに進むとは限らない。時に

は、出来ることから着手して次の段階に進む、失敗

を重ね、解決の方向性を模索することもあり得る。

試行錯誤も一つの経験値として重要である。 

得られた結果は客観的に解釈し、限定的な知見か

ら強引に結論ありきとならないよう注意したい。な

お、データリテラシー（数値から現象を読み解く能

力）は、自ら現実を観察し、実験や解析など手を動

かした経験によって養われる。 

最後に、得られた知見はモデル化や手順書として

一般化する。その際、活用シーンを様々に想像する

思考実験を重ねると実用性・実効性が見えてくる。 

4)得られた結果を評価し、成果をとりまとめる 

国総研の使命は政策や現場の支援なのだが、研究

成果を根拠や導出過程とともに体系立てて論文や書

物としてまとめることも、研究者としては必要であ

る。研究の知見を継承する、基準等の運用支援に必

要な情報と考えれば当然と理解できよう。 

加えて、よい成果も社会的な認知によって価値が

左右されることから、対外説明や広報も研究の本来

業務として捉える必要がある。その準備は、研究の

説明能力を磨くことにもつながる。 

5)成果の活用を進める、社会実装する 

国総研は「成果がでました、広く使って頂きたい」

では済まされない。行政や現場に根づくまで、責任

をもって関わっていくことが避けられない。 

しかし、研究者だけでできることには限界がある。

成果の実装プロセスを描き、関係する主体を拾い出

し、各々の所掌・得意分野を踏まえて役割分担を考

え、調整を進めていく。これは、行政や現場の声に

常に耳を傾け、その実務について想像力を働かせる

ことで身に付くスキルである。また、実装の当事者

として参画することは、改善点や新たな課題の発見

にもつながることを理解しておきたい。 

 

4．経験・ノウハウの伝承 

「心構え」が経験・ノウハウを一般化した手順書

とすれば、具体的な苦労・工夫を体験談として伝え

る場も必要である。実体験に根差した話はリアリテ

ィに富み、聴講した記憶も鮮明という特徴がある。

一般に自らの工夫や失敗というものは他人には語り

にくいもので、組織として表出しやすい仕組みを作

っていくことが必要である。 

なお、話し手も自らの思いを伝えるために相当な

工夫をしており、話すこと自体がスキルアップにつ

ながるという思わぬ副産物が生まれている。 

 

5．おわりに 

以上、国総研内部の仕組みを取り上げ、研究者に

焦点を当てたスキルアップについて述べた。住宅・

社会資本分野の研究一般にも共通する内容も多いの

ではないかと思う。参考になれば幸いである。 

 

☞研究方針 

http:// www.nilim.go.jp/lab/bcg/ 

busyoukai/kenkyuhoushin/00index.htm 

 

図 研究の基本的な実行プロセスと留意点 
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研究部長・センター長 執筆原稿 
 

下水道技術開発と導入普及 
 

 

下水道研究部長 井上 茂治 

（キーワード）  ビジョン、新技術、技術会議、導入普及  

 

１．はじめに 

少子高齢化、人口減少社会が加速する中で、エネ

ルギーの逼迫や地球温暖化、大規模災害の発生リス

クの増大、インフラの老朽化、国及び地方公共団体

における財政状況の逼迫等に対応しながら、持続的

発展が可能な社会を構築することが求められている。

下水道事業では、このような社会経済情勢の変化等

に対応して、創エネルギー化、省エネルギー化、浸

水対策、老朽化対策等を推進するための低コストで

高効率な技術の開発導入等を進めている。このよう

な新技術の開発導入等にあたっては、技術開発への

支援とともに、下水道管理者である地方公共団体が

課題解決のための新技術を円滑に導入できるマネジ

メントが重要である。国総研では、下水道技術開発

の方向性をビジョンとして示し、課題解決のための

技術開発を促進するとともに、ビジョンのフォロー

アップ等を通じて新技術の導入普及に向けた検討を

進めている。 

 

２．技術開発のビジョンとフォローアップ 

技術開発にあたっては、政策の方向性や現場ニー

ズとの整合等を関係者等で共有することが重要であ

る。下水道技術開発では、政策ビジョンである新下

水道ビジョン（平成26年7月策定）を受け、平成27年

12月、技術的課題を解決するため、下水道技術ビジ

ョン（以下、「技術ビジョン」という）を策定した。

ここでは下水道施設の老朽化対策、近年頻発する集

中豪雨等に対応した浸水対策、下水道資源の有効利

用の推進など今後の下水道事業における重要な課題

を解決するため、11の技術開発分野について、技術

目標と目標達成に必要な技術開発項目をロードマッ

プにより示し、国、事業主体、民間、研究機関等の

関係者が取り組むべき内容を明確にして、着実な技

術開発を促進している。特にロードマップのうち早

期に研究開発が急がれるもの、中長期的に課題解決

が不可欠なものは、今後ともロードマップ重点課題

として公表し、国による開発等への支援を重点化し、

技術ビジョンの示す方向性を実現していく考えであ

る。 

また、技術開発の促進には、達成度の確認など進

捗管理が重要である。技術ビジョンのフォローアッ

プの場として、平成28年1月に設置した産官学で構成

する下水道技術開発会議（以下、「技術会議」とい

う）を活用して、技術ビジョンの進捗管理や最新の

研究開発動向を反映した見直し等を行っている。平

成29年度は、経済財政運営と改革の基本方針2017や

未来投資戦略2017を受け、下水道事業における創エ

ネ・省エネに一層取り組むため、下水熱の利用技術

を技術開発項目の中に位置づけた。また、平成29年

8月策定の新下水道ビジョン加速戦略を受け、ICT技

術など労働生産性向上に資する技術開発等を位置づ

けた。今後とも、施策の実現を技術面から支援して

いく考えである。 

 

３．新技術の導入普及 

国による新技術の導入普及等への支援策として、

平成23年度から下水道革新的技術実証事業（以下、

「B-DASH」という）を実施している。これは革新的

な下水道技術を実下水処理場等で実証し、ガイドラ

インを作成し、民間企業のノウハウや資金も活用し

ながら全国展開を図る事業である。これまでに34技

術を実証し、うち18技術のガイドラインを作成した。

この他パイロットプラント規模での研究等も行い、

課題解決のための技術の実証等を進めている。なお、
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B-DASHは、実証研究であることから、研究終了後は

速やかに普及していく必要がある。このため、今後

とも、研究の入り口から普及戦略を立て、研究中に

導入普及対象等をより明確化すること等によって、

ガイドライン化後、効果的に、地方公共団体職員等

を対象に技術内容や普及展開事例の説明、導入への

相談等を実施できるようにして、新技術への理解促

進、導入普及等を図っていく考えである。 

また、国総研では、技術会議の運営等を通じて、

6つの活動を柱に開発技術の導入普及のための検討

等を進めている（図）。この際、地方公共団体の抱

えている課題であるニーズと開発等の中核となる技

術要素である大学・民間等の持つシーズとを適切に

マッチングし、技術的課題の重要性や緊急性に応じ

て、戦略的に技術開発等を行うことが重要である。

このため、まずは地方公共団体の技術開発の必要性

や技術導入に関する課題を調査し、ヒアリング等で

詳細を把握した。これまでの地方公共団体へのアン

ケート調査結果等から、新技術導入の課題は、大都

市では「積算・技術基準」、「信頼性に不安」など

技術の調達、性能に関する懸念が、小都市では「情

報不足」、「技術選択困難」など導入検討の入り口

がハードルとなっていることが分かった。このため、

情報不足等に対しては、水環境分野の学の研究内容

を体系的にマッピングし、産官学の連携を強化する

ために実施されている国交省下水道部の「プロジェ

クトGAM」の取り組みと連携するとともに、技術会議

をプラットフォームに地方発の好事例等を広く情報

発信することを検討している。また、積算・技術基

準等に対しては、技術会議の中に分科会を設け、具

体事例をもとに関係者で新たな技術開発手法も含め

た検討を行う予定である。 

 

４．おわりに 

技術ビジョンは、策定から3年経過しようとしてい

る。今後、各分野の取組の進捗を詳細に把握し、全

体を通して見直す予定である。また、今後の下水道

技術の開発等にあたっては、管理の時代に入ってい

ること等を踏まえると、①ストック評価を始点とし

たCAPD、②住民も含めた民の力の活用、③情報の発

掘と活用による社会還元、④価値あるものとしての

時間への意識、⑤不確実性に対する柔軟かつ機動的

な対応といった視点も重要である。技術ビジョン等

をより広く周知し、他分野との連携も含めて新しい

視点からの技術開発等にもつなげていきたい。 

☞詳細情報はこちら 

1) 下水道技術開発レポート2016 

http://www.nilim.go.jp/lab/eag/gesuidougijyuts

ukaihatsureport.html 
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研究部長・センター長 執筆原稿 
 

河川環境の整備と保全のこれから 
 

 

河川研究部長    天野 邦彦(博士(工学)) 

（キーワード）  河川環境、多自然川づくり、河道設計  

 

１．はじめに 

平成9年に河川法が改正され、20年が過ぎた。この

改正の眼目のひとつであった河川法の目的への「河

川環境の整備と保全」の追加から20年を経て、河川

環境の整備と保全はどのように進んだであろうか。 

平成29年6月に、「河川法改正20年 多自然川づく

り推進委員会」からの提言『持続性ある実践的多自

然川づくりに向けて』（以下、提言）がとりまとめ

られた。本稿では、この提言を参照しつつ、今後の

河川管理における環境の整備と保全について考えて

みたい。 

 

２．多自然川づくり 

平成18年に「多自然川づくり基本指針」（以下、

基本方針）が通達され、普遍的な川づくりの姿とし

て「多自然川づくり」を、「河川全体の自然の営み

を視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和

にも配慮し、河川が本来有している生物の生息・生

育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出する

ために、河川管理を行うこと」と定義した。 

この基本指針や、関連する技術基準や解説書に則

り、多自然川づくりは進められてきたが、提言では

多自然川づくりの課題として、①河川環境の目標設

定、②具体的技術と調査から維持管理までの取り組

み過程、③人材育成と普及啓発、④持続可能な多自

然川づくり、⑤日本の河川環境の将来像の想定の５

つを挙げ、それぞれに対応方針を示している。 

平成2年の多自然型川づくりの始まりからほぼ30

年、名前から「型」をとり多自然川づくりを普遍的

な川づくりの姿と定めてから10年以上が経過し、先

進的な事例も報告されているが、課題は残っている。

また、提言に示された課題への対応方針は、多自然

川づくりを進める上での、具体的な手法を提示する

というよりは、大きな方向性を示す形をとっている。

このような形をとっていることが、多自然川づくり、

ひいては河川環境の整備と保全を考える上での難し

さを示していると思う。次に、提言を踏まえて、こ

れからの河川環境の整備と保全について考察する。 

 

３．河川環境の整備と保全のこれから 

（１）河川環境は流域の空間スケールと長期の時間

スケールでも見る 

河川環境の悪化の例として河道の樹林化が指摘さ

れることが多い。河原の再生は、河川環境整備の定

番メニューの感がある。河道の樹林化の原因として

は、河道改修や高度経済成長期に実施された川から

の砂利採取に起因する低水路の河床低下、ダム建設

による影響が指摘されている。これらが河道の樹林

化を促進した側面はあると考えられるが、そもそも

山地からの土砂供給が近年激減していると見られる

こと１）や、木材として河畔林を利用しなくなった（伐

採されることがなくなった）といった生活様式の変

化による影響も大きい２）。太田１）は、明治時代初頭

と第2次世界大戦直後に著しく荒廃した日本の森林

は、近年劇的に回復し、現在「400年ぶりの豊かな緑

に満ちている」と指摘し、河川に流出する土砂量が

減少することによる、さらなる河床低下を懸念して

いる。河川環境の変化の一例として樹林化をとりあ

げると、河川そのものへのインパクトだけでなく、

山地から海へとつながる流域スケールの流砂系の変

化、森林の変化のようにかなり長い時間スケールで

の周辺環境の変化、燃料として河畔林を利用しなく

なったといった社会状況の変化も念頭において、そ

の対策を考える必要があることが分かる（樹林化と

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付
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河川環境の整備と保全のこれから 

河川研究部長　天野　邦彦（博士（工学））

（キーワード）　河川環境、多自然川づくり、河道設計
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は別の話だが、太田１）は、森林が回復し、木が増え

たことが、洪水時の流木を増加させているとも指摘

している）。樹林化の例から示されるように、河川

環境の整備・保全を検討する際には、河川のみでな

く周辺環境も含めて適切な時空間スケールで状況を

評価し、河川環境変化の駆動力をしっかりと見極め

た上で整備・保全の実施へとつなげる必要がある。 

 

図 小貝川(10-30kp)の植生変遷２） 

（迅速測図、航空写真から堤間の地被状態を計量） 

（２）多元的な河川環境評価に向けたデータ利用 

 河川環境の評価を試みる場合、比較的指標化しや

すい物理環境要素だけでも、河道形状、流況、水質、

流砂のように多元的で、これらの組み合わせは無数

にある。さらに、生物的環境要素（動植物相、生態

系）は、指標化できたとしても定量化が困難な場合

が多い。これらのことから、河川環境に関しては、

目標設定どころか、評価自体が容易なことではない。 

このため、河川環境の評価手法の向上が強く望ま

れる。充実してきている河川水辺の国勢調査データ

を物理環境要素データと関連付けるなど、入手可能

な情報を統合して、河川環境の状況を可能な限り正

確に把握することがまず必要である。3次元の河道形

状情報など新たに取得可能となってきている大量デ

ータも活用して、河川環境を分析する技術開発が望

まれる。 

（３）治水事業こそ河川環境整備の機会 

 河道形状、流況、水質、流砂といった河川環境を

規定する物理環境要素は、治水のための河川整備や

管理においてもその設定が重要となる要素である。

治水上安全な川にするための河道改修や治水施設の

整備は、物理環境要素の改変を伴うことが多いため、

河川環境の整備や保全と対立するものと捉えられが

ちである。しかし、改修後の河道状況が、環境面に

おいても好ましいもので、なおかつ維持管理労力が

少なくてすめば、最適な河川整備になる。また、防

災目的で設置される遊水地などは、湿地的環境とし

て環境価値が高いものにすることが可能であること

など、河川の周辺環境も含めて、治水のための河川

整備は、環境整備につなげることが可能である。 

 多くの要求を同時に満たすのは困難だが、最初か

ら河道を過度に作りこまず、当該河川において良好

な環境を有する区間を参考に河道設計をして、順応

的に管理することで、河川環境保全にもつながる河

道設計の技術が確立されていくだろう。河道改修で

拡大した河道は、計画流量を安全に流下させること

を考えて設計されるが、中小規模も含めて洪水後に

土砂堆積により河道が縮小することもあるなど、河

道は常に変化する。改修後の状態監視、維持管理も

含めた順応的管理の技術開発が必要である。 

 

４．おわりに 

 治水安全度の向上のために今後も河川改修が進め

られるが、その際には河川ごとに、中長期的な視点

から、河川環境整備･保全に資するとともに維持管理

が容易な改修方法を順応的に確立していくことで、

「多自然川づくり基本方針」が目指す河川管理が可

能となるだろう。 

参考文献 

１）太田猛彦(2012)、森林飽和 国土の変貌を考え
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２）大石哲也、天野邦彦（2008）、人的利用が河川

高水敷の地被状態変化に及ぼす影響の定量的把握方
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研究部長・センター長 執筆原稿 
 

土砂災害のリスク低減に向けて 
 

土砂災害研究部長 岡本 敦 

（キーワード）  土石流、衛星SAR、土砂災害防止法、人材育成、大規模土砂災害対策 

 

１．はじめに 

2017年九州北部豪雨では筑後川右岸流域の赤谷川

等で同時多発的な斜面崩壊と土石流が発生し、大量

の土砂と流木は、12時間511.5mm（アメダス朝倉）と

いう集中豪雨により水位を増した河川を流下・堆積

し、多くの人命・財産が失われる被害が生じた。 

2016年熊本地震、2014年広島、御嶽山噴火、2011

年紀伊半島大水害など、豪雨、地震、火山活動に伴

い大規模な土砂災害が毎年のように発生している。 

ここでは、土砂災害研究部が進める土砂災害のリ

スク低減に向けた研究開発等の代表事例を紹介する。 

 

２．土石流の調査及び対策技術の高度化 

土石流発生前後のLiDAR（航空レーザー計測）やレ

ーダー雨量など詳細な時空間分布を有するデータを

活用して解析した結果、土石流の流出土砂量に影響

する降雨の継続時間は1時間以下程度であることが

判明した1)。これまで土石流対策施設の計画設計、

土砂災害特別警戒区域の設定等においては、24時間

雨量に流出率を考慮し、土砂濃度をかけて土石流の

流出土砂量を推定していたが、今後は解析事例の蓄

積と分析をさらに進め、関連する技術指針類の改訂

につなげていく予定である。 

また、2015年鹿児島県深港川で発生した土石流で

は監視カメラの映像が土石流の発生から流下・堆積

過程までの全貌を捉えており、またスイスのヴァー

レ州イルグラーベン渓谷では流下途上の土石流の土

砂濃度や流速等のデータをWSL（スイス連邦森林雪崩

景観研究所）の観測施設が計測している。これらの

データを活用して土石流の数値計算手法の改良を行

うことで、土石流の堆積・氾濫範囲だけでなく、流

速や土砂濃度も再現できるようになってきており、

今後はこれらの成果を土石流対策施設の設計等へ反

映すべく研究を進めていく予定である。 

 

図1 土石流に寄与した降雨継続時間の推定結果 

  

３．衛星SARデータを活用した被災情報の収集技術 

荒天時、夜間など光学画像による状況把握が困難

な場合でも衛星合成開口レーダー（SAR）は広域の観

測手段として有効であり、地方整備局（以下「地整」）

における大規模災害発生直後の標準的な調査手法と

しての導入を視野に、観測・判読のための支援ツー

ル開発や判読マニュアルの整備を進めている。 

高分解能SARが高頻度に観測され、過去の観測デー

タが蓄積されたことで、災害前後の2時期画像を用い

た被害状況の把握機会が増えてきた。国総研ではこ

れまで災害後の単画像を用いた大規模土砂移動の判

読調査案を提案してきたが、今後は災害前後の2時期

画像による判読手法について、JAXAとの共同研究を

通じた精度検証を行い、成果を判読調査ガイドライ

ン案に取りまとめる予定である。さらに、3時期（災

害のしばらく前、災害直前、直後）のコヒーレンス

等を用いた画像解析手法による判読調査の更なる効
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注）ρ：土石流の間隙流体密度 
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土砂災害のリスク低減に向けて 

土砂災害研究部長　岡本　敦

（キーワード）　土石流、衛星SAR、土砂災害防止法、人材育成、大規模土砂災害対策
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率化やその実用化策についても検討する予定である。 

実災害時の判読事例としては、2017年5月スリラン

カ豪雨災害（図2）、7月島根県大雨特別警報、7月九

州北部豪雨2)等があり、国土交通省砂防部及びJAXA

と調整しながら、判読結果を地整へ提供しヘリ調査

に活用するなど技術支援をしているところである。 

 

図2 スリランカの崩壊地とSAR判読結果 

 

４．地方整備局の大規模災害対応技術の向上支援 

2011年土砂災害防止法が改正され、火山噴火や天

然ダムが発生した場合、国が緊急調査を実施し、土

砂災害の恐れのある区域と時期の情報を土砂災害緊

急情報として地方自治体へ提供することが規定され

た。この実務を担う地整職員の対応能力向上を図る

ため、2013年から局係長クラスを国総研に併任し、

天然ダム等の早期検知・計測、土石流の氾濫シミュ

レーション、監視観測、応急対策工に関する講義や

演習、現地における実地訓練を実施している。 

また、大規模な土砂災害発生時には、災害直後か

ら国総研からの派遣専門家に同行し、調査結果や警

戒避難・応急対策等に関する所見とりまとめ、被災

自治体の首長や地整への技術的助言、マスコミ取材

対応にも参画するなど、実際の災害時における対応

方法を学んでいる。これまで38名が本プログラムに

参加し、広島災害、熊本地震、九州北部豪雨等にお

いても派遣専門家とともに現場対応を行った。 

 

５．大規模土砂災害対策技術センターの取り組み 

2011年紀伊半島大水害では、奈良・和歌山・三重

県で深層崩壊、天然ダム、土石流等が多発し甚大な

被害となった。このため、近畿地方整備局は2014年

和歌山県那智勝浦町に「大規模土砂災害対策技術セ

ンター」を設置し、大規模土砂災害に係る研究開発

を推進することとなった。国総研では土砂災害研究

部の職員をセンターに併任し調査研究活動を支援し

てきたが、2017年より主任研究官1名を常駐させ、以

下のような研究活動に県と共同で取り組んでいる。 

(1) 表層崩壊・土石流に関する研究 

紀伊半島大水害で同時多発的な土石流災害が発

生した那智川流域等において、地形地質水理水文

調査、物理探査、水理模型実験等を実施し、表層

崩壊・土石流の発生メカニズム、流木を含む土石

流の堆積氾濫機構等の解明に取り組んでいる。 

(2) 深層崩壊に関する研究 

十津川、有田川流域等において湧水の水文水質

調査、空中電磁探査等を実施し、深層崩壊の危険

度評価手法の開発等に取り組んでいる。 

(3) 土砂動態に関する研究 

那智勝浦町の山地河川において、採水による浮遊

砂観測、ハイドロフォンによる掃流砂観測を実施し、

土砂の生産タイミングと流砂量変化の応答特性の関

係を把握する研究を行っている。 

 

図3 空中電磁探査による比抵抗分布図の例 

 

６．おわりに 

国総研では土木研究所や砂防学会など関連機関と

連携を強化し、また国土交通本省、地方整備局、都

道府県など砂防行政・事業の実務を担う機関のニー

ズを踏まえながら研究開発を推進してまいりたい。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) LP差分データとレーダー雨量データを用いた土石流

の流出土砂量を規定する降雨指標に関する考察、工藤

司ほか、砂防学会誌 Vol.70,No.3,p3-12,2017 
2) 人工衛星搭載 SAR を用いた土砂災害の緊急判読調査, 

pp.191 189
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研究部長・センター長 執筆原稿 
 

生産性革命に向けた道路交通研究部の 

取組み 

道路交通研究部長 喜安 和秀 

（キーワード）  生産性革命、ビッグデータ、ETC2.0、自動運転  

 

１． はじめに 

道路はあらゆる生産活動の基盤であり、その整備

により、これまでわが国の経済成長に大きな役割を

果たしてきた。 

現在、国土交通省は、労働者の減少を上回る生産

性向上によりわが国の経済成長の実現を目指す20の

生産性革命プロジェクトを進めている。特に道路交

通関係では、ICTやビッグデータを活用しながら、道

路の既存ストックを有効活用することにより経済成

長の実現を目指すプロジェクトが含まれており、国

総研の研究テーマもかかわっているものが多い。 

本稿では、道路交通分野におけるビッグデータの

活用と自動運転を中心に、生産性革命プロジェクト

との関連も含め、国総研の取組みについて述べる。 

 

 ２．ビッグデータの活用 

道路施策立案の基礎となる道路交通調査は、従来

人手による観測やアンケート等により行われてきた

が、ETC2.0により、道路管理者が各車両の走行履歴

や挙動情報を直接プローブデータとして収集するこ

とが可能となった。ETC2.0は、国総研が民間と共同

で研究開発してきたシステムであり、道路管理者が

設置した路側機を通じて、ETC2.0車載器に蓄積され

た自動車の走行履歴や挙動情報を収集できる（図１）。 

ETC2.0車載器は、2017年12月末時点で約235万台へ

と普及が進んでおり、これらのプローブデータはま

さにビッグデータとしての活用が可能な状況となっ

てきている。 

国総研では、ETC2.0プローブデータの収集・利活

用方法及び図２に示すようなプローブデータの特徴

を生かした調査・分析方法の高度化に向けた研究に

取り組んでいる。その成果は、生産性革命プロジェ

 

図１ ETC2.0ブローブ情報の収集 

 

図２ ETC2.0プローブ情報の特徴と効果 

 

クトの「ピンポイント渋滞対策」、「ビッグデータ

を活用した交通安全対策」等にも活用されている。 

（１）ビッグデータを活用した渋滞対策 

ETC2.0の車両の速度・位置などのプローブデータ

は走行した道路の種別等にかかわらず、時間的、空

間的に連続した取得が可能である。このため、渋滞

の発生時刻や発生ポイントなどを詳細に特定して、

より効率的な渋滞対策を図る「ピンポイント渋滞対

策」が生産性革命プロジェクトとして検討・実施さ

写真 

（写真ﾃﾞｰ
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生産性革命に向けた道路交通研究部の 
取組み

道路交通研究部長　喜安　和秀

（キーワード）　生産性革命、ビッグデータ、ETC2.0、自動運転
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れるようになった。 

また、国総研では、旅行時間分布から、平均値だ

けではなく、旅行時間の信頼性を評価する指標の算

定手法をとりまとめている。 

さらに、道路交通状況をリアルタイムに把握し、

混雑状況に応じた戦略的な料金体系など、交通流を

最適化するための交通需要マネジメント（TDM）に向

け、国総研ではETC2.0を用いた交通状態のモニタリ

ング手法などの研究を行っている。 

（２）ビッグデータを活用した交通安全対策 

ETC2.0の前後、左右の加速度データなどから、急

減速や急ハンドルの発生時間・場所を取得でき、国

総研ではこれらのデータから交通事故危険個所を抽

出するための研究を実施してきた。 

2017年の幹線道路の交通事故危険箇所の指定にあ

たっては、ETC2.0データから危険挙動の多発箇所を

分析し、全国の約460箇所を潜在的な危険箇所として

指定している。また、生産性革命プロジェクト「ビ

ッグデータを活用した交通安全対策」として、生活

道路においてETC2.0データ等の分析結果を活用して

急減速などの危険箇所を特定し、速度抑制や通過交

通進入抑制対策等の交通安全対策が実施されている。  

（３）道路の物流イノベーション 

 物流などの民間事業者がトラックなどの位置情報

等をセンターでリアルタイムに把握し運行管理する

ことにより、荷待ちの減少などの生産性向上が期待

できる。国総研では、特定のトラックなどのETC2.0

データを物流等の事業者に提供して運行管理を支援

するサービスの2018年度の実現をめざし、2016年よ

り民間事業者と協力して社会実験を行っているとこ

ろである。 

 

３．自動運転の取り組み 

自動運転は安全性の向上や、運送効率の向上、新

たな交通サービスの創出等を図る取り組みであり、

「クルマのICT革命」として生産性革命プロジェクト

にも位置付けられている。 

自動運転技術として自動ブレーキなど安全運転を

サポートする車両自律型の技術が進展しているが、

円滑な自動運転の実現に向けては、合流部での本線

の交通状況など自律型だけでは情報を十分把握でき

ない場面もあり、道路側からの情報も必要とされて

いる。 

国総研では、道路と車が協調（路車協調）した情

報連携による自動運転の支援や道路管理の高度化を

目指し、2012年より高速道路会社や自動車メーカー、

電機メーカー等と共同で、効果的なサービスについ

て研究を進めてきた。さらに、路車協調による具体

的なサービスとして、高速道路の合流部での情報提

供サービスや前方の事故車両等の情報（先読み情報）

の提供サービス等について、2017年度から新たな官

民共同研究を開始したところである。 

一方、超高齢化等が進む中山間地域では、人流・

物流を確保し、地域活性化に繋げることを目的とし

て、「道の駅」等を拠点に、低速車両による自動運

転サービスの実証実験が行われている。実験は、2017

年より各地方整備局等を中心に全国13箇所で行われ

ており、国総研は、実験実施や検証・評価の技術的

支援を行っている。 

 

写真 道の駅にしかたの自動運転実証実験 

 

４．おわりに 

 国総研は、生産性向上による経済成長の実現に向

けて、引き続きETC2.0等のビッグデータの収集・活

用方法や、路車協調による自動運転の支援、新技術

の活用等に関する研究を進めていきたい。 

また、平成29年8月の社会資本整備審議会道路分科

会の建議等も踏まえ、安全で円滑、快適な道路交通

の実現を目指した研究に取り組んでいきたい。 
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研究部長・センター長 執筆原稿 
 

道路構造物の維持管理を牽引する 

中核技術者の養成 

 

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、技術者、研修  

 

１．はじめに 

橋やトンネル、土工、舗装等の道路構造物は、道

路機能の提供を通じて、安全・安心で、より生産性

の高い社会を支えている。今後急速に高齢化する道

路構造物に対し、平成２６年度以降、定期点検を本

格化させてきたが、点検の結果、緊急または早期に

修繕が必要な構造物が、橋梁では11％、約４万２千

橋、トンネルでは44％、約２千本にも上っている。 

道路構造物研究部では、これら道路構造物の適切

な維持管理や効率的な更新を支援するため、メンテ

ナンスのセカンドステージへとして、診断技術や補

修・補強技術等の開発に取り組んでいる（巻頭クロ

ーズアップ参照）。維持管理を支える中核技術者の

養成も不可欠であり、人材の受け入れ、研修支援、

ナレッジの共有等を通じて取り組んでいるところで

ある。昨年改訂した国総研の研究方針においても、

現場技術力の向上支援は根幹となる４つの活動の一

つに位置づけられており、本稿で紹介する。 

 

２．人材の受け入れ 

国総研は、行政経験を有している研究者が多いと

う特徴がある。研究面からは、国土交通省本省や地

方整備局、地方自治体等での行政経験を研究活動に

反映し、実践的な成果を生み出しているといえる。

一方、維持管理の現場からは、国総研との人事異動

を通じて、研究所の経験がある技術者が一定数現場

に存在しているといえる。 

国総研の研究活動を、OJTを通じた人材養成の観点

から見てみる。国総研においては、実験や点検デー

タの分析等により研究を行うと共に、その成果に基

づき技術基準類の原案作成を行っている。また、写

真に示すような災害時の他、不具合発生時にも現地

調査や技術支援を行っている。これらの活動は、実

際の構造物の破壊や損傷を体験し肌で理解すると共

に、具体的な対応策の立案にも携わる貴重な機会で

ある。このような体験を通じて技術力を高め、現場

に戻った際には担当している業務の他、専門家とし

て他機関への技術支援も可能となるものである。 

 

３．研修の支援 

道路構造物の維持管理においては、法令に基づく

定期点検から補修・補強にわたる幅広い業務を行っ

ている。これを担当する者は、その業務に必要な知

識や技術を有していることが不可欠であるため、本

省や研修機関と連携し、研修体系を構築している。 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 

写真 災害時の現地調査  図－１ 橋梁の維持管理に関する研修 
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橋梁においては図－１に示すよ

うに、職位に応じ、法令に基づく

定期点検を可能とする初級、点

検・診断・補修補強の監督を行う

中級、通行規制も含む道路管理者

としての措置の判断を行う管理職

級の３段階の研修とし、さらに重

篤な損傷につながりかねない疲労、

塩害、アルカリ骨材反応への対応

という特論を設けている。国総研

ではこれらの提案と共に、統一カ

リキュラムやテキストの作成、講師派遣を通じて支

援している。 

この内、初級研修については、平成２６年度から

の５年間で5,000人という目標が設定されており、毎

年20回を超える研修に1,000人を超える受講者が参

加している。ここで使用する研修テキスト等につい

ては国総研資料として公開するほか、到達度確認試

験についても、学科問題や実技のポイントを国総研

のWebに掲載することにより、終了後も実務で参考と

して活用できる様にしている。 

 

４．技術的支援 

国総研では、現場が直面する課題に対し、技術基

準や実務を知る立場ならではの助言を通じ、支援し

ている。これは、現場で直面している問題の解決と

共に、技術力の移転の機会ともいえる。 

道路構造物の大半は、地方公共団体が管理してい

る。これらの構造物の中には、緊急かつ高度な技術

力を要する場合があり、これらに対して国交省では

直轄診断として地方公共団体を支援している。国総

研はこの直轄診断に「道路メンテナンス技術集団」

として参加し、調査内容の提案や調査結果に基づく

健全性の診断、補修補強方法の提案を行っている。

平成26年度から10施設を実施し、その多くは国交省

による修繕代行事業が行われている。 

このほか、不具合や災害が発生した際は、要請に

より現地調査や打ち合わせを通じた技術的支援を行

っている。 

 

５．ナレッジの共有 

技術的支援を通じて得られた知見については、ナ

レッジとしてまとめている。まとめられたナレッジ

については、橋梁、トンネル、舗装、土工といった

構造物毎の担当者会議を定期的に開催し、共有して

いる。 

また、国総研が編集に協力している土木技術資料

において、図－２に示すように「現場に学ぶメンテ

ナンス」というコーナーを設け、紹介している。こ

こでは、単に診断の結果や補修工事の内容を紹介す

るのではなく、技術的なポイントや類似事例に遭遇

した場合の留意事項をとりまとめている。医者がど

のような処方をしたかを紹介しているのではなく、

どのような思考過程をへて検査し処方を決定したの

かを記載しているものである。 

平成21年度から始めており、これまで20編を超え

る事例となっている。幅広い方々にご覧頂けるよう、

掲載から１年以上経過した記事は、国総研のWebでも

公開している。 

 

６．おわりに 

３年前となるが、NHKの番組において「国総研、日

本国土の専門医、熱き心でインフラ守る」と紹介さ

れた。インフラを守るのは技術ではなく、技術者で

ある。引き続き、現場の技術力向上を支援すると共

に、それらを通じて関係した多くの技術者の方々と

取り組んで参りたい。 

図－２ 現場に学ぶメンテナンス 
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研究部長・センター長 執筆原稿 
 

ダイナミックに変動する社会ニーズ 

に応える建築研究部の活動 
 

建築研究部長 福山 洋(工学博士) 

（キーワード）  建築基準、社会ニーズ、地方創生、安全・安心、機能継続 

 

１．はじめに 

建築研究部では、世の中の動きに呼応してダイナ

ミックに変動する国民や社会からのさまざまなニー

ズに応え、安全・安心で快適な建築環境を実現する

ことを使命としている。そのために、建築基準法を

はじめとする各種技術基準の企画・立案や策定・改

訂に対して、科学的・技術的な知見に基づく行政支

援を行っている。また、災害の現地調査や今後の対

策の検討、調査・研究成果の社会への還元・普及、

国内外の機関に対する技術的支援なども行っている。

以下に、現在実施している主な研究課題を紹介する。

1)～2)は、最近のニーズである魅力溢れる地方の創

生・活性化を、3)～5)は、従前からのニーズである

安全・安心な社会の実現を、それぞれ目指している。 

 
２．現在進行中の主な研究課題 

1) 防火・避難規定等の合理化による既存建築物活用

に資する技術開発（総合技術開発プロジェクト：H28-32） 

政府は、平成27年を地方創生元年とし、人口減少

と地域経済縮小の克服に向け、地域の特性に応じた

課題解決により安全・安心で心豊かな生活が将来に

わたって確保されるよう取組を進めている。これに

関し、地方公共団体やまちづくりを行う民間事業者

からは、歴史的建築物など有用な地域資産である既

存建築物を、宿泊施設やレストラン等として活用す

ることにより、観光の振興や地域活性化につなげる

ことが求められており、これらの取り組みを円滑に

進めるための環境を整備する必要がある。このため、

防火・避難規定や用途規制等の合理化・運用円滑化

に向けた技術開発を行い、既存建築物の活用の円滑

化を図ることが本研究課題の目的である。 

 
2) 新しい木質材料を活用した混構造建築物の設

計・施工技術の開発（総合技術開発プロジェクト：

H29-33） 

 地方振興、環境問題への対応、木のある空間の創

出などを目的として、「建築物の木造化・木質化を

推進するため、CLT等の開発・普及、公共建築物の

木造化等の促進を一層強化する」ことが平成27年に

閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針」

に明記された。この基本方針に則り、木質材料の活

用、可変性の拡大、施工期間の短縮、木材を表面に

見せる使用ニーズへの対応など、各種要求を実現す

るため、CLT等の木質系大型パネルを用いた木造と

RC造や鉄骨造などの他構造種別との混構造中層建

築物の設計・施工技術の整備のための構造、防火、

耐久性に関する技術開発を行い、建築物の木質化を

さらに促進することが本研究課題の目的である。 

3) 地震誘発火災を被った建築物の安全性・再使用性

評価に関する研究（事項立て研究：H27-29） 

本課題は、地震誘発火災被害を受けた中高層耐火

建築物を対象とする応急危険度判定マニュアル（案）

の策定と、修復・再使用の評価技術の構築・体系化

により、震災直後の避難場所の確保、二次災害の防

止、被災建築物の再活用に資することを目的とする。 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 

  
写真 用途変更（学校からサービス付き 

高齢者向け住宅と保育所への転用）の例 
(※ 規模に応じ排煙設備、内装制限が必要に 

なり、現状では対応が困難な場合が多い） 
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4) 木造住宅の簡易な性能評価法の開発（事項立て研

究：H28-30） 

 本課題は、木造住宅の生産時プレカット図面情報

等から、構造性能評価を容易に行うことができる手

法を整備・普及し、木造住宅の性能表示（耐震等級）

の推進等に資することを目的とする。 

5) 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（事項立て研究：H29-31） 

 本課題は、災害発生時から生活確保期までの時系

列変化を考慮した避難所の電力、水、トイレ、音環

境、光環境、温熱環境、プライバシー等に関する設

備等の必要性能と、改修技術、応急対応技術を提示

し、避難所生活における身体的・精神的健康被害の

軽減に資することを目的とする。 

 
３．今後の活動の大きな柱となる「継続使用性」 

災害に強い安全・安心な社会の実現に関しては、

熊本地震以降、本省において重要な取り組みが行わ

れている１）。それは、住宅局が中心となり、内閣府、

文科省、厚労省、官庁営繕部等の協力を得て検討さ

れている「防災拠点等となる建築物に係る機能継続

ガイドライン」である。建築研究部も、その原案作

成に大きく関わっている。これは、大地震後に建築

物が損傷し使用できなくなること等に起因する社会

の混乱を未然に防ぐためのもので、従来の最低基準

による規制とは異なり、成熟した現代社会のニーズ

に対応する動きと言える。この「継続使用性」は、

今後の当部の活動における主要な柱の一つになると

考えられることから、以下にその概要を紹介する。 
最近の大地震において、地震後に防災拠点として

機能することが期待されていた庁舎や避難所等の建

築物の中に、倒壊・崩壊はしなかったものの、継続

使用ができなかった事例が多々見られた。建築基準

法は、建築物に関する最低限の基準であり、大地震

時には倒壊・崩壊の防止を目標とするのに対し、防

災拠点建築物は、これに留まらず、大地震後に継続

使用できるための、より高い性能が求められる。 

本ガイドラインは、建築物の建築主、設計者、管

理者の参考となるために、アンブレラコードとして

共通の基本的な考え方を示すものである。今後、こ

のガイドラインの考え方に則って、庁舎、避難所、

病院など、それぞれの用途に合わせた、機能継続設

計・施工のための指針等が取り纏められ、社会に実

装されるという動きが期待される。さらには、一般

の住宅や事務所においてもこれらを参考とし、安

全・安心の度合いが高いレジリエントな世の中の創

生に資することが望まれる。それは、南海トラフの

大地震や首都直下地震等において、自宅が損傷し使

えなくなった人々が避難所に押し寄せ、収容しきれ

なくなる事態を防ぐことや、事務所や工場等が損傷

しそれらの活動が不能となることで、国内外の経済

活動や社会活動に大きな影響が及ぶことを防ぐため

に、必要不可欠な課題と考えられるからである。 

建築物の継続使用性は、現在は設計用地震力を割

増し、それに対して倒壊・崩壊させないという力を

主体とした検討方法に依っているが、これだと想定

する大地震時の建築物の損傷状態が分からず、機能

継続計画（BCP）を立案することも容易ではない。

今後は、応答変形等をベースに、地震後の建築物各

部の応答状況を推定し、その状態が建築物に求めら

れる機能継続の観点から許容されるか否かを判断す

るという、新たな検討方法への転換が期待される。

新たなニーズに対する大きなチャレンジである。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 国土交通省住宅局建築指導課「防災拠点等となる

建築物に係る機能継続ガイドライン検討委員会」 
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_
house_tk_000088.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「防災拠点等となる建築物に係る機能 

継続ガイドライン」の位置づけ（概念） 
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研究部長・センター長 執筆原稿 
 

住宅研究分野における生産研究のあしどり 
 

 

住宅研究部長 長谷川 直司(博士(工学)) 

（キーワード）  住宅生産、建築生産、品質確保 

 

1．住宅の「量」から「質」確保への転換 

今日、住宅政策・住宅研究の最重要課題のひとつ

が空き家対策であることは論を待たない。 

 旧建設省が創設された1948年（昭和23年）当時は

戦災復興が国の最重要課題であり、住宅事情は戦災

や引揚げ等による絶対的な住宅難であった。その後

の高度経済成長期以降の大都市集中政策による若年

労働者の住宅需要により、とにかく住宅は「量」を

生産することに追われる。つまり、1948年（昭和23

年）には、1,598万世帯に対して住宅戸数は1,390万

戸と、208万戸の絶対的住宅不足であった。 

 しかし、1968年（昭和43年）住宅・土地統計調査

（住調）において住宅戸数が世帯数を上回ることが

確認され、1973年（昭和48年）住調では全ての都道

府県で住宅戸数が世帯数を上回った。以後、住宅事

情は過剰（空き家）となり、今日に引き続いている。 

 国総研住宅研究部の前身組織である建設省建築研

究所第一研究部では、社会の動きに伴う住宅事情の

変化に対応する住宅政策に対して、研究分野におい

て応えてきている。 

ちょうどこの、「量」の充足がなった昭和40年代、

我々の先輩は住宅研究において、「建築生産」とい

うとらえ方を先駆的に提唱していた。 

 

2．住宅・建築生産研究の嚆矢 

「建築生産」とは、建築物の企画・設計・施工の

一連の建築行為の過程を工業生産プロセスとしてと

らえた概念で、近年では生産の川下とされる、維持

管理・改修・廃棄のフェーズも含まれる。建築部品

の工場生産と建築現場作業行為との関連や建築生産

組織（設計者・元請け業者・専門工事業者等）の機

能等を論ずる場合に用いられている。 

 研究課題としては、「建築生産における既製品利

用の経済性（1965年（昭和40年））」、「建築産業

間の関連と請負施工の能率化（1966年（昭和41年））」、

「住宅の居住水準と住宅量産経済（1966年（昭和41

年））」、「建築生産組織の近代化（1967年～1968

年（昭和42年～43年））」などである。 

 「建築産業間の関連と請負施工の能率化に関する

研究」では、住宅・建築生産の合理化を図るために

は、例えば公共住宅など比較的同質、同水準で計画

可能な条件のもとでは、発注単位を工業化生産に適

切な単位にまで拡大し、工事の期間的継続性、安定

性、計画性を導入するべし。また設計段階における

生産者（施工者）側の寄与を認め、生産設計の合理

化を図るべし、といった研究結果に基づく提案をし

ている。また、公共建築発注においても、価格以外

の要件を落札に考慮し、最低価格入札者を落札者と

しない、積極的な条件設定の研究提案がなされてい

る。それらは今日から見ればさほど目新しいもので

はないが、時期を勘案すると先駆的なものであろう。 

 建築生産の工業化ならびに建築生産組織の近代化

の一環としての「住宅の居住水準と住宅量産経済に

関する研究」では、住宅生産のプレハブ化が住宅施

策の大きな課題としてうたわれた際の対応研究であ

る。施主（住宅購入者）においてプレハブ住宅の需

要が十分顕著に拡大していない事実に対し、その生

産・販売体制の確立のためには、たんにプレハブメ

ーカーの企業努力にだけ期待しても急速な進展をみ

ることは困難であり、住宅・建築に関する唯一の公

的な研究機関の研究が社会的に要請されている、と

いった自負のもと、研究が遂行された。今日から見

ると、公的研究機関の役割の時代差を感じさせるが、
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一方で今日でも、未だ力弱い住宅関連産業の育成、

業界技術力のボトムアップという点では考慮のなか

にあると思われる。 

 我々の先輩が唱えた「建築生産」という考え方は

その数年後、「建築生産論の提起」（日本建築学会

建築経済委員会建築生産部会）で広く普及にいたる

とともに、研究所における調査・研究は旧建設省の

建築生産近代化調査（1967年～1969年（昭和42年～

44年））や住宅宅地審議会答申のバックデータとし

て貢献した。そして1971年（昭和46年）に第一（住

宅）研究部に建築生産研究室が創設された。 

 

3．生産研究の展開 

 時代は平成に入り再び、住宅・建築生産の合理化

が大きな研究課題として取り上げられた。3Ｋ（キケ

ン・キタナイ・キツイ）などと嫌われた建設現場に

おける就業者の高齢化・技能者不足に対応して、現

場におけるロボット導入や建築部品の接合部の工夫

による簡易かつ施工精度の高い構工法開発が展開さ

れた。平行して、高度化しつつあったＩＴ技術の活

用による施工の情報化と自動化が研究され、目標は

現場の無人化、省人化であった。これらは総プロ「建

設事業における施工新技術の開発（建築分野）（1990

年～1994年（平成2年～6年））」の場で実施され、

鉄筋コンクリート造建築の生産合理化が目指された。

今日叫ばれている、建設事業における「生産性革命」

と同根であろう。しかし、事の本質は最終生産物で

ある建築物の品質確保にあった、と筆者は考えてい

る。 

 建築生産の川上、川下という言い方がある。発注

者を含む複数の専門家、企業体がプロジェクト固有

に編成されるチームによって流れるように仕事を遂

行し、スタートである発注者の要求（目的）に対応

したモノとしての建築物が生産される。しかしとき

として、必ずしも健全な建築物ばかりではなく、な

かには不具合が存在している。それはチームが流れ

るように作業している際、ふと、情報なり伝達物に

落ちやミスがあったからと仮定し、その落ちをいか

に無くすか、という生産の川上から川下への目的－

手段の連鎖モデルを検討した（図）。具体の建築生

産はあくまで人間が遂行するものであって、設計に

しても施工にしても、あるいは維持管理・改修につ

いてもそうである限り、落ちやミスは避けがたい。

しかしそれが最終生産物の不具合や品質が確保され

ない状況を生む。生産に携わる人間に寄り添う、ロ

ボット技術、ＩＴ技術の活用やＡＩのサポートは今

日、必須であることは論を待たない。しかし、そう

いった技術が、建築生産の流れのなかで、どこで肝

となり貢献するのか、そして一方で人間の仕事に対

するやりがい、といったファクターとの折り合いを

付けながら、最終生産物の品質確保・品質向上を目

指したい。 

 建設省建築研究所第一（住宅）研究部において、

昭和40年代の、住宅の「量の充足」がなったときに

時を同じくして、住宅・建築の生産合理化をうたう

建築生産研究が惹起したことは重要で示唆的である。

事の本質は、住宅・建築の「質の確保」である、と

考える所以である。 

 

 

図 建築生産における「品質」と「目的-手段の連鎖」の概念図 

 

☞詳細情報はこちら 

『建築研究所50年』発行：建設省建築研究所1996年10月 

1）pp．16～21 第3章 住宅・建設経済部門 須田松次郎・

小林英之 

2）pp．138～141 住宅供給政策から総合的住宅政策へ 高

橋暁 
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研究部長・センター長 執筆原稿 
 

都市防火研究の伝統と変革 
 

 

都市研究部長 佐藤 研一 

（キーワード） 都市防火、災害調査、糸魚川市大規模火災、酒田大火 

 

１．災害調査 

 平成28(2016)年12月22日、新潟県糸魚川市駅前商

店街で発生した火災は、おりからの強風にあおられ、

市街地4ha、建物147棟(3ha)をほぼ半日で焼き尽くす

大規模火災となった。地震や津波による火災を除く

市街地火災として、昭和51(1976)年酒田大火以来の

規模となったこの火災は、住宅や店舗などが密集し

た市街地では、条件次第で大規模火災が今も起こる

危険性があることを広く認識させた。 

 国総研は本省住宅局からの調査要請を受け、(国

研)建築研究所と共同で、直後に研究者チームを派遣

し、翌年1月に速報を公表している。チームは、両研

究所の都市防災、防火基準、防火研究、住宅・都市

研究に属する中堅と若手から成る5人である。 

その後チームは、ヒアリング調査、火災映像記録

分析、再現実験やシミュレーション分析を行い、7

月に報告書を記者発表した。報告書では、◇強風下

の飛び火による火災の拡大過程、◇昭和初期の古い

屋根瓦の隙間から入った火の粉が屋根に燃え移る現

象、◇個々の建物の屋根や外壁等に講じた防火措置

が市街地の面的な火災安全性能に与える効果等を解

明し、国のこれまでの施策の有効性を裏付けるとと

もに、既存ストック時代における防火対策への手が

かりを与え建築基準法改正の一つの要因となった。 

この種の災害調査は国総研（及びその前身である

建設省建築研究所）の根幹となる活動の一つである。

市街地火災に限らず各種災害を調査し、原因究明や

対策の検討を行い、施策や研究開発に反映してきた。

本稿ではその中から、酒田大火を対象に当時の建設

省建築研究所が行った調査研究を取り上げ、今回の

糸魚川大規模火災と比較し今後の参考としてみたい。 

 

２．「酒田市大火(昭和51年)調査速報」 

酒田大火は40年前の昭和51(1976)年10月29日夕刻、

山形県酒田市の繁華街から出火した火災が、翌日朝

まで燃え続け、焼失区域22.5ha、建物1774棟、焼損

面積15.2ha、被害総額405億円をもたらした大火であ

る。国の激甚災害に指定され、また、災害直後から

復興計画策定作業が始まり51日間で復興計画策定、

その後2年6ヶ月という異例の早さで復興を成し遂げ

たことでも知られる。その教訓は数多くの記録書、

調査研究報告書等に残され、各地の防災都市建設や

阪神淡路大震災復興の参考とされた。 

当時、都市大火は今以上に深刻で身近な都市問題

として対策が求められていた。建設省建築研究所は、

現地調査第1陣として10月31日から11月3日の間で職

員6名、さらに追加調査を4回にわたり実施し、累計

13名の職員が現地に入った。研究室で見ると、都市

防災、都市計画、都市開発、防火、防煙、有機材料、

無機材料、アイソトープ、企画と広い分野にまたが

っている。建設省都市局も復興計画策定の支援、消

防庁消防研究所も火災や消防・避難に関する調査を

目的に職員を派遣している。 

調査結果は、「酒田市大火(昭和51年)調査速報」(昭

和51年12月 建設省建築研究所)としてとりまとめ

られている。冒頭はしがきには、「大規模都市火災

の究明は都市及び建築の研究に関し種々の課題を生

むことから、できるだけ早期に災害の様相の大筋を

関係各位に提供し、今後の対応に資そう」とある。

全体構成を、1.火災概要、2.市街地の概況、3.耐火

建築物の被害状況、4.樹木の被害の概況、5.避難の

状況、6.まとめと問題点とし、大火の原因と対策ま

で短期間で概括している。 

その後研究は進展し、昭和52年の講演会に火災延
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焼推定結果や避難行動アンケート調査結果、さらに

昭和54年の講演会に樹木の防火効果の実験結果等が

それぞれ発表されている。 

さらに、昭和54年の建築研究成果撰『あらか』第1

集には、「都市大火のシミュレーション分析」と題

して、コンピュータシミュレーションを用いた酒田

大火の延焼過程に関する分析についての研究が紹介

されている。コンピュータの発達と過去からの知見

の蓄積によって、ようやく都市大火をコンピュータ

でシミュレーションできるようになっていた頃であ

る。この延焼シミュレーション分析を通じて、新た

な研究課題が明らかになり、ほぼ時期を同じく昭和

52年度から開始された建設省総合技術開発プロジェ

クト「都市防火対策手法の開発」等に引き継がれて

いる。 

 

３．組織の伝統と個人の創意 

二つの市街地火災に関する調査研究を比較すると、

多くの共通点があることがわかる。◇災害直後の現

地調査と迅速な結果公表、◇分野や組織が連携した

柔軟な検討体制、◇現場の実態把握の重視、◇実験

やシミュレーション等多様な手法を駆使した多角的

分析、◇施策へのフィードバック、◇研究の継続発

展と新たな研究課題の発掘、◇進展した研究成果の

次なる災害や施策への反映、◇以上のサイクル。 

災害を典型として、社会から直接間接に提起され

る様々な要請(ニーズ)は、国総研にとって研究の活

力の源泉となる。これに対応して研究活動を継続発

展することで新たな課題と技術(シーズ)が生まれ、

そのシーズが育って、また将来のニーズに応える。

この繰り返しによって、研究の深化と体系化が進ん

でいく。こうした調査研究業務のあり方、やり方は

国総研の伝統となっていると思う。 

一方で相違点については、時代が移り社会経済環

境が変化しニーズが違うこと以外に、調査研究とい

う視点で見ると、◇技術の進歩に伴い活用できる技

術が変わっている、◇携わる人材自体が入れ替わっ

ている、という違いがある。 

糸魚川火災においては、昔はなかった筑波の火災

風洞実験施設(平成10年3月完成)で、強風を再現した

実験が可能になった。ただこれも今となってはより

高い性能をもつ実験施設が理想のようである。また、

コンピュータ技術の飛躍的な進歩、応用理論の発展

等によって、シミュレーション分析も格段に向上し

た。いずれはAIを利用した革新的な予測手法が生ま

れる日がくるのかもしれない。 

人材の入れ替わりについては一長一短あるが、個

人の創意が研究に革新を生むことを考えれば、独創

性を重視する研究所としては肯定的に捉えたい。た

だし、経験豊富な人材の集積があった上でのことで、

長期的な視点が重要であろう。糸魚川火災での飛び

火に着目した分析については、若い研究者ら一人一

人の着想と地道な作業、それに経験豊富な中堅の指

導が組み合わさった結果実現したと理解している。

中堅と若手のチーム力、個人と組織の総合力の成果

と言えると思う。 

 最後に最も大きな相違点、背景となる社会経済環

境の違いについて言えば、これに伴う社会から国総

研に求められるニーズの変化がある。ニーズは研究

の活力の源泉なので、これに対応できるようにする

ことが、常に国総研の目標となる。そのためにも、

組織の伝統が重要であり、技術に支えられた個人の

創意が必要であると思う。若手のチャレンジに特に

期待している。 

 

【参考情報・参考文献】 

1)「平成28年(2016年)12月22日に発生した新潟県糸魚川市

における大規模火災に係る現地調査報告(速報)」 平成

29年1月 国総研/建築研究所 

http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/saigai/h28/itoigaw

a01.pdf 

2)国総研資料No.980/建築研究資料No.184 「平成28年

(2016年)12月22日に発生した新潟県糸魚川市における

大規模火災に係る建物被害調査報告書」 平成29年7月 

国総研/建築研究所  

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/kisy

a20170718.pdf 

3)「酒田市大火（昭和51年）調査速報」 昭和51年12月 建

設省建築研究所 

4)「昭和52年度・54年度建設省建築研究所秋季講演会梗概

集」 昭和52年11月・54年11月 建設省建築研究所 

5)「建築研究成果撰『あらか』第1集」 昭和54年8月 建設

省建築研究所 
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沿岸海洋・防災研究部長 吉田 秀樹(博士(工学)) 

（キーワード）  沿岸域、クルーズ、みなとまち、バリアフリー、高潮、災害対応、環境、生態系 

  

１．はじめに(沿岸域の我が国での役割と研究課題) 

沿岸域という言葉については当たり前のように使

われているが、その概念については、來生新日本沿

岸域会議会長のメッセージ1)によると以下の通りで

ある。「「沿岸域」という言葉は、1977年（昭和52

年）の第三次全国総合開発計画において初めて提唱

されたものです。そこでは「海岸線をはさむ陸域と

海域を沿岸陸海域（沿岸域）として一体的にとらえ，

多面的な利用が可能な空間としての特色を十分に生

かしつつ，沿岸域の自然的特性，地域的特性，生態

環境に応じて，保全と利用を一体的に行う」空間と

して沿岸域が規定され、（以下、略）」 

我が国の沿岸域は、港湾や都市部を中心として人

口・産業集積の場である。標高5m以下の土地が、対

全国面積比3%なのに対し、人口の17%、製造業の25%、

商業の42%が集積している。さらに近年では、訪日外

国人旅行者数の増大、特に訪日クルーズ旅客数、ク

ルーズ船寄港港湾数が急増しており、沿岸域が、飛

行機出現以前のように、外国との窓口・交流拠点の

役割を果たすようになってきている。そのために、

交流拠点としてのみなとまちづくりの研究が必要と

なっている。 

表－１ 外国人旅行者数とクルーズ船利用割合 

 

沿岸域の人口・産業集積、交流拠点がその機能を

果たすためには、安全・安心が確保されなければな

らない。安全・安心の確保の対象としては、津波・

高潮・高波の自然災害、油流出、テロ、施設の老朽

化等多岐にわたっている。その中でも特に当部とし

て取り組まなければならないのは、気候変動に対応

した高潮・高波対策と海岸保全施設の老朽化対策で

ある。 

さらに沿岸域を快適な環境にすることが大切であ

る。そのためには海域環境が保全・再生されている

ことが不可欠であり、効果的かつ効率的な保全・再

生のためには、沿岸域環境の定量化（生態系サービ

スの見える化）と環境デザインの検討が重要である。 

沿岸域と安全・安心、快適な環境との関係は図－

１の通りであり、以下、この３項目に関する研究成

果と今後の方向性を述べる。 

 

図－１ 沿岸域と安全・安心、快適な環境との関係 

 

２．人口・産業集積・交流拠点としての沿岸域 

沿岸域におけるみなとまちづくりの研究 

戦後の港湾は、航空機の発達、国内高速道路網の

進展により、交流拠点というより産業集積の場の側

面が大きかった。近年、訪日外国人旅行者の増大が

著しく、その中でもクルーズ船による訪日者が全体

の10%に迫る勢いである。これは港が再び外国との窓

口・交流拠点としての役割を持つこととなる。港は、

「海に開け、船を迎え入れる」美しい景観を形成す

るとともに、「おもてなし空間」2)となる必要がある。

2013 2014 2015 2016 2017

訪日クルーズ旅客数(万人) 17 42 112 199 253
訪日外国人旅行者数(万人) 1,036 1,341 1,974 2,404 2,869

クルーズ船利用の割合(%) 2 3 6 8 9

クルーズ船寄港港湾数(港) 101 108 105 123 131
参考：共用空港９７　H29.4現在

国土交通省資料より作成

写真 
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当部では、地域の活性化の拠点となるべく沿岸域に

おけるみなとまちづくりの研究を実施している。 

具体的には、沿岸域の地域振興として、近代以降

の沿岸域の空間形成の分析を行うとともに、クルー

ズ来訪港、地域資源の活用にかかる国内外の事例分

析を行った。一方、来訪者に快適にみなとまちに来

られるよう、港湾・海岸のユニバーサルデザイン検

討を行いガイドラインに反映させた。 

特に、今年度より、地域資源の活用を図ったみな

とまちづくりを推進するため、研究会を発足させ、

地域資源の活用方策、計画手法・制度等について検

討していくこととしている。 

 

３．沿岸域の安全・安心の確保 

高潮災害に対する港湾地帯の安全性の確保に関す

る研究（事項立て研究H28-30） 

沿岸域が人口・産業集積、交流拠点としてその機

能を果たすためには、安全・安心が確保されなけれ

ばならない。東日本大震災以降津波対策については

一定の進展はあるが、高潮災害については、想定外

の高潮に対する対応は研究の緒に就いたばかりであ

り、現在事項立てで本研究を実施している。 

研究の柱は、①潮位・波浪観測の高度化、②高潮

浸水予測の高精度化、③防潮施設の外力評価である。

①については、港内での効率的できめ細やかな潮位

観測のための簡易で低廉な潮位観測機器を開発、湾

内の面的な波高観測のため海洋短波レーダーを利用

した手法の開発を行っている。②については、港湾

の複雑な地形の影響にも対応可能な、高潮・波浪モ

デルの改良・組合わせによる高潮浸水予測手法の高

度化の研究を行っている。③については、構造物の

保有耐力を把握、設計条件を超えた状態での防潮施

設への外力作用について、実験と数値計算を用いて

検討している。 

研究終了後は、①②については、高潮対策への適

用、③については設計法への反映を図る予定である。 

さらに、海岸保全施設の老朽化については、現在

全国の老朽化対策の実態を把握中であり、今後分析

を進めていく。さらに、ドローン、ＩＣＴ、ＡＩ等

を活用した常時・災害時の点検技術の研究に発展さ

せていく予定である。 

 

４．沿岸域の快適な環境 

港湾域における環境デザインの検討 

沿岸域は、その利用にあたり海域環境が保全・再

生されていることが不可欠である。ここでは、環境

デザインの検討について紹介する。環境デザインと

は、生物の生活史・生態系ネットワークを考慮して

干潟などの生物生息場の最適な空間配置（シースケ

ープ）をデザインすることである。 

多様な生物に対して、新規加入や多世代に亘る持

続可能性を研究し、さらに環境インパクト後の復元

性の確認を研究している。今後、計算を１次元から

２次元、３次元へと拡張し研究していく予定である。

また、魚など能動的生物にも拡大し、実際の護岸や

底泥の性状、生物の生息基盤状況等の調査・分析も

行い、デザイン手法をまとめる予定である。 

図－２ 生息場の空間配置の選択パターン 

 

５．おわりに 

当部では、沿岸域という広大なエリアに多様な研

究課題を有している。時代の要請を的確に先取りし

つつ、これら課題への対応を効率的効果的に、また

わかりやすく提言して参りたい。 

☞詳細情報はこちら 

1) 日本沿岸域会議会長メッセージ 
http://www.jaczs.com/01-association/kaichou-

aisatsu/kaicho_msg.pdf 

2) 港湾の中長期政策「PORT2030」(中間とりまと

め)(2017年12月) pp.17-18 

 

赤印；生息場 左右図とも生息場全体の面積は同じ 
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港湾研究部長 藤井 敦 

（キーワード）  技術基準、物流、港湾の中長期政策 

 

１． はじめに 

港湾は、我が国の重要なインフラであり、物流や

人流を支える交通基盤である。また、臨海部空間は

産業活動や豊かな国民生活を支える貴重な空間であ

る。社会経済や港湾を取り巻く状況が大きく変化し

ている中で、港湾研究部は港湾の持つ多様な機能を

高め、より安全・安心で、我が国の国際競争力強化、

豊かな国民生活や地域経済を支えるべく、港湾の計

画・設計・施工・運営・維持管理の各段階に関わる

研究等を行い、成果普及に努めている。成果の普及

の方法としては、本省等への政策支援、地方整備局

や港湾管理者等への技術支援、各種委員会への参画、 

学会への発表等があるが、本稿では、特に、この2

年間の研究成果について国総研報告・資料を中心に

概要を述べる。 

２． 国総研報告・資料について 

国総研の研究成果の普及・活用の重要な手段の一

つが国総研報告・資料である。これらは国総研のウ

ェブサイト１）で一般に公開されている。2001年の国

総研の設立から今までの間に全体で約60本の国総研

報告と、約1000本の国総研資料が刊行されている。

この中で港湾研究部では、約30本の国総研報告と、

約180本の国総研資料を発行している。 

国総研報告・資料は、研究の内容と根拠となるデ

ータをきちんとアクセス可能な形で提供することで、

政策立案の基礎資料、各種基準の根拠資料として重

要な役割を果たしている。 

３．計画・物流部門の研究 

 この分野では、港湾施設の計画手法の高度化や港

湾貨物予測モデル・評価ツールの開発、クルーズ需

要の動向と効果に関する分析などを行っている。 

(1) 港湾施設の計画手法の高度化に関する研究 

コンテナターミナルの規模に関する検討[992]([]

内は国総研資料番号。以下同じ。)、船舶の主要諸元

に関する解析[991]、世界のコンテナ船動静及びコン

テナ貨物流動分析[896,965]、世界のコンテナ船の運

航船腹量・船型の将来動向に関する分析[961]、潮位

を利用した航路航行実態に関する分析[897]等を行

っている。 

(2) 港湾貨物予測モデル・評価ツールの開発 

 この分野では、東アジア・米国間のコンテナ貨物

流動に関するトランシップ港湾選択モデルの構築に

関する研究[993]、我が国とアジア・欧米地域との国

際コンテナ貨物流動に関わる経路選択モデルの構築

[943]、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[898]等が挙げられる。 

(3) AISを使用した研究 

 船舶の位置、速度等の情報を衛星で取得する衛星

AISを用いた北極海航路航行実態に関する研究[923]

を行っている。 

(4) その他 

 災害時に使用される緊急支援船に港湾側として対

応するために大規模災害時の緊急支援船の船型・対

応係留施設の分析[942]を実施している。 

 また、クルーズ船に対応した計画に関する研究や

需要に関する研究を進めており、近日中に国総研資

料として発行予定である。 

 

写真 横浜港におけるコンテナ荷役 

写真 
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４． 港湾施設の設計、施工、維持管理に関する研究 

 この分野では、平成30年度の「港湾の施設の技術

上の基準・同解説の改訂」を目標に多くの研究を実

施している。 

(1) 設計法の高度化に関する研究 

 防災・減災に資する設計法の高度化や性能照査手

法の改良・高度化、改良設計の高度等に関して多く

の研究を行っている。[899,900,901,920,922,931, 

944,954,955,956,957,979,994,995,996] 

(2) 施工に関する研究 

 港湾施設の施工に不可欠な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[919]を行っ

ている。 

(3) 港湾施設の計画的な維持管理に関する研究 

 維持管理の分野では、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討

[921]、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向に関する一考察

[918]等を刊行している。 

(4) 技術基準の国際展開に関する研究 

 現在、ベトナム国の港湾設計・施工基準の国家基

準化の支援をしているが、その内容について港湾分

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]として報告している。本取り組みにつ

いては近日中にプロジェクト研究報告書として発行

する予定である。 

(5) 生産性向上に資する研究 

 技術基準においても設計、施工、維持管理に関し

て、生産性向上に関する記載を強化しているほか、

生産性向上のための研究を行っており、近日中に国

総研資料として発行する予定である。 

５．PORT2030と今後の国総研の取り組み 

現在、交通政策審議会港湾分科会において、2030

年頃の将来を見据え、我が国経済・産業の発展や国

民生活の質の向上のために港湾が果たすべき役割や、

今後特に推進すべき港湾政策の方向性等について議

論が進められてきている。これらの議論を踏まえて、

港湾の中長期政策「PORT 2030」の中間取りまとめが

2017年12月に公表2)されている。 

中間取りまとめでは2030年の港湾が果たすべき役

割を次の3項目としている。 

Ⅰ. 列島を世界に開き、繋ぐ Connected Port 

Ⅱ. 新たな価値を創造する空間 Premium Port 

Ⅲ. 第4次産業革命を先導するプラットフォーム 

  Smart Port 

 

図 2030年に港湾が果たすべき役割 

 

この役割を果たすための政策の方向性として、次

の8項目を挙げている。 

1. グローバルバリューチェーンを支える海上輸送網の構築 

2. 持続可能で新たな価値を創造する国内物流体型の構築 

3. 列島のクルーズアイランド化 

4. ブランド価値を生む空間形成 

5. 新たな資源エネルギーの受入・供給等の拠点形成 

6. 港湾・物流活動のグリーン化 

7. 情報通信技術を活用した港湾のスマート化・強靱化 

8. 港湾建設・維持管理技術の変革と海外展開 

 

港湾研究部では、政策の実現のために、国総研で

なければ出来ないこと、国総研で行うべきことを中

心に研究を進めていくこととしたい。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研研究報告・資料のウェブサイト 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/index.htm 
 
2) 港湾の中長期政策「PORT 2030」中間取りまとめ公表 

http://www.mlit.go.jp/report/press/port03_hh_000037.h
tml 
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研究部長・センター長 執筆原稿 
 

空港整備を支える調査研究 
 

 

空港研究部長 石原 弘一 

（キーワード）  航空需要予測、空港舗装、維持管理、信頼性設計 

１．空港分野を取り巻く現状と課題 

(1) 航空旅客輸送の動向 

 わが国の国際航空旅客需要は、近年アジア等での

航空需要の増大を受け着実に伸び、平成28年度には

過去最高の8,650万人を記録した。特に、訪日外国人

客数は2016年に2,404万人に達した。 

 また国内航空旅客需要は減少傾向にあったが、平

成24年度以降LCC参入による需要増により増加し、平

成28年度は9,810万人となった。 

(2)首都圏空港の機能強化 

 日本の空の玄関口である首都圏空港(羽田空港と

成田空港)は国際旅客、国内旅客ともに６割の旅客が

利用している。今後、2020年東京オリンピック･パラ

リンピック競技大会の円滑な開催、さらには首都圏

の国際競争力の強化、増加する訪日外国人旅行者の

受け入れ、地方創生等の観点から首都圏空港の機能

強化は必要不可欠であり、急務の課題とされている。 

 

図－１ 国際航空旅客数の推移 

(3) 地方空港等のゲートウェイ機能強化 

 2017年5月に公表された「観光ビジョン実現プログ

ラム2017」には「地方空港のゲートウェイ機能強化

とLCC就航促進」が謳われており、地域への誘客効果

の波及促進など、地方創生のための航空ネットワー

クの拡大が求められている。 

 

図－２ 国内航空旅客数の推移 

また、民間の資金と創意工夫を活用した空港運営の

民間委託(コンセッション)も進められており、既に

2016年7月仙台空港で民間運営を開始している。 

(4) 安全・安心の確保 

 ① 施設の効率的な維持管理・長寿命化への対応 

 空港舗装においては、舗装表面の剥離など一見軽

微な劣化であっても、破片の吸い込みによるエンジ

ントラブルなどの重大な障害に繋がりかねず、社会

経済的損失は計り知れない。 

 空港施設の維持管理・更新に割ける時間は年々短

縮傾向にあり、空港舗装の効率的な点検・診断・補

修・更新技術が求められるとともに、劣化を防止す

るための材料や設計・施工方法の開発など予防保全

や長寿命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 

 今後、首都直下地震や南海トラフ巨大地震による

被害が想定される空港では、対策の優先順位付け、

広域同時被災への対応、民営化に伴うリスクの官民

負担など、災害リスクマネジメントの定量的評価手

法と信頼性設計法の確立が急がれる。 
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 ③ 地震災害時の緊急輸送拠点機能への対応 

 国交省航空局が取りまとめた｢地震に強い空港の

あり方｣では地震災害時に空港に求められる役割と

して「救急･救命活動等の拠点機能」、「緊急物資･

人員等輸送受け入れ機能」が挙げられている。 

このような地震災害時における空港の緊急輸送拠

点機能を発揮するためには、地震直後の空港施設の

点検・評価・復旧を速やかに実施する必要がある。 

 

２．重点的な研究活動 

(1)航空需要動向の予測・空港計画手法に関する研究 

 国土交通省航空局では、東京オリンピック･パラリ

ンピック後も視野に入れ、中長期的な首都圏空港の

いっそうの機能強化や地方空港のゲートウェイ機能

の強化を図っているが、事業の投資規模や効果を検

討するためには、安全性･生産性の向上に加え、将来

の市場動向や需要をどのように評価するかが重要と

なる。 

 今後の政策決定に資する将来需要推計を行うため

に、近年の訪日外国人の急増やLCC参入に伴う影響に

ついても考慮した航空需要推計モデルの構築を進め

ている。  

(2) 空港施設の長寿命化及び戦略的維持管理の実現

に関する研究 

 空港の運用に大きな影響を及ぼす空港舗装の局所

突発的な破損の抑制方策に関する調査研究や、空港

舗装の路面状況の適切な評価手法の改良、及び空港

舗装の劣化予測手法に関する研究などを行っている。 

 また、空港舗装の点検・補修をより短時間で効率

的に行う技術の開発導入に関する調査検討を行って

いる。 

(3)滑走路面のすべり摩擦係数の簡易測定・評価に関

する研究 

 現在、空港の滑走路面の摩擦係数は、SFT（Surface 

Friction Tester）により測定・評価を行っている

が、SFTを用いないDFテスタ（Dynamic Friction 

Tester）を用いた簡易な測定・評価手法の研究を行

っている。「空港内の施設の維持管理指針」におい

ては、路面の摩擦係数が低下し、滑走路面に付着し

たゴム除去等の処置の検討を行うにあたって、SFTの

測定値が指標にされている。今回、簡易な測定・評

価手法の検討するにあたって、実空港におけるSFTと

DFテスタ測定値を分析した結果、高い相関性がある

ことを確認し、採用するDFテスタ回転速度、DFテス

タの測定値からSFTの値への換算式を求めた。その他、

測定フロー、測定位置、DFテスタの評価指標等をと

りまとめ、空港におけるDFテスタを用いた測定・評

価に適用するマニュアルを作成し、空港管理者へ配

布した。 

(4) 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 

「地震に強い空港のあり方」において、「3日以内

に運航能力50%を確保」と、空港全体の性能が示され

たが、被災前から想定外を可能な限り除くには、信

頼性理論に基づく方法が適切である。航空法39条の

設置基準において、信頼性設計が一部導入されてお

り、これを耐震について研究を深化しているところ

である。 

空港は、管制塔やターミナルビルなど固有周期が

異なる施設から構成され、これらが連携して運航能

力を発揮している。施設別に設計基準・地震動が異

なるのが実情で空港に不確かさを考慮した一地震動

を作用させ、施設別の被害の濃淡を算定し、全体の

運航能力を評価し、対策の優先順位付けを可能とし

た。また、巨大地震で複数空港が同時被災する場合

の代替評価や、公共施設運営権設定下の官民リスク

分担などについても、同方法を応用して、防災実務

に反映しているところである。 

 

３．おわりに 

 当部では、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、

空港を取り巻く現状と課題を踏まえつつ、安全で円

滑な航空サービス確保のための空港機能の維持・強

化に向けた調査研究・技術開発に取り組んでいく。 
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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 

２年目を迎えての取り組みと今後の展望 
社会資本マネジメント研究センター長 和泉惠之 

（キーワード）  ＩＣＴ活用工事、ＣＩＭ、入札・契約方式、グリーンインフラ、熊本地震  

 

１．はじめに 

国総研に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。）が設置されてから今年度

で2年目となる。建設マネジメント技術に関する研究

センター組織は、1991年（平成3年）に土木研究所に

設置された積算技術研究センターが始まりとなる。

その後、1997年（平成9年）に建設マネジメント技術

研究センターに組織拡充し、一層充実した体制で建

設マネジメント技術の研究に取組み始め、今年度で

20年目となる。この間、社会情勢の変化に対応して、

組織の再編とともに研究領域が変化・拡大してきて

おり、現在は、積算、入札・契約方式、事業評価、

経済効果の分析、建設生産性向上のためのＩＣＴ活

用・コンクリート工の全体最適化、ＣＩＭなどの情

報基盤、緑化生態、景観・歴史まちづくり、熊本地

震の復旧支援など幅広い分野が研究対象となってい

る。以下に、2年目を迎えたセンターの主な取り組み

を今後の展望も含めて紹介する。 

 

２．建設工事の生産性向上 

人口減少・超高齢化社会を迎えるなか、生産性の

向上により潜在的な成長力を高めるために、国土交

通省ではi-Constructionをはじめとする20のプロジ

ェクトに取り組んでいる。i-Constructionは建設生

産プロセス全体においてＩＣＴを活用し、建設現場

の生産性を2025年度までに２割向上することを目標

としており、中長期的な担い手の育成・確保のため

の働き方改革にも資するものである。 

(1)ＩＣＴ活用工事 

衛星測位、レーザースキャナーなどを用いて3次元

の位置データを取得する技術が進展しており、これ

らを活用して工事測量、建設機械の自動制御、出来

形管理などを行うＩＣＴ活用工事が土工、舗装工、

浚渫工で進められている。センターではこれらの現

場導入を促進するための基準類策定の研究を行って

おり、今年度は、工種拡大のために護岸、トンネル、

維持管理工事などについて検討を進めた。今後とも

さらなる工種の拡大、基準類の継続的な改善、新し

い技術の活用手法などについて研究を進めていく。 

(2)ＣＩＭの導入・普及 

ＣＩＭ（ Construction Information Modeling 

/Management）は3次元モデルを用いることで一連の

建設生産システムを効率化・高度化するもので、図

に示すような生産性向上の効果が期待されている。 

図 ＣＩＭによる効果 

センターではＣＩＭの導入・普及のための要領・

基準類の研究を行っており、今年度は工事契約図書

にＣＩＭモデルを活用するための標準仕様の作成、

ＣＩＭによる数量算出方法などの検討を進めた。導

入・普及をさらに促進していくために、データ交換

のための仕様・基準の策定、既設構造物の簡略な  

3次元モデル作成手法、維持管理段階での具体的な活

用手法などについて研究を進めていく。 

 

３．公共工事の入札・契約方式の改善 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 

施工（着工後）維持・管理

調査・測量・設計

・合意形成の迅速化
・数量算出の高度化

施工（着手前）

CIMモデルの例
（3次元+属性情報）

・部材干渉チェック
・手戻りの削減

・建設機械の自動制御
・出来形管理の高度化
・工事情報の迅速な共有

・資料の検索性向上
・損傷要因特定の支援
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入札・契約方式は、時代の要請、社会情勢の変化

に対応して、継続的に改善が進められている。最近

では、2014年（平成26年）に品確法が改正され、現

在及び将来の公共工事の品質確保、その担い手の中

長期的な育成・確保が目的に追加され、多様な入札

契約制度の導入・活用が位置づけられた。設計段階

から施工者の技術協力を求める技術提案・交渉方式

もその一つであり、建設生産プロセスの全体最適化

を目指すフロントローディング、コンカレントエン

ジニアリング（並行作業・共同作業）の考え方とも

一致するものである。また、ＣＩＭを活用すること

で、より効率的に全体最適化を進めることが期待さ

れる。この入札・契約方式の適用事例が拡大してい

くように、センターでは、実施事例を分析し改善点

を整理するなど、運用ガイドラインの改正につなが

る研究を進めている。 

近年の激甚化・頻発化する災害に対して、被災後

速やかに適切な復旧事業が実施されるように、昨年7

月に「災害復旧における入札契約方式の適用ガイド

ライン」（国土交通省）が策定された。センターで

はこのガイドラインの内容に反映されるように、過

去の直轄事業の災害事例の調査分析を行い、早期復

旧に資する入札・契約方式適用の基本的な考え方の

整理を行ったところである。近年の全国で多発する

災害状況を鑑みると、適切に災害復旧に取り組む重

要性は、事業主体にかかわらずますます高まってお

り、当ガイドラインの地方自治体事業への普及・活

用が重要とされているところである。今後とも活用

状況を見ながら適宜フォローアップをしていきたい。 

 

４．都市の防災・減災に資するグリーンインフラ 

グリーンインフラは、2015年(平成27年）に閣議決

定された国土形成計画において、社会資本整備、土

地利用などのハード・ソフト両面において、自然環

境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力あ

る国土づくりや地域づくりを進めるものとされてい

る。災害時に、グリーンインフラの一つである都市

公園の機能が十分発揮されるように、センターでは、

熊本地震における利用実態を踏まえた管理運営の考

え方を取り入れて、「防災公園の計画・設計・管理

運営ガイドライン（改訂第２版）」を昨年9月に作成

した。また、公園だけではなく、道路や河川、民有

の樹林地などの防災系統緑地全体を対象として、防

災・減災に資する計画手法・実現手法についての研

究も進めている。今後とも事例収集、分析を進めな

がらより有効なグリーンインフラのあり方について

知見を高め、社会に還元していきたい。 

 

