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 本報告は、国土技術政策総合研究所において令和２年度に実施した道路調

査費、地域連携道路事業費に関する調査・研究の結果をとりまとめたもので

ある。 

 This report contains the results of the road-related research carried out by NILIM 

in FY 2020. 



ま え が き 
 

 

 本報告は、国土交通省国土技術政策総合研究所において、令和２年度に実施した道路関係調査

研究の結果をとりまとめたものである。この道路関係調査研究には、「道路調査費」による試験研

究及び「地域連携道路事業費」による試験調査がある。 

 「道路調査費」による試験研究課題については、行政ニーズに対応して設定された次に示す 10

の「政策領域」において研究に取り組んでおり、本報告ではこの領域毎に整理している。 

 

領域１  新たな行政システムの創造 

領域２  経済・生活に活力を生む道路ネットワークを形成し、有効活用を図る 

領域３  新たな情報サービスを創造し、利用者の満足度を向上させる 

領域４  コスト構造を改革し、道路資産の効率的な形成 

領域５  美しい景観と快適で質の高い道空間の創出 

領域６  交通事故等から命を守る 

領域７  災害時における対応をスピーディかつ的確に支援する 

領域８  大切な道路資産の科学的な保全 

領域９  沿道環境を改善し、良好な生活環境を創造する 

 領域１０ 自然環境、地球環境の保全 

 

また、「地域連携道路事業費」による試験調査については、各地方整備局等からの依頼により実

施しており、担当研究室ごとにまとめている。 

 

 

     令和 4 年 1月 

 

道路交通研究部長       高宮 進   

道路構造物研究部長      福田 敬大  
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領域１ 

新たな行政システムの創造



※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。

道路事業の効果算出手法の高度化に関する研究

Study on the advancement of calculation method for effect of road project.

（研究期間 平成 30 年度～令和 2 年度） 

道路交通研究部 道路研究室 室 長 横地 和彦

Road Traffic Department Head YOKOCHI Kazuhiko 

Road Division 主任研究官 田中 良寛

Senior Researcher TANAKA Yoshihiro

研 究 官 根津 佳樹

Researcher NEZU Yoshiki

交流研究員 西 公平

Guest Research Engineer NISHI Kohei 

交流研究員 西岡 健太

Guest Research Engineer NISHIOKA Kenta 

It was a study that evaluated the disaster prevention function of the road network by organizing the history of past 
disasters and the damage situation, and calculating the disaster prevention function for each disaster case. 

In addition, in order to accumulate knowledge in road project evaluation, the results of project evaluation in road 
projects were compiled and examples of various effects were collected. 

［研究目的及び経緯］ 

我が国では、公共事業の透明性確保のため事業評価

を実施しており、国土技術政策総合研究所では、道路

整備に伴う多様な効果の評価項目の充実、計測手法の

研究を行っている。 

本研究は、道路の新規事業採択時評価において実施

する防災機能評価について、より適切な評価方法を検

討するため、過去の災害発生履歴と被災状況の整理及

び道路ネットワークにおける防災機能評価の改良に関

する基礎的分析を行った。並びに道路事業評価におけ

る知見蓄積のため、多様な効果の事例収集整理を行っ

た。 

［研究内容］ 

1.道路ネットワークにおける防災機能に係る基礎的分

析 

VICS データ等を用いて過去 20 年間の災害発生履歴

と被災状況を整理した。次に、現行評価手法の諸条件

（災害シナリオ設定、拠点・拠点ペア設定）を見直し

た 30 パターンの防災機能評価を実施した。さらに、

実際の道路被災状況等より、通行不能リスクの高い区

間を迂回する道路改良事業を仮定し、時間経過に伴い

道路が復旧する状況を考慮した 70 パターン程度の防

災機能評価を実施した。 

2.道路事業の多様な効果の計測手法の事例収集・整理

都道府県及び政令指定都市で過去に実施された道路

事業評価について、多様な効果に関する事例収集を行

った。さらに評価手法等の詳細を確認するため、自治

体にヒアリングを実施した。また、直轄事業の事業評

価における現状等を把握するため、国道事務所にヒア

リングを実施した。

［研究成果］ 

1.道路ネットワークにおける防災機能に係る基礎的分

析 

(1)過去の災害発生履歴と被災状況の整理

災害種別毎に災害期間や全面通行止め状況等を整理

した。整理事例を表-1 に示す。 

表-1 災害発生履歴と被災状況の整理事例 

災害

期間 
2017 年 10 月 21 日 ～ 2017 年 10 月 23 日

災害

種別 

地震・豪雨・ 

豪雪・台風 

規制状況 

概要 

10 月 16 日にカロリ

ン諸島で発生した台

風第 21 号は、……鉄

道の運休や航空機・

船舶の欠航等交通障

害が発生した。 

全面 

通行 

止め 

状況 

規制リンク数 3,338
高速道路 1,226
一般国道 1,286
主要地方道 

一般県道 
814

その他 12
総規制時間  ：3,174.2 日

平均規制時間：22.8 時間/リンク

 ：規制ﾘﾝｸ 

1



 

 

(2)災害シナリオ及び拠点・拠点ペア追加設定時にお

ける防災機能評価の算出・整理 

「道路ネットワークの防災機能の向上効果計測マニ

ュアル（案）」では、地震・津波、豪雨・豪雪、火山

災害発生時のケースについて防災機能評価を実施して

いる。 

現行のマニュアル評価では地域の災害特性を踏まえ

た事業効果の表現が困難な場合があることから、個別

災害ごとに途絶するハザードを選定した災害シナリオ

を設定すると共に、拠点及び拠点ペアを追加設定し、

地域の災害特性を踏まえた防災機能評価を実施した。

また越波を新たな災害シナリオとして設定した。 

個別災害ごとの災害シナリオの設定と共に、拠点及

び拠点ペアを追加設定した場合の評価結果を表-2 に

示す。地域課題である越波に対する脆弱度評価を反映

することができ、また整備有無での改善効果が見られ

るケースもあることが確認された。 

 

表-2 災害シナリオ及び拠点・拠点ペアを設定した評価結果 

災害 拠点 脆弱度 備考 

シナリオ ペア数 整備無 整備有  

全災害 3 
D 

1.00 
D 

1.00 
現行評価手法 

地震 3 
D 

1.00 
D 

1.00 
個別災害設定 

津波 3 
D 

1.00 
C 

0.67 
個別災害設定 

豪雨豪雪 3 
C 

0.81 
C 

0.81 
個別災害設定 

越波 3 
C 

0.70 
B 

0.03 

地域の災害特性

を考慮し追加設

定 

 

(3)時間軸シナリオを設定した場合の防災機能評価

の算出・整理 

現行のマニュアル評価では災害発生直後を想定した

評価を実施しているため、時間経過に伴う通行止め時

間の長短による影響を考慮しきれていない。そのた

め、実際の個別災害による道路の通行止め履歴や、一

定時間の経過に伴い道路が段階的に復旧する状況が把

握できる VICS データを用いて、時間経過に伴い道路

が段階的に復旧する時間軸シナリオを設定し、防災機

能評価を実施した。 

設定した時間軸シナリオを表-3 に、評価結果を表-

4 に示す。各時間軸別に脆弱度を確認すると、整備有

無共に時間経過に伴う道路の段階的な復旧による脆弱

度の改善が見られた。また、7 年間累積（災害発生直

後）では整備有無共に脆弱度 1.00（D）と道路整備に

よる改善効果が見られなかったが、6 時間未満解除

（災害発生 6 時間後）において、時間経過を考慮する

ことで道路整備による脆弱度の改善効果が見られた。 

 

 

表-3 設定した時間軸シナリオ 

時間軸 

シナリオ 
設定条件 

① 
7 年間累積(対象期間に通行規制実績があるリンク) 

（災害発生直後） 

② 
①から 1 時間未満で規制解除されたリンク除外 

（災害発生 1 時間後） 

③ 
①から 3 時間未満で規制解除されたリンク除外 

（災害発生 3 時間後） 

④ 
①から 6 時間未満で規制解除されたリンク除外 

（災害発生 6 時間後） 

⑤ 
①から 12 時間未満で規制解除されたリンク除外 

（災害発生 12 時間後） 

⑥ 
①から 1 日未満で規制解除されたリンク除外 

（災害発生１日後） 

⑦ 
①から 2 日未満で規制解除されたリンク除外 

（災害発生 2 日後） 

⑧ 
①から 3 日未満で規制解除されたリンク除外 

（災害発生 3 日後） 

⑨ 
①から 1 週間未満で規制解除されたリンク除外 

（災害発生 1 週間後） 

 

表-4 時間軸シナリオを設定した評価結果 

時間軸 

シナリオ 

7 年間 

累積 

1 時間 

未満

解除 

6 時間 

未満

解除 

1 日 

未満

解除 

3 日 

未満

解除 

ペア数 2 2 4 4 8 

脆

弱

度 

整備

無 
D 

1.00 
D 

1.00 
D 

1.00 
D 

1.00 
C 

0.50 

整備

有 
D 

1.00 
D 

1.00 
B 

0.31 
B 

0.30 
B 

0.13 

 

2.道路事業の多様な効果の計測手法の事例収集・整理 

都道府県及び政令指定都市で実施された道路事業評

価において、多様な効果に関する事例収集を行い、評

価手法を検討した。また、多様な効果の具体的な評価

手法等について確認するため、自治体へのヒアリング

を実施した。 

次に、直轄事業の事業評価における現状等を把握す

るため国道事務所へのヒアリングを実施した。ヒアリ

ングでは、事業評価監視委員会での説明事項や再評価

実施にあたっての整理内容等について確認を行った。 

 

［成果の活用］ 

本研究では、道路ネットワークにおける防災機能評

価の改良に関する基礎的分析、道路事業の多様な効果

の計測手法の事例収集・整理を実施した。 

防災機能評価の改良に関する検討を進めることで、

防災効果をより適切に評価できる可能性が示された。

またこれまでの事業評価結果について詳細に把握する

ことで、より適切な事業評価の実施に寄与することが

期待される。 
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経済分析手法による道路整備の 

幅広いストック効果把握に関する調査 
Research on using economic analysis method to grasp wider stock effects by road construction 

facilities. （研究期間 令和元年度～令和 2 年度） 
 
社会資本マネジメント研究センター  室長 小俣 元美 

建設経済研究室 Head OMATA Motoyoshi  

Research Center for Infrastructure Management 主任研究官 原野 崇 

Construction Economics Division Senior Researcher HARANO Takashi  
 

The purpose of this study is to sort out the characteristics and issues in utilizing various economic analysis 

methods when grasping the economic effects of road investment, through examinations such as applicability of 

overseas economic analysis methods, improvement of accuracy of existing methods, and estimation by calculation 

of economic effects using economic analysis methods. 
 

［研究目的及び経緯］ 

社会資本整備のストック効果を最大限に発揮するた

め、ストック効果を積極的に把握し、これを「見える

化」、さらに「見せる化」することを通じて、社会資本

の利用者等との対話や行政自らの気づき、さらには国

民理解の醸成などに努めるべきとされている（社整審

計画部会専門小委提言）。 そのため、ストック効果「見

える化」「見せる化」に努めるため、国土技術政策総合

研究所ではストック効果をより幅広く、かつ定量的に

捉えるための調査研究を行っている。 

本調査は、道路整備による経済効果の把握にあたり、

海外の経済分析手法の適用性、既存手法の精度の向上、

経済分析手法を用いた経済効果の試算を行うことによ

り、各種経済分析手法の活用上の特徴や課題の整理を

ふまえた、ストック効果を定量的に幅広く算定する手

法の普及･活用に資することを目的とする。 

［研究内容及び成果］ 

1.「広範な経済効果(WEI)※」におけるパラメータ推計 

英国等で取組が進められている WEI の計測方法は、

ストック効果について利用者便益以外の効果を幅広く

捉えようとするものである。本調査では、この計測方

法の日本での適用に資するため、英国交通省のガイド

ラインで示された計測方法で必要となる主なパラメー

タの日本での設定値について検討を行った。  

（1）英国指針における算定式とパラメータ 

英国交通省が 2018 年 5 月に改訂した「交通分析に関

する指針（Transport Analysis Guidance）」における、Wider 

Economic Impact のガイドラインでは、利用者便益以外

の「広範な経済効果」（Wider Economic Impact）として、

｢不完全競争下の生産性変化(WEIa2.2)｣、｢労働市場の

変化(WEIa2.3)｣｢WEIa2.4：集積の経済(WEIa2.4)｣等の

経済効果の算定方法が提示されており､その算定式の

中に設定が必要となるパラメータが複数含まれている｡ 

（2）日本への適用のための各パラメータの推計 

英国の算定式を日本で適用することを前提に、各パ

ラメータの日本へ適用(置き換え)するための推計を行

った。英国と日本では、データに関する状況が異なる

ことから、我が国で適用する場合を想定し、データ取

得可能な範囲内でのパラメータの推計となった。 

推計した各パラメータの値は、英国値とほぼ同値の

ものから異なるものまで様々となった。特に集積効果

の弾力性は産業カテゴリーによっては推計が困難なも

のもあり、これらについては、関連文献等の知見を活

用した類推の必要があると考えられる。 

表-1  WEI 算定における主なパラメータ 

主なパラメータ 英国 本調査 
 t：アップレート率（WEI a2.2） 

（日本：ラーナー指標×価格弾力性で推計） 0.10 0.09 

τ1：既存労働者に課される税率（WEI a2.3） 
（日本：平均所得の税率から推計） 0.30 0.30 

τ2：新規労働者に課される税率（WEI a2.3） 
（日本：高校卒初任給の税率から推計） 0.40 0.15 

ε：賃金に対する労働供給の弾力性（WEI a2.3） 
（日本：日銀の公表値をもとに推計） 0.10 0.39 

η：新規労働者と既存労働者の所得比(WEI a2.3）
（日本：高校卒初任給と全国値から推計） 0.69 0.47 

 
表-2 WEIの集積効果算定における各産業の弾力性(ρk) 

産業（k）に係る集積効果の弾力性 ρk 英国 本調査推計 

農業 － -0.296 

製造業 0.021 -0.101 

建設業 0.034 0.095 

不動産業 － 0.292 

消費者サービス 0.024 － 

生産者サービス 0.083 － 
 
【参考】WEI の主な算定式とパラメータ 
○｢不完全競争下での生産性変化｣効果の算定式(WEI a2.2) 
＝業務目的利用者便益×t(アップレート率) 

○「新たな労働力による税収増」効果の算定式（WEI a2.3） 
＝τ1(税率1)×新たな労働力によるGRP(域内総生産)増加 

＋τ2(税率2)×労働者の従業地変更によるGRP増加 
新たな労働力によるGRP増加＝ε×通勤時間短縮度×新  
規労働者所得（=η×既存労働者所得） 

○「集積経済」効果の算定式（WEI A2.4） 
＝効率密度伸び率^𝜌𝑘×GRP(域内総生産) 

※英国交通省が 2014 年 1 月に発表した「交通分析に関する指針（Transport Analysis Guidance）」において、利用者便益以外の集積
の経済等の間接的な経済効果を「ワイダー・エコノミック・インパクト（Wider Economic Impacts）」として算定する手法。 
（URL）https://www.gov.uk/government/publications/tag-unit-a2-1-wider-economic-impacts  
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2.マクロ計量経済モデルによる経済効果の試算 

「道路の中期計画（素案）」（2007 年 11 月）に用い

られたマクロ計量経済モデル（標準モデル）及び今回

設定した複数の改良モデルについて、昭和 55 年度か

ら令和元年度までの経済データを用いてパラメータを

設定し、所要時間の短縮によるアクセシビリティの向

上を仮定して道路投資による経済効果（フロー効果及

びストック効果）を算定した。 

（1）データ収集・整理及び算定 

全国マクロ計量経済モデルの構築に必要となる経済

データ（GDP、人口、消費者物価指数等）及び道路に

よる生活圏間所要時間データについて、昭和 55 年度

～令和元年度のデータを収集した。その上で収集した

経済データに基づき、全国マクロ計量経済モデルのパ

ラメータを設定し、1 兆円の道路投資によるフロー効

果およびストック効果(10 年間)の算定を行った。 

（2）複数モデルによる算定結果 

本調査では、従来の標準モデルに加え、複数モデル

(下記)を構築の上、算定を実施した。（表-3） 
 
表-3 マクロ計量経済モデルによる経済効果の試算 

(注)１兆円の道路投資による 10 年間の効果の合計 

・修正標準モデル：従来の標準モデルを基に、アクセシビリティ

指標に人口の増加を考慮したモデル。 

・TFPモデル：アクセシビリティにより「TFP：全要素生産性」への  

変化の関数を追加したモデル。 

・自己回帰モデル：標準モデルの自己相関の課題に対応する 

め、ラグ（前年度変化の差分）変数を導入するモデル。 

各モデルの推計結果からは全てのモデルで投資額を

超える結果となったが、課題点の改善を試みた自己回

帰モデルの値が他モデルと大きく異なる結果となった。 

 

3.SCGE分析を用いた高速道路整備による地域別･産業

別経済効果の把握 

全国の高規格幹線道路整備の経済効果について、地

域別、産業別の効果を年次別に把握するため、空間的

応用一般均衡（SCGE）モデルを用いて推計を行った。 

(1) 地域別･産業別経済効果の計測法 

1965年以降2016年までの高規格幹線道路整備による

経済効果について、空間的応用一般均衡（SCGE）モデル

を用いて地域別（207生活圏）、産業別（16産業）に計測

した。計測にあたっては、1965年から概ね10年ピッチ

で交通ネットワークを構築し各年次の地域間所要時間

を算出することで年次別の経済効果(付加価値額変化

及び便益)を計測した。 

(2)地域別の付加価値額変化と便益（年間） 

企業側への帰着効果とされる付加価値額変化（年間）

は、関東への効果が最も大きく、関東から離れるほど

効果が小さくなった（図-1）。一方、消費者側への帰着

効果である便益は、付加価値額変化で負の値となって

いた地域においても正の効果が帰着している（図-2）。 

 

図-1 地域別付加価値額変化(年間)   図-2 地域別便益(年間) 
 
(3)年次別に見た累積の付加価値額変化等 

高規格幹線道路が整備された1965年～1970年の効果

では、東名・名神沿線の東海エリアで集中的に発現し

ているのに対して、1965年～1990年の効果では全国に

効果が波及し、1965年～2016年の効果では、その波及

が更に広がっていることが確認できた。 

なお、付加価値額変化を産業別にみると、1965年か

ら2016年までの累積としては「その他の製造工業製品」

が最も大きいが、1980年代までは「一般機械｣｢電気機

械･情報通信機器｣｢輸送機械｣の割合が比較的高かった。 

 

4.まとめ（各分析手法の課題点等） 

英国のＷＥＩの手法は、我が国における算定時での

パラメータの設定が課題であるばかりでなく、我が国

での適用可能かどうかの検証は行われておらず今後の

課題と考えられる。 

マクロ計量経済モデルによる経済効果の試算では、

計測上の改善を試みたモデルの算定結果をふまえると、

標準としているモデルも含めた各モデルの構造につい

ての再確認が必要である。 

SCGE分析による本推計では、生活圏間の所要時間変

化による分析としており、ゾーン(生活圏)内々の所要

時間変化についてはみていない。また､サービス業につ

いては、基本的にはモデル内での扱いに含めていない。

算定結果を読む際にはこれらの点についての留意が必

要であるとともに、その改善方策の検討が必要である。 

 

［成果の活用］ 

本研究で得られた成果は、事業主体や自治体等が、

社会資本整備の投資効果把握時や事業評価時において、

経済効果算出のための分析手法の選択・利用に際して

の基礎資料としての活用を予定している。 

(注)地域区分は経済産業局管区分. (注)地域区分は経済産業局管区分. 
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領域２ 

経済・生活に活力を生む道路ネットワークを形成し、 

有効活用を図る



 

※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 

安全で快適に移動できる道路空間の創出に関する検討  
A Study on creation of road space for safe and comfortable movement. 

（研究期間 平成 30 年度～令和 2 年度） 

道路交通研究部 道路研究室 室 長  横地 和彦 

Road Traffic Department Head  YOKOCHI Kazuhiko 

Road Division 主任研究官  田中 良寛 

 Senior Researcher  TANAKA Yoshihiro 

 研 究 官  根津 佳樹 

 Researcher  NEZU Yoshiki 

 交流研究員  西 公平 

 Guest Research Engineer NISHI Kohei 

 交流研究員  西岡 健太 

 Guest Research Engineer NISHIOKA Kenta 
  

The authors conducted a survey of traffic conditions such as saturation flow rate at signalized intersections. The 
authors also conducted driving experiments on road width and speed, and accumulated knowledge on road structure 
and road planning by collecting examples from overseas. 

 
［研究目的及び経緯］ 

道路のサービス向上等のため、安全性・快適性を確

保しつつ、多様なニーズや道路利用の変化に対応でき

る道路空間の創出が求められている。本研究では、多

様なニーズを踏まえた道路幾何構造の技術基準や運用

手法の構築に向けて、車道部幅員と走行速度に関する

走行実験や、信号交差点における飽和交通流率等の交

通実態調査、海外事例の収集等を行い、技術的根拠の

整理を行っている。 

 

［研究内容］ 

信号交差点における飽和交通流率の研究概要 

信号交差点の計画においては、交通の円滑性の観点

から交通容量を適切に設定することが重要である。交

通容量は飽和交通流率（車線別に青信号 1 時間あたり

に通過し得る最大の車両数）を基に算定されるもので

ある。本来、交通容量は観測される飽和交通流率を基

礎として算定されるが、新設交差点の計画のように観

測が困難な場合においては、飽和交通流率は基本値

（理想的な道路・交通条件において想定される飽和交

通流率）に車線幅員や縦断勾配といった道路・交通の

諸要因による補正率を乗じて推定した値（以下「推定

値」という。）を用いるのが一般的である。しかし、

推定に用いられる基本値や補正率は 30 年以上前に観

測した結果に基づいて定められた値であるため、近年

の車両性能やドライバー特性・意識の変化等により実

態と乖離している可能性が考えられる。そこで、本研

究では、飽和交通流率の実態を調査するとともに、適

切に飽和交通流率を推定するための新たな手法の構築

等に向けて基礎的分析を行ったものである。 

 
図-1 飽和交通流率の観測値 

［研究成果］ 

1.飽和交通流率の実態調査 

 実態調査は2019年 11月から12月にかけて東京都内

の 15 箇所の交差点で実施した。調査時間は交通量のピ

ーク時間を含む 6 時間とした。 

 本研究における飽和交通流率の観測結果（以下「観

測値」という。）は、直進車線では 1,386～1,782 台/青

1 時間、左折車線では 1,382～1,595 台/青 1 時間、右折

車線では 1,553～1,867 台/青 1 時間であった（図-1）。

直進車線及び左折車線では全ての観測箇所で基本値

(直進車線では 2,000 台/青 1 時間、左折車線及び右折

車線では 1,800 台/青 1 時間)を下回る結果が確認され

た。なお、図-1 に示す観測値は、いずれも補正を要す

る条件を含んでいない比較的理想的な道路・交通条件
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の交差点での結果である。 

2.実態調査に基づく基礎的分析・推定手法の検討 

飽和交通流率の推定値は、式(1)のように基本値に道

路・交通条件の諸要因による補正率（いずれも 1 以下

の値）を乗じて算出するものである。 

 𝑆 𝑆 𝛼 𝛼 𝛼 𝛼 𝛼 𝛼 1  

[ 𝑆 ：飽和交通流率の推定値（台/青 1 時間）、𝑆 ：飽和

交通流率の基本値（台/青 1 時間）、𝛼 ，𝛼 ，𝛼 ，𝛼 ，

𝛼 ，𝛼 ：車線幅員、縦断勾配、大型車混入率、バス停

留所、右折車混入、左折車混入による補正率] 

 一方、図-1 に示すように、補正を要さない道路・交

通条件下での観測結果であっても、基本値との乖離が

確認された。したがって、これらの実態が反映される

新たな推定手法を検討する必要があると考えられる。  

そこで、本研究では、飽和交通流率と飽和速度※、反

応時間、車頭間隔の関係性に着目し、既往研究を参考

に関係式(2)を求め、これを基に式(3)～式(5)に示す回

帰モデルを導出し、新たな推定手法として評価した。 

𝑆 3600/ 𝑡 3.6 ℎ 𝑉⁄ 2  

[ 𝑆：飽和交通流率（台/青 1 時間）、𝑡 ：反応時間（秒）、

ℎ ：車頭間隔（m）、𝑉：飽和速度（km/h）] 

𝑆 3600 1.35 3.6 7.0 𝑉⁄⁄ 3  

𝑆 3600 1.20 3.6 7.0 𝑉⁄⁄ 4  

𝑆 3600 1.04 3.6 6.0 𝑉⁄⁄ 5  

[ 𝑆 ：直進車線の飽和交通流率（台/青 1 時間）、𝑆 ：左

折車線の飽和交通流率（台/青 1 時間）、𝑆 ：右折車線

の飽和交通流率（台/青 1 時間）]  

※ 飽和速度：青表示時間に待ち行列から発進する飽和

状態の車両が停止線を通過する速度であり、停止線

から任意速度計測断面までの距離を、車両が通過に

要する時間で除し算出 

3.飽和交通流率の推定手法の評価 

図-2～図-4 に、観測値と推定値（式(3)～式(5)によ

り算出した飽和交通流率及び従来の推定手法による飽

和交通流率）の関係を示す。式(3)～式(5)により算出

した推定値は、直進車線及び左折車線では比較的精度

良く推定できている。右折車線については、観測値と

基本値の乖離が小さいことから、本稿の推定手法の有

用性の確認には至らなかった。 

 

［成果の活用］ 

本研究結果は、信号交差点の計画・設計における技

術基準、マニュアル等の改定に資する基礎資料として

活用する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 観測値及び推定値（直進車線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 観測値及び推定値（左折車線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 観測値及び推定値（右折車線） 
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領域３ 

新たな情報サービスを創造し、利用者の満足度を向上させる



地方への ITS 技術展開に関する研究 
Research on promoting Introduction of ITS technology to rural areas 

（研究期間 令和元年度～令和 3 年度） 

道路交通研究部 高度道路交通システム研究室 室 長 関谷 浩孝 

Road Traffic Department Head SEKIYA Hirotaka 

Intelligent Transport Systems Division  主任研究官 小原 弘志  

 Senior Researcher OBARA Hiroshi 

 研 究 官 寺口 敏生 

 Researcher TERAGUCHI Toshio 

 交流研究員 花守 輝明 

 Guest Research Engineer HANAMORI Teruaki 

交流研究員 清水 大輔 

 Guest Research Engineer SHIMIZU Daisuke 

  

The National Institute for Land and Infrastructure Management is investigating the method to promote Introduction 
of ITS technology to rural areas and confirming its effectiveness through training activities. This year, we were unable 
to conduct face-to-face training due to the impact of the COVID-19 disaster, so we planned and implemented online 
training program and analyzed its effects. 