５．熊本地震の復旧対策 

2016年（平成28年）4月に発生した熊本地震の災害

復旧工事では、橋梁などに関する高度な専門知識が

必要となっており、事業を加速化するために、研究

職員が現地に常駐する研究室を昨年4月に設置した。

整備局や地方自治体が行う事業に対して、現地で迅

速かつきめ細かな技術的支援を行い、早期復旧に貢

献してきている。地震発生から1年4ヶ月後の昨年8

月には、被災の大きかった阿蘇長陽大橋ルートの供

用が再開され、地域の復興の大きな弾みとなった（写

真）。引き続き、阿蘇大橋などの復旧工事の技術支

援を行うととともに、工事の進展に応じて現地で得

られる情報を収集分析し、技術基準類への反映、機

能回復しやすい耐震構造に関する研究を進めていく。 

 

写真 阿蘇長陽大橋ルートの供用再開（2017.8） 

 

６．おわりに 

 ＡＩ、IoT、高速大容量通信などＩＣＴの進展が著

しい中、これらの最新の技術を活用した実践的な取

り組みに結びつくよう、今後とも現場のニーズに応

じた社会資本マネジメント研究を進めていきたい。 
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１．防災・減災・危機管理

 

個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

B-DASHプロジェクト(都市 
域における局所的集中豪 
雨に対する雨水管理技術) 
のガイドライン策定 （研究期間：平成27～28年度） 

 

下水道研究部 下水道研究室    
室長  岩﨑 宏和 主任研究官 松浦 達郎 研究員  中村 裕美 交流研究員 近藤 浩毅 

（キーワード）  B-DASH、都市浸水対策、自助・共助  

 

１．はじめに 

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

総研下水道研究部がその実施機関となっている。 

今回、2015年度に採択された都市浸水対策に関す

る革新的技術、「都市域における局所的集中豪雨に

対する雨水管理技術」（以下、本技術）に関して、

実証研究の成果に基づき、地方公共団体および有識

者の意見も踏まえ、技術導入ガイドラインを策定し

た。 

２．実証技術の概要  

本技術は、レーダ雨量計や水位計によって把握し

た情報を基に、リアルタイムで降雨予測および流出

解析を実施し、予測された下水管路内水位や内水に

よる浸水情報を施設管理者や住民へ提供する。これ

により、雨水貯留管等の既存浸水対策施設の効果的

運転や、自助・共助活動の促進につなげ、内水によ

る浸水被害の軽減を可能とする技術である（図-1参

照）。 

図-1 本技術の概要 

３．ガイドラインの構成 

図-2に、今回策定したガイドラインの構成を示す。

まず2・3章により、本技術の特徴や性能等を把握し、

評価項目を確認する。次に、第4章において、対象と

する地区での導入効果を試算し、導入効果が高いと

判断された場合は、第5章に基づいて具体的な導入計

画やシステムの構築について検討を行う。なお、本

技術導入後の運用方法等は第6章に記載している。 

図-2 ガイドラインの構成 

４．成果の活用及び今後の展開 

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、

2017年8月に東京ビッグサイトにてガイドライン説

明会を開催し、約80名の方々に参加頂いた。今後も

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う

技術の普及に努めていく予定である。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.998  

http://www.nilim.go.jp/lab/ebg/b-dash.html 
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

道路冠水歴の有無にみられ 
る雨水桝の状態の差に関 
する分析  
 

下水道研究部 下水道研究室   研究員  中村裕美   室長 岩﨑宏和 
主任研究官 松浦達郎  交流研究員 近藤浩毅 

（キーワード）  雨水桝、落葉、道路冠水、浸水被害 

 

１．はじめに 

雨水桝内や桝蓋及び側溝上への落葉の堆積により

雨水桝の排水能力が低下し、道路冠水や道路周辺に

おける浸水被害が発生した事例が報告されている。

雨水桝の排水に影響を与える雨水桝蓋の雨水落下率

について、桝蓋の種類、側溝流量、側溝縦横断勾配

により変化することがわかっている1)が、落葉の堆

積が雨水桝の排水に与える影響については把握され

ていない。 

そこで、過去に冠水歴のある道路において、冠水

したことのある区間（以下、冠水区間）とそれに隣

接もしくは対面した冠水歴のない区間（以下、未冠

水区間）において、雨水桝内と桝蓋及び側溝上の落

葉堆積量の比較を行い、落葉堆積量が雨水桝の排水

能力に与える影響について分析を行った。 

２．調査概要  

 落葉の堆積に着目した雨水桝に関する現地調査と

道路管理者へのヒアリングを実施し、冠水歴のある

道路の中から2路線(A市道、B国道)を選定した。主な

調査項目は、桝蓋及び側溝上の落葉堆積量、桝内取

付管径、桝内取付管口の被覆率（取付管口の開口面

積に対して桝内の落葉が取付管口を覆った面積の割

合）である。調査時期は、平成27年12月から平成28

年1月の落葉終盤時期である。 

３．調査結果 

桝蓋及び側溝上の落葉堆積量として、1mあたりの

落葉堆積重量（調査区間の総落葉堆積重量（kg）／

調査区間の総延長（m））を整理した（図1）。図1

より、落葉堆積量は、冠水区間の方が未冠水区間よ

り、A市道では約6.6倍、B国道では約1.4倍多かった。 

次に、桝内の落葉堆積量を確認するため、未冠水・

冠水区間毎の桝内取付管口の平均被覆率（以下、平

均被覆率）を整理した（表１）。A市道について、

冠水区間は落葉が取付管口まで堆積しておらず、一

方未冠水区間は平均被覆率が50％近くに達していた。

また、B国道では冠水・未冠水区間ともに、平均被

覆率が80％以上であった。 

４．考察と今後の予定 

調査結果より、未冠水区間よりも冠水区間の方が

被覆率が高いわけではなく、桝内の落葉堆積量は排

水能力低下に大きく影響しない可能性が示唆された。

桝蓋及び側溝上の落葉堆積量については、両路線と

も未冠水区間より冠水区間の方が多い事から、桝蓋

及び側溝上の落葉が排水を妨げた可能性がある。 

以上より、桝蓋及び側溝上の落葉堆積量が排水能力

に与える影響を把握することが重要であると考えら

れる。そこで、桝蓋の種類、降雨相当の流量、道路

縦断勾配を変化させた上で、桝蓋及び側溝上の落葉

堆積量が雨水桝蓋の落下率にどの程度影響するかを

調査するため、実規模模型で実験を行っているとこ

ろである。 
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表1 桝内取付管口の平均被覆率  

 A市道 B国道 

未冠水区間 47.5％ 85％ 

冠水区間 0％ 100％ 

1)道路排水ますふたの雨水の落下効率に関する実験的検討報告書 

土木研究所資料第3341号 1995.1 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
 (kg/m） A市道 

0
0.002
0.004
0.006
0.008

B国道  (kg/m） 

図1 桝蓋及び側溝上の落葉堆積重量 

未冠水区間 冠水区間 未冠水区間 冠水区間 

落
葉
堆
積
重
量 

0.128 
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

大規模出水を受けた橋梁の被災過程 
の検証とそれを踏まえた減災対策の 
検討 
（研究期間：平成28～29年度） 
河川研究部 河川研究室   研究官西村雄喬  室長諏訪 義雄  

      水害研究室  主任研究官武内 慶了 

（キーワード）  橋梁被災、減災対策  

 

１．平成28年台風第10号等による被害の特徴 

平成28年台風第10号等に伴う豪雨により，北海道

や岩手県において流下能力を大きく上回る洪水が発

生したことにより，河川を横断する橋梁が多数被災

した．洪水流が橋梁及びその取付盛土を溢水して損

傷に至ったもののほか，河岸侵食の拡大に伴い橋台

の被災に至った事例が確認された．橋桁，橋脚，橋

台といった橋梁本体が損傷すると，被災地域の交通

ネットワークの途絶が長期化し，復旧が遅れること

により被災地域への中長期的な影響が懸念される．  

気候変動に伴い降雨規模が増大する一方，多数の

橋梁について限られた財政の中で，橋梁本体につい

て致命的な被害を回避するほか，避難者の安全確保

ための減災対策をどのように備えなければならない

か，その対策の検討が急務である． 

 

２．河岸侵食に伴う橋台の基本的な被災機構把握の

ための移動床模型実験 

本研究では，平成28年台風第10号等に伴う豪雨に

よる北海道及び岩手県の被災橋梁のうち，比較的検

討事例の少ない河岸侵食に伴う橋台損傷形態につい

て，移動床模型実験により橋台の被災過程を調べた． 

模型は図1に示すようなものとし，模型縮尺は，現

地河川の1/120（模型範囲は現地値で幅120m，長さ

430m程度．対象流量は現地値の計画流量350㎥/s相当，

河床材料は現地値でd60=130mm程度）とし,勾配は

1/60とした．橋梁模型については，橋台周辺の被災

過程の把握が目的であることから，橋脚は水路床に

固定，橋台はその基礎高を現地橋梁と同じ高さに設

定した．なお，実験は無給砂で実施した． 

模型実験の結果，橋台上流からの河岸侵食が橋台

周辺まで進行したことにより橋台の背面盛土が流失

し，最終的に橋台が沈下した（図２）．橋台変位の

原因となる侵食・洗掘による橋台付近の河床高は，

時間経過に伴い以下に示す３つの状態で進展し，そ

れぞれの段階で低下していくことが確認された（図

３）． 
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図1 移動床模型全景 

図2 模型実験と現地被災の状況の比較 

河岸侵食の幅を確認
するためのマーカー 
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状態１：河岸侵食が橋台付近まで到達することによ

り，橋台前面の河床高が低水路河床高の深さ

まで低下していく 

状態２：侵食の進行により橋台の一部及び前面が露

出し，流れの乱れにより局所洗掘が進展して

いく 

状態３：橋台周辺の局所洗掘の進行に伴い，河床高

が橋台基礎高を下回り，橋台が沈下・傾斜す

る 

また，侵食が進行する過程で，橋台付近の河床高

が橋台基礎高を下回ると，橋台背面盛土が橋台基礎

の下部から河道方向に吸い出され，背面盛土内に空

洞が生じ，背面盛土がオーバーハングした状態とな

ることが確認された（図４）．これは，洪水時に水

面上からは橋台が健全に見えていたとしても，水面

下では被害が進行している可能性があるため，橋梁

を早期に通行止めする必要性があることを示唆する

ものである． 

 

３．実験により得られた知見を踏まえた対策 

模型実験の結果を踏まえ、大規模出水を受けた橋

梁で，河岸侵食の進行による被災が想定されるもの

については，可能であれば以下のような減災対策を

施すことが例として挙げられる． 

・状態１への進行を防止するため，橋台周辺に河岸

侵食の進行を防止する護岸を，より強固に整備する．  

・状態２までの進行を防止するため，橋梁の更新が

可能である場合は，橋台が露出した場合を想定し，

洗掘に対応する橋台の根入れ深さを検討するほか，

必要に応じて根固め工の設置を検討し整備する．  

・地域住民への事前連絡（例えば，避難者の安全確

保のため，橋梁利用における注意喚起） 

 

４．今後の予定 

今後は，道路構造物研究部と協同し，実験で得ら

れた知見を蓄積するとともに，過去に確認された橋

梁の被災事例を収集及び分析し，橋台に加え橋梁本

体の減災対策について体系的に整理していく予定で

ある． 

河岸侵食の進行
↓

橋台付近河床高が
低水路河床高まで低下

侵食

橋台周辺の
河床高

状態１：低水路河床高の到達

状態２：局所洗掘の進行

河岸侵食の進行により
橋台が露出

↓
河岸侵食の進行

橋台周辺の局所洗掘

モード３：橋台の沈下・傾斜

橋台周辺の局所洗掘進行
↓

橋台周辺河床高が
橋台基礎底面を下回る

↓
橋台の沈下・傾斜

洗
掘

橋台周辺の
河床高

侵食流れの乱れに
よる局所洗掘

橋台周辺の
河床高

洗
掘

洗
掘

流れの乱れに
よる局所洗掘

橋台の沈下

図3 河岸侵食の進行による橋台周りの河床高の変化 

図4 橋台下面からの吸い出しによる橋台背面の空洞化 
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

基礎地盤からの浸透にお
ける水みち進行性を規定
する要因の検討 
河川研究部 河川研究室 
室長 諏訪 義雄  主任研究官 福島 雅紀 研究官 笹岡 信吾 交流研究員 上野 俊幸 

（キーワード）  河川堤防、浸透、パイピング、実物大実験 

 

１．はじめに 

近年、“浸透”に伴う噴砂や法すべり等による河

川堤防の変形等が発生しており、2012年7月九州北部

豪雨では矢部川で堤防が決壊した。こうした堤防決

壊に至る大規模かつ進行的な浸透破壊の発生や堤防

変形を定量的に評価できる解析技術は十分に確立さ

れておらず、またその進行メカニズムが不明であり、

氾濫に対する安全度を向上する上での課題となって

いる。 

国総研では、基礎地盤構造に起因する河川堤防の

浸透破壊に係る技術政策課題の解決に取り組んでお

り、実物大実験等によりパイピングに起因する変状

の進行過程の確認やメカニズムの解明に向けた研究

を進めている。 

２．水みちの発達過程の整理 

 国総研ではこれまで、堤防法尻部を抽出した模型

や堤防を縮小した模型実験により、パイピングが生

じやすい地盤条件・水位条件を整理するとともに、

パイピング発達時の堤防全体の挙動の観察やパイピ

ングによる堤防決壊の再現に成功した。また、実物

大模型を用いたパイピング再現実験では、川裏法尻

部において堤体土が河川からの浸透圧により上昇し

た間隙水圧により持ち上がる様子や、基礎地盤面に

おいて噴砂が発生し、基礎地盤と堤体との境界にお

いて砂粒子の移動が生じ、水みちが発達する変状連

鎖の様子を観察することに成功している（図-1）。 

 今回確認できた変状連鎖についてまとめると、変

状のきっかけとなる、堤体川裏法尻の崩壊、盤ぶく

れ、漏水・噴砂といった現象をフェーズⅠ、水みち

の進行をフェーズⅡ、堤体の変形と水みちの進行・

停止の繰り返し過程をフェーズⅢ、水みち内流れや 

 

図-1 基礎地盤内における水みち発達状況 

 

図-2 基礎地盤内における水みち発達状況 

越流水等の高流速による堤体侵食をフェーズⅣと整

理することが出来る（図-2）。図-2にあるどのケー

スも堤体亀裂の発生や盤ぶくれ、噴砂といった現象

は変状の初期に発生するがその後の水みちの発達や

堤体土の崩壊といった現象は基礎地盤や堤体土質の

条件等によって発生の有無やその進行速度が異なる

と考えられる。 
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基礎地盤からの浸透に 
おける水みち進行性を 
規定する要因の検討
河川研究部　河川研究室 
室長　諏訪　義雄　 主任研究官

（博士（工学））
　福島　雅紀　研究官　笹岡　信吾　交流研究員　上野　俊幸

（キーワード）　河川堤防、浸透、パイピング、実物大実験
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３．水みちの進行性を規定する要因の検討 

水みちの進行や堤体の崩壊が進展するのか、途中

で止まるのか、その進行速度はどの程度であるかを

定量的に評価する手法はまだ確立されていない。そ

こで、模型実験と浸透流解析を組み合わせて、水み

ちの進行を定量的に評価できないか検討した。 

実験模型を図-3の通り作成し、堤体には難透水性

土、パイピング対象となる透水性基礎地盤には平均

粒径1.1㎜の砂を用いた。パイピングの進行性を確認

するため、透水層を川裏側に向けて平面的に狭める

等の工夫をした。実験では河川水位上昇に伴って、

噴砂等の初期変状が生じて堤体直下の1.1mmの砂が

流出し、図-3に示す水みち範囲のように集水部とな

る緑辺部で水みちが形成された。これは水みちの広

がりによって集水効果が薄れて水みち進行が停止し

たと思われる。 

浸透流解析では、堤体と基礎地盤境界部の水平方

向の圧力水頭分布が重要であると考え、粒径1.1㎜の

砂で初期変状が起きた時の局所動水勾配を整理し、

局所動水勾配から実流速を推定した。また、推定し

た実流速が土粒子の動きうる流速（限界流速）を超

えているか確認した。初期変状から水みち進行と最

終形状までの水みち状況を模擬して三次元浸透流解

析を行うと、水みち進行中は空洞の縁辺部の実流速

が限界流速を超えており、水みち停止後は実流速が

限界流速（ダルシー流速換算0.1cm/s）を下回り、実

験状況と一致することを確認した。また、時間経過

とともに水みちが広がるよう模擬した三次元浸透流

解析を行うと（図-4）、緑辺部（図-4の要素1～5）

の流速が川表側に向かって徐々に低下する傾向を確

認できた（図-5）。 

４．まとめ 

これまでの検討により、パイピングが発達するメ

カニズムや堤体が崩壊するまでのパイピングの進行

過程が明らかになってきた。その結果、パイピング

発達による堤防決壊の危険箇所を示すことが出来る

ようになると考えられる。 

また、模型実験の水みち形状を考慮した浸透流解

析によって、実流速と限界流速の対比から水みちの

 

図-3 実験断面図及び平面図（基礎地盤部） 

 

図-4 基礎地盤における流速分布 

 

図-5 基礎地盤における流速分布 

発生・停止状態を評価できる可能性があることを示

した。噴砂等の被災後の調査に際しては、このよう

な水みち進行の評価により、今後、安全性の判定や

対策優先度の決定に資するものと期待される。 
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涸沼川洪水観測施設によって得られた成果
～洪水観測の歴史～（研究期間：昭和61年～平成29年度） 
 

河川研究部 河川研究室 室長 諏訪 義雄 主任研究官 山本 陽子 研究官 鈴木 淳史 

（キーワード）  涸沼川洪水観測施設、不等流計算、土砂動態  

 

１．涸沼川洪水観測施設とは 

涸沼川洪水観測施設（以下、本観測施設）は、1986

年に洪水流と土砂移動の実態把握や洪水観測技術の

習得の目的で、那珂川水系涸沼川28.1km地点（茨城

県笠間市）に当時の土木研究所河川研究室によって

設置された。直線区間の低水路をまたいだ30mの観測

橋、20mの管理橋、昇降台および浮子投下装置から構

成されている(図１)。本観測施設での観測データは、

河道計画の基盤となる洪水流の挙動の解明や、計算

精度の向上に多くの貢献をなし、その成果は河川砂

防技術基準等に反映され全国的に使われている。近

年では観測技術の発達により大河川で精度の高い観

測が可能となったこと、また施設の老朽化が進んだ

ことから、2018年3月末までに撤去工事を行っている。 

 

 

図１ 涸沼川洪水観測施設 

２．不等流計算の精度向上 

本観測施設を中心として洪水中の水位、流速等の

集中観測を行った。水位については、観測区間の河

道が縦断的に滑らかにも関わらず、河道縦断方向に

急な変化が認められた。また、流速については、航

空写真撮影により推定した表面流の等流速線図（図

２）と観測区間の植生分布図（図３）とを比較する

ことにより、背の高い密な植生の繁茂している高水

敷（図２の赤点線を囲んだ領域）の流速が、周囲に

比べて小さくなっていることが確認された。 

こうした成果が得られる前の水位計算においては、

河道内に繁茂した植生が洪水流に及ぼす影響を考慮

してこなかったが、本観測施設における観測結果を

踏まえ、水位計算において植生が繁茂する領域を河

積から除くことやその周辺の流速に影響を与える効

果を評価して水位計算に反映する手法が開発された。

この計算手法によって算定した不等流計算結果と本

観測施設で計測された観測値とを比較することによ

り、不等流計算の精度が向上することを明らかにし

た（図４）。この計算の考え方は、現在水位計算に

おいて一般的に使われている準二次元不等流計算に

導入されている。 

 

図２ 等流速線図（1986年8月5日） 

 

図３ 涸沼川観測区間の植生分布 
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涸沼川洪水観測施設によって 
得られた成果～洪水観測の歴史～
（研究期間 ： 昭和 61 年度～平成 29 年度）

河川研究部　河川研究室　 
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図４ 植生を考慮した不等流計算結果と痕跡水位 

３．土砂動態の解明 

涸沼川の土砂動態を把握するために、平成2年から

平成12年までの17洪水を対象に、本観測施設を通過

する土砂量の観測を行った。 

観測結果に基づいて、本観測施設を通過する年間

流砂量を推定した。推定にあたっては、①流量-流砂

量（Q-Qs）の関係図を作成した上で、別途洪水観測

によって得られた水位流量観測結果（H-Q式）を外力

として推定したもの、②別途現地調査による地形変

化量から推定したもの、及び③既存の流砂量式（芦

田・道上式等）から推定したものを比較することに 

より行った（図５）。 

支川流入部でも流砂観測を実施し、水系スケール

での土砂動態の把握に有効なツールとなる「土砂動

態マップ」を試作した（図６）。土砂動態マップと

は、水系における土砂収支を粒径集団別に表示した

ものである。この土砂動態マップを作成することに

より、土砂が生産される源頭部、ダム領域、河道領

域、海岸領域における土砂管理上の課題やそれらの

関連性が明確となる。この図によって、治水面ばか

りでなく、利用や河川環境の観点からも、土砂の課

題が議論され、総合土砂管理の推進に寄与した。 

 

図５ 観測施設を通過する年間流砂量の比較 

 

図６ 1998年9月洪水における涸沼川水系の土砂動態マップ 

☞詳細情報はこちら 

1) 土木研究所報告 No.180-2、No.2895、No.3798 
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津波到達前に地震で倒壊しない海岸
堤防を目指して    （研究期間：平成27～28年度） 

〜海岸堤防（盛土を含む構造）の耐震性能照査に関する技術資料の作成〜 

河川研究部 海岸研究室   室長  加藤史訓 主任研究官 竹下哲也 

（キーワード）  耐震性能照査、地震動、海岸堤防  

 

１．はじめに 

 2015年の「海岸保全施設の技術上の基準」の改定

によって、海岸保全施設における「設計津波を生じ

させる地震の地震動」に対する耐震性能照査が新た

に位置づけられた。また、2015年の海岸省庁事務連

絡「海岸堤防の設計にあたって準用する技術書の基

本的な考え方について」では、海岸堤防について 

 

【コンクリートを主要材料とする構造 】 

→漁港施設、港湾施設に用いる技術書の準用を基本 

【盛土を含む構造】 

（上記のコンクリートを主要材料とする構造以外） 

→河川堤防の設計に用いる技術書の準用を基本 

 

とすることが示された。 

また、海岸堤防と河川堤防で地盤条件や要求性能

が異なることや、河川構造物の耐震性能照査指針等

では「設計津波を生じさせる地震の地震動」に関す

る詳しい記載が無いことから、海岸管理者が適切に

耐震性能照査を行うための上記基準に関する考え方、

一般的な方法等の解説が求められていた。 

このため、国総研海岸研究室では、海岸堤防等の

地震被災事例を収集するとともに、学識者による勉

強会（表1参照）を設置し、海岸堤防（盛土を含む構

造。以下同じ。）の耐震性能照査の考え方等の整理

を行い、2017年7月に「海岸堤防（盛土を含む構造）

の耐震性能照査に関する技術資料」1)を作成した。 

 

２．海岸堤防（盛土を含む構造）の耐震性能照査に

関する技術資料の概要 

(1) 地震の作用に対する限界状態の整理 

 表2の耐震性能の内容や、「土木・建築にかかる設 
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性能３性能２性能１’性能１
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地震動 耐震性能

レベル１地震動
(堤防の供用期間中に
１〜２度発生する確率
を有する地震動)

所要の構造の安全を確保し、
かつ、海岸保全施設の機能を損なわない

設計津波を生じさせる
地震の地震動
（設計津波：数十年〜
百数十年に１度程度発
生する比較的発生頻度
の高い津波）
＜基準改定で追加＞

設計津波を生じさせる地震がレベル１地震
動を超える強度の場合においても、
　
これに対して生じる被害が軽微であり、
かつ、地震後に来襲する津波に対して所要
の構造の安全を確保するとともに海岸保全
施設の機能を損なわない

レベル２地震動
(現在から将来にわ
たって当該地点で考え
られる最大級の強さを
持つ地震動)

生じる被害が軽微であり、
かつ、地震後の速やかな機能の回復が可能
（より高い耐震性能が必要と判断されるも
ののみ）

 国立研究開発法人土木研究所

　地質・地盤研究グループ

　土質・振動チーム 上席研究員

※順不同（敬称略、2017年3月時点）、海岸研究室除く

　井合　　進  京都大学防災研究所教授

　一井　康二

　安田　　進

　片岡 正次郎

　佐々木 哲也

 広島大学大学院工学研究院

  社会環境空間部門准教授

 東京電機大学

　副学長、理工学部教授

 国土技術政策総合研究所

  道路構造物研究部  道路地震防災研究室長

表1 海岸堤防（盛土を含む構造）の耐震性能 

照査技術資料に関する勉強会 委員 

表2 地震動毎に満たすべき耐震性能 

図1 海岸堤防(盛土を含む構造)の限界状態のイメージ 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不

要） 
 
 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不

要） 
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津波到達前に地震で倒壊しない 
海岸堤防を目指して
〜海岸堤防 （盛土を含む構造） の耐震性能照査に関する技術資料の作成〜

（研究期間 ： 平成 27 年度～平成 28 年度）

河川研究部　海岸研究室　 室長
（博士（工学））

　加藤　史訓　主任研究官　竹下　哲也

（キーワード）　耐震性能照査、地震動、海岸堤防
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計の基本」（2002年 国土交通省）、盛土構造物の耐

震性能や限界状態に関する既往の論文を参考に、海

岸堤防における各地震動に対する限界状態を整理し

た（図1参照）。また、各地震動の耐震性能を「安全

性能」、「目的達成性能」に分け、それぞれについ

て、照査基準と合わせて整理した（表3参照）。 

 

(2)各種照査法の適用条件の整理 

 海岸堤防の耐震性能照査に用いる手法として、震

度法（円弧すべりを仮定した安全率で評価する手法）

に加え、沈下量を算出できる静的照査法や動的照査

法について適用条件等を整理した（表4参照）。また、

静的・動的照査法は計算労力が大きいため、海岸管

理者の負担軽減の観点から、簡易に沈下量を算出で

きる簡易照査法の活用についても記載した。なお、

照査基準や照査外力の設定の基本的な考え方につい

ては、河川堤防の手法と整合している（図2参照）。 

 

(3)耐震性能照査に役立つ情報 

 この他、耐震性能照査に役立つ情報として、 

・海岸堤防で耐震上注意すべき微地形 

・地盤調査を行う際の留意点 

・地震被災事例、耐震性能照査事例 等 

を資料編として整理した。 

 

３．今後の予定 

 海岸管理者に対しては、2017年に本技術資料の配

布並びに地方ブロックの担当者会議での説明を実施

した。今後も引き続き本技術資料を活用し、海岸管

理者による海岸堤防の耐震性能照査の取組を支援し

ていく。また、「海岸保全施設の技術上の基準」の

解説書である「海岸保全施設の技術上の基準・同解

説(2004年)」の今後の改定において、本技術資料は、

他の海岸保全施設の知見とともに、参考資料の一つ

として活用される予定である。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.977 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0977.htm 

表4 各種照査法と適用条件 

地震動 照査方法 概要（適用条件等）

レベル１
地震動

震度法
安全率（慣性力、液状化）を満たすこと
をもって無被害とみなす（従前と同じ）

簡易照査法
簡易に沈下量を算出する手法で、静的・
動的照査法を優先的に行うべき海岸堤防
のスクリーニングに使用

静的照査法
地震の影響を静力学的に解析する手法
で、慣性力による破壊は未考慮

動的照査法
地震時挙動を動力学的に解析するもの
で、慣性力、液状化の解析可能

設計津波を
生じさせる
地震の地震動

レベル２
地震動

地震動 安全性能 目的達成性能

所要の構造の安全を確保

→地震力の作用に対して無被害

海岸堤防の機能を損なわない
・海水侵入防止機能（高潮・津波）
・越波減少機能（波浪）
・侵食防止機能

【照査基準】
震度法に係る安全率

【照査基準】
震度法に係る安全率

地震後に来襲する津波（設計津
波）に対して所要の安全を確保

→被害が軽微
（津波の作用に対する海岸堤防
の安定性や右記の機能を損なわ
ない範囲の変位）

地震後に来襲する津波（設計津波）
に対して海岸堤防の機能を損なわな
い

→海水侵入防止機能（津波に限定）

【照査基準】
天端高が設計津波の水位以上

波返工（及び連続する被覆工
等）が津波の作用に対抗できる
構造

【照査基準】
天端高が設計津波の水位以上

地震後の波返工の変位が、波返工の
厚さ等から設定される許容値以内

（より高い耐震性能が必要と判
断されるもののみ）

→被害が軽微
（右記の速やかな機能の回復が
可能な範囲の変位）

（より高い耐震性能が必要と判断さ
れるもののみ）

地震後の速やかな機能の回復が可能

【照査基準】同右 【照査基準】「朔望平均満潮位＋
1/10確率波」等、個別に設定

レベル１
地震動

（性能１）

設計津波を
生じさせる
地震の地震
動

(性能１’)

レベル２
地震動

(性能２）

表3 地震動毎の耐震性能の整理 

＜河川堤防＞

レ
ベ
ル
１
地
震
動

設
計
津
波
を
生
じ
さ
せ
る
地
震
の
地
震
動

レ
ベ
ル
２
地
震
動

＜海岸堤防（盛土を含む構造）＞

照査外力：設計震度(L1)

※河川堤防の場合、レベル１地震動
の耐震照査は行わないが、耐震対
策工の諸元設定の検討の際にレベ
ル１地震動の設計震度を使用

照査外力：設計震度(L1)
照査基準：安全率
照査方法：震度法

※動的照査法の活用についても記載

照査基準：施設計画上の津波水位
（海岸の設計津波と同一の津波)

照査方法：静的照査法

照査外力：標準的なレベル２

地震動の設計震度

※対象地点の地震動を設定してもよい

照査基準：平常時の最高水位
※河口部は朔望平均満潮位及び波浪を考慮

照査方法：静的照査法

照査外力：標準的なレベル２
地震動の設計震度

※対象地点の地震動を設定してもよい

照査基準：設計津波の水位

照査方法：簡易照査法（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ）
静的照査法
動的照査法

照査外力：対象地点の地震動を設定

※標準的なレベル２地震動と同等以下の
場合は標準的なレベル２地震動を使用可

（より高い耐震性能が必要と判断されるもののみ）

照査基準：朔望平均満潮位＋1/10波浪等

照査方法：簡易照査法（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ）
静的照査法
動的照査法

照査外力：対象地点の地震動を設定

※標準的なレベル２地震動と同等以下の
場合は標準的なレベル２地震動を使用可

図2 耐震性能照査に関する河川堤防と海岸堤防 
（盛土を含む構造）の比較図 
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海岸侵食対策における養浜の歩留り
を向上させる手法の検討 
 （研究期間：平成２８～３０年度） 
 

河川研究部 海岸研究室   室長  加藤史訓 主任研究官 野口賢二 

（キーワード）  養浜、歩留り、養浜材料、養浜盛土構造、水理模型実験  

 

１．はじめに 

近年、海岸侵食の深刻化が全国的に進んでいる。

侵食が深刻な海岸は構造物のみの侵食対策では限界

があり、養浜が必要となる。養浜とは、写真に示し

たように侵食した海岸へ海浜を構成する砂礫を投入

する対策である。全国の養浜実績は、1996年に237

万m3であったものが2016年には2,351万m3となった。 

２．材質や盛土構造を変えた歩留り向上の実験  

 養浜盛土は高波浪で沖側へ崩れるが、材料の一部

は海中にストックされうねり性の波で浜に打ち上が

り戻る。この変化過程で汀線から陸上の海浜断面積

の減少を「歩留り」として、この変化を最適にする

手法を検討した。歩留りは、波の打ち上がりや砂浜

の回復幅、対策全体のコストにも影響する。そこで

本研究では、養浜材料の選定や盛土構造の工夫によ

る歩留り向上を、水理模型実験により評価した。 

実験では、砂、細礫、中礫の3種類の材料を用いた

単一種類の盛土や複数種類の材料を混ぜた盛土、砂

と礫の互層の構造とした盛土を作成して、波長が短

い侵食性の波と波長が長い堆積性の波を作用させた。

代表的な実験結果を図に示す。図上段の礫のみの場

合は盛土が削れただけであるが、下段の3種類の材料

を混合させた場合では汀線位置が前進した。 

３．おわりに 

養浜の材料選定と盛土構造の工夫による歩留りを

向上させる要因を、養浜盛土の海浜断面積の減少の

緩やかさ、盛土崩壊による汀線の前進量、波の打ち

上がりで堆積する回復性として整理した結果を表に

示す。この結果を踏まえ、汀線後退の緊急的な阻止

には礫のみを、海浜の回復には砂・細礫・中礫を取

り混ぜた構成とする等、目的に応じて材料を選定す

ることで効率的な養浜が実現できる。合理的な裏付

けに基づいた効率的な養浜手法を示すことで、養浜

実施の積極性を高めて砂浜の回復を目指す。 

☞詳細情報はこちら 

1) 野口賢二, 加藤史訓, 佐藤愼司(2017), 前浜地形の耐

波侵食性向上に資する砂礫混合養浜手法の検討, 土木学

会論文集B2(海岸工学),vol.73,No.2,pp.I_799-I_804. 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

(博士(工学)) 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

写真 静岡県富士海岸の礫養浜 

図 養浜盛土の材料と構造の違いによる断面地形変化 

 
表 盛土の材料と構造に関する歩留り向上性の評価 

材料と 
構造 

盛土
侵食 

汀線
前進 

回復
性 

総合
評価 

理由 
 

砂のみ △ ◎ ○ ○ 高波浪時にもたない 

礫のみ ◎ × △ △ 盛土は侵食され難い
が，浜は回復しない 

砂と礫の互層 × ○ △ × 崩れ易くなる 

砂と礫の混合 △ ◎ ○ ◎ 沖側にバームを形成
して耐波性向上 
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海岸侵食対策における養浜の歩留りを 
向上させる手法の検討
（研究期間 ： 平成 28 年度～平成 30 年度）

河川研究部　海岸研究室　 室長
（博士（工学））

　加藤　史訓　主任研究官　野口　賢二

（キーワード）　養浜、歩留り、養浜材料、養浜盛土構造、水理模型実験
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津波防災地域づくりにおける 
自然・地域インフラの活用 

（研究期間：平成26～28年度） 
河川研究部 海岸研究室   室長  加藤 史訓  主任研究官 原野 崇  研究官 浜口 耕平 

（キーワード）津波防災地域づくり、自然・地域インフラ、津波浸水シミュレーション 

１．はじめに 

 砂丘や盛土構造物が津波の遡上を阻止あるいは減

勢し、陸域の被害を軽減することがある。これらは

減災を目的とした社会基盤施設ではないが、そのよ

うな施設として捉えることで減災効果をより確実に

発揮できる可能性がある。このように捉えられる地

物を「自然・地域インフラ」と定義し、その中で津

波に対して減勢効果を有すると考えられる砂丘等を

対象に、津波防災地域づくりに活用する際の留意点

や保全・改良の検討手順を検討した1)。 

２．津波防災地域づくりに活用する際の留意点 

 砂丘は津波越流時に侵食され低くなる可能性があ

り、樹木は津波来襲時に幹折れ・根返りしてしまう

可能性があるなど、自然・地域インフラの減勢効果

には限界があることに留意する必要がある。また、

自然・地域インフラの保全・改良は中長期的な取り

組みであることから、関連法規の中から継続的に活

用可能な制度等を検討する必要がある。 

３．自然・地域インフラの保全・改良の検討手順 

津波の減勢効果を有する自然・地域インフラの保

全・改良の検討手順を図-１に示す。基礎調査で把握

する津波浸水想定図などをもとに自然・地域インフ

ラの活用の必要性を検討し、減勢効果がありそうな

砂丘等を自然・地域インフラの候補として抽出する。

次いで、抽出された自然・地域インフラの減災効果

を評価するため、砂丘等の有無や植生等の条件を変

えた複数ケースの津波浸水シミュレーションを行い、

各ケースの浸水範囲や最大浸水深の平面分布等を比

較する。その際、津波による地形変化を考慮する。

最後に、保全等に活用できる制度をふまえて、具体

的な保全策、改良策を検討する。 

４．シンポジウムの開催 

自然・地域インフラを社会実装する観点から、津

波防災地域づくりの実務担当者を対象とした公開シ

ンポジウム2)を開催した。学識者や実務担当者を交

えた総合討論では、次のような議論がなされた。 

・砂丘は多様な生態系サービスを有し、また回復力

がある空間であり、緩衝帯として捉えて保全を図っ

ていく必要がある。 

・砂丘の減災効果が土砂移動現象によって変化し得

るため、土砂移動現象の予測を精度よく行い、砂丘

の防災効果の有用性や意義を地域で共有することが

地域防災力の向上に繋がる。 

・自然・地域インフラを活用する上では、その効果

の不確実性も含めて地域の方々に理解して頂けるよ

う分かりやすく説明するとともに、地域が選択、合

意形成できるような環境や防災教育の充実が必要。 

４．おわりに 

本研究の成果が津波防災地域づくりにおいて活用

されるよう、普及や技術支援に取り組んでいきたい。 

☞詳細情報はこちら 

1)  国総研資料No.986  
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0986.htm 

2)  シンポジウム開催概要（国総研HP） 
   http:/www.nilim.go.jp/lab/fcg/labo/abstract_20170907symposium.pdf 

写真 

（写真ﾃﾞｰﾀ

の貼り付け

は不要） 

(博士(工学)) 

写真 

（写真ﾃﾞｰﾀ

の貼り付け

は不要） 

写真 

（写真ﾃﾞｰﾀ

の貼り付け

は不要） 

図－1 津波の減勢効果を有する自然・地域インフラの

保全・改良の検討手順 
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津波防災地域づくりにおける 
自然 ・ 地域インフラの活用
（研究期間 ： 平成 26 年度～平成 28 年度）

河川研究部　海岸研究室　 室長
（博士（工学））

　加藤　史訓　主任研究官　原野　崇　研究官　浜口　耕平

（キーワード）　津波防災地域づくり、自然・地域インフラ、津波浸水シミュレーション
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河川水位予測基幹システムによる洪
水の予測と見える化（研究期間：平成２７～３０年度） 
～河川水位の予測技術・見える化手法の実装～ 

河川研究部 水循環研究室 主任研究官  土屋修一 室長 川﨑将生 

（キーワード）  洪水危険度見える化、河川縦断水位、河川水位予測基幹システム  

 

１．はじめに 

平成27年の関東・東北豪雨における鬼怒川の洪水

氾濫において、逃げ遅れ等が生じた事態に端を発し

て、国総研では、「洪水危険度見える化プロジェク

ト」を発足させた。本プロジェクトにおいて、身近

な地先での氾濫の危険性や切迫度をリアルタイムで

伝えるための洪水危険度の見える化手法と、これを

実現するための根幹技術となる河川縦断水位の実況

把握・予測技術の開発を進めている1)。 

今般、国総研で検討を進めている洪水危険度の見

える化手法と河川縦断水位の実況把握・予測技術を

実装した河川水位予測基幹システムを各地方整備局

に構築することとなった。河川水位予測基幹システ

ムは表示システム及び予測システムで構成されるが、

本稿では、表示、予測システムへ実装する見える化

手法と河川縦断水位の実況把握・予測技術を概説す

るとともに、河川水位予測基幹システム構築の背景

を述べる。 

２．点から線の水位情報の展開と洪水危険度の表示 

洪水時の河川の状況を把握する情報の一つとして、

河川の水位情報は重要である。現在、運用されてい

るシステムでは、水位観測所毎の点的な観測、予測

水位の表示となっている。河川水位予測基幹システ

ムでは、河川縦断水位と堤防高、氾濫危険水位等と

の関係等を介して、上下流に連続的に氾濫がいつ、

どこで、どの程度の規模で発生しうるか（洪水危険

度）を表示（見える化）する。氾濫の切迫性や氾濫

した場合の被害規模等を把握することで、より効果

的な避難行動、危機管理が行われることが期待され

るところである。 

３．河川縦断水位の把握・予測技術と高精度化  

現在、運用されている洪水予測システムは、主に

流出モデルで構成される洪水予測モデルによって、

基準となる水位観測所における河川水位を予測して

いる。河川水位予測基幹システムでは、流出＋河道

モデル＋多地点水位データ同化技術で構成される洪

水予測モデルが実装される。河道モデルが導入され

ていることで、河川縦断水位の実況把握、予測が可

能となる。また、多地点水位データ同化技術によっ

て観測水位が取り込まれ、モデルの最適化が逐次行

われることによって、より精度の高い河川縦断水位

の実況把握、予測が期待されるところである。 

４．河川水位予測高度化の取組の加速 

 洪水予測手法には標準的な手法が存在しないこと

から、河川毎に異なるモデルが用いられている。そ

のため、他河川の洪水予測手法の知見等を共有する

ことが難しく、河川毎に独自の改良が行われてきた。

そこで、予測技術、予測精度水準の底上げを図ると

ともに、同一の洪水予測手法により全国の河川の洪

水予測を行い、全国から集まる知見を蓄積・共有し、

精度管理、モデル改良及び新技術の導入等を効率的

に進められるようにすることも、河川水位予測基幹

システム導入の狙いの一つである。 

現在、洪水予測システムは各河川事務所において

構築、運用されているが、河川水位予測基幹システ

ムは各整備局に構築され、管内の全ての河川を対象

に洪水予測が実施されることとなる。 

５．今後について 

各整備局では、平成30年度末を目標に河川水位予

測基幹システムの構築が進められているところであ

る。国総研では整備局への技術支援や技術の実装に

向けて種々の検討を鋭意進めていくこととしている。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研レポート2017 p.62 
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/2017report/ar2017hp029.pdf 
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河川水位予測基幹システムによる洪水の 
予測と見える化
～河川水位の予測技術 ・ 見える化手法の実装～
（研究期間 ： 平成 27 年度～平成 30 年度）

河川研究部　水循環研究室　 主任研究官
（博士（工学））

　土屋　修一　室長　川﨑　将生

（キーワード）　洪水危険度見える化、河川縦断水位、河川水位予測基幹システム
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ダムの特別防災操作におけるアンサ
ンブル予測雨量の活用 （研究期間：平成２８～

３０年度） 
河川研究部 水循環研究室   研究官  工藤俊 室長 川﨑将生 

（キーワード）  特別防災操作、アンサンブル予測雨量 

 

１．はじめに 

気候変動に伴い豪雨の規模が増大する可能性が指

摘される中、適応策として既存防災施設の能力をよ

り効率的に発揮することの重要性が示唆されている。

国土交通省では社会全体の生産性向上につながるス

トック効果の高い社会資本の整備・活用等を加速す

ることとし、「生産性革命プロジェクト」の一つと

して「ダム再生～地域経済を支える利水・治水能力

の早期向上～」を選定した。これに向けた方策の一

つとして、予測雨量を活用したダム操作を実施する

ことが挙げられる。 

ここで、予測雨量は必ず大小の誤差を含むため、

予測の幅を考慮することが重要である。これまで、

予測の幅を考慮したダム操作として、事前放流操作

における回復可能水位テーブルによる方法がある。

これは、ダム流域で過去に経験した予測雨量の中で

最も空振りであった事例を採用し、その時のダムの

貯留量を事前放流量とすることで、洪水後に利水容

量が確実に回復するように配慮するものである。 

一方、予測の幅を表現するものとして、近年はア

ンサンブル予測雨量（複数の初期条件・境界条件か

ら予測計算を行い出力された複数の予測雨量）が注

目されており、国総研でも事前放流操作へのアンサ

ンブル予測雨量の活用を検討してきた1)。ここでは、

新たに特別防災操作に着目したアンサンブル予測雨

量の活用方法を紹介する。 

 

２．アンサンブル予測雨量を活用した特別防災操作

の意思決定手法 

 特別防災操作は、ダムの下流の被害を軽減するた

めに、貯留量をさらに増やして貯水容量をより有効

に活用する操作のことである。特別防災操作の意思

決定にあたっては、放流量をどこまで絞るかを判断

する必要があり、その判断要素として、今回は「ダ

ムの貯水位が異常洪水時防災操作開始水位を超過す

るか」と「下流河川で基準水位を超過するか」とい

う指標を考えた。アンサンブル予測雨量を用いるこ

とで、ダムからの放流量と上記の指標の関係を割合

で表現でき、図-1のような整理をすることができる。 

図の活用方法として、例えば異常洪水時防災操作

を実施しないことを前提とした中で、下流の水位を

できるだけ下げることを考える場合は、「異常洪水

時防災操作開始水位を超過する割合」が0の中で「避

難判断水位を超過する割合」が最も小さい放流量

300m3/sを選択することが一例として挙げられる。こ

のように、特別防災操作の判断基準となる指標を、

アンサンブル予測雨量から変換して割合として表示

することで、ダム管理者の意思決定に係る負担を軽

減し、効果的・効率的な操作の一助となると期待で

きる。これまでの事前放流操作と特別防災操作の検

討を踏まえ、今後は洪水前から洪水後期までの一連

のダム操作意思決定支援システムとして適用性を検

証する予定である。 

参考文献 

1) 工藤俊、川﨑将生：事前放流操作へのアンサンブル予

測雨量の活用の可能性、土木技術資料、Vol.59、No.12、

pp.38-41、2017. 
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図-1 放流量と各指標の関係 
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ダムの特別防災操作における 
アンサンブル予測雨量の活用
（研究期間 ： 平成 28 年度～平成 30 年度）
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（キーワード）　特別防災操作、アンサンブル予測雨量
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河川管理実務における 
ＡＩ(人工知能)のさらなる活用導入
に向けて 
 （研究期間：平成29～30年度） 
河川研究部 水循環研究室  研究官 山地秀幸 研究員 小沢嘉奈子 室長 川﨑将生 

（キーワード）流出解析 河川水位予測 CNN LSTM Autoencoder GAN 

 

１．はじめに 

AI（人工知能）の適用範囲は、従来から機械学習

で取り組まれてきた画像認識、音声認識等の分野に

留まらず、医療、自動運転、農業等、ありとあらゆ

る分野で活用されている。レーダ雨量計、危機管理

型水位計、航空レーザ、MMS（移動式計測車両）等、

河川管理に資する観測・計測データが膨大に蓄積さ

れつつある中、河川管理の分野においてもAIのさら

なる活用が期待されている。そこで、急速に進展す

る近年のAIに関する研究動向をレビューするととも

に、河川管理実務のうちこれまでAI活用の検討事例

が比較的多い水文分野をターゲットに、AIのさらな

る活用に向けた調査を行っている。 

２．AI技術の発展 

2006年のG.Hintonらの研究以降、AI、特にニュー

ラルネットワークの技術が急速に発展した1)～3)。図-

1は、AIの主要モデルについて論文投稿数を整理した

ものである4)。図-1から、論文投稿数が特に増加傾向

にあるモデルは、主に画像認識の分野で活用される

畳込みニューラルネット5)（CNN）、時系列データを

扱うのに適した長・短期記憶6)（LSTM）、多層ネット

ワークに対する事前学習手法の1つである自己符号

化器5)（AutoEncoder）、高精細な画像生成を可能と

する敵対的生成ニューラルネット7)（GAN）であるこ

とが分かる。 

３．水文分野におけるAIの活用 

我が国の水文分野においては、主に浅層の人工ニ

ューラルネット（ANN）が研究されてきた8)。浅層の

ANNを適用した場合、未経験の降雨に対する計算精度

が担保されない、入力データ数が増えるに従って計

算誤差が大きくなる等の課題が知られていたが、多

層のANNを構築することで精度向上が図られている

9)。 

４．おわりに 

今後は前述したCNN、LSTM、AutoEncoder、GANにつ

いて、水文分野における適用性の評価を行う必要が

ある。 

 

☞詳細情報はこちら 

1)G. E. Hinton, S. Osindero, Y. Teh: A Fast Learning 

Algorithm for Deep Belief Nets, Neural Computation, 

Vol.18, pp.1527-1554, 2006. 

2)岡谷貴之: 深層学習, 講談社サイエンティフィック, 

2015. 

3)岡田治, 柿澤一弘, 中安正晃, 田所正: AIによる洪水

予測と水位データの異常検知, 河川情報シンポジウム講

演集, pp.5-1-5-16, 2017. 

4)Cornell University Library: arXiv.org 

https://arxiv.org/ 

5)G. E. Hinton, R. R. Salakhutdinov: Reducing the 

dimentionality of data with neural networks, Science, 

Vol.313, No.57866, pp.504-507, 2006. 

6)S. Hochreiter, J. Schmidhuber: Long Short-Term 

Memory, Neural Computation, 9(8), pp.1735-1780, 1997. 

7)I. J. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, Deep 

Learning, MIP Press, 2016. 

8)例えば、磯部勇, 大河戸輝夫, 羽生田英彦, 小田誠

一, 後藤祐輔: ニューラルネットワークによる水位予測

システムの開発, 水文・水資源学会誌, Vol.7, No.2, 

pp.90-97, 1994. 

9)一言正之： 人工知能を用いた洪水予測―深層学習の適

用による精度向上―, 土木学会誌, Vol.103, No.2, 

pp.30-31, 2018. 
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図-1 モデル毎の論文投稿数 
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河川管理実務における 
Ａ Ｉ （人工知能） のさらなる 
活用導入に向けて
（研究期間 ： 平成 29 年度～平成 30 年度）

河川研究部　水循環研究室　研究官　山地　秀幸　研究員　小沢　嘉奈子　室長　川﨑　将生

（キーワード）　流出解析　河川水位予測　CNN　LSTM　Autoencoder　GAN
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中山間地中小河川の浸水しやすさ図
の共有による減災対策促進 
（研究期間：平成29年度） 

 

河川研究部 水害研究室 室長板垣修 主研武内慶了 研究官三好朋宏 研究官西広樹 

（キーワード）  中山間地中小河川、水害リスク図、減災対策 

 

１．中山間地中小河川の水害リスク情報に係る課題 

2017年7月の九州北部豪雨では中山間地を流れる

筑後川水系赤谷川等で甚大な土砂・河川氾濫災害が

発生した。このような中山間地中小河川における河

川（及び土砂）氾濫は2016年の岩手県小本川水系小

本川のようにほかの地域でも多数発生しており、全

国の中小河川の整備水準の現状を踏まえるといつど

こで発生してもおかしくない。 

しかし、中小河川のほとんどでは浸水想定区域が

指定されていないなど水害リスク情報が社会で共有

されているとは言えない。このため、水害研究室で

は中山間地中小河川の水害リスク情報の社会での共

有手法について研究している。 

２．浸水しやすさ図（仮称）の検討 

 河川整備水準を超える規模の豪雨が発生すると氾

濫、浸水、洗堀・侵食、土砂堆積等が生じる可能性

が高まる。このような規模の豪雨発生の可能性は常

に存在することから、あらかじめ河川周辺の場所ご

との水害リスク情報を社会で共有し、リスクを踏ま

えた計画的な土地利用を行い、氾濫発生時の被害低

減を図ることが重要と考えられる。 

 しかし、中山間地中小河川は延長が膨大であるこ

とからリスク分析に必要な河道形状等のデータが不

十分であることが多く、また、氾濫シミュレーショ

ン等によるリスク分析を膨大な延長について実施す

ることは費用等の面から非現実的と考えられる。 

このため、中山間地中小河川の最低限の水害リス

ク情報を簡易的に共有する1つの手法として浸水し

やすさ図（仮称）の検討を行った。同図の検討にあ

たっては2005年度に開発した中小河川治水安全度評

価システム1)を活用し作業の省力化を図るとともに、

中小河川浸水想定区域図作成の手引き（2016年3月 

国土交通省水管理・国土保全局水防企画室）に示さ

れた簡便な手法よりもさらに簡略な手法とした。 

図に浸水しやすさ図（仮称）の概念図を示す。こ

れは複数規模の超過洪水流量（図では3ケース）ごと

の河川水位を概略試算（壁立て計算）し同水位を堤

内地に伸ばし地表との交点（線）を求めるものであ

りモデル河川において試験適用を行った。 

 

(a)横断図 

 

（b）表示イメージ（背景地図は国土地理院提供） 

図 浸水しやすさ図（仮称）概念図 

 

３．今後の予定 

試験適用結果を踏まえ、立地適正化計画検討等に

おける活用方法について研究していく予定である。 

 

☞詳細情報はこちら 

1)中小河川治水安全度評価システムの概要 

http://www.nilim.go.jp/lab/rcg/newhp/seika.files/lp

/index.html 
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中山間地中小河川の 
浸水しやすさ図の共有に 
よる減災対策促進
（研究期間 ： 平成 29 年度）

河川研究部　水害研究室　室長　板垣　修　主研　武内　慶了　研究官　三好　朋宏　研究官　西　広樹

（キーワード）　中山間地中小河川、水害リスク図、減災対策

http://www.nilim.go.jp/lab/rcg/newhp/seika.files/lp 

/index.html
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中山間地域谷底平野における
“洪水時に逃げやすい川づく
り”に向けて （研究期間：平成29年度） 
 

河川研究部 水害研究室 主任研究官 武内慶了 河川研究室 主任研究官 福島雅紀 室長 諏訪義雄 

（キーワード）  中山間地域、谷底平野、避難時間の確保、減災システム  

 

１．なかなか逃げない避難行動実態とあっという間

に水が上がる洪水特性 

洪水時の避難行動実態として、目の前の浸水とい

った変状の確認をもって避難を開始する住民が多い

ことが報告されている。この避難行動は正常性バイ

アスや認知的不協和によるものといった心理学的な

解釈がなされ、避難勧告等を起点とした「安全な時

間が確保された状況での避難」が開始できなくなる

状況に住民を「陥らせてしまう」場合がある。一方、

中山間地域を流れる河川は、下流の沖積河川と比べ、

洪水到達時間が短く水位上昇速度が大きい特性を持

つ。そのため「あっという間」に浸水が始まり、そ

もそも時間的余裕をもった避難が難しい場合もある。 

２．逃げ遅れによる人的被害を防止するための視点  

 前述の避難行動実態や洪水流下特性を踏まえ、中

山間地域において逃げ遅れによる人的被害を防止す

るためには、どうしたら良いのであろうか？著者ら

は①目の前の浸水といった危機的状況の認知が容易

であること、②危機的状況を認知した後であっても

避難に必要な時間（リードタイム）を一定程度確保

すること、③これらの状況をハード施設により創出

すること、が重要であると考えた。 

３．“逃げ遅れを防ぐ環境”創出の試み 

中山間地域に古くから存在する霞堤（急流河川に

設置されていることが多い不連続な堤防）が設置さ

れている広い谷底平野部を想定し、逃げ遅れを防ぐ

環境の創出を、数値計算を用いて試みた。具体的に

は霞堤背後に二線堤を設置することで、前述のリー

ドタイムが長く確保されるかを数値計算により調べ

た。図に示すように、霞堤開口部からの浸水開始後

あるいは上流側の霞堤有堤部からの氾濫開始後、集

落部へ浸水が到達するまでの時間（2つのリードタイ

ム）に着目する。二線堤を設置しない場合では集落

部に浸水が到達している時刻でも（図 左）、二線堤

を設置することにより浸水が到達しておらず、2つの

リードタイムが増大していることがわかる（図 右）。 

４．逃げやすい川づくりのポイント 

目の前の浸水といった危機的状況を認知した後で

も、避難可能となる時間を一定程度確保するための

施設設計のポイントを示す。①氾濫後も一定時間浸

水範囲を限定することでリードタイムを延ばす、②

地域スケール等対象地域の条件に適した設計を検討

する、③幅広い超過外力規模で効果を発揮させる、

④大規模洪水でも有効な避難路を確保する、⑤危機

的状況発生をより確実に報せるためのソフト対策を

組み合わせる、⑥日常生活への影響に留意する。 

☞詳細情報はこちら 

1) 武内ら：谷底平野における洪水からの逃げ遅れを防ぐ

施設設計の提案，土木技術資料，2017年12月号. 他 
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図 二線堤設置による浸水深分布の変化（リードタイムの増大） 
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中山間地域谷底平野における 
“洪水時に逃げやすい川づくり” 
に向けて （研究期間 ： 平成 29 年度）

河川研究部　水害研究室　主任研究官　武内　慶了　

河川研究室　 主任研究官
（博士（工学））

　福島　雅紀　室長　諏訪　義雄

（キーワード）　中山間地域、谷底平野、避難時間の確保、減災システム

- 64 -- 64 -- 64 -



個別記事用原稿（１ページ原稿） 

 

 

浸水予測により 
都市水害被害を低減させる  
（研究期間：平成26～30年度） 
 

河川研究部 水害研究室  研究官 三好 朋宏 研究官 小林 正和 室長 板垣 修 

（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、社会実験  

 

１．はじめに 

 近年、突発的な集中豪雨等により都市の雨水排水

能力を超える量の降雨による水災害が頻発している。 

本研究は、神田川流域、石神井川流域を対象に、

浸水予測システム（内水・外水氾濫を一体的に扱い、

リアルタイムデータを使った1時間先までの浸水予

測計算の結果をデータ受信後10分以内にweb上で配

信またはシステム利用者が任意に設定する基準値超

過時にアラートメールで各利用者に配信できるシス

テム）を構築し、同システムの活用により、水防活

動や避難誘導等を支援し、浸水対策の強化を目指す

ものである。図-1にアラートメール文及び同メール

からアクセス可能なシステム画面イメージを示す。 

 

②メールを
受けて、
システムを
確認！

①1時間後の
浸水情報を
受信！

○○○

③1時間後の
浸水状況を確
認！

③1時間後の
浸水状況を
確認！

○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○

 

図-１ アラートメール及びシステム画面イメージ 

 

２．神田川流域における社会実験 

 神田川流域内の地方公共団体から紹介された50名

程度（地域住民20名程度、施設管理者等15名程度、

地方公共団体職員15名程度）を対象に、システムの

活用可能性、改良すべき点等について調査を行った。

その結果、ユーザーの立場によって必要とする浸水

予測情報の内容、量、精度が異なること、アラート

メール受信後システムを利用し情報を確認する人が

少なかった一方で、同メールをきっかけに関連情報

を確認する人が少なくなかったこと等が確認できた。 

３．浸水予測事例 

 2017年8月19日に社会実験対象地区内で降雨によ

る浸水が発生した。図-2に付近の雨量（実績値）及

び浸水深（予測雨量に基づく10分ごとの1時間予測値

及び実績雨量に基づく再現計算値）を示す。住民や

自治体職員からの情報によると、浸水時刻は17時頃、

浸水深は70～80cm程度であった。一方、実績雨量に

基づき浸水深再現計算を行うと、当該箇所のピーク

浸水深は17時半頃に126cmとなった。浸水発生箇所付

近をアラートメールの対象地点として登録していた

者には、16時02分にアラートメールが配信された。

しかしながら、雨量予測値に基づく浸水深予測値は、

実績雨量に基づく再現計算値よりもかなり大きくな

ることが少なくなく、予測精度に課題がある。 

再現計算ピーク浸水深
126ｃｍ（17:30）

■ 地点雨量
ー 浸水深（再現計算値）
ー 浸水深（予測値）

16:02
アラートメール
発信

 

図-２ 浸水予測事例 

 

４．今後の展望 

 下水管内水位の観測結果によるデータ同化、新型

レーダによる予測雨量データの活用等を通じ、浸水

深予測精度を向上させるとともに、社会実装に向け

て、情報配信の方法、システムの運用方法などの検

討を進める。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 土木技術資料 VOL.59,NO.12,2017 pp.18-21 
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浸水予測により都市水害被害を 
低減させる
（研究期間 ： 平成 26 年度～平成 30 年度）

河川研究部　水害研究室　 
研究官　三好　朋宏　研究官　小林　正和　室長　板垣　修

（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、社会実験
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水害リスク低減効果の最大化に

資する水防活動支援技術の研究 

（研究期間：平成29～31年度） 

河川研究部 水害研究室  研究官 小林 正和 主任研究官 武内 慶了 室長  板垣 修 

（キーワード）  水防活動、水防団、水害リスク低減 

 

１．水防活動は地域の防災・減災を考える上で極め

て重要な役割を担っている 

近年、雨の降り方が激甚化し、堤防などの防災施

設の能力を上回る洪水（超過洪水）が多く発生して

いる。今後の気候変動により洪水発生頻度が高まる

ことが予測されることを踏まえると、着実な防災施

設整備の推進はもちろん、超過洪水の発生に備え、

効果的かつ持続的な水防の仕組みを社会に根づかせ

ていくことが重要である。 

そのため国総研では、我が国において古くからそ

の重要性が認識されている「自衛のための組織的な

水防活動」に着目し、水防活動による減災効果をさ

らに向上させるには、河川管理者はどのような技術

支援を行っていくべきかを明らかにすることを目的

とした研究を行っている。 

２．水防団を取り巻く厳しい現状と水害リスク 

 自衛のための組織としての水防団は近年、団員数

の減少や、サラリーマン団員の増加による参集の困

難化、新入団員減少等により、水防技術の伝承が行

われ難くなっているなどの傾向が全国的に認められ

ている。さらに、洪水中の施設等巡視、水防工法の

実施に加え、避難誘導、救助救援等、水防団に求め

られる役割が多様化し、必要と評価される水防活動

の総量（図,左軸）と投入可能な水防活動量（図,右

軸）との間にギャップが生じていることが懸念され

る。これは「十分な水防活動が行えないことによる、

地域の水害リスク増」と言える。 

３．水防活動の隘路を抽出し、それを解消するため

に河川管理者が行うべき技術支援を模索する 

水防活動により水害リスク低減を効果的に推進し

ていくために河川管理者が行っていくべき技術支援

を抽出することを目的とし、まず、水防活動過程の

詳細かつ最新の実態を、実際に活動にあたった水防

団からヒアリングした。その結果、本川の水防警報

発令より先に、支川等における浸水被害発生に関す

る住民からの通報を機に、準備不十分なままで水防

活動を開始しなければならない場合がある等、重要

な課題が抽出された。このことから、活動時間確保

のために必要となる支川を含めた空間的に密な水位

情報や、水系全体の氾濫危険度の予測情報の提供が

重要な支援内容として抽出された。また、超過洪水

であっても、被害を低減させるための水防活動を実

現させることも重要である。そこで、LP（レーザ・

プロファイラ）データを活用し詳細な堤防高さ、河

川近傍の微地形を反映した高解像度の氾濫シミュレ

ーションによる対象氾濫ブロック内の浸水位上昇速

度等の特性を把握・整理することで、重点的に水防

活動が必要となる区間等の支援情報の作成・提供手

法について検討を行っている。 

引き続き、水害リスク低減のための水防活動実施

箇所の重点化を支援する技術や、活動の効率化を支

援する予測・観測技術について検討を進めていく。 
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図 目指す水防活動の方向性イメージ 
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水害リスク低減効果の最大化に 
資する水防活動支援技術の研究
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（キーワード）　水防活動、水防団、水害リスク低減
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水害がもたらす中長期的影響 
の評価 （研究期間：平成29～31年度） 
 

河川研究部 水害研究室   研究官  西 広樹 主任研究官 武内 慶了 室長 板垣 修 

（キーワード） 波及的影響、被害評価、大規模水害  

 

１．水害被害の影響の波及 

水害被害の影響は、被災地域にとどまらずインフ

ラの途絶やサプライチェーンの寸断などを通じて空

間的に波及する（以下「波及的影響」）ことが知ら

れている。また、被災地域に物理的・社会的変化を

もたらすことで、時間的に波及し被災地域に中長期

的に作用する（以下「中長期的影響」）ものと考え

られる。例えば、平成28年台風7号、9号、10号、11

号等により甚大な被害が発生した北海道十勝地方で

は、農地の土壌が大規模に流失したため、農地復旧

の完了後においても生産性の低下が懸念される等、

水害被害の影響の中には被災直後にとどまらず、地

域社会に中長期的に続くものがあると考えられる。 

２．中長期的影響の評価における課題 

 水害被害による影響を適切に評価し、防災・減災

施策を検討するためには、被害の波及的影響および

中長期的影響について評価する必要がある。しかし、

これらの評価にあたっては、影響の波及過程におい

て水害以外の要因の排除が困難な場合が多く、水害

との因果関係の不明確性および波及の不確実性が大

きいため評価が困難である。これらの評価手法開発

については、平成25年に『水害の被害指標分析の手

引（試行版）』が公表される等、一定の進歩が見ら

れるが、特に中長期的影響については知見が多くは

なく、どのような事象について評価が必要かという

点も、一層の調査検討に基づき整理する必要がある。 

３．評価すべき事象の特定と波及過程推定の試み 

国総研では、被災地域に中長期的影響を及ぼして

いると考えられる過去の大規模水害について、被害

の影響を調査し、影響の波及過程の推定を試みてい

る。調査にあたっては、災害復旧制度等の関連制度

や農業協同組合等の地域社会の強靱性に貢献してい

ると考えられる組織の存在も考慮している。本年度

は自治体や企業、金融機関などへのヒアリング調査

により、例えば、被災により一時的に生産が停滞し

た食品製造業者は、生産能力回復後も顧客の喪失等

による影響で収益が回復しないなど、中長期的影響

の具体的事象やその波及過程を確認した。 

４．水害による地域の衰退への影響 

水害がもたらす中長期的影響を被った結果、被災

地域に生じるマクロ的な衰退の程度の評価も重要な

研究課題であると思われる。 

従来から水害被災地域において人口流出等の衰退

が観察されている。しかし、地域の衰退のうちどの

程度が水害の影響によるものかが不明確であるため、

被害影響の評価は困難である。国総研では、地域を

メッシュに区切り、メッシュ毎に駅からの距離や隣

接する幹線道路の有無等の人口の増減等に影響を及

ぼすと思われる要因を可能な限り網羅的に考慮した

重相関分析を用いて、水害被害を受けなかった場合

の人口等の指標の時間変化を推定し実績と比較する

ことで、水害が地域に及ぼす影響の程度を評価する

分析手法の開発を行っている。本年度はモデル地域

において本手法の試験適用を試み（下図）、目的関

数の説明力を向上させるためには、用途地域や容積

率も説明変数として考慮すべきであること等がわか

った。来年度は３．の成果を活用しつつ、より説明

力の高い目的関数を生成する手法の開発等を進める。 

 

図 水害による地域衰退への影響の評価のイメージ 
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水害がもたらす 
中長期的影響の評価
（研究期間 ： 平成 29 年度～平成 31 年度）

河川研究部　水害研究室　 
研究官　西　広樹　主任研究官　武内　慶了　室長　板垣　修

（キーワード）　波及的影響、被害評価、大規模水害
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

深層崩壊に起因する大規模土砂災害
被害想定手法 （研究期間：平成29年度） 
 

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

（キーワード）  深層崩壊、被害推定手法  

 

１．はじめに 

深層崩壊は、発生頻度は通常の土砂災害に比べて

小さいものの、非常に規模が大きく、平成23年の紀

伊半島大水害のように被害も甚大になる場合がある。

一方、深層崩壊に起因する被害を軽減するためには、

従前の土砂災害対策では、不十分な可能性が考えら

れ、対策の可否を検討していく必要がある。 

２．これまでの深層崩壊対策の取り組み  

 対策を検討するにあたっては、「深層崩壊発生の

危険度が高いと考えられる地域において，深層崩壊

が発生した場合に生じる現象・被害の想定」が重要

となる。国土交通省では平成22年に「深層崩壊推定

頻度マップ」及び平成24年に深層崩壊のおそれに関

する「渓流（小流域）レベル評価結果」を公表し、

「深層崩壊発生の危険度が高いと考えられる地域」

の把握に努めてきた。 

一方、「深層崩壊が発生した場合に生じる現象・

被害の想定」は十分に行われてきたとは言いがたく、

手法についても整理されてきていない。そこで、国

総研土砂災害研究部では、近年の研究成果や地方整

備局による検討結果を踏まえて、深層崩壊に起因す

る大規模土砂災害被害想定手法をとりまとめた。 

３．本手法の概要 

手法に関する検討から、現在の研究・技術レベル

では、将来発生する深層崩壊に起因する現象を決定

論的に設定することは困難である場合が多いと考え

られた。そこで、本手法では、図に示すように、深

層崩壊発生条件が等質と見なせる領域ごとに、過去

の実績に基づき蓋然性の高い深層崩壊現象を想定す

ることとした。ここで、想定する項目は、発生場の

特徴（地形、地質構造）、崩壊規模、流下形態、頻

度等である。 

一方、深層崩壊現象が生じた際の被害範囲の推定

においては、数値シミュレーションが有効であるこ

とが近年の研究で明らかにされてきた。そこで、本

手法においても、蓋然性の高い深層崩壊現象が生じ

た際の被害範囲の推定にあたっては、数値シミュレ

ーションによる手法を基本とした。 また、本手法

では、効率的にシミュレーションを実施するための

計算ケースの絞り込み方についても示した。 

４．おわりに 

本手法を用いた検討が地方整備局で始められてい

る。今後は、手法の課題等も把握しつつ、手法の改

良も進めていく予定である。 

 

図 本手法の検討フロー 

☞詳細情報はこちら 

1)国総研資料No.983 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0983.htm 
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深層崩壊に起因する 
大規模土砂災害被害想定手法
（研究期間 ： 平成 29 年度）

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

（キーワード）　深層崩壊、被害推定手法
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

平成29年7月九州北部豪雨による土
砂氾濫と家屋被害の実態（研究期間：平成29年度） 
 

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 主任研究官 松本 直樹 研究官 高原 晃宙 

（キーワード）  土砂洪水氾濫、土砂生産、土砂流出 

 

１．はじめに 

2017年7月の九州北部豪雨時には、福岡県朝倉市や

東峰村、大分県日田市において斜面崩壊や土石流、

また大量の土砂・流木氾濫により、流域の広範囲に

甚大な人的・家屋被害が生じた。そこで砂防研究室

では、土砂災害が集中した領域を対象に、土砂氾濫

や家屋被害の実態把握を行うとともに、土砂災害が

生じた際の家屋被害推定手法の精度向上を図るため、

被災家屋直近の河床勾配等、家屋の立地条件と被災

程度の整理を行った。 

２．資料収集及び現地調査の実施 

対象領域において、土砂や流木の堆積状況を把握

するため、空中及び地上写真、ドローン映像、崩壊

地や浸水範囲判読結果等の関連資料を収集し、また

家屋の被害概要を把握するため、現地調査を実施し

た。本調査では、家屋の被害状況は、①家屋流失（基

礎より上の部分が完全に流失）、②被害程度大（土

石の衝突や流入により建物の損壊がひどく、改築等

なしでは、日常生活が不可能）、③被害程度中～小

（床上・床下浸水程度の被害で、改築等を要さず居

住可能）、④被害なし、と分類した。 

３．被災した建物の分布状況等 

被災した建物の分布状況を整理すると、各流域で

被害の程度や数は異なるものの、土砂洪水氾濫に伴

う家屋被害が広域に生じていた（図－１）。 

次に、家屋直近の河床勾配と家屋の被害程度の関

係を整理すると、収集資料から把握した全家屋数（約

9,778戸）に対する家屋流失など被災の程度が大きい

建物数の割合は、河床勾配が急になるほど増加する

ことが確認できた。特に、土石流区間に相当する2

度以上の区間では、調査範囲の3分の1程度の家屋が

流失または大きな被害を受けていた。一方で、2度未

満の区間では、全体の1割未満が流失または大きな被

害を受けていた（図－２）。これは、今回の災害で

は、被災要因は土石流や斜面崩壊による土砂の直撃

が多いこと、また、土砂や流木を含む洪水流の流速

が大きな河床勾配が急な範囲での被災程度が大きい

ことを示すものと考えられる。 

 

図－１ 被災建物の分布 

 

図－２ 河床勾配別の被災建物数割合 

４．今後の展望 

砂防研究室では、土砂生産及び土砂流出状況の実

態を把握するとともに、被害拡大のメカニズムにつ

いて災害前後の航空レーザー測量結果の解析、数値

シミュレーションなどにより解析を進めている。今

後は、これらの解析を進展させ、中山間地域の土砂

流出による被害軽減に役立てていきたいと考える。 
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平成 29 年 7 月九州北部豪雨 
による土砂氾濫と家屋被害の実態
（研究期間 ： 平成 29 年度）

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　主任研究官　松本　直樹　研究官　高原　晃宙

（キーワード）　土砂洪水氾濫、土砂生産、土砂流出
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

土砂流領域の砂防堰堤の施設効果に
関する検討 （研究期間：平成29年度） 
 

土砂災害研究部 砂防研究室 主任研究官松本直樹 主任研究官内田太郎 室長桜井 亘 

（キーワード）  砂防堰堤、施設効果  

 

１．はじめに 

砂防堰堤の土砂捕捉機能に関する研究は、水路実

験や数値解析によりこれまで数多く実施されてきて

おり、それらの成果は、砂防基本計画策定指針（土

石流・流木対策編）等に反映され、現在、これらの

指針に基づき砂防事業が実施されている。 

 一方、既往検討を踏まえた課題は、土砂流区間（渓

床勾配2～10°程度）を流下する土砂流出現象は、

土石流発生・流下区間（渓床勾配10°以上）を流下

する土石流と異なり、土砂濃度が低下するなど土砂

動態が異なると考えられるものの、土砂流区間を流

下する土砂流出現象に対する、砂防堰堤の土砂捕捉

効果に関する検討は十分とはいいがたい。 

 そこで、本検討は、上記課題を踏まえ、土砂流区

間を流下する土砂流出現象を対象に、砂防堰堤の土

砂捕捉等施設効果に与える影響を明らかにすること

を目的に、水路実験及び数値シミュレーションによ

る再現計算を実施した。 

2．本検討の概要 

水路実験は、長さ10m、幅30cm、高さ50cmの矩形水

路を用いた。勾配は5°とし、実験砂は、過去の既

往災害等を考慮し設定した。また、ハイドログラフ

は、立ち上がりが急で継続時間が短いハイドログラ

フや既往の検討で多く採用されている矩形のハイド

ログラフ等3パターン設定した（図-1）。また、砂防

堰堤は、現在、広く建設されている不透過型1種類と

透過部の幅が異なる2種類の計3種類の砂防堰堤を用

いて検討した。土砂は、設定したハイドログラフを

元に平衡給砂量を供給した。 

実験結果は、堰堤の型式の違いにより、土砂の堆

積過程や水の流出過程が異なった（図-2）。しかし、

いずれの型式、ハイドログラフも、堰堤による捕捉 

 

 

 

 

 

 

図-1 ハイドログラフ（流量パターン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 堆積過程 

土砂量に顕著な差はなかった。一方、立ち上がりが

急で継続時間が短いハイドロ１の供給流量ピーク時

の流出土砂量は、透過型砂防堰堤の透過幅を狭くし

た場合、透過幅が広い場合に比べて流出土砂量が80%

減少した。これは、供給流量ピーク時に、堰堤まで

到達した土砂が少なかったことが要因と考えられる。

なお、実験結果及び数値シミュレーションによる再

現結果に関しては、詳細情報に掲載している。 

３．おわりに 

今後も、土砂濃度や粒度分布の違いが土石流区間

に設置した砂防堰堤の施設効果に与える影響に関し

て引き続き水路実験や数値解析を実施していく予定

である。 

☞詳細情報はこちら 

1)土木技術資料,pp.24-27,2016.6   
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土砂流領域の砂防堰堤の 
施設効果に関する検討
（研究期間 ： 平成 29 年度）

土砂災害研究部　砂防研究室　 
主任研究官　松本　直樹　主任研究官　内田　太郎　室長　桜井　亘

（キーワード）　砂防堰堤、施設効果
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深層学習による土砂災害発生予測の
ための試み（研究期間：平成29～30年度） 
 

土砂災害研究部 土砂災害研究室 
研究員 鈴木大和 室長 野呂智之 主任研究官 神山嬢子 交流研究員 戸舘光 

（キーワード）  土砂災害、深層学習、予測技術  

 

１．はじめに 

土砂災害の発生には、誘因(降雨・地震等)と素因

(地形・地質等)が大きく影響する。誘因である外力

の大きさはもちろんのこと、素因の違いによって発

生状況が異なることが確認されている。 

土砂災害の崩壊規模等を予測することは、ハー

ド・ソフト対策のいずれにおいても極めて重要であ

る。特に、警戒避難等のソフト対策は複数の流域に

跨がった広範囲が対象となる。従来から様々な統計

分析を用いた土砂災害の発生予測が試みられてきた

が、複数の要素が複雑に入り組んだ素因から的確に

土砂災害発生に関わる素因特性を抽出することに統

計分析の限界があった。 

そこで、新たなアプローチとして深層学習を活用

し、土砂災害に関わる素因特性を分類することに着

手した。本稿はその取り組みの概要を紹介する。 

２．研究内容 

 本研究では、素因特性として地形および地質デー

タを透過率や配色等を調整・重畳して図化し、日本

全国を1km四方毎に分割した画像を学習データとす

る。教師データを与えずに畳み込みニューラルネッ

トワークを用いた深層学習を行い、学習データに見

られる特徴量をクラスタリングし、類似した素因特

性を持つ学習データ毎に分類する。同グループに分

類された学習データ上で過去に発生した土砂災害の

崩壊の規模や形態を分析し、各グループが持つ素因

特性において発生し得る土砂災害の特徴を考察する。

例えば、複数の谷から土石流が多発したいくつかの

災害事例が同グループに分類されたとする。その場

合、同グループに分類された他の地域においても同

様の記録的大雨がもたらされた際には、土石流が多

発して谷出口に位置する集落で甚大な被害が発生す

ることが予測される。小規模ながけ崩れが起きやす

い地域や大規模な深層崩壊が起きやすい地域につい

ても同様のグループが形成されると同様の予測に繋

がることが期待される。 

 

図 深層学習による素因特性の分類イメージ 

３．今後の予定 

 土砂災害の発生に寄与する素因特性の抽出に適し

た学習データの作成方法や学習モデルとともに、「ど

のような土砂移動が」「どの規模で」といった土砂

災害の種類や量的な予測結果の具体的な利活用方法

と効果的な警戒避難に繋げるための方策について引

き続き検討する予定である。 
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深層学習による土砂災害 
発生予測のための試み
（研究期間 ： 平成 29 年度～平成 30 年度）

土砂災害研究部　土砂災害研究室 
研究員　鈴木　大和　室長　野呂　智之　主任研究官　神山　嬢子　交流研究員　戸舘　光

（キーワード）　土砂災害、深層学習、予測技術
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冬期道路の登坂不能車（スタック車） 
発生傾向    （研究期間：平成29～31年度） 
 

道路交通研究部 道路交通安全研究室   室長 小林 寛 主任研究官 池原圭一 研究員 川瀬晴香  

（キーワード）  冬期道路管理、登坂不能、スタック、冬用タイヤ、チェーン  

 

１．はじめに 

冬期道路の登坂

不能車の発生に関

し、全国で共有す

べき原因、課題等

を整理し、特に道

路構造上の工夫によって解決する方向性をまとめる

ための研究を行っている。2017年度から、登坂不能

車が発生した地点の特徴を整理するため、発生地点

のデータ分析や現場ヒアリング等を開始しており、

これらの状況と今後の取り組みの概要について紹介

する。 

２．データから見た発生傾向  

 北陸地方整備局管内の「登坂不能車発生状況分析

ツール（平成22～28年）」により基本傾向を把握し

た（図１）。発生時期は１月が多く全体の47％、路

面の状況は圧雪が全体の63%、車種は大型車が全体の

72％、装着タイヤ等は不明データも多いが、スタッ

ドレスタイヤではあるもののチェーンは巻いていな

いであろう状況を把握した。 

 

 

 

 

 

図１ 登坂不能車発生の基本傾向 

３．ヒアリングで把握した発生傾向 

上記データでは、登坂不能の直接的な原因はわか

らないため、発生地点の詳しい道路構造や道路管理

状況を含め、原因等を把握するためのヒアリングを

北陸地方整備局の８出張所に対して行った。 

登坂不能の原因は、速度低下を伴う道路構造（縦

断勾配及び勾配延長、急カーブ等）に加え、次の要

素に例示した状況が影響していることを確認した。 

１）路面状況：図１では圧雪が全体の63%であったが、

やわらかめの圧雪、ザクレなど、水分の多い状況が

多く、これらが圧雪と分類されていた。これら路面

状況は走行抵抗が大きく、いわゆるタイヤが雪にか

まなかったり、ハンドルをとられやすく、タイヤの

空転、再発進不能となるケースが多いと考えられる。 

２）気象要因：降雪量が多くなり、圧雪処理が間に

合わないと登坂不能が発生しやすい。湯沢の場合、

時間降雪量10cmを超えると走行や発進が困難になる。 

３）人的要因：県境超えの車は、チェーンを巻いて

いないことが多い。手前区間に消雪パイプが整備さ

れ、山間部までチェーンを巻いていないこともある。 

４．今後のとりまとめ方針 

路面状況の異なる山間部、内陸部、沿岸部毎に、

ヒアリングで確認した速度低下要因、気象要因、人

的要因等を洗い出し、ツリー形式で発生原因を整理

する予定である（図２）。特に、速度低下要因は、

登坂車線の合流部、ドライバーが縦断勾配の存在に

気づきにくい区間、雪を捨てられなく狭幅員になる

跨線橋など、現場レベルで注意している要因を詳し

く洗い出す予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 登坂不能車発生の原因（整理イメージ） 

2018年度は、北陸を基準に他地域の登坂不能車発

生傾向（地域差）の把握等を行う予定である。 
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冬期道路の登坂不能車 
（スタック車） 発生傾向
（研究期間 ： 平成 29 年度～平成 31 年度）

道路交通研究部　道路交通安全研究室　 
室長

（博士（工学））
　小林　寛　主任研究官　池原　圭一　研究員　川瀬　晴香　

（キーワード）　冬期道路管理、登坂不能、スタック、冬用タイヤ、チェーン
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洪水に強い道路構造物の構築に向けて 
（研究期間：平成29～31年度） 
 

道路構造物研究部 構造・基礎研究室 
室長間渕 利明 主任研究官西田 秀明 研究官木村 崇 

 

（キーワード）  道路構造物、洪水、洗掘、耐荷性  

 

１．はじめに 

平成28年８月から９月にかけて複数の台風が北海

道に上陸し、これらに伴う豪雨により、広範囲にわ

たって洪水による洗掘や河岸侵食等により道路構造

物の被害が生じ(写真-1)、道央と道東を結ぶ幹線道

路が一時的にほぼ全て寸断される等の事態となった。  

このような事態を避け、強靱な道路ネットワーク

を実現するためには、特に地域経済活動や、緊急時

の救急、救助、物資輸送等に大きな役割を担う路線

上の道路構造物は、洪水による洗掘や河岸侵食等に

対しても、道路機能への影響を最小限に留められる

ようにすることが望ましいと考えられる。 

以上の背景から、洪水による洗掘等に対して補強

等の耐荷性向上対策が必要な既設道路構造物の構造

条件等を見いだすことを目的に研究を行っている。 

２．検討内容 

洗掘現象の発生しやすさや進行の程度は、構造特

性からは構造物の形状や根入れ深さ、径間長などが、

また、河川特性からは河道形状（構造物の設置位置

が水衝部であるか等）や流速などが関わりの深いこ

とが既往の検討から明らかになっている。これらが

河川管理施設等構造令における構造物の根入れ深さ

や支間長の規定などに反映されている。しかし、1洪

水中に河道形状が大きく変化することに伴う被災な

ど、道路施設設置箇所での局所的な対応では対処し

きれない事例もみられる。そこで、道路構造物の特

性及び河川特性双方の観点から、近年の被災事例分

析に基づく洗掘等の影響を受けやすい構造・地盤条

件・河川特性の関係性の整理を今年度行っている。  

一例として、平成25年から28年に洪水で被災した

道路橋について、事例収集を行ったもののうち、建

設年次が明らかである橋台の被災内訳を図－１に示

す。例えば、河道内に橋脚を有する橋が確保すべき

基準径間長Lは、昭和51年の河川管理施設等構造令

(以下、構造令)制定時にL=20+0.005Q（Q:計画高水

流量）とされ（ただし、Qが2000m3/s以下では緩和

規定あり）、さらに平成9年にはLが50mを超える場

合は50mと改定されている。構造令制定前は橋台本

体の損傷や傾斜・沈下など構造特性に係わる被災が

やや多いこと、建設年次によらず橋台背面流出によ

る被災が占める割合が多いことが分かる。 

３．おわりに 

 引き続き、適用基準・施工技術の変遷、河川特性

等と、基礎の耐荷力や変形能に影響する要因との関

係性を分析し、対策が必要となりうる構造条件の検

討を河川研究部と協働して行っていく。 
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写真-1 洪水で被災した直轄管理国道の道路橋 

 

図-1 H25～H28に洪水で被災した橋台の被災内訳

（建設年次別） 
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洪水に強い道路構造物の 
構築に向けて
（研究期間 ： 平成 29 年度～平成 31 年度）

道路構造物研究部　構造・基礎研究室 
室長　間渕　利明　主任研究官　西田　秀明　研究官　木村　崇

（キーワード）　道路構造物、洪水、洗掘、耐荷性
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要求性能に応じた盛土の設計 
手法の確立 （研究期間：平成26～29年度） 
 

道路構造物研究部 道路基盤研究室 室長 久保和幸 主任研究官 木村一幸 研究員 真野健太郎 

（キーワード）  盛土の耐震性能照査、要求性能に応じた盛土設計  

 

１．はじめに 

平成27年3月に制定された「道路土工構造物技術基

準」では構造物の重要性に応じ、要求性能を性能1

～3の3段階で規定している。これらの要求性能に応

じた設計が必要となるが、各性能を満足するか否か

の照査方法が具体的に示されておらず課題となって

いる。本研究では地震による盛土の被災事例をもと

に、道路土工指針等による耐震性照査結果と実際の

被災程度の関係性について調べ、各種耐震性照査法

の要求性能に応じた設計への活用について検討した。 

２．耐震性照査法による照査 

 2011年東北地方太平洋沖地震で被害、無被害の盛

土8地点（福島県内）において、のり面での試料採取

（深さは50～100cm）や簡易動的コーン貫入試験･現

場密度試験等の原位置試験を実施した。 

土質試験では圧密排水三軸圧縮試験を行い、耐震

性照査に必要な各種パラメータを求めた。 

土質試験で得られたパラメータを用いて次のとお

り現行の耐震照査法による照査を実施した。a)限界

水平震度、b)震度法による常時･L1地震時･L2地震時

安全率、c)ニューマーク法による滑動変位量、d)地

震応答解析により盛土内加速度の増幅を考慮した場

合のニューマーク法による滑動変位量 

３．実際の被災程度との関連性 

図-1はL1地震時の安全率と実際の沈下量との関係

を示したものである。安全率が1.5程度を下回ると沈

下量が拡大していることが確認できる。このことか

ら安全率をもとに地震時に予想される沈下量を概ね

想定できることから、要求性能に応じた設計が可能

であると考えられる。 

図-2はニューマーク法（ＮＭ法）による変位量と、

実際の沈下量との関係を示したものである。小被害･

無被害では両者の差は少なくなる傾向が確認できる。

このことから許容する被害の小さい性能1,2であれ

ばニューマーク法による設計が可能であると考えら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 L1地震時安全率と実際の沈下量の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 ＮＭ法による変位量と実際の沈下量の関係 

４．要求性能に応じた盛土設計手法の確立に向けて 

 震度法、ニューマーク法とも実際の被災程度との

相関はそれほど高くはないが、性能１～3の３段階程

度の要求性能に対してはある程度設計法として期待

できることが分かった。今後は要求性能に応じた盛

土の設計手法の立案に向け、更なるデータの蓄積を

行い、精度を高めるなど検討を進める予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 真野、久保、木村：要求性能に応じた盛土の設計に関

する研究 第32回日本道路会議 No.4012 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不

要） 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不

要） 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不

要） 

防
災
・
減
災
・
危
機
管
理

1.