 
［研究目的及び経緯］ 

国土交通省では、「IT 総合戦略本部地方創生 IT 利

活用促進プラン」（H27.6）に基づき、ETC2.0 をはじ

めとする ITS（Intelligent Transport Systems）基

盤の構築を進めている。しかし、地方では ITS の考え

方や実践方法を熟知し、導入方法を提案できる道路管

理者が育成されていないため、ITS の活用が進んでい

るとはいえない。そこで、国土技術政策総合研究所

（以下、「国総研」という。）では、ITS 技術を地方に

展開して地域固有の課題を解決することを目的に、土

木学会への委託研究などを通じた検討を行ってきた。 

土木学会への委託研究では、ITS 技術の地方展開に

対する課題を把握する目的で、有識者に対しニーズの

調査を行い、対応する技術開発を実施してきた。例え

ば、可搬型の ETC2.0 路側機を開発し、観光地等で季

節的に発生する大規模な渋滞などの事象調査に活用で

きることを確認した。一方、地域の課題を共有し、合

意を得ながら ITS 施策を進めるための意見交換会を試

行し、ITS に限定しない広範な参加者による議論を行

うことで、地域の人々から「課題意識」を聞き取る効

果を確認した。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、対面での意見交換の機会を設けられない状況が続

いている事から、オンライン形式での研修プログラム

を立案・実践し、その効果を分析した。 

［研究内容］ 

1.オンライン研修の計画・立案 

オンライン研修は、地域 ITS の内容と事例に関する

知識を身につける座学と実践の場であるグループワー

クの 2 種類の形式を計画した。 

座学では、次に示す 5 区分の内容を講義できるよう

に研修カリキュラム(表-1)を検討した。 

 

① 地域 ITS の概要や施策目的等の基礎 
② 地域 ITS の先行事例地域の紹介 

③ 国土交通省の ITS 施策の概要 

④ 地域 ITS の計画手法 

⑤ 地域 ITS のプロジェクト推進及び運営のための

組織論、資金計画等 

グループワークでは、受講者 3～4 名を 1 グループ

として、提示した地域（図-1）が抱える課題に対し

ITS を用いた課題解決の方法について議論し、その結

表-1 地域 ITS 研修の座学のカリキュラム 

No. 担当者所属・氏名 
講義

区分 
講義内容 

0 
東京都立大学 

清水 哲夫 先生 
特別 研修概要説明 

1 
呉工業高等専門学校 

神田 佑亮 先生 
② 

地域 ITS 事例（災害禍のモ

ビリティデザインと ITS） 

2 
琉球大学 

神谷 大介 先生 
② 地域 ITS 事例（沖縄） 

3 
東京都立大学 

清水 哲夫 先生 
① 地域 ITS 概論 

4 
東京大学 

福田 大輔 先生 
① 

次世代モビリティを支える

交通ビッグデータ 

5 
東京都立大学 

清水 哲夫 先生 
⑤ 地域 ITS 運営 

6 
岐阜大学 

倉内 文孝 先生 
⑤ 

地域 ITS 運営 

（中部地区における事例） 

7 
国土交通省道路局 

ITS 推進室長 
③ 自動運転と道路インフラ 

8 
国土技術政策総合研

究所 ITS 研究室主研 
③ 国総研の ITS 研究 

9 
北海道大学 

岸 邦宏 先生 
④ 地域 ITS 計画 

10 
東京大学 

布施 孝志 先生 
④ 

地域 ITS 計画 ～空間情報学

と AIの観点から～ 

11 
政策研究大学院大学 

森地 茂 先生 
特別 国土・地域の課題と ITS 

12 
東京都立大学 

清水 哲夫 先生 
特別 

これからの交通事業と 

地域 ITS 
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果を発表資料としてとりまとめる実践形式の研修を行

った。各グループには、議論を円滑に進めるためのフ

ァシリテータが参加し、グループワークを通じて地域

ITS の考え方や実践方法、及び合意形成のプロセスの

体得を支援することとした。 

2.オンライン研修の環境構築 

オンライン研修は、Web 会議システム（Zoom）を用

いて実施した。また、座学の講義内容は動画配信サイ

ト（Youtube）を通じて配信し、指定の日時に参加で

きなかった受講者や再学習を希望する受講者が、研修

内容を確認しやすい環境を整えた。 

3.研修の効果測定 

 研修の効果を測定するために、研修受講者 163 名に

対してアンケート調査を実施したところ、うち 43 名

から回答を得た。回答者の職業を調査したところ、行

政関係者が 18 名、コンサル含む民間企業が 18 名、7

名がその他だった。また専門分野の内訳では、交通工

学が 12 名、社会基盤が 11 名、情報通信が 10 名とな

っており、地域 ITS に密接に関係する都市計画、公共

交通、まちづくりや観光関係は少数であった。以上の

受講者を母集団として、オンライン研修の効果や課

題、研修の実施頻度や開催形式に対する希望や特に関

心が高まった ITS 技術についての意見を収集・分析

し、効果的な研修法方法について考察した。 

 

［研究成果］ 

1. オンライン研修の効果や課題 

アンケート結果を確認したところ、座学の研修に

Web 会議システムと動画配信サイトを用いることに対

し、否定的な意見は見られなかった。これは、経験頻

度の差はあっても、全回答者が日常業務においてオン

ライン会議を利用していたためと考えられる。 

一方、グループワークにおいては、オンラインでの

意思疎通の難しさが指摘された。その理由を詳しく分

析すると、Web 会議の画面に受講者の顔が表示されて

いたグループに比べ、表示されていないグループに

て、意見交換が難しかったという回答が多かった。こ

れは、顔が非表示の場合、ユーザの反応が確認できな

かったことが原因であると考えられる。このことか

ら、グループワークのような議論の場では、オンライ

ンであっても参加者の表情や反応を確認できることが

重要であることが分かった。 

2. 研修の実施頻度や開催形式に対する希望 

実施頻度に着目してアンケート結果（図-2）を確認

すると、回答者の過半数（30 名）が年一度の開催を

希望した。また、開催形式に着目すると、回答者の約

半数（23 名）が「年一度の対面・オンライン併用に

よる情報提供」を希望し、次いで「2 から 3 年に一度

のオンライン」を希望する回答が多かった。このこと

から、オンラインでの開催形式に対する抵抗感が低い 

 

ことが明らかとなった。一方、座学形式の研修では、

任意のタイミングで視聴可能なビデオ配信形式が有効

であると想定していたが、アンケート結果では希望者

が少なかった（3 名）。これは、研修内容が高度であ

ったため、質疑応答ができる形式が望まれたからと考

えられる。 

3. 特に関心が高まった ITS 技術 

アンケート結果より、研修参加者には、自動運転バ

スを用いた公共バスや ETC2.0 プローブ情報を用いた

交通動態への分析への関心が高まり、次いで観光地渋

滞対策、MaaS（Mobility as a Service）、地域づく

り・活性化等の周辺事業領域への関心が高まったこと

が把握できた。以上の結果より、本研修を通じて、地

域 ITS への理解と関心が深まったことが確認できた。 

 

［成果の活用］ 

本調査を通じて、オンラインに移行した際の影響と

課題が明らかとなった。本調査結果は、次年度以降の

地域 ITS 研修の開催形式やカリキュラム設計の参考資

料として活用する。次年度以降の研修では、道路行政

や交通工学を専門としない者への研修効果も詳しく確

認する予定である。 

図-1 グループワークで提示した地域の課題例 

 

 

図-2 研修の開催形式や実施頻度に関するアンケート結果 
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ETC2.0 プローブの効率的処理に関する研究 
Research on efficient processing of ETC 2.0 probe data 

（研究期間 令和元年度～令和２年度） 

道路交通研究部 高度道路交通システム研究室 室 長 関谷 浩孝 

Road Traffic Department Head SEKIYA Hirotaka 

Intelligent Transport Systems Division  主任研究官 小原 弘志  

 Senior Researcher OBARA Hiroshi 

 研 究 官 寺口 敏生 

 Researcher TERAGUCHI Toshio 

 交流研究員 花守 輝明 

 Guest Research Engineer HANAMORI Teruaki 

交流研究員 清水 大輔 

 Guest Research Engineer SHIMIZU Daisuke 

  

In this study, based on the knowledge obtained through field trials corresponding to the five types of introduction 
case, we create a "Portable Roadside Unit Installation Manual (draft)", which was organized method of operating 
portable roadside units. 

 
［研究目的及び経緯］ 

国土交通省では、ITS スポット等の路側機により

ETC2.0 プローブ情報を収集し、道路管理に活用して

いる。ETC2.0 プローブ情報には、加減速や方向転換

等の車両挙動に加え移動軌跡が記録されており、そ

れらを分析することで、観光地の渋滞分析や災害時

の通行実績把握等が可能である。路側機は主に高速

道路と直轄国道に設置されており、設置箇所から離

れた地域の ETC2.0 プローブ情報は収集されにくい

状況にある。そこで、国土技術政策総合研究所（以

下、「国総研」という。）では、高速道路や直轄国道

からは遠い観光地や被災地等におけるプローブ情報

の収集支援を目的とし、任意の場所に設置可能で機

動的に運用できる可搬型の ETC2.0 プローブ情報収

集用路側機（以下、「可搬型路側機」という。）の仕

様や運用方法を検討してきた。 

国総研の仕様に基づき作成された可搬型路側機

は、平成 29 年以降、全地方整備局に順次配備され

ている。しかし、可搬型路側機の利用目的や設置方

法、及び運用における留意事項等が十分に周知され

ておらず、有効活用されていないのが現状である。 

本研究では、可搬型路側機の活用促進を目的とし

て、5 種類の導入ケースに対応した現場試行を通じ

て、可搬型路側機の設置場所・方法の検討や設置に

係る協議、運用に係る諸手続き等の整理を行った。

また、これらの試行を通じて得られた知見を基に、

可搬型路側機の運用方法を整理した「可搬型路側機

設置マニュアル（素案）」を作成した。 

 

［研究内容］ 

1. 可搬型路側機の設置計画の立案 

 可搬型路側機は、常設型の路側機と比較してより柔

軟に特定地域や特定課題に絞った情報収集が可能であ

る。そのため、可搬型路側機を活用するためには、設置

目的を明確化しなければならない。本研究では、5 ケー

ス（表-1）の設置目的に対応した調査地域を選定し、可

搬型路側機の設置地点、設置期間、稼働時間、設置場

所、設置方法、電源供給方法等を検討した。そして、検

討結果に基づき現地調査を行い、設置計画を立案した。 

2. 可搬型路側機の導入手順の整理 

 可搬型路側機の導入に当たっては、計画立案、設置

準備、設置、管理及び撤去の 5 つの手順が発生する。

本研究では、各手順の具体的な実施内容と必要な期間

及びクリティカルパスとなる工程を確認した。また、

その成果を基にスケジュールを立案し、表-1 に示す 5

ケースの調査地域に対し可搬型路側機を設置した。そ

の結果、無線局免許手続き、道路使用許可申請や道路

占用許可申請等の行政手続きをクリティカルパスと捉

えて前後のスケジュールを調整することが有効である

と分かった。 

 

表-1 可搬型路側機の導入ケース 

No. 調査目的 調査地域 

1 観光地の渋滞把握 倉敷美観地区周辺 

2 災害発生時を想定
した交通流動把握 

岡山県総社市、 
倉敷市旧真備町周辺 

3 広域経路選択分析 広島空港周辺 

4 生活道路における
交通流動把握 

岡山県早島町（総合
流通業務団地周辺） 

岡山県岡山市内 
（児童通学路周辺） 

5 
イベントに伴う 
渋滞状況把握 廣島護国神社周辺 

 
9



 

 

［研究成果］ 

1. 可搬型路側機の設置基準の整理 

 本研究の検討内容を基に、表-1 の 6 地域に可搬型

路側機を設置し、ETC2.0 プローブ情報を収集した。

現場では、既設の建物、自販機、電柱や看板柱等への

設置を検討し、各箇所の特徴、課題、選定理由及び非

選定理由を整理した。また、適した設置箇所がない場

合は、車両を用いて仮設する等の方法（図-1）を試行

し、データの収集に影響がないことを確認した。これ

らの検討を通じて、可搬型路側機の設置事例を作成す

るとともに、設置箇所の選定条件を明らかにした。 

2．ETC2.0 プローブ情報の分析と事例集（素案）の作成 

 可搬型路側機と常設の路側機で収集した ETC2.0 プ

ローブ情報を用いて、表-1 の各ケースにて、可搬型

路側機を設置した場合と設置しなかった場合のそれぞ

れで ETC2.0 プローブ情報の取得量の比較を行った。

その結果、実験地域、設置箇所や時間帯によってばら

つきは大きいものの、可搬型路側機を用いることで、

ETC2.0 プローブ情報の取得量は一様に増加したこと

を確認した。これは、常設の路側機が設置された高速

道路や直轄国道から離れた地域、特に中山間地におけ

る情報の取得量を拡充できたためである。 

 また、可搬型路側機の設置効果として、既存の路側

機では把握できなかった潜在的な交通需要や訪問者の

出発地の把握等、道路の利用実態の確認が可能である

ことが明らかになった。たとえば、表-1 の No.3 広島

空港の場合、付近にある 4 箇所の駐車場に路側機を設

置したところ、各駐車場の日あたりの利用状況の違い

や空港に訪問した車両の出発地の分布（図-2）が確認

できた。本成果を道路管理者に提供したところ、時期

ごとの駐車場需要の違いや効果的な車両誘導等の参考

資料として活用できるとの回答があった。また、表-1

の No.4 岡山市の場合では、移動経路や挙動、滞在時

間等の情報を基に、観光目的の車両か、日常生活上で

の訪問か、あるいは駐車場目当てか等の目的分析を試

行した。以上の試行や研究成果に基づき、「可搬型路

側機による ETC2.0 プローブ情報収集事例集（素案）」

を取りまとめた。 

3．可搬型路側機設置マニュアル（素案）の作成 

 本研究の成果を基に、道路管理者が可搬型路側機を

利用する場合に参照する「可搬型路側機設置マニュア

ル（素案）」を作成した。作成にあたっては、現場試行

を通じて明らかになった注意事項、失敗事例や反省点

を含め、下記の項目をとりまとめた。 

・可搬型路側機の設置・運用に必要な情報や留意点 

・配置計画の立案の流れ、具体の立案方法 

・設置場所の地権者等との調整 

・電波利用申請、道路使用許可申請等、申請手続き 

・可搬型路側機の固定方法 

・電源供給方法 

 

 

・通信回線の構築、契約作業 

・ビデオカメラの活用方法 

・稼働試験・調整の手順 

・稼働状況のモニタリング、装置の点検 

・ETC2.0 プローブ情報の収集方法 

・携帯型蓄電池の交換、仮設発電機の燃料補給等 他 

 

［成果の活用］ 

本研究を通じて、「可搬型路側機による ETC2.0 プロ

ーブ情報収集事例集（素案）」と「可搬型路側機設置マ

ニュアル（素案）」を作成した。これらの研究成果を

各地整に提供することで、可搬型路側機による調査

実施の促進と円滑化の実現に資することが期待され

る。また、事例集（素案）を充実させ道路管理者に提

供することで、可搬型路側機による地域 ITS の導入

促進を図る。 

 

図-1 可搬型路側機の設置例（岡山県早島町） 

 

 
図-2 広島空港への訪問車両の出発地域分布 

（赤枠は広島県内の訪問車両） 
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簡易型路側機を活用した車両運行管理の高度化に関する研究 
Research on advanced management of logistics vehicles using Low-cost ETC2.0 Road-Side Units. 

（研究期間 令和元年度～令和 3 年度） 

道路交通研究部 高度道路交通システム研究室 室 長 関谷 浩孝 

Road Traffic Department Head SEKIYA Hirotaka 

Intelligent Transport Systems Division  主任研究官 小原 弘志  

 Senior Researcher OBARA Hiroshi 

 研 究 官 寺口 敏生 

 Researcher TERAGUCHI Toshio 

 交流研究員 花守 輝明 

 Guest Research Engineer HANAMORI Teruaki 

交流研究員 清水 大輔 

 Guest Research Engineer SHIMIZU Daisuke 

  

In this study, we evaluated the introduction effect of Low-cost ETC2.0 Road-Side Units (Low-cost RSU) by field 
experiments. In addition, we developed a function to identify vehicles using Low-cost RSU to transmit information to 
an external device. Furthermore, we organized use cases of Low-cost RSU, confirmed operational constraints and 
compiled them as operation plan of Low-cost RSU. 

 
［研究目的及び経緯］ 

国土交通省では平成 30 年より、物流事業者等を対

象に、運行管理の効率化やドライバーの安全確保等の

取組を支援することを目的として、所有する車両のプ

ローブ情報（以下、「特定プローブ情報」という。）を

配信する「ETC2.0 車両運行支援サービス」を本格導

入している。国土技術政策総合研究所では、上記サー

ビスの品質向上を目的に、道の駅や物流拠点等に簡易

に設置可能な路側機（以下、「簡易型路側機」とい

う。）の開発を進めてきた。開発した簡易型路側機

は、平成 30 年度より物流拠点や工事現場等に設置

し、導入効果を検証している。その過程で、物流拠点

等において個々の車両を識別して通過ゲートを制御し

たり、行き先のガイダンスを行ったりすることへの

ニーズが確認された。当該機能の追加により車両運行

支援サービスの利便性の向上が見込まれる。 

本研究では、まず簡易型路側機を導入した 6 現場で

得られた計測データを基に、導入効果を評価した。次

に、上記ニーズに対応するための機能を開発した。さ

らに、簡易型路側機のユースケースを整理し、運用上

の制約条件等を確認して「簡易型（拠点用）路側機運

用体制案」として取りまとめた。 

 

［研究内容と成果］ 

1. 簡易型路側機の導入効果の評価 

表-1 に示す 6 箇所に導入した簡易型路側機により

プローブ情報が取得可能となった路線の区間、取得タ

イミング、取得データ数を比較し、プローブ情報の取

得率の増加量等を評価した。例えば、中間貯蔵施設①

（福島県双葉郡大熊町東大和久）は従来型路側機が付

近に設置されておらず、経路情報の一部が欠損してい

た。そこで、中間貯蔵施設①に簡易型路側機を設置し 

表-1 簡易型路側機の導入現場 

地名 導入現場名 

岡山県浅口市 玉島笠岡道路トンネル掘削工事現場 

福島県双葉郡 

大熊町東大和久 
中間貯蔵施設① 

福島県双葉郡 

双葉町 
中間貯蔵施設② 

福島県双葉郡 

大熊町夫沢中央台 
中間貯蔵施設③ 

福岡県福岡市 九大学研 都市駅前バスターミナル 

岐阜県山県市 東海環状道路トンネル掘削工事現場 

 

図-1 取得延長が増加した事例（中間貯蔵施設①） 

 
11



 

 

たところ、図-1 に示す経路のデータが取得できたこ

とから、経路の取得延長を増加できていることを確認

した。 

2．ASL-ID 抽出部の仕様書（案）の作成 

簡易型路側機にて事前に登録された車両の通過を把

握するには、ETC2.0 車載器の個体識別番号である

ASL-ID（Application Service Layer ID）を抽出する

機能を備えた装置（以下、「ASL-ID 抽出部」とい

う。）の追加が必要である。当該装置の追加に際して

は、従来の簡易型路側機の機能や性能に影響を与えな

いことが前提となる。そこで、既存の簡易型路側機の

システム構成や動作検証を通じて、ASL-ID 抽出部の

適切な実装方法（図-2）を検討した。そして、ASL-ID

抽出部に必要な機能要件案を整理して「簡易型（拠点

用）路側機（ASL-ID 抽出部）」の仕様書（案）を作成

した。さらに、仕様書（案）に則り ASL-ID 抽出部を

試作（図-3）し、ユースケースを再現した実験環境の

下、想定通りに動作することを確認した。また、実験

結果を基に、ASL-ID 抽出部を追加した場合における

簡易型路側機の運用上の課題を整理した。 

3. 簡易型路側機運用体制案 

 高速道路や直轄国道に設置されている従来型路側機

は、道路管理者が運用を担っている。これに対し、簡

易型路側機は、道路管理者のみならず民間企業を含む

様々な事業者により設置されることも想定されるた

め、一元的な運用は難しい。また、簡易型路側機は現

場に設置する個々の無線部と、それらを統括して管理

する制御部に分けられ、それぞれ管理者が異なる場合

も想定される。これらの事項を踏まえて、設置時から

運用開始時までの作業内容を抽出し、留意点等を考慮

した上で各管理者の役割分担を整理して、簡易型路側

機の運用スキーム案（表-2）を作成した。また、設置

作業時に必要となる、無線局免許の申請書類の作成方

法を含む簡易型路側機の現場導入に必要な作業内容、

公的手続き、想定される運用費用や留意事項を取りま

とめて「簡易型（拠点用）路側機運用体制案」を作成

した。同時に、簡易型路側機を導入するユースケース

事例として下記の 4 ケースを想定し、上述した運用体

制案と照らし合わせながら、導入手順、運用方法や留

意事項を抽出した。 

 

A．特定廃棄物輸送業（放射性汚染土輸送管理を含

む）  

B．緊急自動車等運行管理（運行管理及び交通統計

調査上の取り扱い方針）  

C．建設車両運行管理（建設残土運搬等の建設現場

における運行管理支援）  

D．物流倉庫（多くの運送事業者が関与する物流倉

庫における運用支援） 

 

［成果の活用］ 

本調査を通じて、簡易型路側機の現場導入の効果を

確認した。また、ASL-ID 抽出部の開発を通じて、簡易

型路側機の利便性を向上させた。さらに、簡易型路側

機の普及促進を目的に、運用体制案を作成した。本調

査結果は、次年度以降の簡易型路側機の現場導入時の

参考資料として活用し、簡易型路側機による運行管理

支援の高度化を進めると同時に、技術の普及に取り組

んでいく予定である。 

図-2 簡易型路側機への ASL-ID 抽出部の追加 

 

図-3 ASL-ID 抽出部の試作 

 

表-2 簡易型路側機の運用スキーム案 
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道路管理のための点群データの効率的な管理手法に関する研究 
Reserch on an efficient method of data management of point cloud data for road management. 

（研究期間 令和２年度～令和４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 西村 徹 

Research Center for Infrastructure Management Head NISHIMURA Toru 

Information Platform Division 主任研究官 大手 方如 

 Senior Researcher OOTE Masayuki 

 交流研究員 細川 武彦 

 Guest Research Engineer HOSOKAWA Takehiko 

 交流研究員 難波 雄二 

 Guest Research Engineer NANBA Yuji 
  

The Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism acquires the point cloud data on national roads with 
the Mobile Mapping System (MMS). It aims to share these data with private companies in the hope that these data 
will be used to solve problems in road traffic in the future. Taking into consideration to share of the point cloud data 
with private companies, we constructed a system to store and share these point cloud data, and organized the 
issues when actually operating this system. 