研究動向・成果

224

要求性能に応じた盛土の 
設計手法の確立
（研究期間 ： 平成 26 年度～平成 29 年度）

路構造物研究部　道路基盤研究室　 
室長　久保　和幸　主任研究官　木村　一幸　研究員　真野　健太郎
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平成 28年熊本地震による道路橋 
被災の分析 （研究期間：平成28～30年度） 
 

道路構造物研究部 道路地震防災研究室 
研究官 猿渡 基樹  室長  片岡 正次郎 

（キーワード）  熊本地震、道路橋被災、耐震対策、対策効果 

 

１．はじめに 

国総研では、道路橋への耐震対策の内容に応じて

得られる被災の軽減効果や、道路ネットワーク機能

の早期確保による社会経済効果等について、平成28

年熊本地震を対象に分析を進めている。 

本稿では、上記分析に用いる基礎データの一つで

ある熊本地震における道路橋被災の分析結果につい

て紹介する。 

２．道路橋被災の分析 

国総研が推計・公表している地震動分布（SI値）1)

を用いて、道路橋被災との関係について分析を行っ

た。なお、道路橋被災は、国土交通省、NEXCO西日

本、熊本県及び大分県で実施された道路橋の緊急点

検結果のうち、地震動の作用により被害を受けた橋

長2m以上の537の橋梁を活用した。また、SI値は、熊

本地震の最大前震（2016.4.14）及び本震（2016.4.16）

のうち大きい値を用いた。 

道路橋被災とSI値の関係について整理すると、SI

値が大きくなるにつれて中被災以上の被災率が大き

くなる傾向が見られた（図-1）。 

次に、被災規模と適用基準の関係を整理する（図

-2）。昭和46年道路橋耐震設計指針（S46道指）以前

を適用した道路橋は、昭和55年道路橋示方書（S55道

示）を適用した道路橋に比べて、大被災及び中被災

の損傷が生じた割合が小さいことが分かる。これは、

「緊急輸送道路の橋梁耐震補強3年プログラム（平成

17～19年度）」により昭和46年道路橋耐震設計指針

以前を適用した道路橋を特に優先的に耐震対策を進

めてきたことが貢献したものと考えられる。 

３．おわりに 

本稿では、熊本地震における道路橋被災の分析結 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 SI値と被災規模の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 被災規模と適用基準の関係 

 

果のうち、地震動強度と適用基準の影響を紹介した。 

今後は、地方公共団体管理の道路橋被災の統計分

析を進め、道路橋の耐震性の向上による社会経済効

果等の分析を行い、道路橋の耐震対策の今後の進め

方について検討していく予定である。 

なお、ここで紹介した地震動分布のデジタル値を

ウェブサイト上で公開している。 

【参考】 

1)国総研道路地震防災研究室ウェブサイト：熊本地震関連

情報、http://www.nilim.go.jp/lab/rdg/index.htm 

顔写真
掲載者
氏名 
（写真
ﾃﾞｰﾀの

(博士(工学)) 

顔写真
掲載者
氏名 
（写真
ﾃﾞｰﾀの

(cm/s) 

防
災
・
減
災
・
危
機
管
理

1.

研究動向・成果

225

平成 28 年熊本地震による 
道路橋被災の分析
（研究期間 ： 平成 28 年度～平成 30 年度）

道路構造物研究部　道路地震防災研究室 
研究官　猿渡　基樹　 室長

（博士（工学））
　片岡　正次郎

（キーワード）　熊本地震、道路橋被災、耐震対策、対策効果

- 75 -- 75 -- 75 -



 

個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

土木構造物全体系の地震時挙動の観測
を目指した技術検証（研究期間：平成29～30年度） 
 

道路構造物研究部 道路地震防災研究室 

 研究員 石井 洋輔   室長  片岡 正次郎 

（キーワード）  強震観測、耐震設計基準、地震時挙動観測システム  

 

１．国総研の強震観測の課題 

土木構造物の耐震設計基準の合理化・高度化及び

地震時挙動の解明を目的として、昭和33年から強震

観測を行い、研究成果を、道路橋示方書Ⅴ耐震設計

編をはじめ、道路・河川・ライフライン施設等の土

木構造物の耐震設計基準に反映している。 

土木構造物を対象とした強震観測は、コスト等の

理由から構造物あたり3箇所程度に厳選して観測を

行っている。しかし、水平力分散構造の橋梁など、

地震時の挙動が複雑な構造物の挙動を解明するため

には、3箇所での地震記録では十分に再現できたとは

言えない部分もあった。 

また、現在の国総研の強震観測は、ネットワーク

を用いたリアルタイム観測でなく、地震記録の回収

を現地で行う必要がある。大規模地震発生時には、

記録の回収に即時性がなく、人件費等のコストを要

している。 

以上の課題を踏まえると、記録回収の即時性確保

や構造物の地震時挙動を精度よく把握するためには、

図１に示すように、構造物の多くの箇所で同時観測

を行い、構造物全体系の挙動を観測できる観測シス

テムの構築が重要である。 

２．MEMS加速度計の試験設置 

近年では、MEMS加速度計などの小型かつ安価な

計測機器が開発されており、強震観測開始時は簡単

に構築できなかった観測システムの実現が期待でき

る。しかし、MEMS加速度計は屋外での通信技術の

検証や電源の確保などの維持管理面の検証が不十分

である。そこで、近年の技術革新を踏まえ、地震時

挙動が複雑な土木構造物の挙動を解明する観測シス

テムの構築のため、MEMS加速度計の計測精度の検

証と現場技術の検証を目的とした、MEMS加速度計  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 地震時挙動観測システム概念図 

 

 

 

 

 

 

図２ 高架橋への試験設置状況 

の試験設置を行った。 

国総研が強震観測を実施している高架橋を対象に、

加速度計の試験設置を行った（図２）。具体的には、

No.1~5の既設地震計の設置箇所に新たに無線式と

有線式の2種類のMEMS加速度計を設置し、同時観測

を行っている。 

３．今後の取り組み 

それぞれの機器の観測記録の精度や設置コスト、

維持管理コストの観点から、MEMS加速度計による

観測システムの有効性を検証する予定である。そし

て、図２の高架橋を対象に図１に示す観測システム

を構築する。本成果をモデルケースとして技術を確

立し、土木構造物の耐震設計基準のさらなる合理

化・高度化に貢献する地震記録の取得を行うため、

国総研の強震観測をさらに充実していく。 
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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 
（研究期間：平成２９～３１年度） 
 

建築研究部 設備基準研究室  室長  平光厚雄  主任研究官 山口秀樹 

（キーワード）  避難所、健康、安全、建築設備 

 

１．はじめに 

「首都直下地震」のような巨大地震が発生した際

には、避難者数は数百万人規模になると予想されて

いる。また、避難所生活が長期間に及んだ場合、避

難所における精神面も含めた健康被害防止と安全確

保のために、避難所の住環境改善手法の整備が必要

となっている。避難所の整備にあたっては、設置す

る地域性など個々の事情に配慮する必要もあり、既

存の避難所の指針等では、具体的な整備・改修方法

について十分な情報が得られないことがある。 

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年度から開始した。本報では、研究の概要、

実際に被災した避難所の実態調査結果、問題点等に

関する文献調査結果等の成果について紹介する。 

２．研究概要 

2.1 研究開発イメージ 

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具

体的な手法や改修技術について提示することを目的

としている。研究開発のイメージを図１に示す。 

2.2 避難所生活での電力等の需要に関する調査 

東日本大震災において、津波被害の大きかった三

陸海岸周辺の避難所3箇所での運営経験者へのヒア

リング調査を実施した。ヒアリング調査結果の抜粋

を表１に示す。避難所の規模、運営主体によっても

状況は変化し、更にはライフラインの復旧状況によ

っても、課題が異なることが明らかになった。 

2.3 避難所での音環境に関する文献調査 

避難所の音環境に関する論文等の文献の調査を行

った。避難生活初期の場合はライフラインに特化し

た問題の重要度が高くなっていた。しかしながら、

避難が長期化すると、プライバシー保護、快適性向

上を求め、音の問題や子供の声などの騒音問題が顕

在化することがわかった。 

３．今後の展開 

これらの問題解決のために、避難所として使用さ

れる学校の設備を対象とした設備計画の現状と発災

後における運用管理手法に関する検討、吸音性をも

つプライバシー確保のためのパーティションの開発

等を行う予定である。 

 

通風を考慮し
た外壁開口部
により、換気、
温熱環境制御

避難所

（体育館、公民館、市民会館、
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吸音性をもつパー
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図１ 避難所における健康確保技術開発のイメージ 

表１ ヒアリング調査結果概要（抜粋） 

 避難所A 避難所B 避難所C 

建物概要 中学校 小学校 元コンビニ 

最大避難 
人数 

約1,600人 約300人 数十人 

運営体制 校長、有志など
による本部体
制を組織 

避難住民によ
る自主運営 

避難住民によ
る自主運営 

電力の 
復旧時期 

3日後 約1ヶ月後 約2週間後 

水道の 
復旧時期 

約3か月後 約4ヶ月後 約4ヶ月後 

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ

対策 

5月上旬に段ﾎﾞ

ｰﾙで仕切りを
設置 

卓球のﾌｪﾝｽ100

枚をﾒｰｶｰから
譲渡された 

なし 

課題等 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ、模
造紙等が有用 
ﾄｲﾚの準備が必

要  等 

自主運営の重
要性 
避難所間の支

援格差  等 

水がないと浄
化槽も使えな
い 

発電機が必要 
等 
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地震被害を踏まえたガラス窓の耐震 
性向上に関する研究（研究期間：平成29～30年度） 
 

 

建築研究部 評価システム研究室 主任研究官 脇山善夫  室長  眞方山美穂 

（キーワード）  ガラス窓、学校体育館、地震被害 

 

１．はじめに 

近年の地震の際に、構造体に顕著な被害が見られ

ない建築物で天井、外壁、窓、内壁など非構造部材

の被害が確認されており、建築物の耐震安全性向上

にあたって非構造部材の耐震性が課題となっている。

学校体育館で見られた地震被害にガラス及び窓障子

の損傷・脱落があるが（写真）、その被害形態によ

っては利用者に危害を及ぼすおそれがある。 

本研究では、近年の地震で見られた学校体育館に

おけるガラス窓の被害事例を踏まえて、被害につな

がる要因を検討するとともに、被害事例を模した実

大試験体を対象とした構造実験の実施により、ガラ

ス窓の地震被害発生のプロセスを明らかにするとと

もに、被害低減方策について技術的検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 学校体育館におけるガラス窓の被害例 

２．検討内容 

 検討対象であるガラス窓の地震被害を確認した学

校体育館の多くは、図に示すように、鉄筋コンクリ

ート造の躯体の上に屋根架構となる鉄骨造躯体が載

り、張間方向について窓面が鉄骨柱より外側にある

ような形態である。地震による被害は、窓ガラスが

割れるだけでなく、可動部分の窓障子が、外れてサ

ッシ枠に挟まれる形で止まったり地上まで落下した

りするものや、窓がサッシ枠ごと外れて内外に傾い

ているものが確認されている。 

一般的なガラス窓の耐震性は、構造体の変形によ

り生じる水平方向の層間変位に対する窓の面内方向

（幅方向）の追従性が主に検討される。そこでは長

方形の窓が平行四辺形に変形して窓ガラスが割れた

り窓障子やサッシ枠が変形したりすると想定される。 

また、検討対象の地震被害では、窓障子の外れや

脱落が確認されている。その被害の要因としては、

ガラス窓が取り付く下がり壁や更に上部の鉄骨造躯

体が地震時の鉛直方向に変位し、サッシ枠との間に

隙間を生じた窓障子が脱落したり、下がり壁から窓

がサッシごと外れたりしたと想定される。これら被

害の検討のために、ガラス窓及び周辺部の鉄骨造躯

体を模した試験体を製作した振動台実験を計画した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 被害例及び窓周辺の断面概要図（張間方向） 

３．今後の予定 

本研究の実施期間は平成29～30年度の2年間であ

り、初年度は地震被害を踏まえた被害要因を検討し、

試験体の設計及び鉄骨造部分の試験体製作を実施し

た。平成30年度はガラス窓部分を含めて製作した試

験体について振動台実験を実施し、地震被害の再現

及び被害低減方策を検討する予定である。 
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住まいの安全策の実施に向けた 
阻害要因と対策に関する研究 
（研究期間：平成 28～29年度） 
住宅研究部 住宅ストック高度化研究室  室長  中西 浩 

（キーワード） 危害要因、災害・事故、既存住宅、自助、改修  

１．研究の背景 

近年、自然災害の発生や、超高齢社会の進展に伴

う事故の発生が顕著になる中、居住者の安全性の確

保・向上が望まれている。 

これまで、住宅分野において、耐震、防火、住宅

内事故防止、防犯など、個別分野の研究の蓄積が行

われ、原因分析とともに解決策に導く成果が出され、

一部は法令、基準の作成・改正に寄与している。 

しかし、これら住宅における安全対策は、住宅が

私有財産であることもあって、大半が住民の自助に

委ねられるものであること。さらに、一般の住民に

対して、建築知識や手続きに関する面倒な対応を迫

る必要があること等の阻害要因があり、特に既存住

宅では、対策が円滑に進まないケースが見られる。 

２．研究成果の概要  

 住宅が関係する災害・事故の態様毎に、危害要因

(Hazard)*1の連鎖を ETA*2又は FTA*3により示した上

で、連鎖を断ち切り、災害・事故に結びつかないよ

うに、住民が自ら実施できて効果がある対策を、安

全対策の推進ポイントとして抽出した。(表１) 

その上で、既存住宅の改修に焦点を当て、住民が

自助で安全対策を実施する際の阻害要因を解消し、

進めやすくするための課題を提起した。(表２) 

さらに、既存住宅における実務担当者へのヒアリ

ング調査や住宅改修を実施した住民へのアンケート

調査により、有効な方策の検証を行った。(表３) 
 

*1 危害要因(Hazard)：災害や事故の原因を作るもの。JISQ0073では「潜在

的な危害の源」。「危険」と訳す場合もある。大きく分けて、自然環境由来、

社会環境由来、個々の人間由来のものがある。例えば、「大地震」や「大津

波」は、最初に起こる自然環境由来の危害要因であり、さらに、社会環境由

来、個々の人間由来の危害要因が連鎖することにより、被害が大きくなり「震

災」となる。なお、人の住まない月の大地震は、震災にはならない。 
 

*2 ETA(Event Tree Analysis)：危害要因の連鎖を順番に追って行き、想定

される被害を分析する手法。自然災害の場合に用いやすい。また、具体的な

災害、事故の進展・拡大を防止する対策を検討する場合に用いられる。 
 

*3 FTA(Fault Tree Analysis)：災害、事故から、原因のとなる危害要因の

元をたどって分析する手法。災害や事故の防止が人為的に可能な日常災害に

用いやすい。発生原因の分析のみならず発生確率計算を行う場合もある。 

 
表１ 住宅の安全対策（自助）の推進ポイント例 
（赤字は住宅の新築・改修に関わる内容） 

 

表２ 既存住宅の改修における主な阻害要因と課題 

 

 

 

 

 

表３ 具体に取り組むことが有効な主な方策 

３．今後の予定 

住宅所有者の自主的な住宅改修の促進による既存

住宅の安全性能向上のため、方策の活かし方につい

て、各方面との連携や、必要に応じて、出前講座等

による一般の方々への情報提供も考えていきたい。 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

◆改修の必要性を認知してもらう、関心を高める。 

◆適切に助言できる専門家、改修経験者を増やす。 

◆目に見えないものを見せる技術を活用する。 

◆優良な改修工事の施工事例をＰＲする。 
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住宅研究部　住宅ストック高度化研究室　室長　中西　浩

（キーワード）　危害要因、災害・事故、既存住宅、自助、改修
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タイル仕上げ押出成形セメント板の
劣化診断手法の検討 （研究期間：平成28～29年度） 
 

住宅研究部 住宅生産研究室   主任研究官  根本かおり  

（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、模擬剥離  

 

１．はじめに 

タイル仕上げ外壁の劣化を放置すると最悪の場合

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

全な状態に回復させる必要があるが、とりわけ劣化

状態をきちんと把握することが効果的な工事につな

がるため調査・診断の正確さが重要となる。ところ

でタイル仕上げの調査・診断方法は、材料や工法の

仕様の多様化により従前どおりの調査方法では正確

な診断が難しいものも出てきている。そこで既存の

調査方法である打診検査では剥離検出が困難とされ

る押出成形セメント板(Extruded Cement Panel:以

降、略称のECPと記す)タイル仕上げを取上げて、ど

ういった条件や調査方法であれば剥離検出が可能で

あるかを模擬剥離を設けた試験体を用いて検討した。 

２．タイル仕上げECPの剥離検出が困難な理由  

 ECPはパネルに中空部が設けてあり(図1)、このた

め既存の方法である打診検査では剥離箇所と中空部

の打音の聞き分けが困難となる。また、剥離箇所の

空気層と健全部とに生じる温度差を画像で検出する

サーモグラフィー法も、ECPの中空部が画像判断を困

難にしているとの意見がある。 

３．実験の概要  

実験水準は、ECPに50二丁掛けモザイクタイル(以

降、タイルと記す)の張付け施工に通常用いられるモ

ルタル及び有機系接着剤の2種類の仕様と、剥離発生

深さならびにタイルの色及び光沢とした。模擬剥離

の深さはタイルと張付け材の間(以降、陶片浮きと記

す)で深さ約6㎜、張付け材とECPの間(以降、下地浮

きと記す)で深さ約10㎜とし、これらの位置と形状は

図1のようにした。調査方法は表1に示す打診検査、 

サーモグラフィー法ならびに接着力試験で行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．結果 

打診検査は図2の方法を用いて熟練技術者が行っ

た。写真1に有機系接着剤張りタイル仕上げの結果を

示す。実際の模擬剥離は65枚で打診検査も65枚と精

度よく診断できていた。写真2にサーモグラフィー法

の結果をタイルが白色-光沢あり(写真左)と黒色-光

沢なし(写真右)の画像を示した。白色-光沢ありは剥

離検出が困難だが黒色-光沢なしはECPの中空部や周

辺の写込みもなく陶片浮きと下地浮きの多くが検出

できていた。接着力試験ではタイル面積の1/3以上接

着していれば0.4N/㎜2以上の接着力を確認できた。 

５．むすび 

タイル仕上げECPも打診検査やサーモグラフィー

法も条件が合えば剥離検出が可能であることが確認

できた。今後も引続き測定条件の検討を行う。 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不

要） 
 (博士(工学)) 

表１ 剥離調査方法の種類 

調査方法 条件 備考

打診検査 診断技術者が調査診断すること
実績件数：5件/年間（経歴30年）
実績件数：10件/年間（経歴25年）

サーモグラフィー法 2機種以上で確認すること
装置性能
最小温度分解能：0.04℃以上
表示画素数：640H×480V

接着力試験 模擬剥離3箇所以上で測定する 油圧式簡易引張試験器（日本建築仕上学会式）

下地からの浮き 陶片浮き

図１ 試験体および模擬剥離 

［有機系接着剤張りタイル仕上げECP］ 

写真１ 打診結果 

写真２ サーモグラフィー法の結果 

[白色-光沢あり] [黒色-光沢なし] 図２ ECPの打診検査方法 
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劣化診断手法の検討
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住宅研究部　住宅生産研究室　 主任研究官
（博士（工学））

　根本　かおり　

（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、模擬剥離
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非常時のバリアフリー、新たな避難
支援技術の開発 
住宅研究部 

住宅生産研究室   室長  布田 健 主任研究官 根本かおり 

建築研究部 

防火基準研究室 主任研究官  鈴木 淳一 基準認証システム研究室 主任研究官 中川 貴文 

（キーワード）  バリアフリー、非常時、避難支援技術、高齢者、障害者、乳幼児 

 

１．はじめに 

 近年、建築空間におけるバリアフリー環境につい

ては住宅も含めだいぶ整備されてきた一方で、火災

等の災害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、

高齢者や障害者、子ども等を対象としたものとなっ

ていない。そこで国土技術政策総合研究所では、平

成27年度から3カ年で、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行っている。 

 昨年度は1年目での実態調査の結果から、それらの

ニーズに即した避難支援装置（立位単独型）を新た

に開発し、人間工学的観点から実験を行った。本年

度は、主に保育園や施設での使用を想定した装置の

実験的検討を行い、結果については専門家への意見

聴取と共に避難支援装置（介助対応型）の必要条件

を整理した。また、実際に避難支援装置が設置され

ている建物での避難訓練の実態調査を行った。 

２．避難支援装置（介助対応型）に具備すべき機能

及びそれらの安全性・操作性の実験的検討 

 既往研究である立位単独型の実験の結果を踏まえ、

本年度は主に保育園や施設での使用を想定した、乳

幼児、障がい者、高齢者等に向けた介助対応型装置

（写真1）に具備すべき機能及びそれらの安全性・操

作性等の実験的検討を行った（写真2,3）。 

 

 

 

 

 

          

３．避難支援装置（立位単独型）を設置した施設に

おける避難訓練等の実態調査  

 試作を行った試験体と同様の装置が、実際の建物

にも設置され始めており、避難訓練等の様子を調査

した（写真4,5）。主な傾向は、以下の通り。 

避難支援装置：職員と利用者（障がい者）の避難時

間には差がない。 

救助袋：利用者（障がい者）は職員の約3倍の避難

時間を要し、個人差が大きい。 

職員：救助袋、避難支援装置の避難時間はほぼ同じ。 

利用者（障がい者）：避難支援装置は救助袋の1/3

の避難時間。 

 上述の通り、避難支援装置は避難時間も短く、安

全性・操作性も高いため職員の評価が高い。また、

通常使われる階段と避難支援装置の両方が使える状

況なら、軽度の下肢障害者には装置を使わせたいと

いう意見もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．成果の公表と普及  

成果は、学会の大会梗概などで速やかに公表する

と共に、避難支援技術に関する各主体（開発者、設

置者・設計者、施設管理者・利用者向け）に向けた

ガイドライン原案として、取りまとめていく。 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 

(博士(工学)) 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 

(博士(農学)) (博士(工学)) 

(博士(工学)) 

写真1 介助対応型装置 

のプロトタイプ 

写真3 必要寸法 

の検証  

写真2 操作ボタン 

位置の検証 

写真4 避難訓練の様子  写真5 救助袋（左）と避難 

支援装置（右）の比較 
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非常時のバリアフリー、 
新たな避難支援技術の開発

住宅研究部　住宅生産研究室　 室長
（博士（工学））

　布田　健　 主任研究官
（博士（工学））

　根本　かおり

建築研究部　防火基準研究室　 主任研究官
（博士（工学））

　鈴木　淳一　

基準認証システム研究室　 主任研究官
（博士（農学））

　中川　貴文

（キーワード）　バリアフリー、非常時、避難支援技術、高齢者、障害者、乳幼児
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密集市街地における民間事業者の事業 
展開上の課題と独自の取り組み事例 

（研究期間：平成28～30年度） 
都市研究部 都市開発研究室   室長  勝又 済 

都市防災研究室   室長  竹谷 修一 

（キーワード）  密集市街地、市街地整備、民間事業者、物的改善、先進事例 

 

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

あり、建て替え等の市街地整備の阻害要因となり得

る接道不良や輻輳した権利関係等の諸問題の効果的

な解決方策が求められている。また行政の厳しい財

政制約下においては、民間事業者の日常的な事業展

開により物的改善が進むよう環境整備も必要である。 

本稿では、国総研が民間事業者への調査により把

握した密集市街地における民間事業者の事業展開上

の課題と、民間事業者独自の取り組みにより課題を

解決し物的改善につなげた事例について報告する。 

２．密集市街地における民間事業者の事業展開上の課題 

民間事業者（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）に

対し密集市街地における事業展開上の課題について

アンケート・ヒアリング調査を実施した（合計47社

より回答）。その結果、道路基盤の未整備による工

事費の割高化、収益性・市場性の低さ、狭小敷地・

接道不良敷地での法規制適合の困難さ、借地・借家

等権利関係の複雑さ、地権者の高齢化や相続・経済

問題の発生による建て替え意欲の低下等、民間事業

者が手を出しにくい状況が浮かび上がった（図参照）。 

３．課題解決に向けた民間事業者独自の取り組み事例 

 民間事業者へのヒアリング調査により把握した、

密集市街地における課題を解決し物的改善につなげ

た民間事業者独自の取り組み事例について例示する。 

①空き地や空き家除却後の土地を用いた小規模連鎖

型の街区再編により、敷地条件の改善（未接道敷

地の接道化、狭小敷地の拡大）や道路条件の改善

（狭隘道路拡幅、行き止まり道路の解消）を実現 

②借地権や底地権を買い上げ、借地境界再編・再分

譲等により、借地の権利関係の整理を実現 

③建築基準法第43条ただし書許可について、通路沿

道地権者の同意取得や許可申請等コンサルティン

グを行い、未接道敷地での建て替えを実現 

④密集市街地及び地権者の抱える多様な課題に対応

できる専門家集団（設計、法律、税務、不動産、金

融、福祉等）を形成し課題解決をコーディネート 

４．おわりに 

今後は、民間事業者より把握した密集市街地にお

ける事業展開上の課題や独自の取り組み事例等も参

考にしつつ、課題解決に向けた環境整備に関する検

討を進めるとともに、密集市街地におけるまちづく

りノウハウの普及啓発等についても検討を行いたい。 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 

(博士(工学)) 

(博士(工学)) 

図 民間事業者へのアンケート・ヒアリング調査から得られた密集市街地の現状と事業展開上の課題 

・地区の道路基盤が未整備でアクセス性
が悪い 

・接道不良（建築基準法の接道規定）の
敷地が多い 

・狭小な敷地が多い 

・建物が建て詰まっており、オープンス
ペースが少ない 

・借地・借家等、権利関係が輻輳 

・相続問題、経済的問題などで権利者が
土地を自由に活用することができず
放置されている 

・所有者、居住者が高齢化 

・道路付けが悪く空地が少ないため、工事､重機設置、資材運搬の費用
が割高となる。 

・自動車のアクセス性が悪く、駐車場も取れないため住宅や収益物件
(コインパーキング、テナント等)の市場性が低下。 

・建て替えにあたり、接道規定等の法規制を遵守できないため建て替
えられない。 

・敷地の整序や共同化が必要な状況にあるが、権利関係等の複雑さや
地権者のノウハウ不足で実施が困難な状況にある。 

・借地条件変更承諾料が適正か判断しにくく、底地権利者との調整等
によりコストが増大 

・地権者が建て替えする意欲がわかない。 

・地権者が建て替えの費用負担ができない。 

民間事業者による事業展開上の課題 密集市街地の現状 
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都市研究部　都市開発研究室　 室長
（博士（工学））

　勝又　済

都市防災研究室　 室長
（博士（工学））

　竹谷　修一

（キーワード）　密集市街地、市街地整備、民間事業者、物的改善、先進事例
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三大湾に大きな高潮を発生させる台
風の特徴 （研究期間：平成28～30年度） 
 

沿岸海洋・防災研究部 沿岸防災研究室 
主任研究官 本多 和彦 室長 鮫島 和範 

（キーワード）  高潮、台風、東京湾、伊勢湾、大阪湾 

 

１．はじめに 

人口・資産が集中する三大湾（東京湾・伊勢湾・

大阪湾）は、閉鎖性が高く浅いため、高潮が発達し

やすい海域である。また、一般的に広い堤外地（防

潮壁等より海側の範囲）を有する港湾は、高潮等に

伴う浸水の危険性が高い。そこで、三大湾内の主要

港湾を対象に、台風の移動速度や大きさを変化させ

て、大きな高潮を発生させる台風の特徴を把握した。 

２．高潮解析条件 

設計条件を参考に、1959年の伊勢湾台風と同様の

中心気圧となる台風を想定し、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、湾毎に大きい高潮を発生させる3つの経路

タイプを平行移動させたコースを設定した（図－１）。

これらのコースの中から、対象港湾毎に高潮偏差が

最大となるコースについては、港湾毎の浸水解析も

実施した（国総研資料No.934、No.959、No.990）。

さらに、異なる台風の移動速度・最大風速半径によ

る解析を実施し、大きな高潮を発生させる台風の特

徴を明らかにした。 

３．解析結果 

顕著な傾向が見られた例として、伊勢湾内の港湾

毎の最大風速半径を変化させた高潮解析結果を図－

２に示す。最大風速半径が小さいほど急な気圧勾配

となり風が強くなる。湾奥に位置する名古屋港およ

び三河港については、湾の長軸方向に発達する高潮

の影響が卓越するため、最大風速半径が小さいほど

高潮偏差が大きくなる傾向がある。一方、他の港湾

については、湾奥に位置していないことから、湾の

長軸方向に発達する高潮の影響が卓越しない。 

４．おわりに 

三大湾内の対象港湾毎に大きな高潮を発生させる

台風の特徴が明らかにした本検討の結果は、各港湾

における高潮防災の検討における想定台風の設定等

への活用が期待できる。 

図－１ 台風コースの候補（伊勢湾のケース） 

図－２ 最大風速半径と高潮偏差（伊勢湾のケース）

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.934、No.960、No.990 

http://www.ysk.nilim.go.jp/kenkyuseika/kenkyusyosiry
ou.html 
2) 台風パラメターの感度分析結果については、平成30年

7月に国総研資料として発刊予定。 
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高潮観測の高度化に 

向けた観測技術の開発 
 

 沿岸海洋・防災研究部 沿岸防災研究室    主任研究官 内藤 了二 室長 鮫島 和範 
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（キーワード）  高潮，簡易潮位計、海洋レーダ  

１．はじめに 

三大湾や瀬戸内海における港湾の堤外地には、多

くの施設・事業所が立地しており、高潮への脆弱性

を有している。高潮は地形等の要因により、局所的

に水位上昇が発生する場合があるため、簡易な潮位

観測装置及び海洋レーダの活用により、きめの細か

い高潮観測手法を開発する。 

２．簡易な潮位観測装置による現地試験 

きめの細かい高潮観測手法開発のため、超音波を

使用した簡易な潮位観測装置（以降：簡易潮位計）

を用いた現地試験を行った。現地試験は、簡易な装

置とともに、簡便なデータ処理にて対応することを

念頭に実施した。この現地試験を通じて、観測機器

の設置、保守点検、維持管理、計測手法、データ処

理に関する技術的な課題を把握した。また、簡易潮

位計による観測値と現地水位との関係を確認するた

め、同時検潮を実施したところ、潮位観測の妥当性

が評価できた。さらに、台風来襲時のデータ取得状

況を確認するため、近隣検潮所データと比較したと

ころ一定の精度が確認できた（図－1）。 

その後、取得した観測データの精度向上のため、 

機器の設置位置とデータ精度との関係、データ処理

による観測精度の確保に係る検討を行うとともに、

取得データを即時把握するため、観測データの伝達

方法に係る検討を実施した。今後は、簡便なデータ

処理方法・伝達方法の確立、実用化に向けた他の港

湾での検証を図ることとしている。  

３．海洋レーダによる計測 

現在、閉鎖性内湾において流況観測、浮遊ゴミ予

測に用いている海洋レーダを高潮・波浪観測に用い

るための基礎的検討を行った。レーダのデータを簡

易法と呼ばれる方法を用いて波高換算し、海象計の

データと比較した。その結果、レーダによる波高換

算は精度が低いことが分かった。これは、湾奥にお

けるノイズの影響と考えられるが、さらに詳細な要

因を把握するためレーダ観測によって得られたドッ

プラースペクトルを分析した。その結果、低波浪時

では、ドップラースペクトルの1次散乱ピークが2次

散乱に紛れて小さくなっていること、高波浪時では 

1次散乱ピーク周辺に複数のピークがあり1次散乱ピ

ークが不明瞭であることが分かった（図－2）。今後

はノイズの軽減方策、新しい波高換算モデルの適用

等についての検討を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

図－1 簡易潮位計と検潮所による潮位比較 

 

 

 

 

 

 

 

図－2 海象計と海洋レーダによる波高比較 

 
詳細情報はこちら 
1)国総研資料No.959 

http://www.ysk.nilim.go.jp/kenkyuseika/pdf/ks0959.pdf 
2)藤田淳：海洋短波レーダの波浪観測に向けた基礎的検討,平成29 

年度日本沿岸域学会,平成29年7月 
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港湾の危機管理のあり方に関する研
究 
 

沿岸海洋・防災研究部 危機管理研究室   主任研究官 里村大樹 

（キーワード）  事業継続、BCP、国土強靱化、ドローン 

 

１．はじめに 

災害や事故、事件などの危機的事象発生時に機能

障害を最小限に留める、あるいは生じさせないため

の手法として様々な分野、組織で事業継続計画（BCP）

の取り組みが進められている。港湾においても取り

組んでおり、重要港湾以上の港湾では平成28年度末

までに港湾機能継続計画（港湾BCP）を策定した。し

かし、ほとんどの港湾BCPはまだ策定初期の段階にあ

り、想定地震を対象に復旧過程の全体の流れを整理

した段階のものが多くを占めている。 

 また、近年あらゆる分野で導入が進んでいるドロ

ーンであるが、平成27年4月に首相官邸の屋上で発見

されるなど保安上の脅威でもある。ドローンの港湾

分野への影響及び活用について調査・検討を行った。 

 

２．地震発生時の被災港湾事務所の初動 

 大規模地震等による災害発生時には、港湾では通

常の港湾機能の復旧だけでなく当該港湾近傍の被災

地への緊急物資の輸送や緊急救助隊の受け入れ等の

機能が求められる。これら救助・援助を受け入れる

ためには、航路・泊地・臨港道路等の啓開作業や岸

壁等の緊急復旧作業が先に行われる必要があること

から、港湾インフラ提供者側の港湾機能復旧活動の

迅速性が極めて重要である。 

港湾BCPの実効性を高める方策の一環として、地震

発生時の被災港湾事務所の初動について検討した。

その中で、緊急対策の立案段階において勤務環境の

確保、他機関との調整、契約行為・直営作業等の準

備が必要であり、その上で、港湾業務艇や環境整備

船による支援活動を行う上での注意点として、船舶

諸元や免許の関係で外洋を航行できないものが多い

ことを指摘した。 

３．ドローンの港湾保安分野への影響及び活用 

ドローンは近年技術開発が進み、測量、橋梁点検、

火山調査、太陽光パネル点検、物流など様々な分野

で導入が進んでいる。一方、首相官邸の屋上で発見

された事案を受けて航空法が改正され、人口集中地

区上空の飛行など一定の場合における飛行には国土

交通大臣の許可・承認が必要となった。 

港湾保安への影響としては、テロ活動等へ利用さ

れることが想定される。海外では自爆テロに使用さ

れたり、爆弾投下用に改造されたドローンが押収さ

れたりしていることがわかった。ドローンの検知技

術として、音波、電波、カメラ画像により検知する

技術の開発が進められていることを把握した。 

一方の港湾保安での活用については、照明等高所

にある施設の点検や、港湾施設内監視・不審者追跡

といったものが考えられる。施設内監視・不審者追

跡に関しては、警備分野で既に実用化されている。

制限区域のフェンスの点検に関しては、必要となる

分解能が高いため飛行速度が遅くなり、現状の市販

ドローンでは困難であることがわかった。 

 

写真 警備分野で実用化されているドローン 

里村大樹 
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臨港道路の啓開に関する研究 
 

沿岸海洋・防災研究部 危機管理研究室   主任研究官 里村大樹 

（キーワード）  臨港道路、BCP、道路啓開 

 

１．はじめに 

平成23年の東日本大震災や平成28年の熊本地震を

受け、平成28年に災害対策基本法が、平成29年には

港湾法が改正された。臨港道路に関係するところで

は、災害時において緊急輸送路を確保するため、臨

港道路の放置車両等に対して移動させるなどの措置

を執れるようになり、また、非常災害時には港湾管

理者からの要請を受けて、応急復旧工事を含めた港

湾施設の管理を国が直接行うことができるようにな

った。当研究室では臨港道路の啓開に関する事前対

策、使用可否判定、障害物除去などに関して、埋立

地等の沿岸域に立地することによる被災の特徴、船

舶や荷役機械、コンテナ等の災害時の散乱・流出物

の特徴等といった臨港道路の特性を考慮しつつ技術

的情報や過去の被災事例の整理を行った。 

 

２．事前対策 

 事前対策としては関係団体との協定、啓開計画の

策定、役割分担の確認、訓練などが挙げられる。 

普段は公園などとして利用されている港湾緑地に

砕石などの資材を備蓄することが有効である。また、

平成28年の熊本地震では、熊本港の復旧に当たり建

設団体との協定が活かされ、復旧工事への着手が迅

速だったことがわかった。 

 

３．使用可否判定  

被災後には臨港道路の点検を行い、使用可否の判

定を行うこととなる。過去の被災・復旧事例から、

使用可否の判定基準は構造形式や被災形態によって

一律に決まっておらず、技術者がケースバイケース

で判断していたことがわかった。 

 

４．障害物除去 

東日本大震災での事例では、臨港道路では無い一

般の道路において、まず1車線を確保することが求め

られていた。コンテナトレーラーなどの大型車が多

い臨港道路では、幅員を広めに確保する必要がある。 

 

５．今後の取組 

今後は、実務を行う職員の参考となる資料を目指

し、図に示す作業フローに沿って整理を行い、それ

ぞれの段階で重要なポイントなどについてとりまと

めを行う予定である。港湾BCP改定の際に活用が期待

される。 

 

図 臨港道路啓開の作業フロー 

里村大樹 
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グローバル・サプライチェーンの 
人為災害リスクの分析 （研究期間：平成28～30年度） 
 

港湾研究部 港湾システム研究室   室長  赤倉康寛 

（キーワード）  コンテナ輸送、代替経路、経済被害  

 

１．港湾・海運の災害リスク 

国際コンテナ輸送を主とした高頻度で安定した物

流がグローバリゼーションを進展させてきた。また、

ジャスト・イン・タイムの高効率なサプライチェー

ンも確立してきている。しかし、高度に発展したサ

プライチェーンは、災害リスクに対する脆弱性を併

せ持っている。東日本大震災では、日本からの部品

供給の滞りが、世界中の自動車生産を停滞させた。

一方、港湾・海運は、自然災害だけでなく、労働争

議や船社の破産等の人為災害によっても、その機能

が停滞・停止する。以上を踏まえ、人為災害による

国際物流や世界経済への影響を把握・分析した。 

２．米国西岸港湾の労使交渉による混乱（2014/15） 

 日米間のコンテナ貨物の8割超が利用する西岸港

湾では、6年毎に労使交渉が実施されてきた。2014年

では、6月末に08年協約が失効、10月下旬からのスロ

ーダウンや12月末からの夜間荷役中止によって沖待

ちが長期化した。2015年2月にオバマ大統領によって

派遣された労働長官の仲介により暫定合意した。 

 この混乱期間中の東京湾から西岸港湾への輸送日

数の変化を見たのが図－１である。平常時（2014年

2月）には約12日間であったのが、最大約26日を要し

ていた。日本からの自動車部品は、航空輸送された 

 

図－１ 東京湾→米国西岸港湾の輸送日数の変化 

ものの、北米工場が減産となった。米国及び北東ア

ジアの経済損失は、計70億ドル超と推計された。 

３．韓進海運の破綻 

船腹量世界第7位で、CKYHEアライアンスの一員で

あった韓進海運は、2016年8月末に法定管理（日本の

会社更生法に相当）を申請し、2017年2月に破産宣告

を受けた。同社のコンテナ船は入出港拒否や差し押

さえが発生し、これを避けるための長期の沖合停泊

も見られた。その影響として、コンテナの荷卸しが

完了したコンテナ船の隻数の推移を図－２に示すが、

全数完了に約3ヶ月を要していた。また、荷卸しは、

必ずしも当初の仕向港ではなく、差し押さえの危険

性がない中継港に貨物が大量に滞留した。影響を受

けた貨物の総価値は120億ドル程度と見積もられた。 

 

図－２ 荷卸しが完了したコンテナ船の隻数 

４．対応策の検討 

荷主側の対応策としてはルートの多重化が有効で

ある。港湾・海運側では、それぞれが事業継続を図

ると共に、さらに、代替経路の提供が期待される。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研研究報告 No.60 

http://www.ysk.nilim.go.jp/kenkyuseika/pdf/kh0060.pdf 
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グローバル ・ サプライチェーンの 
人為災害リスクの分析
（研究期間 ： 平成 28 年度～平成 30 年度）

港湾研究部　港湾システム研究室　 室長
（博士（工学））

　赤倉　康寛

（キーワード）　コンテナ輸送、代替経路、経済被害
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

直杭式横桟橋の照査用震度の新たな
算出方法 （研究期間：平成28～29年度） 
 

港湾研究部 港湾施設研究室 主任研究官福永 勇介  室長 宮田 正史 主任研究官竹信 正寛 

（キーワード）  固有周期、桟橋のばね定数、地盤反力係数 

 

１．現行の設計法の問題 

レベル1地震動に対する港湾の桟橋の現行の耐震

設計では，桟橋をフレームでモデル化して桟橋全体

系のばね定数を求めた後，1自由度系で再度モデル化

して，修正震度法により照査用震度を算出する。絶

対加速度応答スペクトルは地震動によっては固有周

期に対して大きく変動する場合もあるため，いかに

桟橋の固有周期を精度よく推定するかが，耐震設計

では肝要となる。しかし，常時微動観測記録により

推定された桟橋の固有周期や，それと概ね一致する

ことが確認されている2D FEM地震応答解析（以下，

2D FEA）により推定された固有周期と上記の2つの

モデルに基づき算出される固有周期との間には，乖

離があると指摘されていた1)。レベル1地震動に対す

る耐震設計全てにおいて，2D FEAを実施して固有周

期を算出するのはその手間から現実的ではないため，

本研究では，現行の耐震設計法を踏襲しつつ，桟橋

の固有周期の推定精度を改善する方法を検討した。 

２．新たな固有周期算出法 

 その方法として，本研究では2D FEAに基づく固有

周期を真値とみなし，それとフレーム解析による桟

橋のばね定数の関係を統計的解析により定式化する

手法を採用した。FEAには，異なる周波数特性を有

する3種類の地震動に振幅調整を施した43の地震動

と，様々な水深を有する21のモデル断面を用いた。

まずは，振幅を小さく調整した地震動のみを用いて，

2D FEAによる固有周期に対し桟橋のばね定数を説

明変数として回帰を行った（図1 A）。次に，同一の

周波数特性を有する地震動に対し，先程の小さな地

震動の振幅を，地盤の力学的な非線形性が顕著とな

る大きな振幅に調整して，振幅が小さな地震動の時

に対する振幅が大きな地震動の時の固有周期の比を

固有周期比として定義した。そこで，地盤の力学的

な非線形性の指標としてせん断弾性係数比を採用し，

2D FEAによる固有周期比に対し1D FEAによるせん

断弾性係数比とN値を説明変数として重回帰を行っ

た（図1 B）。これらの回帰方程式を合成して，2D FEA

による固有周期を桟橋のばね定数，せん断弾性係数

比，N値の関数として表した。その結果，固有周期

は本研究の手法の方が現行法よりも真値に著しく近

くなっていることが分かる（図2）。 

 
図1 新たな固有周期算出式の定式化のフロー 

 

  
図2 固有周期の比較（左: 2D FEA－現行基準，右: 2D FEA－Tdyn） 

３．今後の研究の方向 

 本稿では固有周期の推定精度の改善に関する話に

留めたが，本研究では1自由度系でモデル化した時の

減衰定数の修正も提案しており，詳細は2)を参照さ

れたい。今後の検討として，現行設計においてレベ

ル1地震動により杭応力の妥当性，背後の土留め工の

種類が異なる場合への拡張などを考えている。 
1) 長尾 毅：国総研資料 No.61，2003. 
2) 勝俣 優ほか：国総研資料 No.1001，2018. 
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直杭式横桟橋の照査用震度の 
新たな算出方法
（研究期間 ： 平成 28 年度～平成 29 年度）

港湾研究部　港湾施設研究室　 
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　正寛

（キーワード）　固有周期、桟橋のばね定数、地盤反力係数
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研究動向・成果 
 

 

空港全体の耐震評価に関する研究 
 
 

空港研究部     空港新技術研究官  中島由貴  

（キーワード）  信頼性理論、損傷確率、目標安全水準 

 

１．はじめに 

「地震に強い空港のあり方（航空局、2007）」に

おいて、「発災後3日以内に通常時の運航能力50%に

相当する運航能力（発着数）を確保」と、空港全体

の要求性能が示された。空港は、滑走路、ターミナ

ルビル等の複数要素から構成されるシステム（図１）

として全体の運航能力が発揮される。 

 

 

図１ 空港全体のシステム（抜粋） 

 

２．要素別の損傷確率 

ターミナルビル等の周期性構造物の損傷確率の評

価は提案済だが、滑走路及び用地は地盤構造物であ

り、液状化が想定されるも、その損傷確率の評価方

法が未提案であった。東日本大震災の被害（無被害）

事例から、関数（フラジリティカーブ）を求め評価

した。図２は、兵庫県南部地震の観測地震動による、

標本空港の構成要素（抜粋）の評価例である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 構成要素の損傷確率 

３．空港全体の評価 

3日以内に発着数で50%は航空従事者や旅客とって

一見わかり易いが、どの程度の可能性で達成できる

かは不明であり、達成確率を評価する必要がある。

復旧過程は、無数に想定されるため、発災からの経

過時間断面別の確率分布と考えたうえで、発着数50%

以上の達成確率の時間推移を考える（図３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 要求性能の達成確率 

具体には、要素別の損傷確率（図２）をシステム

（図１）に反映することにより求めた（図４）。 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 達成確率の時間推移 

標本空港の3日以内に発着数50％の達成確率は48%

しかないことが解る。今後、空港全体の要求性能の

目標安全水準及び構成要素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。 

【参考】 

 国総研資料 No.962 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0962.htm 
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空港全体の耐震評価に関する研究

空港研究部　空港新技術研究官　中島　由貴

（キーワード）　信頼性理論、損傷確率、目標安全水準
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

CCTVカメラの旋回機能を利用しパノ
ラマ画像を夜間でも作成する手法の
開発 （研究期間：平成26～30年度） 
 

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 
研究官今野 新 情報研究官前田 安信 室長関谷 浩孝 主任研究官糸氏 敏郎 交流研究員森田 健司 

（キーワード）  CCTVカメラ、被害把握、画像処理 

 

１．はじめに 

国土交通省が管理する河川や国道には約2万台の

CCTVカメラが設置され、維持管理や防災に活用され

ている。災害時にはCCTVカメラ画像から土木施設等

の被害状況の把握を行うが、この場合、CCTVカメラ

を１台ずつ操作する必要があるため対象地域内の

CCTVカメラの画像確認が完了するまでに時間を要す

る。特に被害範囲が大きくなる大地震においては画

像確認完了までに要する時間は長くなる。 

 そこで国総研では、地震発生直後に気象庁が発表

する行政界震度情報（市区町村単位の最大震度情報）

に基づき、設定震度以上の地域にあるCCTVカメラを

自動で選定し、選定したCCTVカメラを自動的に旋回

して得られる画像を繋ぎ合わせることで、パノラマ

画像を作成する技術開発に取り組んでいる。 

本稿では2015年度までの取組を元に開発した、夜

間にパノラマ画像を作成する手法の概要を報告する。 

２．開発した手法の概要 

 従来の手法では、CCTVカメラを自動旋回した動画

から、隣り合う静止画と共通する領域を3割程度確保

するように複数の静止画を切り出す（図-1上段）。

パノラマ画像は、隣り合う静止画と共通する特徴点

注）を元に繋ぎ合わせて作成する。夜間では、光量を

確保するために、CCTVカメラの電子増感機能により、

CCTVカメラの旋回中に光の帯（残像の尾）が発生す

る。このため、特徴点を抽出しにくくなる。 

開発した手法では、CCTVカメラを小刻みに旋回、

停止しながら静止画を切り出す（図-1下段）。停止

中に切り出した静止画では、光の帯は消滅するため

特徴点を抽出しやすくなる。 

開発した手法の有効性を検証するため、平成29年2

月9日（曇）に関東地方整備局京浜河川事務所が管理

する複数のCCTVカメラを対象とし、時間帯を4回変化

させてパノラマ画像を作成する実験を行った。停止

中に切り出した静止画をつなぎ合わせて作成したパ

ノラマ画像の例を図-2に示す。CCTVカメラを小刻み

に旋回、停止する手法により、光の帯が発生する夜

間でもパノラマ画像を作成することが可能であるこ

とを確認した。 

 

図-1 従来手法と開発した手法の旋回方法の違い 

 

図-2 実験で作成したパノラマ画像の例 

３．おわりに 

2017年度においては各地方整備局の事務所の鉄塔

等、高所に設置したCCTVカメラを対象にパノラマ画

像を作成する手法を明らかにするための準備を進め

ているところである。 

注）特徴点…周囲の画素との差異が際立っている点（例：構造物の角、電柱の端） 

☞詳細情報はこちら 

1) 社会資本情報基盤研究室ホームページ 

http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bunya/bousai/cctv.html 
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CCTV カメラの旋回機能を利用し 
パノラマ画像を夜間でも作成する 
手法の開発 （研究期間 ： 平成 26 年度～平成 30 年度）

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　今野　新　情報研究官　前田　安信　 室長

（博士（工学））
　関谷　浩孝　

主任研究官　糸氏　敏郎　交流研究員　森田　健司

（キーワード）　CCTVカメラ、被害把握、画像処理
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

都市のグリーンインフラを活用した
防災・減災対策の推進（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 緑化生態研究室 
室長 舟久保 敏 研究官 荒金 恵太 

（キーワード）  緑の基本計画、防災公園、防災系統緑地、グリーンインフラ 

 

１．はじめに  

国土交通省では、平成7年の阪神・淡路大震災等を

踏まえ、主として地震火災を対象に「防災公園計画・

設計ガイドライン（平成11年7月）」を作成し、防災

公園の計画・設計の考え方を示した。その後、同ガ

イドラインは東日本大震災等で生じた課題を踏まえ

た改訂を平成27年9月に行い、更に熊本地震で得られ

た教訓や知見も加えて管理運営面の内容を充実化し

た増補改訂を平成29年9月に行った1)。 

一方で、都市の防災性の向上を一層推進するため

には、公園だけではなく、道路や河川、さらに民有

の樹林地などを含めた「防災系統緑地」全体を対象

とした計画手法や実現手法の確立が課題となってい

る2)。また、近年、各種の社会資本整備等の面にお

いて、防災・減災への対応を含め、自然環境が有す

る様々な機能を賢く利用し、持続可能で魅力ある国

土・地域づくりを行う「グリーンインフラ」の概念

が注目されている3)。このような状況を背景とし、

各種災害に対応できる効果的な防災系統緑地の確保

の推進に向け、標題の調査研究に取り組んでいる。 

２．都市防災に資する緑の基本計画の策定動向 

国総研緑化生態研究室では、全国の主要都市で近

年策定・改訂された緑の基本計画（都市緑地法第4

条）72計画を対象に、様々な都市のみどりが、地震

災害、水害、土砂災害などの災害に対してどのよう

な防災上の役割を担うとされているのか、その位置

づけの動向を整理した4)。その結果、全体的な傾向

としては、大規模地震及びそれに伴う火災への対策

として、火災の延焼の遅延・防止や災害時の避難の

場としての機能を有する公園のみどりや道路のみど

りを位置づけた計画が多数みられた4)。また、津波

被害の軽減・防止（図1）や都市型水害の軽減・防止 

 

 

 

 

 

 

（図2）などについて、様々なみどりを組み合わせて

計画に位置づけられている例も確認された4)。今後

南海トラフ巨大地震等の大規模地震の切迫性や気候

変動に伴う水害リスクの増大が指摘されている中、

このような各種のみどりの施策を計画に位置づけて

いくことは、一層重要になると考えられる。 

３．技術資料の作成検討 

 ２．で行った調査内容等を踏まえ、主に地方公共

団体の担当者等を対象として、防災系統緑地の計画

策定の手順や実施のポイント等をとりまとめた技術

資料を作成するため、その検討を進めている。当該

技術資料は、平成30年度中にとりまとめ、国総研ウ

ェブサイトへの公表を予定している。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.984 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0984.htm 
2) 荒金恵太：都市の防災性向上に向けた緑の基本計画の 

展望、グリーン・エージ 44(9)、21-24、2017 

3) 荒金恵太：都市のグリーンインフラを活用した防災・ 

減災に係る政策・研究の動向、土木技術資料59(52)、54-55、

2017 

4) 荒金恵太・西村亮彦・舟久保敏：緑の基本計画におけ 

る防災機能の位置づけに関する考察、ランドスケープ研究

80(5)、673-676、2017  
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図1 津波被害の軽減・防止（仙台市の例） 

図2 都市型水害の軽減・防止（世田谷区の例） 
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都市のグリーンインフラを活用した 
防災 ・ 減災対策の推進
（研究期間 ： 平成 28 年度～平成 29 年度）

社会資本マネジメント研究センター　緑化生態研究室 
室長　舟久保　敏　研究官　荒金　恵太

（キーワード）　緑の基本計画、防災公園、防災系統緑地、グリーンインフラ
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地盤変状が橋に及ぼす影響の 
最小化に向けた技術開発 
（研究期間：平成29～33年度） 
社会資本マネジメント研究センター 熊本地震復旧対策研究室 
主任研究官 澤田 守  室長   星隈 順一 研究官 中川 量太 

（キーワード）  地盤変状、損傷制御、支承部  

 

１．はじめに 

熊本地震では、地震の揺れに加えて斜面崩落や地

盤変位等の影響から、主桁等の橋の供用性を確保す

る上で重要な部位に損傷が及んだ事例が報告されて

いる。道路橋の耐震設計は、既往最大級の地震の影

響を考慮し、振動による影響に対して抵抗力を確保

することが基本とされているが、その一方で、地盤

変状等のような不確実性の高いリスクに対する橋へ

の影響を軽減する観点も重要である。このため、斜

面崩落や地盤変位に伴って下部構造に大きな移動が

生じるような状況に対して、橋の機能回復性に及ぼ

す影響の小さい破壊形態となる確からしさを高める

設計技術の開発を行っている。本報では、熊本地震

での橋の被災状況を踏まえ、支承に着目して橋に生

じる破壊形態を制御する設計の考え方を紹介する。 

２．熊本地震での橋梁支承部の被害  

 熊本地震では、地盤変状により上部構造、下部構

造ともに大きく動き、上下部構造間に大きな相対変

位が生じた。このため、上下部構造間に設置されて

いる支承部や支点部近傍の主桁に損傷が生じた。損

傷の特徴としては、図-1に示すように、損傷してい 

 

図-1 熊本地震による橋梁支承部の損傷例 

 

図-2 損傷制御型支承の考え方（案） 

る箇所が様々であることが挙げられる。 

３．損傷制御型支承の考え方の整理 

支承部は各種の部材で構成され、それぞれ、橋の

設計基準に従って設計されるが、基準を満たすよう

に設計した上で、橋の機能回復性に及ぼす影響が最

小化されるよう、最終的に破壊する部位を制御する

ための支承の設計法の検討を行った。損傷制御型支

承の設計の考え方の案を図-2に示す。最終的に破壊

させる部材（損傷制御部材）は、段差を小さくする

等の機能回復性とともに、損傷制御の確実さ、交換

のしやすさ等の観点から設定する。本研究では、そ

れらの観点から損傷制御部材を下沓セットボルトに

設定した。そして、下沓セットボルトと他部材の間

に有意な耐力の差（耐力階層化）を設けた設計を行

うことで、破壊を制御する考え方である。 

４．おわりに 

上述の損傷制御型支承の設計の考え方に基づき試

験体を製作し、実証実験を予定している。損傷制御

型支承の実橋への適用を目指し、必要な検討を進め

る予定である。 
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地盤変状が橋に及ぼす影響の 
最小化に向けた技術開発
（研究期間 ： 平成 29 年度～平成 33 年度）

社会資本マネジメント研究センター　熊本地震復旧対策研究室 
主任研究官　澤田　守　 室長

（博士（工学））
　星隈　順一　研究官　中川　量太

（キーワード）　地盤変状、損傷制御、支承部
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

水害被害低減対策の目的に応じた 
リスク情報とその検討手法の提案 
（研究期間：平成27～29年度） 

 

河川研究部 水害研究室 室長 板垣修 研究官 三好朋宏 河川研究室 主任研究官 山本陽子  

水循環研究室 研究官 山地秀幸 

（キーワード）  水害リスク情報、浸水深、平均的シナリオ 

 

１．対策の目的に応じた水害リスク情報の必要性 

水害被害低減対策の検討に当たっては、設計外力

までほぼ確実な防災効果が期待される防災施設整備

だけでなく、設計外力を超える豪雨・洪水襲来時に

も被害発生を極力抑えるためのリスク低減対策につ

いて検討する必要があり、その前段としての地域の

リスクの適切な理解が必須である。なお、守ろうと

する対象により被害に密接に影響する要因・浸水シ

ナリオが異なる場合があり把握すべきリスク情報が

異なることがあるので注意が必要である（図-1）。 

２．平均的シナリオに基づくリスク分析手法の開発 

平均的な浸水シナリオに基づくリスク情報（図-1）

について検討するには、起こりうると考えられる

様々な種類・規模の浸水シナリオを網羅的に抽出す

るためのモンテカルロシミュレーション等を行うこ

とが必要と考えられるが、限られたデータに基づく

外力想定等において避けられない不確実性を踏まえ

ると、コストの割にリスク情報の精度・信頼性がそ

れほど向上するとは限らないと思われる。また、全

国展開を考えると手法は可能な限り低コストである

ことが望ましい。 

  

図-1 守ろうとする対象と必要なリスク情報の関係 

 

図-2 浸水シナリオ群に基づくリスク情報概念図 

 

図-3 豪雨規模別内水氾濫による浸水深試算例 

 

このため、起こりうると考えられる外力等（降雨

の時空間分布、河口出発水位等）にいくつかのケー

ス（例 高潮位だけでなく低潮位も）を設定し最大・

最小並びに平均的浸水シナリオを概略推定し目的に

応じたリスク情報を切り出して提供する手法を開発

した（図-2）。モデル地区での試算例を図-3に示す。 

３．今後の予定 

引き続き目的に応じた水害リスク情報の作成・提

供・活用手法について研究を進める予定である。 

☞土木技術資料 Vol.59, No.12, 2017 pp.26-29 
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水害被害低減対策の目的に応じた 
リスク情報とその検討手法の提案
（研究期間 ： 平成 27 年度～平成 29 年度）

気候変動適応研究本部

河川研究部　水害研究室　室長　板垣　修　研究官　三好　朋宏　

河川研究室　主任研究官　山本　陽子　

水循環研究室　研究官　山地　秀幸

（キーワード）　水害リスク情報、浸水深、平均的シナリオ
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個別記事用原稿（２ページ原稿） 
 

 

まちづくりや住民・事業者と 
連携した浸水対策について 

（研究期間：平成27～29年度） 
気候変動適応研究本部 
都市研究部   都市計画研究室長 木内 望   都市防災研究室長 竹谷 修一 

河川研究部  水防災システム研究官 深見 和彦   水害研究室長  板垣 修 

下水道研究部 下水道機能復旧研究官 横田 敏宏 

（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 
１． はじめに 

気候変動により生じる水害リスクの上昇に対して、

これまでの治水施設による防御に加えて、まちづく

りと連携した浸水対策の取り組みが重要と指摘され

ている。都市には多様な居住形態や事業活動が展開

しており、予想されるハザードによる人命と資産の

リスクを住宅や事業所及び、それらにより構成され

る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、取り組みが促進されると考えられる。 
本稿では、まちづくりと連携した浸水対策の取組

み事例に関する調査と、住宅・事業所レベルでの統

合的浸水リスク情報の提示による浸水対策行動意識

の変化に関する調査の内容と結果を紹介する。 

２． まちづくりと連携した浸水対策の取組み事例 

西欧においては、これまで比較的安定した気象条

件の下にあったが、気候変動に伴う降雨量の増大等

の懸念から、都市空間を活用した雨水流出の抑制（貯

留）や、都市的機能を併せ持つ治水施設整備（写真

１）、複合的まちづくり手法を活用した治水施設整

備（写真２）など、まちづくりと連携した治水対策

の取り組みが始められている。 
我が国でのこうした取り組みを整理すると、①建

築・土地利用規制（建築基準法に基づく災害危険区

域の指定等：写真３）、②計画誘導（立地適正化計

画の策定検討における水害リスクの考慮等）、③開

発事業における連携（都市再生における官民連携に

よる取り組み等：図１）などに整理される。これら

の事例について本調査では、関連資料の収集・分析、

ヒアリング、現地視察などを行い、その概要と、リ

スク低減（確保する治水安全度目標）の考え方、合 

写真１ オランダ・ロッテルダム市における堤防を 

兼ねた公園（上部）・店舗（下部）の整備 

写真２ 英国・シェフィールド市のＢＩＤまちづくり 

手法による治水施設整備事業 

写真３ 札幌市の災害危険区域における建物基礎の嵩上げ 

図１ 官民連携した浸水対策の方策のイメージ 

（出典：横浜市「エキサイトよこはま22」平成21年12月） 
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まちづくりや住民 ・ 事業者と連携した 
浸水対策について（研究期間：平成27年度～平成29年度）

気候変動適応研究本部

都市研究部　都市計画研究室　 室長
(博士 (工学 ))

　木内　望

都市防災研究室　 室長
(博士 (工学 ))

　竹谷　修一

河川研究部　水防災システム研究官　深見　和彦

水害研究室　室長　板垣　修　下水道研究部　下水道機能復旧研究官　横田　敏宏

（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
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意形成手続き、官民の役割分担、成立

要因等を整理・考察してまとめている。 
こうした取り組みは実際の洪水被害

を背景・契機に多くが成立しており、

公共と民間による対策の協力・分担関

係が明確になっている場合が多く、現

場の治水部局を中心にまちづくりと連

携した浸水対策に対する期待が高い一

方で、リスクの実態・費用対効果の見

極めや、状況変化に対応した見直しと、

その基盤となるハザードの適切な評価

などが課題であることがわかった。 

３． 住民・事業者への統合的浸水リス

ク情報の提示と浸水対策行動意識 

建物レベルでの浸水による資産被害

への対策を促すには、統合的浸水リス

ク情報（各地点の再現期間別の浸水深情

報と、住宅・事業所単位でのその資産被

害や対策効果への翻訳）の提示が必要

と考えており、別途実施1)中の再現期

間別の浸水深の試算結果を受け、対策

行動を促すわかりやすいリスク情報の提示方法を検

討している。 
大河川下流のデルタ地域に広がる大都市市街地に

立地する住宅・事業所12箇所を対象に調査を行い、

前年度までに開発した「モデル建物」による浸水被

害リスクの評価手法2)に基づき、①建物内の主な資

産の鉛直分布等を調査、②当該地点における生起頻

度（再現期間）別の浸水深（内水のみ）の計算結果

と組み合わせたリスク情報を提示、③各建物と試算

分布等の実態を踏まえた簡易な対策案とその効果

（年平均被害軽減額）を提示、の上で情報のわかり

やすさ・信頼性や、対策行動意識の変化についてヒ

アリングを行っている（図２）。 
 現時点での調査結果を簡単にまとめると、各建物

の実態に合ったリスク情報・対策・効果がわかりや

すく提示されていると、多くの調査対象者から総じ

て高い評価を得た。特に低床の事業所（その多くは

床面が敷地と同レベル）において、浸水深は小さい

が高頻度におこる事象に対して、簡易な対策を実施

する意欲の向上が見られた。このような浸水リスク

情報の提示により、内水被害への取り組みを促進す

る効果があると考えられる。一方で、提示した数値

が実感に合わない、期待値による表現が理解できな

い、対策案による止水効果の詳細が不明といったコ

メントや、低頻度の浸水被害への対策には調査対象

者が総じて否定的といった課題も明らかとなった。 

４． まとめ 

研究全体を通じて、効果的な資産被害対策を推進

する上で、統合的な浸水リスク情報をわかりやすく

提示することが、住民・事業者の浸水対策行動を促

進し、地区レベルでのまちづくりと連携した取り組

みに対しても有効であることを示せたと考えている。 
本稿での紹介内容を含む、研究課題「気候変動下

の都市における戦略的災害リスク低減手法の開発」

（平成29年度終了）の研究成果は、今後発刊予定の

国総研資料にとりまとめて公開の予定である。 

☞関連情報 

1) 「水害被害低減対策の目的に応じたリスク情報とその
検討手法の提案」国総研レポート2018、93p 

2) 「モデル建物による都市の浸水被害／対策効果の評価」
国総研レポート2017、99p 

図２ 住民・事業者への浸水リスク及び対策案・効果の提示（例） 
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インフラ被災情報のリアルタイム 
収集・集約・共有技術の開発 
～SIP防災研究の取り組み～ 

（研究期間：平成26～30年度） 

 防災・減災研究推進本部 

社会資本マネジメント研究センター 情報研究官 前田 安信  

情報基盤研究室 研究官  今野 新 交流研究員  森田 健司 

土砂災害研究部 土砂災害研究室 室長 野呂 智之 主任研究官 神山 嬢子 

道路構造物研究部 道路地震防災研究室 室長 片岡 正次郎 研究官  白石 萌美  

（キーワード）  防災・減災、初動対応、情報ニーズ  

１．はじめに 

大規模災害時に適切に対応するためには、限られ

た情報から早期に全体の被害を把握する必要がある。

国総研は、内閣府が創設したSIP（戦略的イノベーシ

ョン創造プログラム）の中で、既設のCCTVカメラや

衛星を効率的に活用し、早期に被害を把握するため

の技術開発に取り組んでいる。また、適切な技術開

発および社会実装のため、近年発生した大規模震災

である平成28年熊本地震を対象に、災害対応の現場

の情報ニーズ調査を実施し、情報ニーズの明確化と

ともに、各種災害把握技術に期待される役割を明確

化する取り組みを進めている。 

本稿では、情報ニーズの調査および技術評価の結

果に基づき、SIP防災の一環として取り組みを進めて

いる技術開発およびその社会実装について紹介する。 

２．災害対応の情報ニーズ調査と技術評価 

 災害対応の現場の情報ニーズを把握し、各災害把

握技術に求められる役割を明確にするため、平成28

年熊本地震を対象に調査を実施した。調査結果をも

とに、いつどこでどのような情報が収集されたか等

の事実関係を時間軸上で整理し、情報の空白や、情

報の収集に関する課題を災害対応の場面に応じて整

理した。これらの結果を参考に、CCTVカメラ、衛星

等を発災時に効率的に活用するため取り組みを進め

ている技術開発について紹介する。 

３．CCTVカメラ映像からの効率的な被害検出 

国土交通省がインフラ監視のため全国に設置して

いるCCTVカメラの映像は、発災直後の被害把握にも

活用されている。しかし、カメラを旋回させ周囲を

確認するには１台ずつ手動で操作する必要があり、

初動時の人員が限られる中、膨大な数のカメラから

被災状況がわかる画像を選び出すのは困難である。

そこで、(1)カメラを自動で旋回させパノラマ画像を

作成し周辺状況を把握する技術(2)膨大な画像情報

から被災画像を検出するための技術の開発に取り組

んでいる（図-1）。 

 

図-1 パノラマ画像作成と被害画像検出（イメージ） 

（１）パノラマ画像の自動作成 

地震発生後、気象庁の震度情報をもとに、被害が

想定される地点に設置されているCCTVカメラのリス

ト（以下、CCTVカメラリスト）を作成し、リスト上

のカメラを自動で旋回させ、パノラマ画像を作成す

る仕組みを構築した。平成29年度は各地方整備局の

CCTVカメラを対象に、実運用環境下でパノラマ画像

作成の試行実験に取り組んでいる。 

（２）被害画像の自動検出 

映像から被害画像を効率的に検出するため、①背
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インフラ被災情報のリアルタイム 
収集 ・ 集約 ・ 共有技術の開発 
～ SIP 防災研究の取り組み～
（研究期間 ： 平成 26 年度～平成 30 年度）

防災・減災研究推進本部

社会資本マネジメント研究センター　情報研究官　前田　安信　

社会資本情報基盤研究室　研究官　今野　新　交流研究員　森田　健司

土砂災害研究部　土砂災害研究室　室長　野呂　智之　主任研究官　神山　嬢子

道路構造物研究部　道路地震防災研究室　 室長
（博士（工学））

　片岡　正次郎　研究官　白石　萌美

（キーワード）　防災・減災、初動対応、情報ニーズ
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景差分方式②深層学習方式を用いた技術開発を実施

した。背景差分方式では、平常時と発災時の画像と

差分をとることで異常を検知し、被災の可能性の有

無を判断する。深層学習方式では、各地方整備局か

ら収集した過去の災害時の被害写真を用いて、被害

の内容を認識させる試行を行っている。 

作成したパノラマ画像および検出した被災画像は、

国土交通省のDiMAPS（統合災害情報システム）との

連携により、国土交通省の災害初動で活用される予

定である。 

４．効果的にSAR画像を活用するための技術 

人工衛星搭載型の合成開口レーダ（以下、SAR）は、

光学画像では地上の状況を把握できない荒天時や夜

間にも広域の観測が可能である。しかし、衛星の軌

道により観測可能な時間や領域が制限されるほか、

未加工のSAR画像は判読が難しく画像処理が必要で

あるなど、災害把握技術としての活用に課題がある。 

（１）人工衛星と航空機等を組合せた観測計画立案 

人工衛星の軌道に依らず迅速に被災領域を観測す

るため、人工衛星、航空機、防災ヘリを効率的に組

み合わせた観測計画の立案を支援する技術開発を行

っている（図-2）。観測計画の立案には、運用条件、

災害時の環境条件（時間・天候・利用可能な空港な     

ど）を総合的に検討する必要がある。現在はこのよ

うな検討を支援するWEBシステムを構築中であり、今

後は地方整備局等での試用結果を踏まえた改良を実

施する。  

 

図-2 南海トラフ巨大地震を想定した観測計画のイメージ

（２）SAR画像の判読支援 

震災対応にあたる職員のSAR画像判読調査を支援

するため、SAR画像の判読性を向上させることで、作

業の迅速化を実現する画像処理技術を開発した。直

感的な視認性を向上させるとともに、目視判断の優

先箇所を半自動で抽出し、その結果をもとに技術者

が判読を行う。平成28年熊本地震、平成29年九州北

部豪雨等の実災害で判読性の検証を行った（図-3）。

また、地整の防災担当の職員などを対象に判読方法

の研修等を実施した。

 