 
［研究目的及び経緯］ 

国土交通省では MMS（Mobile Mapping System：移

動計測車両測量システム）を各地方整備局等に導入

し、道路管理用車両等を用いて主に直轄国道上の点群

データを取得しているが、これらデータの利活用方法

の一つとして、道路交通上の課題解決を促す目的で、

民間企業と共有することが検討されている。 

一方、各地方整備局等が取得した点群データを集

約・保管し、利用する民間企業と共有するための仕組

みが存在しなかった。そのため、本研究では、点群デ

ータの保管・共有を行うためのシステム（以下、本シ

ステムという。）を構築した。また、点群等のデータ

を公募で選定された民間企業へ提供する実証実験を通

じて、本システムの改善点についてヒアリング調査を

行った。この結果からシステムの改良を行うとともに

次年度以降に検討を必要とする機能を整理した。 

 

［研究内容］ 
1. 点群データを保管・共有するためのシステム構築 

本システムの機能要件を検討するに当たり、まず、

点群データ等を既に取得・利用している民間企業に対

してヒアリングを行った。このヒアリングの結果か

ら、本システムに必要と考えられる機能要件として

「データ検索・特定機能」、「データ閲覧機能」、「デー

タ処理機能」、「データ保管機能」に大別される機能要

件が抽出された。これらのシステムの機能要件に基づ

き、本システムをクラウド上に試験的に構築した。以

下に、各機能について記載する。 

 

(1). データ検索・特定機能 

データ検索・特定機能については、地図上に取得路

線を表示するとともに、検索したいデータの特定が容

易になるよう、（4）で抽出された各データの路線名、都

道府県、データ取得時期、及び道路種別等のメタデー

タを用いて検索ができる仕様とした。データ検索・特

定機能に係るシステムのキャプチャ画面を図-1 に示す。 

 

 

 
図-1 データ検索・特定機能（キャプチャ画面） 

 

 (2). データ閲覧機能 

データ閲覧機能については、データが存在するすべ

ての箇所について利用者がブラウザ上で点群データと

画像データを連動させた画像を閲覧できる仕様とし

た。データ閲覧機能に係るシステムのキャプチャ画面

を図-2 に示す。 

 

(3). データ処理機能 

共有した画像をそのまま公開すると人の顔や車の 

路線名、データ取得

時期等の情報を入力 

検索結果を表示 

 地図上に取得済路線を表示 
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図-2 データ閲覧機能（キャプチャ画面） 

ナンバープレートなどの個人情報が残り、プライバシ

ーや肖像権の侵害が生じる可能性があるため、個人情

報については確実に削除する必要がある。しかし、デ

ータの取得延長が長いと処理作業の負荷が大きい。そ

のため、AI を用いた個人情報の自動マスキング処理

を実施した後に目視確認を行い、処理漏れの画像を手

動で処理した。なお、データ処理の対象は人の顔及び

ナンバープレートとした。 

本システムに登録した 1,224km のデータについて、

自動マスキング処理を実施した。総画像枚数

2,140,000 枚の内、約 400,000 枚に対してプライバシー

処理を実施し、約 20,000 枚（約 3%）の処理漏れがあ

ったので手動処理を実施した。処理漏れがあったの

は、ヘルメットや車のフロントガラス越しに写ってい

る顔や横顔、下向きや斜めに写っているナンバープレ

ート等であった。処理漏れの例を図-3 に示す。 

 

   
図-3 データ処理機能の処理漏れの例 

(4). データ保管機能 

データ保管機能については、各地方整備局等から集約

した点群データ等を管理するための保管、メタデータ

の抽出、ダウンロード機能等、以下の機能を実装する

仕様とした。 

・収集した点群データ等を登録及び削除する。 

・収集した点群データ等より、必要な情報（都道府県、

データ収集日時、道路種別、道路管理者及び使用機

材）を含むメタデータを抽出し登録する。 

・（1）で検索・特定されたデータを抽出しダウンロー

ドする。 

 

2.本システムについてのヒアリング調査と機能改良 

国土交通省では、道路交通上の課題解決等につなが

る利活用を促す目的で、民間企業から各地方整備局等

が取得した点群データの利活用案を公募した。公募の

結果選定された提案者に対して、点群データ及び画像

データを提供する実証実験を行った。選定された企業

は 5 社であった。 

そこで、本システムについてデータ利用者の視点か

らの意見を聞くために、上記 5 社にヒアリング調査を

行った。また、その結果を踏まえて、データ検索・特定

機能について改修を行った。改修内容とシステムに係

る今後の機能開発を検討する内容を表-1、表-2 に示す。 

 

表-1 データ利用者からの視点を踏まえたシステム改修内容 

 

 

 

 

 

 

表-2 システムに係る今後の機能開発を検討する内容 

 

［研究成果］ 

本研究では、点群データの保管・共有を行うための

システムを構築し、民間企業からヒアリング調査を行

い、実際に運用する際の課題を整理した。また、デー

タ利用者の視点から構築したシステム改良及び次年度

以降に検討を必要とする機能の整理を実施した。 

 

［成果の活用］ 

令和元年度より取得している直轄国道の点群データ

等の収集、管理、共有に、本研究で作成したシステムを

活用する予定である。 

①DRM-DBの道路ネットワークを用いて、指定した2点間に存
在する点群データを一覧化する機能。

② 今後追加予定の路線も地図上に表示し、具体的な取得予
定時期を確認できる機能。

③ 追加路線情報を記載したリリースノートを表示する機能。

④ 1度に複数シーンを閲覧できる機能。

検索結果一覧の中から 

閲覧したいデータを選択 

点群データ閲覧画面 

ヘルメットや車のフ

ロントガラス越しに

写っている顔 

横顔（本人が見たら

自分だとわかる可能

性がある） 

下向きで写っている

ナンバープレート 

斜めに写っている

ナンバープレート 

①  DRM-DBや 、国 総 研の 「 道 路 基 準 点 案 内 シス テム 」 で 公 開 
されている道路基準点データ等を用いた、位置検索機能。 

②  位置 検 索 した 地 点を 選 択する と 、周 辺 の 点 群 デ ータが 一 覧 
で表示される機能。 

③  シス テ ム 上 に 表 示 され る 道 路 種 別 デ ータ（ 背 景 地 図 ） の 更 
新時点の表記。 
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道路基盤地図情報を活用した道路管理支援システムの 

高機能化に向けた研究  
Study on sophistication and functionality of road management support system using road 

fundamental geospatial data. 

（研究期間 平成 29 年度～令和 2 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 西村 徹 

Research Center for Infrastructure Management Head NISHIMURA Toru 

Information Platform Division 主任研究官 大手 方如 

 Senior Researcher OOTE Masayuki 

 交流研究員 細川 武彦 

 Guest Research Engineer HOSOKAWA Takehiko 

 交流研究員 難波 雄二 

 Guest Research Engineer NANBA Yuji 
  

The Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism promotes the development of "road fundamental 
geospatial data," which is a type of large-scale road map, and works toward the realization of sophistication of road 
management, etc. utilizing "road fundamental geospatial data." 

Therefore, in order to display “the road ledger attached map” with the “road fundamental geospatial data” in GIS on 

the Web, we made the program to efficiently convert to GIS data from the “road ledger attached map”, and made 

GIS data of the road ledger attached map, with the goal of registering GIS data in all of the national highway. 

 
 

［研究目的及び経緯］ 

国土交通省では、大縮尺道路地図である「道路基盤

地図情報」の整備を推進し、道路基盤地図情報を活用

した道路管理等の高度化の実現に向けて取り組んでい

る。このため、国土技術政策総合研究所は、道路基盤

地図情報の整備や活用を促進するために必要となる基

準類の整備やシステム開発等を行っている。 

特にシステム開発等については、元データとなる道

路工事完成図の集約・登録・管理を行うと同時に、道

路基盤地図情報の活用を促進するために「道路管理支

援システム」等を開発・運用している。 

本研究は、道路基盤地図情報の活用促進方策として

道路台帳附図を道路基盤地図情報と同時に WebGIS で

ある「道路管理支援システム」上に表示させるため、

道路台帳附図を効率的に GIS データへ変換するプログ

ラム及び GIS データの作成等を行うものである。 

 

［研究内容］ 

1. 道路基盤地図情報の課題 

 道路基盤地図情報の登録率を表-1 に示す。高速道

路に関しては高い登録率となっているが、直轄の一般

国道については 37%となっており、低い水準に留まっ

ていることが分かる。原因としては、次の 2 点である

と考えられる。 

表-1 道路基盤地図情報の登録率(R2.5.30 時点) 

  道路管理 

延長 

(A)(km) 

道路基盤 

地図登録 

済延長 

(B)(km) 

登録率 

（B/A）

(%) 

高速道路（NEXCO） 9,370 9,166 98% 

都市高速道路 782 755 97% 

本州四国連絡高速道路  173 173 100% 

一般国道（直轄） 22,814 8,398 37% 

 

・道路基盤地図情報を作成する対象工事として、舗装

工 100 ㎡以上の工事としているため、規模の大きい

工事のない道路については整備されない。 

・道路基盤地図情報を作成する対象の工事であっても

作成されたデータに不備がある場合がある。この場合

データの登録ができない。データの不備としては、地

物のデータが対応するレイヤーにない、面のデータが

閉じられていない等がある。 

 

2. 登録率向上に向けた取り組み 

 課題を解決するために道路台帳附図を用いることに

より、道路基盤地図情報を補完することについて検討

した。道路台帳附図は全ての直轄の一般国道について

整備されているため、規模の大きい工事のない道路に

ついても登録可能である。一方、決まったフォーマッ
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トが存在しないため、事務所毎に形式が異なる。道路

台帳附図の形式を確認したところ、DXF,SXF 等のフォー

マットで電子データがあるものが 約 5,700km、それ以

外の画像や紙のものが約 16,900km の内訳であった。ま

た、電子データがあるもののうち GIS 上にデータを重

畳して表示するために必要となる座標データ有りが約

2,300km、無しが 3,400km の内訳であった。 

 

2.1．道路管理支援システムの改良 

 道路基盤地図情報を地図上に表示する Web システム

である道路管理支援システムを改良し、道路台帳附図

の表示も可能とした。従来の道路工事完成図の表示で

は車道や歩道など面的な地物は面として作図され、地

物の種類毎に表示/非表示を選択可能である(図-1)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 道路工事完成図の表示例 

 道路台帳附図の表示では新たに 1 つのレイヤーを設

け、単一のレイヤーに線として表示することとした(図

-2)。情報を単純化することにより、データ不備により

登録できない問題を回避することを目的としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 道路台帳附図の表示例 

2.2.台帳附図目視支援ツールの開発 

 様々なフォーマットの電子データで保管されている

道路台帳附図の情報を道路管理支援システムで表示可

能とするためのフォーマット変換や座標の確認、付加

を行うための作業を効率化するツールを開発した(図-

3)。既存の GIS ソフトの API 機能を活用することによ

り、フォーマットの変換(DXF/DWG 形式から KML)や地図

上への表示、DRM との交点の抽出や測地系、単位系の変

換等をツール上から操作可能となり、データの変換作

業を効率的に実施可能とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 道路台帳附図目視支援ツール 

2.3. 紙の道路台帳附図のデータ化の手順 

紙の道路台帳附図は約 16,900km あるため、各事務所

にてデータ化する作業の効率を上げる必要がある。手

順としては(1)紙の道路台帳附図をスキャナーで取り

込みラスターデータへ変換(2)ラスター/ベクター変換

ソフトでベクターデータへ変換(3)位置情報付加し、ベ

クターデータから GIS データへ変換となる。変換の効

率化やデータ不備の低減を目的として、座標の付加の

方法について、航空 LP データを用いた方法や国土地理

院の地図を用いた方法を取りまとめた(図-4)。 

 

図-4 座標を付加する手順 

［研究成果］ 

現在、本研究の成果を利用した道路台帳附図の登録

作業を継続している。座標データのある電子データ約

2,300km が完了し、座標データのなかった電子データ

3,400km が今年度内にほぼ完了し、今後、残りの道路

台帳附図の登録作業を進める。 

 

［成果の活用］ 

 道路管理支援システムで道路台帳附図を用いて道路

基盤地図情報を補完することにより、連続した道路平

面図の情報が整備されることになる。今後、交通量、施

設諸元、点検結果、工事履歴等様々な道路関係データ

と紐づけるための基盤として活用する。また、点群デ

ータ(MMS,LP)、設計データ(BIM/CIM) 等の 3 次元デー

タを活用する基盤としての検討を実施する予定である。 
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※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 

特殊車両審査・申請の高度化・効率化に関する検討  
Research on improvement and efficiency for the route screening of oversize or overweight vehicle  

（研究期間 平成 29 年度～令和元年度） 

道路交通研究部 高度道路交通システム研究室 室 長 関谷 浩孝 

Road Traffic Department Head SEKIYA Hirotaka 

Intelligent Transport Systems Division      主任研究官 大橋 幸子 

 Senior Researcher OHASHI Sachiko 

 研 究 官 山本 真生 

 Researcher YAMAMOTO Masaki 
  

The National Institute for Land and Infrastructure Management has been considering how to improve and streamline 

systems for screening and application for oversize or overweight vehicle permits. This year, a screening system 

utilizing ICT technology that allows applicants to access the route and can notify them of their approval on the same 

day is designed. 