図-3 平成28年熊本地震後のSAR画像の判読結果 

５．地整への地震情報メール自動配信  

 情報が限定的な発災直後の15分間での情報提供を

目的として、インフラの被災規模感を推定する「ス

ペクトル分析情報」と、３.(1)で述べた「CCTVカメ

ラリスト」を自動配信する機能を構築した。一定の

震度（現在：震度5弱）以上の地震発生時にシステム

上で自動作成され、事前に登録したアドレスへ自動

で配信される。平成29年4月より地方整備局の防災担

当者等を対象に、試験的に自動配信を開始した。地

整の防災訓練等での活用も報告されている。 

６．おわりに 

現場のニーズ把握やシステムの改良・高度化を通

じ、SIP最終年度である平成30年度へ向け、引き続き

社会実装の取り組みを進めていく予定である。今後

は、これらの結果をもとに、各技術に求められる役

割を明らかにすることで、技術開発目標の検討を進

めていく予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1)社会資本情報基盤研究室ウェブサイト 

http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/index.htm  
2) 土砂災害研究室ウェブサイト 

http://www.nilim.go.jp/lab/scg/index.htm 
3)道路地震防災研究室ウェブサイト  

http://www.nilim.go.jp/lab/rdg/division/division.htm 
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２．インフラの維持管理

 

個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

B-DASHプロジェクト（ICTを活 
用した設備劣化診断技術）の 
実証研究   （研究期間：平成２７年度～） 
下水道研究部 下水処理研究室 
室長 山下 洋正 主任研究官 太田 太一 研究官 山本 明広 研究官 石川 剛士 交流研究員 渡邉 航介  

（キーワード）  下水道、ICT、維持管理、劣化診断、革新的技術  

 

１．はじめに 

国土交通省では、新技術の研究開発及び実用化を

加速することにより、下水道事業におけるコスト縮

減等を実現することを目的として、「下水道革新的

技術実証事業（B-DASHプロジェクト）」を平成23年

度から実施しており、国土技術政策総合研究所は、

この実証研究の実施機関となっている。 

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2技術の概要を紹介する。 

 

２．ICTを活用した下水道設備の劣化診断技術 

(1) センサー連続監視とクラウドサーバ集約による

劣化診断技術および設備点検技術の実証研究 

(水ing株式会社・仙台市共同研究体) 

本技術は、振動法による設備状態を常時監視する

センサーモニタリングデータとタブレット端末を用

いた日常点検の直接入力データを効率的にクラウド

サーバに集約し、これらデータを用いた劣化診断技

術および設備点検技術からなる状態監視保全を実現

するものである（図１参照）。センサーモニタリン

グでは、回転機器に振動等センサーを設置して連続

監視すると共に、取得したデータは通信機能を用い

てクラウドサーバに蓄積する。タブレット点検では、

日常点検における従来の紙帳票への記録方法に代え

 

図１ センサー連続監視とクラウドサーバ集約技術 

ることで作業時間を低減しながら効率的にデータを

クラウドサーバに蓄積する。クラウドサーバに集約

されたデータは、設備劣化診断に有効なデータを抽

出し可視化することで、劣化診断技術の高度化によ

る状態監視保全の効率化を図る。本技術を実証し、

導入することにより、劣化診断の高度化による維持

管理費用の縮減や作業量･時間の低減又は適切な設

備の修繕計画立案に寄与することが期待される。 

 

(2) 振動診断とビッグデータ分析による下水道施設

の劣化状況把握・診断技術実証研究 

((株)ウォーターエージェンシー・日本電気(株)・旭

化成エンジニアリング(株)・日本下水道事業団・守

谷市・日高市共同研究体) 

 本技術は、センシング技術とビッグデータ分析技

術を組み合わせた技術であり、振動センサーを用い

た回転機器の連続監視（センシング技術）データと

施設内の大量の運転データ(ビッグデータ)を活用し

たビッグデータ分析を行い、異常予兆把握や劣化予

測を行うものである。本技術を活用した状態監視保

全により、効果的な異常検知や維持管理費用の低減

効果を実証するものである。 

 

３．今後の展開 

国総研では引き続きB-DASH事業を主導し、革新的

技術の普及促進を図る。当該実証研究は、引き続き

データの取得を継続する予定である。実証研究の成

果から取りまとめた本技術による下水道事業の維持

管理費用の低減と生産性向上への寄与を目指す。 

☞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 
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B-DASH プロジェクト （ICT を活用した 
設備劣化診断技術） の実証研究
（研究期間 ： 平成 27 年度～）

下水道研究部　下水処理研究室 
室長　山下　洋正　主任研究官　太田　太一　研究官　山本　明広　
研究官　石川　剛士　交流研究員　渡邉　航介

（キーワード）　下水道、ICT、維持管理、劣化診断、革新的技術
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

衛星SARを活用したダムの 
変位モニタリング技術の開発  
（研究期間：平成26～30年度） 

 

河川研究部 大規模河川構造物研究室 主任研究官 佐藤弘行 研究員 石川亮太郎 室長 金銅将史 

（キーワード）  ダム、維持管理、衛星SAR、変位モニタリング 

 

１．はじめに  

ダムの安全管理では堤体や基礎岩盤の変位計測が

重要なモニタリング項目の１つとなっており、コン

クリートダムでは一般に堤体内部に設置されるプラ

ムライン（下げ振り）、フィルダムでは堤体表面に

設置した標的を用いた測量（光波測量のほか、最近

では一部でGPS）により実施されている。しかし、フ

ィルダムで一般的な光波測量は、地震時など迅速な

安全確認が求められる際にもある程度の時間を要す

る。また、日常の安全管理において、精度の高い変

位データを面的に得ようとするとコストも大きくな

る。このため、国総研では近年防災分野でそのデー

タ利用が広がっている衛星SAR（合成開口レーダ）に

着目し、これをダムのような大型構造物の変位モニ

タリングに利用する技術の開発を進めている1）。 

２．これまでに得られた成果と実施中の内容 

これまでに国土交通省及び水資源機構が管理する

全国の比較的大規模なフィルダム（19基のロックフ

ィルダム）を対象に、衛星SARデータを用いた変位計

測を試行的に実施した2）。その一例として、熊本地

震（平成28年4月）の震源に比較的近いダムでの地震

前後の堤体変位を図-1に示す。当該ダムでは地震後

に行われた光波測量で僅かな沈下が生じたことが判

明しているが、衛星SARデータからはより詳細に堤体

表面の面的な沈下量分布が捉えられている。なお、

19基のダムでの既存の測量データ（一部GPS測量結果）

と衛星SARによる変位量を比較したところ、半数以上

のダムで相違は5mm以下、8割以上のダムで相違は

10mm以下であり、衛星SARデータの利用が期待できる

結果が得られている。なお、相違が生じたケースに

ついては、その要因として衛星からの電波の入射方

向と堤体表面の傾斜方向の関係、入射波の散乱特性

に影響する堤体表面の材料や植生状態など幾つかの

要因が判明している。現在、これらの要因を踏まえ

た観測データの抽出要件や解析手法の改良などの検

討を進めているところである。 

 

図-1衛星SARによるロックフィルダムの変位計測例

（左：堤体表面変位分布、右：代表点での変位の時

系列データ（衛星SARと光波測量の比較）） 

３．今後の予定 

これまでの検討から、本技術は特にロックフィル

ダムに適用できる可能性が高いことがわかってきて

いる。このため、ロックフィルダム堤体の変位モニ

タリングへの活用を図るため、今後ダム管理者や技

術者に手引きとして広く活用いただけるマニュアル

の整備を進めていく予定である。また、ダム管理者

から比較的要望が多い貯水池周辺斜面のモニタリン

グへの活用手法の検討や、ダム管理者による衛星SAR

データの活用を支援するシステムの構築も併せて進

めていきたいと考えている。 

☞詳細情報はこちら 

1) 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）インフ

ラ維持管理・更新・マネジメント技術：「衛星SAR
による地盤および構造物の変状を広域かつ早期に検

知する変位モニタリング手法の開発」 
http://www.jst.go.jp/sip/k07_kadai_dl.html 

2) 佐藤弘行・金銅将史・小堀俊秀・小野寺葵：衛星SAR

による19基のロックフィルダムの外部変形計測、土木

技術資料、平成29年9月、pp.36～41. 
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衛星 SAR を活用したダムの 
変位モニタリング技術の開発
（研究期間 ： 平成 26 年度～平成 30 年度）

河川研究部　大規模河川構造物研究室　 
主任研究官　佐藤　弘行　研究員　石川　亮太郎　室長　金銅　将史

（キーワード）　ダム、維持管理、衛星SAR、変位モニタリング
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個別記事用原稿（２ページ原稿用） 
 

 

河川分野における三次元地形データ 
の活用の展望（研究期間：平成２９～ ） 
 

河川研究部 河川研究室  室長 諏訪義雄 主任研究官 福島雅紀 研究官 中村賢人 

（キーワード）  レーザ測量、多自然川づくり、CIM、VR、AR 

 

１．測量技術の進展 

この10年間で、水面下を含めた河川地形の計測が

可能な航空レーザ測量技術（ALB：Airborne Laser 

Bathymetry）、高密度に堤防形状の計測が可能な自

動車搭載型のレーザ測量技術（MMS：Mobile Mapping 

System）が開発された。また、この2年間でドローン

に搭載可能なレーザ測量機器が開発され、堤防だけ

でなく、高水敷や低水路の陸上部でも河川地形の測

量成果を高密度な点群データとして取得できるよう

になった。さらに、大型除草機械や集草機械に搭載

可能なレーザ測量機器が開発され、植生の影響をほ

とんど受けずに堤防法面の形状を高密度な点群デー

タとして取得できるようになってきた。 

こうして取得された三次元地形データを活用し、

河道や堤防に生じた変状を机上で分析することで、

点検作業を効率化することが期待されている。また、

従来は200m間隔の横断測量成果を用いて河道設計を

行ってきたが、面的に取得された河川地形データを

基礎情報として用いることで川づくりが変わること

も期待されている。本記事では、多自然川づくりを

例に挙げ、三次元地形データを活用することで期待

される効果について紹介するとともに、今後の活用

について展望する。 

２．CIMと多自然川づくり 

三次元地形データ等を活用し、計画・調査・設計

段階で作成した地形及び構造物のモデル（以下、地

形等モデル）を施工・維持管理でも活用することで、

事業全体にわたる関係者間の情報共有を容易にし、

一連の建設生産システムの効率化・高度化を図るこ

とを目的に、 CIM（ Construction Information 

Modeling / Management）の導入が進められている（図

1）。河川分野においてもこうしたCIMの適用が検討 

図１ 調査・設計・施工・維持管理における 

地形・構造物モデル導入の概念図1) 

され始めている。 

一方で、河川改修や災害復旧にあたり、計画・設

計の考え方が施工に十分に反映されないことがある。

特に、多自然川づくりの実践にあたっては、景観、

利用、生物生息場の観点から河川形状や坂路等の配

置、護岸の設置範囲や色調、河道の掘削方法などが

議論される。断面図とそれから補間した平面図だけ

では改修後の河川の姿を共有することが困難であり、

共有したイメージを各段階の担当者へと継承するこ

とはさらに難しい。そこで河川研究室は、三次元地

形データ及び同時に撮影される空中写真をCIMの基

礎データとして用い、関係者間で完成形イメージを

共有し、計画・設計段階の思想が施工に的確に反映

されるようにするための河川版CIMの開発を行って

いる（図２）。さらに、社会資本施工高度化研究室、

社会資本情報基盤研究室とも連携しながら、三次元

地形データの活用方法や地形等モデルの構造、特に

河道モデルについて検討を進めている。 

３．今後の活用の展望 

映画やゲームのコンテンツにおいては、VR

（Virtual Reality）、AR（Augmented Reality）、

調査・測量・設計

【作成するデータ】
・地形データ（三次元）
・詳細設計

地形等モデル（設計レベル）

【得られる効果】
・干渉チェック、設計ミスの削減
・水理計算、河床変動計算、分析
・土工量等、概算コストの比較

施工（着手前）

【作成するデータ】
・起工測量成果
・細部の設計

地形等モデル（施工レベル）

【得られる効果】
・干渉チェック、手戻りの削減
・情報化施工の推進

調査・測量・設計

【作成するデータ】
・点検・補修履歴
・現地での計測結果との連動

地形等モデル（管理レベル）

【得られる効果】
・施設管理の効率化、高度化
・リアルタイム変状監視

施工（完成時）

【作成するデータ】
・施工情報（位置、規格、
出来形、品質、数量）
・維持管理における留意点

地形等モデル（施工完了レベル）

【得られる効果】
・完成データの精緻化、高度化

施工中

【作成するデータ】
・時間軸
【得られる効果】
・現場管理の効率化
・施工計画の最適化
・安全の向上
・設計変更の効率化
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MR（Mixed Reality）など、仮想空間を創ること、現

実空間に付加的な情報を追加することで、コンテン

ツをより楽しめるような工夫がされている。三次元

地形データは、こうした技術との親和性が高い。 

図３は、大型除草機械で取得した堤防表面の写真

とレーザ測量成果を用いて、地形等モデルを色付点

群や段彩図として表現したものである。虹色段彩図

は等高線の色を繰り返すことで、堤防表面の凹凸を

確認しやすくした表現方法である。堤防点検に先立

って、VRヘッドセットを用いて仮想空間上で変状を

確認しておけば、現地での点検作業が効率的になり、

変状の見落としが減少すると考えられる。 

地形等モデルは、合意形成、生物生息場の評価、

残土処理の検討など、多くの場面での活用が期待さ

れる。地域の方に河川事業の概要を説明する際には、

各自がそれぞれ改修後の地形（景観）や自宅との位

置関係などを見たい角度から確認することが可能と

なる。生物生息場の評価においては、空間解像度の

高い地形情報から、瀬淵やワンド・たまり、旧流路

などの位置や形状を容易に把握することが可能とな

り、重要な生物生息場に対する配慮など、きめ細や

かな川づくりが可能になると考えられる。また、河

道掘削に伴い発生する多量の土砂の処分に苦慮する

ことがあるが、設計段階で残土量を試算し、その処

分を早期に検討することで、実効性の高い施工計画

を立案できる。 

今後は地方整備局等と連携しつつ、三次元地形デ

ータの活用の可能性を広げ、より良い川づくりに寄

与していきたい。 

 

図３ 仮想空間上での堤防点検 

☞詳細情報はこちら 

1) 国土交通省CIM導入推進委員会：CIM導入ガイドラ

イン（案） 第1編 共通編，p.4，2017.3 

図２ 多自然川づくりにおける地形・構造物モデル活用のイメージ（河川版CIM） 
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個別記事用原稿（２ページ原稿） 
 

 

ダム貯水池の水質改善検討手法の体
系化について （研究期間：平成２７～２９年度） 
 

河川研究部 水循環研究室主任研究官 西村 宗倫 室長 川崎 将生  

（キーワード）  ダム貯水池、水質改善、PDCAサイクル、富栄養化、濁水長期化、冷・温水現象  

 

１．はじめに 

ダム貯水池では水質変化現象が問題となる場合が

あり、平成27年度の調査によると、環境基準を満足

していないダム地点は約3割存在するとともに、約4

割のダム貯水池でアオコ等の富栄養化現象が確認さ

れている。 

厳しい財政状況の中で、より的確かつ効率的に水

質改善対策を進めていくためには、これまでに蓄積

された水質改善対策に関する知見やノウハウ、導入

にあたっての留意点等を整理し、体系化して活用し

ていくことが求められている。 

 

 

 

 

 

写真１ ダム貯水池の水質変化現象の例 

（左：富栄養化 右：濁水長期化） 

 

２．ダム貯水池の水質改善手法の体系化 

本研究においては、ダム毎に水理・水文・流入負

荷特性、流域の社会環境特性、求められる水質改善

レベル、水質問題への対応の緊急性等が異なる中で、

ダム貯水池の水質改善対策の共通する検討プロセス

を抽出・体系化し、その基本となる考え方をとりま

とめた。 

水質改善対策の基本的な骨格は図１の体系図（案）

に示す通りとなる。大きくは、「緊急対応プロセス」、

「対策検討・実施プロセス」、「維持管理プロセス」

の３つに分類される。 

２．１．緊急対応プロセス 

「緊急対応プロセス」は、水質変化現象が発生し

た際の緊急対応の流れを示したものである。本プロ

セスでは、状況把握に基づく緊急対応の必要性を判

断するとともに、「対策検討・実施プロセス」へ移

行するか否かを判断する。 

２．２．対策検討・実施プロセス 

「対策検討・実施プロセス」は、水質改善対策を

実施し、対策実施後の効果検証を行うための流れを

示したものである。水質変化現象の発生要因の推定

を行った上で、対策実施の必要性を決定し、水質改

善対策の方法や運用ルールの検討、モニタリング調

査計画の立案を行う。 

２．３．維持管理プロセス 

「維持管理プロセス」は、対策検討・実施プロセ

スにおいて実施された水質改善対策が継続して効果

を発現していることを確認するとともに、効率的な

運用やモニタリング調査を実施するための流れを示

したものである。本プロセスでは、水質改善対策の

効果を定期的に確認し、必要に応じて対策の運用や

対策施設の効率化等を検討する。 

また、これらの各プロセスにおいて、流域関係者

との連携、学識者等からの指導・助言等の「連携・

助言の活用」、「ダム等管理フォローアップからの

意見聴取」、市民及び流域関係者にダム管理状況等

の「情報提供」を位置づけている。更には、各プロ

セスにおいて、水質改善対策の有効性が確認されな

かった場合や異なる水質変化現象が発生した場合に

は、状況に応じて必要な段階まで検討を立ち返って

見直すＰＤＣＡサイクルとしている。 

３．今後の取り組み 

今後、本省と連携し、この体系図に基づいた手引

きを作成し、公表することを予定している。 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

2.
イ
ン
フ
ラ
の
維
持
管
理

研究動向・成果

303

ダム貯水池の水質改善検討手法の 
体系化について
（研究期間 ： 平成 27 年度～平成 29 年度）

河川研究部　水循環研究室　主任研究官　西村　宗倫　室長　川崎　将生

（キーワード）　ダム貯水池、水質改善、PDCAサイクル、富栄養化、濁水長期化、冷・温水現象

- 102 -- 102 -



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ダム貯水池の水質改善検討の体系図（案） 

 

(1)発生源の推定
(2)発生メカニズムの推定

１．発生要因の推定

経過観察
（モニタリングの継続）

No

Yes

(1)目標設定
(2)対策の一次抽出
(3)対策選定及び諸元設定
(4)対策の詳細設計
(5)運用ルールの設定及びモニタリング
調査（実証運用時調査）計画立案

(6)対策の実施

２．対策検討・実施

対策の運用・モニタリング調査の実施
（概ね３年）

(1)対策効果発現状況の確認
(2)運用ルールの改善
(3)モニタリング調査（管理運用時調査）
計画立案

３．効果確認(対策検討・実施プロセス)

Yes

(1)運用の効率化
(2)モニタリング調査計画の効率化
(3)対策施設の効率化

５．運用・調査・対策施設の効率化検討

No

・発生要因の推定
・対策の規模・種類
・運用ルール

等の見直しが必要

対策の運用継続
（日々の運用管理・定期的な設備更新）

水質保全設備管理運用調査
（実証運用時調査）

継続的に対策効果あり
更新時に施設規模の増強等の必要性なし

運用ルールに問題（効果不足）なし

Yes

(1)対策効果発現状況の確認

４．効果確認(維持管理プロセス)

No

(1)流域関係者との連携
(2)学識者等からの

指導・助言

６．連携・助言の活用

水質変化現象の発生

Yes

水質事故対策の必要性

No

●発生状況の把握（発生場所の特定含む）
●原因物質の特定
●影響範囲及び程度の把握

状 況 把 握

経過観察

継続的な水質変化現象
の発生が想定される

Yes

経過観察
（モニタリングの継続）

No

恒常的な対策の必要性

水質変化現象が収束
対策効果あり

水質保全設備管理運用調査
（管理運用時調査）

７．ダム等管理フォロー
アップ委員会からの
意見聴取

緊
急
対
応
プ
ロ
セ
ス

基本調査・詳細調査

・発生要因の推定
・対策検討

の見直しが必要

対
策
検
討
・実
施
プ
ロ
セ
ス

維
持
管
理
プ
ロ
セ
ス

(1)ダム管理状況等の
情報提供

８．情報提供

緊急対応の実施
・原因物質の除去
・フェンス等の設置
・選択取水設備の運用
(取水深の変更)

※水質事故対策技術
[2001年版] 参照

○○調査 ：ダム貯水池水質調査要領に基づく調査 ：経過観察/対策の運用/モニタリング

：水質事故対策技術等を参考にした緊急対応の実施

[凡 例]

○○○

○○○
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

土工構造物（大型カルバート、 
シェッド等）の点検結果の 
分析について  
 

道路構造物研究部 構造・基礎研究室 
室長間渕 利明 主任研究官藤山 一夫 主任研究官森本 和寛 
研究官木村 崇 研究官上原 勇気  

（キーワード）  土工構造物、健全性、定期点検  

 

１．はじめに 

道路土工構造物のうち、大型カルバート及びシェ

ッドは2014年に定期点検要領が通知され、それに基

づいた点検が順次進められている。 

国総研では、その定期点検結果を分析し、既設構

造物の損傷傾向を把握し、定期点検の信頼性向上や

効率化について検討を行っている。 

２．既設道路土工構造物の損傷の特徴  

 2014年及び2015年に実施した国が管理する国道の

大型カルバート646施設、シェッド289施設の定期点

検結果を整理した。 

大型カルバートにおいては、健全性Ⅰ（健全）が

約4割、健全性Ⅱ（予防保全段階）が約5割、健全性

Ⅲ（早期措置段階）が約1割であり、健全性Ⅳ（緊急

措置段階）と判定された施設はなかった。構造形式

毎で点検の効率化が図れないか構造形式と健全性の

関係を整理した（図-1）。健全性Ⅲが無い構造形式

もあるが、総じて施設数が少なく、今後の点検結果

によっては健全性の割合が変化することが考えられ、

さらに点検結果を蓄積する必要がある。 

 一方、シェッドでは健全性Ⅰが約1割、健全性Ⅱが

約4割、健全性Ⅲが約5割であり、健全性Ⅳと判定さ

れた施設はなかった。RC製、PC製および鋼製毎に、

構造形式と部材の健全性の診断結果の関係を整理す

ると（図-2）、RC製ではいずれの構造形式において

も健全性Ⅲは多くないが、PC製では単純梁式の上部

構造と谷側構造で健全性Ⅲが多い。鋼製では門形式、

逆L式の上部構造と支承構造に健全性Ⅲが多くなっ

ている。比較的古い施設に健全性Ⅲが多い傾向があ

り、構造形式により損傷発生部材が異なることが分

かった。今後さらに傾向の分析を進めていく必要が

ある。 

３．おわりに 

 今後も引き続き、定期点検結果を蓄積し、より精

度を高めた分析を行い土工構造物の定期点検の信頼

性向上、効率化についての検討を進めていく予定で

ある。 
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図-1 構造形式別の健全性（大型カルバート） 

図-2 構造形式と部材の健全性（シェッド） 
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

道路土工構造物点検要領の
策定について 
 

道路構造物研究部 

 構造・基礎研究室 室長間渕 利明  主任研究官藤山 一夫 

 道路基盤研究室   室長久保 和幸 主任研究官木村 一幸 

（キーワード）  土工構造物、維持管理、点検  

１．はじめに 

道路土工構造物に関する点検については、平成26

年6月に「シェッド、大型カルバート等定期点検要領」

が通知されていました。平成29年8月にその他の道路

土工構造物を対象とした「道路土工構造物点検要領」

（以下、本要領）が国土交通省道路局で策定され、

これにより全ての道路土工構造物に関する点検要領

が通知されたところです（図－１参照）。 

本要領の策定にあたり、土研・国総研では、これ

までの研究成果を踏まえ、点検における着眼点の整

理や健全性の診断に係る考え方の整理など素案の検

討に携わりました。 

 

図-1 道路土工構造物点検要領の位置づけ 

２．道路土工構造物点検の概要 

 この点検は、道路土工構造物の安全性の向上及び

効率的な維持修繕を図るため、変状の把握から措置

の必要性を判断することを目的としています。 

点検は、全数を対象とした通常点検と、長大切土

又は高盛土などの、大規模な崩壊を起こした際の社

会的な影響が大きい構造物（特定道路土工構造物）

を対象とした特定土工点検があります。 

特定土工点検は頻度を定めて定期的に点検を行い、

健全性を評価することとしています。また、道路土

工構造物の被災形態や地盤を原因とした災害に関す

る知識と知見を有する者が行うことが重要です。 

特定土工点検における健全性の診断は表－１に示

した「I」～「IV」の判定区分により行います。 

表-1 健全性の診断 

さらに、健全性の診断に基づき適切な方法と時期

を決定し必要な措置を講ずることとし、点検・診断・

措置の結果を記録し、当該道路土工構造物が供用さ

れている期間はこれを保存することとしています。 

３．まとめ 

本要領による点検診断により、降雨や地震などの

自然災害の影響を大きく受ける道路土工構造物につ

いて、防災上の観点および効率的な維持修繕の観点

から適切な時期に適切な対策を施すことができるよ

うになることを期待します。 

☞詳細情報はこちら 

1) 道路土工構造物点検要領 

http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/tenken/ty_
h2908.pdf 
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道路トンネルの定期点検結果 
について （研究期間：平成２７～３１年度） 
 

道路構造物研究部 構造・基礎研究室 
室長  間渕 利明 主任研究官 森本 和寛 研究官 上原 勇気 

（キーワード）  トンネル、定期点検、変状区分  

 

１．研究の目的 

国総研では、道路トンネルの点検方法の効率化や、

点検結果を活用した合理的な設計、施工、及び維持

管理について検討を行っている。このため、日本の

道路トンネルの大部分を占める矢板工法(1980年代

まで主流)及びＮＡＴＭ(1980年代以降主流)の２工

法により建設されたトンネルについて、平成26・27

年度に直轄国道で実施した道路トンネル定期点検の

結果に基づき、劣化・損傷の発生状況や傾向に関す

る分析を実施したものである。 

２．研究の内容  

 本稿では道路トンネル定期点検結果のうち、覆工

コンクリート（トンネル内部の壁や天井）に発生し

た変状（劣化の総称）に関する記録に着目した。 

変状は『外力』『材質劣化』『漏水』の3種類の変

状区分に分類され、またその状況に応じて『Ⅰ』『Ⅱ

b』『Ⅱa』『Ⅲ』『Ⅳ』の5段階の対策区分に分類さ

れる（『Ⅳ』が最も悪い状態であることを意味する）。 

トンネルが建設されてからの経過年数と、変状の

発生状況について把握するため、経過年数を概ね10

年ごとに纏め、記録された変状の発生状況について

変状区分毎に整理した（図-1）。なお、『Ⅰ』の変

状は措置を必要としない状態であることから集計か

ら除外し、『Ⅱb』より悪い状態の変状を対象として

いる。また、トンネルの本数や延長が経過年数毎に

異なることから、100m当たりの箇所数としている。 

図-1より、100m当たりの変状の箇所数は、矢板工

法・ＮＡＴＭともに経過年数に応じて増加している

ことが確認できる。特に矢板工法の経過年数31～40

年のグループと、ＮＡＴＭの経過年数21～30年のグ

ループは、それぞれの工法におけるより新しい年代

のグループと比較して、箇所数が著しく増加してい 

図-1 『Ⅱb』より悪い対策区分の変状の発生状況 

ることが確認できる。これらの原因として、技術革

新や社会情勢の変化等による影響が考えられる。 

変状区分毎に見ると、矢板工法・ＮＡＴＭともに、

特に『材質劣化』（緑）が最も多くを占めているが、

矢板工法で建設されたトンネルについては『漏水』

（青）による変状も顕著に発生しており、特に31年

以上経過しているトンネルについては、全変状の約

1/4程度を占めている状況であることが確認できる。

この原因として、矢板工法では防水機能を有してい

ないことが多いためと考えられる。 

４．おわりに 

引き続き、道路トンネル定期点検結果を活用した

分析により、トンネル定期点検の効率化に関する調

査検討を行っていく。 

☞詳細情報はこちら 

1)道路トンネル定期点検要領(平成26年6月 国土交通省 

道路局 国道・防災課) 

http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/pdf/yobo3_1_9.p

df 
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舗装の早期劣化区間の解消に
向けた調査・設計手法の確立1) 
（研究期間：平成29～31年度） 
 

道路構造物研究部 道路基盤研究室  室長 久保和幸 主任研究官 谷口聡 研究官 船越義臣 

（キーワード）  舗装の早期劣化、舗装構造調査、層間剥離、舗装の早期劣化区間対応マニュアル（案） 

 

１．はじめに 

2016年10月公表の『舗装点検要領』では、舗装の

更新年数を意識した維持管理等が求められているが、

アスファルト舗装には、早期に劣化する区間が存在

している。これを受け、直轄国道上の舗装の早期劣

化区間において舗装構造調査を行っている。本稿は

その結果を紹介する他、既設舗装の調査・診断・設

計手法の今後についても触れるものである。 

２．早期劣化区間とは 

 図-1に示す舗装の経過年数とひび割れ率との関係

から、ひび割れ率が40%に達する年数は約17年で、こ

れ以前に40%に達したものは、平均より早く劣化した

区間といえる。よって、早期劣化区間を「経年数10

年未満で、ひび割れ率40%以上またはわだち掘れ量

40mm以上に達した区間」と定義する。 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 経年変化とひび割れ率との関係 

３．早期劣化区間の構造調査 

栃木県下野市内の新４号国道上においてコアボー

リングにより試料を採取し、表-1に示す各種試験を

実施した。なお、調査結果比較のため、早期劣化区

間と健全区間で同様の調査を実施している。 

表-1 構造調査の試験項目 

 

 

 

 

４．調査結果及び考察 

 調査結果の抜粋を表-2に、早期劣化区間のコア状

況の抜粋を写真-1に示す。これらより、ひび割れが

路面からトップダウンで入っていることや基層と瀝

青安定処理間で層間剥離していること等がわかった。 

 上記結果から、層間剥離は路面のひび割れからの

雨水浸入が原因で、交通による繰り返し荷重がかか

ることで劣化進行が早まることも考えられるため、

シール等による止水が必要ではないかと考察する。 

表-2 構造調査の試験結果（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 採取したコア材の状況（抜粋） 

５．既設舗装の調査･診断･設計手法の確立に向けて 

舗装点検要領の公表により、舗装の調査・診断・

設計に関して一定の指針が示されているが、今回の

調査結果や現在行っている路面開削調査結果から得

られる知見をもとに今後は、舗装点検要領を補完す

る目的で『舗装の早期劣化区間対応マニュアル（案）』

をまとめていく予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 船越、谷口、久保：実道において早期に路面性状が劣

化する区間の調査結果 第32回日本道路会議 No.3052 

船越義臣 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不

要） 
 

(博士(工学)) 

谷口聡 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不

要） 
 

久保和幸 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
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改修防水層の耐久性評価手法の開発 
（研究期間：平成27～29年度） 
建築研究部 材料・部材基準研究室    室長     古賀 純子 
建築新技術統括研究官 鹿毛 忠継 

住宅研究部 住宅生産研究室     主任研究官   根本 かおり 

建築研究部 材料・部材基準研究室  主任研究官   土屋 直子 

（キーワード）  改修、外壁、屋根防水、耐久性、長寿命化  

 

１．研究の目的 

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た。その一環として、鉄筋コン

クリート造住宅の外壁・躯体および屋根防水の補

修・改修部分の耐久性評価手法の開発を行った。外

壁および屋根防水の品質確保においては、その施工

の良否、例えば下地層と適切に付着しているか等の

要因が影響するため、工事前に既存の外壁および防

水層ならびに躯体の状態を適切に把握する必要があ

る。本稿では、屋根防水に関する検討のうち、露出

のアスファルト系屋根防水層の改修後の耐久性を確

保する目的で行う改修前の定性的な診断基準につい

て記す。 

２．改修防水層の定性的な診断基準 

 材料製造者および防

水工事業者が保有する

既存建築物の防水層の

状況について事例を収

集し、耐久性に影響す

る要因の抽出を行った。

既往の研究で改修防水

層の耐久性に影響を及

ぼすことが示されてい

る下地状態”および“納

まり具合”に着眼し整

理した。 

“下地状態”として

は、防水層の経年によ

る変化があげられる。 一方、“納まり具合”として

は、立上り納まり、勾配不良、防水層貫通配管等の

貫通の有無および状況、改修防水層が不連続となる

原因となりうる屋上設置物の移動の可否を要因とし

てあげた。さらに、これらについて改修時に必要な

対応の観点から表１に例を示すようにⅰ)～ⅲ）の３

段階に分類し、見本写真を整理した。各段階で必要

な対応は以下の通りである。 

ⅰ)既存防水層に対し清掃等を行い、改修防水層を施工する 

ⅱ）既存防水層を残し下地作りや軽微な補修を行った後に改修防

水層を施工する 

ⅲ）既存防水層を撤去した後に下地作りを行った後に改修防水層

を施工する、または納まり等に起因する防水上の要因を解消す

るための補修を行った後に改修防水層を施工する 

 これらを改修工事実施前の診断に活用することで

屋根防水層の改修後の耐久性の確保が期待される。 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
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顔写真掲
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(学術博士) 

(博士(工学)) 

表１ 改修防水層の耐久性に影響する既存防水層の状況（例） 

既存防水層の状態・経年変化 

ⅰ（良好） ⅱ（部分的な膨れ） ⅲ（全体にわたる膨れ） 

 

  
立上り納まり 

ⅰ（良好） 
ⅱ（高さは良好、 

水切りが不十分） 
ⅲ（立上り高さが不十分） 
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塩化物イオン濃度分布の整理

桟橋上部工コンクリートの劣化ランク評価結果

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

鉄筋位置における塩化物イオン濃度 （どの時期の塩化物イオン濃度を表示するか選択できます。）
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塩化物イオン濃度図　　最大値：2.9959　最小値：0.0502 ※測定値の無いブロック及び施設の両端の濃度分布は特に解析精度が劣るため、参考値として取り扱うこと。
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1：調査時点

濃度表示色設定（上限値、下限値） 上限値： 3.0 下限値： 0.0
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塩化物イオン濃度分布の整理

桟橋上部工コンクリートの劣化ランク評価結果
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鉄筋位置における塩化物イオン濃度 （どの時期の塩化物イオン濃度を表示するか選択できます。）
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塩化物イオン濃度図　　最大値：2.9959　最小値：0.0502 ※測定値の無いブロック及び施設の両端の濃度分布は特に解析精度が劣るため、参考値として取り扱うこと。
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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 港湾新技術研究官 松本 英雄  

港湾施工システム・保全研究室 室長 井山 繁  
主任研究官 坂田 憲治 研究官 菅原 法城 係長 鈴木 啓介 
交流研究員 吉田 英治 交流研究員 鈴木 達典 

（キーワード）  港湾、維持管理、補修、評価手法、維持管理情報データベース、遷移率 

 

１．はじめに 

必要な機能を維持しつつ、将来の改良・更新コス

トを抑制するため、港湾施設についても予防保全的

な維持管理への転換が求められている。港湾研究部

では、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。 

２．既設港湾施設の長寿命化・有効活用に関する実

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

か、港湾管理者等における人員・技術力が不足して

いる。その一方で、施設の保有性能を評価し、点検・

補修、利用制限等の時期や範囲を的確に判断するに

は、専門知識と相応の時間・費用が必要となる。こ

のため、点検・補修、利用制限等の判断の支援が求

められている。 

そのニーズに対応するため、平成28年度より、維

持管理計画に基づく点検診断結果を活用し、施設の

保有性能を評価し、点検・補修、利用制限等の判断

を支援するシステムの検討に着手している。これま

でに、補修時期等の判断に資する情報としてシステ

ム上で提供するための事故事例の収集やその技術的

課題の整理を行うとともに、劣化度の可視化、性能

評価に関する要素技術（図-1）、提供情報の検討、

システムのプロトタイプの作成等を行った。 

 

 

 

 

 

図-1 性能評価に関する要素技術の例 

（塩化物イオンの空間的予測） 

３．維持管理情報データベースの改善  

 維持管理を適切に行うためには、施設の劣化状況

の継続的な把握・蓄積が重要である。そのため、平

成28年度より、維持管理情報データベースの運営を

行っている。しかし、まだ登録データが十分でない

ことから、登録データの適切な把握や修正等を実施

するとともに、改善に向けた検討を行っている。 

４．施設の劣化特性の分析、遷移率の試算 

維持管理情報データベースで蓄積した、全国の点

検診断結果等を基に、港湾施設の劣化特性について、

部材別、諸元別の劣化傾向の差違等に着目した分析

等を行っている。検討例として、桟橋の劣化による

経過年毎の性能低下度(A～D)の割合の関係を表すグ

ラフを図-2に示す。 

 また、港湾施設の劣化予測の精度向上に繋げるた

め、遷移率に関する試算・検討も行っている。例と

して、部材等の劣化特性の差違に着目し、現状の遷

移率の区分を細分化する検討や、劣化予測モデルで

使用するパラメータ数を増やす等、予測モデルの精

緻化の検討を行っている。 
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図-2 経過年毎の性能低下度の割合（桟橋） 

５．おわりに 

 今後も、維持管理に必要な情報の蓄積やその分析

を進めるとともに、蓄積した情報や分析結果を施設

管理者等に提供していきたい。 
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空港アスファルト舗装の平坦性に関
する新しい評価指標 （研究期間：平成28～29年度） 
 

空港研究部 空港施設研究室   室長  坪川将丈 主任研究官 河村直哉 研究官 増田達 

（キーワード）  空港、アスファルト舗装、平坦性  

 

１．新しい平坦性評価指標 

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ている。空港アスファ

ルト舗装の平坦性の評価指標としては、3mプロフィ

ルメータの原理により算出された平坦性σが使用さ

れてきた。しかしながら、この指標は基準線長3mに

おける比較的短い凹凸の区間内標準偏差であり、航

空機の走行に支障を及ぼすと考えられる長い凹凸を

正確に評価できていないと考えられていた。 

そこで、2017年度から、米国連邦航空局（FAA）と

ボーイング社が提唱し採用しているBBI（Boeing 

Bump Index）による平坦性評価を導入した。BBIは、

図-1に示すように、縦断プロファイルから凹凸を算

出する基準線の始点・終点位置を変化させることで、

様々な基準線長における凹凸高さを算出する。また、

算出された凹凸高さを基準凹凸高さ（ FAA 

AC150/5380-9でAcceptableとされている凹凸高さ）

で除すことによりBBIを算出する。空港舗装補修要領

では、BBIが1.0を超過する箇所については、凹凸が

航空機の走行に及ぼす影響を航空会社にヒアリング

し、修繕の必要性を判断することとしている。 

 

２．BBIによる平坦性評価  

 B空港の滑走路の1900m～1950m地点における縦断

プロファイル、平坦性σを算出するための3m凹凸高

さ及びBBIを図-2に示す。3m凹凸高さは1910m付近の

短い凹凸では大きいが、1925m付近の長い凹凸では小

さい。一方、BBIは様々な基準線長における凹凸を検

出することから、1910m付近及び1925m付近の両方で

BBIは大きくなっている。しかしながら、BBIによる

評価は、航空機の大きさや走行速度を考慮すること

ができないことから、現時点では「走行に影響を及

ぼす可能性のある凹凸の検出」に留まるため、条件

に合わせた基準凹凸高さの設定が課題である。 

 

 

 

図-1 BBI算出手法 

 

図-2 B空港の評価結果 

 

【参考】坪川・河村：平坦性指標BBIによる空港アスファ

ルト舗装の平坦性評価、土木学会第72回年次学術講演会、

2017 

http://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/kukou/sisetu/pdf/

201709a.pdf 

基準線の始点

点A

基準線の終点

凹凸長さ

施設縦断方向
基準線の終点

凹凸長さ

基準線長5mにおける点Aの
凹凸長さ：2m
凹凸高さ：5cm

基準線長3mにおける点Aの
凹凸長さ：1m
凹凸高さ：2cm

凹凸高さ

凹凸高さ

凹
凸

高
さ
(c
m
)

凹凸長さ (m)

凹凸高さ2cm

凹凸長さ1m

基準凹凸高さ曲線

凹凸長さ1mに対する
基準凹凸高さ

凹凸高さ5cm

凹凸長さ2mに対する
基準凹凸高さ

凹凸長さ2m

BBI＝MAX
凹凸高さ

基準凹凸高さ

1900 1910 1920 1930 1940 1950
4.05

4.10

4.15

4.20

滑
走

路
端

か
ら

の
高

さ
 (
m

)

 
 

 

縦断プロファイル

1900 1910 1920 1930 1940 1950
0

2

4

6

8

10

青丸：3m凹凸高さ
赤線：BBI

 

滑走路端からの距離 (m)

3
m

凹
凸

高
さ

 (
m

m
)

0.0

0.5

1.0

1.5

B
B

I

(博士(工学)) 

写

真 

（写

真ﾃﾞ

ｰﾀの

貼り

付け

は不

要） 

写

真 

（写

真ﾃﾞ

ｰﾀの

貼り

付け

は不

要） 

写

真 

（写

真ﾃﾞ

ｰﾀの

貼り

付け

は不

要） 

2.
イ
ン
フ
ラ
の
維
持
管
理

研究動向・成果

314

空港アスファルト舗装の平坦性に 
関する新しい評価指標
（研究期間 ： 平成 28 年度～平成 29 年度）

空港研究部　空港施設研究室　 
室長

（博士（工学））
　坪川　将丈　主任研究官　河村　直哉　研究官　増田　達

（キーワード）　空港、アスファルト舗装、平坦性

http://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/kukou/sisetu/pdf/ 

201709a.pdf

- 110 -- 110 -

http://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/kukou/sisetu/pdf/201709a.pdf
http://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/kukou/sisetu/pdf/201709a.pdf


 

個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

ＤＦテスタを用いた滑走路面 
すべり摩擦係数測定の評価手法 
に関する研究（研究期間：平成27～29年度） 
 

空港研究部 空港施工システム室    
室長 尾野 芳光 専門官 田代 大介 係長 髙橋 和茂 研究員 鈴木 徹 

（キーワード）  滑走路、維持管理、舗装評価、路面摩擦 

 

１．はじめに 

空港の滑走路は、航空機の運航に伴い、路面との

摩擦熱によるタイヤのゴムの付着等によって、すべ

り摩擦係数が低下する傾向がある。そのため、「空

港内の施設の維持管理指針（国土交通省航空局）」

では、各空港において自動湿潤機能を有する連続摩

擦測定装置であるSFT（Surface Friction Tester）

を用いて滑走路面のすべり摩擦係数測定を定期的に

実施することを定めている。しかし、地方管理空港

ではSFTの測定車を所有しておらず、定期測定に苦慮

している管理者が多く、課題となっていた。 

本稿では、簡易に測定が可能なDFテスタ（Dynamic 

Friction Tester）を用いた滑走路面のすべり摩擦

係数測定の評価手法についての研究を紹介する。 

 

 

 

２．DFテスタを用いた評価手法の概要 

 評価手法の検討にあたっては、DFテスタを用いて

実空港におけるフィールド調査を行った。DFテスタ

測定値を分析した結果、SFT測定値と高い相関性があ

り、DFテスタの回転速度50km/hの場合に最も良好な

相関であったことを確認した。次に、今回調査の測

定結果を基に、DFテスタからSFTの値への換算式を作

成した。維持管理指針ではSFTの値が保全計画レベル

（μSFT＝0.44以下）となった場合、路面に付着した

ゴム除去等の処置を検討することが定められている。

定期測定の際にはSFTの値が保全計画レベルかどう

かの確認が重要であるが、DFテスタとSFTでは測定方

式が異なることによる測定値の不確実性が考えられ、

DFテスタからSFTの値への換算値を用いて管理する

場合は、この不確実性を考慮することが望ましく、

管理のために必要な閾値（μSFT＝0.54）を求めた。

この閾値を下回った場合には、DFテスタを用いた測

定は適用せず、SFTを用いた標準の測定・評価が必要

である。 

 

 

３．おわりに 

本研究の成果は、マニュアルとしてとりまとめ、

空港管理者へ配布した。 

今後も研究成果が現場で活用されるよう普及に努

めていきたい。 
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写真－１ DFテスタ 

（測定状況） 

写真－２ ゴム付着状況 

（滑走路面） 

表 DFテスタ回転速度別の相関係数 

図 SFTとDFテスタの摩擦係数の関係 
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社会資本のメンテナンスに 
関する研究の推進 
メンテナンス研究推進本部 

 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 佐々木 政彦 

下水道研究部 下水道機能復旧研究官 横田 敏宏 河川研究部 河川構造物管理研究官 佐々木 隆 

道路構造物研究部 道路構造物管理システム研究官 福島 眞司 

（キーワード）  社会資本、維持管理、持続性、マネジメント  

 

１．はじめに 

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、

点検・診断・対策・データベース等、維持管理を適

切に実行するための検討が精力的になされている。

また、こうした取り組みが進むと、維持管理のPDCA

サイクルの持続性確保といった各分野に共通した課

題も重要度を増すと考えられる。 

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り組みを行っている。 

２．維持管理におけるマネジメントの改善  

維持管理のマネジメントを持続的に行うための枠

組みに関し、３つの階層からなるフレームワークを

整理し（図－1）、各レベルに応じた評価項目を、自

己点検チェックシートとして道路、河川、下水道分

野において試行的に作成し、改善を進めてきた。 

平成29年度は、これらの研究成果を、舗装点検要

領に基づく舗装マネジメントに反映する取り組みを

行った。 

 

図－１ 維持管理マネジメントのフレームワーク 

３．維持管理における情報の利活用 

平成25～28年度に実施した「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」の事後評価を実施した。 

また、CIMの活用による維持管理の効率化・高度化

について、現場のニーズと利用場面を踏まえた調査

研究を行っている（図－２）。 

 

図－２ 維持管理段階CIMの活用 

４．今後の展開 

国土交通省では、「メンテナンス政策元年」と位

置づけた平成25年から5年を経過するに当たり、平成

29年12月に、社会資本整備審議会・交通政策審議会

技術分科会技術部会の下に設置された社会資本メン

テナンス戦略小委員会（第３期）をスタートさせ、

施策の進捗やこれまでのレビューを行い、今後の取

り組みの方向性について検討を行っている。 

国総研においても、引き続き、現場の課題・ニー

ズと最新技術動向の把握に努め、既往の研究成果の

レビューを行った上で、維持管理分野における研究

開発、技術指導を実施し、これらの成果、進捗状況

等について対外的発信に努めていく。 
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下水道の地球温暖化対策の推進  
（研究期間：平成29～31年度） 
 

下水道研究部 下水処理研究室 
室長 山下 洋正  研究官   道中 敦子 研究官 矢本 貴俊 交流研究員 渡邉 航介  

（キーワード）  下水道、地球温暖化、一酸化二窒素  

 

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、

温室効果ガスの１つである一酸化二窒素(以下、N2O)

について、排出量の実態把握や排出削減に関する研

究を進めている。 

２．下水処理場のN2O排出量実態調査 

家庭排水が下水処理場で生物処理される際に、副

生成物もしくは中間物質としてN2Oが発生すること

が知られている。下水処理方式は複数があるが、こ

れまでの現地調査の結果から、処理方式において排

出されるN2O量が異なり、特に窒素除去率が高かった

高度処理法やMBR法では安定して排出量が低いが、標

準活性汚泥法(以下、標準法)では、処理場によって

排出量にばらつきがあり、他の処理方式に比べて高

い排出量が観察された。そこで、排出量が比較高い

標準法に着目し、運転条件とN2O排出量の関係を調べ、

対策を講じる必要がある。そこで本年度は、標準法

施設を利用したまま水質の向上をめざした運転管理

の工夫の一つである段階的高度処理運転を採用して

いる下水処理場を対象に実態調査を行っている。調

査結果より、既存の知見における標準法のN2O排出係

数およびN2O転換率に比べ、段階的高度処理運転のそ

れは低い傾向が示され、N2O生成が抑制されている可

能性が示された。このことから、段階的高度処理運

転が標準法におけるN2O排出量抑制に効果があるこ

とが期待される。 

３．標準法におけるN2O排出量抑制運転の検討 

特に排出量が多い標準法についてN2O排出量抑制

運転を検討するため、標準法を模倣した実験装置（ベ

ンチリアクター）を用いた試験により、運転条件とN

2O排出量の関係を調査している。運転条件として前

段曝気制限運転(RUNA)や硝化抑制運転(RUND)を検討

した結果、N2O排出量が抑制することが確認された

(図)。前段曝気制限運転では、前段曝気制限槽で脱

窒が促進しており、硝化により生成した亜硝酸が速

やかに消費されたこと、また、脱窒により有機物が

消費されることで後段に続く曝気槽における不完全

硝化を抑えたことから、結果的に系内の亜硝酸蓄積

が抑えられ、N2O発生が全体的に抑制されたと考えら

れ、標準法において、脱窒工程を組みこむ運転はN2

O排出量抑制に有効と考えられた。 

４．今後の課題 

標準法でN2O排出量を抑制するためには、いかに亜

硝酸を蓄積させない運転を行うかが重要であること

がわかった。様々な環境条件に合わせた適切な運転

方法の確立に向け、代謝にかかわる微生物やその運

転制御因子の整理を行い抑制メカニズムの解明が必

要であり、今後解明に取り組む予定である。 

 

図 ベンチスケールリアクターを用いた異なる運転

時におけるN2O排出係数と無機態窒素の挙動 
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下水道研究部　下水処理研究室 
室長　山下　洋正　 研究官

（博士（環境学））
　道中　敦子　研究官　矢本　貴俊　交流研究員　渡邉　航介

（キーワード）　下水道、地球温暖化、一酸化二窒素

- 113 -- 113 -



 

個別記事用原稿（２ページ原稿用） 
 

 

B-DASHプロジェクト（CO２分離・回
収・活用、再生水利用）のガイドラ
イン策定 （研究期間：平成27～28年度） 
 

下水道研究部 下水処理研究室    
室長 山下 洋正 主任研究官 太田 太一 研究官 山本 明広 研究官 渡邉 航介 

（キーワード）  下水道資源の有効活用、CO2活用、再生水利用、革新的技術  

 

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

本であるが、地球温暖化や資源・エネルギー需給逼

迫への対応として、温室効果ガスの削減対策や下水

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」

において、「下水汚泥は、従来は廃棄物として埋立

などで処分されてきたが、近年の技術の進歩等によ

り、バイオガス、汚泥燃料等の多様な資源として活

用できる『日本産資源』」として紹介されている。 

また、「新下水道ビジョン加速化戦略」（平成29

年８月：国土交通省本省下水道部）においても、下

水道資源（二酸化炭素、再生水等）の効率的な活用

や、それを踏まえた「下水道の活用による付加価値

向上」が重要視されている。 

このような社会的要請及び行政ニーズを踏まえた

新技術も開発されつつあるが、まだ実績が少なく導

入に慎重な下水道事業者も多い。このため、国土交

通省下水道部では、「下水道革新的技術実証事業

（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、この実証事業の実施

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

Approach in Sewage High Technology）。その目的

は、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するため、優れた革新的技術

を実証したのち、技術導入のためのガイドラインを

策定し、本技術を普及させることである。 

 

２．ガイドラインの概要 

実証研究の成果に基づき、地方公共団体の意見も

踏まえたうえで、技術毎にガイドラインをとりまと

め、有識者による評価を受けた。ガイドライン（案）

の構成は以下のとおり（表1）。次章より、実証事業

の概要など、ガイドラインの内容の一部を紹介する。 

表1 ガイドライン（案）の構成 

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 

 

３．実証技術の概要等 

（1）バイオガス中のCO2分離・回収と微細藻類培養

への利用技術実証研究（㈱東芝・㈱ユーグレナ・日

環特殊㈱・㈱日水コン・日本下水道事業団・佐賀市 

共同研究体） 

 バイオガスからのCO2を分離・回収し、回収したCO2

と脱水分離液で微細藻類（ユーグレナ）の培養等を

行うことで、CO2分離回収性能、微細藻類の生産性能、

脱水分離液中の窒素・りんの除去性能、システム全

体の事業性等を実証した（図1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1  CO2分離・回収と微細藻類培養への利用技術 
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B-DASH プロジェクト
（CO2分離・回収・活用、再生
水利用）のガイドライン策定
（研究期間 ： 平成 27 年度～平成 28 年度）

下水道研究部　下水処理研究室　 
室長　山下　洋正　主任研究官　太田　太一　研究官　山本　明広　研究官　渡邉　航介

（キーワード）　下水道資源の有効活用、CO2活用、再生水利用、革新的技術
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 なお、ユーグレナ（ミドリムシ）は食材・色素・

バイオ燃料等としての利用が期待されており、

その有用性を考慮し、本実証では微細藻類とし

てユーグレナを用いた。 

「CO２分離・回収技術」においては、バイオガス

から高濃度のCO２（高度99％以上）を回収可能であ

ることを確認した。「微細藻類培養施設」において

は、そのCO２及び脱水分離液の窒素・りんを活用し

つつ微細藻類（ユーグレナ）の培養が可能であるこ

とを確認した。「汚泥可溶化施設」を付帯すること

で、バイオガスの発生量が増大することを確認した。

本技術を50,000㎥／日の処理場で適用した場合、年

間で約130トンのCO２が有効利用され、約75トンの微

細藻類が生産可能であることが試算された。 

 当該技術は、「CO２を削減する」という発想から

「CO２を活用する」という発想への転換につながる

ものであり、今後の下水道事業の循環型社会への更

なる貢献が期待される技術である。 

 

（2）下水処理水の再生処理システムに関する実証研

究（㈱西原環境・㈱東京設計事務所・京都大学・糸

満市共同研究体） 

UF膜（孔径0.01μmのろ過膜)ろ過と紫外線消毒を

組み合わせて、ウイルス等による人への病原リスク

を低減し、低コスト･省エネルギーで安全かつ安定し

た信頼性の高い下水処理再生水を供給する技術とし

て、ウイルス除去性能やライフサイクルコスト、温

室効果ガス排出量等について実証した。（図２） 

 

図2 再生処理システムのフロー 

本技術は、UF（限外ろ過）膜ろ過と紫外線消毒を

組み合わせた技術であり、人が触れる可能性がある

都市利用や農業灌漑用水での利用を想定してウイル

ス感染リスクの評価目標値を設定し、これを達成す

ることを実証した。ライフサイクルコストや温室効

果ガス排出量は、従来技術（凝集剤添加型砂ろ過＋

紫外線消毒）に比べてそれぞれ13.0％、20.6％の削

減効果が得られることを実証した。また、システム

全体の信頼性を担保するための運転管理方法につい

て確認した。 

当該技術は、水資源の需給が逼迫する地域におい

て下水道の持つ水ポテンシャルを有効活用する技術

であり、豊かな水環境と幅広い分野との連携による

新しい価値を創造する社会の構築に貢献することが

期待される。 

 

４．成果の活用及び今後の展開 

国総研では、実証結果を踏まえてガイドラインを

作成するとともに、地方公共団体や下水道関係企業

等に紹介するため、2017年8月に東京ビックサイトに

てガイドライン説明会を開催し、80名以上の方々に

参加頂いたところである。 

今後も、説明会等をとおしてガイドラインを積極

的に紹介し、革新的技術の普及に努めていく所存で

ある。 

 

写真 ガイドライン説明会の状況 

 

☞詳細情報はこちら 

【参考】各種ガイドライン掲載 

http://www.nilim.go.jp/lab/ecg/bdash/bdash.htm 
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個別記事用原稿（２ページ原稿用） 
 

 

B-DASHプロジェクト（高効率消化システ
ムによる地産地消エネルギー活用技術、
地球温暖化対策型汚泥焼却技術、低コス
トな水処理能力向上技術）の実証研究 
（研究期間：平成29～） 

下水道研究部 下水処理研究室 

 室長 山下 洋正 主任研究官 太田 太一 研究官 藤井 都弥子 
研究官 山本 明広 研究官 松橋 学 交流研究員 渡邉 航介 

（キーワード）  下水道、省エネルギー、コスト削減、温室効果ガス削減、革新的技術  

 

１．はじめに 

下水道における省エネ、創エネを推進するために

は、低コストで効率的な革新的技術の開発が必要で

ある。そのため、国土交通省では、新技術の研究開

発及び実用化を加速することにより、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

開を支援するため、下水道革新的技術実証事業

（B-DASHプロジェクト）を平成23年度から実施して

いる。また、国土技術政策総合研究所（以下、国総

研）では、B-DASHプロジェクトにおいて委託研究と

して革新的技術を検討してきた。平成29年度から新

たに6技術について検討を開始した。 

本稿では、新たに検討を開始した6技術のうち、「高

効率消化システムによる地産地消エネルギー活用技

術の実用化に関する実証研究」「温室効果ガス削減

を考慮した発電型汚泥焼却技術実証研究」「最終沈

殿池の処理能力向上技術実証研究」の実証研究の概

要について紹介する。 

 

２．高効率消化システムによる地産地消エネルギー

活用技術の実用化に関する実証研究（三菱化工機

（株）・国立大学法人九州大学・日本下水道事業団・

唐津市共同研究体）の概要  

 下水道事業において、資源エネルギーの集約化・

エネルギー供給拠点化が求められており、未利用バ

イオマスの活用や地産地消型エネルギーシステムの

確立が求められている。 

そのため、本実証研究では、生ごみ等の未利用バ

イオマスの活用、無動力の消化槽撹拌装置、バイオ

ガス発生量を増加させる可溶化装置、高い発電効率

を有する燃料電池を組み合わせた高効率消化システ

ムについて、処理性能や、エネルギー回収率の向上

効果等を実証する。 

 具体的には、無動力撹拌式消化槽のメンテナンス

性の向上とランニングコストの低減効果、高効率加

温装置（可溶化装置）による消化率向上とバイオガ

スの増量効果、電極触媒として､貴金属不要な固体酸

化物燃料電池（SOFC）による発電効率の向上効果な

どについて実証施設を設置し検討する。 

 本技術を実証し、導入することにより、排出汚泥

量の削減や攪拌動力の削減によるLCCの縮減、地域バ

イオマス及び汚泥集約化によるバイオガスの増量、

汚泥処分費の低減、エネルギー自給率の向上などが

期待される。 

 

図1 高効率消化システムによる地産地消エネルギ
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B-DASH プロジェクト（高効率消化システム 
による地産地消エネルギー活用技術、地球 
温暖化対策型汚泥焼却技術、低コストな水 
処理能力向上技術）の実証研究
（研究期間 ： 平成 29 年度～）

下水道研究部　下水処理研究室　 
室長　山下　洋正　主任研究官　太田　太一　研究官　藤井　都弥子
研究官　山本　明広　研究官　松橋　学　交流研究員　渡邉　航介

（キーワード）　下水道、省エネルギー、コスト削減、温室効果ガス削減、革新的技術
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ー活用技術の実用化に関する技術概要 

３．温室効果ガス削減を考慮した発電型汚泥焼却

技術実証研究（JFEエンジニアリング(株)・日本下水

道事業団・川崎市共同研究体）の概要 

地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）が

施行されるなど、温室効果ガス排出量の削減が求め

られており、下水道事業においても消費電力に由来

するCO2排出量や汚泥焼却炉からのN2O（地球温暖化

係数が約300倍）排出量の削減が求められている。 

そのため、本実証研究では、汚泥焼却炉からの未

利用廃熱を活用した高効率発電技術と、既存の汚泥

焼却炉（流動床式）にも適用可能な局所撹拌空気吹

込み技術の組み合わせにより、電力自給率の向上や

大幅な温室効果ガス排出量の削減効果が得られるこ

とを実証する。 

具体的には、高効率小型復水式タービンと下水処

理水を冷却水とする復水器の採用による発電効率の

向上効果や省スペースに設置でき配管の複雑な切り

回しがない局所攪拌空気吹込み技術によるN2O排出

量の削減効果等について実証施設を設置し検討する。 

本技術を実証し導入することにより、消費エネル

ギーや温室効果ガス排出量の削減などが期待される。 

 

 

図２ 温室効果ガス削減を考慮した発電型汚泥焼

却技術の概要 

 

４．最終沈殿池の処理能力向上技術実証研究（メ

タウォーター（株）・日本下水道事業団・松本市共

同研究体）の概要 

多くの自治体が下水処理施設の更新時期を迎える

が人口減少や財政の悪化などの課題があり、低コス

トで処理水量の増減に対応可能な下水処理施設の更

新技術が求められている。 

そのため、本実証研究では、最終沈殿池の増設を

行わずに、既存の最終沈殿池躯体を利用して、ろ過

部の設置により低コストで処理能力を量的あるいは

質的に向上させる技術を実証するとともに、本技術

の適用可否の検討等に活用できる、新たな汚泥管理

手法を確立する。 

具体的には、維持管理が容易なろ過装置を既存の

最終沈殿池に設置することにより、処理水質を悪化

させることなく、処理水量を2倍まで増加させる量的

性能の向上効果、計画処理水量において急速ろ過並

みの処理水質とする質的性能の向上効果、及び本技

術の適用可否の検討のための新たな汚泥沈降性指標

（SSVI）を用いた最終沈殿池汚泥界面高さ予測式の

導出及び運転管理への適用可能性の検討などについ

て実証施設を設置し検討する。 

本技術を実証し、導入することにより、下水処理

水の増量による水質悪化の防止、既存施設を活用し

た下水処理能力の向上などが期待される。 

 

図３ 最終沈殿池の処理能力向上技術の概要 

 

５．今後の展開 

国総研では、引き続き実証研究を主導し、研究成

果を踏まえて、技術導入検討のためのガイドライン

を策定し、普及展開を促進する予定である。 

☞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 

3.
生
産
性
革
命
（i

-
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n

の
推
進
、
賢
く
使
う
）

研究動向・成果

- 117 -- 117 -



 

個別記事用原稿（２ページ原稿用） 
 

 

B-DASHプロジェクト（消化なしでの
水素創出、下水汚泥の地域内循環シ
ステム、省エネルギー型下水高度処
理、余剰汚泥の減容化）の研究 
 （研究期間：平成28年度～） 
下水道研究部 下水処理研究室   室長  山下 洋正 主任研究官 太田 太一 
研究官 矢本 貴俊  研究官   道中敦子 研究官 石川 剛士 研究官 松橋 学  
交流研究員 渡邉 航介 

（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  

 

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

本であり、地球温暖化への対応として、温室効果ガ

スの削減対策も求められている。また、「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、汚泥燃料等の多様な資源として活用できる『日

本産資源』」として紹介されるなど、下水道資源の

有効活用に対する期待が高まっている。 

このため、国土交通省下水道部では、「下水道革

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

の実証事業の実施機関となっている（B-DASH：

Breakthrough by Dynamic Approach in Sewage High 

Technology）。その目的は、優れた革新的技術の実

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。 

B-DASHプロジェクトは、実規模レベルの施設を設 

置して技術的な検証を行うことを目的とした実規模

実証および、実規模実証の前段階として、導入効果

などを含めた普及可能性の検討や技術性能の確認を

行うことを目的としたFS調査（平成28年度までは「予

備調査」と呼称）を実施している。 

本稿では、2016年度にFS調査として採択された「消

化なしでの水素創出技術」、また、2017年度にFS調

査として採択された「下水汚泥の地域内循環システ

ムに関する技術」「省エネルギー型下水高度処理技

術」「余剰汚泥の減容化技術」の概要について紹介

する。 

２．2016年度採択のFS調査の概要 

（１）消化なしでの水素創出技術 

 ①下水汚泥から水素を直接製造する技術に関する

研究（国立大学法人東北大学・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）の概要 

 水酸化ニッケルおよび水酸化カルシウムを触媒と

して用いることで、下水汚泥から水素を連続的に製

造する技術について、水素生成量の向上、ライフサ

イクルコスト縮減等について確認を行っている。 

 

図-1 水酸化ニッケルおよび水酸化カルシウムを用いた

水素生成技術フロー 

 ②下水処理水と海水の塩分濃度差を利用した水素

製造システム技術に関する研究（山口大学・(株)正

興電機製作所・日本下水道事業団共同研究体）の概

要 

下水処理水と海水の塩分濃度差、下水処理場の立
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地条件、下水処理水のポテンシャルを活かした新た

な水素製造技術について、水素生成量や水素純度の

向上、ライフサイクルコスト縮減等について確認を

行っている。 

 

図-2 塩分濃度差を利用した水素生成技術フロー 

３．2017年度採択のFS調査の概要 

（１）下水汚泥の地域内循環システムに関する技術 

 稲わらと下水汚泥の高濃度混合高温消化と炭化を

核とした地域内循環システムに関する調査研究（金

沢大学・公立鳥取環境大学・明和工業・バイオガス

ラボ共同研究体）の概要 

 稲わらを脱水汚泥に混合することによる高濃度高

温消化及び炭化汚泥肥料の製造を核とした、地域内

循環システム技術について、事業採算性や技術性能

の確認を行っている。 

 

図-3 地域内循環システムに関する技術のフロー 

（２）省エネルギー型下水高度処理技術 

 アナモックス細菌を用いた省エネルギー型下水高

度処理技術に関する調査研究（株式会社明電舎・神

戸市共同研究体）の概要 

 標準法並みのエネルギーで高度処理を実現するた

め、アナモックス細菌を用いた処理により効率的に

窒素を除去し、エネルギー消費を抑制するとともに、

下水汚泥に含まれる有機物からより効率的にエネル

ギーを回収することでトータルのエネルギー使用量

を低減する技術について、事業採算性や技術性能の

確認を行っている。 

 

図-4 省エネルギー型下水高度処理技術のフロー 

（３）余剰汚泥の減容化技術 

 高圧ジェット装置を導入した高度処理における余

剰汚泥の減容化技術に関する研究（東京農工大学・

（株）石垣・土木研究所共同研究体）の概要 

 低コスト・高速で余剰汚泥を削減する高圧ジェッ

ト装置を凝集剤添加・硝化液循環活性汚泥システム

に導入し、余剰汚泥の生成量および酸素供給量の削

減効果の確認と事業採算性の評価を行っている。 

 

図-5 余剰汚泥減容化技術のフロー 

４．今後の展開 

 国総研では、引き続きFS調査を主導し、実規模実

証技術としてのテーマ設定の可能性も踏まえ、普及

可能性や技術性能を明らかにしていく予定である。 

☞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 
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個別記事用原稿（２ページ原稿用） 
 

 

B-DASHプロジェクト（ガス集約、汚
泥脱水・乾燥、ダウンサイジング水
処理）の研究 
 （研究期間：平成27年度～） 
下水道研究部 下水処理研究室   室長  山下 洋正 主任研究官 太田 太一 
研究官 矢本 貴俊  研究官   道中 敦子 研究官 藤井 都弥子 研究官 石川 剛士 
交流研究員 渡邉 航介 

（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  

 

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

本であり、地球温暖化への対応として、温室効果ガ

スの削減対策も求められている。また、中小規模処

理場で導入可能な技術、人口減少に対応して処理場

をダウンサイジングする技術等も必要性が高い。 

このため、国土交通省下水道部では、「下水道革

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

の実証事業の実施機関となっている（B-DASH：

Breakthrough by Dynamic Approach in Sewage High 

Technology）。その目的は、優れた革新的技術を実

証・普及し、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。 

本稿では、2015年度に実規模実証として採択され

た「複数の下水処理場からバイオガスを効率的に集

約・活用する技術」、また、2016年度に実規模実証

として採択された「中小規模処理場を対象とした下

水汚泥の有効利用技術」「ダウンサイジング可能な

水処理技術」の概要について紹介する。 

 

２．2015年度採択の実規模実証技術の概要 

(１) 複数の下水処理場からバイオガスを効率的に

集約・活用する技術 

 メタン精製装置と吸蔵容器を用いた集約の実用化

に関する技術実証研究（JNCエンジニアリング(株)・

吸着技術工業(株)・(株)九電工・シンコー(株)・山

鹿都市ガス(株)・公立大学法人熊本県立大学・大津

町・益城町・山鹿市共同研究体）の概要 

 3箇所の小規模下水処理場の余剰バイオガスを精

製して吸蔵容器に貯蔵し、車両で運搬・集約して1

箇所で発電することによる、下水道資源の有効活用

の促進、低コストでの創エネルギー等の効果を実証

している。熊本地震・処理場復旧を経て継続した。 

 

図-1 複数の下水処理場からバイオガスを効率的に集

約・活用する技術のフロー 

 

３．2016年度採択の実規模実証技術の概要 

(１)中小規模処理場を対象とした下水汚泥の有効利

用技術 

①自己熱再生型ヒートポンプ式高効率下水汚泥乾燥

技術実証研究((株)大川原製作所・秦野市・関西電力

(株)共同研究体)の概要 

 汚泥乾燥排気中の水蒸気潜熱を回収利用すること

で汚泥乾燥の省エネ・低コスト化を図り、処分汚泥

量削減と、肥料化・燃料化など有効利用の多様化（植

害試験、燃料ニーズの把握等）、及びランニングコ

スト縮減等の実証を行っている。 
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図-2 自己熱再生型ヒートポンプ式高効率下水汚泥乾燥

技術のフロー 

②脱水乾燥システムによる下水汚泥の肥料化、燃料

化技術実証研究(月島機械（株）・サンエコサーマル

（株）・日本下水道事業団・鹿沼市・（公財）鹿沼

市農業公社共同研究体）の概要 

 脱水乾燥システム（機内二液調質型遠心脱水機＋

円環式気流乾燥機）を用いて、乾燥汚泥を製造し、

肥料化、燃料化などの多様な有効利用への適応性（大

豆畑の肥効試験、燃料品質等）や、設備の性能、ラ

イフサイクルコスト縮減等の実証を行っている。 

 

図-3 脱水乾燥システムによる下水汚泥の肥料化、燃料化

技術のフロー 

(２) ダウンサイジング可能な水処理技術 

①特殊繊維担体を用いた余剰汚泥削減型水処理技術

実証研究(（株）ＩＨＩ環境エンジニアリング・帝人

フロンティア（株）・日本下水道事業団・辰野町共

同研究体)の概要 

 反応タンクの多段化と特殊繊維担体により余剰汚

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て、低

水温期も含めた運転の安定性、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している。 

 

図-4 特殊繊維担体を用いた余剰汚泥削減型水処理技術

のフロー 

②DHSシステムを用いた水量変動追従型水処理技術

実証研究（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）の概要 

 人口減少社会に適応すべく、「スポンジ状担体を

充填したろ床（DHSろ床）」と「生物膜ろ過槽」を組

み合わることにより、効率的にダウンサイジングが

可能な水処理技術について、ライフサイクルコスト

の縮減効果、流入水量減少に対する処理コストの追

従性、維持管理の容易性、処理性能の安定性等の実

証を行っている。 

 

図-5 DHSシステムを用いた水量変動追従型水処理技術の

フロー 

４．今後の展開 

 国総研では、引き続き実規模実証研究を主導し、

研究成果を踏まえ、導入検討のためのガイドライン

を順次策定し、普及を促進する予定である。 

☞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 
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

エネルギー・資源最適化やリスク 
制御を考慮した水処理技術の推進 
（研究期間：平成２８年度～） 
下水道研究部 下水処理研究室   室長 山下 洋正  
研究官 藤井 都弥子 研究官 松橋 学 研究官 矢本 貴俊  

（キーワード）  エネルギー最適化、大腸菌、再生水、アンモニア有効利用  

 

１．はじめに 

下水道は、汚水中の有機物や栄養塩および病原微

生物等を処理・除去することで良好な水環境の保全

に大きく貢献している一方で、電力消費量が大きく

削減が急務である。また、放流水質基準項目の変更

が検討されていることを踏まえ、下水処理水のリス

ク評価についての検討が求められている。 

２．処理工程におけるエネルギー最適化 

 下水処理場における処理工程ごとの具体的かつ実

態に即した電力消費量が十分把握されていない状況

を踏まえ、各機器の仕様や運転状況等を整理すると

ともに、水処理方式や処理場規模、機器の組み合わ

せが異なる複数のケースにおいて、各機器の電力消

費量の原単位及び下水処理場全体の電力消費量を試

算した。図1は、標準活性汚泥法を用いた日平均流入

水量40,000m3/日規模の下水処理場を想定した場合

の、設備ごとの電力消費量原単位の試算結果を示し

たものである。基本型(各設備について稼動台数が最

も多い機種を設定したケース)から省エネ型(基本型

をベースとし、反応タンク散気装置について省エネ

型機器の設置を想定したケース)へ変更することに

より、電力消費量原単位が約30％削減できる結果と

なった。この結果をふまえ、さらに下水汚泥のエネ

ルギー利用等も考慮したエネルギー収支等について

調査を行っている。 

３．処理水の衛生学的リスク制御技術の評価 

水質環境基準の項目を大腸菌群数から大腸菌数へ

変更することが検討されており、下水処理場の放流

水質基準項目である大腸菌群数の変更を検討する必

要がある。また、下水処理水の再生利用の国際基準

が検討されており、国内で適用性を確認する必要が 

 
図１ 省エネ型機器導入による電力消費量削減効果の 

試算結果（標準活性汚泥法） 

ある。そのため、下水処理場で衛生学的リスク制御

の指標となりうる微生物の除去率等を調査し、消毒

による大腸菌の挙動が大腸菌群数と同様の傾向であ

ることを確認しており、継続して通年の挙動を調査

している。 

４．アンモニアの有効利用 

近年、アンモニアは水素キャリアとして注目され

ている。下水処理場において、嫌気性消化汚泥脱水

分離液には高濃度アンモニアが含まれているが、一

般的には資源利用されていない。このため本研究で

は、アンモニアを蒸発させて回収するアンモニアス

トリッピングに着目して基礎的検討を行った。ラボ

スケール実験(図2)により、高温・高pHの運転条件下

(70℃、pH:12)でアンモニア回収率が最も高い(約

94%)こと等を確認した。脱硝剤としての利用も含め

て、生産者側・消費者側のニーズ・シーズを踏まえ

た有効利用方法を検討し、実現可能性を把握した。 

 
図２ アンモニアストリッピング装置概要 
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人口減少下での汚水処理 
システムの効率化 

（研究期間：平成27～29年度） 

下水道研究部 下水処理研究室 室長 山下 洋正 研究官 藤井 都弥子 研究官石川 剛士  

（キーワード）  汚水処理システム、人口減少 

 

１．はじめに 

汚水処理システムには、下水道、農業集落排水、

し尿処理場等の処理施設があるが、人口減少に伴う

処理水量減少が稼働率や使用料収入の低下、また施

設の老朽化による改築・更新費の増加等が課題とな

っているため、国総研では、人口減少下での汚水処

理システムの効率化について研究を進めてきた。 

２．稼働率を踏まえた維持管理費の予測 

 全国の処理場を対象とした実態調査（経年変化）

を実施した上で、処理施設ごとに稼働率と維持管理

費の関係（維持管理係数※）を整理した。これによ

り、全ての汚水処理システムにおいて、稼働率の減

少に伴い、処理量あたりの維持管理費が増加する（処

理原価の増大）傾向を確認した（図-１に例を示す）。 

※：維持管理係数

[－]＝ある稼働率

での維持管理原単

位[円/m3]/稼働率

70%時の維持管理費

原単位[円/m3]  

図-１ 稼働率と維持管理係数(下水処理施設OD法) 

３．効率的な汚水処理システムの評価手法 

前述の稼働率を踏まえた維持管理費の予測も踏ま

え、効率的な汚水処理システムの評価手法の検討を

行った。具体的には、ライフサイクルコストのほか、

技術面としては効率化に伴う課題への対応方策の確

認（管きょの流下能力や処理能力等）、環境面とし

ては消費エネルギー量、温室効果ガス排出量につい

て評価を行った（図―２、表、図―３に検討例を示

す）。実都市におけるモデルケース検討を通じて妥

当性を検証し、評価手法としてとりまとめた。 

 

パターン１     パターン２      パターン３ 

図-２汚水処理システム効率化の代表的なパターン 

 

表 評価結果例（下水処理場2箇所の効率化） 

 

４．研究成果の活用 

これらの成果は今後、技術資料（国総研資料）と

して公表する予定である。地方公共団体が本研究成

果を活用することで、汚水処理システムの効率化を

推進することが期待される。 

 

図-３ 事業費の推移の検討例（再編の場合） 

総額

年価

消費エネルギー量

温室効果ガス排出量

評価 △ ◎ 〇

技術面 現施設更新のため検討省略 管きょ流下能力等 処理能力等

環境面
（25年間）

120,473 千MJ 108,833 千MJ 116,238 千MJ

16,732 t-CO2 15,116 t-CO2 16,144 t-CO2

コスト
（25年間）

5,879 百万円 4,368 百万円 5,016 百万円

235 百万円/年 175 百万円/年 201 百万円/年

項目 パターン1 パターン2 パターン3

概要

規模縮小 再編 既存施設能力活用

A、B下水処理場それぞれをダウ
ンサイジング

B下水処理場をA下水処理場に接
続

B下水処理場の汚泥処理系をA下
水処理場に接続
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人口減少下での汚水処理システム
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（研究期間 ： 平成 27 年度～平成 29 年度）

下水道研究部　下水処理研究室　 
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ETC2.0から得られる車両挙動 
データの活用による渋滞対策 
効果の把握（研究期間：平成29年度） 
 

 

道路交通研究部 道路研究室 室長 瀬戸下 伸介 主任研究官 松田 奈緒子  
研究官 瀧本 真理 研究官 安居 秀政 交流研究員 加藤 哲  

（キーワード）  ETC2.0、交通円滑化、渋滞対策  

 

１．はじめに 

国総研では、道路を「賢く使う」ことを目的に、

ETC2.0プローブ情報をはじめとする、ビッグデータ

を活用した道路交通課題への対策立案と対策効果の

把握・分析手法に関する調査研究を行っている。本

研究は、渋滞対策効果の把握に、ETC2.0プローブ情

報による車両の地点速度データに加えて、急ブレー

キの発生等をあらわす車両挙動データの活用を試み

たものである。分析対象はNEXCO中日本が行った渋滞

対策であり、海老名JCTランプ部の渋滞に対し、単線

だったランプ車線を複線運用としたものである。 

２．研究結果  

図-1は、対策前後における地点速度の変化を表し、

横軸は運用対象区間を含む距離帯、縦軸は走行速度

構成比を示す。対策前は、運用対象区間とその上流

側（進行方向の反対側）において海老名JCTにおける

容量不足から、低速度の車両が多く発生している。

対策後は、地点速度が低い車両の割合が著しく減少

していることから、渋滞対策の効果が発現している

ことがわかる。図-2は、対策前後における急ブレー

キの変化を表し、横軸は運用対象区間を含む距離帯、

縦軸は急ブレーキ発生件数を示す。対策前は、渋滞

末尾での減速、停止のため、運用対象区間とその上

流側において急ブレーキが多く発生している。対策

後は、運用対象区間より上流側において、顕著に減

少し、対策前後の急ブレーキ発生ピーク箇所におけ

る発生件数を比較すると、半分以下に減少している

ことが把握でき、交通安全の面からも対策の効果が

発現していることがわかった。 

図-1 地点速度の変化 

図-2 急ブレーキの変化 

３．おわりに 

本研究では、渋滞対策効果の把握におけるETC2.0

プローブ情報の車両挙動データの活用可能性を示し

た。ETC2.0は普及途上にあり、人手をかけずに常時

データの取得が可能なことから、更なる活用の拡大

が見込まれる。今後も、道路交通課題への対策立案

と対策効果の把握に資する分析方法を検討する。 
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データの活用による渋滞対策 
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道路交通研究部　道路研究室　 
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ETC2.0プローブ情報を活用した 
ボトルネック箇所とその影響 
範囲の特定手法の高度化 
（研究期間：平成28～29年度） 
道路交通研究部 道路研究室 室長 瀬戸下 伸介 

主任研究官 松田 奈緒子 研究官 瀧本 真理 研究官 安居 秀政 交流研究員 加藤 哲 

（キーワード）  ETC2.0プローブ情報、ボトルネック箇所、渋滞、ITS 

 

１．はじめに 

渋滞対策を効果的に進めていく上では渋滞の区間、

時間帯、ボトルネック箇所等、詳細な交通状況の把

握が必要となる。ICT技術の進展に伴い、プローブデ

ータを活用することで24時間365日の道路交通状況

を把握することが可能である。道路研究室では、こ

れまでにデジタル道路地図（以下、「DRM」という。）

におけるDRM区間単位のボトルネック指数を用いた

ボトルネックの特定手法を開発してきた。この手法

では、算定されるボトルネック指数がDRM区間延長に

依存しており、区間相互の横並びの評価には適さな

かった。本稿では、ETC2.0プローブ情報の走行履歴

データを活用することで時間帯別の区間相互の横並

び比較や精緻なボトルネックの影響範囲の特定を可

能とする等延長区間単位による評価手法を紹介する。 

２．ボトルネック指数の算定結果 

本研究ではVICSで配信する渋滞情報における一

般道路の「混雑」に該当する20km/h以下を渋滞と

して定義する。対象区間とその下流側に隣接する

区間の特定の時間帯（ここでは平日8時台）の「渋

滞」と「非渋滞」の組合せからボトルネック指数

のポイントを算定する（図-1）。全データ取得日

数の「+1」、「-1」のポイントを合算し、それぞ

れのデータ取得日数で除すことでボトルネック指

数を算定する。ボトルネック指数(＋)の絶対値が

大きい区間にはボトルネックが存在しており、ボ

トルネック指数(－)の絶対値が大きい区間は、下

流側にあるボトルネックの影響を受けている区間

であると言える。 

従来までのDRM区間単位による分析とETC2.0プロ

ーブ情報における走行履歴データを加工した等延長

区間単位による分析結果を比較した（図-2）。従来

の方法でもボトルネック箇所の特定はある程度可能

であるが、提案手法を用いることでどこのボトルネ

ックがどの時間帯にどれくらい渋滞の起点になりや

すいかという横並びの比較が可能となる。また、従

来よりも評価単位を細かくすることができ、ボトル

ネックの影響範囲を精緻に把握することができる。 

３．おわりに 

今後、分析事例を増やすとともに実務への適用を

見据えた分析手法の確立に向けて検討を行う。 

☞詳細情報はこちら 

1)加藤哲，橋本浩良，瀬戸下伸介，松田奈緒子：ボトルネックと

その影響範囲を特定するためのETC2.0プローブ情報の活用に

関する研究，土木情報学シンポジウム講演集，Vol.42，2017． 

 
図- 2 DRM区間単位と等延長区間単位のボトルネック指数の 

算出結果（2016年度平日8時台） 

 
図- 1 ボトルネック指数の考え方 
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車群が解放
された状態で
スタート

準備区間5㎞ 追越車線 追越車線

評価区間

評価断面

項目 設定条件

追越車線の
設置間隔・車線長(km)

1.0 、 1.5 、 2.0 、 2.5

交通量（台/h）
300、500、700、900、1,000、

1,100、1,200、1,300、1,400、1,500

希望速度分布 既往研究1)の分布を使用

縦断勾配（％） 0

2＋1車線道路の適用に向けた 
構造に関する検討 
（研究期間：平成28～29年度） 

道路交通研究部 道路研究室  室長 瀬戸下 伸介 主任研究官 田中 良寛 研究官 河野 友佑 

 交流研究員 大西 宏樹  交流研究員 森田 大也   

（キーワード）  2+1車線道路、設置間隔・車線長、追従車密度  

 

１．はじめに 

社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会

における中間答申「高速道路を中心とした『道路を

賢く使う取組』」（2015年7月）では、暫定2車線区

間の賢い機能強化として、効果的な追越車線の設置

や3車線運用等が示されている。また、欧州各国では

近年、2車線道路において追越車線が上下線交互に設

置される所謂「2+1車線道路」が整備され、サービス

水準の向上等の効果が期待されている。 

そこで道路研究室では、国内における2+1車線道路

の適用に向けた検討を行っている。 

２．交通流シミュレーションによる分析概要 

2車線道路では、先行車両が低速である場合に追越

行動が制限され、追従せざるを得ないためサービス

水準の低下が懸念される。ここでは、サービス水準

の評価指標として追従車密度（1km区間において車頭

時間が3秒以内の車両台数と定義。）を用い、交通流

シミュレーションにより2+1車線道路における効果 

 

 

 

 

 

 

図1 2+1車線道路モデル 

表1 交通流シミュレーションの設定条件 

 

 

 

 

 

 

的な構造（追越車線の設置間隔・車線長）について

試算した。 

なお、交通流シミュレーションでは図1のように追

越車線の設置間隔と車線長が等しい往復3車線の道

路モデルを使用し、設定条件は表1に示す通りとした。 

３．分析結果 

表2は、追越車線の設置間隔・車線長、交通量別に

試算した追従車密度を示したものである。表中網掛

部分は交通量別でみたときに追従車密度が最小値を

とる設置間隔・車線長のケースを示しており、1.5km

及び2.0kmのケースにおいて追従車密度が最小値を

多くとるという結果が得られた。このことから、追

越車線の設置間隔・車線長が1.5km又は2.0kmであれ

ば、車群の形成を抑える等効果的な2+1車線道路の適

用が可能と考えられる。 

４．おわりに 

本稿では、交通流シミュレーションにより、2+1

車線道路の効果的な構造について検討を行った。今

後も効果的な2+1車線道路の適用に向けた検討を進

めていく予定である。 

表2 追従車密度の試算結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考文献】 

1) 交通工学 Vol.45 No.1 pp.58-67 2010 
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交通量
（台/h）

追越車線の設置間隔・車線長（km）

1.0 1.5 2.0 2.5

300 1.0 1.1 1.2 1.3

500 2.8 2.7 2.8 3.1

700 5.3 4.8 4.8 5.1

900 8.2 7.4 7.4 7.8

1,000 10.1 9.3 8.9 8.9

1,100 12.6 11.0 11.0 11.1

1,200 14.8 13.1 13.1 12.9

1,300 17.9 15.4 14.4 14.8

1,400 18.5 17.3 17.2 18.5

1,500 23.1 20.2 19.8 20.0
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2 ＋ 1 車線道路の適用に向けた 
構造に関する検討
（研究期間 ： 平成 28 年度～平成 29 年度）

道路交通研究部　道路研究室　室長　瀬戸下　伸介　
主任研究官　田中　良寛　研究官　河野　友佑　交流研究員　大西　宏樹　
交流研究員　森田　大也

（キーワード）　2+1車線道路、設置間隔・車線長、追従車密度
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ETC2.0プローブ情報を 
活用した生活道路の危険 
エリア抽出手法の提案 
（研究期間：平成28～30年度） 
道路交通研究部 道路交通安全研究室  
室長 小林 寛 主任研究官 尾崎 悠太 研究員 川瀬 晴香 交流研究員 川松 祐太  

（キーワード）  ETC2.0、交通安全対策、生活道路  

 

１．はじめに 

交通安全対策を効果的・効率的に実施するために

は、事故の多い又は事故の危険性の高い箇所を把握

し、それらの箇所に対して集中的な対策を実施する

ことが重要である。 

国総研では、事故発生状況に加え、ETC2.0プロー

ブ情報から得られる急減速発生状況や通過交通の状

況に基づき、生活道路における事故の危険性が高い

エリアを抽出する手法の検討を進めている。 

２．危険エリア抽出のためのデータ集計方法 

 幹線道路の交通事故は特定の箇所に集中する傾向

がある一方、生活道路の交通事故発生点は面的に拡

がっている傾向がある。また、生活道路の交通安全

対策は、幹線道路に囲まれたエリアで一体的に行う

ことが効果的である。これらより、対策箇所を抽出

するための事故の危険性評価においても、その拡が

りを考慮して行う必要がある。加えて、ETC2.0プロ

ーブ情報といったビッグデータの取り扱いにあたっ

ては、簡易な方法によることが望ましい。 

その方法の一つとして500m四方に分割されたメッ

シュ単位でデータを集計し、評価する方法が考えら

れるものの、メッシュの分割方法によって、その結

果が変化するといった欠点がある。 

そこで、有限のデータから、データ全体の空間的

な密度分布を推定する手法の一つであるカーネル密

度推定を利用し、面的な拡がりを考慮した事故の危

険性を評価する方法を検討している。カーネル密度

推定は、データ毎に同一の関数(カーネル関数)を設

定、全ての関数を合成した関数により、各地点のデ

ータ密度を推定するものである(図1参照。)。 

図2は、ETC2.0プローブ情報から得られる急減速デ

ータの分布、及び急減速データのカーネル密度推定

結果である。この方法を用いることにより急減速の

密度及び拡がりを視覚的にみることが可能であり、

拡がりを考慮した事故の危険性の評価が可能である

と考えられる。 

３．今後の取組 

今後は、本稿で紹介したデータの集計方法の検討

結果に加え、事故の危険性を評価する指標の検討結

果を併せて、生活道路の危険エリアを抽出する手法

を確立していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

図1 カーネル密度推定 

  

(a)急減速データの分布  (b)カーネル密度推定結果 

図2 急減速データのカーネル密度推定結果 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
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要） 

(博士(工学)) 

顔写真掲
載者氏名 
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顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
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顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
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※2016.4～2017.3の 
データを使用 
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ETC2.0 プローブ情報を 
活用した生活道路の危険 
エリア抽出手法の提案
（研究期間 ： 平成 28 年度～平成 30 年度）

道路交通研究部　道路交通安全研究室　 
室長

（博士（工学））
　小林　寛　主任研究官　尾崎　悠太　研究員　川瀬　晴香　交流研究員　川松　祐太　

（キーワード）　ETC2.0、交通安全対策、生活道路
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ETC2.0車両運行管理支援サービス社会実験 
（研究期間：平成２７年度～平成２９年度） 
 

道路交通研究部 高度道路交通システム研究室 
室長 吉田秀範 主任研究官  大嶋一範 研究員 大竹岳 交流研究員 根岸辰行 

（キーワード）  ETC2.0、車両運行管理支援サービス、物流  

１．はじめに 

国土交通省では、道路を賢く使う取組の一つとし

て、生産性の高い賢い運行管理の実現を目指してお

り、ETC2.0を用いて、車両の運行管理を行う物流事

業者等に走行位置やブレーキ等の情報を提供するこ

とにより、運行管理の効率化やドライバーの安全確

保等の取組を支援する「ETC2.0 車両運行管理支援サ

ービス」の導入検討を進めている。 

 

２．社会実験の概要  

国総研は、この「ETC2.0 車両運行管理支援サービ

ス」の検討として、車両の運行管理を行う物流事業

者等を公募し、運行管理の効率化やドライバーの安

全確保等のサービスの有効性や実現可能性、社会的

な効果を分析・評価し、円滑な施策展開に資するこ

とを目的に社会実験を平成２８年２月から実施して

いる。なお、当実験においては、事業者等の申請に

より、ETC2.0車載器のIDを用いて車両を特定して抽

出した特定プローブデータを活用している。 

図１ 車両運行管理支援サービスイメージ 

 

３． サービスの効果評価 

 「ETC2.0 車両運行管理支援サービス」には、車両

位置情報を活用したサービスと急ブレーキ情報等を

活用したサービスがある。 

車両位置情報を活用したサービスには、走行中の

車両位置を確認でき、配送先までの到着時刻を予測

できるサービスなどがある。本サービスを利用した

19者中17者が、車両位置の確認による迅速な問合せ

対応や、到着時刻の伝達によりドライバーや荷捌き

作業員の荷待ち時間の短縮に効果があるなど、本サ

ービスが役に立つと評価している。一方で、路側機

が設置されていない区間での情報収集が遅れる等の

課題もあり、対策の検討が必要である。また、12者

が、今後も継続的に本サービスを利用したいと回答

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 車両位置表示サービスのイメージと効果例 

 

４．今後の取組 

平成３０年度から「ETC2.0 車両運行管理支援サー

ビス」が本格運用される予定である。今後も当サー

ビスの更なる利便性の向上に向けた検討を進める。 

☞詳細情報はこちら 

1)第14回物流小委員会 ETC2.0車両運行管理支援サービ

スについて 

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/road01_sg_00037
6.html 
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ETC2.0 車両運行管理支援 
サービス社会実験
（研究期間 ： 平成 27 年度～平成 29 年度）

道路交通研究部　高度道路交通システム研究室 
室長　吉田　秀範　主任研究官　大嶋　一範　研究員　大竹　岳　交流研究員　根岸　辰行

（キーワード）　ETC2.0、車両運行管理支援サービス、物流

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/road01_sg_00037 
6.html

- 128 -- 128 -

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/road01_sg_000376.html
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/road01_sg_000376.html


 

個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

中山間地域における道の駅等を拠点
とした自動運転実証実験について 
（研究期間：平成２９年度～平成３０年度） 
 

道路交通研究部 高度道路交通システム研究室 
室長 吉田秀範 主任研究官  井坪慎二 研究官玉田和也 交流研究員澤井聡志 

（キーワード）  道の駅、自動運転、路車協調  

１．はじめに 

国土交通省では、超高齢化等が進む中山間地域に

おいて、自動運転車両を活用することにより、人流・

物流を確保し地域活性化に繋げることを目的とし、

「道の駅」等を拠点とする自動運転サービスの実証

実験を行っている。 

平成29年度は全国13箇所を対象として、各箇所で

地方整備局等が有識者や地元自治体等を含めた地域

実験協議会（以下、協議会）を立ち上げ、実験計画

の策定から実証実験の運営までを行った。 

２．技術的検証の内容  

国総研は、協議会の委員として参画し、実験実施

に向けた技術的支援や、社会実装に向けた技術検証

項目（図１）①道路・交通、②地域環境、③社会受

容性について分析を行っている。 

 

図１ 技術検証項目（赤枠は国総研実施項目） 

詳細な分析を現在実施中であるが、本文では実験

を通じて得られたいくつかの知見を示す。 

３．道路管理と自動運転の関係 

 自動運転車両は、光学カメラやレーザーセンサを

用いて、自らの走行通路上に障害物があるかを検知

する。図２の事例では、道路上に張り出した植栽を

障害物として検知して停止する事象が発生した。こ

のようなことは他の箇所でも発生している。道路上

には、雑草の他、ゴミなど多数の障害物が想定され、

自動運転に向けては早期の通報など地域との連携を

通じて、レベルの高い道路管理を行う必要がある。 

 

図２ 植栽の検知 

４．社会受容性に関する分析 

 図３は、乗車モニターによる自動運転への信頼を

アンケートした結果であり、自動運転車への乗車後

に信頼が向上していることがわかる。 

 

図３ 自動運転への信頼度（芦北でこぽん） 

５．今後の取組 

高齢者の運転免許の返納、公共交通サービスの衰

退など、中山間地のモビリティの確保は喫緊の課題

である。本実験を通じて、中山間地への自動運転の

社会実装に繋げていきたい。 

☞詳細情報はこちら 

1)国交省 道の駅等を拠点とした自動運転実証実験HP 

http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/automated-drivin
g-FOT/index.html 

乗車前 (N=87) 乗車後 (N=89)

75%

49%41%

9%
2%

23%

信頼
できる

どちらでもない

信頼
できない
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中山間地域における 
道の駅等を拠点とした 
自動運転実証実験について
（研究期間 ： 平成 29 年度～平成 30 年度）

道路交通研究部　高度道路交通システム研究室 
室長　吉田　秀範　 主任研究官

（博士（工学））
　井坪　慎二　研究官　玉田　和也　交流研究員　澤井　聡志

（キーワード）　道の駅、自動運転、路車協調
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次世代協調ＩＴＳに関する共同研究
（研究期間：平成29～31年度） 
 

道路交通研究部 高度道路交通システム研究室 

 室長 吉田 秀範 主任研究官 小木曽 俊夫 研究官 今村 知人 交流研究員 榊 真 

（キーワード）  協調ITS、賢く使う、自動運転  

 

１．はじめに 

協調ITSとは車対車、車対インフラ及びインフラ対

インフラの通信を統合し、通信方式やデータ形式な

どの整合を図ることにより、車、路側機、センター、

個人端末などが相互に情報を交換し、それを安全運

転支援、道路・交通管理、物流管理、環境、情報収

集・提供、自動運転などの多様なアプリケーション

で供与するシステムのことである。 

 

２．官民共同研究 

 効果的で実現性の高い協調ITSサービスを実現す

るためには、自動車メーカ、電機メーカ、道路管理

者等の関係する者が連携して検討することが重要で

あり、今年度より平成31年度まで「次世代の協調ITS

の実用化に向けた技術開発に関する共同研究」を実

施し、官民による検討を進めることとした。 

 平成29年9月～11月の間、共同研究者の公募を行い、

平成30年1月より、国総研と民間企業等29者(32団体)

にて、共同研究を開始したところである。 

 

３．研究項目 

本共同研究においては、多くの協調ITSアプリケー

ションのうち、平成32年までに高速道路での自動運

転等を実現する政府目標の実現に向けて3項目の研

究項目を設定しており、共同研究者とワーキング形

式で検討を進めている。 

１）合流部支援サービスに関する検討 

合流部において本線の混雑状況を把握し、合流し

ようとするドライバー・車両に情報提供をすること

で、円滑な合流を支援するサービスについて検討を

行う。 

２）先読み情報提供サービスに関する検討 

車両単独では検知できない前方の事故車両等の情

報（先読み情報）をドライバー・車両に提供する事

で、事前の車線変更等を支援するサービスについて

検討を行う。 

 

図 先読み情報提供サービスの例 

３）車両情報を活用した道路管理高度化に関する検

討 

個々の車両のブレーキ操作やウインカー操作等の

情報を活用して道路上の落下物や交通事故等の異状

を早期に把握し、迅速な応急対応やドライバーへの

情報提供に繋げるなどの道路管理高度化の方策につ

いて検討を行う。 

 

４．おわりに 

本共同研究で検討を行うサービスについて、国総

研試験走路での走行実験を想定しており、実現に向

けた技術的検討を進めていく。 

顔写真掲
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【共同研究参加民間企業等】 

 自動車メーカ  ４者（４団体） 

  電機メーカ  １３者（１６団体） 

  地図会社    １者（１団体） 

  関係財団法人  ５者（５団体） 

  高速道路会社  ６者（６団体） 
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次世代協調ＩＴＳに関する 
共同研究
（研究期間 ： 平成 29 年度～平成 31 年度）

道路交通研究部　高度道路交通システム研究室 
室長　吉田　秀範　主任研究官　小木曽　俊夫　研究官　今村　知人　交流研究員　榊　真

（キーワード）　協調ITS、賢く使う、自動運転
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橋、高架の道路等の技術基準（道路
橋示方書）の改定 （研究期間：平成25～29年度） 
 

道路構造物研究部 橋梁研究室   室長  白戸真大 主任研究官 宮原 史 研究官 河野晴彦 

（キーワード）  道路橋示方書、部分係数設計法、限界状態設計法  

 

１．改定経緯と目的 

道路橋の設計に用いられる「橋、高架の道路等の

技術基準」（道路橋示方書）は、技術的な知見や社

会的な情勢の変化等を踏まえて改定を行ってきてい

るが、今般、制定以来の大幅な改定が行われ、平成

29年7月21日に都市局長、道路局長より通知された1)。 

今回の改定では、生産性を向上させ、かつ、良質

で長寿命な道路橋を実現すべく、平成13年の改定で

導入した性能規定を踏襲しつつ、従来の設計法より

も道路橋の性能をより的確に評価できる部分係数設

計法が導入されるなど、設計手法が転換された。 

２．部分係数設計法への転換 

 従来の設計法では、経験的な荷重組み合わせと1

つの安全率を用いて、様々な安全性を確保してきた。 

 これに対し、今回、従来の1つの安全率を5つの部

分係数に分解し、それぞれの部分係数を規定するこ

ととされた。具体には、荷重そのもののばらつき、

荷重組み合わせの発生頻度の違いに応じて荷重に乗

じる部分係数、材料強度のばらつき、施工のばらつ

き、設計式の精度や根拠データの質や量などを考慮

する部分係数、地盤調査や構造解析の品質を考慮す

る部分係数、破壊形態の違いに応じた部分係数であ

る（図1）。 

 橋梁研究室では、これまで、信頼性設計の考え方 

 

 

 

を基礎とした国際的技術基準の標準でもある部分係 

数設計法に転換するための研究を進めてきており、

今回の改定でも、荷重に乗じる係数を始めとして多

くの成果が反映されている。 

 材料の組み合わせ方によらずその性能を評価する

ための手法や評価に必要なデータの質や量が従来に

比べて明確になったことで、新しい技術の開発や導

入の促進が期待される。また、このような設計法の

導入は、将来、既設構造物についても、合理的な性

能の評価を可能にするものでもある。 

３．その他の改定事項 

この他、耐久性能に関する規定の充実や平成28年

の熊本地震における被災の教訓を反映して、より被

災しにくく、かつ、被災したとしても復旧しやすい

橋を目指して、耐震設計においても見直しが行われ

ている。 

今回の道路橋示方書の改定によって、多様な構造

や新しい材料の導入の促進が期待される。新しい道

路橋示方書は、平成30年1月1日以降、新たに着手す

る設計に適用されている。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国土交通省道路局ホームページ『「橋、高架の道路等

の技術基準」（道路橋示方書）の改定について』 
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000862.html 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

(博士(工学)) 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

図1 部分係数の体系 

従来の設計法における1つの安全率

抵抗係数
材料強度のばらつき
や施工のばらつきを
考慮するための係数

荷重係数
荷重そのもののばらつきを考慮する
ための係数

荷重組合せ係数
荷重組み合わせの発生頻度の違いを
考慮するための係数

調査・解析係数
設計式の精度や根拠データの質や量などを考慮す
るための係数
地盤調査や構造解析の品質を考慮するための係数

部材・構造係数
破壊形態の違いに応じた係数
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橋、 高架の道路等の技術基準 
（道路橋示方書） の改定
（研究期間 ： 平成 25 年度～平成 29 年度）

道路構造物研究部　橋梁研究室　 
室長

（博士（工学））
　白戸　真大　主任研究官　宮原　史　研究官　河野　晴彦

（キーワード）　道路橋示方書、部分係数設計法、限界状態設計法
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

新しい木質材料を活用した 
混構造建築物の設計・施工 
技術の開発（研究期間：平成29～33年度） 
建築研究部       建築災害対策研究官 穴村 範夫 

基準認証システム研究室   室長   村上 真祥   主任研究官  喜々津 仁密  
主任研究官  中川 貴文   主任研究官  坂下 雅信 

構造基準研究室           室長  森田 高市   主任研究官  宮村 雅史  主任研究官  諏訪田 晴彦  

防火基準研究室           室長  林 吉彦    主任研究官 鈴木 淳一  主任研究官  水上 点晴   

材料・部材基準研究室       室長  古賀 純子   

評価システム研究室          室長  眞方山美穂  主任研究官 脇山善夫 

（キーワード）中層木質混構造建築物、一般技術、あらわし、接合部、メガストラクチャ、耐久性能評価 

 

１．はじめに 

木材需要の多くを占める建築領域での木材資源の

活用が求められており、その促進のため、木材を比

較的規模の大きい建築物の構造材料として用いるこ

とは有効であると考えられる。その実現のため、CLT

等の木質系大型パネルを用いた木造と他構造種別等

の中層木質混構造建築物に関する、一般技術を用い

た、構造設計法、防耐火設計法、及び耐久設計法等

が求められていることから、その整備に資する技術

開発に取り組んでいる。本稿では、本技術開発の概

要を紹介する。 

２．技術開発の概要 

中層木質混構造建築物については、建設実績や技

術資料が殆どないことから、想定される主なバリエ

ーションを設定し、実現するために必要となる主要

な次の技術開発項目について、必要に応じ意匠面の

確認も行いつつ、相互に連携し検討している。 

(1)構造性能に関する検討  

 バリエーションの一つである水平・鉛直方向の防

耐火上の区画を考慮して木材をあらわしや軽微な防

図-1 プロトタイプイメージ例(ＲＣラーメン＋木)

耐火被覆で用いることのできるプロトタイプ等の構

造設計法や、異種構造の接合部の構造性能評価法等          

について、技術開発を行う。 

(2)防耐火性能に関する検討 

(1)で明確化される構造性能と、防耐火性能の調和

を図りながら、木質構造部分の防耐火性能が建物全

体の火災時性能に与える影響を考慮した防耐火設計

法や、プロトタイプに用いる、火災を区画内に封じ

込める高い防耐火性能を有するメガストラクチャ等

について、技術開発を行う。 

図-2 メガストラクチャ内火災の検討 

(3)耐久性能に関する検討 

木造建築物の腐朽の原因となる雨水浸入や結露等

の水分に着目し、中層木造建築物を対象に耐久性向

上を目的とした設計・施工方法、耐久性能評価技術、

及び維持管理手法の整備について、技術開発等を行

う。 

３．今後の予定 

国土交通省関係部局、建築研究所、学識経験者、

関係団体（木造建築物関係の業界団体等）らとの連

携を継続し、技術開発を進めて行く予定である。 
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新しい木質材料を活用 
した混構造建築物の 
設計・施工技術の開発
（研究期間 ： 平成 29 年度～平成 33 年度）

建築研究部　建築災害対策研究官　穴村　範夫

基準認証システム研究室　室長　村上　真祥　 主任研究官
（博士（環境学））

　喜々津　仁密　
主任研究官

（博士（農学））
　中川　貴文　 主任研究官

（博士（工学））
　坂下　雅信

構造基準研究室　 室長
（博士（工学））

　森田　高市　主任研究官　宮村　雅史　 主任研究官
（博士（工学））

　諏訪田　晴彦　

防火基準研究室　 室長
（博士（工学））

　林　吉彦　 主任研究官
（博士（工学））

　鈴木　淳一　 主任研究官
（博士（工学））

　水上　点晴　

材料・部材基準研究室　 室長
（博士（工学））

　古賀　純子　

評価システム研究室　 室長
（博士（工学））

　眞方山　美穂　 主任研究官
（博士（工学））

　脇山　善夫

（キーワード）　中層木質混構造建築物、一般技術、あらわし、接合部、メガストラクチャ、耐久性能評価
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

高流動コンクリートによる建築物の
品質確保 （研究期間：平成28～29年度） 
 

建築研究部 材料部材基準研究室   主任研究官  土屋直子 建築新技術統括研究官 鹿毛忠継  

（キーワード）  フレッシュコンクリート，評価方法，間隙通過性，使用規準，調合  

 

１．はじめに 

本研究は，増粘剤含有高性能AE減水剤（一液タイ

プ）（以下，VSP）を用いた低粉体系（高水セメント

比・普通強度）の高流動コンクリートの普及とこれ

らを用いた建築物の品質確保の実現に向け，当該コ

ンクリートの性能評価方法と使用規準等を検討する

ことを目的としている。 

２．高流動コンクリートについて  

 VSPを用いた高流動コンクリートは，フレッシュコ

ンクリート時の流動性が高く，そのため免震基礎や

鋼管充填コンクリート（CFT）など締固め作業が困難

な部位・部材あるいは過密配筋対策，作業省人化・

効率化のための使用実績が増加している。現在建築

分野において，この高流動コンクリートの使用には，

国土交通大臣の認定（法37条およびH12建告第1446

号に基づく大臣認定）が必要である。そのため，こ

れらの標準化と普及のためには，フレッシュ時に要

求される性能を評価する手法および材料・調合に係

る使用規準などの検討が必要である。 

３．実験的検討 

３.１ 性能評価方法の検討1） 

フレッシュ時に必要な性能は，流動性，間隙通過

性，材料分離抵抗性が挙げられる。これらを評価す

るため，写真1，写真2および図1に示すようなJ-ring

試験およびスランプフロー試験および目視による確

認を行った。これにより，流動性および間隙通過性

の評価方法の有効性を確認した。一方で，許容差の

設定や状態判定などの必要性を把握した。 

３.２ 使用規準の検討_単位セメント量の検討 

調合は，単位粗骨材かさ容積および単位水量を一

定とし，表1の①から⑧に示す単位セメント量（C）

と目標スランプフロー（SF）とし，3.1に示す試験お

よび28日標準水中養生での圧縮強度試験を行った。 

その結果，単位セメント量が少ない場合適切な間

隙通過性が得られなくなる可能性が高くなるなどを

示し1），これにより，当該コンクリートを使用する

上で適切な単位セメント量および，よび強度の把握

ができた。また，使用規準における骨材量等の検討

も行っており，今後，データをまとめていく。 

４．まとめ 

本研究では，VSPを用いた低粉体系で高流動のコン

クリートの標準化（JIS化など）のため，フレッシュ

性能評価方法および材料使用基準等を検討した。 

☞詳細情報はこちら 
1) 高流動コンクリートの標準化に関する研究，日本建築

学会大会学術講演梗概集（2017.8）pp.315-318 

 

 

 
スランプコーンをJ-Ring試験冶具の
中央に置き， 試料を詰め， 引抜く

スランプコーン

J-Ring

写真1 J-Ring試験冶具 図1 試験方法 

  
写真2 (左)スランプフロー試験(右)J-Ring試験 

表1 試験の要因と水準 
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高流動コンクリートによる建築物の 
品質確保
（研究期間 ： 平成 28 年度～平成 29 年度）

建築研究部　材料部材基準研究室　 主任研究官
（博士（工学））

　土屋　直子　建築新技術統括研究官
（学術博士）

　鹿毛　忠継

（キーワード）　フレッシュコンクリート，評価方法，間隙通過性，使用規準，調合　
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個別記事用原稿（２ページ原稿用） 
 

 

防火・避難規定の合理化に向けた 
技術開発 （研究期間：平成28～32年度） 

 
建築研究部 防火基準研究室     林吉彦 

     鈴木淳一     樋本圭佑     水上点睛 

都市研究部 都市防災研究室     竹谷修一   

（キーワード）  避難安全性、大規模木造建築物、市街地建築物、主要構造部  

 

１．はじめに 

既存建築物を用途変更や改修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・避難規定の合理化・運用円滑化に向けて必要な

技術開発に取り組んでいる。本稿では、本技術開発

の概要を紹介する。 

２．在館者避難安全に関わる基準合理化 

在館者の避難安全性確保の観点から、避難が比較

的早期に完了する場合を除き、建築物の柱や壁など

の主要構造部は耐火構造など所定の性能を有する構

造が義務付けられている。このような構造が要求さ

れない最大規模は、たとえば、就寝用途の建物では、

2階建て、2階面積が300m2であるが、3階建てについ

ても、同等以上の避難安全性が確保されていれば、

建築物に対する規制の合理化が可能と考えられる。

避難上の配慮が特に必要となる福祉施設を対象に、

避難時間の計算を行い、制限すべき面積の特定に努

めている（図1）。 

 

図1 避難安全性が確保される規模の検討例 

一定の用途、規模に該当する建築物については、

原則として、すべての室に対し、内装材料の制限、

排煙設備の設置を求めている。居室から廊下への避

難に着目すると、スプリンクラーや漏煙防止の扉・

壁の設置によって、居室内の煙の拡大、居室から廊

下への漏煙の抑制が期待できる。内装、排煙の規制

をすべての室で一律に行う方法から、安全性は確保

しつつ、現行規制に代わる対策を選択できる合理的

な方法について検討を行っている（図2）。 

 

図2 排煙、内装制限の合理化イメージ 

３．木造建築物の基準合理化 

既存建築物の改修や用途変更を行う際、主に木質

系の材料が用いられている建築物の規模（高さ、面

積）に関する規定も大きな制約になる。 

特に、①建築基準法（以下、法）第21条第1項の規

定に基づく、大規模な木造建築物の高さ（高さ13m

超又は軒高さ9m超）と主要構造部の耐火性能に関す

る制限、②法第26条の規定に基づく、木造建築物の

面積を区画するための防火壁の構造方法（1000m2毎

の鉛直の壁）の設計上の自由度の制約が、その課題

として挙げられている。 

木造建築物の高さの制限は、建築基準法の前身で

ある市街地建築物法の規定を踏まえたものであり、

実質的に木造の主要構造部の利用を禁止する内容と
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貼り付

写真 

（写真

ﾃﾞｰﾀの

貼り付

室長 

(工学博士) 

室長 

(博士（工学）) 

主任研究官 

(博士（工学）) 
主任研究官 

(博士（工学）) 
主任研究官 

(博士（工学）) 

写真 

（写真

ﾃﾞｰﾀの

貼り付

写真 

（写真

ﾃﾞｰﾀの

貼り付
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防火 ・ 避難規定の合理化に向けた 
技術開発
（研究期間 ： 平成 28 年度～平成 32 年度）

建築研究部　防火基準研究室　 室長
（工学博士）

　林　吉彦　
主任研究官

（博士（工学））
　鈴木　淳一　 主任研究官

（博士（工学））
　樋本　圭佑　 主任研究官

（博士（工学））
　水上　点睛

都市研究部　都市防災研究室　 室長
（博士（工学））

　竹谷　修一

（キーワード）　避難安全性、大規模木造建築物、市街地建築物、主要構造部
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なっている。一定の緩和規定が整備されてはいるも

のの、木材利用の阻害要因の一つになっている。こ

の仕様的な規定によって達成される目的・機能要件

を整理し、当該規定の性能規定化を図ることを目標

に技術開発を進めている。具体的に、「一定の高さ

を有する木造建築物の倒壊による周囲の建築物への

加害の防止」を当該規定の目的として整理し、現状

では評価されていない消火措置（例えば、スプリン

クラーによる火災抑制、消防隊による消火活動等）

を見込んだ合理的な要求耐火時間や耐火性能を評価

できる枠組を構築する（表1）。これにより、消火措

置の効果に応じた適切な木造建築物の実現が期待さ

れる。 

表1 消火措置を考慮した火災終了時間 

火災終了時間（放水開始時間＋消火活動時間） 

（1）放水開始時間の 

主要な影響因子 

（2）消火活動時間の 

主要な影響因子 

 消防の駆け付け時間 

 準備時間 

 火元までの移動時間 

 燃焼面積 

 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰによる抑制 

 放水量 

防火壁については、木造の建築物では、1,000㎡毎

に設置が義務付けられている。防火壁による区画は、

建築物を垂直に分断する構造のみであるため、床等

の水平部材(防火床と呼ぶ)による区画効果が見込ま

れていない（図3）。防火床の延焼防止性能、自立性

の評価方法を構築することで、区画部材により火災

時の延焼拡大を抑制しつつ、合理的に木材を使用で

きる設計が可能となる。防火床により、1階部分がRC

造、2階部分木造となる混構造の建築物の実現可能性

が高まると期待される。 

 
a)防火壁(鉛直型) b)防火床(水平型) 

図3 防火壁と防火床のイメージ 

４．市街地火災防止に関わる基準合理化 

防火地域、準防火地域が指定されている場合、当

該地域内の建築物は、床面積や階数に応じ、耐火建

築物、準耐火建築物等が求められるとともに、付属

する門・塀は、高さ2mを超える場合、不燃材料とす

る必要がある。市街地火災の防止が図られる一方で、

木材の利用が大きく制限される状況である。現在、

市街地建築物が延焼防止性能を有するかを評価する

ための手法の構築を進めている。例えば、外壁や開

口部の性能を向上させることにより、現行と同等以

上の性能が確認できれば、建物内部で木材を多用す

る柔軟な設計が可能になる。 

 

図4 防火地域等内の防火規制の見直しイメージ 

歴史的町並みを保存活用する際に、ファサードの

意匠が重要視される場合が多い。現行規定では、道

路中心線、隣地境界線等から1階においては3m、2階

以上については5mの範囲は「延焼のおそれのある部

分」とされ、防火窓の設置などの防火上の措置が義

務づけられる。しかしながら、隣地境界線等にある

火元建築物との位置関係（距離、角度、高さ等）に

応じて、熱の影響を受けにくい部分（図5）が存在す

ることがわかっており、「延焼のおそれのある部分」

から除外する検討を実証的に進めている。基準合理

化により、窓に金属サッシや網入りガラスを使わな

くて済む箇所が増え、歴史的町並みの保存が容易と

なることが期待される。 

 
a)正対する場合 b)角度がある場合 

図5 火源と建築物の位置関係による熱影響 

５．今後の予定 

国土交通省関係部局、地方公共団体、建築研究所、

学識経験者らとの連携を継続し、技術基準原案、ガ

イドライン等の策定に向け、技術開発を進めていく

予定である。 

3 m 3 m

火源と正対していると、
入射熱が大きい

火源に対して角度があると、
入射熱は小さい

延焼ライン隣地境界線等 延焼ライン隣地境界線等

防火壁

500㎡

500㎡

500㎡

500㎡

防火床
1,000㎡

1,000㎡

3.
生
産
性
革
命
（i

-
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n

の
推
進
、
賢
く
使
う
）

研究動向・成果

- 135 -- 135 -



 

個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

新たな技術の活用による都市交通
調査・分析・計画手法の効率化・高
度化に関する研究   （研究期間：平成27～30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 

（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・分析・計画手法 

 

１．研究の背景と目的 

近年、都市交通分野においても様々なビッグデー

タ活用に関する研究・実用化が急速に進んでいる。

本研究は、携帯電話網運用データから生成され、サ

ンプル率が高く代表性の高い「人口流動統計」1)2)

の改良等による都市交通調査・分析・計画手法の効

率化・高度化を目的としている（関連研究p154参照）。 

２．主な研究内容と結果 

人口流動統計におけるトリップは、概ね一定時間

ごとに携帯電話端末を識別する基地局間の距離に応

じて移動／滞留を判定して生成される。現在提供さ

れている手法では識別時間は1時間ごと、判定距離は

1kmとなっている。このため、短時間滞在をはさむ複

数トリップの「連結」や、基地局間距離が1km以上あ

る場合に端末のわずかな変位でも起こる「過度な移

動判定」など、データの欠損あるいは過剰生成によ

る統計誤差が発生しうることが分かっている1)。 

そこで、①識別情報の詳細確認による「連結トリ

ップの分割」および②人口密度等の地域特性に応じ

た「判定距離の変更」の２つの改良案（図１）を試

行し、トリップ距離帯別にＰＴ調査結果と比較した

ところ概ね一致する結果となった（図２）1)。 

次に、空間解像度を明らかにするため、都内の複

数市街地を対象に実際に80台の携帯電話端末を一括

して静止・移動させて統計値を取得したところ、1

基地局の電波到達範囲すなわち静止時の最小解像度

は概ね300ｍ程度であることが分かった（図３）1)。 

また、日々の繰返し行動を把握することを前提に、

トリップを帰宅や通勤等に順次振分けるアルゴリズ

ムを作成し発着地区分別の目的構成を算出したとこ

ろ、ＰＴ調査結果と概ね同様の結果が得られた2)。 

３．今後の展開 

既存調査・分析・計画手法の一層の効率化・高度

化に向けて、人口流動統計に限らず多様に進化しつ

つある他の交通関連ビッグデータについても取得精

度や信頼性等を俯瞰的・横断的に比較検証すること

により、データ活用の実用性向上に取組んでいく。 

☞詳細情報はこちら 

1) 「携帯電話網の運用データに基づく人口流動統計の空
間解像度からみたトリップデータ取得精度に関する研究」，
土木計画学研究・講演集，Vol.56，土木学会，2017.11 

2) 「携帯電話網の運用データに基づく人口流動統計にお
けるトリップ目的推定手法に関する研究」，土木計画学
研究・講演集，Vol.55，土木学会，2017.6 

写真 

（吉田） 

写真 

（新階） 

図１ 人口流動統計の改良案（イメージ） 

図２ 距離帯別のOD量の比較（改良後） 

図３ 人口流動統計の空間解像度（端末が静止時） 

1)北品川 a地点   2)北品川 b地点   3)鮫洲 c地点 
 

250ｍメッシュ 

 

改良案①「連結トリップの分割」 案②「判定距離の変更」 
 

0.5km

1 km

2 km

判定距離

範囲都心
（半径1km程度）

都心周辺
（2km程度）

その他

従来

改良
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新たな技術の活用による都市交通調査・ 
分析 ・ 計画手法の効率化 ・ 高度化に 
関する研究
（研究期間 ： 平成 27 年度～平成 30 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

（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・分析・計画手法
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

歴史的町並みの保存活用時における
防火規制の課題（研究期間：平成２８～３２年度） 
 

都市研究部 都市防災研究室   室長   竹谷修一 

建築研究部 防火基準研究室  主任研究官 水上点晴 

（キーワード）  歴史的建築物、歴史的町並み、代替措置 

 

１．はじめに 

歴史的建築物や町並みを活用した観光まちづくり

の推進が求められており、地域に残る古民家等を改

修し、観光まちづくりの核とする等が行われている

（写真１）。しかしながら、大規模な改修時には現

行の建築基準法への適合が困難な場合があり、改修

や活用を断念する場合もあることから、歴史的建築

物の保存活用に向けた制度の円滑化が必要である。 

そのため、国総研では防火・避難規定等の合理化

について検討をし

ているが、ここで

は、このうち歴史

的建築物や町並み

の保存活用時にお

ける、防火規制の

課題の検討状況を

紹介する。 

２．歴史的町並み保存時の課題 

伝統的建造物群保存地区等の歴史的町並みを有す

る20市町村を対象に、建築基準法の制約等について

調査した結果、下記の課題が明らかとなった。 

・歴史的・伝統的な様式を

保ちつつ改修することが

困難（写真２）、技術者

確保や材料調達が困難 

・改修・維持管理費への補

助拡充が必要、特定地域

の景観規制に合わせて設

計すると建築費が上昇 

・準防火地域等が指定され

ている場合、木造建築物

を防火構造とすることが困難 

・大規模改修に建築確認がおりない場合、従前の趣

を残すことが困難、建築確認が不要な範囲での改

修にせざるを得ない 

３．防火規制の運用円滑化の事例 

一部の市町村では課題解決のために防火規制の運

用を円滑化している事例もみられる。 

例えば、防火地域・準防火地域の指定を解除する、

あるいは、伝統的建造物群保存地区では建築基準法

の一部適用除外を行いつつ、安全性を確保するため

に代替措置を要求するといったことが行われている。 

例えば、函館市では建築基準法第85条の3を適用し、

準防火地域内の歴史的建築物の防火規制を一部緩和

する一方で、外壁および軒裏の仕上げを厚さ12mm以

上の木材ですること、開口部の内側の建具をアルミ

ニューム製または鋼製のものとし、開口部内側のガ

ラスを網入りガラス等とすることを代替措置として

求めている（写真３）。このような代替措置は、概

ね同様な内容で他都市でも行われている。 

４．成果の活用予定 

今後、防火規制緩和時において、最低限の安全性

を確保するための手順、評価の仕方等について検討

をさらに進め、ガイドライン等として公表していく

ことを予定している。 

 

写真３ 開口部の内側を網入りガラスとした例 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

(博士(工学)) 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

(博士(工学)) 

写真２ 金属製建具に 

改修された例 

写真１ 町家を観光案内所

として再生した例 
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防火規制の課題
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都市研究部　都市防災研究室　 室長
（博士（工学））

　竹谷　修一

建築研究部　防火基準研究室　 主任研究官
（博士（工学））

　水上　点晴

（キーワード）　歴史的建築物、歴史的町並み、代替措置
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インキュベーター等による科学技術
成果の社会実装と都市計画の役割 
（研究期間：平成２８～２９年度） 
 

都市研究部 都市開発研究室  研究官  河中 俊 

（キーワード）  サイエンスパーク、ビジネス・インキュベーター、用途地域 

 

１．サイエンスパークと研究成果の社会実装 

世界中で科学技術研究開発を行い、可能なものを

製品化して社会実装することが競われている。様々

な研究組織が集積した場をサイエンスパークと呼び、

上述の社会実装もその目的の一つとされる。筑波研

究学園都市は国が建設したものであるが、別に民間

主導のサイエンスパークもある。また、サイエンス

パークの内外にビジネス・インキュベーター施設が

存在しており、起業して間もないベンチャー企業が

入居して成長できるよう、官民で様々な支援を行っ

ている。研究開発成果の社会実装のための重要な第

一歩を手助けするのである。 

２．都市計画が産業育成にどう貢献できるかを探る 

 従来、このような企業支援活動は産業政策として

考えられてきた。関西文化学術研究都市も民活型で

はあるが国が建設に大きく関わってきた経緯がある。

民間主導のサイエンスパークにおいても、国や地方

公共団体がベンチャー企業を支援できることは多く、

起業指導・経営指導・融資等が実施されている。 

都市計画制度がこれらに積極的に関わってきたと

いうことは従来あまり報告されていない。そこで当

研究室では(国研)産業技術総合研究所の木村行雄総

括主幹の協力を得て、ベンチャー企業が立地を望む

用途地域、ビジネス・インキュベーター施設が立地

している用途地域、またベンチャー企業の経営マイ

ンドがいかなるものであるか等を調査した。 

写真はつくばエクスプレスの柏の葉キャンパス駅

前（商業地域）にあるビジネス・インキュベーター

「柏の葉KOIL」である。共同利用スペースの奥に、

ベンチャー企業が入居している部屋が並ぶ。 

図はつくばエクスプレス沿線に立地するベ

 

写真 柏の葉 KOIL（ビジネス・インキュベーター） 

ンチャー企業500社を対象に平成28年度に行ったア

ンケート調査（回収率約2割）の企業が立地を希望す

る用途地域を単純集計したものであり商業系用途地

域が強く指向されていることがわかる。平成29年度

に１都６県の主要ビジネス・インキュベーター83件

をWebで立地調査した結果とも傾向が一致している。 

今後詳細なデータ分析を進めることにより、用途

地域制を中心とした都市計画制度が産業育成に貢献

できる要素を明らかにしていきたいと考えている。 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

 

図 ベンチャー企業の立地希望用途地域（複数回答） 

(工学博士) 
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インキュベーター等による科学技術成果の 
社会実装と都市計画の役割
（研究期間 ： 平成 28 年度～平成 29 年度）

都市研究部　都市開発研究室　 研究官
（工学博士）

　河中　俊

（キーワード）　サイエンスパーク、ビジネス・インキュベーター、用途地域
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大型クルーズ船に対応した水域施設
の研究 （研究期間：平成29年度～） 
 

港湾研究部 港湾計画研究室   港湾計画研究室長 山形 創一 主任研究官 岩崎 幹平 

（キーワード）  クルーズ船、航路、泊地  

 

１．大型化するクルーズ船 

 近年、海外からわが国へのクルーズ需要が急速に

高まっており、各船社は大型のクルーズ船を就航さ

せている（表-1）。わが国の各港湾では、大型クル

ーズ船に対応した施設の整備・検討や、既存施設に

おける受入れ方策について検討が行われている。 

表-1 日本に入港した／想定される大型クルーズ船 

 

 

 

 

 

２．船舶の入港に必要な水域施設  

船舶が入港するには、対象船舶の安全な航行、回

頭のため十分な幅や広さを持った航路・泊地が必要

となる。港湾の技術基準1)では、対象船舶及び航行

環境が特定できない場合、船舶が行き会う可能性の

ない航路については、船舶の全長の0.5倍以上の適切

な幅とする（ただし全長を下回る場合は安全な航行

を図るための十分な対策を検討する）旨記載されて

いる。また回頭泊地については、十分な推力を有す

るスラスターを利用した場合等は、全長の2倍を直径

とする円を用いることができる（ただし対象船舶の

諸元、運動性能等が明らかな場合は、これより小さ

い値を用いることができる）旨記載されている。 

３．大型クルーズ船に必要な水域施設の検討 

近年の大型クルーズ船は、ポッド式の推進器（図

-1）や強力なスラスターを備え、操船性能が向上し

ていると言われる。当研究室では、これらの船舶に

必要な航路・泊地の規模について検討を行っており、

技術基準等を通じて、船舶・海上輸送のニーズに合

った港湾計画策定等に寄与することを目指している。 

 

 

 

 

図-1 船舶の推進・操船方式 

①操船シミューションによる航路・回頭泊地の検討 

船舶の挙動をリアルタイムで再現できる操船シミ

ュレーターにより、船長経験者や水先案内人など海

事関係者の立会いのもと、大型クルーズ船（22万総

トン級・14万総トン級）の操船を再現し、航路・回

頭泊地規模について検討を行った。 

 

写真-1 操船シミュレーターによる実験の様子 

②ポッド推進式船舶に対応した航路幅算定方法の検討 

 技術基準1)においては、対象船舶及び航行環境を

特定できる場合の航路幅の算定方法を示している。

現在はこの算定方法は、プロペラと舵による推進・

操船方式（図-1）に対応したものとなっている。一

方で近年の大型クルーズ船では、ポッド式推進器を

装備していることから、これら船舶に対応した航路

幅の算定方法を検討している。 

４．おわりに 

今後とも大型化・操船性能の向上に対応した航路

幅と回頭水域について検討を進めていきたい。 

☞詳細情報はこちら 

1) 港湾の施設の技術上の基準・同解説 pp.764-807 
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大型クルーズ船に対応した水域施設の 
研究
（研究期間 ： 平成 29 年度～）

港湾研究部　港湾計画研究室　港湾計画研究室長　山形　創一　主任研究官　岩崎　幹平

（キーワード）　クルーズ船、航路、泊地　
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クルーズの需要動向に関する分析 
（研究期間：平成27年度～） 
 

港湾研究部 港湾システム研究室  主任研究官 佐々木友子 室長 赤倉康寛 研究官 杉田徹 

（キーワード）  クルーズ、寄港実績、外国人旅客数  

 

１．はじめに 

近年のクルーズ船の大型化や、手軽に楽しめるク

ルーズの普及などもあり、我が国へのクルーズ船寄

港は急増している。クルーズ船の寄港による地域へ

の経済効果も期待されるなか、クルーズ船寄港への

対応が急務であり、クルーズの需要動向について把

握することが求められている。 

２．我が国のクルーズ需要動向に関する分析 

国土交通省港湾局では、港湾管理者からの聞き取

りにより収集したクルーズ船の寄港実績並びに法務

省入国管理局集計の我が国へクルーズ船で入国した

外国人入国者数を用いて、訪日クルーズ旅客数(乗員

を除く)とクルーズ船の寄港回数を発表している1)。

今回は2015、2016、2017年の当該発表に使用された

データを用いて分析を行った結果を紹介する。なお

当外国人入国者数データでは外国人旅客の国籍は把

握できず、当寄港実績データもクルーズの起点国・

地域が不明なデータが多く含まれているため、LLI船

舶動静データやクルーズ船社ホームページ等を参照

して起点国・地域の推定を行った上で、以下の分析

を実施した。 

図-1は海外を起点とするクルーズの起点国・地域

別外国人旅客数である。2015、2016、2017年ともに

中国を起点とするクルーズで入国した外国人が最も

多く、次いで台湾、香港と、この3ヶ国・地域で大半

を占めている。なお国・地域名はクルーズの起点国・

地域を示したものであり、旅客の国籍ではないこと

に注意が必要である。 

図-2は海外を起点とするクルーズの平均定員（日

本への入国回数により重みづけしたもの）、入国一

回あたりの外国人旅客数の平均、外国人旅客消席率

（外国人旅客数÷定員）の平均を示したものである。

平均定員は経年的に増加しており、それに伴い、入

国1回あたりの外国人旅客数も増加傾向にある。また

外国人旅客の平均消席率は8割前後であり、高い消席

率で日本へ入国していることがわかる。 

 

  

図-1 起点国・地域別外国人旅客数 
(海外起点クルーズ) 

 

   

注）定員が不明なクルーズは除外 

図-2 平均定員、平均入国1回あたり外国人
旅客数、平均外国人旅客消席率 

(海外起点クルーズ) 

 

３．おわりに 

本稿では我が国へ寄港するクルーズの需要動向に

ついて簡単に紹介したが、より詳細な分析や、クル

ーズ船の寄港による経済効果の算定を引き続き進め

ているところであり、分析結果をとりまとめ次第公

表する予定である。 

 

1)国土交通省港湾局(2018年1月16日):2017 年の訪日クル

ーズ旅客数とクルーズ船の寄港回数(速報値),http://w

ww.mlit.go.jp/report/press/port04_hh_000189.html 
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クルーズの需要動向に 
関する分析
（研究期間 ： 平成 27 年度～）

港湾研究部　港湾システム研究室　 
主任研究官　佐々木　友子　 室長

（博士（工学））
　赤倉　康寛　研究官　杉田　徹

（キーワード）　クルーズ、寄港実績、外国人旅客数

1) 国土交通省港湾局(2018年1月16日):2017 年の訪日クル 

ーズ旅客数とクルーズ船の寄港回数(速報値),http://w
ww.mlit.go.jp/report/press/port04_hh_000189.html
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港湾分野における生産性向上の 
取り組み  
港湾研究部 港湾施工システム・保全研究室 室長 井山 繁 
主任研究官 坂田 憲治 係長 鈴木 啓介 交流研究員 吉田 英治 交流研究員 鈴木 達典 

 管理調整部 情報・施工システム研究官 丹生 清輝 

（キーワード）  ICT浚渫工、ICT導入拡大、工事書類の簡素化  

 

１．はじめに 

港湾分野ではICT浚渫工に続く、さらなるICTの活

用に向けた次期適用工種の選定のため、既存ICTの収

集・整理の結果から港湾に適用可能なICTを選定し、

調査・設計・施工・維持管理の一連の過程での導入

効果を検討している。さらに、業務の効率化に直結

する取り組みとして、工事書類の簡素化についても

検討している。 

２．ICT導入拡大に向けた検討 

ICT導入拡大に向けて現場ニーズを把握するため

関連の業界団体等にアンケート調査を行い、結果を

踏まえ作業区分の整理を行った。作業区分の選定

は、港湾工事工種体系ツリーのレベル4のうち、①

出来形管理基準がある工種、②実施頻度の高い工種

を選び、③既存のICT活用工事で対応可能な工種を

除き、最後に④類似作業毎に整理した。(表-1参照) 

表-1 選定した作業区分と主な該当工種体系 

 

これらに基づき、想定される効果と課題について

とりまとめ、次期適用工種の提案を行った。 

３．工事書類の簡素化に関する検討 

工事書類の削減や電子化等は地道ではあるが、必

要情報を精査することで業務の効率化に直結する取

り組みである。工事書類の簡素化の検討にあたり、

受発注者へのヒアリングを行うなど、現場の状況及

びニーズの把握・分析を行った。写真-1は、浚渫工

事における各整備局の書類ボリュームの比較であ

る。書類ボリュームが多くなる理由の1つとして、

受発注者間で協議される事前協議チェックシートに

おいて、紙書類の提出を求める整備局が多いことが

影響している。そのため、事前協議チェックシート

について、紙提出を義務化することのないようにす

るなど、発注者側の意識を変えることで書類ボリュ

ームは大幅に削減できると考えられる。併せて、主

に港湾・空港分野で利用率の高い工事帳票のやりと

りをするシステム等を有効活用し、電子化を進める

ことでさらに効率化が図られると考えられる。 

 

写真-1 書類ボリュームの比較 

４．おわりに 

今後、港湾分野における生産性をさらに向上させ

るため、引き続きICT導入拡大に向けた検討や工事書

類の簡素化に関する検討を進める予定である。 

顔写
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載者
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港湾研究部　港湾施工システム・保全研究室　室長　井山　繁　
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実工事への適用結果を踏まえた 
技術提案・交渉方式の改善に関する研究 

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  
主任研究官 中洲啓太 

室長 
   中尾吉宏  

               
研究官

  島田浩樹 
交流研究員 大沼孝之 

交流研究員 尾浦猛人 

（キーワード）  技術提案・交渉方式、運用ガイドライン、入札契約方式、官民連携 

 

１．はじめに 

平成26年6月の「公共工事の品質確保の促進に関す

る法律（品確法）」の改正により、仕様の確定が困

難な工事に対し、技術提案の審査及び価格等の交渉

により仕様を確定し、予定価格を定めることを可能

とする「技術提案の審査及び価格等の交渉による方

式」（以下、「技術提案・交渉方式」という。）が

新たに規定された。これを受け、平成27年6月には、

「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式

の運用ガイドライン（以下、「運用ガイドライン」

という。）」が策定された。 

国土交通省直轄工事で技術提案・交渉方式を採用

し、現在、施工契約を締結しているのは、国道2号淀

川大橋床版取替他工事、国道57号災害復旧二重峠ト

ンネル工事、国道157号犀川大橋橋梁補修工事の3件

である（図参照）。国総研は、これらの工事の発注

準備、手続にあたり、地方整備局からの技術相談、

問合せへの対応、学識者委員会への参加、施工契約

後の発注者、施工者、設計者へのヒアリング等を実

施し、手続上生じた課題に対し、対応策、改善案を

迅速に検討した。 

２．研究の成果 

表に実工事への適用結果を踏まえた技術提案・交

渉方式の手続上の主要課題と対応策を示す。例えば、

不確定な条件下にあるにもかかわらず発注者が定量

的なテーマを設定した結果、不確定な条件下での技

術提案に履行義務を課すことの是非等の課題が生じ

た。これに対し、不確定な条件下では、主たる事業

課題に対する提案能力を評価(表-1,③-1)、価格等交

渉を経て決定した仕様を契約図書に反映することで

履行義務を課す(表-1,③-5)等の対応策等を取りまと

めた。定量的内容を含むテーマ設定や、技術提案に

は履行義務を課すべきとの認識は、深く定着した設

計・施工分離発注の考え方によるものであり、対応

策等を取りまとめることで、技術提案・交渉方式に

おける考え方をより明確にした。 

３．成果の活用 

研究の成果は、運用ガイドライン（平成29年12月

改正）に反映された。国総研は、当方式を適用する

地方整備局等の支援、実施状況のフォローアップを

続け、当方式の改善・普及に資する研究を継続する。 

設計・施工技術提案

監督・検査

施工者

発注者

見積り

契
約

交渉

優先交渉権者選定 費用の妥当性検討

合意

施工設計・見積り

交渉

技術提案

合意

優先交渉権者選定 設計・費用の妥当性検討 監督・検査

施工者

発注者

契
約

契
約

(a)設計・施工一括タイプ

(b)技術協力・施工タイプ（適用工事：二重峠トンネル、犀川大橋）

(c)設計交渉・施工タイプ（適用工事：淀川大橋）

 
図 技術提案・交渉方式の概要 

表 手続上の主要課題と対応策 

①-1 条件確定度、施工者による設計の必要性、発注者体制等を踏まえタイプ選定

①-2 的確な提案、円滑な交渉のため、発注者が必要な調査・検討を公告前に実施

②-1 緊急度を考慮しつつ、十分な設計、技術協力期間を確保

②-2 設計、技術協力段階に、必要な追加調査、協議を実施

③-1 主たる事業課題に対する提案能力を評価

③-2 的確な提案、円滑な交渉のため、参考額に加え、要件・条件の設定を重視

③-3 技術対話よりヒアリングを重視

③-4 設計、技術協力の早い段階から、参考見積等を聴取し、価格等交渉を進める

③-5 価格等交渉を経て、決定した仕様を契約図書に反映し、履行

④ 積算基準、特別調査結果、類似実績等と比較の上、学識経験者に意見聴取

課題①：契約タイプの選定・準備

課題②：設計、技術協力期間の確保

課題③：不確定な条件下での手続

課題④：工事費の確認

 
☞詳細情報はこちら 
1) 国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運

用ガイドライン（平成29年12月改正） 
http://www.nilim.go.jp/lab/peg/index.htm 

2) 尾浦、中洲、中尾、田村：国土交通省直轄工事におけ
る技術提案・交渉方式の適用事例の整理・分析、第34
回建設マネジメント問題に関する研究発表・討論会講
演集、2017.12 

3) 中洲、中尾、島田、田村：設計段階から施工者が関与
する工事における入札契約手続の改善に関する一考
察、第34回建設マネジメント問題に関する研究発表・
討論会講演集、2017.12 
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実工事への適用結果を踏まえた
技術提案・交渉方式の改善に関する研究
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　主任研究官　中洲　啓太　室長　中尾　吉宏　
研究官　島田　浩樹　交流研究員　大沼　孝之　交流研究員　尾浦　猛人

（キーワード）　技術提案・交渉方式、運用ガイドライン、入札契約方式、官民連携
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

災害復旧における国土交通省 
直轄工事の入札契約方式の策 
定について （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室 
主任研究官 中洲 啓太 研究官 島田 浩樹 室長 中尾 吉宏 
交流研究員 大沼 孝之 交流研究員 尾浦 猛人 

（キーワード）  入札契約、災害復旧、ガイドライン  

 

１．はじめに 

国土交通省が発注する工事においては、競争性や

公正性の確保の観点から、会計法令上の原則である

一般競争方式を原則的に適用している。しかしなが

ら、近年頻発する災害時では、その復旧工事におい

て、随意契約や指名競争等、平常時とは異なる入札

契約方式を適用し、早期の復旧に努めている。 

 国総研社会資本マネジメント研究室では、地方整

備局等の発注者が、災害復旧工事における入札契約

方式の迅速な適用判断の一助となるよう、近年の大

規模災害時の入札契約方式の適用状況等を調査し、

入札契約方式適用の基本的考え方を整理した。 

 

２．研究内容 

調査対象とした災害事例は、過去5年間（H23年

-H28年）で激甚災害に指定された災害のうち、直轄

管理施設の被害が特に大きかった表-1に示す5事例

とした。これらの災害における復旧工事の発注関係

図書を収集し、各工事の発注時期、公示内容、適用

された入札契約方式、契約相手の選定方法、手続き

期間、入札手続等に着目して整理・分析を行った。 

 調査の結果、発災から約4ヶ月は、緊急性が高い応

急復旧工事に随意契約を多く適用していた。発災後1

ヶ月から12ヶ月は、本復旧工事のうち、出水期前の

完成が求められる等、時間的制約の大きく一般競争

に付す時間的余裕がない工事に指名競争を多く適用

していた。また、発災後3ヶ月以降は、本復旧工事の

うち、一定の入札契約期間を確保できる工事に一般

競争入札を適用していた。こうした分析結果を踏ま

え、表-2に示す災害時における入札契約方式の基本

的な考え方を整理した。 

表-1 対象とした災害 

  表-2 入札契約方式選定の基本的な考え方 

 

３．おわりに 

本研究の成果は、平成29年7月に策定された「災害

復旧における入札契約方式の適用ガイドライン」に

反映された。災害復旧における地方整備局、地方自

治体等の発注者による入札契約方式の迅速な適用判

断において、本ガイドラインが一助となり、近年頻

発する激甚災害からの、より円滑な復旧に寄与する

ことが期待される。 

☞詳細情報はこちら 

1） 国総研 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HP 

http://www.nilim.go.jp/lab/peg/gijutsujouhou.htm 
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災害復旧における
国土交通省直轄工事の
入札契約方式の策定について
（研究期間 ： 平成 28 年度～平成 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
主任研究官　中洲　啓太　研究官　島田　浩樹　室長　中尾　吉宏
交流研究員　大沼　孝之　交流研究員　尾浦　猛人

（キーワード）　入札契約、災害復旧、ガイドライン
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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
の動向と技術評価の現状分析 
 

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 
主任研究官 菊田 友弥 研究官    鈴木 貴大 室長 中尾 吉宏  

（キーワード）  調査・設計等業務、入札・契約、総合評価落札方式 

 

１．はじめに 

国土交通省の調査・設計等業務では、2007年度以降、

価格点と技術点の加算で落札者を決定する総合評価

落札方式を導入しており、国総研は、入札・契約状況

のモニタリングなどにより、業務の品質確保に係る課

題分析や改善案の検討を進めている。同方式の導入か

ら10年が経過し、技術点差の縮小傾向等が指摘されて

いるため、本稿では、品質を重視する入札契約制度を

目指す観点から、実質的に価格で落札者が決まる傾向

が嵩じていないかを分析した結果を報告する。 

２．総合評価落札方式の現状分析 

総合評価落札方式の価格と技術の評価に関する配

点の比率別の件数の割合の推移を見ると、2011年度

以降、1:1の件数割合は増加傾向にある（図－1）。 

同方式の落札者の価格点と技術点の順位に着目す

ると、2016年度は落札者の92.0%が技術点1位の者と

なり、また、技術点1位かつ価格点1位の者が落札し

た割合は53.4%となった（図－2）。これらの指標の

推移（図－3）を見ると、技術点1位の者が落札する

割合は、経年的に増加傾向にあり、技術優位の落札

傾向が進んでいると捉えることができる一方で、技

術点1位かつ価格点1位の者が落札する割合も増加傾

向にあることから、競争参加者の価格に対する意識

も強まりつつあると考えられる。 

また、技術点1位と2位の平均得点差（60点満点で

換算）と、価格点1位の者と2位の平均得点差の推移

（図－4）を見ると、いずれの得点差も経年的に縮小

する傾向にあるものの、2011年度以降は、技術点は

価格点の3倍を超える得点差が確保されており、現状

では技術でより差がつく傾向に変わりはないと解す

ることができる。 

３．今後の研究 

上述の分析で、技術優位の落札傾向を確認した。

現在、得点差の縮小要因を明らかにするため、評価

項目別の得点・配点等の分析を進めている。引き続

き、制度改善に資する研究を進めて参りたい。 

☞詳細情報はこちら 

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 

顔写真
掲載者
氏名 

（写真
ﾃﾞｰﾀの
貼り付

(博士(国際協力学))

顔写真
掲載者
氏名 

（写真
ﾃﾞｰﾀの
貼り付

顔写真
掲載者
氏名 
（写真
ﾃﾞｰﾀの
貼り付

図－2 落札者の価格点順位、技術点順位との関係(2016年度)

図－3 落札者の技術点1位・価格点1位の者の割合の経年変化 

図－4 技術点・価格点の1位と2位の平均得点差の推移 
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調査・設計等業務の入札・契約の 
動向と技術評価の現状分析

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
主任研究官　菊田　友弥　 研究官

（博士（国際協力学））
　鈴木　貴大　室長　中尾　吉宏

（キーワード）　調査・設計等業務、入札・契約、総合評価落札方式
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

公共工事における総合評価落札 
方式の実施状況について 
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 

      主任研究官 冨澤 成実   室長 中尾 吉宏   研究官 島田 浩樹  

（キーワード）  公共工事、入札・契約、総合評価落札方式、評価項目、工事成績  

 

１．はじめに 

国土交通省における直轄工事の総合評価落札方式

では、契約タイプを技術提案評価型(S型、A型)と施

工能力評価型(Ⅰ型、Ⅱ型)に区分した二極化を2013

年度から運用している。本稿では、発注件数の約9

割を占める施工能力評価型において、より工事条件

等に合った適切な技術力の評価項目を検討するため、

評価項目(企業の能力等、技術者の能力等)の配点(割

合)や評価結果等に着目し分析を行った。 

２．対象データ 

分析対象データは、地方整備局等(各地方整備局、

北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局)の2014年度～

2016年度契約工事(施工能力評価型)の主要4工事種

別(一般土木、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、鋼橋上部、ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ･ｺﾝ

ｸﾘｰﾄ)の中から、採用率(設定件数/工事件数)90%以上

の評価項目(「企業・技術者の実績」「企業・技術者

の成績」「企業・技術者の表彰」「CPDの取得状況」

「災害協定等」)が全て設定されている工事(現時点

で収集済みデータ)を対象とした。 

３．落札者の決定要因として影響のある評価項目  

評価項目の配点(割合)内訳を図1、競争参加者の各

評価項目の得点率内訳を図2、落札者と非落札者の平

均得点差を図3に示す。「企業の実績」の配点割合は、

全体の9％(3.7点)でそれほど高くない。だだし、平

均得点率(79.4％)は

最も高く、競争参加

者の7割以上が満点

(100％)を取得して

いるが、落札者の平

均得点率は特に高く

(90.2%)、非落札者

(76.9%)との差が大きいことから平均得点差も0.49

点と企業の評価項目の中では差が付きやすい項目と

なっている。一方、「技術者の成績」の配点割合は、

全体の18％(7.0点)と最も高い。得点率は、得点なし

(0%)・中間点(0％超100％未満)・満点の割合に大き

な偏りはなく、平均得点率(57.0％)もそれほど高く

はない。なお、落札者と非落札者の平均得点差は1.24

点と評価項目の中で最も差が付き易い事から、落札

者の決定要因として影響が大きい項目と考えられる。 

４．評価項目の得点率と完成時の工事成績の関係 

 落札者の入札時の評価と完成時の工事成績の関係

を「技術者の成績」

の評価項目で見る

と、得点率が高い

ほど完成時の工事

成績が高まる傾向

にある。(図4) 

５．今後の予定 

評価項目の配点(割合)、得点(率)、得点差、入札

時の評価と完成時の工事成績との関係等の分析を更

に進め、適切な技術力の評価項目の検証を行い総合

評価ガイドラインの改定等に繋げていく予定である。 

【参考：関連するWEBサイトのURL】 

社会資本マネジメント研究室のHPを参照 

http://www.nilim.go.jp/lab/peg/index.htm 
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災害協定等
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平均79.4%
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海外事例を踏まえた今後の事業 
評価の方向性の検討について 
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 
主任研究官 山口 悟司 研究官       鈴木 貴大 室長 中尾 吉宏  

（キーワード）  公共事業評価、評価手法、海外事例 

 

１．はじめに 

公共事業については、効率的な執行及び透明性の

確保が重要なことから、新規採択時評価、再評価、

及び事後評価による事業評価が実施されている。 

国土交通省の公共事業評価手法研究委員会（2017

年は5月、11月開催）は、社会資本整備審議会・交通

政策審議会交通体系分科会計画部会専門小委員会の

提言にある事後評価等の充実、及び現在の事業評価

の状況等を踏まえた制度の改善を目的とした検討を

進めており、国総研では改善案の検討に係る評価制

度の現状分析及び海外の評価手法調査を行っている。 

ここでは、国土交通省が実施している再評価の制

度について現状を分析し、海外事例の調査結果も踏

まえながら改善の方向性を検討した結果を示す。 

 

２．再評価の現状分析及び改善方向性の検討 

国土交通省は1998年度より再評価を実施してお

り、2010年4月より評価サイクルを5年から3年に変更

した。その結果、評価件数が219件/年（2006～2009）

から347件/年（2010～2015）に増加した。再評価で

の事業費の変化に着目すると（図-1）、3年後の再評

価では事業費の大きな変動がない事業が7割以上を

占め、現在はこれらも再評価の対象である。一方、

事業費の変化が30％を超えるものが1割以上あり、こ

うした事業の審議への十分な時間確保が必要である。 

 

 

 

 

 

図-1 再評価期間別の事業費変化割合 

 この様な認識の下、制度改善の検討をすべく、海

外の再評価事例の調査を行った。その結果、カナダ

では、実施中の事業について、評価項目にOn time

（期間）、 On budget（予算）、 On scope（整備効

果）の３つの重要業績指標を設定し、各項目につい

て計画通りか否かの観点で赤、黄、緑の3段階で判定

を行い、赤の場合には計画内容等の見直しを行う評

価を実施していることが分かった。（表-1） 

表-1 カナダ再評価事例 判定基準 

 

 

 

 

 

 

この制度には、再評価として重視するべき当初想

定の状況からの変化及び、その変化への対応方針の

検討に向けた評価項目が的確に設定されている。 

カナダの事例は、先に示した評価サイクルと評価

件数の整理結果とともに、第2回公共事業評価手法研

究委員会における中間取りまとめ案（方針案）の基

礎資料として活用された。方針案では、On time、 On 

budgetでの事業進捗の確認に向け、事業スケジュー

ル及び総事業費等進捗状況を確認項目として、項目

に大幅な変更が生じる場合には再評価を実施するこ

とや、再評価の実施サイクルへの言及があり、今後

の重要な方向性との意見交換が委員会でなされた。 

３．成果の活用 

研究の成果は、公共事業評価手法研究委員会等、

今後の方針検討の資料として活用されている。 

研究委員会の議論に向けて、今後も引き続き、評

価手法等の調査を行い、制度の高度化に努めたい。 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 

(博士(国際協力学))

※事業評価カルテ検索 より作成
※前回評価から３年後または５年後に再評価を実施した事業を集計

56%21%

6%

5%

12%
再評価期間3年間

33%

23%11%

11%

22%

再評価期間5年間

変化なし

～ ±10%

±10% ～±20%

±20% ～±30%

±30% ～

On Time On Budget On Scope

GREEN
現時点で承認された工期内に収
まっており、事業の完了時期も
守られる見込みである。

現時点までの支出額及び今後の
支出予定額が、財務当局及び事
業主体に承認された予算内に収
まっている。

整備効果の見通しは想定内で
あり、プロジェクト全体への影
響はない

YELLOW
現時点で承認された工期内に収
まっていないが、事業の完了時
期は守られる見込みである。

現時点までの支出額は、計画の
範囲内に収まっていないが、今後
の支出予定額（リスクへの対応を
含む）は、財務当局及び事業主
体に承認された予算を超過しな
い。

整備効果が当初の見通しと比
較して変化した場合、プロジェ
クト全体にマイナスの影響を
与える可能性がある

RED
現時点で承認された工期内に収
まっておらず、事業の完了時期
も守られない見込みである。

今後の支出予定額が、財務当局
及び事業主体に承認された予算
を超過している。

整備効果が当初の見通しと比
較して変化した場合、プロジェ
クト全体にマイナスの影響を
与える
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社会資本整備のストック効果
の表現手法に関する研究  
 

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 
主任研究官 山口 悟司  研究官   鈴木 貴大  室長 中尾 吉宏  

（キーワード）  社会資本整備、ストック効果、メッシュデータ 

 

１．はじめに 

近年、わが国の厳しい財政制約の下においても経

済成長や安全・安心の確保、国民生活の質の向上を

持続的に実現していくため、ストック効果（社会資

本の中長期的な整備効果）を客観的、定量的に把握

し、積極的に高めることが求められている1)。本稿

では、岩手県盛岡市の事例を参考に、地図上のメッ

シュ統計データを用いたストック効果の表現を示す

とともに、整備効果が地理的・空間的に広がってい

く様子を過不足なく捉えるための方法を考察する。 

 

２．ストック効果の表現事例 

2001、2012年事業所・企業統計調査（総務省統計

局）のメッシュ統計データをもとに、盛岡市付近の

事業所数の増加率を示した結果を図-1(a)から(c)に

示す。メッシュを大きくしていくほど、大域的な特

徴が把握しやすくなる一方で、大きく（正あるいは

負の）効果が出ているスポットとそうでないスポッ

トとで変化量が相殺されてしまう傾向があることか

ら、適切な大きさのメッシュを利用する必要がある

といえる。 

また、図-1中の白枠は、2001年時点で事業所数が0

であったが、その後事業所が生じたメッシュである。

その分布をみると、整備効果が郊外にも広がりをも

つことがわかる。 

 

３．メッシュ表現図から整備効果を読み取る方法に

ついての考察 

 盛岡市では、ダム開発（1968年四十四ダム完成、

1981年御所ダム完成）、東北自動車道の開通（1977）

等の社会資本整備と盛岡南新都市整備事業等が複合

的になされてきた経緯がある。図-1は、これらが総

体として中長期的に地域に及ぼした効果に着目した

ものであるが、今後の研究では、各計画前後でのメ

ッシュ表現図作成・計画主体へのヒアリングを通じ

て、個々の計画がいかにして相互に影響しつつスト

ック効果に帰着していったのかを明らかにすること

を目指す。複数事例についてこうした詳細な検討を

行うことで、ストック効果を「見える化」し、効果

的に高めていくための客観的な方法論構築を図る。 

☞参考文献  

1) 社会資本整備審議会・交通政策審議会交通体系分科会

計画部会専門小委員会「ストック効果の最大化に向けて～

その具体的戦略の提言～」 

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/sogo08_sg_00022
0.html 
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コンクリート工の生産性向上に 
関する検討 （研究期間：平成28～30年度） 
 

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 市村 靖光 研究官 梅原 剛 室長 関 健太郎 

（キーワード）  i-Construction、コンクリート工、生産性向上、全体最適設計 

 

１．はじめに 

 国土交通省では、「コンクリート生産性向上検討

協議会」を平成28年3月に設置し、建設生産プロセス

全体で最適化を実現する技術・工法の導入を進める

ため、これまでの部分最適設計から全体最適設計へ

の転換等に向けた検討を進めているところである1）。 

国総研においては、コンクリート構造物の概略・

予備設計等の比較検討時に用いる工期短縮、省力化、

安全性向上、環境保全等の効果を定量的に評価する

手法について検討を行っている。 

２．全体最適設計を図るための比較評価手法の検討 

 本検討においては、既往文献等を参考に、表－１

に示す各評価項目のコスト換算に用いる原単位や算

出方法について調査を行った。 

図－１は、大型ボックスカルバートについて、場

所打ち構造とプレキャスト製品の工事費を比較した

ものである。図中にはプレキャスト製品の使用によ

る安全性向上効果（工期短縮日数×労働災害発生率

×死亡あるいは傷害による損害額）も赤字で示して

おり、工事費の１割程度の値となっている。ただし、

今回用いた労働災害発生率については、場所打ち構

造とプレキャスト製品の差異までは反映できていな

い。 

同様にその他の評価項目についても、原単位や算

出方法が確立されていないことや厳密に算出するに

は多くのデータが必要である等の問題がある。今後

引き続き、コスト換算が困難な項目について、感度

分析等による定量化の検討を行うこととしている。 

また、設計案件毎に全ての効果を詳細に積み上げ

るためには、コストや手間がかかることもあり、率

計上や現場条件による判定（生コン等の材料入手が

困難、鉄筋工等の人手不足、現道での維持修繕工事

等で工期制約が大きい場合等では、比較検討なしに

プレキャスト製品を採用等）の導入も視野に入れて

いる。 

３．おわりに 

 本検討成果の一部は、本省から通知された「予備

設計段階等におけるコンクリート構造物の比較案作

成に当たっての留意事項」に反映され、平成29年度

から地方整備局等において運用されている。 

【参考】 

1)http://www.mlit.go.jp/tec/i-con-concrete.html 

写真 写真 

写真 

表-１ 比較検討に用いる評価項目 

カテゴリー 評価項目

①コストとして積み上げ可能

仮設費（交通規制費、雪寒施設費等）

構造物の詳細設計費

維持管理・更新費 ※詳細な積み上げは困難な場合あり

②コスト換算が困難

安全性向上（労働災害防止）

環境保全（リサイクル材の活用等）、CO2排出量等

騒音・振動低減

渋滞による経済的損失

早期供用による効果発現

省力化（将来的な人手不足に対する効果）

図-１ 比較検討の試算例 
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働き方改革に関する海外事例調査 
（研究期間：平成29年度） 
 

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  大嶋 大輔 主任研究官 市村 靖光 室長 関 健太郎 

（キーワード）  働き方改革、賃金、週休2日、下請け、海外 

 

１．はじめに  

労働の機会や生産性を高めることなどを目的とし

た「働き方改革実行計画」が、働き方改革実現会議

（議長・内閣総理大臣）により2017年3月28日に決定

された。 

 これにより、建設業においては、適正な工期設定

や適切な賃金水準の確保、休日確保などの取組の推

進が求められている。 

 本研究では、これらの取組の推進に寄与すること

を目的に、「適切な賃金水準の確保」とこれに関連

する「下請けの取引条件の改善」、「週休2日の確保」

の3点にスポットを当て、これらの取り組みが進んで

いると思われる先進国の一つである米国を中心に海

外事例の調査を行った。 

２．適切な賃金水準の確保  

 図－1は、日米の賃金水準に関連する情報である、

職種毎の労務単価を比較したもので、米国の単価水

準は日本の1.5～2.5倍とかなり高くなっている。 

 