 
［研究目的及び経緯］ 

近年、物流需要の増大による特殊車両の通行許可申

請件数が増加しており、その審査期間の長期化が道路

管理者および物流事業者にとって大きな問題となって

いる。国土交通省では、この問題を解消するために申

請者が事前に登録した特殊車両について通行可能経路

及び通行条件を即時に通知できる仕組みを検討してい

る。 

国総研では、この仕組みの実現のために ICT 技術等

を活用して通行可能経路を探索し、申請者へ即時に通

知できる審査システムの開発を行っている。 

 

［研究内容］ 

 本研究では、審査システムについて必要となる機

能等の検討を行い、設計した。また、本システムの

操作性、機能性と視認性を確認するためにプロトタ

イプを作成し、物流事業者に対してのヒアリングを

実施した。 

 

［研究成果］ 

1.新たな審査システムに必要な機能等の検討・整理 

特殊車両通行の許可申請について即時に通行可能経

路および通行条件の通知が可能な審査システムに必要

な機能等検討・整理を行った。必要な機能等の検討・整

理は、システム全般、申請受付、審査、他システムとの

連携に関する 4 つの観点から行い、表-1 に示す機能を

有するシステムとすることとした。 

2. 新たな審査システムの設計  

 システムの設計は、1．に示す機能を具体化するも

のとした。このうち通行可能経路の探索機能について

は、特殊車両通行の許可申請者である運送事業者等か

表-1 システムに必要な機能  

機能名 概要 
ユーザ－ 

登録 
申請者情報を登録し、ID と 
パスワードを発行する機能 

車両情報 
の登録 

車両諸元（幅、高さ、長さ）や軸

数、ETC2.0 車載器情報等の登録

を行う機能 
経路請求 

データ登録 
積載物情報や起終点の登録を行

う機能 
通行可能 

経路の探索 
経路請求データから通行可能経

路の探索を行う機能 
通行可能 

経路の表示 
探索した通行可能経路を 
地図上で表示する機能 

審査者確認 
審査者がユーザー情報、車両情

報、経路請求データ、通行可能経

路を確認できる機能 
通行可能 

経路の分類 
探索した通行可能経路を道路管

理別に分類、表示する機能 

 
 

図-1 通行可能経路の抽出機能のイメージ  

主経路・代替経路検索 

起点 

経由地点 

経由地点  寄の交差点 

終点 

寄の交差点 

都道府県単位検索 

起点 

寄の交差点 

終点 

寄の交差点 

重要物流道路・大型車誘導区間 
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らの要望を踏まえた上で、都道府県単位検索と主経

路・代替経路検索の 2 種類を設計し、本システムでは

両機能を併用した形で使用することとした。両者の経

路探索機能のイメージを図-1 に示す。 

都道府県単位検索は、選択した都道府県内（起点・

終点を含む）の全ての重要物流道路または大型車誘導

区間を対象として、起点・終点から 寄りの重要物流

道路又は大型車誘導区間の交差点までの経路を探索す

る。一方、主経路・代替経路検索は、起点・終点から

寄りの重要物流道路または大型車誘導区間の交差点

までの経路と、任意で選択した経由地点を通過する重

要物流道路または大型車誘導区間の経路探索を行う。

主経路は 短経路、有料道路優先及び一般道路優先の

3 つの探索条件を備えており、代替経路は主経路と同

じ条件で並行するような経路を探索する。さらに主経

路と代替経路を結ぶラダーとなる重要物流道路又は大

型車誘導区間を探索する。 

これらの機能より、通行可能経路の混雑状況や通行

状況に応じた特殊車両の経路選択が可能であり、運送

事業者等からの要望に対応した審査システムとなって

いる。 

3. 物流事業者へのヒアリング  

審査システムの操作性や視認性等を確認するため

に、2.の設計を基に「審査システムのプロトタイプ」

について、審査を行っている道路管理者の意見を聞き

ながら検討及び作成し、図-2 に示すプロトタイプの

操作画面を表示しながら、審査システムの操作方法の

説明を行い、申請者（物流事業者等）に対してヒアリ

ングを実施した。 

ヒアリング調査によって物流事業者から以下のよう

な意見が得られた。操作性に関しては、指摘事項はな

かった。しかし、機能性では重量測定方法について、

「選択肢が限定的なものになっているため、柔軟に対

応できるような選択肢にした方がよい」、「申請者の必

須の操作を極力減らすため、車検証照合結果・橋梁照

査結果はエラーの場合のみ、確認するようにしてほし

い」、「システム上のトラックスケール等のカタカナ表

記は高齢の申請者にとっては不親切な場合もある」な

どの意見が得られた。一方、視認性に関しては「誘導

車の有無が変わる通行条件は事業者にとって重要なの

で、特に識別しやすくしてほしい」、「色弱の者でも見

やすい地図にしてほしい」などの意見が得られた。 

ヒアリングにより得られた意見については、対応策

を検討し、実際のシステム構築時に反映させる予定で

ある。 

 

［成果の活用］ 

本研究結果は、事業者からのヒアリングで得られた

意見も踏まえた上で令和 4 年度から運用予定の「新た

な特殊車両の通行制度」のシステム構築の資料として

活用される予定である。 

 

図-2 プロトタイプシステムの操作画面  
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※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 

大型車の通行適正化に関する調査 
Research on proper road use by heavy vehicles 

（研究期間 平成 29 年度～令和 2 年度） 

 

道路交通研究部 高度道路交通システム研究室 室 長 関谷 浩孝 

Road Traffic Department Head SEKIYA Hirotaka 

Intelligent Transport Systems Division       主任研究官 御器谷 昭央 

 Senior Researcher GOKITANI Akio 

 研  究  官 明石 晴香 

 Researcher AKASHI Haruka 

 

The purpose of this study is to investigate weight measurement technologies for proper road use by 

heavy vehicles, which is considered to have a significant impact on the life span of road infrastructure. 
 

［研究目的及び経緯］ 

国土交通省では ICT を活用し、特殊車両の走行経路

および車両重量等を把握することにより、適正な道路

利用の実現を目指している。 

国総研では、ETC2.0 車載器から取得できる「経路情

報」と車両重量自動計測装置（WIM：weigh-in-motion）、

車載型重量計測機器（OBW：On Board Weighing）で計

測できる「重量情報」を組み合わせて特殊車両の走行

状況がモニタリング可能なシステム（以下、「走行経路

確認システム」）について研究開発を行っている。 

 

［研究内容］ 

本研究では、OBW についての現状を整理し、走行状況

のモニタリングへの活用に求められる機能を整理し、

重量情報の収集方法案を作成した。また、走行経路確

認システムに必要な機能と要件を決定し、設計を行っ

た。 

 

［研究成果］ 

1.OBW の現状整理と重量情報の収集方法案の作成 

1）OBW の概要 

 OBW は図-1 に示すように、車両の各軸のサスペンシ

ョン等に空気圧や歪みを用いたセンサを装着し、セン

サ信号をコントローラに送信することにより、計測し

た各軸重や車両総重量をモニターに表示する車載型重

量計測装置である。現状としては、運送事業者が荷物

の積載重量や車両重量を自主的に把握するために用い

られている。 

2）現状の OBW の仕様と特徴の整理 

 OBW 販売者等を対象にアンケートやヒアリング調査

を実施し、現状の OBW の仕様と特徴を整理し、次のよ

うな成果が得られた。 

 計測項目については、走行状況をモニタリングする

ために必要な各軸重及び車両総重量が計測可能なのは

3 者の製品であった。計測精度については、各者共に±

5％以下であった。計測結果の外部出力機能については、

標準的な仕様は無く、モニターでの表示やプリンター

での印字など各者によって異なっており、校正方法に

ついても計量法に規定されていないため、各者、独自

の方法で実施していることが分かった。 

3）重量情報収集の方法案の作成 

 今後、重量情報を用いた特殊車両の走行状況のモニ

タリングを行うためには、「どの車が、どのような車種

で、どのような寸法で、いつ、どこを走行したか」を把

握することが必要であり、表-1 に求められる機能を整

理した。 

 また、OBW からの重量情報を道路管理者等が収集する

図-1 OBW による重量計測イメージ 

表-1 走行状況モニタリングのために OBW に求められる

機能 
OBWに求められる機能 

・車両総重量、各軸重が計測可能 

・車両総重量値、各軸重値の外部出力が可能 

・当該車両のＷＩＭデータと紐付けが可能 

・当該車両の ETC2.0 プローブ情報と紐付けが可能 

・当該車両の特車許可情報と照合が可能 

・ＷＩＭと同等以上の計測精度の確保 

・連結車の場合、被牽引車の情報（ナンバープレート

情報等）が扱える 

センサ センサ 
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方法としては、システムを用いて自動的に収集、車両

の管理者からの送信・送付による収集の 2 つの方法を

想定し、表-2 に示すような 6 つの具体的な方法案の整

理を行った。 

2.走行経路確認システムに必要な機能の整理 

表-3 に「経路情報」と「重量情報」を組み合わせた

走行経路確認システムに必要な機能を整理した。 

3.走行経路確認システムの設計 
走行経路確認システムの設計は 2．に示す機能を具体

化するものとした。 

設計したシステムのイメージを図-2 に示す。これに

よりシステム上で特殊車両の通行許可経路と ETC2.0

プローブデータから得られる実際の走行経路および重

量の情報を照合することによって違反判定を行い、無

許可や重量違反での走行を道路管理者が確認すること

ができる。また、違反判定による走行による情報を蓄

積することで、運送事業者等の申請者に対しての指導

警告を可能とするシステムになっている。 

4.走行経路確認システムの動作確認 
走行経路確認システムで 1 日に処理する必要のある

データ量を想定した動作確認用のデータを作成し、シ

ステム運用開始後のデータ蓄積状況等、実環境を想定

した動作環境を準備した上で動作確認を実施した。 

動作確認の結果、全ての処理を 24 時間以内に完了す

ることが確認できた。 

今後は実際のモニタリング実施に向け、システムの

基本機能の拡充や外部システムとの連携を実施するこ

とにより、実環境において円滑に本システムの運用が

行えるようにする必要がある。 

 

［成果の活用］ 

今後は、OBW を活用した走行状況のモニタリングや走

行経路確認システムの円滑な運用を行うために、本研

究で得られた成果を活用する予定である。 

 
図-2 走行経路確認システムのイメージ 

表-3 走行経路確認システムに必要な機能 

《走行経路確認システムに備える機能》 
① 個車の実走行経路の情報を「プローブ処理装置」から

取得する機能 
② WIM で計測する重量情報を取得する機能 
③ 運送事業者から報告される重量情報を取り込む機能 
④ OBW で計測する重量情報を取得する機能 
⑤ ①の経路情報と②～④それぞれの重量情報を紐づけ

て、「個車の走行経路上の重量」を特定する機能 
⑥ 個車に提示された通行可能経路※に関する情報を

「特車許可審査自動化システム」から取得する機能 
⑦ ⑤と⑥を照合し、違反の有無・種類を判定し違反箇所

を特定する機能 
⑧ ⑦の結果を蓄積し、申請者別に違反の実績を集計す

る機能 
⑨ 許可台数の増加によってシステム負荷が高まること

を見据え、①～⑧の機能を実行する際に、抽出条件を

任意で変更できる機能。 
抽出条件は、以下に示すものを想定 

 
＜抽出条件＞ 
a）全車両を抽出する 
b）全車両の中から、任意の抽出率で無作為に抽出する 
c）全車両の中から、任意の車両（または車両グループ）

を抽出する 

表-2 OBW からの重量情報の収集方法 

収集方法 具体的な方法案 
システムを用いて 
自動的に収集 

ETC2.0 プローブデータに 
重量情報を組み込み収集 
OBW から携帯電話網やインター 
ネットを経由して重量情報を収集 

車両の管理者から

の送信・送付による

収集 

電子メールに重量情報を 
添付して道路管理者に送信 
道路管理者が用意した Web 上の 
システムにアクセスして重量情報

をアップロード 
車両管理者等が重量情報を 
記録媒体（USB メモリ等）に 
保存したものを道路管理者へ送付 
車両管理者が重量情報を記録用紙

に記入して道路管理者へ FAX 及び

郵送で送付 
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※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 

官民連携による路車協調 ITS に関する研究 
Research on Cooperative ITS of collaboration with companies 

（研究期間 令和元年度～令和 3 年度） 

道路交通研究部 高度道路交通システム研究室 室 長 関谷 浩孝 

Road Traffic Department Head SEKIYA Hirotaka 

Intelligent Transport Systems Division  主任研究官 御器谷 昭央 

 Senior Researcher GOKITANI Akio 

 研 究 官 中田 諒 

 Researcher NAKATA Ryo 

 研 究 官 寺口 敏生 

 Researcher TERAGUCHI Toshio 

  

The National Institute for Land and Infrastructure Management (NILIM) has been conducting joint research 
between the public and private sectors for the practical application of road-to-vehicle (R2V) cooperative ITS to realize 
autonomous driving. Through this research, we have developed the format for information provision for road-to-
vehicle communication. In this paper, we report on a communication test aimed at confirming that R2V 
communication can be performed correctly using the new information provision format. 