図－１ 日米の労務単価比（米国／日本） 

 この要因の一つと考えられる米国の制度としては、

デービス・ベーコン法が上げられる。労働者の中間

的な賃金を基に基準賃金を定めているもので、適用

範囲が広く連邦政府発注の工事に適用されることか

ら影響が大きいと思われる。 

３．下請けの取引条件の改善 

不当な下請け取引条件はそこで働く労働者の賃金

の水準に影響をもたらす事から改善を図っていく必

要がある。表－1は、日米の法令制度を比較したもの

であるが、米国における制度は具体的な数値を持っ

て規制をしていると同時に、支払いフローの確認な

ど発注者が積極的に関与しているのが特徴である。 

表－１ 下請けの取引条件の改善に関する法令 

日本 米国

法令 建設業法 連邦規則集（ＣＦＲ）

元請施

工比率

の指定

・なし（一括下請けは

禁止）

・建設業全般：12%以上

・道路事業：30%以上

支払い

フロー

確認

・なし（施工体制台帳

の提出のみ）

・賃金支払い帳を発注者が確認し、元請に

代金支払い。
 

 

４．週休2日の確保 

週労働時間49時間以上の労働者の割合は、日

21.3％、米16.6％、英12.5％、仏10.4％、独10.1％

（2014年）であり、日本の労働時間は海外と比較し、

多い状況である。健康で働きやすい職場環境の実現

に向け、改善を図っていく必要がある。表－2を見る

と、米国における制度は、土日曜の大幅な割増賃金

を労働協約により規定しているのが特徴である。こ

れにより、土日曜の稼働がコスト増に直結すること

から、抑制につながっているものと考えられる。 

表－２ 週休2日の確保に関する法令 

日本 米国

法令 労働基準法 公正労働基準法（ＦＬＳＡ）、労働協約（NY市例）

内容
・週休1日以上

・休日：35%割増賃金

・標準勤務日：月～金

・土日曜：50％割増賃金  

５．おわりに 

 今回の報告は、調査の中間とりまとめの段階で 

あり、今後内容の精査、深化を図っていき、建設業

における働き方改革の効果的な取組の提案を行って

参りたい。 
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働き方改革に関する海外事例調査
（研究期間 ： 平成 29 年度）

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　大嶋　大輔　主任研究官　市村　靖光　室長　関　健太郎

（キーワード）　働き方改革、賃金、週休2日、下請け、海外
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

施工パッケージ型積算方式の改良に
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    
研究官 吉田 武教 主任研究官 森 芳徳 交流研究員 竹屋 宏樹 交流研究員 牧野 淳 
室長 関 健太郎  

（キーワード）  施工パッケージ、積算 

１．施工パッケージ型積算方式とは 

施工パッケージ型積算方式は、積算業務の効率化

及び積算価格の透明性向上等を目的に導入したユニ

ットプライス型積算方式を改良したものである。 

本方式は、機械経費・労務費・材料費ごとに積上

げる必要がなく、条件区分ごとに設定された施工パ

ッケージ（416パッケージ）を選択する方式であるた

め、積算業務の簡素化や効率化が期待されている。 

２．導入の効果及び課題 

2017年上半期に実施した導入効果に関するアンケ

ート結果の一部を図－１に示す。 

 

   図－１ 積算に要した時間の回答結果 

積算に要した時間については、発注者で約2割、受

注者で約6割が「短縮している」との回答が得られて

おり、特に受注者からおおむね良い評価が得られて

いる。これらについては、導入後の時間経過に伴い、

理解度が受発注者ともに深まることが予想されるた

め、今後さらにその効果が発現されると考えられる。 

一方で、受注者からは「現場条件との乖離（設計

値が標準単価の適用範囲の上限値の場合や一定規模

以下の場合は，単価が合わない等）」との意見が多い

点が課題として見受けられた。 

３．課題への対応 

これらの課題の要因としては、舗装厚さなどの設

計値を「〇〇ｍｍを超え○○ｍｍ以下」のように設

計値の範囲で区分化した施工パッケージでは、区分

ごとに標準的な舗装厚さ設定し、標準単価を算出し

ているため、積算金額と受注者の積算金額に乖離が

生じている可能性等が考えられる。このことから、

対策として舗装厚さに応じた金額を積算できる方式

（図－２）の適用の拡大を行った。 

 

図－２ 舗装厚さに応じた金額を積算できる方式の

イメージ 

４．おわりに 

 現在設定している施工パッケージの配下に条件区

分毎に設定されている標準単価の数は1万個以上有

り、今後は、これらが実勢価格と乖離しないように

適時見直しを行っていく必要がある。そのため、膨

大な数の標準単価と実勢価格の関係について、効率

的にモニタリングする手法が必要であり、現在その

手法について検討を進めているところである。 

発注者 受注者

23%

75%

2%

短縮している 変わらない 延長している

( N=645 )
【 H29 】

15%

84%

1%
【 H28 】

( N=629 )

60%
38%

2%

( N=657 )

58%
40%

2%
【 H28 】

( N=657 )

【 H29 】

【改善前】設計値の範囲で区分化．
⇒標準単価は適用範囲に応じて階段状に設定される．

標準
単価
②

金額(円)

【改善後】
「設計値の範囲で設定した区分」から「設計値の実数入力」へ変更．
⇒任意の設計値に応じた金額が積算される．

標準
単価
①

設計値
(例：平均厚さmm )

標準単価①の適用範囲
25～35ｍｍ

標準単価②の適用範囲
35～45ｍｍ

標準的な設計値
（例：適用範囲内の
平均値）を設定し，
この条件のもと算出
した金額を標準単価
とする．

「実際の設計値」
と「標準的な設計
値として採用した
値」に大きな格差
がある場合，積
算金額と実態に
大きな乖離が生
じる可能性があ
る．

金額差

金額差

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不

要） 

写真 

（写真ﾃﾞｰ
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施工パッケージ型積算方式の 
改良について

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　 
研究官　吉田　武教　主任研究官　森　芳徳　交流研究員　竹屋　宏樹　
交流研究員　牧野　淳　室長　関　健太郎

（キーワード）　施工パッケージ、積算
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

インフラ用ロボットの社会実装の推
進 （研究期間：平成２８～３０年度） 
 

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 
主任研究官 杉谷 康弘 室長 森川 博邦 研究官 岡島 朝治 

（キーワード）  インフラ用ロボット、データベース、技術開発、社会実装 

 

１．はじめに 

インフラ点検の需要が多く見込まれる中、人口減

少や少子高齢化による労働力不足は、点検の実施に

大きな課題となる。そのため、ロボット技術の活用

が期待されているが、シーズ技術が実際の現場で活

用・普及するようになるまでには、いわゆる「魔の

川」、「死の谷」、「ダーウィンの海」を克服する

必要がある。国総研では、如何にしてこれらを克服

するかの研究を行っており、ロボット技術に関する

データベースの運用と、ニーズ側・シーズ側の両者

による研究開発を促進するための活動（コミュニテ

ィ活動）を柱とする「インフラ用ロボット情報一元

化システム」（図－１参照）の構築を目指している。 

 

図－１ 一元化システムの構成 

２．ロボット情報データベースの改良 

 ロボット情報データベースの目的は二つある。一

つは、ニーズ側に対してカタログ的な情報を提供す

ること。もう一つは、シーズ側に対して現場検証に

おける評価の項目や評価の基準、他社の技術の評価

結果を提供することにより、ロボットを開発する際

に参考としてもらうことである。本年度は、データ

ベースを改良するため、シーズ側に対してアンケー

ト調査を行った。調査内容は、特に、シーズ側同士

によるオープンイノベーションが促進されるために

必要な情報が何かを把握することを念頭に設定した。 

３．ロボット技術研究開発促進活動の検証 

実際の現場で活用できるロボット技術が開発され

るようにするため、技術開発から社会実装に至るま

での各プロセスにおいて、具体的なテーマを設定し

て活動（写真－１参照）を行っている。本年度は、

昨年度から引き続き「インフラ点検情報3次元モデリ

ング技術」に関して、ニーズ側からの情報提供やシ

ーズ側からの技術提案に対する意見交換を行った。

また、新たに「ロボット点検による成果品の納品要

領」、「インフラ点検へのAIの活用」をテーマに議

論を開始した。今後、これらの活動を検証し、ロボ

ット技術の社会実装を促進するシステムを確立する。 

 

写真－１ コミュニティ活動の様子 

４．おわりに 

本研究では、インフラ点検ロボットの他に、災害

用ロボットも対象にしており、現在はデータベース

の構築を主に進めている。なお、本研究は、戦略的

イノベーション創造プログラム（SIP）により実施し

ているものである。 
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インフラ用ロボットの 
社会実装の推進
（研究期間 ： 平成 28 年度～平成 30 年度）

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　主任研究官　杉谷　康弘　室長　森川　博邦　研究官　岡島　朝治

（キーワード）　インフラ用ロボット、データベース、技術開発、社会実装
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

評価要素 ３次元データ活用効果（例） 工事における評価尺度

省力化
３次元起工測量により測量作業や
測量計算の作業が不要

省力化した作業の短縮日数

迅速化
３次元モデルを用いる事で関係機
関との協議が迅速化

協議や手戻りの防止による短縮日数

効率化
ＩＣＴ施工を実施することで日当
たり施工効率が向上

施工工程の短縮日数

ICT活用による建設生産性向上の 
効果計測に関する研究（研究期間：平成29年度～） 
 

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 

 主任研究官 小塚清 室長 森川博邦 研究官 川邉好世 交流研究員 伊藤薫 

（キーワード）  建設生産性、施工段階、i-Construction 

 

１．はじめに 

国土交通省においては、i-Construction（うちICT

の全面的活用）の推進に必要な基準類の整備を順次

進めている。平成27年度には、ICT土工の3次元設計、

施工管理、監督・検査に必要な15の基準類の整備を

行った。これに引き続き、平成28年度には、土工同

様、ICT舗装工事に必要な基準類の整備を行ったとこ

ろである。 

引き続き、ICTの全面的活用を推進するにあたり、

構造物をはじめとした他の工種へICT活用工事に関

係する基準類を展開するとともに、一層の生産性向

上を目指してPDCAサイクルを廻すためには、建設生

産性向上効果の定量的な把握が必要である。 

２．研究の概要  

 本研究においては、(1)ターゲットとなる工種の選

定、(2)工種における全体プロセスの把握、(3)プロ

セスからICTを活用することによる生産性向上効果

の高いシーンの抽出、(4)それぞれのシーンでの効果

の試算、の手順で作業を進めている。 

(1) ターゲットとなる工種の選定 

ターゲット工種として、現在のICTを活用した施工

実態、今後のICT化・基準類検討動向等を踏まえ、土

工、舗装工、護岸工、トンネル工の4工種を選定した。 

(2) 工種における全体プロセスの把握 

(1)で選定した4工種において、設計→施工→維持

管理にわたる全体プロセスを整理する。 

(3) プロセスからICTを活用することによる生産性

向上効果の高いシーンの抽出 

(2)で整理したプロセスから、ICTを活用すること

により生産性向上効果の高いもしくは高いと想定さ

れるシーンを複数抽出している。 

 

表1 生産性効果の向上が見込まれるシーン（例） 

(4) それぞれのシーンでの効果の試算 

(3)で抽出したシーン毎に、実際の工事に照らし、

具体の生産性向上効果の試算を行う。試算要素とし

て、「省力化」「迅速化」「効率化」の3要素に着目

することを想定している。 

表2 生産性向上の評価要素（案） 

 

３．これまでの成果 

対象4工種それぞれ1現場について、実態調査を通

じて、生産性向上シーンの検証、向上効果の試算を

行っているところである。試算にあたっては、直轄

事業の契約変更（工期・契約額）の実績等を参考に、

生産性向上の程度を数値化する予定である。 

４．今後の研究について 

これまでの成果を踏まえ、平成30年度以降、対象

工種・シーンを拡大し、試算を継続的に進め、事例

集として整理するとともに、蓄積された事例集をも

とに、一般的な生産性向上効果の算定ツールとして

整理することを目指す。 
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ICT 活用による建設生産性 
向上の効果計測に関する 
研究
（研究期間 ： 平成 29 年度～）

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 
主任研究官　小塚　清　室長　森川　博邦　研究官　川邉　好世　交流研究員　伊藤　薫

（キーワード）　建設生産性、施工段階、i-Construction
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

i-ConstructionのためのICTを活用
した出来形管理手法の検討     
（研究期間：平成２７年度～） 

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 
主任研究官 杉谷 康弘 室長 森川 博邦 研究官 髙栁 佐和子 
研究官 岡島 朝冶 研究官 川邉 好世 交流研究員 若林 康郎 交流研究員 伊藤 薫 

（キーワード）  ICT、3次元点群データ、出来形管理 

 

１．はじめに 

国土交通省では、労働力不足に対応するため、生

産性2割向上を目指したi-Constructionを推進して

いる。本研究では、生産性向上を目的に、ICT建設機

械や、3次元点群データが取得可能な計測機器を出来

形管理に利用することを検討している。本年度は、

河川浚渫工へのICT活用等について検討を行った。 

２．河川浚渫工におけるICTの活用の検討 

 バックホウ浚渫船による河川浚渫工について、ICT

を活用した出来形管理手法の検討を行った。河川浚

渫は水中作業であり、掘削面を目視することができ

ない。そのため、バックホウのバケット位置がリア

ルタイムでモニターに表示されるICT建設機械の活

用が有効である。また、従来の出来形管理は、船上

や、ときには河川に人が入りロッドやレッド（錘を

紐で吊るす方式）で計測するなど、手間が掛かる苦

渋作業であった（図－１参照）。そのため、ICT建設

機械の施工履歴（バケット位置情報の履歴）データ

や、マルチビーム測深器の出来形管理への適用につ

いて検討を行った（図－２参照）。これらを使用し

た場合、施工範囲全体の3次元点群データが取得でき

るため、面的に出来形を評価する規格値についても

検討を行い、出来形管理要領素案として整理した。 

 

図－１ 従来の出来形管理手法 

 

図－２ ICTを活用した出来形管理手法 

３．土工周辺工におけるICTの活用の検討 

縁石工や側溝工のように土工の前後工程や土工と

並行作業となる工種の出来形管理については、土工

と一体で行うことが効率的であると考えらえる。ま

た、コンクリートブロック工のように広範囲に面的

に施工される工種については、3次元点群データ計測

機器の利用が効率的となる場合が想定される。その

ため、これらの工種について、ICTを活用した出来形

管理の適用性について現場調査やヒアリングを実施

し、その有効性を確認した。 

４．新たな計測機器の活用の検討 

市場では新たな計測技術や計測機器の開発が進ん

でおり、規定の性能を有し、出来形管理の効率化が

見込める技術については、それを出来形管理で利用

できるように要領を整備する必要がある。そのため、

一定の普及が進んでいる技術について、現場での精

度確認試験方法等の検討を行い、出来形管理要領に

記載する内容の素案を作成した。 

５．おわりに 

今後も、出来形管理に関する工種の拡大を含め、

生産性向上に繋がるICTの活用手法について検討を

行っていく予定である。 
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i-Construction のための 
ICT を活用した出来形管理 
手法の検討
（研究期間 ： 平成 27 年度～）

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　主任研究官　杉谷　康弘　
室長　森川　博邦　研究官　髙栁　佐和子　研究官　岡島　朝冶　
研究官　川邉　好世　交流研究員　若林　康郎　交流研究員　伊藤　薫

（キーワード）　ICT、3次元点群データ、出来形管理
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

電源断判定＋
移動速度判定

YES

NO

電源断判定
（短距離）

NO

位置登録データ

飛行機判定

ケース1 ケース2

YES

ケース3

飛行機

実行せず

NO

空港周辺
基地局判定

NO

実行せず

NO

位置登録データ

飛行機判定

YES

飛行機

電源断判定＋
移動速度判定

YES

NO

NO

電源断判定
（短距離）

NO

位置登録データ

飛行機判定

YES

YES

飛行機

空港周辺
基地局判定

実行せず

NO YES

新幹線判定へ 新幹線判定へ 新幹線判定へ

時刻

出発エリアA
（1時間以上
滞在）

到着エリアZ
(1時間以上
滞在）

電波が届かないため、信号が発生しない
かつ

所定の移動速度で一定の移動距離を超えて移動

飛行中（上空）

携帯電話基地局の運用データを基に
した統計情報を用いた移動手段の推
計手法について（研究期間：平成26～29年度） 
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  関谷 浩孝 主任研究官 糸氏 敏郎 交流研究員 北川 大喜 

都市研究部 都市施設研究室 室長 新階 寛恭 

（キーワード）  ビッグデータ、交通計画、携帯電話基地局、人口流動統計  

 

１．はじめに 

携帯電話基地局の運用データを基にした

モバイル空間統計の人口流動統計は、携帯

電話約7,600万台（そのうち法人名義のもの

を除去）を対象とし、位置情報を携帯電話

の普及率や基地局のカバーエリアに関する

情報を加味して拡大等の統計処理をしたOD

量データである。しかし、人口流動統計は、

既存の都市交通調査と異なり、移動手段を

直接把握できない。移動手段を把握するこ

とが出来れば、パーソントリップ調査の補

完や高度化、その他統計調査の補完、新規

供用区間の整備効果計測等に使用することができる。

本研究では、モバイル空間統計の人口流動統計にお

ける長距離のトリップを対象に、飛行機トリップか

否か、新幹線トリップか否かを推計する手法を考案

し、精度を分析した。 

２．推計手法の提案 

 飛行機トリップか否かを推計する手法を、電源断

判定、移動速度判定、空港周辺基地局判定の3つの判

定を組み合わせて提案した。同様に、新幹線トリッ

プか否かを推計する手法を最高速度判定、沿線周辺

通過判定の2つの判定を組み合わせて提案した。 

３．推計結果の比較 

起終点エリアを5都道府県（東京都、大阪府、福岡県、

熊本県および鹿児島県）、時間解像度を1日と設定し

作成した飛行機・新幹線OD量データと、2010年度の

全国幹線旅客純流動調査の交通機関データを起終点

エリアごとのODペアにて比較した。また、起終点エ 

リアによって、飛行機・新幹線推計手法のケースご

との特徴を分析した。その結果、全国幹線旅客純流

動調査との高い相関性を示している事、判定を組み

合わせて実施することにより、新幹線利用を飛行機

利用と判定する等、誤って判定するトリップ数を低

減させる可能性があることが示された。 

４．今後の展開 

本研究を含む携帯電話基地局の運用データを基に

した人の移動に関する統計情報の研究成果を普及さ

せるために、報告会を開催予定である。また、実務

者にこの統計情報を利用してもらい、利用上の課題

などを明らかにする予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 北川大喜，関谷浩孝，糸氏敏郎，池田大造，永田智大，

福手 亜弥，新階寛恭，今井 龍一：携帯電話網の運用デー

タを用いた新幹線トリップの推計手法に関する一考察，土

木計画学研究発表会・講演集，Vol.56，土木学会，2017 

2) 齋藤貴賢，北川大喜，今井 龍一，池田大造，永田智大，

関谷 浩孝，新階寛恭，橋本浩良，福手 亜弥，矢部努，廣

川 和希：携帯電話網の運用データに基づく人口流動統計

を用いた交通手段の推計手法に関する一考察，土木計画学

研究発表会・講演集，Vol.55，土木学会，2017 
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図 電源断判定イメージと飛行機推計手法の判定図 
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携帯電話基地局の運用データを基にした 
統計情報を用いた移動手段の推計手法 
について
（研究期間 ： 平成 26 年度～平成 29 年度）

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

（博士（工学））
　関谷　浩孝　主任研究官　糸氏　敏郎　交流研究員　北川　大喜

都市研究部　都市施設研究室　室長　新階　寛恭

（キーワード）　ビッグデータ、交通計画、携帯電話基地局、人口流動統計
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

3次元モデルを活用した工事数量算
出方法 （研究期間：平成29年度） 
 

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 
研究官寺口 敏生 室長関谷 浩孝 主任研究官青山 憲明 研究官川野 浩平 

（キーワード）  数量算出、3次元モデル、CIM 

 

１．はじめに 

国土交通省が2017年4月に改定した平成29年度(4

月版)土木工事数量算出要領（案）1)（以下、数量算

出要領）では、CADソフトによる3次元での数量算出

を認めている。しかし、3次元モデルを用いた工事数

量算出の具体的な方法は提示されていない。そこで、

国土技術政策総合研究所では、現在の数量算出要領

の区分に基づき、3次元モデルより数量を算出する方

法を研究している。 

本年度は、土構造物、コンクリート構造物と鋼構

造物の3次元モデルを用いた数量算出方法を検討し

た。本稿では、図-1に示すモデルを事例に、土構造

物を対象とした数量算出に活用するための3次元モ

デルの作成方法案を報告する。 

２．3次元モデルを用いた土構造物の数量算出方法 

土構造物の数量算出に用いる3次元モデルは、地表

面や地層面をモデル化した3次元地盤モデルと施工

基面（路床面）や法面を表現する土工モデルを用い

て表現する。各モデルの作成方法を以下に詳述する。 

 地表面（図-2（a）①）は、3次元計測技術により

得られた計測データを基にサーフェスモデルを作成

する。地層面（図-2（a）②③）は、ボーリングデー

タ等に基づく地質断面図を用い、2断面間の空間形状

を数学的に補完（推定）してサーフェスモデルを作

成する。各地層のサーフェスモデルには、下面の鉛

直方向の空間における土質の情報を登録する。 

 土工モデル（図-2（b））の施工幅や切取幅は、サー

フェスモデルにより表現する。 

 これらのモデルを重ね合わせて、各モデル間の体

積差分を用いるTIN分割を用いて求積する方法や各

面の標高差分を用いる点高法やプリズモダイル法等

により、土構造物の数量を算出する。 

 

図-1 土構造物の3次元モデルの表現例 

 

①

②

③
  

（a）3次元地盤モデル   （b）土工モデル _ 

図-2 3次元地盤モデルと土工モデルの表現例 

 

３．おわりに 

2017年度は、研究を通じて得られた知見を基に、

土木工事数量算出要領（案）の共通編、河川・砂防

編および道路編に関する改定案を作成した。2018年

度は、本改定案に基づく業務や工事の試行を通じて、

3次元モデルを用いた数量算出の課題抽出と対策の

検討および対象工種の拡充を進める。 

 

参考文献 

1) 国土交通省：平成29年度(4月版) 土木工事数量算出要

領（案），2017.4.＜URL： http://www.nilim.go.jp/lab/ 

pbg/theme/theme2/sr/yoryo2904.htm＞（2018年1月入手） 
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3 次元モデルを活用した 
工事数量算出方法
（研究期間 ： 平成 29 年度）

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　寺口　敏生　 室長

（博士（工学））
　関谷　浩孝　主任研究官　青山　憲明　研究官　川野　浩平

（キーワード）　数量算出、3次元モデル、CIM
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

社会資本のストック効果の経済分析
手法に関する研究（英国「広範な経済効果

(Wider Impacts)」の動向と計測方法の分析） 
社会資本マネジメント研究センター 建設経済研究室  室長  小俣 元美 研究官 齋藤 貴賢 

（キーワード）  ストック効果、広範な経済効果、不完全競争市場、指針改正 

１．はじめに 

英国では、交通インフラの整備にあたり、時間短

縮効果などの「直接的な利用者便益」（以下「利用

者便益」）に加えて、集積効果などの間接効果の便

益を「広範な経済効果（Wider Impacts）」として計

測する取組みが進められている。 

 我が国においても、人口減少下で経済成長を実現

するためには、社会資本整備のストック効果の最大

化とともに、ストック効果の「見える化・見せる化」

のための幅広い効果の把握と経済分析手法の活用が

求められている。このような観点から、利用者便益

で計測されていない「広範な経済効果」を適切に評

価していくことは重要であり、間接的な便益の統一

的な計測方法を示して定量的な評価を試みている英

国の事例を把握分析することは、我が国社会資本の

経済効果の把握手法への応用を考える上で有用と思

われる。 

２．英国「広範な経済効果」の計測 

「広範な経済効果」は、不完全競争市場下（独占

や税制）においては利用者便益との二重計上になら

ないという考えで計測されている。主な計測項目は、

①集積による生産性の向上（集積の経済）、②不完

全市場是正による生産量の増加、③労働者の移動や

労働供給の増加による税収の増加、となっている。 

図-1「広範な経済効果(Wider Impacts)」の計測例(英国) 

英国ではこれまでにも様々なプロジェクトでその 

適用が試みられているが、ロンドンを東西に横断す

る都市鉄道の「クロスレール」の計測例では、利用

者便益の約４割強と大きく「広範な経済効果」が示

されている（図-1）。 

３．英国「広範な経済効果」計測に係る指針の改正 

英国交通省による「広範な経済効果」の計測方法

が示されている指針（2014年1月）は、2016年9月に

は改正案が提示され意見募集が行われていた。2017

年12月には意見募集への回答と解説が公表された。

改正指針確定版は2018年5月発行予定とされている。 

新しく提示された指針案では資料の再構成と内容

の加筆修正が行われている（図-2）。計測項目に「交

通投資の従属開発（誘発投資）による効果」が追加

されたほか、分析のレベルを３段階に区分している。

また、「広範な経済効果」全ての項目の計測は、大

抵の場合はその複雑さから不釣り合いで主要な事業

に限定されるべきこと、効果についての経済学的記

述（Economic Narrative）が必要であること等が適

用上の考え方として述べられている。 

図-2 新しく提示された指針における構成の変更 

４．おわりに 

引き続き英国の新しい指針の動向把握と分析を進

めるとともに、同分析も活用し、「広範な経済効果」

測定の我が国での適用に向け、社会経済指標との関

連性及び他の分析手法との比較により、算定式やパ

ラメータ設定方法の検討を行っていく予定である。 
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社会資本のストック効果の経済分析手法 
に関する研究 （英国 「広範な経済効果 
（Wider Impacts）」の動向と計測方法の分析）
社会資本マネジメント研究センター　建設経済研究室　

室長
（博士（工学））

　小俣　元美　研究官　齋藤　貴賢
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

熊本地震で被災した橋に対する 
ICTﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによる補修効果の検証  
（研究期間：平成29～33年度） 
社会資本マネジメント研究センター 熊本地震復旧対策研究室 

                研究官 中川 量太  室長  星隈 順一 主任研究官 澤田 守 

（キーワード）  熊本地震、道路橋、ICTモニタリング、補修効果の検証 

 

１．はじめに 

熊本地震で被災した一部の橋の復旧工事は、特殊

かつ高度な技術を要する内容であり、事業を担う熊

本復興事務所と連携し、その施工にあたっては、ICT

モニタリングを活用して補修効果の確認等を実施し

ている。本報では、阿蘇長陽大橋を事例として、復

旧の施工ステップ毎にICTモニタリングを実施し、施

工の進展に伴う橋の状態変化と補修効果の確認を行

った取組みを紹介する。 

２．阿蘇長陽大橋におけるモニタリング 

 阿蘇長陽大橋は、熊本地震により写真に示すよう

に各部材で大きな損傷が生じた。そのうちP3橋脚で

は、中空断面となっている中間高さで断面を貫通す

るひび割れが生じたため、中空部に流動性の高いコ

ンクリートを充填し、ひび割れにより失われたせん

断抵抗機能を回復させる補修を実施した。その施工

においては、コンクリートの充填により橋脚の振動

モードに変化が生じる特性を活用し、橋の振動数や

橋脚の振動モードを計測して補修効果を確認した。 

モニタリングでは、微少な揺れでも正確に測定で

きる加速度計を橋脚に設置し、補修の前後それぞれ

で橋の振動を計測した。図は、計測結果の一例と

 

写真 阿蘇長陽大橋の主な損傷状況 

図 補修前後の橋脚の振動モードの変化 

して、段差から車両を落下させて橋に振動を与えた

時のP3橋脚に生じる水平変位の高さ方向分布を、コ

ンクリートを充填する前後で比較したものである。

ここで横軸は、補修前の状態における振動試験で得

られた橋面位置での最大水平変位の値を1.0とした

際の橋脚に生じた水平変位の値である。コンクリー

ト充填前は、ひび割れが貫通した断面付近を基点と

した振動モードとなっているが、充填後は橋脚基部

を基点とした振動モードに移行している。これは、

充填したコンクリートが損傷した断面に作用するせ

ん断力に抵抗していることを示す挙動である。 

３．復旧後におけるモニタリングデータの活用 

計測した補修後の橋の振動特性のデータは、今後

の橋の健全性の診断や老朽化対策などの維持管理に

も活用することができると考えられ、維持管理の段

階における活用方策や記録保存のフォーマット等に

ついても検討していく予定である。 

☞詳細情報はこちら 

熊本地震復旧対策研究室ホームページ 

http://www.nilim.go.jp/lab/pgg/news.html 
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熊本地震で被災した橋に対する 
ICT ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞによる補修効果の 
検証 （研究期間 ： 平成 29 年度～平成 33 年度）

社会資本マネジメント研究センター　熊本地震復旧対策研究室　 
研究官　中川　量太　 室長

（博士（工学））
　星隈　順一　主任研究官　澤田　守

（キーワード）　熊本地震、道路橋、ICTモニタリング、補修効果の検証
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

i-Constructionの推進 
 

i-Construction推進本部 

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 佐々木 政彦 

河川研究部 河川構造物管理研究官 佐々木 隆 

道路構造物研究部 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  

 

１．はじめに 

建設現場では、労働者の高齢化や若年入職者の減

少により、中長期的に担い手の不足が懸念されてい

る。i-Constructionは、国土交通省が推進している

生産性革命の一環であり、調査・設計から施工・検

査、維持管理までプロセス全体の最適化を図ること

により、建設現場における生産性を向上させ、魅力

ある建設現場の実現を目指す取り組みである。平成

28年9月に開催された「未来投資会議」において、議

長である安倍総理より「建設現場の生産性を、2025

年までに2割向上を目指す」ことが指示された。 

国総研は、平成28年3月にi-Construction推進本部

を立ち上げ、ICTや3次元データの活用促進、コンク

リート工の生産性向上等について研究・開発及びそ

の普及を推進している。 

２．ICT施工  

 ICT施工は、調査・測量、設計、施工、検査のプロ

セスにおいて3次元データを一貫して活用し、生産性

向上を目指すものである。平成28年度にICT土工が

i-Constructionのトップランナー施策の一つとして

導入されたのに続き、平成29年度より新たにICT舗装

工が導入された。国総研では現場での実施状況の調

査を行うとともに、適用工種の拡大や新たな計測技

術の活用手法について検討を実施しており、平成29

年度は、河川の浚渫工事におけるICTを活用した出来

形管理の要領素案をとりまとめた。これらの成果を

踏まえて、平成30年3月には国土交通省よりICT活用

工事に関する新たな基準類が発出された。 

３．CIMの導入推進 

CIM と は Construction Information Modeling  

/Managementの略であり、属性情報を付加した3次元

モデルを基盤として、設計・施工・維持管理の各プ

ロセスの効率化とプロセス間の情報連携の高度化を

目指すものである（図）。国総研では、CIMの導入促

進に向け、要領、基準類の整備や利活用に係る研究

を進めており、平成29年度は、CIMモデルを契約図書

に活用するための標準仕様、CIMモデルによる数量算

出に向けた基準、維持管理段階でのCIM活用等に係る

研究を実施した。 

 

図 3次元モデルの活用 

４．コンクリート工の生産性向上（全体最適の導入） 

現場打ち、プレキャストそれぞれの特性に応じ、

施工の効率化を図る技術の普及によりコンクリート

工全体の生産性向上を図り、個別の事業単位にとど

まらず全国レベルでの最適化（全体最適）の実現を

目指した研究を進めている。平成29年度は、設計手

法に着目した全体最適について検討を実施した。 

５．今後の展開 

平成30年度も、現場の実施状況のフォローアップ

を行いつつ、ICT施工の拡大やCIMの導入に必要とな

る要領、基準類の策定のための研究や、AI、IoT、ロ

ボットなど最新技術の活用に係る研究など、

i-Constructionの推進による生産性向上を目指した

研究を進めていく。 
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i-Construction 推進本部

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　佐々木　政彦

河川研究部　河川構造物管理研究官　佐々木　隆

道路構造物研究部　道路構造物管理システム研究官　福島　眞司
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４．暮らしやすさの向上

 

個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

安全・快適な自転車通行のため 
の路上駐停車対策の提案 
 （研究期間：平成29～31年度） 
 

道路交通研究部 

 道路交通安全研究室  室長  小林 寛 主任研究官 尾崎 悠太 研究官 木村 泰 

道路研究室 交流研究員 大西 宏樹 

（キーワード）  自転車通行空間、路上駐停車対策、自転車専用通行帯 

 

１．はじめに 

 現在、自転車と自動車を区画線で視覚的に分離し

た自転車専用通行帯など、車道通行を基本とした自

転車通行空間整備が進んでいる。自転車専用通行帯

は市街地に設けられることが多いが、市街地では駐

停車需要も多い。そのため、自転車通行空間上への

駐停車車両により自転車通行に支障が生じている事

例もあることから、自転車通行空間の整備と併せ、

路上駐停車対策が重要な課題となっている（写真１）。 

 

 

 

 

写真１ 自転車通行空間上の路上駐停車の例 

本来、路上駐停車対策は、駐停車需要に応じ駐停

車スペースを設けるなどの対応が必要である。一方、

現状の限られた道路幅員ではそうした対応が困難な

場合が想定される。 

そこで国総研では、自転車通行空間における駐停

車の抑制手法について検討しており、本稿ではその

取り組みについて紹介する。 

２．自転車通行空間における駐停車対策について 

 自転車と自動車の通行空間が物理的に分離されて

いない場合、自動車が容易に自転車通行空間に進入

することができるため、自動車の駐停車を抑制する

ことが必要な場合があると考えられる。 

   

そこで、自転車と自動車の通行空間の境界に、高

さのあるゴム製ポールを設置することにより、自動

車の駐停車を抑制する手法に着目した（図１）。 

３．ゴム製ポールによる駐停車対策の検証 

ゴム製ポール設置により期待される効果は、自動

車の駐停車抑制、自転車利用者の安心感向上が考え

られる。一方、ゴム製ポールの設置間隔が狭いと、

自転車同士の追越し時等に影響（圧迫感等）を及ぼ

す。そこで、駐停車抑制効果、自転車走行時の安心 

感及び自転車同士の追越し走行時等への影響を踏ま

えた、望ましいゴム製ポールの設置間隔を検討する

ための走行実験を実施した。実験では、幅1.5mの自

転車専用通行帯を模擬した走路に、ゴム製ポールを

間隔3m、6m、8m、10m、12mで設置、及び設置なしの

6ケースについて自転車・自動車被験者（20名）に走

行をしてもらい、ゴム製ポールによる圧迫感や駐停

車抑制効果についてのアンケート調査等を行った。 

走行実験では、設置間隔が狭いほど自動車が駐車

しようと思わなくなる一方、自転車走行時の圧迫感

が強くなることなどの関係性を確認できた（図２）。 

 

図２ 走行実験のアンケート調査結果 

４．おわりに 

今後、上述の駐停車抑制対策に加え、駐停車需要

に応じた駐停車スペースの設置方法等も含め、効果

的な路上駐停車対策手法の検討を行っていく。 
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図１ ゴム製ポールによる駐停車対策イメージ 
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安全・快適な自転車通行の 
ための路上駐停車対策の 
提案 （研究期間 ： 平成 29 年度～平成 31 年度）

道路交通研究部　

　道路交通安全研究室　 室長
（博士（工学））

　小林　寛　主任研究官　尾崎　悠太　研究官　木村　泰

　道路研究室　交流研究員　大西　宏樹

（キーワード）　自転車通行空間、路上駐停車対策、自転車専用通行帯
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合意形成の円滑化による道路空間の
利活用促進に向けて（研究期間：平成28～29年度） 
 

道路交通研究部 道路環境研究室  主任研究官 小栗ひとみ 室長 井上隆司 

（キーワード）  道路空間利活用，オープンカフェ，合意形成，プロセス分析 

 

１．はじめに 

国土交通省では、道路空間の利活用ニーズの高ま

りを受け、道路空間を活用した地域活動の推進の取

組んでいる１）。道路空間の利活用においては、多様

な関係者間の合意形成が課題となっていることから、

国総研では、利活用のさらなる促進に向けて、議論

の焦点となることが多い占用時の交通への影響や利

活用効果を明らかにし、効果的・効率的に合意形成

を進めるための方策について検討を行っている。 

２．利活用事例における合意形成プロセスの分析 

 運用中の利活用事例を対象とした実態調査を行い、

各事例における合意形成プロセスの分析を通じて、

合意形成にあたっての課題とその解決ポイントを抽

出した（図１）２）。これら分析結果について、活用

意向はあるものの本運用に至っていない事例を対象

に妥当性を検証し、事業分類別に事業導入・合意形

成の流れと各種の協議や手続きにおける合意形成の

円滑化ポイントをとりまとめている。 

３．交通機能への影響およびその把握手法の整理 

運用中の利活用事例について、道路の有効幅員と

占用範囲、歩行者通行スペースとの関係を整理する

とともに、オープンカフェを対象とした現地計測調

査を行い、交通への影響実態を分析している。また、

利活用主体が効率的に調査を実施できるよう、交通

実態の具体的な把握方法について整理を行っている。 

４．事業効果の体系化およびその把握手法の整理 

直接的な「人の動きの変化」からの効果の連関に

着目し、取り組みの持続性の観点も含めて効果項目

を体系的に整理するとともに、調査効率や結果の信

頼性も考慮して、調査手法や手順など効果の具体的

な把握手法について検討を行っている。 

４．今後の予定 

本研究の成果は、「道路空間の利活用促進のため

の効果的・効率的な合意形成の進め方ガイドライン」

にとりまとめ、関係者間での合意形成を円滑に進め

るための参考資料として活用を図る予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国土交通省道路局：道路占用ホームページ 

http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/senyo/senyo.html 
2) 小栗ひとみ・井上隆司・瀧本真理：道路空間利活用に

おける合意形成プロセスと合意形成円滑化ポイントの分

析、土木計画学研究・講演集Vol.56、 No.213、2017 
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図１ 合意形成にあたっての課題と解決ポイント 
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合意形成の円滑化による道路空間の 
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道路事業における動植物の保
全措置の効果把握と効率化に
向けた取り組み（研究期間：平成26～29年度） 
 

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 研究官 長濵 庸介 

（キーワード）  道路事業、動植物、保全措置  

 

１．はじめに 

 道路事業における動植物の保全措置については希

少種の情報を含むため、詳細が公開されにくく、ま

た関係者間での情報共有が難しい。そのため、現場

ごとに保全措置の必要な範囲や効果的な手法を模索

する部分があるのが現状である。そこで国総研では、

道路事業における自然環境分野の保全技術向上及び

合理化を目的として、希少種の効果的・効率的な保

全技術の検討を行っている。 

２．移植困難種を対象とした保全技術の検討 

 検討対象のキンラン属は、菌根菌との共生関係を

持ち、自ら光合成を行うが部分的に菌根菌からの栄

養を受けて生育する植物である。道路事業における

保全措置ではキンラン属の移植事例が多い一方、そ

の活着率は比較的低いため、効果的な保全手法の確

立が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、移植好適箇所の把握を目的として、植物

の活性度を把握することが可能であるNDVI値の活用

を検討するとともに、活着率の高い株移植方法、キ

ンラン属との共生関係を結ぶ菌の探索方法、種子に

よる保全手法及び生育環境を改善し株数を増加させ

る手法等について検討し、キンラン属の保全に資す

る知見を得た（図１、図２）。 

３．表土移植による効果的な保全技術の検討 

 道路事業における保全措置として移植が行われて

いる一年草や二年草については、移植株が寿命を迎

えた後の代替わりが必要なため、希少種の種子を含

んだ表土の移植など、別の方法の活用も検討する必

要がある。 

 そこで、道路事業予定地等から表土を採取し、一

定期間保管（土嚢保管、沈水保管、乾燥保管の３パ

ターン）した後で播きだし試験を行い、植物の出現

状況を確認した。試験の結果、希少種の出現が確認

された。また、表土の保管パターンで、出現する種

数や個体数等が異なる傾向が確認された（図３）。 

４．まとめ 

 今回の研究で得た知見に基づき、現場での環境保

全措置の実施方法をとりまとめた手引きを作成する

予定である。 

 

 

 

 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

図１ 保全技術の検討例（好適移植箇所の把握方法） 

図３ 播きだし試験結果の例（植物の出現状況） 図２ 保全技術の検討例（効果的な株移植方法） 
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道路事業における動植物の 
保全措置の効果把握と効率化に 
向けた取り組み（研究期間：平成26年度～平成29年度）

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　研究官　長濵　庸介

（キーワード）　道路事業、動植物、保全措置
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

無電柱化の低コスト化に向けた調査 
 

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 研究官光谷友樹  

（キーワード）  無電柱化、低コスト化 

 

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

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進めているが、欧米の主

要都市では無電柱化が概成しているのに対して、日

本の無電柱化率は立ち遅れている。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１）、無電柱化への期待が高まっている。これまで

日本で実施されている電線共同溝では、整備費用が

約5.3億円/km（電気・通信設備に係る費用を含む）

と高く２）、無電柱化を推進するためにはコストを下

げる必要がある。 

国総研では、無電柱化の更なる推進のために、無

電柱化事業の低コスト化に向けた技術的課題の抽

出・整理・検討、海外の政策や技術の動向を把握す

るための調査を行っている。 

 

２．低コスト化に向けた技術的課題の抽出 

無電柱化事業（電線共同溝、小型ボックス、直接

埋設等）の設備（特殊部、管路、ケーブル、地上機

器等）及び施工方法について、低コスト化を目指す

際の課題となる事項を抽出し、無電柱化を実施する

立地特性（沿道状況や道路構造）及び工程（埋設物

探査、支障物件移設、管路・ケーブル敷設、特殊部・

引き込み管・地上機器設置等）を踏まえ整理を行っ

ている。 

立地特性による課題の整理にあたっては、電力需

要密度が低く小型ボックスによる無電柱化事業の実

施が想定される住宅地、電力需要密度が高い商店街、

及び、需要密度が低く需要の変化の少ない郊外の景

勝地に関連する道路を念頭に調査を実施している。 

 

  

図1 住宅地のイメージ  図2 郊外景勝地のイメージ 

 

３．低コスト化技術・政策に関する調査 

２．において抽出した課題を踏まえ、無電柱化の

低コスト化に資すると考えられる方策について、関

連する技術等の情報を収集している。 

また、海外では専用機材による施工や低強度コン

クリートを使用した埋め戻し等により、掘削・埋め

戻しの迅速化が図られている。これらの都市におけ

る電線類の埋設基準（直接埋設・埋設深さ等）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。 

  

図3 低強度コンクリートによる埋め戻し（台湾） 

 

４．今後の予定 

今後も無電柱化の推進のために低コスト化に資す

る技術の確立のための取り組みを行っていく。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国土交通省道路局 

http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/chi_20_01.html  

2) 第1回 無電柱化推進のあり方検討委員会 資料３ 
http://www.mlit.go.jp/road/ir/ircouncil/chicyuka/pdf01/5.pdf  
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無電柱化の低コスト化に 
向けた調査

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　研究官　光谷　友樹

（キーワード）　無電柱化、低コスト化
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

自然由来重金属等による土壌汚染等
への対応 （研究期間：平成２７～２９年度） 
 

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 研究官 光谷友樹 

（キーワード）  道路事業、土壌汚染、自然由来  

１．はじめに 

道路事業においては自然由来の重金属等により汚

染された土壌や岩石等に遭遇する場合がある。これ

らの汚染には、土壌汚染対策法で対象となる粒径2mm

までの土壌、法の対象外である粒径2mmを超える岩石、

廃棄物が混入した「廃棄物混じり土」があり、これ

ら「土壌汚染等」への効率的な対応が求められてい

る。 

本調査は、今後の道路事業における土壌汚染等へ

のより効果的・効率的な対応について共有化を図る

ことを目的としている。 

２．土壌汚染等の対処状況に関する調査 

 国直轄道路事業において遭遇した土壌汚染等のへ

の対応状況を27～29年度に調査し、必要に応じてヒ

アリング等を行っている。 

３．土壌汚染等の規模と処理費用に関する傾向 

土壌汚染等の対応事例のうち、1m3あたりの対策費

用(図-1)が算出可能であった57事例を分析した結果、

一般的な対策費用の範囲、1～10万円/m3に概ね収ま

っていた。また、汚染土壌等の量と対策費用の関係

をみると、10万円/m3以上といった単価の高い事例

（図-1のA道路とB道路）は、廃棄物混じり土の処理

を行っている事例で、土と廃棄物の分別、廃棄物自

体の分別および廃棄処理が必要なことから、1m3あた

りの費用が高くなったものと考えられる。一方、ト

ンネルからの掘削土の仮置き場が十分に確保でき、

大部分が事業地近くで活用できた事例（図-1のC道

路）では、150円/m3と非常に安価で処理できていた。 

４．岩石への対策方法とリスクコミュニケーション 

 土壌汚染対策法の定める「土壌」でなはい粒径2mm

超の岩石の汚染については、粒径が大きいため重金

属等が比較的溶出しにくいことから、溶出した重金

属等が地下水に及ぼす影響を評価したうえで、図-2

のようにより効率的な対策が可能である。 

 一方、対応にあたっては地域住民と適切なリスク

コミュニケーションを図り、土壌汚染等への対応に

理解を得ることが重要であるため、リスクコミュニ

ケーションにおける好事例の抽出と理解を得られた

要因の分析を行った。 

５．成果の活用 

これまでの調査成果をとりまとめ、道路事業にお

ける土壌汚染等への対応に関する手引きを作成し、

広く活用を図る予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 大城温, 光谷友樹, 井上隆司:「道路事業で遭遇する土

壌汚染およびその対策に関する現状調査」, 土木技術資

料, pp.8-11, 2017年11月. 

盛土（重金属等を含む）

井戸 

粘性土 

場合によって 
敷土に粘性土 

図-2 遮水材料に粘性土を利用する対策の概念図 

図-1 汚染土壌等の量と対策費用の関係 

4.
暮
ら
し
や
す
さ
の
向
上

研究動向・成果

605

自然由来重金属等による 
土壌汚染等への対応
（研究期間 ： 平成 27 年度～平成 29 年度）

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　研究官　光谷　友樹

（キーワード）　道路事業、土壌汚染、自然由来　
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

建物外皮に着目した木造住宅の
劣化対策ガイドラインについて 
 

建築研究部 構造基準研究室     森田 高市  主任研究官 宮村 雅史 

（キーワード）  木造住宅、耐久性、外皮、雨水浸入、結露、通気 

 

１．はじめに 

木造住宅の耐久性については、2000年に「住宅の

品質確保の促進等に関する法律」（略称：住宅品確

法）が施行され、2009年に「住宅瑕疵担保履行法」

が施行された。これらの法令により、引渡し後10年

以内に瑕疵が発覚した場合は、住まい手が保護され

る仕組みが整えられた。しかし、住宅瑕疵担保責任

保険法人の報告によると、新築住宅の瑕疵事故のう

ち、9割以上が雨漏りであることが報告されており、

依然として、雨仕舞いや防水対策が十分ではないこ

とがある。このような背景を踏まえ、木造住宅の耐

久性を向上させるため、産学官24機関が共同研究に

参加し、5年間にわたり、調査・実験・シミュレーシ

ョン、実績・経験などを基にして、建物外皮の構造・

仕様とその評価に関する知見を集約し、2017年8月、

国総研資料第975号としてガイドラインを公表した。 

２．共同研究の概要 

 本研究所においては、上記のような問題を未然に

防ぐため、大学（9団体）、住宅検査・保険機関（2

団体）、住宅供給団体（3団体）、施工団体（2団体）、

材料生産団体（7団体）が参画した産学官連帯の共同

研究「木造住宅の耐久性向上に関わる建物外皮の構

造・仕様とその評価に関する研究」（2011～2015年

度）を立ち上げ、実態に即応した多方面から意見を

取り入れて協議するため、関係業界も含む横断的・

包括的な組織とした。 

３．成果の概要 

本ガイドラインは、表１に示す通り、第１編に全

体概要を示し、第２編は、住まい手を主な対象とし

て家造りやメンテナンス方法に関するガイドライン

を示した。第３編では造り手を対象として、各種の

劣化や雨水浸入リスク、耐久性評価方法、不具合事

例、第４編では推奨仕様などを示した。 

表１ 本ガイドラインの概要 

第１編 全体概要 

第Ⅰ章 研究目的、活動の概要、本資料の構成と内容 

第２編 【住まい手向け】 長持ち住宅ガイドライン   

第Ⅱ章 木造住宅の耐久性を向上させる家造りガイドライン 

第Ⅲ章 木造住宅の長期使用に向けた屋根、外壁、床下のメン

テナンスガイドライン 

第３編 【造り手向け】 リスク分析・評価ガイドライン   

 第Ⅳ章 木造住宅の水分に起因する劣化リスク分析・同解説 

 第Ⅴ章 木造住宅外皮の雨水浸入リスク評価方法 

 第Ⅵ章 木造住宅の外皮木部の水分履歴に応じた腐朽危険

度予測手法 

 第Ⅶ章 外皮構造の異業種施工取り合い部のリスク分析 

 第Ⅷ章 ラスモルタル外壁の構造耐力に及ぼす接合部の耐

久性評価方法（案） 

 第Ⅸ章 木造住宅外皮の設計施工に起因する不具合事例集  

第４編 【造り手向け】 設計・施工ガイドライン   

 第Ⅹ章 通気下地屋根構法の設計施工要領（案） 

 第ⅩⅠ章 木造住宅外壁の劣化対策重点部位の推奨納まり

図（案） 

 第ⅩⅡ章 真壁木造外壁の防水設計施工基準（案） 

 第ⅩⅢ章 木造住宅外皮の換気・通気計画ガイドライン（案） 

４．成果の一例 

住まい手から造り手へ住宅の要望を伝え、造り手は

要望を考慮して住宅の仕様を選定・返信し、住まい手が

候補とした各住宅の仕様や性能を把握し、比較・検討す

るため、図１に示す情報交換ツールを作成した。 

 

図１ 情報交換ツールの例 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研 建築研究部 構造基準研究室 

http://www.nilim.go.jp/lab/hcg/kokusouken-siryou.htm 

室長 

(博士(工学)) 
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建物外皮に着目した木造住宅の 
劣化対策ガイドラインについて

建築研究部　構造基準研究室　 室長
（博士（工学））

　森田　高市　主任研究官　宮村　雅史

（キーワード）　木造住宅、耐久性、外皮、雨水浸入、結露、通気
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

木造公営住宅の維持管理 
（研究期間：平成29～30年度） 
住宅研究部 住宅計画研究室  研究官  渡邊 史郎  
   室長  藤本 秀一  研究官  小林 英之   研究官  内海 康也 

（キーワード）  木造公営住宅、長寿命化、外壁修繕 

 

１．木造公営住宅のストックと維持管理の難しさ 

わが国の公営住宅の総住戸数は200万戸を超える

が、木造はわずか8.3万戸（3.8%）にすぎない。しか

し、木造が全管理戸数の半数を超える地方公共団体

は236主体に上り、地域によっては木造を多く抱える。 

RC造等の耐火構造の公営住宅の長寿命化手法に関

しては、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」

（H27-29）において検討されているが、木造ストッ

クに関しては、その資料が十分ではない。木造公営

住宅は、材料・構法の個別性が高く、また従前まで

の管理・使用方法によって劣化状態が異なるため、

維持管理の「標準像」を示しにくい難しさがある。 

２．木造公営の「個性」をどのように見るか 

 木造公営住宅は個性豊かである。長寿命化を検討

する上で、これらの個性をどのように捉えるかは重

要である。以下では、外壁仕様と建方に注目する（図

1）。外壁仕様に関して、外壁の主体材料を木部／非

木部（乾式）／非木部（湿式）と３種に分類し、構

成パターンを１種全面／２種混成を想定する。建て

方に関して、木造公営住宅においては２連長屋、所

謂「二戸一」が多数を占め、３戸以上の長屋と区別

する。なお、共同住宅の中には、木造三階共同住宅

（「木三共」と呼ばれる）の中大規模木造が含まれ、

独自の架構・接合技術を適用したものも存在する。 

３．長寿命化にむけた外壁修繕の方法 

 外壁修繕を例に長寿命化の方法を以下に紹介する。 

3.1 木部保護塗料の定期的な塗替え 

木部保護塗料の塗替え周期は一般的に5～10年と

いわれる。築後10年足らずで柱脚部が腐朽し、高額

な補修を要した事例もあったことから、塗替えの定

期的な実施は望ましい。塗替えのみであれば直接工

事費で戸当り30～60万円程度に抑えられるものの、

実際に定期的に行う地方公共団体は限られていた。 

3.2 カバー工法による外壁の刷新 

財源が厳しい状況で、仕上げ材の定期的な塗り替

えは容易ではなさそうだ。そんな中で、カバー工法

による外壁の刷新は、公営住宅において有用性が高

い。劣化した既存外壁の上から下地材を設け、新た

なサイディング材で覆うものだ。戸当り費用は100

万円を超えるが、その後のメンテナンスの手間が掛

からず長期の管理費用の縮減に有利である。工事自

体も外壁材の貼替えに比べ工期が短く、居付き工事

も可能である。一方、既存外壁との定着性について

不明な部分が多く、今後検討されるべき課題もある。 

 

図2 保護塗料の塗替え（左）とカバー工法（右） 

４．長寿命化手法の計画に向けて 

本稿では、外壁修繕を中心に木造公営住宅の長寿

命化の方法を紹介した。現段階では、木造公営住宅

の管理・修繕が地方公共団体独自に行われていると

ころである。これら「経験的」に得られた集合知を

ベースに、木造公営住宅の長寿命化を「計画的」に

実施するための資料整備を今後の課題としている。 

外壁仕様

主体材料 構成
・木部
・非木部（乾式）
・非木部（湿式）

・１種全面
・２種混成

建て方

・戸建
・二戸一
・長屋(３戸以上)
・共同

 

図1 外壁仕様と建て方に着目した分類イメージ 
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木造公営住宅の維持管理
（研究期間 ： 平成 29 年度～平成 30 年度）

住宅研究部　住宅計画研究室　 
研究官

（博士（工学））
　渡邊　史郎　室長　藤本　秀一　 研究官

（工学博士）
　小林　英之　 研究官

（博士（工学））
　内海　康也

（キーワード）　木造公営住宅、長寿命化、外壁修繕
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個別記事用原稿（２ページ原稿用） 
 

 

民間賃貸住宅を活用した 
住宅セーフティネットを計画する 
          （研究期間：平成27～29年度） 
住宅研究部       住宅性能研究官  長谷川 洋 

（キーワード）  住宅確保要配慮者、民間賃貸住宅、空き家、供給計画、居住支援  

 

１．はじめに 

少子高齢化が進行する中で、単身高齢者や低所得

者等の住宅の確保に特に配慮を要する者（以下「住

宅確保要配慮者」という。）が安心して暮らせる住

宅の確保を可能とする住宅セーフティネット機能の

強化が重要な政策課題となっている。従来、公営住

宅が住宅セーフティネットの中心的役割を担ってき

たが、国及び地方公共団体の財政的制約の高まりを

背景に、その量的拡大を図ることは困難となってい

る。一方、民間賃貸住宅の空き家は一貫して増加し

ており、その有効活用が社会的課題となっている。 

このため、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅

の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」

が平成29年10月25日に施行された。本法改正により、

地方公共団体による住宅確保要配慮者向け賃貸住宅

の供給促進計画の策定が規定されるとともに、住宅

確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅等の登

録制度が創設されることとなった。 

こうした施策動向を踏まえつつ、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

マネジメント技術の開発（平成27～29年度）」にお

いて、平成29年度に民間賃貸住宅を活用した住宅セ

ーフティネットの計画手法に関する検討を行い、地

方公共団体向けの住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の

供給促進計画の策定に係る考え方を取りまとめた。 

 計画手法の検討の枠組みを図１に示す。 

 

 

 

 

 

 

２．住宅セーフティネットの計画手法 

 大都市のＡ市（人口約150万人）及び地方県庁所在

都市のＢ市（人口約27万人）を対象にケーススタデ

ィを実施し、計画の考え方を整理した。 

（１）住宅確保要配慮世帯の推計 

住宅確保要配慮者は、公営住宅の施策対象世帯の

うち、適正家賃負担率（世帯人数・年収により異な

るがおおむね14～21％）の範囲で、最低居住面積水

準を満たす面積の、地域の平均家賃単価の住宅への

居住に必要な年収に達していない世帯と定義する。 

国勢調査、住宅・土地統計調査等を用いて2015年

から2045年までの５年毎の時点での住宅確保要配慮

世帯数を推計した。Ａ市（図２）では、世帯数が今

後も増加するため、2015年の約42千世帯から2040年

の50千世帯に向けて増加が予想される。特に60歳以

上の高齢単身世帯の増加が顕著となる。一方、Ｂ市

（図３）は世帯数の減少に伴い、2015年の約11千世

帯から漸次減少し、2045年は8.4千世帯と予想される。 
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図１ 住宅セーフティネットの計画手法の検討枠組み 

住宅確保要配慮者（世帯）の推計 

民間賃貸住宅への入居円滑化のための居住支援の構築 

公営住宅の 

管理戸数の目標設定 

民間賃貸住宅の 

活用戸数の目標設定 

供
給
計
画 

図３ Ｂ市における住宅確保要配慮世帯の推計結果 

図２ Ａ市における住宅確保要配慮世帯の推計結果 
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民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットを 
計画する
（研究期間 ： 平成 27 年度～平成 29 年度）

住宅研究部　住宅性能研究官
（博士（工学））　長谷川　洋

（キーワード）　住宅確保要配慮者、民間賃貸住宅、空き家、供給計画、居住支援
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（２）公営住宅の管理戸数及び民間賃貸住宅の活用

戸数の目標設定 

図２、図３の①赤ラインは各市の2015年時点での

公営住宅数（以下「公営数」という。）、②青ライ

ンは（公営住宅以外の）民間賃貸住宅等に居住する

生活保護の住宅扶助受給世帯を①に加えた数（以下

「公営・住宅扶助数」という。）を示している。 

Ａ市、Ｂ市とも2015年時点で住宅確保要配慮世帯

の推計結果と公営・住宅扶助数がほぼ一致している。

今後、住宅確保要配慮世帯が増加するＡ市は、公営

住宅ストック数を現状維持する一方、民間賃貸住宅

のセーフティネット住宅（以下「ＳＮ住宅」という。）

としての活用を2040年の最大30千戸への拡大が求め

られる。一方、住宅確保要配慮世帯数が減少するＢ

市は、耐用年数に達した公営住宅の用途廃止や更新

を計画的に進めることで、公営数を2045年に約6.2千

戸と約２割減することができる（表１）。民間賃貸

住宅のＳＮ住宅としての活用は2千戸前後となる。 

（３）地域別の需要への対応と民間賃貸住宅の有効

活用に向けた居住支援の充実の必要性 

 図４はＢ市の住宅確保要配慮者の需要と公営数と

の差を中学校区別に示している。需給バランスは地

域別に大きく異なる。需要の大きい中心市街地地区

での公営住宅の活用方針と、活用可能な民間賃貸住

宅戸数の推計結果を表２に示す。需要に対して公営

数が不足しており、さらに市・県計画では耐用年数

超過住宅の用途廃止による戸数減が予定されている。 

表１ 公営住宅の縮減と民間賃貸住宅活用戸数（Ｂ市） 

 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

要配慮者数 10.9 10.5 10.0 9.8 9.4 9.0 8.4 

公営数※１ 8.1 8.0 7.9 7.9 7.8 6.9 6.2 

民賃数※２ 2.8 2.5 2.1 1.9 1.6 2.1 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 民間賃貸住宅活用の必要戸数と可能戸数  

 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

要配慮者数 644 604 569 552 521 488 439 

公営数※１ 186 186 150 150 102 102 102 

借上数※２ 0 60 60 60 60 60 0 

必要民賃数 458 358 349 342 359 326 337 

活用可能な 

民賃数※３ 

最大：376戸 

 

入居非拒否率・約30％：113戸 

入居非拒否率・約93％：350戸 

 

 

表３ 民間賃貸住宅への入居に係る主な不安と対策 

 不安要因 居住支援サービス 

 

・保証人の確保が困難 ・保証人代行サービス 

・契約内容が理解できない・

言葉が通用しない 

・契約手続きサポートサービス 

 （契約付き添い・通訳派遣等） 
 ・家賃の滞納のリスクがある 

・家賃債務保証サービス 

・家賃補助、生活保護受給者の

住宅扶助費の代理納付 

 

・近隣トラブルの不安がある ・生活支援サービス（見守り・安

否確認、各種の生活相談等） 

・家財・残置物の整理・処分、葬

儀代行サービス 

・突然の体調変化のリスクが

ある 

 ・孤立死のリスクがある 

 ・原状回復をめぐるトラブル

の不安がある 

・原状回復ルール、第三者によ

る退去時立合い・査定 

地区内で需要に対応するには民間賃貸住宅の積極

的活用が求められる。そこで、活用可能な民間賃貸

住宅戸数を推計した結果、最大376戸となった。2020

年以降は公営住宅で対応できない住宅確保要配慮者

の受け入れ可能な民間賃貸住宅の空き家ストックは

存在している。しかし、単身高齢者等の住宅確保要

配慮者の入居に関して、家主の不安（表３）により

入居拒否がされるケースがある。国の調査によると、

単身高齢者等の受け入れに拒否感を感じていない家

主は約30％に過ぎない。この数値を用いて推計する

と実際に活用できるのは113戸となり、需要には到底

及ばない。需要に対応するには、拒否感を感じない

家主を９割以上に高める必要がある。居住支援団体

を介した住宅サブリースの仕組みの普及や、公共と

民間のサービスの連携による（表３の右欄に示すよ

うな）居住支援サービスの提供の充実が課題となる。 

３．今後の予定 

 住宅確保要配慮者の需要を踏まえ、公営住宅と民

間賃貸住宅の活用目標の設定と、民間賃貸住宅の活

用に向けた居住支援サービス提供の考え方を整理し

た。成果を指針として取りまとめ公表の予定である。 

図４ 公営住宅の需給バランス（Ｂ市・2025年推計） 

需
要
が
大 

（単位は千世帯・千戸） ※１ 法定耐用年数は耐火構造 70 年、準耐火構造 45 年、木造 30 年 

※２ 民間賃貸住宅の略称表記。以下同様 

（年） 

※１ Ｂ市及び該当県の「公営住宅等長寿命化計画」に位置づけられた活用方針に基づく。 

※２ ＳＮ住宅の上限家賃よりも相場の高い物件を市が借上げ 20 年間公営住宅として活用。 

※３ 次の条件を満たす住宅を建築計画概要書データと住宅・土地統計調査をもとに推計。 

①建築時期が昭和 56 年以降（新耐震基準）、②住戸面積 25 ㎡以上（単身世帯の最低

居住面積水準以上）、③家賃が 46,700 円以下（国が定めるＢ市のＳＮ住宅の上限家

賃）の住宅で現時点において空き家の戸数。             （単位は世帯・戸数） 

（年） 

需
要
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小 
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大 
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先進的な建築物のエネルギー消費性
能評価技術の開発 （研究期間：平成２８～３０年度） 
 

住宅研究部 建築環境研究室  主任研究官 宮田征門  室長    三木保弘 

（キーワード）  建築物、省エネルギー、自動制御、評価技術、  

 

１．エネルギー消費性能計算プログラムの拡張 

平成29年4月より、2000m2以上の非住宅建築物につ

いて省エネルギー基準への適合が義務化された。こ

の基準への適合性判定を支援するために、国総研で

は「エネルギー消費性能計算プログラム（非住宅版）」

を公開しているが1)、このプログラムは、近年は省

エネルギー基準の評価のためだけではなく、補助金

申請とも連動する「ラベリング制度（BELS）」のた

めの評価ツールとしても使用されるようになった。

これまでは省エネ基準という最低水準を満たすかど

うかを判断することがプログラムの主目的であった

が、より高度な技術を採用した先進的な建築物を適

切に評価することも求められるようになっている。

そこで、現状のプログラムでは技術的な検討が不足

しており充分な評価ができない先進的な技術（特に、

自動制御技術、未利用エネルギー活用技術）につい

て、実態調査やシミュレーションによる解析を実施

して評価方法を作成し、プログラムの機能拡張を行

った。 

２．照明設備の明るさ検知制御（自動制御技術） 

  省エネルギー基準における「明るさ検知制御」と

は「天井等に設置されたセンサーにより室内の明る

さを検知し、その値に応じて照明器具の出力を制御

すること」であると定義し、シミュレーション

（Radiance）による解析を実施して、開口率（床面

積あたりの窓面積）毎にエネルギー削減率を定めた

（表1）。また、この制御が有効に機能するための照

明器具の要件、併用される自動制御ブラインドの機

能要件等を併せて整理し、審査機関により適切に評

価が可能となるように資料を整備した。 

３．地中熱を活用した空調設備（未利用エネルギー） 

現状では評価ができない大口径杭を利用した地中

熱ヒートポンプ空調システムについて、計4件の実測

調査及びシミュレーション（Ground Club）による解

析を実施し、地中熱交換器の分類とその適用条件を

整理し（図1）、地盤との熱交換量を推定する式を構

築した。 

４．プログラムへの反映 

本研究で開発を行った照明設備の明るさ検知制御

及び地中熱を活用した空調設備の評価法は、プログ

ラムに反映して、平成29年10月に一般公開した。 

☞ 詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.973：平成28年省エネルギー基準（平成

28年1月公布）関係技術資料 エネルギー消費性能計算プロ

グラム（非住宅版）解説 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0973.htm 
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表1 照明制御の明るさ検知

制御の選択肢 本計算方法における地中熱

交換器の分類
シングルUチューブ ダブルUチューブ 直接循環型水充填

充填材

単一熱交換器中の

パス数※ 1パス 2パス以上
熱交換器中の充填水

と直接交換

ボアホール孔径

杭径

地中熱交換器の例

名称 シングルUチューブ ダブルUチューブ スパイラルチューブ U字状チューブ
既成コンクリート杭

(固体充填)

鋼管杭

(固体充填)
場所打ち杭

既成コンクリート杭

(水充填)

鋼管杭

(水充填)

二重管

(同軸)

方式 ボアホール ボアホール ボアホール ボアホール 杭 杭 杭 杭 杭 ボアホール

水平断面図

(例)

垂直断面図

(例)

材質

孔経・杭径

(例)

高密度ボリエチレン(U

チューブ)

孔経100～200mm

高密度ボリエチレン(U

チューブ)

孔経110～200mm

高密度ポリエチレン

孔経約500mm以上

架橋ポリエチレン管

孔経約300mm以上

杭：コンクリート

内管：高密度ポリエチ

レン(Uチューブ)

孔経約500mm以上

杭：スチール

内管：高密度ポリエチ

レン(Uチューブ)

孔経約200mm以上

杭：鉄筋コンクリート

内管：高密度ポリエチ

レン(Uチューブ)

孔経：約500mm以上

杭：コンクリート

内管：高密度ポリエチ

レン(Uチューブ)

孔経約500mm以上

杭：スチール

内管：高密度ポリエチ

レン(Uチューブ)

孔経約200mm以上

外管：スチール

内管：ポリエチレン、塩

ビなど

孔経約200mm以下

充填
珪砂、豆砂利、
コンクリート

珪砂、豆砂利、
コンクリート

珪砂、豆砂利
珪砂、豆砂利、
コンクリート

珪砂 珪砂 コンクリート 水 水 水

熱媒 水・不凍液 水・不凍液 水・不凍液 水・不凍液 水・不凍液 水・不凍液 水・不凍液 水・不凍液 水・不凍液 水

大口径固体充填 間接型水充填

珪砂、豆砂利、コンクリート等(固体） 水等(液体）

1パス以上

200mm以下 200mm超 ―

地
中
熱
交
換
器
長

図1 省エネ基準の評価法における地中熱交換器の分類と適用条件 
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先進的な建築物のエネルギー消費性能 
評価技術の開発
（研究期間 ： 平成 28 年度～平成 30 年度）

住宅研究部　建築環境研究室　主任研究官　宮田　征門　 室長
（博士（工学））

　三木　保弘

（キーワード）　建築物、省エネルギー、自動制御、評価技術
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

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 （研究期間：平成29～31年度） 
 

住宅研究部 建築環境研究室 室長      三木 保弘 主任研究官 赤嶺 嘉彦 主任研究官 宮田 征門 
住宅情報システム研究官  桑沢 保夫 

（キーワード）  省エネルギー、ファサード、温熱環境、光・視環境 

 

１．背景と目的 

建築物の更なる省エネルギー化を実現するために

は、建築設計プロセスの上流側である配置計画やフ

ァサードデザイン（外壁、窓、屋根などの外皮計画）

によって、空調負荷や照明負荷など、機器にかかる

負荷そのものを削減することが重要である。 

また、例えば、断熱性能が低いと暖房時に足元が

寒く頭部が暑いというような不快な温熱環境になる

など、ファサードデザインは、温熱環境や光・視環

境にも大きな影響を及ぼす。一方で、建築物のエネ

ルギー消費性能の評価においては、気象条件や機器

の運転状況に応じて時々刻々変化するエネルギー消

費量を予測する必要があるため、空調時の室内は均

一かつ一定の温度になると仮定するなど、室内環境

の前提条件は限定されているのが現状である。 

以上を踏まえ、本研究では、省エネと適正な室内

環境の確保を両立した省エネ建築物の普及に向けて、

ファサードによる建築物のエネルギー消費性能及び

室内環境の評価法と設計法（設計ガイドライン）を

整備することを目的としている。 

２．研究内容 

主な研究内容を表1に示す。平成29年度は表中の①

について、国内外の規格・既往研究を調査し、ファ

サードの仕様に応じた個別性能（断熱・日射遮蔽性

能、採光・導光性能）の計算法の整理及び室内環境(温

熱環境、光・視環境)の指標・水準の整理を行った。 

また、ファサードの仕様による室内環境のシミュ

レーションを実施した。図1は、断熱性能による暖房

時の温熱環境の数値流体解析（CFD）の例であり、断

熱性能に加えて、空調の吹出風量と給気温度につい

ても検討している。結果は、断熱性能の向上により、

同じ吹出風量で給気温度を下げても、或いは、同じ

給気温度で吹出風量を下げても（いずれも省エネと

なる）、上下の温度差が緩和される（温熱環境がよ

くなる）ことなどを確認した。結果は、設計者に直

感的に理解いただけるように図示することに努めた。 

表1 主な研究内容 

① ファサードの個別性能の計算法の開発（再構築）と室

内環境の指標・水準の整備 

② 配置計画やファサードの空調・照明等への複合的影響

を考慮した建築物のエネルギー消費性能評価法の開発 

③ エネルギー消費性能の向上と適正な室内環境の確保を

両立を目指したファサード設計法の整備 

 

図1 断熱性能による暖房時の温熱環境のCFD 

３．今後の予定 

次年度は主に表1の②について検討を進め、最終年

度は開発する評価法を試用し、その結果を反映した

ファサード設計法（設計ガイドライン）の作成を行

う予定である。 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

(博士(工学)) 

(博士(工学)) 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

(博士(工学)) (博士(工学)) 
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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
（研究期間 ： 平成 29 年度～平成 31 年度）

住宅研究部　建築環境研究室　 
室長

（博士（工学））
　三木　保弘　 主任研究官

（博士（工学））
　赤嶺　嘉彦　 主任研究官

（博士（工学））
　宮田　征門

住宅情報システム研究官
（博士（工学））

　桑沢　保夫

（キーワード）　省エネルギー、ファサード、温熱環境、光・視環境
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オフィスの昼光利用による年間 
の照明エネルギー削減効果の 
評価法開発 （研究期間：平成２７年度） 
住宅研究部 建築環境研究室  室長   三木 保弘  主任研究官 宮田 征門  

建築研究部 設備基準研究室 主任研究官  山口 秀樹 

（キーワード）  オフィスの昼光利用、年間の照明エネルギー削減効果、評価法、省エネ基準  

 

１．はじめに 

非住宅建築物の省エネ性能向上に向け、2020年ま

でに新築建物については段階的な省エネ基準への適

合が義務付けられる等、さらなる省エネ対策が求め

られている。非住宅建築物の照明エネルギーにおい

ては、高効率なLED照明が普及した現在でも、ZEB（Net 

Zero Energy Building）等の実現に向け、自然エネ

ルギーとしての昼光利用による照明エネルギー削減

効果が期待されている。しかし、昼光利用による照

明エネルギー削減は、気象、開口・室内性状や照明

設備の仕様・設定を考慮した年間のシミュレーショ

ンが本来必要であり、省エネ基準への反映も含める

と設計者にそれらを要求することは難しい。そこで、

系統的な年間昼光シミュレーションを予め行い、開

口率、自動制御ブラインドの有無という指標から、

オフィスの年間の照明省エネ効果を、簡易かつ精度

よく評価する方法を開発し省エネ基準に反映した。 

２．オフィスの昼光利用の概要と検討結果  

 昼光利用は、窓から取り入れられる昼光に応じ、

机の上の明るさを天井面に設置される明るさセンサ

で検知し、照明の調光制御を行うことで、執務室全

体に必要な明るさを確保しながら照明エネルギーを

削減する手法である。ブラインド制御は、ブライン

ドのスラット角度を自動で制御するシステムで、固

定に比べるとより高い照明エネルギー削減効果が得

られる（図-１）。ここでは、省エネ基準への反映を

想定した基準値となる設定（屋外の隣棟なし、開口

率10[%]、設定照度750[lx]、照明設備の下限調光

25[%]、ブラインド固定45[°]で北面のみブライン

ドなし）で、窓の方位・面数・面積、室形状を系統

的に組み合わせ、高精度な昼光シミュレーションソ

フトウェアRadianceを用い検討した。その結果、ブ

ラインドが設置される標準的なオフィスでは、年間

での昼光利用による照明エネルギー削減効果は、開

口率10[%]で約10[%]の削減効果が得られ、ブライン

ド制御を行った場合の削減効果はブラインド固定よ

り高く、開口率に対する照明エネルギー削減率の回

帰直線の傾きは制御した方が２倍となり、簡易かつ

精度よく把握できることが示された（図-２）。 

３．省エネルギー基準への反映 

開口率及び自動制御ブラインドの有無による昼光

利用による照明エネルギー削減効果は、2017年10月

より非住宅の省エネルギー基準における標準入力法

のWebプログラムへ反映されている。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国土技術政策総合研究所資料 No.973 平成28年 省エ

ネルギー基準関係技術資料 エネルギー消費性能計算プロ

グラム(非住宅版) 解説 Ver.2.4（2017年10月） 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

明るさセンサによる調光制御昼光利用

照明エネルギー削減

ブラインド
（固定/自動）

 

図-１ 昼光利用による照明エネルギー削減手法 

 

図-２ 開口率（開口面積/室の床面積）と年間の

照明エネルギー削減率の関係 

(博士(工学)) 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

(博士(工学)) 

(博士(工学)) 
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オフィスの昼光利用による年間の 
照明エネルギー削減効果の 
評価法開発 （研究期間 ： 平成 27 年度）

住宅研究部　建築環境研究室　 室長
（博士（工学））

　三木　保弘　 主任研究官
（博士（工学））

　宮田　征門　

建築研究部　設備基準研究室　 主任研究官
（博士（工学））

　山口　秀樹

（キーワード）　オフィスの昼光利用、年間の照明エネルギー削減効果、評価法、省エネ基準
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

建築物のエネルギー・室内環境評価
の適正化に向けた執務者等の行動に
関する調査 （研究期間：平成29～30年度） 
 

住宅研究部 建築環境研究室   主任研究官 羽原 宏美 

（キーワード）使用行動、OA機器、内部発熱、エネルギー評価、室内環境評価、ZEB 

 

１．背景と目的 

 ZEB（Zero Energyr Building：年間の一次エネル

ギー消費量が正味でゼロ又は概ねゼロとなる建築物）

の実現に資する基本要素として、外皮性能の向上や

高性能設備等の導入といった要素技術に加え、『内

部発熱の低減』（OA機器の省エネを含む）が掲げら

れている。内部発熱は、通常の空調設備設計では床

面積当たりの原単位として与えられる。従来の原単

位は、室用途に応じて一意に設定されるため、OA機

器の省エネを勘案した設計には適さない。従って、

ZEB達成を目指す空調設備設計には、柔軟かつ合理的

なOA機器の発熱量設定法が新たに必要となる。 

 OA機器からの発熱は、保有状況と使われ方により

影響されるため、同一の室用途であっても業態によ

り異なると考えられる。しかしながら、実態に関す

る資料は乏しく、設定法の検討には基礎的な情報の

収集・整理が必要である。 

 そこで、本研究では、ZEB達成を目指す空調設備設

計への適用を目的として、業態による執務者等の使

用行動の相違を勘案したOA機器の発熱量設定法の検

討に向け、オフィスを対象としたOA機器の保有状況・

使われ方に関する実態調査を実施して基礎資料を整

備する。 

２．調査概要 

 平成29年度は、OA機器の保有状況・使われ方につ

いて文献・資料を調査して情報を整理した。また、

保有状況については、アンケート調査を行い、主と

して使用する職種により事務スペースを3つ（①事務

職、②研究者・専門職・技術者、③販売職・営業職）

に区分し、機器数量の他、職種別座席数、延べ床面

積および時刻別在席率を聴取した（表1）。本調査に

対して26件から協力が得られ、回答の集計・整理を

行っている（図1）。 

３．今後の展開 

 調査結果から、機器数量と各要素（座席数、延べ

床面積、事務スペースを使用する職種の構成など）

との相関性について分析し、発熱量設定方法の検討

に向けた基礎資料として整理する計画である。 

 

表1 調査概要 

 

 

図1 座席数当たりの機器保有台数 

（②研究職・専門職・技術職[23件]） 

調査方法

配布件数（回収件数）

調査対象室

基本情報 社名・団体名、記入者の所属、業種

室情報
職種別座席数、延べ床面積、

時刻別在席率

機器の
保有数量

複合機、コピー機、スキャナ、ファック
ス、プリンタ、シュレッダ、電話機、デ
スクトップPC、ノートPC、PCモニタ、デ
スクライト、プロジェクタ、サーバ、ルー
タ、タブレット用充填機、モバイルフォ
ン用充電器、自動販売機、コーヒー
メーカ、給茶機、ウォーターサーバ、冷
蔵庫、電気ポット、電気ケトル、電子
レンジ、テレビ、加湿器、空気清浄

機、扇風機、電気ヒータ

郵送による調査票の配布

45件（26件）

事務スペース
（①営業職、②研究職・専門職・技術職、

③販売職・営業職）

調査項目

0 5 10 15 20

デスクトップ

ノート

合計

デスクライト

複合機

コピー機

プリンタ

合計

P
C
類

印
刷
機
類

回答数[件]

0台 0台以上0.25台未満 0.25台以上0.5台未満

0.5台以上1台未満 1台以上2台未満 2台以上

(博士(工学)) 
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建築物のエネルギー ・ 室内環境評価の 
適正化に向けた執務者等の行動に関する調査
（研究期間 ： 平成 29 年度～平成 30 年度）

住宅研究部　建築環境研究室　 主任研究官
（博士（工学））

　羽原　宏美

（キーワード）　使用行動、OA機器、内部発熱、エネルギー評価、室内環境評価、ZEB
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