 
［研究目的及び経緯］ 

高度な自動運転技術は、人間よりも安全かつ円滑な

車両制御が可能であり、交通事故の削減、渋滞緩和、

環境負荷の低減等に資するものと期待されている。政

府として自動運転の実現を推進するべく、官民 ITS 構

想・ロードマップ 2020 には、2025 年目途に高速道路

上での自動運転レベル 4 の市場化等の政府目標が示さ

れている。 

国土技術政策総合研究所（以下「国総研」とい

う。）では、自動運転の実現のため、路車協調 ITS の

実用化に向けた研究を行っている。路車協調 ITS と

は、道路インフラと自動車が相互通信し情報を共有す

るシステムである。これまで、官民共同研究の枠組み

を通じて、車載センサでは検知出来ない前方の情報を

提供するサービス（以下「先読み情報提供サービス」

という。）や高速道路合流部にて本線の交通状況の情

報を提供するサービス（以下「合流支援情報提供サー

ビス」という。）において路車間で共有するデータ項

目を定めるとともに、それらを路車間通信で交換する

ための情報提供フォーマット案を作成した。 

令和２年度は、国総研試験走路での通信試験を通じ

て、上記の情報提供フォーマットを使用した路車間通

信が実行可能であることを確認した。 

 

［研究内容と成果］ 

1.情報提供フォーマットの概要 

路車間通信の情報提供フォーマット案を作成するに

あたり、早期実現の観点から、ETC2.0 路側機から

ETC2.0 車載器への情報提供の場面を検討対象とし、

それらの通信時に用いられる VICS フォーマット（電

波ビーコン 5.8GHz 帯データ形式仕様書ダウンリンク

編）を検討の土台とした。VICS フォーマットでは、

情報提供内容毎に固有の ID とフォーマットが定めら

れていることから、未使用の拡張用領域に先読み情報

提供サービスや合流支援情報提供サービスに対応する

新規 ID を設定した。先読み情報提供サービスの新規

ID 情報には、出口渋滞情報（ID=28）、料金所情報

（ID= 29）と路上障害情報（ID=30）を登録した。合

流支援情報提供サービスの新規 ID 情報には、合流支

援情報（ID= 55）を登録した。新規 ID の配信内容を

表-1 に示す。 

また、既存 ID を活用して先読み情報提供サービス

の情報を配信する方法を検討し、図形や音声を配信す

る注意警戒情報 2（ID=37）や発話型注意警戒情報

（ID=43）を活用することとした。なお、合流支援情

報提供サービスの情報は、提供方法を別途検討してい

るため、本実験では対象外とした。既存 ID の配信内

容を表-2 に示す。 

2.通信試験の目的と概要 

先読み情報サービスと合流支援情報提供サービスを

社会実装する場合、既存 ID の情報と新規 ID の情報が

混在し、誤動作を引き起こすことが危惧される。そこ

で、新規 ID を受信可能な ETC2.0 車載器（以下、「新

車載器」という。）と市販の ETC2.0 車載器（以下、

「既存車載器」という。）を準備し、国総研試験走路

での通信実験を通じて、それぞれの情報を正しく受信

可能であることを確認した。通信実験には、ETC2.0

路側機メーカー2 社と ETC2.0 車載器メーカー2 社に参

加頂いた。 

通信試験では、国総研試験走路の ITS センター棟に

情報配信システムを整備し、図-1 に示す各地点に設

置した ETC2.0 路側機から各種情報を配信した。 

通信試験では、図-1 に示す 2 つの ETC2.0 路側機か

ら、表-1 と表-2 に示す新規 ID と既存 ID の組み合わ 
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せ 10 パターンの情報配信を行い、各パターン時に 5

回走行して得られた ETC2.0 車載器の受信情報（図-

2）と照会して、正しく情報が受発信できることを確

認した。 

通信試験の結果、各パターンの情報を正しく受発信

できたことから、ETC2.0 路側機から新規 ID による情

報配信が可能であること、新車載器と既存車載器のそ

れぞれで情報受信が可能であること、新規 ID の情報

を配信したことによる既存車載器が誤作動する等の影

響がないことが確認された。 

  

［成果の活用］ 

本調査を通じて、官民共同研究で作成した情報提供

フォーマットを使用した新規 ID や既存 ID を用いた情

報配信が可能であることを確認した。 

当該情報提供フォーマットを基に、内閣府の戦略的

イノベーション創造プログラム(SIP)の自動運転実証

実験を首都高速道路空港西オンランプにおいて実施し

ている。この実験結果を踏まえ、情報提供フォーマッ

トの修正を行う予定である。 

今後も共同研究を通じて、路車協調 ITS の実用化、

ひいては自動運転の早期実現に取り組む。 

表-1 新規 ID の配信内容の詳細 

 
表-2 既存 ID の配信内容の詳細 

サービス 路上障害情報 出口渋滞情報 料金所情報 合流支援情報 

情報案 路① 路② 路③ 出① 料① 料② 料③ 合① 

路
側
の
配
信
情
報 

ID 30 30 30 28 29 29 29 55 

情報例 事象:事故 

規制:第 2+第 3車線 

事象:工事 

規制:第 1 車線 

事象:故障車 

規制:なし 

事象:路肩･IC 出口

(左側)渋滞 

原因:交通集中 

(一般道からの先

詰まり) 

ブース 1:ETC 

ブース 2:ETC 

ブース 3:一般 

ブース 4:一般 

ブース 5:ETC 

ブース 1:閉鎖 

ブース 2:ETC 

ブース 3:ETC/一般混在 

ブース 4:一般 

ブース 5:ETC 

ブース 1:閉鎖 

ブース 2:閉鎖 

ブース 3:閉鎖 

ブース 4:ETC/ 

一般混在 

ブース 5:閉鎖 

 本線上流部過去 10秒

交通量、平均車速 

 ハードノーズ緯度･

経度 

 本線車両のハードノ

ーズ部到達計算時刻 

Ｐ
Ｃ
の
表
示
情
報 

情報 提供時刻 

事象情報数:1 

規制内容: 

車線規制 

原因事象: 

事故 

規制車線: 

第 2+第 3 車線 

提供時刻 

事象情報数:1 

規制内容: 

車線規制 

原因事象: 

工事 

規制車線: 

第 1 車線 

提供時刻 

事象情報数:1 

規制内容: 

なし 

原因事象: 

故障車 

提供時刻 

事象情報数:1 

渋滞･混雑車線 

第 1:混雑 

第 2:渋滞なし 

第 3:渋滞なし 

第 4:該当なし 

路肩:渋滞 

渋滞原因 

提供時刻 

ブース数:5 

ブース 1:ETC 

ブース 2:ETC 

ブース 3:一般 

ブース 4:一般 

ブース 5:ETC 

提供時刻 

ブース数:5 

ブース 1:閉鎖 

ブース 2:ETC 

ブース 3:ETC/一般混在 

ブース 4:一般 

ブース 5:ETC 

閉鎖予定 

提供時刻 

ブース数:5 

ブース 1:閉鎖 

ブース 2:閉鎖 

ブース 3:閉鎖 

解除予定 

ブース 4:ETC/一般混

在 

ブース 5:閉鎖 

解除予定 

提供時刻 

システム状態 

情報提供範囲: 

第 1、第 2 車線 

センサ①情報: 

交通量:7 台 

平均車速:65km/h 

二輪車:存在 

緯度・経度 

到達計算時刻 

車両①:XX:XX 

 

 

図-1 試験走路における機器配置 

 

 

図-2 受信情報の確認画面例 
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※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 

国際的動向を踏まえた ITS の研究開発・普及展開方策の検討 
Study on R&D and dissemination policy of ITS based on the international trends 

（研究期間 令和元年度～令和 2 年度） 

道路交通研究部 高度道路交通システム研究室 室 長 関谷 浩孝 

Road Traffic Department Head SEKIYA Hirotaka 

Intelligent Transport Systems Division 主任研究官 中川 敏正 

 Senior Researcher NAKAGAWA Toshimasa 

 主任研究官 小原 弘志 

 Senior Researcher OBARA Hiroshi 

 研 究 官 寺口 敏生 

 Researcher TERAGUCHI Toshio 

 研 究 官 中田 諒 

 Researcher NAKATA Ryo 
  

The purpose of this study is to investigate up-to-date ITS abroad and to support overseas expansion of Japanese 
ITS technologies through an international cooperation as well as international standardization activities. 

 
［研究目的及び経緯］ 

高度道路交通システム（ITS）の研究開発・普及展開

については、日本の取組を国際的に発信し情報共有す

ることにより、諸外国と協調して進めることが重要で

ある。また、ITS など国際規格の存在する領域において、

国内技術を海外展開するためには、国際標準規格に準

拠する技術として策定されていることが最低条件であ

ることが多くなっている。発展途上国等が未知の分野

の情報を収集する際には、国際標準規格や世界道路協

会（PIARC）等の国際的な機関による報告書等を参考に

するため、それらに日本の技術が適切に掲載されてい

ることも海外展開にあたっての重要な要素である。 

以上のことから、国総研では、ITS 技術に関する国際

動向の調査や日本の ITS 技術の海外展開支援を目的と

して、ITS に関する国際標準化機構専門委員会 204

（ISO/TC（Technical Committee）204）への参画、日米

欧当局間での協力覚書に基づく共同研究、道路関係の

国際機関（PIARC）における技術委員会等への参画を通

じた国際活動を継続的に実施しているところである。 

 

［研究内容］ 

1. ITS に関する国際標準規格策定に向けた調査 

国総研では、ISO/TC204 において日本の ITS 技術を

国際標準に位置づけることで、ITS に関わる産業の競争

力を確保する取組を進めている。 

2019 年度（一部は 2020 年度）は、ISO/TC204 におけ

る ITS の国際標準化活動の動向について情報整理を行

うとともに、この活動をとおして海外の道路課金の状

況や欧米等の通信規格をとりまく状況など、幅広い調

査を行った。また ISO/TC204 においては、日本の ITS

技術の国際標準規格策定に向けた提案項目の整理や、

提案文書の作成を行った。 

具体的には、国際標準化の活動の動向について各 WG

に対応する国内分科会（表-1）の関係者にヒアリング

を行うとともに、重要な WG においては国際会議に参加

して活動をサポートした。これにより、WG19 において

は、日本の ITS サービスアプリケーションのためのモ

デルの提案を行うなどの成果につながった。 

またこの調査に合わせ、ISO/TC204 参加国の国際標準

化活動スキーム（合意形成、資金調達方法を含む）につ

いての調査も実施し、今後の国際標準化体制の参考と

なる情報を得ることが出来た。 

 

表-1 ヒアリングの対象とした国内 11 分科会 

ヒアリング対象の国内分科会  

システム機能構成 （WG1） 
車両･積載貨物自動認識  （WG4） 
自動料金収受    （WG5） 
商用貨物車運行管理 （WG7） 
公共交通 （WG8） 
旅行者情報 （WG10） 
走行制御 （WG14） 
通信 （WG16） 
ノーマディックデバイス （WG17） 
協調 ITS （WG18） 
モビリティインテグレーション （WG19） 

 

 

2. ITS に関する米欧当局との共同研究及び情報交換 

国土交通省道路局、米国運輸省（US-DOT）及び欧州委

員会（EC）の三者は、協力覚書に基づき、ITS 技術の最

新動向の収集や国際的な調和を図るための共同研究及

び情報交換を行っている（図-1）。 
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2019 年度は、表-2 に示す通り、欧米との実務者会議

を開催した。 

 

図-1 日米欧三極 ITS 協力会議の体制 

 

表-2 会議の開催実績 

開催日 会合名 開催場所 

2019 年 4 月 自動運転ワーキンググ

ループ会合 
ブリュッセル 

2019 年 7 月 自動運転ワーキンググ

ループ会合 
オーランド 

2019 年 10 月 ステアリンググループ

会合 
シンガポール 

2019 年 11 月 自動運転ワーキンググ

ループ会合 
東京 

2020 年 1 月 ステアリンググループ

会合 
ワ シ ン ト ン

D.C. 
2020 年 4 月 自動運転ワーキンググ

ループ会合 
WEB 

 

会議においては、自動運転及び路車協調システムに

関する各国・地域の施策や実証実験等について、情報

共有と議論を行った。日本からは、道の駅等を拠点と

した自動運転サービス実証実験等について報告を行っ

た。欧米においても様々な自動運転の実証実験が行わ

れているものの、本取組は以下の観点で独自性が高く、

会議の場においても海外からの関心が高かった。 

・ 地元住民の協力による運営体制の整備、及びビジ

ネスモデルの構築 

・ 自動運転サービスの長期的な運用 

・ 中山間地域（過疎地）をターゲットとした自動運転

活用のユースケースの検証 

 

3. 世界道路会議（PIARC）における活動 

国総研では、ITS 技術と道路ネットワーク運用に関す

る国際的な情報収集、並びに我が国の ITS 技術の国際

展開支援を目的として、道路交通関係の国際機関

（PIARC）の活動に参画している。PIARC では TC B.1（道

路ネットワーク運用と ITS に関する技術委員会）及び

TF B.2（自動運転車：運用者と道路管理者にとっての

課題と機会に関するタスクフォース）の委員として活

動を行っている。ここでは、PIARC の TF B.2 における

活動について紹介する。 

TF B.2 では、2018 年から新たに自動運転と道路管理

者の役割に関するテーマについての活動が開始され、

2020 年までに報告書がとりまとめられた。国総研から

は、国内における取組に係る資料を提供した。図-2は、

車載センサ等では検知することができない事象につい

て、道路側からの支援が必要となることを踏まえ検討

を進めている路車協調 ITS の取組を紹介する資料の例

である。 

 

図-2 国内の取組に係る資料例 

 