航空レーザ計測による都市の緑の調査
に関する研究 （研究期間：平成27～29年度） 
 

都市研究部 都市計画研究室   主任研究官  大橋 征幹 

（キーワード）  航空レーザ計測、リモートセンシング、緑化 

 

１．はじめに 

緑は良好な都市環境を形成するための重要な構成

要素である。都市の緑の持つ様々な機能を効果的に

導入していくためには、その効用を定量的に評価で

きるようにする必要がある。身近な緑が周辺の環境

にどのような効用を与えているかを「見える化」す

ることは、市街地の大半を占める民有地の緑化を進

める上で、地権者の理解を深め、住民の意識を高め

ていくことにつながる。また、緑化施策の効果を示

す上でも、その根拠となるデータとなる。 

現在、地方公共団体による緑の状況調査では、空

中写真による緑被率調査が行われている。緑被率調

査によって、都市の緑の総量の推移を把握すること

が可能となり、緑の減少傾向が続いている現状も明

らかとなった。少なくなった緑の効用を効果的に発

揮させ、緑の再構築を進めていくためには、緑の効

用の定量的な評価手法が必要であり、それに対応し

た緑の計量方法の高度化が必要である。 

本研究では、都市環境に対する緑の効用を定量的

に評価するために、航空レーザ計測を活用した緑の

計量方法の高度化について検討を行った。 

２．航空レーザ計測による緑の調査 

レーザ計測（LiDAR）はレーザで対象物との距離を

計測する技術であり、航空レーザ計測では、地上の

樹木や建物、地形などの3次元的な形状を点群データ

として3次元的に把握することができる（図１）。航

空レーザ計測によって得られたデータを処理して、

緑の立体的な量を表す樹冠高モデル（DCHM）を作成

した例を図２に示す。これにより、従来の空中写真

による調査では、平面的な分布の把握に留まってい

た緑の状況を立体的に捉えることが可能になる。同

じ緑地でも芝生と樹林では、熱環境を緩和する効果

が異なるが、立体的な緑量を計量することでその違

いを評価することが可能となる。 

３．おわりに 

さらに詳細な分析を行うためには、体積として把

握された緑の種類を機能面から見て分類する必要が

ある。本研究では、樹木の影響を考慮した都市環境

の数値シミュレーションを行うために必要な樹木の

パラメータを航空レーザ計測データから推測する手

法を開発し、都市の緑の熱環境改善効果や間接的な

低炭素効果を簡易に評価する手法の検討を行った。 

今後、緑の持つ他の機能についても定量的な評価

を可能とする計測手法の開発を進めていく。 

☞詳細情報はこちら 

1) 都市計画研究室ホームページ（都市の緑の把握と評価） 

http://www.nilim.go.jp/lab/jbg/green/green.html 
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要） 

図１ 航空レーザ計測の点群データの例 

図２ 緑の立体的な計測 

白黒写真を
背景に空から

計測されたレ
ーザ点の分布
を色の着いた

点群で表示し
たもの。 

 

（凡例） 
反射強度 

赤：強い 

青：弱い 

樹冠高モデル（DCHM）

落葉広葉樹

常緑樹その他の緑

DCHM

DSM

DTM

DCHM = DSM - DTM

DSM：地表面モデル
DTM：地形モデル

航空レーザ（DSM）
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多様化する生活支援機能を踏まえた
都市構造の分析・評価技術の開発 
                    （研究期間：平成29～31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 

      都市計画研究室 室長  木内 望 

      都市開発研究室 室長  勝又 済 

 

（キーワード）  コンパクト、都市構造、生活支援機能 

 

１．研究の背景と目的 

急速に進む人口減少・超高齢化に対し持続可能な

都市形成が必要となっているわが国においては、人

口変動に耐えうる、性能として「コンパクト」な都

市構造をいかに各都市で実現するかが重要である。 

一方で近年、生活サービスの供給方法（生活支援

機能）に関する技術進展は目覚しく、ICTを活用した

デマンド対応サービスや自動運転・ドローン技術な

どの交通分野に限らず、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

も大きな展開がある。これまで国総研では、上述の

自動運転等の新技術を踏まえた交通システムのモー

ドの組み合せ方に着目し、コンパクトな都市に資す

る交通ネットワークと構成技術のあり方やそれら交

通システム全体の実効性を明らかにしてきた1)。本

研究では視点を広げ、こうした交通・土地利用の両

分野における「生活支援機能」の進化と導入に伴う

都市構造の多様な可能性を見極めた上で、そのよう

な都市構造による都市の機能としてのコンパクトさ

や生活の質の向上に対する効果の分析・評価技術の

開発を目指している。 

２．主な研究内容 

研究初年度にあたる今年度は、まず生活支援機能

に関する新たな技術開発や普及の動向・見通し等に

関して広く情報収集・整理を行った（図１）。 

また、全国の主な都市を対象に人口集積の度合や

そのような人口集積エリアの散らばり度合を評価軸

として現況の都市構造を分析したところ、一定の特

徴のあるグループに分類することができた（図２）。 

さらに、持続可能と思われる都市構造の選択肢を

生活支援機能と対応させつつ分類整理しているとと

もに、生活支援機能について導入効果指標や都市構

造への影響分析手法の基本構成を整理している。 

３．今後の展開  

多様化・進化する生活支援機能の導入効果や都市

構造変化への影響度合を測る分析指標を設定したう

えで、実都市でのケーススタディを行いつつ、どの

ような都市構造が地域性に応じた「コンパクト」に

資するか、その際の成立条件としての生活支援機能

がどのようなものかを分析・評価する手法の構築に

取組んでいく。 

☞詳細情報はこちら 

1) 「新たな技術を踏まえた都市交通計画手法に関する研

究」，アーバンインフラ・テクノロジー推進会議 第
29回技術研究発表会，B01，ＵＩＴ，2017.11 

写真 

（吉田） 

写真 

（新階） 

写真 

（勝又） 

写真 

（木内） 
(博士(工学)) 

(博士(工学)) 

巡回診療車（沼田市）
【医療・福祉機能】

移動販売車（徳島市）共同商店（鹿児島県大和村）【商業機能】 

遠隔医療 
（MediTel）

図１ 多様化する生活支援機能の例 

図２ 人口集積度合とその散らばりからみた都市の特性 
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歩行者空間の新たな観測技術に関す
る研究（研究期間：平成29～30年度） 
 

都市研究部 都市施設研究室   主任研究官 吉田純土 室長 新階寛恭 

（キーワード）  画像解析、歩行者交通量、観測条件 

 

１．はじめに 

 近年の歩行空間は、周辺施設の機能の複合化に伴

い多様な歩行者属性（通勤者、買い物客、観光客等）

が混在していることや、歩行者の携行品（キャリー

バック、ベビーカー等）が大型化・多様化している

こと等により、歩行者流動の複雑化が顕著になって

いる。こうした中、訪日外国人旅行者の増加等も重

なり、行政に対して中心市街地や観光地等における

歩行環境の改善を迫られるケースが多く見られる。 

歩行環境の改善にあたっては、複雑な歩行者流動

を把握する必要があり、対象範囲の多数の定点にお

ける歩行者の属性や歩行速度、交通量、さらには対

象範囲内の歩行経路等に関するデータを取得しなけ

ればならない。これらのデータは従来、観測範囲に

調査員を配置し、目視により取得する方法が主流で

あったが、近年は画像解析技術を用いたデータ取得

方法が確立されつつある。本稿では、この現段階に

おける画像解析技術の実効性について紹介する。 

２．目視と画像解析の比較 

 日中曇天時の新宿駅近傍の新宿通りにおける、歩

行者交通量に関して、目視によるカウント調査によ

る計測値と画像解析技術による推定値を比較したと

ころ、図のようになった。 

 

図 目視と画像解析の比較 

観測時間内の合計値について画像解析値の目視値

に対する比は101%となり、双方の値がほぼ一致した。 

３．画像解析技術を利用する場合の留意点 

実際に観測を行う歩行空間の周辺環境は多様であ

る。前章で取り上げた比較結果は、画像解析の観測

に比較的適した環境下での事例である。観測条件に

よっては精度が低下する場合もある点を留意しなけ

ればならない。観測条件が観測結果に及ぼす影響を

含めて、目視と画像解析の各々の特徴をまとめると

表の通りになる。 

これらの特徴をもとに観測目的に応じて、使い分

けや相互の補完が求められる。 

表 画像解析と目視の特徴 

☞詳細情報はこちら 

1) 第37回交通工学研究発表会論文集 No.72 pp. 
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目視 画像解析

歩行密度

・交通量が多い場合、カウ

ント漏れが生じる可能性が

ある

・撮影アングルにより、歩

行者どうしの重なりが多い

場合、誤差が大きくなる傾

向がある

歩行者の持ち物・

服装等
・大きな影響は受けない

・傘をさす歩行者が多い場

合、精度が低下する傾向が

ある

・マスク、帽子等を着用す

る歩行者を認識できない場

合がある

光環境 ・大きな影響は受けない

・朝日、夕日等太陽光が横

から差す時刻において精度

が低下する傾向がある

道路状況 ・大きな影響は受けない

・歩車分離が不十分な場

合、精度が低下する場合が

ある

プライバシー
・個人情報を扱わないため

基本的に問題ない

・調査の告知が必要

・画像は交通量データ等取

得（解析）後に速やかに削

除する必要がある

データ取得の連続

性

・調査員配置時のみ取得可

能
・長期間取得可能

観

測

条

件

が

与

え

る

影

響

そ

の

他

特

徴
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観光まちづくりに関する研究  
（研究期間：平成28～30年度） 
 

都市研究部 都市施設研究室   主任研究官 吉田 純土 室長 新階 寛恭 

（キーワード）  観光まちづくり、歩行空間、可照時間、朝型 

 

１．はじめに 

政府目標として2020 年までに訪日外国人旅行者

数を現在のほぼ2倍にあたる4000 万人とすることが

掲げられる中、現状においても、一部の地域・季節

においては観光関係のインフラ（交通施設、宿泊施

設、文化施設等）のサービス需給が逼迫している現

状がある。本研究においては、このような現状を踏

まえ、観光産業を支える交通インフラ等のピーク時

の負荷を軽減させるための「朝型観光」について検

討した。 

２．我が国の標準時刻の特徴 

我が国においては1872年に定時法が導入されて以

降、基本的に観光行動を含め社会活動の多くが、太

陽の位置ではなく、時計が示す時刻に応じて営まれ

ている。しかしながら国土が標準時刻子午線経度の

東寄りに位置することから、日出から社会活動が始

まるまでの時間が長い。ここで、「経度モーメント」

を以下のように定義し、各国の状況を比較すると我

が国の特異さが明白になる。（表参照） 

 

 

ここで、 

：経度モーメント  φ：緯度 

R ：地球半径  A：対象範囲（国土） 

λ ：標準時刻子午線経度からの経度差 

表 各国の経度モーメント 

３．観光施設の営業時間と可照時間 

観光活動の多くが可照時間内に多く行われること

を踏まえると、日出・日没の時刻が早くなるような

標準時刻設定は、観光産業の国際競争力の低下を招

いている恐れがある。図に示すとおり、各国の可照

時間と観光施設の営業時刻を見ると、日出から営業

開始時刻までの時間に関して、我が国は諸外国と比

較して長く、観光活動が制約されている可能性があ

ることが分かる。また、特に混雑が著しい観光地に

おいては、日出直後の時間帯へ観光需要を誘導し、

ピークを平準化することも重要である。これらに対

応するためには、交通・観光施設の管理者、宿泊業

者等の関係者全体が朝型観光に協力する必要がある。 

図 可照時間と観光施設の営業時刻 

４．今後の予定 

今後、本研究においては朝型観光実施時の経済効

果分析、観光客の歩行経路の誘導による「まち」の

活性化方策の検討等について取り組む予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 第55回土木計画学研究・講演集 vol.55 No.06-08「観

光客の行動時間の分散化による観光需要の平準化に関す

る一考察」 
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冬期
夏期
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日

平日
祝日
平日
金土

7時 8時 20時9時 10時 11時 12時 13時 14時

東京

15時 16時 17時 18時 19時対象国標準時刻 4時 5時 6時

カタルーニャ
音楽堂

21時

日
本

可照時間 東京

明治神宮 東京

東京タワー 東京

スカイツリー

通年

通年

鉄道 東京

ス
ペ
イ
ン

可照時間 マドリード

カサ・バトリョ バルセロナ 通年

ミラノ

バルセロナ 通年

鉄道 マドリード

イ
タ
リ
ア

可照時間 ローマ
サンタマリア

大聖堂
ローマ

通年

サンタンブロージョ
教会

ミラノ

鉄道 ローマ

ドゥオモ ミラノ
サンタマリア

教会
ミラノ

スフォルツェスコ
城

日出～営業開始時刻： 長い

日出～営業開始時刻： 短い

国名
経度モーメント

[km]
【参考】外国人旅行者受入数
[万人]（2014年）※観光白書よ り

スペイン 1543.4 6,500
中国 1488.6 5,562
フランス 949.1 8,370
韓国 663.7 1,420
米国 363.0 7,476
イタリア 268.2 4,858
日本 -230.1 1,341
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冬季のオープンスペースの 
利活用における課題（研究期間：平成28～29年度） 
 

都市研究部 都市防災研究室   主任研究官 影本信明 

     室長   竹谷修一 

（キーワード）  降雪、オープンスペース、観光、防災 

 

１．はじめに 

豪雪地帯への外国人観光客等の積極誘致が求めら

れる中、公園に代表されるオープンスペースは、憩

いの場、あるいは観光資源等の様々な役割を担って

いる。一方、災害時においては避難場所や災害対応

活動の拠点等の役割も果たしている。しかしながら、

冬季の雪国においては積雪等により利用制約を受け

ることを考慮した、防災面での活用については十分

な検討が出来ていない。平常にオープンスペースを

積極的に活用しつつ、災害発生時にはスムーズに防

災機能を発揮出来るよう準備する必要がある。 

この状況を踏まえ、国総研では、平常の利用を考

慮しつつ、冬季におけるオープンスペースの防災機

能の確保において、どのような課題があるのかにつ

いて検討を行っている。 

２．冬季のオープンスペースの活用状況 

積雪がある地域のオープンスペースを対象に、活

用状況の実態を整理した。その結果、下記のような

活用が行われていることが明らかになった。 

・雪捨て場として活用することにより、除雪作業の

効率化、地域の安全確保に寄与 

・雪や寒さを地域資源と考え、雪まつり等の冬をイ

メージしたイベントの開催（写真１） 

・クロスカントリーなどの冬のスポーツ、ハクチョ 

 

 
写真１ 冬季のオープンスペース活用例 

 

ウ等が見られる場所という立地条件の活用 

・地域住民の活動の一環として除雪を行い、地域の

人の“顔が見える関係づくりの場”としての活用 

・映画のロケ地として利用し、冬季の利用を促進 

３．冬季に災害が発生した場合の課題 

冬季に災害が発生した際には、オープンスペース

の利用においていくつかの課題も見受けられた。 

・予算・マンパワーの不足：大雪に見舞われる年の

ために、オープンスペースの多機能化を図ること

については財政担当部局の理解が得づらい。 

・積雪期のオープンスペースの利用制限：災害時用

のマンホールトイレは積雪期に使えない、屋外を

避難場所とすることが困難（写真２）、除雪状況

によっては到達することが出来ない。 

・イベント会場としての場所の制約：イベントが開

催されている場合、災害時に急遽、避難場所等と

してスペースを確保することが困難である。 

４．成果の活用予定 

冬季のオープンスペースを平常時及び災害時にも

活用出来るよう、今後、防災面での課題や対策につ

いてさらに検討を行った上で、オープンスペース管

理者や防災対策を行う機関に対して、国総研ホーム

ページ等を通じて情報提供を行っていく予定である。 

 

 
写真２ 積雪により活用が難しい例 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不

要） 
 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不

要） 
 
 

(博士(工学)) 
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冬季のオープンスペースの 
利活用における課題
（研究期間 ： 平成 28 年度～平成 29 年度）

都市研究部　都市防災研究室　主任研究官　影本　信明　 室長
（博士（工学））

　竹谷　修一

（キーワード）　降雪、オープンスペース、観光、防災
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

地域の居住を支える医療・福祉施設等
の整備に関する費用対効果の推計手法 

（研究期間：平成27～29年度） 

都市研究部 都市開発研究室   室長  勝又 済 

都市施設研究室   室長  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、費用対効果  

 

１．はじめに 

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

施設、福祉施設等の地域の居住を支える施設・サー

ビス（以下「地域居住支援機能」と呼ぶ。）につい

て、公的賃貸住宅団地に建て替え時等に併設するこ

とも含め、地域の拠点に誘導するなどにより、適正

配置していくことが求められている。 

国総研では、地域レベルの将来人口・世帯構造の

予測結果を基に地域居住支援機能の必要量・不足量

を時系列的かつ空間的に予測し、適正配置を進める

ための計画評価技術の開発に取り組んでいる。 

以下、本技術開発で提案した地域居住支援機能の

整備に関する費用対効果の推計手法について述べる。 

２．地域居住支援機能の整備に関する費用対効果の

推計手法 

地域居住支援機能の整備に当たっての各主体（地

域住民、施設事業者、地方公共団体）の費用及び効

果を貨幣換算するための評価項目を検討した（表１）。 

費用対効果の評価は、地域住民については町丁目

単位で、施設事業者については事業者単位で、地方

公共団体については行政区域全体で行うこととした。 

図１～２に、保育所を例とした、施設新設による

施設の将来不足量と地域住民の費用対効果の変化の

推計例を示す。図１では、2040年の児童数の予測結

果のメッシュ分布と既存施設の利用圏（徒歩圏）を

重ね合わせ、利用圏外もしくは利用圏内だが定員超

過のため利用困難な児童数の多いメッシュが集中し

ている地域に、2020年に保育所を新設した場合、利

用困難な児童数が大幅に減少している。図２では、

当該地域住民の費用対効果について、既存施設のみ

の場合0.5程度で推移するが、2020年に保育所を新設

した場合1.6を超え、整備効果の大きいことが分かる。 

３．おわりに 

以上の提案した手法により、地域居住支援機能の

整備に係る各主体の費用対効果について貨幣価値に

換算して推計を行い、施設整備の妥当性の判断に用

いることが可能となった。今後は多様な都市・地区

でのケーススタディにより検証を行い、費用対効果

推計手法の精度を高めていく予定である。 

主体 費用（Ｃ） 効果（Ｂ） 

地域住民 

利用者負担額、通院・送
迎に要する時間費用、施
設を利用できない場合の
保育・介護に要する時間
費用、等 

保育・介護サービスの利用
時間価値、施設による送迎
時間価値、等 

施設 
事業者 

運営費用、送迎費用、賃
貸料・改修費、訪問介護
サービスの移動費用、等 

事業収入、補助金収入、等 

地方 
公共団体 事業者への補助金 

保護者・介護者の労働機会
の増加に伴う住民税収、施
設の法人税収、職員雇用に
伴う住民税収、等 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不

要） 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不

要） 

(博士(工学)) 

表１ 施設整備に係る各主体の費用及び効果の評価項目 
図１ 保育所新設による施設の将来不足量の変化の推計例 

【2020年に保育所を新設した場合】 【既存施設のみとした場合】 

図２ 保育所新設による地域住民の費用対効果の変化の推計例 

【2020年に保育所を新設した場合】 【既存施設のみとした場合】 

保育所 
市街化区域 

利用困難児童数（2040年） 
（単位：人／ha） 

1未満 
1以上 － 3未満 
3以上 － 5未満 
5以上 

最寄りの保育所 最寄りの保育所 

新設保育所 

保育所 
市街化区域 

利用困難児童数（2040年） 
（単位：人／ha） 

1未満 
1以上 － 3未満 
3以上 － 5未満 
5以上 
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地域の居住を支える医療 ・ 福祉施設等 
の整備に関する費用対効果の推計手法
（研究期間 ： 平成 27 年度～平成 29 年度）

都市研究部　都市開発研究室　 室長
（博士（工学））

　勝又　済

都市施設研究室　室長　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、費用対効果
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干潟の生態系サービスの定量化 

手法の開発 
 

沿岸海洋・防災研究部 

海洋環境研究室 室長    岡田 知也 研究官       秋山 吉寛 研究官 黒岩 寛 

（キーワード）  生態系サービス、定量化、干潟、造成干潟  

 

１．はじめに 

近年、人々が海を身近に感じることができる港湾

域・沿岸域の水際が、生態系サービスの観点で着目

されている。生態系サービスとは、生態系が人々に

もたらす恵みであり、供給（水産物）や調節（汚染

物の浄化、炭素貯留）をはじめ、文化（散策、環境

学習、釣り）が含まれる。しかし残念なことに、こ

の生態系サービスの価値を、私たちは認識すること

がなかなかできない。そこで本研究では、干潟を対

象として、生態系サービスの定量化手法を開発（見

える化）することを目的とする。 

２．手法・結果 

 本研究では，干潟および干潟の生態系が有する各

サービスの得点を自然科学的に算出し1)，次にその

得点を，比較順位法を用いて便益移転する2段階の評

価手法（IMCES）を開発した2）。東京湾の4つの干潟

に対し、図1に示す10種類のサービスを対象にした。 

２．１ 干潟健全度 

干潟健全度は、干潟の生態系サービスを定量的に

比較できる手法である。サービス毎の点数を表示で

きるので、各干潟の長所短所を明確に示すことがで

きる。また、得点に影響を与える各環境因子の点数

も評価できるので、管理すべき環境因子を明瞭に示

すことができる。これらのことは経済的な手法と比

較した場合、本手法の大きな強みである。 

２．２ 比較順位法による便益移転 

比較順位法を用いて求めた各干潟の持つ各サービ

スの価値を図1に円グラフで示す。円グラフの得点は

干潟健全度の得点、幅（角度）は経済評価値に基づ

く加重平均率を表す。幅が広いサービスほど1得点当

たりの経済価値が高いことを意味する。各サービス

の幅を比較すると、供給・調整サービス（食料供給、

波浪低減、水質浄化、炭素貯留）に対して文化的サ

ービス（観光・レク、教育、研究、特別な場、憩い

の場、種の保全）は約7倍高かった。 

３．おわりに 

 文化的サービスの価値が供給・調整サービスと較

べて約7倍高く、供給・調整サービスに比重を置いて

きた従来の生態系サービスの認識は不十分であった

可能性が示された。今後は文化的サービスの価値を

適切に評価する必要があると考える。また各干潟に

おいて，幅が広く得点が低いサービスは，今後，経

済価値を大きくするポテンシャルを有しているサー

ビスであると言える。干潟の経済価値を積極的に高

める場合には，これらのサービスを促す施策を検討

することが効率的であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.890 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0890.htm 
2) 岡田ら，土木学会論文集B2(海岸工学)，Vol.73, 2017 

(博士(工学)) 

写真 写真 写真 

(博士(地球環境科学)) 

食料供給 波浪低減

水質浄化100

50

0

文化的サービス
 

図1 干潟が持つサービスの評価結果の例（海の
公園）。網掛けは制約条件によって存在しな
いサービス。炭素貯留サービスは未計算。 
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干潟の生態系サービスの 
定量化手法の開発

沿岸海洋・防災研究部　海洋環境研究室　 
室長

（博士（工学））
　岡田　知也　 研究官

（博士（地球環境科学））
　秋山　吉寛　研究員　黒岩　寛

（キーワード）　生態系サービス、定量化、干潟、造成干潟
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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・防災研究部 沿岸域システム研究室   室長  上島 顕司 

（キーワード）  沿岸域、地域振興、みなとまちづくり  

 

１．背景 

現在の「みなとまちづくり」は、イベント、ＮＰ

Ｏの活用等ソフト対策がメインであり、港における

空間形成に係るまとまった取り組み、研究、議論は

暫く行われていない。しかし、昨今では、クルーズ

来訪客増大への対応をきっかけとした「みなとまち」

の魅力的な空間形成等は重要な課題と考えられてお

り、国土交通省港湾局で策定中の港湾の中長期構想

の中でも、クルーズとともに港の空間形成が主要な

柱の一つとして取り上げられている。また、近年で

は、様々な分野において公共空間のオープン化の観

点からインフラ施設の有効利活用による賑わいの創

出が進められてきている。「みなとまち」においても、

有効利活用されていない魅力的な水辺等の地域資源

が存在しており、これらを総合的な視点で、有機的

に連携させつつ、有効利活用していくことが必要で

ある。このため、当研究室では、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研究に

取り組んでいる。 

 

２．今年度の取り組み 

国内外におけるウォーターフロント開発以降の最

近の動向と今後の方向性について分析した。国内に

おける最近の動向としては①公共主導から民間主導、

②大規模開発から小規模開発・リニューアル・ソフ

ト的な展開（イベント、ＮＰＯ等）へという流れが

あること、萌芽的な事案としては、③倉庫を活用し

たリノベーションや老朽化、遊休化した施設の再活

用、④船や水面の活用などの事例があることを指摘

した。しかし、①まだ、十分に水辺の魅力を有効利

活用していない事例が見受けられること、②開発自

体が単独であったり孤立したりしており、周辺や港

全体におけるネットワーク・関係性への配慮が不十

分であることなどの課題があることが分かった。ま

た、海外（欧米）における最近の動向としては、①

多くの事例で水辺特有の資源を享受した賑わい空間

が確保されていること、②中心となるエリアでは継

続的な整備・改良がみられること、③（日本ではソ

フト的な対応が主であるが）市街地と港の中心部を

連結させるための幹線道路の地下化やＬＲＴの敷設

など大規模な開発が行われていること等が分かった。  

 

３．研究会の立ち上げ 

検討を進めるため、有識者を集め、研究会を設置

した。今後、本研究会において、 

・人口減少社会における「みなとまち」の新しい空

間形成のあり方、コンセプトの提示 

・「みなとまち」の空間形成にあたっての留意点、空

間形成手法、地域資源の活用手法等の整理 

・必要な制度・仕組み等に係る提言 

を行うこととしている。 

   

写真 市街地と臨海部を分断していた幹線道路 

を地下化した例（バルセロナ港） 

【参考】 

1)上島顕司：我が国の臨海部におけるウォーターフ

ロント開発後の動向と今後の方向性，第55回土木計

画学研究発表会,2017.6 

写真 
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魅力的な空間形成に関する取り組み
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

マリーナにおける車椅子使用時の 

安全性確保に関する取り組み 
 

 

沿岸海洋・防災研究部 沿岸域システム研究室  室長 上島 顕司 研究員 藤田 淳 

（キーワード）  バリアフリー、ユニバーサルデザイン、マリーナ  

 

１．はじめに 

我が国の海洋性レクリエーションの振興に向けて、

マリーナ等におけるバリアフリー化やユニバーサル

デザインの導入促進は重要な課題である。民間では、

障害者等が行うセーリング活動の支援や設備環境の

改善に関する研究開発等を行うＮＰＯ法人が、障害

者が安全かつ快適にマリーナ施設を利用できる設備

基準を定めた「マリーナ障害者用設備指針」を平成

10 年に発行している。この指針によって作られた施

設を写真－1に示す。その後、2020 年の東京オリン

ピック・パラリンピックの開催等に向けて、高齢者

や障害者の社会参加への関心や意欲が高まっている

ことから、この指針を改定・拡充することとなった。 

国土交通省港湾局及び国総研沿岸域システム研究室

は、こうした取り組みが海洋性レクリエーションを

振興するうえで重要な意義を有していることから、

検討に参画・協力することになった。 

 

 

 

 

 

  

 

写真－1 バリアフリー対応のポンツーン（蒲郡港） 

 

２．車椅子使用時のマリーナの安全性を確認する実

証実験の実施 

検討にあたっては、全国で初めての取り組みとな

る、車椅子使用時のマリーナ施設の安全性を確認す

るための実証実験を行うこととなった。  

まず、事前の図面収集・分析、斜路等の簡易測量

を行ったうえ、潮位等から実験を行う時期・時間等

について検討した。 

平成29年6月12日に神奈川県湘南港で実証実験を

実施し、護岸天端からポンツーン（浮き桟橋）への

連絡橋の勾配と使用性の関係などについて把握した

（写真―2）。その結果、連絡橋については、潮位に

よっては車椅子単独で昇降することが困難な勾配と

なること、通常のユニバーサルデザインの基準であ

る1/12勾配であっても1人での昇降は危険や困難が

あり、手すりやすべりにくい材質を用いた床面の対

処設置が必要となること等が明らかになった。 

今後、この結果の指針や技術基準への位置づけな

どを検討していくこととなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

    

写真－2 実証実験（湘南港） 

 

詳細情報 

プレス発表資料 

http://www.ysk.nilim.go.jp/oshirase/press-release20161

221-01.pdf 

http://www.ysk.nilim.go.jp/oshirase/press-release20170

607-01.pdf 

 

写真 写真 

（写真ﾃﾞｰ
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

航空需要予測モデルの改善検討 
（研究期間：平成25～30年度） 

 
空港研究部 空港計画研究室    
主任研究官 黒田 優佳 室長 池田 尊彦 研究員 平野 誠哉 

（キーワード）  航空需要、格安航空会社（LCC）、観光政策、訪日外国人 

 

１．研究の背景 

国土交通省航空局は、全国の空港整備や機能強化

に係る中長期の航空政策立案の基礎資料とするため、

航空需要予測を行っている。空港計画研究室では、

当該予測モデルの構築・改善に取り組むとともに、

その適用に関して、航空局に対して技術的助言を行

ってきた。前回、全国の航空需要予測値が公表され

た2013年1)以降、格安航空会社(LCC)の拡大や訪日外

国人の急増など航空情勢をとり巻く環境の大きな変

化を踏まえ、予測モデルの改善を進めている。 

 

２．LCCの拡大を踏まえた国内旅客予測モデル  

国内路線にLCCが就航した2012年以降、そのシェア

は着実に増えている（図-1）。 

図-1 国内航空旅客のLCCシェアの推移 

格安運賃など従来のフルサービスキャリア（FSC）

とは異なる航空サービスを提供するLCCの出現は、旅

行者の旅行行動や交通経路選択へ影響を与えている

と考えられる。そこで、全国幹線旅客純流動調査

(2015)や航空旅客動態調査(2013,2015)により、新た

に利用可能となったLCCの利用実績データを用いて、

交通機関選択または航空経路選択においてLCCの交

通特性を踏まえた予測モデルの改善を進めている。 

３．訪日外国人急増を踏まえた国際旅客予測モデル 

韓国と中国を例に、訪日外国人数の対前年伸び率

（図-2上段）と、この増減要因が各国の出国者数の

増減によるものか訪問先として日本を選択する率

（日本選択率）の増減によるものかを分析した結果

（図-2下段）を示す。 

韓国          中国   

図-2 訪日外国人数の増減とその寄与度分析 

図-2のように、訪日外国人数増減の要因（寄与度）

には国毎の違いが見られる。各国からの訪日外国人

数の動向を適切に表現できるよう、国毎に社会経済

や交通サービス等の状況を考慮し、出国者数と日本

選択率をモデル化する方法について、更なる検討を

進めている。 

 

４．今後の展望 

引き続き、航空局と密に連携し改善を進め、新た

な航空需要予測モデルを取りまとめる予定である。 

☞【参考】1) 交通政策審議会航空分科会基本政策部会首

都圏空港機能強化技術検討小委員会（2013年11月）

http://www.mlit.go.jp/common/001018977.pdf 
2) 国総研資料 No.784, No.926 
http://www.ysk.nilim.go.jp/kenkyuseika/kenkyusyosiryou.htm 

池田尊彦 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不

要） 
 

黒田優佳 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不

要） 
 

平野誠哉 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不

要） 
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成果の活用事例 
 

 

伝統工法の保全・活用を通じた 
地域づくりを支援 
（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 

緑化生態研究室   研究官  西村 亮彦 室長 舟久保 敏 

（キーワード）  伝統工法、地域づくり、歴史まちづくり、歴史的風致 

 

１．はじめに 

 2008年に「地域における歴史的風致の維持及び向

上に関する法律」（歴史まちづくり法）が制定され

て以来、地域固有の歴史と文化を活かした「歴史ま

ちづくり」の取り組みが活発化している。こうした

状況の中、近年、地域の歴史的風致を構成する建築

物・土木施設等の修復・保存の現場において、地域

固有の伝統工法に係る人材、材料、資金等、各種資

源の確保が課題とされてきた。 

そこで、全国における伝統工法の保全・活用を通

じた地域づくりの取り組み事例を調査し、取り組み

の内容と体制に基づく活動スキームを提示するとと

もに、持続的な地域づくりを実践する上での留意事

項を整理した技術資料の作成に取り組んでいる。 

２．活動スキームの検討 

 伝統工法を取り巻く地域の社会状況をヒト・モ

ノ・コトの３点に分けた上で、各々について保全・

活用上の課題と解決策の方向性を整理した。（図-1） 

 また、モデル事例について、取り組みの方向性や

地域の人的資源に応じたステークホルダー間の役割

分担、及び資金調達のスキームを整理した。（図-2） 

 

図-1 保全・活用上の課題と取り組みの方向性 

 

図-2 モデル事例の活動スキーム 

（例：金沢職人大学校） 

３．具体的な取り組みの進め方の検討 

 全国各地の取り組み事例におけるステークホルダ

ーに対するヒアリング、及び研究会における有識者

との意見交換を通じ、伝統工法の保全・活用を通じ

た地域づくりを持続的かつ効果的に展開する上での

具体的な留意事項を整理した。（図-3） 

 

図-3 地域づくり実践上の主な留意事項 

４．成果のとりまとめ 

以上の調査結果に基づき、伝統工法の保全・活用

を通じた地域づくりの基本的な考え方と実践的な進

め方を解説した、手引き形式の技術資料の作成を進

めている。巻末には事例集を掲載し、全国各地の先

進的な取り組みについて、ポイントとなる事項を参

照できるようにしている。これにより、歴史まちづ

くりの現場における伝統工法の保存・活用に係る各

種課題の解決に向けた取り組みの更なる展開が期待

される。 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 

(博士(工学)) 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

外来生物等による健康生活被害の 
予防・低減 （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 緑化生態研究室 

 研究官  益子美由希 室長 舟久保 敏 

（キーワード）  外来生物、健康生活被害、都市公園、公園管理 

 

１．はじめに 

近年、外来生物の侵入、定着による人間生活への

悪影響が懸念されている。また、公園管理において

は、利用者等の安全確保の観点から、外来生物に限

らず在来生物を含めた生物被害の防止に向けた対策

が求められている。そこで、公園管理者等が生物に

よる被害に適切に対応し、被害を予防・低減できる

よう、公園緑地を含む都市環境において近年傷病等

の健康生活被害を与えている又は今後与えるおそれ

のある外来生物等を対象に、生物の生態的知見を踏

まえた被害の予防・低減措置等を整理し、公園管理

者向けのマニュアルとして取りまとめを行っている。 

表 対象とした生物と代表的な被害例等 

２．生物の生態、被害の予防・低減措置等の整理 

平成28年度は、近年の被害例から25科の外来生物

等を対象として選定し、分布や生息環境といった生

態、被害の発生状況、主な症状、被害の予防・低減

措置等について、国内外の文献、官公庁のホームペ

ージ、有識者へのヒアリング、全国の国営公園への

アンケート等から情報を収集・整理した。 

平成29年度は、全国の国営公園からの意見聴取を

踏まえ、新たに12科の外来生物等を追加し、前年度

と同様の情報収集・整理を行った。その上で、計37

科の対象生物（表）について、種ごとの生態、予想

される被害、被害の予防・低減措置の解説を取りま

とめた（図）。加えて、公園の環境の違いに応じた

管理方法、被害発生時の素早い対処や原因生物の特

定のためのフロー等、生物種横断的な予防・低減措

置も整理した。最後に、これら内容をもとにマニュ

アルを仮作成し、国や自治体を合わせて全国15件の

公園管理者に試用いただき、意見を取りまとめた。 

図 マニュアルでの個別生物解説ページ例 

３．おわりに 

今後、試用結果で得た意見の反映を検討して本マ

ニュアルを作成し、国総研資料として公表すること

で、生物被害の防止に役立てていく。 

No. 
主な
環境 

対象種 代表的な被害例 
緊急
度 

1  
 
 
 
 
 

樹林 

イノシシ 咬傷、感染症 A 

2 ヒグマ、ツキノワグマ 咬傷、裂傷 A 
3 野犬 威嚇、咬傷 A 

4 ハクビシン 糞害、感染症 C 
5 カワウ 糞害 C 

6 ムクドリ、インドハッカ 糞害、騒音 C 
7 フタトゲチマダニ、キチマダニ等 感染症 B 

8 ｲﾗｶﾞ､ﾁｬﾄﾞｸｶﾞ､ﾀｲﾜﾝｷﾄﾞｸｶﾞ等 皮膚炎 B 
9 クロジャコウカミキリ 倒木・落枝による受傷 C 

10 キイロサシガメ､オオトビサシガメ等 毒（刺傷） B 
11 ヤマビル 吸血 C 

12 ツタウルシ、ヤマウルシ等 皮膚炎 B 
13  

 
樹林 

・ 
草地 

ﾀｲﾜﾝﾊﾌﾞ、ｻｷｼﾏﾊﾌﾞ、ﾆﾎﾝﾏﾑｼ、ﾋﾒﾊﾌﾞ 毒（咬傷） A 

14 ｱﾑｰﾙﾊﾘﾈｽﾞﾐ､ﾖｰﾛｯﾊﾟﾊﾘﾈｽﾞﾐ 感染症の可能性 B 
15 ハシブトガラス、ハシボソガラス 威嚇、襲撃 B 

16 ﾂﾏｱｶｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ､ｵｵｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ、ｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ類 毒（刺傷） A 
17 ヒトスジシマカ、ネッタイシマカ 感染症 A 

18 アフリカマイマイ 感染症 B 
19 

草地 
メリケントキンソウ 刺傷（無毒） B 

20 スイセン（全種） 喫食による中毒 B 
21 建物 クマネズミ、ドブネズミ 感染症、咬傷、火災 A 

22 樹林 
・ 

草地 
・ 

園路 

サソリ類（マダラサソリを除く） 毒（刺傷） B 
23 アライグマ 感染症 C 

24 セアカゴケグモ､ハイイロゴケグモ 毒（刺傷） A 
25 ヒアリ、アカカミアリ 毒（咬傷、刺傷） A 

26 アジサイ 喫食による中毒 B 
27  

淡水 
ピラニア等の肉食淡水魚 咬傷 A 

28 ワニガメ、カミツキガメ 咬傷 A 
29 ホテイアオイ 悪臭、水質汚染 C 

30  
 
 
 

海浜 

ハブクラゲ 毒（刺傷）、ｼｮｯｸ症状 A 
31 カツオノエボシ 毒（刺傷）、ｼｮｯｸ症状 A 

32 カツオノカンムリ 毒（刺傷） C 
33 ヒョウモンダコ 毒（咬傷） A 

34 ガンガゼ 毒（刺傷） B 
35 ゴンズイ 毒（咬傷） B 

36 アイゴ 毒（刺傷） B 
37 エラブウミヘビ等 毒（刺傷） A 

【対象種】青：外来生物、黒：その他（在来生物、園芸種等） 
【緊急度】Ａ：緊急対応（人命に重大な被害を及ぼす、又は社会的関心が高い生物） 

Ｂ：拡大防止（負傷や感染症の被害を及ぼす生物） 
Ｃ：対策検討（軽微な負傷や悪臭等の被害を及ぼす生物） 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

(博士(理学)) 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

プロフィール（外観、大きさ、 
分布、食べ物、生息環境） 

外来・在来の別 対象種の和名 

学名 

類似種（同じ仲間や見間違い
やすい種との見分け方） 

被害（緊急度、生活史、被害多発時期） 

予防編（被害を受けないための措置） 

低減編（被害発生後の応急処置、
被害拡大を防ぐための措置） 

被害（主な症状、被害事例） 
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

まちなか広場のマネジメントを支援 
（研究期間：平成29年度） 

 

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  西村 亮彦 室長 舟久保 敏 

（キーワード）  まちなか広場、公共空間、マネジメント、まちづくり、にぎわい創出 

 

１．はじめに 

近年、人口減少や少子高齢化等、わが国の都市を

取り巻く社会状況が大きく変化し、まちなかのオー

プンスペースについて戦略的な質の向上が求められ

る中、賑わい創出や交流促進を目的とした多様なま

ちなか広場の運営が、全国各地で取り組まれてきた。 

一方、まちなか広場のマネジメントについては、

未だ試行錯誤の段階で、確立した方法論が存在しな

いことから、体系的なマネジメントスキームの構築

と、全国のまちなか広場でこれまで培われてきたア

イデア・ノウハウの蓄積・共有が求められている。 

２．まちなか広場の体系的な整理 

 全国のまちなか広場60件を対象としたアンケート

調査を実施し、広場の基本情報、整備・運営の経緯、

立地形態、空間形態、運営・管理体制、条例等の規

則、イベント等の使用状況、日常利用の状況、運営・

管理上の工夫や課題に係る情報を収集・整理した。 

 継続的なまちなか広場のマネジメントを実践する

上で、安定した運営体制と事業スキームの構築が重

要であることから、アンケート結果を基に、土地所

有者・敷地管理者と運営管理者の関係性、及び資金

の流れに着目した運営スキームの体系的な整理を行

った。（図-1） 

３．手引き（案）・事例集の作成 

以上のアンケート調査に加え、現場で発生してい

る課題とその解決に向けたアイデアを抽出するべく、

現場担当者に対するヒアリング調査を実施し、運営

スキーム構築の考え方と、まちなか広場のマネジメ

ントを実践する上での具体的な留意事項を整理した

手引き形式の技術資料の作成を進めている。（図-2）

手引きの巻末には、全国各地におけるまちなか広場

マネジメントの取り組みを整理した事例集を掲載し、

手引き本編と併せて、広場の類型に応じた情報検索

が可能な仕様にとりまとめている。 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不

要） (博士(工学)) 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不

要） 

図-2 手引きにおける実践的な留意事項の整理 図-1 運営スキームの体系的な整理 
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まちなか広場のマネジメントを支援
（研究期間 ： 平成 29 年度）

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

（博士（工学））
　西村　亮彦　室長　舟久保　敏

（キーワード）　まちなか広場、公共空間、マネジメント、まちづくり、にぎわい創出
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道路空間再編におけるデザインの考え方と 
効果計測の手法を提案 
（研究期間：平成26～29年） 

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  西村 亮彦 室長 舟久保 敏 

（キーワード）  道路空間再編、道路空間再構築、道路デザイン、道路空間の利活用、効果計測 

 

１．はじめに 

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

分や施設更新、多目的利用を通じて、公共空間とし

ての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年度より国内外におけ

る道路空間再編の取り組み事例を調査し、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．デザイン図集の作成 

2017年度は、国内外における道路空間再編事例の

中から、機能・空間形態に基づく13のデザインパタ

ーンを抽出し（図-1）、各デザインパターンの採用

にあたり考慮すべき諸条件、期待される効果、計画・

設計上の技術的な留意事項の検討を行った。 

調査の成果は、行政や民間における道路設計の実

務者が、市街地における人間本位の道路空間デザイ

ンを検討する上で参照可能な図集形式の技術資料と

してとりまとめた。（図-2） 

３．効果計測の手引き作成 

道路空間再編においては、道路空間の機能拡充・

質的向上が地域へ与える効果を、従来の３便益だけ

でなく、社会、経済、環境等、様々な角度から捉え、

関係者に対するアカウンタビリティの確保、及び事

業のさらなる改善に役立てることが重要である。 

そこで、道路空間再編のシナリオ別に中間アウト

カムと最終アウトカムの因果関係を整理したロジッ

クモデルを構築するとともに、各アウトカムについ

て、指標の説明力とデータ入手の難易度を考慮した

評価指標とその計測手法のパッケージを検討し、手

引き形式の技術資料の素案をとりまとめた。（図-3） 

 

図-1 道路空間再編における13のデザインパターン 

 

図-2 デザイン図集の構成イメージ 

 

図-3 シナリオ別の指標と計測手法のパッケージ 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.1026  

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1026.htm 
 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不

要） 
(博士(工学)) 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不

要） 
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道路空間再編におけるデザインの 
考え方と効果計測の手法を提案
（研究期間 ： 平成 26 年度～平成 29 年）

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

（博士（工学））
　西村　亮彦　室長　舟久保　敏

（キーワード）　道路空間再編、道路空間再構築、道路デザイン、道路空間の利活用、効果計測
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環境分野の 
研究を促進 
 

環境研究推進本部 

社会資本マネジメント研究センター 緑化生態研究室 室長 舟久保 敏 

（キーワード） 環境、地球温暖化、エネルギー、資源循環、生物、自然環境、土地利用、居住環境、景観  

 

１．はじめに 

国総研の各研究部・センターは、国土マネジメン

トに関する研究の一環として、環境に関わる研究を

進めている。環境研究推進本部は、国総研が実施す

る各事業分野の環境研究について、情報共有と対外

的発信を図るとともに、分野横断的な調査研究の推

進に寄与することを目的に活動している。 

２．環境分野の研究  

 国総研における環境研究は多岐にわたる。現在、

地球温暖化防止、省・創・再生エネルギー、資源循

環利用、生物・自然環境保全、土地利用・居住環境

形成、景観形成などの政策課題に対応した研究が進

められており、その実施内容について適宜、関係者

間で情報共有を図っている。 

３．推進本部の具体的活動 

環境研究推進本部は、国総研における環境研究を、

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、環境研究に関わる国の施設

等機関、国立研究開発法人及び国立大学法人の13研

究機関が合同開催している環境研究シンポジウムに

おいて、全体テーマ「持続可能な生産と消費～資源

循環型社会の構築をめざして」に関する取組等に関

する講演やポスター発表を行った（写真及び図）。 

   

写真 環境研究シンポジウムでの研究紹介の様子 

 　○講演

　　　【下水道研究部】下水道による資源・エネルギーの創出

　 ○ポスター発表

　　　【下水道研究部】中小規模処理場における下水汚泥の肥料化・燃料化の推進

　　　【道路交通研究部】自然由来重金属等含有土の活用の現状と技術的課題

　　　【住宅研究部】先進的な建築物のエネルギー消費性能評価技術の開発

　　　【建築研究部】新しい木質材料を活用した混構造建築物の設計・施工技術の開発

　　　【社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究ｾﾝﾀｰ】河川管理による外来植物の分布拡大抑制に関する調査

　　　【沿岸海洋・防災研究部】

　　　　　生息場ネットワークの定量的手法の開発　－生態系サービスの豊かなシースケープのデザイン

　　　【河川研究部】津波防災地域づくりにおける自然・地域インフラの活用

　　　【都市研究部】朝型観光の推進による観光地の混雑緩和に関する研究

 

図 環境研究シンポジウムでの研究紹介一覧 

また、所内での環境研究の情報交換を行い、研究

者の知見を広めるとともに、相互交流を促し、効果

的な研究推進を図るよう、研究交流会を重ねている。

2017年度は「生物・生態系保全に関する調査研究」

をテーマに異なる事業分野間で互いの研究紹介を行

ったほか、昨年と同様“グリーンインフラ”（社会

資本整備、土地利用等の面で、自然が有する多様な

機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・地域づく

りを進める取組）をテーマに、外部講師と意見交換

を行い、今後の研究課題を模索する機会を設けた。 

このほか、環境研究に携わる所内研究者の名簿の

整備、ＨＰによる情報発信にも取り組んでいる。 

４．今後の展開 

環境研究は、防災・減災研究等と同様、国土交通

省の使命である持続的な国土・社会づくりに大きく

関与している。環境研究推進本部は、今後とも環境

研究のあり方を追究し、本部としての新たな研究実

施の検討を含め、その推進を図るとともに、広く研

究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 
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環境分野の研究を促進
環境研究推進本部

下水道研究部　下水道研究官　南山　瑞彦　

河川研究部　水環境研究官　植田　彰　

道路交通研究部　道路環境研究室　室長　井上　隆司　

沿岸海洋・防災研究部　津波・高潮災害研究官　岡本　修　

住宅研究部　住宅情報システム研究官　桑沢　保夫　

社会資本マネジメント研究センター　緑化生態研究室　室長　舟久保　敏

（キーワード）　環境、地球温暖化、エネルギー、資源循環、生物、自然環境、土地利用、居住環境、景観

http://www.nilim.go.jp/japanese/organization/k_honbu/
indexkankyou.htm
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災害対応の支援

 

 

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 

近年、自然的インパクトが局地化・集中化・激甚

化していることは既に認識され、ハード・ソフト対

策を総合し、被害を最小化するための取組みがより

一層強く推進されてきている。そのうち、有力な手

段の一つとして、国土交通省は平成20年にTEC-FORCE

（緊急災害対策派遣隊）を創設し、被害の発生・拡

大の防止や被災地の早期復旧等を目的として、その

活動を積み重ねてきている。 

 

２．国総研のTEC-FORCE等活動 

 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

り複雑あるいは難しい事象や被害を主な対象とした

『高度技術指導班』として活動する。主な役割は被

害状況の調査や施設の安全性評価に加え、二次災害

防止のための高度な判断に基づく助言などである。 

 平成29年7月の九州北部豪雨では、大規模土砂崩壊

地調査、河川管理施設被災調査など、それぞれの被

災に対応する分野の専門家を派遣した。 

 TEC-FORCEとしての活動以外にも、被災地の地方公

共団体や地方整備局等からの要請に対し、迅速に専

門家を派遣し、技術的支援活動を継続している。ま

た、自主調査も積極的に行い、防災・減災に関する

技術力向上のための活動も行なっている。（派遣実

績は、表参照） 

 

３．活動の貢献への評価 

 平成27年9月関東・東北豪雨に対する、国総研から

も隊員を派遣した国交省全体のTEC-FORCE活動につ

いて、平成29年9月に平成29年防災功労者内閣総理大

臣表彰を受けた。 

 また、｢平成28年熊本地震｣、｢平成28年台風第7号

及び8月20日からの大雨｣、｢平成28年台風第10号｣そ

れぞれに対する国総研のTEC-FORCE活動が評価され、

平成29年6月に（一社）全日本建設技術協会より、平

成28年度全建賞の表彰を受けた。 

 

表 平成２９年(１～１２月)専門家の派遣実績 

部・センター、課室及び役職 氏名 派遣期間  部・センター、課室及び役職 氏名 派遣期間 

河川 

研究

部 

部長 天野 邦彦 7/8  道路 

構造

物研

究部 

構造・基礎

研究室 

室長 間渕 利明 7/7 

河川 

研究室 

室長 諏訪 義雄 
7/8,  主任研究官 藤山 一夫 7/7 

7/27～28  道路基盤

研究室 
研究員 真野 健太郎 7/7 

主任研究官 福島 雅紀 7/8  

水害 

研究室 

室長 板垣 修 8/4       

主任研究官 武内 慶了 8/4       

研究官 西 広樹 8/4  部・センター、課室及び役職 氏名 派遣期間 

土砂

災害

研究

部 

深層崩壊対策研究官 萬德 昌昭 7/8～12  道路構造物研究部 

道路基盤研究室 
室長 久保 和幸 1/20 

砂防 

研究室 

室長 桜井 亘 7/12～16  

主任研究官 内田 太郎 7/16～20       

研究官 
松本 直樹 7/12～16       

高原 晃宙 7/19～22  部・センター、課室及び役職 氏名 派遣期間 

（併） 本田 正晃 7/12～16  道路構造物研究部 

道路基盤研究室 
室長 久保 和幸 5/2 

土砂災害 

研究室 

室長 野呂 智之 7/16～21  

研究官 村田 郁央 7/8～12       

研究員 鈴木 大和 
7/12～16, 

7/20～23 

 

   

      部・センター、課室及び役職 氏名 派遣期間 

      土砂災害研究部 

深層崩壊対策研究官 
萬德 昌昭 5/23 

      

 

●平成29年7月九州北部豪雨 ●6月30日からの梅雨前線に伴う大雨及び台風第3号 

●長野県伊那市国道斜面崩落 

●京都府福知山市国道9号法面コンクリート落下 

●長野県飯山市土砂災害現地調査 

災
害
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災害時の TEC-FORCE 等専門家派遣及び技術支援活動状況
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部・センター、課室及び役職 氏名 派遣期間  部・センター、課室及び役職 氏名 派遣期間 

土砂災害研究部 
主任研究官 木下 篤彦 10/30 

 下水 

道研 

究部 

下水道機能復旧研究官 横田 敏宏 10/25～26 

砂防研究室  下水道 
主任研究官 深谷 渉 10/25～26 

道路

構造

物研

究部 

構造・基礎

研究室 

主任研究官 藤山 一夫 10/27～28  研究室 

研究官 木村 崇 10/27～28       

道路基盤 
研究員 真野 健太郎 10/27～28 

      

研究室  部・センター、課室及び役職 氏名 派遣期間 

     
 道路構造物研究部 

道路基盤研究室 
主任研究官 木村 一幸 12/27 

※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）。 

●大阪府堺市下水道陥没 ●台風第21号 

●尾道自動車道法面変状 

災
害
対
応
の
支
援
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

人工衛星搭載SARを用いた 
土砂災害の緊急判読調査 
 

土砂災害研究部 土砂災害研究室   
主任研究官 神山嬢子 室長 野呂智之 研究員 鈴木大和 交流研究員 山下久美子 交流研究員 戸舘光 

（キーワード）  大規模土砂災害、合成開口レーダ、判読調査 

 

１．はじめに 

昼夜、天候問わず土砂災害の発生を把握するため、

合成開口レーダ（以下、「SAR」）画像を用いた大規

模土砂災害の判読調査手法が提案されている1)。近

年、高分解能SAR衛星の定常観測によりデータが蓄積

される中、同一条件で観測された災害前後画像を得

る機会が増えた。災害前後の電波の反射強度を比較

することで、２時期の間に地表の被覆に変化があっ

た箇所の抽出が容易となる。また、災害後の画像の

みでは主に深層崩壊等の大規模土砂移動の判読を対

象としていたが、２時期の比較によってより規模が

小さい現象の判読も対象にできる可能性がある。 

 本稿では、災害前後の画像を利用し、平成29年7

月九州北部豪雨による土砂災害に対して国総研が実

施した判読調査時の対応と、判読結果を報告する。 

２．判読調査時の対応と判読結果 

 平成29年7月5日福岡県朝倉市を中心とした豪雨に

対し、土砂移動箇所の判読を目的として、災害前後

画像を用意可能な7月7日12時50頃にALOS-2が観測さ

れた。国総研では14:20頃に観測データを受け取り、

20時頃に国土交通本省を通じて九州地方整備局へ判

読結果を報告した。判読には、災害前（平成28年4

月29日）と災害後（平成29年7月7日）のデータをRGB

カラー合成した画像（図１）、および被災前の状況

を把握するために災害前の光学画像を用いた。 

判読の結果、大分県日田市小野地区のような大規

模崩壊・河道閉塞は確認されなかったが、斜面の谷

筋に沿い土砂流出したと考えられる箇所が多数抽出

された。本結果は、当時、天候の影響でヘリ調査が

出来なかった福岡県東峰村周辺で、その後のヘリ調

査の重点実施箇所の選定に利用された。 

抽出箇所の幾つかは、森林伐採等により人工改変

されたと考えられる地表被覆の変化を抽出していた。

電波の反射強度の変化箇所としては正しいが、新た

な土砂移動発生箇所を抽出する目的では、その確か

らしさを判断することに課題がある。また、数千m2

の小規模な土砂移動を抽出できた一方、地表被覆の

状態や斜面と電波照射方向との関係により、周囲に

比べSAR画像上の変化が不明瞭で抽出されていない1

万m2を超える崩壊地も見られた（図２）。 

 

図１カラー合成画像例（日田市小野地区:面積約60千m2）

 

図２ 抽出されなかった崩壊地の例（面積約15千m2） 

３．おわりに 

災害前後の２時期画像を用いた土砂移動判読につ

いて、適用範囲や調査手法の検討を行っている。 

今後も、災害時の被災状況調査技術としてSAR画像を

効果的に活用するための検討を進めて参りたい。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.791 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0791.htm 
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個別記事用原稿（２ページ原稿用） 
 

 

赤谷川の復旧河道検討における 
供給土砂量設定の考え方 
 

河川研究部 河川研究室  室長     諏訪 義雄 

             交流研究員  江尻 雄三郎 

（キーワード）  河道埋塞、供給土砂量、河道設計  

 

１．はじめに 

2017年九州北部豪雨により、筑後川水系支川赤谷

川では同時多発的な斜面崩壊により河道が埋塞・氾

濫し、人的被害や多数の家屋被害が生じた（写真-1

参照）。赤谷川流域では、現在も斜面や渓流には大

量の不安定な土砂が堆積しており、比較的小規模な

洪水でも河川の河床上昇を引き起こすような土砂流

出が懸念される。そのため、赤谷川の土砂堆積状況

を踏まえた復旧河道検討のため、供給土砂量設定の

考え方について整理した。 

 

 

 

 

 

写真-1 赤谷川の土砂堆積状況 

 

２．赤谷川の河道埋塞土砂の粒径 

図-1は赤谷川と上流で大規模崩壊が発生した支川

乙石川の災害前後の河床高縦断形と河道埋塞土砂の

粒度組成縦断図である。洪水後の平常時の流れによ

る土砂移動・細分級の影響を受けていないと考えら

れる下層の粒度組成から、河道埋塞土砂の主体が、

花崗岩風化土のマサを構成する粗砂（0.5～1mm）、

極粗砂（1～2mm）、細礫（2～4mm）であることがわ

かる。表層の粒度組成からは、上流部では中礫（4mm

～64mm）・大礫（64mm～256mm）の割合が下層よりも

増加しているため、表層の粒度構成が下層の粒度構

成よりも粗粒化傾向である。下流部では粗砂の割合

が下層よりも増加しているため、細粒化傾向となっ

ている。これは、洪水後の小流量による土砂の再移

動と分級が進みつつあることが推察できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 赤谷川・乙石川被災前後の河床高縦断図（上） 

及び粒度組成縦断図（下） 

 

図-2は、日本の一級河川の河床材料と粒径の関係

を整理した図に赤谷川、乙石川の被災後の河床材料

粒径をプロットしたものである。図において、日本

の沖積河川の河床材料粒径と勾配の関係はグラフの

左上から右下に引いた線付近に集まる。この線より

 
江尻 
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上に離れるほど河床材料が比較的動きにくい、おと

なしい状態にあり、下に離れるほど河床材料が比較

的動きやすい活発な状態にある。 

被災後の赤谷川等の河床材料は、日本の沖積河川

の標準的な関係よりも下側に離れており、河床材料

が動きやすい不安定な土砂が堆積している状態にあ

ることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 川の勾配と川の石の大きさの関係 

 

３．復旧河道の設計における供給土砂量設定 

河道設計においては、河床変動計算を用いて河道

内における河床の上昇、低下の検証・予測を行い、

河道の変化状況を確認した上で計画断面を設定する。

河床変動計算では、上流端条件として供給土砂量（流

量Qに応じた流砂量Qsとの関係（以下、「Q-Qs関係」））

を設定するが、供給土砂量が河床変動に与える影響

は大きいため、実態を踏まえた供給土砂量の設定が

重要となる。供給土砂量は、上流及び支川の堆積状

況により変化するため、上流及び支川の不安定土砂

が流下・安定化していく経年変化による供給土砂量

の変化を考慮した河道設計について検討した。 

図-3は段階毎のQ-Qs関係を想定した概念図である。

フェーズ①は今次被災前の供給土砂量、フェーズ②

は今次被災後の残存不安定土砂が活発に動いている

時期の供給土砂量、フェーズ④は今次被災により発

生した残存不安定土砂が安定化した状態の供給土砂

量であり①と同じに戻ると想定される。なお、フェ

ーズ③はフェーズ②からフェーズ④に戻る過渡的な

状態の供給土砂量である。 

復旧河道の設計における供給土砂量を設定するに

あたり、上限として供給土砂量が大きくなるフェー

ズ②を想定し、下限として供給土砂量が小さくなる

①・④を想定した。これは、渓流の不安定土砂が安

定した状態のフェーズ①・④において、河床低下が

生じ護岸や堰・床止めが被災しないように設計する

ためである。上限・下限の両方の条件を設定し、ど

ちらの状態となっても急激な河床変化や局所的な河

床上昇や河床低下が発生しないよう河道の設計を行

い、河床変動計算で確認する。なお、大規模土砂発

生時のQ-Qs関係は避難や土地利用等減災対策検討時

にも重要となる。 

 

４．おわりに 

今後復旧に係る砂防堰堤等の施設整備が進められ

るが、土砂の流出による堆積が予想されるため、引

き続き、流砂量観測や出水期後に河床材料及び河床

変動状況確認の調査により、上流の不安定土砂量、

河床の洗堀・堆積状況の把握を行い、流下能力確保

に向けたモニタリングを継続していくことが重要と

考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 復旧河道検討におけるQ-Qs関係の設定概念図 

【参考文献】 

筑後川右岸流域 河川・砂防復旧技術検討委員会報告書,  
平成29年11月22日,  

http://www.qsr.mlit.go.jp/bousai_joho/H29hokubugouu
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災害時の専門家派遣＿記事用原稿（原稿） 
 

 

国道186号登り谷スノーシェ
ルター被災に係る技術的支援 
 

道路構造物研究部 構造･基礎研究室 室長 間渕 利明 主任研究官 藤山 一夫 

         道路基盤研究室  研究員真野 健太郎 

（キーワード）  豪雨災害，道路盛土，谷埋め盛土，技術的支援 

 

１．はじめに 

島根県では平成29年7月4日からの記録的な大雨に

より、県西部を中心に多数の土砂災害が発生した。

中でも国道186号 登り谷スノーシェルター（浜田市

金城町）では、7月5日未明、道路基礎部が崩落して

いることが確認され、全面通行止めによる規制がな

された。その後、島根県からの要請により、7月7日

に現地調査を行うとともに、復旧に際しての技術的

な留意事項等について助言を行った。 

 

２．現地調査結果から考えられる被災原因 

 当該スノーシェルターは盛土部分の谷側が高さ約

２０ｍ、幅約２０ｍ、奥行き約２ｍにわたって崩落

しており、盛土内に設置されている排水パイプの一

部が破損した状態で露出していた。 

 盛土部分は水が浸入しやすい谷埋め盛土であり、

排水パイプの呑み口部を確認した結果、土石や流木

が堆積し、上流側の水位が上昇した痕跡がみられた。

スノーシェルター内の舗装面には目立ったひび割れ

等の大きな変状はなかったものの、アスファルト版

と路盤の間に隙間があることが確認された。 

 被災原因としては、排水パイプの継手部等から盛

土内に大量の水が流入したことにより盛土の土砂流

出または斜面のり尻の浸食が進み、盛土がすべり破

壊を起こしたものと考えられる。 

 

写真1 登り谷スノーシェルター 被災箇所全景 

 

写真2 登り谷スノーシェルターでの現地調査状況 

 

３．技術的支援内容 

 応急対策としては、今後の降雨等の影響で全体が

崩落する可能性があることから、ブルーシート等で

のり面や崩壊面に直接雨水が当たらないよう処置す

ること、排水パイプからの土砂流出に対しても対策

が必要であると助言を行った。 

 また通行規制緩和の判断は、全幅員における路体

の健全性、盛土のゆるみ範囲やスノーシェルター基

礎の状態等を確認したうえで、その状況に応じて行

う必要があると助言を行った。 

復旧にあたっては、シェルター基礎にあたるＨ型

鋼杭の深さや基礎地盤などの支持状況の確認、降雨

量と流域の関係から既設の排水機能の妥当性などの

排水検討、土石や流木が排水パイプの機能を阻害し

た可能性を考慮した阻害物の流入防止対策などが必

要であると助言を行った。 

 

４．おわりに 

 助言により、崩壊面の養生などの保護対策とあわ

せ、シェルター基礎等に変状がないこと、残存盛土

にゆるみがないこと等が確認された。排水パイプの

補修および崩壊部の復旧盛土等の復旧対策により、

平成29年12月4日には対面通行が実現した。 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 

写真 
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

熊本地震復旧対策研究室の開設と総合
的な技術力による早期復旧への貢献 
 

社会資本マネジメント研究センター 熊本地震復旧対策研究室 
室長   星隈 順一 主任研究官 澤田 守 研究官 中川 量太 

（キーワード）  熊本地震復旧対策研究室、道路橋、早期復旧、高度技術支援 

 

１．はじめに 

平成28年熊本地震では、道路施設にも大きな被害

が生じ、熊本と阿蘇地域を結ぶ道路ネットワークが

長期間にわたって寸断する状態となった。本報では、

早期復旧に向けた国総研の技術支援を紹介する。 

２．熊本地震復旧対策研究室の開設とミッション 

 熊本地震の復旧・復興事業をより加速化させてい

くため、国総研では、平成29年4月1日に「熊本地震

復旧対策研究室」を災害復旧現場に近い熊本県南阿

蘇村に設置した。現場に研究室を設置するのは国総

研としては初めての取り組みであり、同日付けで九

州地方整備局に設置された「熊本復興事務所」と同

じ庁舎で連携を密にとりながら業務を行っている1)。 

 熊本地震復旧対策研究室のミッションは大きく分

けて２つである。１つ目は、復旧事業における高度

な専門的技術を要する課題に対して、現地にて速や

かに課題解決に取り組むこと、そして２つ目は、今

回の復旧事業を通じて得られる技術的な知見を収集

して国等の技術基準類等へ反映させていくための研

究に取り組むことである。 

３．阿蘇長陽大橋の復旧に反映された技術的工夫 

阿蘇長陽大橋は4径間連続PC箱桁ラーメン橋であ

るが、その周辺では斜面崩落が生じ、写真-1のよう

にA1橋台には大きな沈下が生じた。今回の復旧では、

被災後の地盤の破壊性状の観察結果も踏まえ、不安

定な地盤は掘削除去した上で背面側でも支持力を確

保して自立することができるよう、橋台は写真-2の

ような多連RCラーメン構造で復旧した2)。 

また、P3橋脚では中空断面となっている中間高さ

位置で断面を貫通するひび割れが生じていた。国総

研等に蓄積されている中空断面RC橋脚の地震時損傷

メカニズムに関する知見を踏まえると、貫通ひび割

れが生じている中空断面ではコンクリートによるせ

ん断抵抗機能が失われている状態と評価される。そ

こで復旧では、補修の施工性や他の部位への影響度

合い等を総合的に検討した上で、中空部に流動性の

高いコンクリートを充填し、充填したコンクリート

でせん断抵抗機能を回復させる方法を選択した2)。 

４．おわりに 

 熊本地震復旧対策研究室では、撤去された斜張橋

ケーブルを活用した試験調査や復旧工事の施工管理

データの維持管理への活用方策等、現場に設置され

た研究室のメリットを生かした研究にも取り組んで

いる。現場ニーズを的確に抽出し、現場で役立つ研

究の推進とその成果の発信に努めていく予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1)土木技術資料Vol.59, No.6, pp.44-45, 2017年6月 

2)土木技術資料Vol.59, No.10, pp.46-49, 2017年10月 

 

 

(博士(工学)) 

写真1 地震による阿蘇長陽大橋の被害状況 

(a)多連RCﾗｰﾒﾝ構造による復旧  (b)ｺﾝｸﾘｰﾄ充填による復旧 

写真2 応急復旧により供用再開した阿蘇長陽大橋 
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熊本地震復旧対策研究室の 
開設と総合的な技術力による 
早期復旧への貢献
社会資本マネジメント研究センター　熊本地震復旧対策研究室 

室長
（博士（工学））

　星隈　順一　主任研究官　澤田　守　研究官　中川　量太

（キーワード）　熊本地震復旧対策研究室、道路橋、早期復旧、高度技術支援
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現場技術力の向上の支援

技術指導対応状況 

 

 

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

施・事業施行に関する様々な技術支援を実施してお

り、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ての技術指導および専門家

の派遣を継続的に行っている。 

 技術相談にあたっては、どの分野・施設に関する

相談をいつでもできるように、国総研として一元化

した相談窓口を設けている。 

 

２．技術相談窓口 

 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

ップで受け付けている。 

 また、港湾・海岸・空港施設に関わる良好な維持

管理の実施を支援するため、国立研究開発法人港湾

空港技術研究所と連携して、「久里浜ＬＣＭ支援総

合窓口」(図－２)を開設し、施設の計画・施工・管

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

術的な相談を受け付けている。  

 なお、昨年の分野別の技術相談件数は表の通りで

ある。 

表 分野別技術相談件数 

分野 件数 

下水道 63 

河川 612 

土砂災害 122 

道路 178 

建築・住宅・都市 232 

沿岸海洋・防災 158 

港湾 160 

空港 117 

社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ等 667 

合計 2,309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治体などからの技術相談の対応状況 

図－１ 「国総研技術相談窓口」 

 港湾管理者
空港管理者
地方整備局
地方航空局
民間企業
国際協力 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

〈国土技術政策総合研究所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

相談

支援 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

〈外部連携Ｇ〉

• 要素技術の開発研究等

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]

港空研客員研究員 [ｺﾝｸﾘｰﾄ構造設計]

《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

図－２ 「久里浜ＬＣＭ支援総合窓口」
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

河道管理の実践を通じた 
河川技術の向上（研究期間：平成１８年度～） 
河川研究部  部長  天野 邦彦 

河川研究室  室長 諏訪 義雄 主任研究官 福島 雅紀 主任研究官 山本 陽子 

      研究官 中村 良二  研究官   鈴木 淳史 

（キーワード）  河川管理、維持管理、人材育成  

 

１．河道管理研究会について 

河道管理にあたっては、河川工学の知見だけでな

く、生物、景観、維持管理コストなど、総合的な河

川技術が要求される。また、適切な河道管理を行う

ためには、整備後の変化を考慮した河道設計が必要

である。 

こうした河道管理に必要となる河川技術を磨くた

め、九州地方整備局及び東北地方整備局と共同で年

３回程度河道管理研究会を実施している。この取り

組みを継続的に実施することにより、河道管理に係

わる職員の知識の修得や知見の共有を図り、若手技

術者の技術も磨かれることで、人材育成や技術の伝

承に役立つと期待している。 

２．各河道管理研究会の取り組みについて 

 九州河道管理研究会は、河床洗掘や土砂堆積、樹

木繁茂等の河道変化の予兆を捉えて的確な時期に対

策を行う、いわゆる予防保全型の維持管理技術や、

再堆積や再繁茂を抑制する河道掘削技術を研究・開

発することを目的とした研究会である。メンバーは

学識経験者、九州地方整備局、国総研及び九州７県

で構成され、平成18年3月から平成28年度までの約10

年間で合計26回の研究会や現地視察を実施してきた。 

 これまでに、九州河道管理研究会とともに河道の

流下能力、土砂堆積、樹木繁茂及び河床洗掘の状態

を把握し、点検・対策につなげていくための管理ツ

ールとして「河道管理基本シート」を考案・試行し

ており、各河川で活用されている。また、データ収

集・情報化・判断に着目して、河道管理の類型・分

類を行い、九州における河道管理の実践による気づ

きを類型別に整理した事例集及び河道特性分析のた

めの基本情報から構成される「河道管理の実践のた

めの読本」を作成し、現場で活用されている。 

 

写真 川内川支川羽月川合流点の現地視察 

今後、このような取り組みを通じて河道管理に関

する知識を集積・共有化することで、全国ベースで

河道管理技術が向上することを期待している。 

 東北地方整備局では、東北地方整備局、リバーカ

ウンセラー、（一社）東北河川管理技術研究会と国

総研河川研究室の連携を強化するため、平成28年度

より東北地方整備局における河道管理・調査ワーキ

ングを開催している。 

今後、東北地方整備局管内の河川でも河道掘削が

進められることから、本ワーキングにおいては、主

に河道掘削後の再堆積、樹木繁茂等を抑制するため、

河道掘削方法や掘削後のモニタリング方法について、

現場で生じた変化等を確認しながら意見交換や議論

を行っている。 

３．今後について 

若手職員から幹部職員まで幅広い役職の職員が一

堂に介して意見交換を行う場は、問題意識を共有し

その対策方法等を知ることで、若手職員のみならず

幹部職員や研究会に参加している国総研職員の技術

研鑽、人材育成にも役立っている。 

現在、河道管理研究会は東北と九州で実施されて

おり、引き続き河道管理研究会の取り組みを進める

とともに、各河道管理研究会で得られた知見を情報

共有しつつ、他地域への適用の可能性も考慮しなが

ら実施していきたい。 

顔写
真掲
載者
氏名 

(博士(工学)) 

顔写
真掲
載者
氏名 

顔写
真掲
載者
氏名 

顔写
真掲
載者
氏名 

顔写
真掲
載者
氏名 

顔写
真掲
載者
氏名 

(博士(工学)) 
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河道管理の実践を通じた 
河川技術の向上
（研究期間 ： 平成 18 年度～）

河川研究部　 部長
（博士（工学））

　天野　邦彦

河川研究室　室長　諏訪　義雄　 主任研究官
（博士（工学））

　福島　雅紀　
主任研究官　山本　陽子　研究官　中村　良二　研究官　鈴木　淳史

（キーワード）　河川管理、維持管理、人材育成
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

長期供用ダムの総合点検に 
おける国総研の技術支援  
 

 

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

（キーワード）  ダム、維持管理、長寿命化、総合点検、技術支援  

 

１．ダム総合点検とは 

流域の安全と市民生活・経済活動を支えるダム施

設がその役割を確実に発揮し続けていくには日頃か

らの入念な維持管理が欠かせない。このため、ダム

施設の維持管理は、日常管理での巡視や点検（目視

等による状態確認や各種計測による日常点検、地震

後の臨時点検等）、管理者以外の専門家による定期

検査（原則3年毎）及び「ダム総合点検」を組み合わ

せて実施されている。ダム総合点検1)は国土交通省

が管理する30年程度以上経過したダム等を対象に平

成25年度から制度化されたもので、高度経済成長期

に多く建設されたダムなど長期供用ダムの増加、ダ

ム施設の性質上機能停止を伴う全面更新が難しいこ

となどがその背景にある。 

ダム総合点検では、ダム建設時の調査・設計資料

から施工時や試験湛水時の記録、今日までの点検記

録、計測データ等あらゆる情報を分析するとともに

サンプリング等による各種試験等も行い、ダムの状

態やその長期的変化の有無等を詳細に把握すること

で健全度評価が行われる。その結果は、対象部位の

重要度に応じた必要な管理水準も考慮し、今後の維

持管理方針に反映される。 

 

写真－1 ダム総合点検の実施状況 

（堤体内部の監査廊にてコンクリートや構造継目の状態を確認） 

 
図-1 ダム総合点検への技術支援件数 

２．国総研による技術支援 

国総研では、日頃から土木研究所と連携して行っ

ているダム現場への技術支援の一環として、ダム管

理者の依頼によりダム総合点検に参画し（写真－1）、

専門的・客観的立場から合理的な点検計画の立案や

健全度診断結果の評価、維持管理方針作成などに対

し助言を行っている（図-1）。この中には、①各種

計測データや現地確認結果など多様な情報から日々

の管理では気付きにくいダムの長期的状態変化を読

み取り、変化の原因やダムの機能・安全性への影響

を見極めること又はそのために必要となる追加的な

調査方法の提案、②今後の維持管理で特に着目・留

意すべき事項や改善事項の指摘とその現場の維持管

理方針への具体的な反映方法の提案などが含まれる。 

これまでのダム総合点検への参画を通じ、各ダム

の現状だけでなく、個々のダムの設計思想から施工、

試験湛水を経て今日に至るまでの様々な情報を現場

職員等と共有し、その上での率直な意見交換を通じ

て今後の維持管理の視点が共有できるようになるこ

との重要性を強く感じている。今後もダム施設の一

層の長期供用に向け、未来に続くオーダーメイドの

維持管理方針づくりに役立てればと考えている。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課： 

ダム総合点検実施要領・同解説 
http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/ 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
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(博士(工学)) 
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長期供用ダムの総合点検における 
国総研の技術支援

河川研究部　大規模河川構造物研究室　 
室長　金銅　将史　主任研究官　佐藤　弘行　 研究官

（博士（工学））
　小堀　俊秀

（キーワード）　ダム、維持管理、長寿命化、総合点検、技術支援
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個別記事用原稿（１ページ原稿） 
 

 

生活道路における交通安全対策の推
進支援 （研究期間：平成２８～３０年度） 
 

道路交通研究部 道路交通安全研究室 室長   小林寛  主任研究官 大橋幸子 

（キーワード）  生活道路対策エリア、交通安全、ビッグデータ、ハンプ  

 

１．背景 

平成27年度より、国土交通省道路局では、生活に

身近な道路の交通安全の確保に向け、「生活道路対

策エリア」の登録を実施し、登録された生活道路対

策エリアに対し車両速度や急挙動等に関するETC2.0

のビッグデータ分析結果を提供して、効果的な交通

安全対策の立案を促進している。国総研でも、道路

局と連携し、生活道路対策エリア等の交通安全対策

推進支援を実施している。 

２．生活道路対策の推進支援 

生活道路の交通安全対策として有効なのは通行す

る車両の速度を30km/h以下に抑えることであり、そ

の有効なツールとして路面を盛り上げるハンプや車

道を局所的に狭める狭さくがあげられる。 

国総研では、平成25～27年度には、つくば市と連

携し、通学路対策としてハンプや狭さくを設置する

社会実験を実施した。車両の速度抑制やドライバー

の意識向上など、対策の効果が確認されている。 

平成28年には、国総研の研究成果等をもとに策定

された「凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技

術基準」が発出され、適正な設置・運用が図られて

いるところである。同時に、国総研では可搬型のハ

ンプの貸し出しも実施し（写真1）、ハンプを体験す

ることで有効性を実感してもらう取り組みも行って

いる。現在は、各地方整備局においても、可搬型ハ

ンプの貸出を行い、自治体支援にあたっている。 

 

写真1 ハンプの貸出（社会実験での活用の様子） 

さらに、各自治体等からの問い合わせ等にも対応

するとともに、道路局の提供する「生活道路の交通

安全対策に関するポータルサイト」と連携しながら、

ホームページを通じハンプの走行動画や実験結果な

どの情報提供も行っているところである。最近では、

坂道のある住宅街の中での対策や、有効なハンプの

設置箇所（交差点等）についての技術的な相談等を

うけて、積極的に対応しているところである（写真2）。

このように、各地域で進めている対策に対し技術的

な課題が生じた場合に、地方整備局を通じて国総研

から知見の提供を行っている。 

 

写真2 自治体との対策検討の様子 

 

３．今後の予定 

生活道路対策エリアの登録も増加が見られ、ハン

プや狭さくなどの設置事例も確実に増えている。国

総研では、これらの事例の効果や合意形成過程の情

報収集･分析を進めているところである。今後、これ

らの研究結果はもとより、収集した事例に関する情

報について、全国の道路管理者らが各地域で活用で

きるよう、とりまとめを図っていく予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.952「凸部、狭窄部及び屈曲部の設置

に関する技術基準」に関する技術資料 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0952.htm 
2) 生活道路の交通安全対策HP（道路交通安全研究室HP内）  

http://www.nilim.go.jp/lab/geg/seikatsu.htm 
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生活道路における交通安全対策の 
推進支援
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道路交通研究部　道路交通安全研究室　 室長
（博士（工学））

　小林　寛　 主任研究官
（博士（工学））
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チリ共和国の橋梁耐震設計基準の 
改定支援（期間：平成26～29年度） 
 

道路構造物研究部 道路地震防災研究室  室長  片岡正次郎 

社会資本マネジメント研究センター 熊本地震復旧対策研究室  室長  星隈順一 

（キーワード）  2010年チリ地震、耐震設計基準、国際技術協力 

 

１．技術協力の経緯 

チリ政府公共事業省は、2010 年2 月27 日に発生

したチリ地震（マグニチュード8.8）によって甚大な

橋梁被害（写真1）を受けたことを踏まえ、新しい橋

梁耐震基準の策定に取り組んだ。その検討を支援す

る技術協力「橋梁耐震設計基準」が（独）国際協力

機構（JICA）により2014年9月から実施された。国総

研・土研では、JICAを通じたチリ政府からの要請に

基づき、産学の耐震技術の専門家と協力して技術的

な支援を行ってきた1)。 

日本側からは4回にわたりJICA短期専門家として

筆者らがチリに派遣された。また2015年8月と2016

年1月の2回、テレビ会議（チリの朝8時半、日本の夜

8時半開始）を開催し、日本の耐震設計基準とその適

用に関して多くの議論を行った。さらに、2016年2

月には4名、2017年2月には5名のチリ政府の技術者が

日本に派遣され、いずれも丸2日間以上にわたって耐

震設計基準に関する討議を行った（写真2）。 

２．技術協力の成果 

日本はこれまでに多くの震災を受けており、それ

らの経験や教訓、さらには耐震設計技術に関する

様々な研究成果を積み重ねて技術基準を策定してき

ている。今回の技術協力では、このような日本の耐

震技術をチリで適用する際の考え方を議論した。そ

の結果、チリの橋梁の耐震性向上には、液状化に対

する設計法や落橋防止システム等の日本の耐震技術

の導入が有効との結論となり、それらが取り入れら

れた新しい橋梁耐震基準が2017年6月に策定された。 

なお、このような技術支援による貢献が高く評価

され、参画した国総研、土研の職員に対してチリ政

府公共事業省より感謝状が贈呈されている2)。 

３．今後の展開 

今回の技術協力では、設計地震動の改定プロトコ

ル、橋梁モニタリング・ガイドラインや免震支承の

標準試験法等を含め幅広い耐震技術に関して技術支

援を行った。これらについては、強震記録等のデー

タの豊富さや利用可能な計測機器に関する両国の状

況が異なる点なども考慮した上で、さらに検討を続

けていく必要がある。今後も、日本の耐震技術に関

する最先端の情報の提供等を通じながら、本技術協

力の成果を土台とする様々なガイドライン・手引き

等の策定を継続的に支援していく予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 土木技術資料59-7, pp. 48-49, 2017.7. 

2) 2017年12月1日記者発表資料 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/ 

kisya20171201_2.pdf 

 

写真1 2010年チリ地震による落橋被害 

 

写真2 日本・チリ両国技術者の討議(2017年2月) 
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チリ共和国の橋梁耐震設計基準の 
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　片岡　正次郎
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水理解析技術向上の
ためのCommonMPを用
いた人材育成事例  
（研究期間：平成19～30年度） 
河川研究部 水循環研究室 主任研究官  多田 智和 室長 川﨑 将生 研究員 小沢 嘉奈子 

河川研究部 水環境研究官  植田 彰 

（キーワード）  CommonMP、水理解析、準二次元不等流、貯留関数、人材育成  

 

１．はじめに 

CommonMP1)は、河川管理の高度化・効率化を図る

ための水理・水文解析モデルのプラットフォームで

あり、職員自らがパソコンで水理解析を行うことが

できる。国総研では、CommonMPの開発、普及を推進

するとともに、H25年度から、CommonMPを用いた水理

解析に関する講習を実施している。 

 

２．講習会の概要  

 H25～28年度は、国土交通省水管理・国土保全局と

国総研の主催で実施し、H29年度は、地方整備局等の

主催で実施した(写真1、表1)。 

教材は、貯留関数モデルと準二次元不等流モデル

の理解を深める教材とした。受講者が理解しやすく、

水理解析に関心を持つよう、河道を単純化するとと

もに、自らが横断面を編集して樹木伐採や河道掘削

の効果を確認できる教材を作成した。 

  

 

 

 

 

      写真1 講習会の様子 

表1 CommonMP講習会の実施状況 
 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 合計 

実施回数(回) 5 9 10 11 10 45 

受講者数(人) 116 199 214 225 164 918 

 

３．アンケート集計 

H29年度の講習会受講者に対し、講習会当日に、講

習内容の理解度、CommonMPを具体的に使ってみたい

内容等について、アンケート調査を実施した。 

講習項目別の理解度について、全ての講習項目で、

「理解できた」、「多少理解できた」の合計が8割以

上を占めた(図1)。 

CommonMPをどんなことに使ってみたいのか複数回

答可で具体的内容を伺ったところ、河道掘削効果の

算定、樹木伐採効果の算定、氾濫計算で高い利用意

向が見られた。自己学習に使いたいという回答も多

く、人材育成ツールとしての活用も期待できる(図2)。 

 

 

 

 

      図1 講習項目別の理解度 

 

   

 

 

 

図2 CommonMPを具体的に使ってみたい内容(回答比率) 

 

４．おわりに 

河川管理実務でのCommonMPの活用や、CommonMPを

用いた自己学習を通じて、職員の水理解析技術が向

上することにより、河川管理のより一層の高度化・

効率化が期待される。国総研では引き続きCommonMP

の開発、普及を推進するとともに、自己学習教材の

充実を図っていく。 

☞詳細情報はこちら 

1) CommonMPウェブサイト http://framework.nilim.go.jp/ 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

顔写真掲
載者氏名 
（写真ﾃﾞ
ｰﾀの貼り
付けは不
要） 

CommonMPの概要 
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モデル河川での

CommonMP-GISの活用例
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水理解析技術向上のためのCommonMPを 
用いた人材育成事例
（研究期間 ： 平成 19 年度～平成 30 年度）
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災害対策検討支援ツールキットの 
展開 
 

道路構造物研究部 道路地震防災研究室 
主任研究官 今長 信浩  研究員 石井洋輔    室長  片岡 正次郎 

（キーワード）  ツールキット、災害、防災訓練 

１．はじめに 

我が国は地震、風水害等様々な災害に襲われて

いる。また、首都直下地震や南海トラフ巨大地震

等でも甚大な被害の発生が予想されている。国総

研では、災害の発生による被害想定、リスク評価、

対策を一連の流れで検討する各種ツールをひとま

とめにした災害対策検討支援ツールキット（以下、

ツールキット）の開発を行い地方整備局等におけ

る試行評価を経て平成28年度より国土交通大学校

研修、自治体防災訓練等に活用している。以下、

平成29年度における茨城県での活用状況について

報告する。 

２．ツールキットの概要 

ツールキットは、①地震や風水害などの災害を

想定し、発生するインフラ被害を管内図などの地

図上に列記、②インフラ被害によって発生する社

会、経済活動への影響を整理する｢災害シナリオの

構築｣、③インフラ被害のリスクを｢起こりやすさ｣

と｢人命、経済に与える影響の深刻さ｣から評価す

る｢リスク評価｣、④個々の被害に対して対策を行

う｢対策検討｣を行うものである１）、２）。 

３．ツールキットの活用 

茨城県では防災体制の強化に向けた企画・検討

を目的として｢土木部防災検討ワーキングチーム｣

を設置し、各種防災検討を実施している。平成29

年度は土浦、筑西の2つの土木事務所及び県庁（出

先職員を含む）での災害対応訓練にツールキット

を活用した。写真-１に活用状況、図-1に災害対策

訓練ツールとしての評価結果を示す。参加者の9割

以上が災害対応訓練ツールとして有効と回答して

いる。具体的な効果としては①地図をベースとし

て俯瞰的検討が可能、②被災内容の復旧優先順位

把握が可能、③災害の波及過程やリスクについて

検討が可能、④紙ベースであり活用が容易等であ

った。また、活用場面として防災訓練の他、①業

務引継、②管理施設の補修優先度判断、③災害危

険箇所の情報共有、④住民周知など、多岐にわた

る項目が提案された。課題としてリスク評価は訓

練参加者の経験や知識により判断にばらつきが生

じる傾向にあるため具体事例情報が必要なこと、

災害対策訓練の様な限られた時間内に実施するた

めの一部ツールの簡略化等の工夫が挙げられた。 

４.まとめ 

国総研では、今後、様々な機会、機関において

ツールキットを活用、普及促進を図るとともに、

活用結果から必要な改良を行いさらに使いやすい

ツールキットを構築していく予定である。 

 

【参考】 

１）今長信浩，日下部毅明，伊藤弘之，柄沢祐子，片岡

正次郎：災害対策検討支援ツールキットの活用と評

価 ～国土交通大学校危機管理研修を通して～，土

木技術資料，Vol.59,No.3，pp．20-25，2017.3.  
2） 今長信浩，幸加木健，小林享：災害対策検討支援ツ

ールキットの活用と評価，日本地震工学会・大会－

2017梗概集，4p，2017.11.  
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熊本地震による下水道管路被
災の特徴と地震被害データベ
ースの公開 
下水道研究部 下水道研究室   室長  岩﨑 宏和 主任研究官 深谷 渉 研究官 平出 亮輔 

（キーワード）  下水道、管路、地震、データベース  

 

１．はじめに 

東日本大震災や熊本地震の発生を契機に、下水道

BCP策定や施設の耐震化等の地震対策が自治体によ

って促進されつつある。しかしながら、下水道施設

のストックは膨大であり、時間的・予算的な制約も

あることから、被災想定に基づく選択と集中により、

地震対策等の事業の効率化を図ることが重要である。 

本研究室では、このような自治体等に対するサポ

ートの1つとして、地震対策を実施する際の優先順位

等の設定に活用が可能な過去の地震被災情報を統一

した項目で一元的に整理した「下水道管路地震被害

データベース（以下、データベース）」を作成し、

公開した。また、より効果的な地震対策及びBCP策定

の参考となるよう、熊本地震後に実施した現地調査

や収集した資料のデータを基に、被災の特徴と対策

を分析したので報告する。 

２．下水道管路地震被害データベースの概要 

 データベースは、1993～2016年に発生した震度6

以上（13地震）の地震を対象に、下水道管路施設の

被災情報を整理したものである。登録情報は、地震

情報（震度・マグニチュード・SI）、地盤情報（地

盤種別・微地形区分）、下水道情報（土被り・管種・

管径・マンホール種別等）、被害情報（被害情報・

程度）であり、下水道管路のスパン毎に整理してい

る。今回の熊本地震においては約2千データ（スパン）

を新たに整理し、データベースへ追加することで、

総データ数が7千データとなった。 

 データベースの活用方法としては、自治体等にお

けるBCP策定・更新の際の危険個所の推定、現実的な

訓練案の作成や、施設の耐震化整備の優先順位の検

討等に活用することが可能である。 

 

３．熊本地震における下水道管路被災の傾向分析 

 熊本地震における管路被災（約86㎞）の特徴を明

らかにするため、管種・管径・布設年度・土被り及

び被災形態毎の被災傾向について、国土交通省公表

資料・災害査定資料・被災した管路の管きょ属性が

分かる資料（下水道台帳、図面等）と、震後実施さ

れた管路内テレビカメラ調査の報告書、地形区分図

や工事完成図書等を収集し、分析を行った。 

 この結果、熊本地震では、砕石埋め戻しが液状化

抑制に大きく貢献したことや、推進工法の管口周辺

にクラックが集中したことから、伸縮継手等の接合

部の耐震化が重要であること等が分かった（図-1）。 

 このような被災情報の整理分析及び知見の蓄積は、

地震時の被災想定や、より効果の高い耐震対策の選

定、震後の迅速な復旧対応に活用できることから重

要と考えられる。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 下水道研究室HP 平成28 年熊本地震における下水道

管路施設被災の特徴と対策 

http://www.nilim.go.jp/lab/ebg/jishin.html 
2) 下水道研究室HP 下水道管路地震被害データベース 

http://www.nilim.go.jp/lab/ebg/zishin_db.html 
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図-1 推進工法区間の被災メカニズム 
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ETC2.0プローブ情報の収集と活用 
 

道路交通研究部 道路研究室 室長 瀬戸下伸介 

高度道路交通システム研究室 室長 吉田秀範 

（キーワード）  ETC2.0プローブ情報、データ収集・活用、生産性革命 

 

１．ETC2.0システムの概要 

 ETC2.0では、従来のETCが持つ料金収受サービスに、

渋滞回避や安全運転のための情報提供サービスが加

わり、車両の走行履歴や挙動履歴等の「ETC2.0プロ

ーブ情報」が収集可能となった。これらのサービス

は、道路管理者によって、全国の高速道路の約1,700

箇所に設置されたITSスポットと、直轄国道の約

1,900箇所に設置された経路情報収集装置との双方

向通信により実現している。（図－１）。 

 

２．ETC2.0プローブ情報の収集・利活用システム 

地方整備局等の道路管理者は、国総研が作成した

仕様に基づき、ETC2.0プローブ情報を収集・処理す

る機器を整備し、2011年4月よりシステムを運用して

いる（図－２）。国総研では、ETC2.0プローブ情報

の収集・分析及び利活用の高度化に向けた研究に取

り組んでおり、その成果は交通状況の分析や危険箇

所の把握等に活用され、道路管理業務の効率化、道

路交通の円滑化・安全性向上に寄与している。 

国総研ではさらなる利活用を促進すべく、収集体

制の強化とシステムの機能向上に取り組んでいる。

現在の路側機配置では、地理的条件により収集され

るプローブ情報が不十分な地域がある。また、災害

時には既設路側機では十分な収集ができないことが

想定される。そのため、2017年度に機動的な情報収

集が可能な可搬型路側機の仕様を策定するなど、新

たな路側機の開発も進めている。 

また、地方整備局が整備したシステムでは、デー

タの保存容量に限りがあるため、オンラインで過去

10年以上のデータを活用できるよう、国総研にデー

タベースサーバを構築したところであり、自らのデ

ータ解析や新たなデータ処理・分析手法（アルゴリ

ズム）の構築に活用していきたい考えである。 

さらに、新たな取り組みとして、事業者等の申請

等により車両を特定してプローブ情報を収集する仕

組みを構築した。これにより、物流事業者に保有す

る車両のETC2.0データを提供し、運行管理の効率化

やドライバーの安全確保等に役立てる運行管理支援

サービスの社会実験を実施中であり、2018年度より

本格導入される予定である。 

３．今後の展開 

 ETC2.0車載器は普及途上にあり、今後も取得でき

るプローブ情報は充実し、活用の可能性は広がるも

のと考えられる。引き続きシステムの高度化やデー

タ解析等の研究を実施していきたい。 

 

図－１ ETC2.0プローブ情報の収集 
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図－２ ETC2.0プローブ情報の収集・利活用システム 
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道路橋定期点検データに基づく 
道路橋の劣化特性の分析 
（研究期間：平成27～29年度） 
道路構造物研究部 橋梁研究室  室長  白戸真大 主任研究官 桑原 正明 主任研究官 宮原 史 

（キーワード）  道路橋、定期点検、劣化特性  

 

１．研究の目的と経緯 

国管理の道路橋では、平成16年以降、橋梁定期点

検において客観的かつ詳細な状態記録を取得・蓄積

してきている。これらを経年劣化の統計データとし

て整理することで劣化特性を把握し、中長期的な維

持管理のために利活用することが期待される。 

 そこで、橋梁研究室では、劣化特性を把握するこ

とを目的として、国の橋梁定期点検でこれまで蓄積

してきたデータを用いて、各部材に対し、架設環境、

部材の平面的な位置などさまざまな条件に応じた統

計的な劣化特性分析を行ってきた1)。 

２．点検データに基づく統計的劣化特性分析 

 国の橋梁定期点検では、部材を細かく分けた要素

の1つ1つに、26種類の損傷毎に、a～eの最大5区分に

分けた損傷程度の評価を記録している。そこで、同

じ要素の5年以内の損傷程度の遷移を数え上げて集

計し、マルコフ遷移確率行列を算出した。 

 集計したマルコフ遷移確率行列を用いて、鋼鈑桁

橋のコンクリート床版のひびわれについて、経過5

年毎の状態確率分布を、設計年代別、漏水・遊離石

灰の発生有無別に作成した例を図1に示す。図1には、

損傷程度a～eを1.00から0.00まで0.25刻みで点数化

した上で、経過5年毎に求めた損傷程度の平均値を経

過年数の3次関数として回帰した劣化曲線と、平均値

±σの値を回帰した劣化曲線も示している。大量か

つ高品質なデータを用いて、様々な条件別にして劣

化曲線を回帰することで、条件毎の平均的な劣化特

性の違いが反映できた。一方、平均値まわりのばら

つきは依然として大きい。この結果は、多くの橋の

平均的な劣化特性を捉える上では今後のデータ蓄積

による精度の向上が見込める一方で、個々の橋や要

素の劣化予測には大きなばらつきが存在し続けるこ

とを示唆する。 

３．まとめ 

 今後は、個々の橋の劣化予測には正解が有り得な

い、また、精度が著しく向上することもないという

前提で、劣化予測結果を維持管理の実務にどのよう

に参考にすべきか研究する必要がある。なお、本研

究で得た、様々な条件での劣化特性の分析結果や、

分析結果の活用にあたっての注意点の考察は、道路

管理者などででも活用できるよう公表されている2)。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研レポート2017「道路橋定期点検データに基く道

路橋の劣化特性の分析」 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/2017report/ar201
7hp074.pdf 
2) 国総研資料 No.985「定期点検データを用いた道路橋の

劣化特性に関する分析」 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0985.htm 
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図1 状態確率分布と劣化曲線（鋼鈑桁橋のコンクリート床版（一般部・中間部）のひびわれ）の例 
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「小地域（町丁・字）を単位とした 
将来人口・世帯予測ツール」の公開 

（研究期間：平成26～28年度） 
都市研究部 都市開発研究室   室長  勝又 済 

（キーワード）  将来人口・世帯、小地域、予測ツール、集約型都市づくり 

 

１．はじめに 

国総研では、「小地域（町丁・字）を単位とした

将来人口・世帯予測ツール」を作成し、2017年１月

に公開した1)。本稿では、ツール作成の目的、特長、

活用状況について紹介する。 

２．「将来人口・世帯予測ツール」作成の目的、特長 

 まちづくりの方針の立案においては、都市の抱え

る課題の現状と将来見通しについて、都市レベルだ

けでなく地域レベルにおいても分析を行うことが重

要である。その最も基礎となるものが人口・世帯の

将来予測であるが、これまで５歳階級別・性別人口

及び世帯数については国立社会保障・人口問題研究

所による市区町村単位の予測値しか得られなかった。 

「将来人口・世帯予測ツール」は、５歳階級別・

性別人口及び世帯数の将来予測を小地域（町丁・字）

単位で容易に行えるよう、Microsoft Excelベースで

作成したものである。メニューで選択肢を選ぶだけ

で、対象とした市区町村内の全小地域（町丁・字）

の予測が可能である。予測手法は「コーホート変化

率法」と「コーホート要因法」が選択可能であるが、

予測に必要な全国の人口データベースが付属してお

り、新たなデータの準備が不要である。予測結果は

付属の簡易描画ツールを用いてMicrosoft Excel上

でマップ表示することが可能（図１）であるととも

に、地理情報システム（GIS）への出力も可能である。 

３．本ツールの活用状況 

本ツールは、(一社)社会基盤情報流通推進協議会

が運用するポータルサイト「Ｇ空間情報センター」

に登録され2)、地方公共団体やまちづくりコンサル

タント等を中心に多くのユーザーにダウンロードさ

れ、医療・福祉・商業等の都市機能や居住機能を一

定区域に誘導し集約型都市づくりを進める立地適正

化計画、都市計画マスタープラン、空家等対策計画

の策定等において活用されている（図２、図３）。

また、「立地適正化計画作成の手引き」3)において、

地区別将来人口予測手法として推奨されている。 

４．おわりに 

現在、本ツールと連動した、郊外市街地の地区マ

ネジメントに関する費用便益簡易評価ツール、及び

医療・福祉施設の空間的将来需給予測と施設整備に

係る費用対効果予測ツールの開発に取り組んでおり、

これらの成果についてもいずれ公開してまいりたい。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研記者発表資料「地区レベルの将来人口予測ツー

ルを作成しました ～まちの将来を見通し、コンパクト

なまちづくりを推進～」 

http://www.nilim.go.jp/lab/jeg/kisya20170127_2.pdf 
2) Ｇ空間情報センター「将来人口・世帯予測ツール」ダ

ウンロードサイトURL 

https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/cohort 
3) 国土交通省都市局都市計画課「立地適正化計画作成の

手引き」（平成29年４月10日改訂版） 

http://www.mlit.go.jp/common/001181578.pdf 
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図２ 延べアクセス件数の推移 
（Ｇ空間情報センター提供データより作成） 

図１ 付属の簡易描画ツールを用いた 
将来人口予測結果のマップ表示例 

図３ ユーザー属性別延べダウンロード件数の推移 
（Ｇ空間情報センター提供データより作成） 
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研究のコーディネート

 

 

 

１．はじめに 

国総研の研究方針に、基本姿勢として「広く産学官

との技術の連携・融合を図り、新たな技術展開を目指

す」、研究の心構えとして「自らの強み･弱みを認識し

た上で、外部とも連携して効率的な研究体制を構築」

とあり、産学官連携による研究をコーディネートする

ことも重要な役割のひとつである。行政機関や民間・

大学等との連携や協力のもとで多くの研究が行われて

いるが、ここでは代表的な制度や事例を紹介する。 

２．関係行政機関との調整・連携事例 

国総研では、政策展開に直接つながる事業費予算等

による研究を本省等との連携のもとで多数実施してい

るが、特に大規模な研究課題を構成する例として、総

合技術開発プロジェクト（総プロ）と行政部費事項立

て予算がある。総プロは、建設技術に関する重要な研

究課題のうち、特に緊急性が高く、対象分野の広い課

題を取り上げ、行政部局が計画推進の主体となり、産

学官の連携により、総合的、組織的に研究を行う制度

である。行政部費事項立ては、財務省から直接査定を

受け、新たな政策の創出につながる総合的な研究を行

う予算である。29年度に実施した総プロ課題を表１に、

行政部費事項立て予算による研究を表２に示す。 

３．民間・大学等との連携事例 

国総研が他機関と共同で実施する共同研究、既に研

究を行っている大学等の機関に委託する委託研究の他、

限られた研究資源の下で最大の成果を得るための多様

な連携が実践されており、概ね次の通り類型化される。 

Ⅰ．国総研として制度化されているもの 
①共同研究、②委託研究（研究所公募型）、 
③委託研究（審議会公募型）、④他省庁予算（SIP） 

Ⅱ．他機関で制度化されているもの 
⑤技術研究組合 

Ⅲ．制度規定はないものの一定程度確立しているもの 
⑥技術公募、⑦社会実験、⑧研究会・勉強会 

Ⅳ．運用の工夫で進めているもの 
⑨本省の政策展開との連携、⑩自治体事業との連携、
⑪学民との勉強会 

平成29年度の実施状況について、①共同研究を表３

に、②委託研究（研究所公募型）と③委託研究（審議

会公募型）は実施件数を下表に示す。それらを含め、

民間・大学等との連携の代表的な事例を表４に示す。 

類型 審議会等名称 件数 

研究所公募型 3 

本省審議会公募型  

 新道路技術会議 23 

 河川砂防技術研究開発 10 

 下水道B-DASH 18 

 次世代インフラ点検システム開発審査委員会 1 
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 表１ 平成29年度に実施した総合技術開発プロジェクト ※研究期間は平成年度 

課 題 名 研究期間 担当研究部・センター 関連記事 

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 27～29 住宅、都市、建築 P16 

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 28～32 建築、都市 P134 

ＩＣＴの全面的な活用による建設生産性向上に関する研究 29～32 社会資本マネジメント P152 

新しい木質材料を活用した混構造建築物の設計・施工技術の開発 29～33 建築 P132 

 表２ 平成29年度に実施した行政部費事項立て予算による研究 ※研究期間は平成年度 

課 題 名 研究期間 担当研究部・センター 関連記事 

下水処理場の既存施設能力を活用した汚水処理システムの効率化に関する研究 27～29 下水道 P123 

気候変動下の都市における戦略的災害リスク低減手法の開発 27～29 河川 P93 

リアルタイム観測・監視データを活用した高精度土砂災害発生予測手法の研究 27～29 土砂災害 P71 

地震誘発火災を被った建築物の安全性・再使用性評価法に関する研究 27～29 建築  

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 27～29 住宅 P81 

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 27～29 都市  

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 27～29 港湾  

木造住宅の簡易な性能評価法の開発 28～30 建築  

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 28～30 住宅 P170 

高潮災害に対する港湾地帯の安全性の確保に関する研究 28～30 沿岸海洋・防災 P83 

既存港湾施設の長寿命化・有効活用のための実務的評価手法に関する研究 28～30 港湾 P109 

社会資本整備プロセスにおける現場生産性向上に関する研究 28～30 社会資本マネジメント P15 

水防活動支援技術に関する研究 29～31 河川 P66 

自動走行を含む次世代のＩＴＳ構築に向けた路車協調システムに関する検討 29～31 道路交通 P13 

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 29～31 建築 P77 

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 29～31 住宅 P169 

多様化する生活支援機能を踏まえた都市構造の分析・評価技術の開発 29～31 都市 P173 

地震火災時の通行可能性診断技術の開発 29～31 都市  

地震災害時における空港舗装の迅速な点検・復旧方法に関する研究 29～31 空港 P7,P110 
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 表３ 平成29年度に実施した共同研究 ※研究期間は平成年度 
共同研究課題名 相 手 機 関 研究期間 担当研究部・センター 関連記事 

ゼロエネルギー住宅に関する研究 
建築研究所、(一社）日本サステナブ
ル・ビルディング・コンソーシアム 

21～29 住宅、建築  

住宅・建築における省エネルギー性能の評価手法に関する
共同研究 

建築研究所、(一財)建築環境・省エネ
ルギー機構 

24～29 住宅  

河川堤防の耐浸透性能の評価に関する共同研究 土木研究所 26～29 河川  

携帯電話基地局の運用データに基づく人の移動に関する
統計情報の交通計画等への適用に関する共同研究 

㈱NTTドコモ 26～29 
社会資本マネジメント 

都市 
P154 

「空港の地震リスクマネジメントに関する研究」に関する共同研究 ㈱篠塚研究所 26～29 空港 P89 

大規模災害発生後の港湾・海岸防災インフラの緊急復旧・体制
整備及び海上緊急支援輸送システムの開発等に関する共同研究 

京都大学防災研究所 27～29 
港湾、沿岸海洋・

防災 
 

建築・住宅・都市分野における技術基準等に関する研究 建築研究所 28～33 建築、住宅、都市  

土砂災害危険度評価技術の高度化に関する共同研究 
大阪大学、㈱富士通研究所、中電技術コ
ンサルタント㈱、㈱エイト日本技術開発 

28～29 土砂災害 
Pp68-7

1 

道路附属物の路面下部分調査技術の評価手法に関する共同研究 土木研究所、京都府、京都大学 28～29 道路構造物  

道路橋の点検データを活用した状態予測手法の活用方策
に関する共同研究 

京都大学、京都府、土木研究所 28～29 道路構造物 P203 

山地流域の観測・監視データを活用した土砂災害発生早期
検知に関する研究 

産業技術総合研究所 28～30 土砂災害 P71,89 

陸域観測技術衛星2号「だいち2号」による土砂災害監視手
法の開発に関する共同研究 

宇宙航空研究開発機構 29～31 土砂災害 P71,89 

次世代の協調ITSの実用化に向けた技術開発に関する
共同研究 

自動車メーカ、電機メーカ、関係財
団法人、高速道路会社等 29者32団体 

29～31 道路交通 P130 

AISデータの港湾の整備・利用への活用に関する共同研究 (一財)港湾空港総合技術センター 29～31 港湾 P14 

新たな木質材料を用いた混構造建築物の耐震性能検証実
験に関する共同研究 

防災科学技術研究所 29～33 建築 P132 

 表４ 平成29年度に実施した民間・大学等との連携の事例 ※研究期間は平成年度 
類
型 

件   名 連携の目的と形態 参加者 研究期間 担当研究部・センター 関連記事 

③
④ 

社会インフラの点検高度化に向

けたインフラ構造及び点検装置

についての研究開発 

・民間の開発したロボットの技術を活用

して、フィールドを提供 

・技術の適応性について専門組織を活用 

共同研究体（土木研

究所、民間団体） 
28～30 社会資本マネジメント P151 

③ 
下水道革新的技術実証事業

（B-DASHプロジェクト） 

下水道において一般化されていない革新

的技術を実用化するため自治体、民間企

業、大学等を活用 

共同研究体（大学、

民間企業、他国研、

地方公共団体等） 

23～ 下水道 
P48,p98 

pp114-120 

④ 
レジリエントな防災・減災機能の

強化「水災害に対する観測・分

析・予測技術の開発及び導入等」 

局地的大雨による災害予想技術の社会実

装のため高度な気象観測技術及び局地的

大雨予測技術の専門組織を活用 

情報通信研究機構、阪

大、防災科研、日本気

象協会、鉄道総研等 

26～30 河川、土砂災害  

⑥ 
車両搭載センシング装置の機能
要件作成のための公募実験 

民間企業において開発が進んでいる技術
について、道路管理等に必要な機能要件の
検討するため、公募を行い、実験を実施 

民間企業（9者） 28～29 道路交通  

⑦ 
「ETC2.0車両運行管理支援サー
ビス」に関する社会実験 

「ETC2.0車両運行管理支援サービス」を
実現するため、サービス提供者、物流事
業者を公募し、実験を実施 

民間企業（サービス
提供者9者、物流事業
者20者） 

27～29 道路交通 

P124, 

p125, 

p127 

⑧ 
地域道路経済戦略研究会及び地

方研究会 

・地域ごとに固有の課題を取り上げ、行
政のニーズと大学の知恵を活用 
・道路政策のイノベーションの推進のた
め、行政ニーズとマッチング 

大学、本省、地方整

備局 
27～ 道路交通  

⑨ 
生活道路の交通安全対策に関す

る研究におけるエリア対策を実

施する自治体との連携 

交通安全対策の効果的な実施にあたって

の技術連携（自治体：対策実施 国総研：

分析、技術相談等） 

横浜市、浜松市、久

留米市 
28～ 道路交通 P197 

⑩ 
道路の交通状況把握に関する研

究における自治体との連携 

・国総研が交通分析等を行い、自治体（道

路管理者）が事業や関係機関協議を行い、

適切な役割分担のもと課題解決 

茨城県 25～ 道路交通 P13 

       

４．おわりに 

 上記の他にも、学協会の委員会活動として産学官連

携のもとで研究活動や技術基準改定に取り組む例など、

様々な形態で連携・調整が行われている。今後もより

よい研究成果や社会実装を目指し、産学官の多様な連

携を工夫・活用しながら研究に取り組んで参りたい。 
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国際研究活動について 

 

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」「くらしやすさの向上」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

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

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29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29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  国際海事機関／簡素化委員会（英国：2017年4月4日～7日） 

 国際海事機関（IMO）の簡素化委員会（FAL）では、船舶の入出港に関する

行政手続（港湾行政手続）の迅速な処理などを実現するため、IMO/FALの第40

回会合（2016年4月）において、国際海上交通簡易化条約（FAL条約）の付属

書改正を決定し、港湾行政手続の電子化が義務化されることになった。これ

を受け、2017年4月に開催された第41回会合（写真―1）では、各締約国政府

が電子化を実現するための指針となっていた「港湾行政手続処理システム構

築のためのガイドライン」を全面改定することが採択された。この改定作業のために会期間通信グループ（CG）

が立ち上げられ、その座長に国総研管理調整部主任研究官が選出された。2017年夏からCGの議論が開始され、2018

年1月現在、港湾行政手続と通関手続の連携のあり方やシステム間通信の考え方などが議論されている。 

②  国際建築規制協力委員会（米国：2017年5月7日～14日、シンガポール：2017年11月11日～16日） 

 国際建築規制協力委員会（IRCC）は、1977年に米、加、豪及び日

本の建築基準作成機関により結成され、性能規定型の建築規制の開

発・実施・普及等について検討しているもの（現在の加盟国は13）

であり、年2回定期的に会議を開催している。日本からは国土交通省

住宅局と国総研が加盟している。本年度は、第42回会議が米国で、

第43回会議がシンガポールで開催され、国総研からは、糸魚川火災

（2016年12月）、三芳町倉庫火災（2017年2月）に関する報告のほか、

木造建築物の建築・活用の促進等について発表を行った。（写真―2） 

写真―1 第41回IMO/FAL会合 

写真―2 IRCC参加メンバー(第42回会議) 
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③ 国際大ダム会議（チェコ：2017年7月1日～9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等に関す

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。2017年の第85回年次例会においては、シンポジウ

ムの中で、「衛星SARによる地盤および構造物の変状を広域かつ早期に検知する変位モニタリング手法の開発」に

より得られた成果の一部について口頭発表を行った。また、技術委員会「ダム設計における地震問題委員会」に

おいて、国総研が参加してきている日本大ダム会議でのWG活動成果をもとに、近年の地震データの分析結果等に

ついて報告を行った。 

④ スリランカNBROとの研究協定締結に関する記念シンポジウム等（スリランカ：2018年1月21日～27日） 

 国総研とスリランカ国家建築研究所（NBRO）との土砂災害分野の研究協定締結にあたり、NBROにおいて記念シ

ンポジウムが開催された。シンポジウムにおいては、国総研所長が基調講演を行った。また、本年5月に約200名

の犠牲者を出した土砂災害現場等をNBROと共同で調査し、未開発地が多い領域内での土砂災害危険箇所の調査方

法及び監視・観測等に関する課題、可能性等について情報収集を行った。さらに、日本における土砂災害対策や

国総研での研究の取組状況について情報提供し、スリランカのような未開発地域が多い場における土砂災害発生

予測手法の提案に向けた技術的課題について協議を行った。 

⑤ ITS世界会議、二国間会議等及びPIARC技術委員会TCB.1会合（カナダ：2017年10月28日～11月6日） 

ITS世界会議は、年1回開催されるITS分野における世界最大規模の国際会議であり、第24回となる2017年は、カ

ナダのモントリオールで開催された。本会議では「スマートシティを加速する統合モビリティ」というテーマが

掲げられ、世界65か国・地域からの約8,000人以上が参加し、250以上のセッションにて発表や議論、約300の出展

団体によるデモや展示が行われた。 国総研からは複数のテクニカルセッションにおいて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、アムステルダムグループ、中国、韓国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。さらに、ITS世界会議に合わせて開催されたPIARC（世界道路

会議）技術委員会TCB.1（道路ネットワーク管理及びITSに関する委員会）の会合に出席した。 

(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、研究連携に係る中間報告会を実施した。 

インドネシアIRE・国総研研究連携 中間報告会（日本：2017年10月3日～5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、これまでに実施した共同

研究の成果に関しての中間報告会をつくば市で開催した。本会議では国総研

とIREの双方より基調講演及び各研究連携分野（5分野）からの研究発表を行

った（写真―3）。また、本会議の前後にテクニカルツアーを実施し、国総研

の実験施設や首都高速道路大橋ジャンクション等の視察を行った。 

(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・中南米防災人材育成拠点化支援プ

ロジェクトへ3名を派遣）や年度を通じた研修員受入・講師派遣の他、本年度

より国総研英語HPにおける技術資料等の英語資料の公開を開始した。 

英語資料のHP公開 

国総研の持つ知見を国際社会に還元し、国際的な情報・意見交換を一層促

進するため、国総研が国際会議や学会等で発表等した技術資料等の英語資料

について、国総研英語HPにおいて順次公開を進めている（写真―4）。 
写真―4 英語資料の公開ページ

（http://www.nilim.go.jp/english/

hottopics/index.htm） 

写真―3 中間報告会本会議の様子 

国
際
研
究
活
動

（http://www.nilim.go.jp/english/ 

hottopics/index.htm）
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この 1年間の主な行事

日　付 主　な　行　事　名

4/21 平成 29 年度科学技術週間　一般公開（茨城県つくば市）

4/24 熊本地震復旧対策研究室　開室式（熊本県南阿蘇村）

5/18 第 1 回日本オーストリア砂防技術会議（オーストリア・ウィーン）

7/11
平成 29 年度　第 1回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会（第一部会）

（東京都千代田区）

7/11
平成 29 年度　第 2回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会（第二部会）

（東京都千代田区）

7/22 平成 29 年度　一般公開（神奈川県横須賀市）

7/26
平成 29 年度　第 3回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会（第三部会）

（東京都千代田区）

7/26 平成 29 年度　第 1回国土技術政策総合研究所研究評価委員会（東京都千代田区）

7/28 つくばちびっ子博士 2017　一般公開（茨城県つくば市）

8/3 沖縄港湾空港技術特別講演会（沖縄県那覇市）

9/7 津波防災への『自然・地域インフラ』の活用に関するシンポジウム（東京都港区）

9/15 建設マネジメント研究懇談会（東京都千代田区）

10/4
インドネシア道路研究所（IRE）・国土技術政策総合研究所の研究連携における中間報告

会（茨城県つくば市）

10/20 第 18 回東京湾シンポジウム－沿岸域の持つサービスと沿岸環境－（神奈川県横浜市）

10/27 土石流監視手法及びモデル手法に関する研究発表会（茨城県つくば市）

11/10 港湾空港技術特別講演会 in 仙台 2017（宮城県仙台市）

11/13，14 平成 29 年度国土技術研究会（東京都千代田区）

11/18 土木の日 2017　一般公開、ボール紙で作る橋コンテスト表彰式（茨城県つくば市）

11/21 港湾空港技術特別講演会 in 九州 2017（福岡県福岡市）

11/22 第 15 回環境研究シンポジウム（東京都千代田区）

12/6 平成 29 年度　国土技術政策総合研究所講演会（東京都千代田区）

12/11 港湾空港技術講演会 in 横浜 2017（神奈川県横浜市）

12/14
平成 29 年度　第 4回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会（第三部会）

（東京都千代田区）

12/14
平成 29 年度　第 5回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会（第一部会）

（東京都千代田区）

12/18
平成 29 年度　第 6回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会（第二部会）

（東京都千代田区）

12/21 平成 29 年度　港湾空港技術講演会（東京都千代田区）

2/15
共同研究成果報告会「木造住宅の雨漏り、結露、劣化リスクを考える」

（東京都文京区）

2/27，28 第 19 回日本・インドネシア共同ワークショップ（インドネシア・バンドン）

3/1，2
第 20 回日本・インドネシア共同ワークショップ

（インドネシア・バンドン及びボゴール）

3/12 河川構造物管理研究セミナー（東京都千代田区）

この 1年間の主な行事
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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資料＞

番号 タイトル 課室等名 執筆者名 刊行年 月

884

道路橋等の点検効果率等への計測・非破壊検査技術の適用性検証に
関する共同研究（Ⅱ）
－コンクリートあと施工アンカーボルトに対する非破壊検査の適用
性に関する研究－

橋梁研究室
国土技術政策総合研究所
他 9機関

2016 3

910
プレストレストコンクリート橋における初期変状の影響評価と対策
に関する共同研究報告書（その 1）

橋梁研究室

国土技術政策総合研究所、
（国研）土木研究所、プレ
ストレスト・コンクリート
建設業協会

2016 3

928 密集市街地における協調的建て替えルールの策定支援技術の開発 都市開発研究室
金子弘、勝又済、岩見達也、
西澤繁毅

2017 1

935
救命期の受援に対応した空港施設の耐震評価（健全性）に関する研
究
～被災県外からの DMAT 動線を対象に～

空港研究部
小野正博、中島由貴、中村
孝明、静間俊郎

2016 9

942
大規模災害時の緊急支援船の船型・対応係留施設の分析　
－東北地方太平洋沖地震及び平成 28 年熊本地震の例－

港湾システム研究室 赤倉康寛、小野憲司 2017 1

943
我が国とアジア・欧米地域との国際海上コンテナ貨物流動に関わる
経路選択モデルの構築

港湾システム研究室
佐々木友子、赤倉康寛、渡
部富博

2017 1

944
既存の港湾施設の改良における設計上の留意事項に関する検討
～外郭施設および係留施設を対象として～

港湾施設研究室
高野向後、宮田正史、藤井
敦、井山繁、加藤絵万、山
路徹、坂田憲治

2017 1

947 平成 28 年度 第 1回国土技術政策総合研究所研究評価委員会報告書 研究評価・推進課 国土技術政策総合研究所 2017 1

948 平成 27 年度　国土技術政策総合研究所講演会講演集 企画課 国土技術政策総合研究所 2017 1

949
B-DASH プロジェクト No.13
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
導入ガイドライン（案）

下水処理研究室 下水処理研究室 2017 1

950 平成 27 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

下水道研究室、下水処理研
究室

2017 1

951
B-DASH プロジェクト No.12
無曝気循環式水処理技術導入ガイドライン（案）

下水処理研究室 下水処理研究室 2017 2

952
「凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準」に関する技術資
料

道路研究室
瀬戸下伸介、大橋幸子、関
皓介

2017 1

953
コンクリート片落下による第三者被害の予防措置技術の性能試験法
に関する調査検討

橋梁研究室
星隈順一、玉越隆史、白戸
真大、増田安弘、小原誠、
正木守

2017 2

954 腹付工を有する防波堤の耐波設計法の提案 港湾施設研究室
佐藤健彦、宮田正史、高橋
英紀、竹信正寛、下迫健一
郎、鈴木高二郎

2017 3

955
修生フェレニウス法を用いた円弧すべり照査のレベル 1信頼性設計
法に関する基礎的研究

港湾施設研究室
川俣秀樹、竹信正寛、宮田
正史

2017 3

956
控え矢板式係船岸の永続状態におけるレベル 1信頼性設計法に関す
る基礎的研究

港湾施設研究室
松原弘晃、竹信正寛、宮田
正史、渡部要一

2017 3

957
係留施設の附帯設備等の整備における繋離船作業の安全性向上への
配慮事項に関する検討

港湾施工システム・
保全研究室

西岡悟史、井山繁、宮田正
史、米山治男、辰巳大介、
木原弘一

2017 3

958
アジア・太平洋地域の経済環境変化を考慮した応用一般均衡モデル
（GTAP モデル）に基づく貿易動向の分析

国際業務研究室 寺西裕之、柴崎隆一 2017 3

959 超音波を使用した潮位の簡易観測に向けた現地試験 沿岸防災研究室
内藤了二、熊谷兼太郎、鈴
木健之、鈴木武

2017 3

960 伊勢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

2017 3

961 世界のコンテナ船の運航船腹量・船型の将来動向に関する分析 港湾システム研究室 玉井和久、赤倉康寛 2017 3

962 空港の耐震化における信頼性設計の導入に関する研究 空港研究部
中島由貴、松本英雄、菅野
高弘広、山﨑浩之、中村孝
明、望月智也

2017 3

963
機材サイズ・運航便数に関するエアライン戦略のモデル化
－国内線を対象とした同時方程式モデルによるアプローチ－

空港計画研究室 井上岳、川西和幸 2017 3

964
訪日外国人の空港利用動態に関する分析
－訪日外国人旅行者数 6000 万人の達成に向けて－

空港計画研究室 増田達、川西和幸、井上岳 2017 3

965 世界のコンテナ船動静及びコンテナ貨物流動分析（2016） 港湾計画研究室 岩崎幹平、安部智久 2017 3

966 下水道技術開発レポート 2016 下水道研究室
榊原隆、岡本誠一郎、内田
勉、横田敏宏、宮本豊尚、
山下洋正

2017 3

967 平成 28 年（2016 年）熊本地震土木施設被害調査報告
旭庁舎　各研究部・
センター

国土技術政策総合研究所
（国研）土木研究所

2017 3

968 ダムにおけるアンカーに関する点検マニュアル（案）
大規模河川構造物研
究室

佐々木隆、金銅将史、大越
盛幸、小野寺葵

2017 3

969
変位計による地震後の道路橋被災状況把握システムの開発に関する
技術資料

道路地震防災研究室
梶尾辰史、長屋和宏、松本
幸司、金子正洋

2017 3

971
都市内における広場の空間評価に関する研究
－実態調査に基づく広場空間の質の評価手法の検討－

都市施設研究室 新階寛恭、吉田純土 2017 4

972 河川管理における外来植物防除に関するアンケート調査 緑化生態研究室
山岸裕、栗原正夫、舟久保
敏

2017 5

973
平成 28 年省エネルギー基準（平成 28 年 1 月公布）関係技術資料
エネルギー消費性能計算プログラム（非住宅版）解説

建築環境研究室
宮田征門、桑沢保夫、三木
保弘、赤嶺嘉彦、山口秀樹、
澤地孝男、西澤繋毅

2017 6

974
平成 28 年省エネルギー基準（平成 28 年 1 月公布）関係技術資料
モデル建物法入力支援ツール解説

建築環境研究室
宮田征門、桑沢保夫、三木
保弘、赤嶺嘉彦、山口秀樹、
澤地孝男、西澤繋毅

2017 6
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975
共同研究成果報告書
木造住宅の耐久性向上に関わる建物外皮の構造・仕様とその評価に
関する研究

構造基準研究室
国土技術政策総合研究所、
他 23 機関

2017 6

976 国土技術政策総合研究所研究評価委員会 平成 28 年度 分科会報告書 研究評価・推進課 国土技術政策総合研究所 2017 5

977 海岸堤防（盛土を含む構造）の耐震性能照査に関する技術資料 海岸研究室 竹下哲也、加藤史訓 2017 7

978
宮古湾における底質およびアマモ場の長期変遷
- 震災後 5年間の変化 -

海洋環境研究室
岡田知也、黒岩寛、秋山吉
寛

2017 7

979
重力式岸壁・矢板式岸壁を対象とした照査用震度式の適用水深の拡
張と被災検証に基づく震度修正法の提案

港湾施設研究室
福永勇介、野津厚、宮田正
史、竹信正寛、小濱英司

2017 7

980
平成 28 年（2016 年）12 月 22 日に発生した新潟県糸魚川市における
大規模火災に係る建物被害調査報告書

都市防災研究室、 
防火基準研究室

竹谷修一、樋本圭佑、水上
点晴、鍵屋浩司、岩見達也

2017 7

981
コンクリート構造物の内部損傷の詳細に関する非破壊検査の適用性
に関する共同研究（Ⅰ）非破壊検査・計測技術の道路橋等の点検要
領への導入に関する共同研究

橋梁研究室
国土技術政策総合研究所、
（国研）土木研究所
他 14 機関

2017 7

982 平成 28 年度　国土技術政策総合研究所講演会講演集 企画課 国土技術政策総合研究所 2017 7

983 深層崩壊に起因する大規模土砂災害被害想定手法 砂防研究室
内田太郎、桜井亘、鈴木清
敬、萬徳昌昭

2017 8

984
防災公園の計画・設計・管理運営ガイドライン
（改訂第 2版）

緑化生態研究室
都市局公園緑地・景観課
緑化生態研究室

2017 9

985 定期点検データを用いた道路橋の劣化特性に関する分析 橋梁研究室
白戸真大、星隈順一、玉越
隆史、河野晴彦、横井芳輝、
松村裕樹

2017 9

986
津波防災地域づくりにおける自然・地域インフラの活用に関する技
術資料

海岸研究室
加藤史訓、原野崇、浜口耕
平

2017 9

987
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 32
集

緑化生態研究室 緑化生態研究室 2017 9

988 画像処理技術を用いた道路橋の常時監視システム開発に関する研究 橋梁研究室

白戸真大、星隈順一、玉越
隆史、大城温、窪田光作、
石尾真理、宮原史、岡田紗
也加、中邨亮太

2017 8

989
東京港京浜運河周辺のシースケープの検討 －浮遊期をもつ貝類・甲
殻類に着目して－

海洋環境研究室
秋山吉寛、黒岩寛、岡田知
也

2017 10

990 大阪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、鮫島和範 2017 10

991 船舶の主要諸元に関する解析 港湾計画研究室 岩崎幹平、山形創一 2017 10

992 コンテナターミナルエリアの規模に関する検討 港湾計画研究室 江本翔一、山形創一 2017 10

993
東アジア・米国間のコンテナ貨物流動に関するトランシップ港湾選
択モデルの構築による我が国港湾施策の効果分析

港湾システム研究室
古山卓司、赤倉康寛、佐々
木友子

2017 10

994 津波浸透流を考慮した防波堤の支持力設計法に対する解析的検討 港湾施設研究室
佐藤健彦、高橋英紀、宮田
正史、竹信正寛

2017 10

995
上部斜面を有する防波堤のレベル１信頼性設計法に関する検討～滑
動照査および転倒照査を対象として～

港湾施設研究室
高野向後、竹信正寛、宮田
正史、佐藤健彦

2017 10

996
既存係留施設の改良工法選定および改良設計に関する基本的な考え
方

港湾施設研究室
田端優憲、宮田正史、水谷
崇亮、松村聡、鍵本慎太郎、
高野向後、岡元渉

2017 10

997 平成 28 年度熊本地震における下水道管路施設被災の特徴 下水道研究室
内田勉、横田敏広、深谷渉、
宮本豊尚、竹内大輔

2017 11

1003
B-DASH プロジェクト No.18
バイオガス中の CO ₂分離・回収と微細藻類培養への利用技術導入ガ
イドライン（案）

下水処理研究室 下水処理研究室 2017 12

1004 災害拠点建築物の設計ガイドライン（案） 建築研究部 建築研究部 2016 1

1005
RC 造建築の湿式タイル仕上げ外装材の耐震性および耐震性評価試験
法に
関する研究報告

住宅生産研究室 根本かおり、眞方山美穂 2018 1

1007 平成 29 年度 第 1回 国土技術政策総合研究所研究評価委員会報告書 研究評価・推進課 研究評価・推進課 2018 1

1008 平成 29 年度　国土技術政策総合研究所講演会講演集 企画課 国土技術政策総合研究所 2018 2

1010 河川管理者のための外来植物防除対策解説書（案） 緑化生態研究室
山岸裕、栗原正夫、畠瀬頼
子、舟久保敏

2018 2

1011
B-DASH プロジェクト No.19
UF 膜ろ過と紫外線消毒を用いた高度再生水システム導入ガイドライ
ン（案）

下水処理研究室 下水処理研究室 2018 2

1012
B-DASH プロジェクト No.20
下水道圧送管路における硫酸腐食箇所の効率的な調査技術導入ライ
ン（案）

下水道研究室 下水道研究室 2018 2

＜国土技術政策総合研究所プロジェクト研究報告＞

番号 タイトル プロジェクトリーダー 刊行年 月

55
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・防災研究部長 2017 3

56
河川・海岸分野の気候変動適応策に関する研究
－「気候変動下での大規模水災害に対する施策群の設定・選択を支
援する基盤技術の開発」の成果をコアとして－

水防災システム研究官 2017 4

57 港湾地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・防災研究部長 2017 4

58
業務用建築の省エネルギー性能に係る総合的評価手法及び設計法に
関する研究

建築研究部長 2017 10

59 下水道管路の耐震化優先度評価に関する研究 下水道研究部長 2018 1
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国総研の組織概要

（11研究部・1研究センター・3管理部門）
旭　庁　舎 　　　立　原　庁　舎 　　　横須賀庁舎

人事厚生課　総務課　会計課　総務管理官（旭・立原庁舎）

企画課    研究評価・推進課    施設課    国際研究推進室　
サイバーセキュリティ対策・情報利活用推進官

　 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
　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等の研究。
■下水処理研究室
　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等の研究。

　洪水、津波等の自然災害や、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。
■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。
■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。
■水循環研究室
　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。
■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・更新等の技術の体系化、基準化等
の研究。
■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等の研究。

　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・高度化等について研究しています。
■砂防研究室
　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
対応手法の確立等の 研究。土石流対策等の技術基準案作成。

管理課　企画調整課　技術情報課　積算支援業務課
国際業務研究室

■土砂災害研究室
　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
災情報高度化等の 研究。

　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。
■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
等の研究。
■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・対策等の研究。　　
■道路環境研究室
　無電柱化の低コスト化・迅速化、多様なニーズに応じた道路空間の形成・利
活用、沿道・自然・地球環境の保全など、より良い道路空間・道路環境を実現す
るための研究。
■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。

　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
応を支える等、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。
■橋梁研究室
　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。
■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、擁壁等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。
■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、軟弱地盤対策等について、
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。
■道路地震防災研究室
 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。

　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。
■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
準の動向等の研究。
■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。
■防火基準研究室
　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
火性能の確保等の研究。
■設備基準研究室
　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
　建築物等の性能評価等に係る技術に関する調査、研究。

総　務　部
●調査官　●福利厚生官　●契財産管理官

道路交通研究部
●道路研究官　●道路防災研究官

道路構造物研究部
●道路構造物管理システム研究官

建築研究部
●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

企　画　部
●評価研究官　●基準研究官　●コーディネート研究官

管理調整部
●情報・施工システム研究官

下水道研究部
●下水道研究官　●下水道エネルギー・機能復旧研究官

河川研究部
●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

土砂災害研究部
●深層崩壊対策研究官

所　長
●副所長    ●副所長    ●研究総務官　 ●研究総務官

国総研の組織概要
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都市研究部

横断的組織 

●空港新技術研究官
空港研究部

●港湾新技術研究官
港湾研究部

住宅研究部
●住宅性能研究官　●住宅情報システム研究官

●建設マネジメント研究官 ●国土防災研究官 ●情報研究官
社会資本マネジメント研究センター

沿岸海洋・防災研究部
●沿岸海洋新技術研究官    ●津波・高潮災害研究官

　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、居住の安定の確保等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・エネルギー対応等に関する技術・手法について研究しています。
■住宅計画研究室
　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。
■住宅ストック高度化研究室
　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。
■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。

　少子高齢化の進展や地球環境問題の広がり等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。
■都市計画研究室
　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等都市計画の行政基準についての先端
技術研究。
■都市施設研究室
　新技術を活用した都市交通調査手法等、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。
■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
る取組み等、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・減災方策の研究等に取り組むほか、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。
■海洋環境・危機管理研究室
　内湾域の生態系の保全・再生・創出手法の開発、環境モニタリングの実施と評
価に関する研究及び、港湾の危機管理、港湾の機能継続のあり方に関する研究。
■沿岸防災研究室
　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
■沿岸域システム研究室
　沿岸域の地域資源を活用した地域活性化、防災・利便性・景観等の調和の
取れた施設整備手法、海洋環境整備に関する支援・研究。

　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、維持管理等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・旅客船需要動向等に関する研究。
■港湾施設研究室
　防波堤や岸壁等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・国際展開等に関する研究。
■港湾施工システム・保全研究室
　港湾分野におけるICT活用等による生産性向上、港湾施設の効果的な維持管
理、港湾分野における公共事業の品質確保、環境物品の活用等に関する研究。

　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
法等について研究しています。
■空港計画研究室
 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、空港の地域効果等の研究。
■空港施設研究室
 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等に関する研究。
■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。

　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
　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-Construct ion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。

　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等について研究しています。
■社会資本マネジメント研究室
　調査・設計等業務や公共工事の調達における最適な入札契約方式・事業
執行方式の検討等、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。
■社会資本システム研究室
　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。
■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
　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
　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。
■熊本地震復旧対策研究室※

　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。
　※九州地方整備局熊本復興事務所と同じ庁舎内に設置
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施設一覧

旭庁舎  立原庁舎
つくば市には立原庁舎と旭庁舎があり、広大な敷地に実験施設を数多く配置しています。

立原庁舎 水理共同実験棟

水質水文共同実験棟

旭庁舎

試験走路

衝突実験施設
防護柵など交通安全施設の開発・改良・機能
検討等を目的として、防護柵などに車両を衝突
させる施設です。車両はウィンチ装置の動力で
無人で加速できます。
防護柵仕様や性能を定めるための実験をはじ
め、技術基準の改定に必要な実験に活用し
ています。また、民間等による景観に配慮し
た新型防護柵
等の開発・改
良のための実
験にも活用さ
れています。

延長６,１５２ｍの試験走路。道路の走行性、
安全性、路車協調技術等に関する実験を
行っており、道路構造令をはじめとする道
路関連の技術基準に反映しています。

水処理プロセスを開発・改良するための
実験装置や下水中の細菌や原虫等を調べる
実験室、下水中の有害物質、有害元素を分
析する各種化学分析装置を設置しています。

様々な付帯施設を有する水路群が設置さ
れ、河川構造物の設計や河床変動対策工
の研究、水理模型実験の改良に必要な基
礎実験等に活用しています。

橋梁撤去部材
実際に使われていた橋の一部を用いて、
道路橋の維持管理基準の検討、設計や施
工の技術基準の検討のための研究等に活
用しています。

旭庁舎内の実験施設の貸出について
国総研が保有する実験施設は、国総研の業務に支障のない範囲で、
外部機関に有償にて貸出可能です。
問合せ先：企画部企画課　TEL：029-864-2674
参考HP：http://www.nilim.go.jp/japanese/nilim-pr/sisetuinfo/labo/index.html

300m 400m 500m 1,000m100m 200m0m

構内主要道路

構内道路

公道

ブロック詳細案内看板

凡例

Aブロック

Cブロック

Eブロック

Fブロック

Gブロック

Hブロック

Bブロック

Dブロック

※上記以外の建物、敷地は、
　（独）土木研究所、（独）建築研究所、
　（独）港湾空港技術研究所のものです。

西大通り（国道408号線）

研究本館研究本館
（国総研）

材料構造共同

水質水文共同

水理共同

微量物質

守衛所

正門研究本館
（独法土研）

土質共同

浸透掘削模型

基礎特殊地すべり

盛土
土工

地質
遠心力載荷

海底作業

建設工事環境改善

教員研修センター

建築研究所

特高受変電所

衝突

標識屋内

騒音

強震観測場強震観測場

建設機械屋外

大型車庫

ダム耐震
構造力学

振動
大気汚染

耐風工学

構造物

部材耐震強度部材耐震強度

強震観測所
研究資料館

体育館

海洋沿岸

河川水理

ダム水理

水質

環流水路

大型風洞

河川環境
波浪実験水路

伏流水

ダム水理別棟

砂防流路工

緑化実験水路

河川模型

放送塔観測室

流速計検定

緑化実験場

温室

中央開閉所

建設材料

地質野外

リサイクル舗装

厚生棟
運動施設

実験廃水
実大トンネル

雨霧環境

雨霧環境

試験走路

高速すべり

土工管理土工管理

基礎機械
格納庫

ITS研究センター
ITS車庫

新交通

舗装走行

トンネル
水文観測場水文観測場

舗装路面騒音

路面たわみ量評価

旭庁舎

立原庁舎

施設一覧
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旭庁舎

高落差実験水路
高落差実験水路では、実物に近いスケール
の模型を用いて、堤防等の河川構造物に作
用する外力とそれらの破壊機構を検討し、合
理的な河川構造物の設計法について検討し
ています。
氾濫した場合にも被害を軽減する「危機管
理型ハード対策（堤防決壊までの時間を少し
でも引き延ばす堤防構造の工夫）」は、本実
験水路の実験結果により得られた知見等に
基づき、実施されています。

高流速実験水路

横須賀庁舎

河川水理模型実験施設

海洋沿岸実験施設
高潮・高波、津波、海岸侵食の危険から
人々の生活を守るために、海岸保全に関
する水理模型実験を行います。

幅５０m、長さ２００mの屋内施です。屋内
ならではの特徴を活かして、水路流れや河
床形状が風雨の影響で変わるのを防ぐとと
もに、種々の機器等を用いた精緻な測定
が求められる実験を行います。

実大トンネル実験施設
延長７００m、断面積４５.５㎡の世界的にも
類を見ない規模の実大トンネルを利用して
様々な実験を行います。

河川模型実験施設

実物大エアレーション実験設備
下水処理場のエアレーションタンクの実物
大実験設備で、方形型（長６m×幅６m×
水深５.５m）と深水槽型（長10m×幅３
m×水深１０m）があり、曝気装置の酸素
溶解性や撹拌性等を調べます。

屋外にある広さ15haの広大な施設です。敷
地内には最大で15の河川模型を設置するこ
とができます。

実河川での洪水時と同程度の流れを再現
できる矩形管水路です。実物の堤防や高
水敷から採取した大型試験体を水路に設
置し、洪水流に対する侵食耐力の実験を
行います。

実物の航空機（B７４７-４００）と同じ荷重を走行させる装
置を使って、滑走路、誘導路やエプロンなどの空港舗装
に関する様々な実験を行っています。

平成１６年４月に完成した本館は、自然換気、自然
採光を研究室に取り入れるための吹き抜けの光
庭の設置、また太陽光発電の実施や屋上緑化な
ど、地球環境保護についても考慮されています。

航空機荷重載荷装置横須賀庁舎

高潮などに関する水理模型実験を行う、国内最
大級の風洞水槽です。台風の風を起こす送風装
置、流れを起こす回流装置、波を起こす造波装
置を使い、高潮・波浪・津波から大都市を守る
研究などを行っています。

台風防災実験水路

0m 50m 100m

TVカメラ性能評価用管きょ模型
下水道管きょの劣化を再現した管きょ模型
で、管きょの維持管理に用いられる自走式
TVカメラ等の調査機材の性能試験を行い
ます。
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キーワード索引

【2】
2+1 車線道路　☞  126

【2010】
2010 年チリ地震　☞  198

【3】
3 次元点群データ　☞  153

3 次元モデル　☞  155

【A】
AR　☞  100

Autoencoder　☞  62

【B】
BCP　☞  85,86

B-DASH　☞  48

【C】
CCTV カメラ　☞  90

CIM　☞  46,100,155,158

CNN　☞  62

CO2 活用　☞  114

CommonMP　☞  199

【E】
ETC2.0　☞  30,124,127,128

ETC2.0 プローブ情報　☞  125,202

【G】
GAN　☞  62

【I】
ICT　☞  98,153,158

ICT 活用工事　☞  46

ICT 浚渫工　☞  141

ICT 導入拡大　☞  141

ICT モニタリング　☞  157

i-Construction　☞  148,152,158

ITS　☞  125

【L】
LCC（格安航空会社）　☞  181

LSTM　☞  62

【O】
OA 機器　☞  171

【P】
PDCA サイクル　☞  102

【V】
VR　☞  100

【Z】
ZEB　☞  171

【あ】
空き家　☞  166

朝型　☞  175

アスファルト舗装　☞  110

雨水浸入　☞  164

あらわし　☞  132

アンサンブル予測雨量　☞  61

安全　☞  77

安全・安心　☞  34

アンモニア有効利用　☞  122

【い】
維持管理　☞  32,44,98,99,105,109, 

111,112,195,196

維持管理情報データベース　☞  109

伊勢湾　☞  83

一酸化二窒素　☞  113

一般技術　☞  132

糸魚川市大規模火災　☞  38

医療・福祉施設　☞  177

インフラ用ロボット　☞  151

【う】
雨水桝　☞  49

運用ガイドライン　☞  142

【え】
衛星 SAR　☞  28,99

エネルギー　☞  186

エネルギー最適化　☞  122

エネルギー評価　☞  171

沿岸域　☞  40,179

【お】
オープンカフェ　☞  160

オープンスペース　☞  176

大阪湾　☞  83

押出成形セメント板　☞  80

汚水処理システム　☞  123

落葉　☞  49

オフィスの昼光利用　☞  170

温室効果ガス　☞  118,120

温室効果ガス削減　☞  116

温熱環境　☞  169

【か】
海外　☞  149

海外事例　☞  146

海岸堤防　☞  56

外国人旅客数　☞  140

改修　☞  79,108

ガイドライン　☞  143

外皮　☞  164

外壁　☞  108

外壁修繕　☞  165

海洋レーダ　☞  84

外来生物　☞  183

革新的技術　☞  98,114,116,118,120

格安航空会社（LCC）　☞  181

賢く使う　☞  130

可照時間　☞  175

河川環境　☞  26

河川管理　☞  195

河川縦断水位　☞  60

河川水位予測　☞  62

河川水位予測基幹システム　☞  60

河川堤防　☞  52

画像解析　☞  174

画像処理　☞  90

滑走路　☞  111

学校体育館　☞  78

河道設計　☞  26,190

河道埋塞　☞  190

ガラス窓　☞  78

簡易潮位計　☞  84

環境　☞  40,186

間隙通過性　☞  133

観光　☞  176

観光政策　☞  181

観光まちづくり　☞  175

観測条件　☞  174

官民連携　☞  142

管路　☞  201

【き】
危害要因　☞  79

寄港実績　☞  140

気候変動適応策　☞  94

技術会議　☞  24

技術開発　☞  151

技術基準　☞  42

技術支援　☞  196

技術者　☞  32

技術提案・交渉方式　☞  142

技術的支援　☞  192

既存住宅　☞  79

機能継続　☞  34

供給計画　☞  166

供給土砂量　☞  190

強震観測　☞  76

協調 ITS　☞  130

橋梁被災　☞  50

居住環境　☞  186

居住支援　☞  166

キーワード索引
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【く】
空港　☞  110

空港舗装　☞  44

熊本地震　☞  46,75,157

熊本地震復旧対策研究室　☞  193

グリーンインフラ　☞  46,91

クルーズ　☞  40,140

クルーズ船　☞  139

【け】
景観　☞  186

経済被害　☞  87

携帯電話基地局　☞  136,154

下水道　☞  98,113,116,118,120,201

下水道資源の有効活用　☞  114

結露　☞  164

ゲリラ豪雨　☞  65

限界状態設計法　☞  131

研究開発　☞  22

研究方針　☞  22

研究マネジメント　☞  22

健康　☞  77

健康生活被害　☞  183

減災システム　☞  64

減災対策　☞  50,63

減災マネジメント　☞  94

研修　☞  32

建設生産性　☞  152

健全性　☞  104

建築基準　☞  34

建築生産　☞  36

建築設備　☞  77

建築物　☞  168

【こ】
合意形成　☞  160

豪雨災害　☞  192

公園管理　☞  183

効果計測　☞  185

公共空間　☞  184

公共工事　☞  145

公共事業評価　☞  146

航空需要　☞  181

航空需要予測　☞  44

航空レーザ計測　☞  172

工事書類の簡素化　☞  141

工事成績　☞  145

洪水　☞  73

洪水危険度見える化　☞  60

合成開口レーダ　☞  189

降雪　☞  176

交通安全　☞  197

交通安全対策　☞  127

交通円滑化　☞  124

交通計画　☞  154

高度技術支援　☞  193

広範な経済効果　☞  156

高齢者　☞  81

航路　☞  139

港湾　☞  109

港湾の中長期政策　☞  42

国際技術協力　☞  198

国土強靱化　☞  85

コスト削減　☞  116

コスト縮減　☞  118,120

固有周期　☞  88

コンクリート工　☞  148

コンテナ輸送　☞  87

コンパクト　☞  173

【さ】
サイエンスパーク　☞  138

災害　☞  200

災害・事故　☞  79

災害対応　☞  40

災害調査　☞  38

災害復旧　☞  143

再生水　☞  122

再生水利用　☞  114

酒田大火　☞  38

砂防堰堤　☞  70

桟橋のばね定数　☞  88

【し】
市街地建築物　☞  134

市街地整備　☞  82

事業継続　☞  85

資源循環　☞  186

地震　☞  201

指針改正　☞  156

地震時挙動観測システム　☞  76

地震動　☞  56

地震被害　☞  78

自助　☞  79

自助・共助　☞  48

支承部　☞  92

施設効果　☞  70

自然環境　☞  186

自然・地域インフラ　☞  59

自然由来　☞  163

持続性　☞  112

下請け　☞  149

室内環境評価　☞  171

実物大実験　☞  52

自転車専用通行帯　☞  159

自転車通行空間　☞  159

自動運転　☞  30,129,130

自動制御　☞  168

地盤反力係数　☞  88

地盤変状　☞  92

社会実験　☞  65

社会実装　☞  22,151

社会資本　☞  112

社会資本整備　☞  147

社会ニーズ　☞  34

車両運行管理支援サービス　☞  128

週休 2日　☞  149

渋滞　☞  125

渋滞対策　☞  124

住宅確保要配慮者　☞  166

住宅生産　☞  36

集約型都市構造　☞  177

集約型都市づくり　☞  204

主要構造部　☞  134

準二次元不等流　☞  199

省エネ基準　☞  170

省エネルギー　☞  116,118,120,168,169

障害者　☞  81

使用行動　☞  171

省資源　☞  118,120

小地域　☞  204

情報ニーズ　☞  96

将来人口　☞  177

将来人口・世帯　☞  204

初動対応　☞  96

新技術　☞  24

人口減少　☞  123

人口流動統計　☞  136,154

人材育成　☞  28,195,199

浸水深　☞  93

浸水被害　☞  49

浸水予測　☞  65

深層学習　☞  71

深層崩壊　☞  68

浸透　☞  52

信頼性設計　☞  44

信頼性理論　☞  89

【す】
水害　☞  94

水害リスク図　☞  63

水害リスク低減　☞  66

水害リスク情報　☞  93

水質改善　☞  102

水防活動　☞  66

水防団　☞  66

水理解析　☞  199

水理模型実験　☞  58

数量算出　☞  155

スタック　☞  72

ストック効果　☞  147,156
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【せ】
生活支援機能　☞  173

生活道路　☞  127

生活道路対策エリア　☞  197

生産性革命　☞  30,202

生産性向上　☞  22,148,158

生態系　☞  40

生態系サービス　☞  178

生物　☞  186

積算　☞  150

施工段階　☞  152

施工パッケージ　☞  150

接合部　☞  132

設置間隔・車線長　☞  126

遷移率　☞  109

洗掘　☞  73

先進事例　☞  82

全体最適　☞  158

全体最適設計　☞  148

【そ】
層間剥離　☞  107

早期復旧　☞  193

総合点検　☞  196

総合評価落札方式　☞  144,145

造成干潟　☞  178

損傷確率　☞  89

損傷制御　☞  92

【た】
耐荷性　☞  73

大規模水害　☞  67

大規模土砂災害　☞  189

大規模土砂災害対策　☞  28

大規模木造建築物　☞  134

耐久性　☞  108,164

耐久性能評価　☞  132

対策効果　☞  75

耐震性能照査　☞  56

耐震設計基準　☞  76,198

耐震対策　☞  75

代替経路　☞  87

代替措置　☞  137

大腸菌　☞  122

台風　☞  83

タイル仕上げパネル　☞  80

高潮　☞  40,83,84

濁水長期化　☞  102

多自然川づくり　☞  26,100

谷埋め盛土　☞  192

谷底平野　☞  64

ダム　☞  99,196

ダム貯水池　☞  102

【ち】
地域拠点　☞  177

地域振興　☞  179

地域づくり　☞  182

チェーン　☞  72

地球温暖化　☞  113,186

地方創生　☞  34

中山間地域　☞  64

中山間地中小河川　☞  63

中層木質混構造建築物　☞  132

調合　☞  133

調査・設計等業務　☞  144

調査・分析・計画手法　☞  136

長寿命化　☞  108,165,196

貯留関数　☞  199

賃金　☞  149

【つ】
追従車密度　☞  126

通気　☞  164

ツールキット　☞  200

津波浸水シミュレーション　☞  59

津波防災地域づくり　☞  59

【て】
定期点検　☞  104,106,203

低コスト化　☞  162

定量化　☞  178

データ収集・活用　☞  202

データベース　☞  151,201

出来形管理　☞  153

適正配置　☞  177

点検　☞  105

伝統工法　☞  182

【と】
冬期道路管理　☞  72

東京湾　☞  83

動植物　☞  161

導入普及　☞  24

道路冠水　☞  49

道路橋　☞  157,193,203

道路橋示方書　☞  131

道路橋被災　☞  75

道路空間再構築　☞  185

道路空間再編　☞  185

道路空間の利活用　☞  185

道路空間利活用　☞  160

道路啓開　☞  86

道路構造物　☞  32,73

道路事業　☞  161,163

道路デザイン　☞  185

道路盛土　☞  192

特別防災操作　☞  61

土工構造物　☞  104,105

都市公園　☞  183

都市構造　☞  173

都市交通　☞  136

都市浸水対策　☞  48

都市防火　☞  38

都市防災　☞  94

土砂洪水氾濫　☞  69

土砂災害　☞  71

土砂災害防止法　☞  28

土砂生産　☞  69

土砂動態　☞  54

土砂流出　☞  69

土壌汚染　☞  163

土石流　☞  28

土地利用　☞  186

登坂不能　☞  72

ドローン　☞  85

トンネル　☞  106

【な】
内部発熱　☞  171

【に】
にぎわい創出　☞  184

入札・契約　☞  144,145

入札・契約方式　☞  46

入札契約　☞  143

入札契約方式　☞  142

乳幼児　☞  81

【ね】
年間の照明エネルギー削減効果　☞  170

【は】
パイピング　☞  52

波及的影響　☞  67

泊地　☞  139

働き方改革　☞  149

バリアフリー　☞  40,81,180

判読調査　☞  189

ハンプ　☞  197

【ひ】
被害推定手法　☞  68

被害把握　☞  90

被害評価　☞  67

干潟　☞  178

光・視環境　☞  169

ビジネス・インキュベーター　☞  138

非常時　☞  81

ビジョン　☞  24

ビッグデータ　☞  30,136,154,197

避難安全性　☞  134
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避難支援技術　☞  81

避難時間の確保　☞  64

避難所　☞  77

涸沼川洪水観測施設　☞  54

評価技術　☞  168

評価項目　☞  145

評価手法　☞  109,146

評価法　☞  170

評価方法　☞  133

費用対効果　☞  177

品質確保　☞  36

【ふ】
ファサード　☞  169

富栄養化　☞  102

不完全競争市場　☞  156

物的改善　☞  82

物流　☞  42,128

不等流計算　☞  54

歩留り　☞  58

部分係数設計法　☞  131

冬用タイヤ　☞  72

フレッシュコンクリート　☞  133

プロセス分析　☞  160

【へ】
平均的シナリオ　☞  93

平坦性　☞  110

変位モニタリング　☞  99

変状区分　☞  106

【ほ】
防災　☞  176

防災・減災　☞  96

防災訓練　☞  200

防災系統緑地　☞  91

防災公園　☞  91

訪日外国人　☞  181

歩行空間　☞  175

歩行者交通量　☞  174

補修　☞  109

補修効果の検証　☞  157

保全措置　☞  161

舗装構造調査　☞  107

舗装の早期劣化　☞  107

舗装の早期劣化区間対応マニュアル

（案）　☞  107

舗装評価　☞  111

ボトルネック箇所　☞  125

【ま】
まちづくり　☞  184

まちなか広場　☞  184

マネジメント　☞  112,184

マリーナ　☞  180

【み】
道の駅　☞  129

密集市街地　☞  82

緑の基本計画　☞  91

みなとまち　☞  40

みなとまちづくり　☞  179

民間事業者　☞  82

民間賃貸住宅　☞  166

【む】
無電柱化　☞  162

【め】
メガストラクチャ　☞  132

メッシュデータ　☞  147

【も】
模擬剥離　☞  80

目標安全水準　☞  89

木造公営住宅　☞  165

木造住宅　☞  164

盛土の耐震性能照査　☞  74

【や】
屋根防水　☞  108

【ゆ】
ユニバーサルデザイン　☞  180

【よ】
要求性能に応じた盛土設計　☞  74

用途地域　☞  138

養浜　☞  58

養浜材料　☞  58

養浜盛土構造　☞  58

予測技術　☞  71

予測ツール　☞  204

【り】
リアルタイム情報配信システム　☞  65

リモートセンシング　☞  172

流出解析　☞  62

緑化　☞  172

臨港道路　☞  86

【れ】
冷・温水現象　☞  102

レーザ測量　☞  100

歴史的建築物　☞  137

歴史的風致　☞  182

歴史的町並み　☞  137

歴史まちづくり　☞  182

劣化診断　☞  80,98

劣化特性　☞  203

【ろ】
路車協調　☞  129

路上駐停車対策　☞  159

路面摩擦　☞  111
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執筆研究室索引

所　属 ページ
管理調整部 141
下水道研究部 12 24 94 112 186

下水道研究室 48 49 201
下水処理研究室 98 113 114 116 118 120 122 123

河川研究部 8 26 94 112 158 186 195 199
河川研究室 50 52 54 64 93 100 190 195
海岸研究室 56 58 59
水循環研究室 60 61 62 93 102 199
大規模河川構造物研究室 99 196
水害研究室 50 63 64 65 66 67 93 94

土砂災害研究部 8 28
砂防研究室 68 69 70
土砂災害研究室 71 96 189

道路交通研究部 13 30
道路研究室 124 125 126 159 202
道路交通安全研究室 72 127 159 197
道路環境研究室 160 161 162 163 186
高度道路交通システム研究室 128 129 130 202

道路構造物研究部 11 32 112 158
橋梁研究室 131 203
構造・基礎研究室 73 104 105 106 192
道路基盤研究室 74 105 107 192
道路地震防災研究室 75 76 96 198 200

建築研究部 9 34 108 132 133
基準認証システム研究室 81 132
構造基準研究室 132 164
防火基準研究室 81 132 134 137
設備基準研究室 77 170
材料・部材基準研究室 108 132 133
評価システム研究室 78 132

住宅研究部 16 36 166 169 186
住宅計画研究室 165
住宅ストック高度化研究室 79
建築環境研究室 168 169 170 171
住宅生産研究室 80 81 108

都市研究部 9 38
都市計画研究室 94 172 173
都市施設研究室 136 154 173 174 175 177
都市防災研究室 82 94 134 137 176
都市開発研究室 82 138 173 177 204

沿岸海洋・防災研究部 10 40 186
海洋環境研究室 178
沿岸防災研究室 83 84
危機管理研究室 85 86
沿岸域システム研究室 84 179 180

港湾研究部 14 42 109
港湾計画研究室 139
港湾システム研究室 87 140
港湾施設研究室 88
港湾施工システム・保全研究室 109 141

空港研究部 7 44 89
空港計画研究室 181
空港施設研究室 110
空港施工システム室 111

社会資本マネジメント研究センター 15 46 96 112 158
社会資本マネジメント研究室 142 143 144 145 146 147
社会資本システム研究室 148 149 150
社会資本施工高度化研究室 151 152 153
社会資本情報基盤研究室 90 96 154 155
建設経済研究室 156
緑化生態研究室 91 182 183 184 185 186
熊本地震復旧対策研究室 92 157 193 198

横断的組織 気候変動適応研究本部 93 94
環境研究推進本部 186
防災・減災研究推進本部 6 96
メンテナンス研究推進本部 112
i-Construction 推進本部 158

執筆研究室別索引
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アンケート
（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  2018 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  c.その他】

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  b.国土交通省以外】  9.その他（   ）  

    性別： 1.男性   2.女性

  年齢： 1.１０代  2.２０代  3.３０代  4.４０代  5.５０代  6.６０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。  





奥付

 NILIM 2018

国総研レポート 2018 

No.1７  April 2018

編集・発行 ©国土技術政策総合研究所

 住   所 茨城県つくば市旭１番地 

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 



裏表紙

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
報などを毎月２回お届けします。 

【配信内容】 
■新着情報  

 ◇研究活動（基準等の策定・改訂、災害・事故調査の報告、 

技術支援、主な研究成果） 

 ◇国際活動（国際会議の主催・参加、専門家の派遣）  

 ◇国総研の行事予定（講演会、一般公開、各種イベント） 

■研究部・センターの最新の活動紹介 

■国総研レポートからの紹介 

■刊行物の紹介  

【登録方法】 
 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

国総研レポートのイメージカラーである「赤色」は、 
現在そして将来にわたって安全・安心で活力と魅力ある国土と
社会の実現を目指す研究者の「熱意」を表しています。 
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