2019 年度（一部は 2020 年度）は、自動運転と道路管

理者の役割に関する検討概況について調査・整理する

ことが活動目標となった。そのため、自動運転の普及

に際して、道路管理者に求められる役割や必要な施策

について、以下の観点から議論が行われた。 

・ 自動運転に対応した道路インフラ 

・ 情報提供を含めたデジタルインフラ 

・ 道路管理 

・ 社会的課題への対応 

また、各国における自動運転の現状と課題、現在実

施中の実験やパイロットプログラムについても議論が

なされた。 

上記の一連の議論の後、TF B.2 の報告書案が取り纏

められた。当該報告書案においては、日本から提供し

た資料が適切に反映されている。例えば、「自動運転に

対応した道路インフラ」については、道の駅等を拠点

とした自動運転サービス実証実験で取得した知見につ

いて、以下の点が記載されている。 

・ 自動運行補助施設（磁気マーカー等）は、中山間地

域における安定した自動運転に有効であること 

・ 自動運転の走行空間確保のため、路面標示や専用

の走行レーンの設置が有効であること 

・ 沿道の植栽等の管理が不十分な場合、自動運転に

支障が生じる可能性があること 

さらに、国内で検討中の施策も踏まえ、道路標識の

標準化が重要であること等も合わせて記載されている。 

 

［成果の活用］ 

本研究の成果は、我が国の ITS に関する施策・技術

を諸外国に情報共有するとともに、国際標準との整合

性を図るための基礎的情報として活用されている。 
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※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 

自動運転社会に向けた道路交通運用に関する研究 
Study on road traffic operation for automated driving society 

（研究期間 令和元年度～令和 2 年度） 

道路交通研究部 高度道路交通システム研究室 室 長 関谷 浩孝 

Road Traffic Department Head SEKIYA Hirotaka 

Intelligent Transport Systems Division 主任研究官 中川 敏正 

 Senior Researcher NAKAGAWA Toshimasa 

 研 究 官 中田 諒 

 Researcher NAKATA Ryo 

 交流研究員 花守 輝明 

 Guest Research Engineer HANAMORI Teruaki 
  

The purpose of this study is to confirm the accuracy of vehicle detection sensor of merging support information 
provision system. 

 
［研究目的及び経緯］ 

国総研では、安全で円滑な自動運転の早期実現に向

けて、平成 30 年 1 月より「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」を実施している。

当該共同研究では、3 つのサービス（合流支援、先読み

情報提供、道路管理の高度化）について、情報提供内容

の具体化、情報フォーマットの検討、実験システム設

計・構築、試験走路での検証等の技術的な検討を行っ

ている。 

このうち、合流支援については、合流路を走行する

自動運転車に本線の交通状況を情報提供し、円滑な合

流を支援する「合流支援情報提供システム」（図-1）の

車両検知センサ（DAY2 センサ）について、車両捕捉性

能の確認等を行ってきた。 

 

 

図-1 合流支援情報提供システム（DAY2）のイメージ 

 

［研究内容］ 

1. 試験走路における実証実験 

試験走路の路肩部に足場（幅 140m）を設置し、車両

検知センサ（7 種類）を高さ約 5m の位置に設置した（図

-2、表-1）。評価区間は 80m とし基準断面に 6,000fps

のハイスピードカメラ（計 2 台）、中間断面（①～③）

に 60fps の家庭用カメラ（計 3 台）を設置した。 

 

 
図-2 試験走路での機器配置レイアウト 

 

表-1 使用した機器 

 

 
図-3 試験走路での走行・計測状況 

 

評価項目は、車両の「位置」、「速度」、「車間時間」、

「車長」、「車種」とした。試験車両の速度は、20～

横バー（5.5m）

センサG センサF
センサA

ハイスピードカメラ 家庭用カメラ 家庭用カメラ 家庭用カメラ ハイスピードカメラ

センサC
センサE

センサD

基準断面（上流側）

評価区間（80m）

センサB
足場（140m）

基準断面（下流側）

横バー（5.0m）
横バー（4.5m）

20m 20m 20m 20m

中間断面① 中間断面③中間断面②

センサ名 機種（設置位置）

センサA レーダー（基準断面（下流側）より30m下流）

センサB LiDAR（基準断面（下流側）より10m下流）

センサC LiDAR（基準断面（上流側）より15m上流）

センサD レーダー（基準断面（下流側）より20m下流）

センサE LiDAR+Camera（基準断面（上流側）より40m下流）

センサF LiDAR（基準断面（上流側））

センサG レーダー（基準断面（上流側）より20m上流）

 
25



 

 

120km/h の 6 速度帯、走行方法は 7 パターン（単独走

行、並走、並列走行、追越、車線変更、車間時間（短・

中）、加速）で走行させ、各センサで計測した値を「計

測値」とした。 

また、ハイスピードカメラで試験車両を撮影し、車

両の通過時刻差から算出した速度を「真値」とした（図

-4）。その後、「計測値」と「真値」の差分を算出のうえ、

車両検知センサの計測誤差の確認を行った。 

 

図-4 速度の真値の計測手法（試験走路） 

（左：試験車両、右：ハイスピードカメラの撮影イメージ） 

 

2. 実道における実証実験 

新東名高速道路 駿河湾沼津 SA（下り）付近におい

て、高速道路の路肩部に置基礎タイプのセンサ設置用

土台を設置し、車両検知センサ（5 種類）を高さ 5m の

位置に設置した（図-5、表-2）。評価区間は 80m とし、

断面②にハイスピードカメラ（計 2 台）、評価区間の上

流側と下流側、上流側跨道橋に家庭用カメラ（計 3 台）

を設置した。評価項目は、車両の「位置」、「速度」、「車

間時間」、「車種」、「検知率」とした 

←進行方向 

 

図-5 機器配置レイアウト 

 

表-2 使用した機器 

 

 

実道での精度確認結果の一例として、表-3 に速度の

計測誤差を示す。最も精度の良いセンサで計測誤差は

4.50km/h（センサ D）であり、全てのセンサで真値に比

べて遅く検知されている傾向（マイナス値）となった。

この要因の一つとして、センサの車両検知アルゴリズ

ムが考えられ、この点については検知データの処理方

法の改良により、計測誤差を改善できる可能性がある。 

 

表-3 速度の計測誤差（集計）N=106～135 

 

 

また、表-4 に位置の計測誤差を示す。最も精度の良

いセンサ D は位置の計測誤差が約 0.5m（進行方向）、約

0.9m（横方向）であった（図-6）。 

 

表-4 位置の計測誤差（集計）N=680 

 統計値 センサ Aセンサ Bセンサ Cセンサ Dセンサ E

進
行
方
向 

平均値 -14.96 0.56 0.29 -0.25 -0.27 

平均値 
（絶対値）

31.58 1.49 1.28 0.48 0.67 

標準偏差 49.35 1.93 1.60 0.76 1.17 

RMS 値 51.53 2.01 1.63 0.80 1.20 

横
方
向 

平均値 4.33 -0.06 -0.50 -0.36 -0.04 

平均値 
（絶対値）

9.14 1.66 1.53 0.87 1.10 

標準偏差 14.45 3.00 2.58 1.95 2.66 

RMS 値 15.08 3.00 2.63 1.98 2.66 

 

 

図-6 位置の計測誤差 

 

［成果と今後の展開］ 

本研究で得られた知見は、今後とりまとめを予定し

ている合流支援情報提供システム（DAY2 システム）の

仕様書に活用予定である。今後は、多様な交通条件下

における実験を実施し、知見を積み重ねていくととも

に、合流支援情報の有効性評価に関する検討を進めて

いきたい。 

センサ名 機種（設置位置）

センサA レーダー（断面④より25m下流）

センサB LiDAR（断面④より10m下流）

センサC LiDAR（基準断面より30m上流）

センサD レーダー（断面④より20m下流）

センサE
LiDAR+Camera
（基準断面より25m上流、断面④より30m下流）

センサA センサB センサC センサD センサE

平均値 -4.57 -4.56 -4.79 -4.50 -4.65

平均値（絶対値） 4.57 5.00 4.97 4.60 4.76

標準偏差 3.67 4.56 4.02 2.69 6.00

RMS値 5.85 6.43 6.24 5.24 7.58
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※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 

自動運転サービスの社会実装に関する調査 
Study on social implementation of automated driving services 

（研究期間 令和元年度～令和 2 年度） 

道路交通研究部 高度道路交通システム研究室 室 長 関谷 浩孝 

Road Traffic Department Head SEKIYA Hirotaka 

Intelligent Transport Systems Division 主任研究官 中川 敏正 

 Senior Researcher NAKAGAWA Toshimasa 

 研 究 官 中田 諒 

 Researcher NAKATA Ryo 

 交流研究員 藤村 亮太 

 Guest Research Engineer FUJIMURA Ryota 
  

The purpose of this study is to summarize the technological tasks for field operational test of automated driving 
services in rural areas. 

 
［研究目的及び経緯］ 

現在、限定地域の無人自動運転移動サービスについ

て、「2030年までに100箇所以上において社会実装」と

いう目標を掲げて、政府全体で取り組んでいる。これ

を受けて、国土交通省では、内閣府戦略的イノベーシ

ョン創造プログラム（SIP）と連携して、道の駅等を拠

点とした自動運転サービス実証実験（以下「実証実験」

という。）を実施してきた。 

国土技術政策総合研究所（以下「国総研」という。）

は、実証実験について「道路・交通」、「地域環境」、「社

会受容性」等の観点から評価・分析を実施するととも

に、学識経験者や地方公共団体等から構成される地域

実験協議会に参画し、実証実験実施に係る技術的支援

を行ってきた。 

 

［研究内容と成果］ 

1. 手動介入等の事象の分析 

表-1に示す実験地域（4箇所）において、自動運行車

に監視者として搭乗する者が手動介入を行ったり、車

載センサが不具合等を検知したりして自動運行が継続

出来なくなった事象（以下「手動介入等」という。）の

要因分析を行った。具体的には、手動介入等が発生し

た時間や場所について、運行日報、ドライバーへのヒ

アリング、車載ドライブレコーダや車内カメラの映像

等と照合することで、自動運行の継続が困難となる状

況の把握や要因を明らかにした。図-2及び図-3に分析

結果の一例を示す。手動介入等の発生回数が、道路構

造や気象条件の違いにより大きく異なることが確認で

きた。 

 

 
図-2 歩行者・自転車に起因する手動介入回数（四万十市） 

 

1.56

3.35

1.56
2.59

3.45

0.74

0.27

0.63

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

歩道有 歩道無
路肩広い

(50cm以上)

歩道無
路肩狭い

狭(50cm未満)

歩道無
路肩無

歩道無
路肩無

１⾞線 2⾞線

「歩⾏者・⾃転⾞の回避」の発⽣状況

センサ検知

⼿動介⼊

[回/10km]

(27km)(13km) (185km)

2回

(13km) (64km)

9回 2回 48回 22回

2回

5回

4回

表-1 実証実験を行った地域 

地域 日数 便数 総走行距離 

道の駅「ひたちおおた」 
（茨城県常陸太田市） 

29 日 269 便 484.2km 

道の駅「奥永源寺渓流の里」 
（滋賀県東近江市） 

36 日 208 便 873.6km 

道の駅「赤来高原」 
（島根県飯石郡飯南町） 

40 日 280 便 723.6km 

四万十市役所 
（高知県四万十市） 

9 日 108 便 313.2km 

 

道の駅を拠点とする自動運行車が集落や施設間の移動サービスを提供 

 
図-1  自動運転サービスのイメージ 
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図-3 気象条件に起因する手動介入回数（四万十市） 

 

2. 自動運行のための空間確保方策と効果評価 

手動介入等を回避するための方策を検討し（図-4）、

実証実験を通じて効果を評価した。ここでは、道の駅

「奥永源寺渓流の里」で試行的に設置した空間確保策

の効果評価事例を示す。全ての空間確保策について、

分かりやすいという評価が得られるとともに（図-5）、

特に路面標示については、路上駐車に起因する手動介

入等が6割以上削減できることを確認した（図-6）。 

 

3. 自動運行車の専用空間の幅員の検討 

実証実験においては、一般交通との交錯回避措置と

して、自動運行車の専用空間の有効性が確認された。

これを踏まえ、専用空間に必要となる最小幅員に係る

知見を得るため、自動走行時における横方向の乖離（ズ

レ）を調査した。具体的には、試験走路上で曲線半径、

速度、乗員等を変化させた様々な条件で実走行させ、

横方向のブレデータを計測した（図-7）。表-2 に実験結

果の一例を示す。曲線半径が小さく（R=5m）、乗員が多

い（6 人）場合、横方向のズレが大きくなる傾向があっ

た。また、牽引車と荷物を加えた場合、横方向のズレが

最大（8.1cm）となることが分かった。 

 

［成果と今後の展開］ 

本研究では、実証実験で取得したデータをもとに、

手動介入等の発生状況の分析、自動走行のための空間

確保方策の検討と効果評価を行った。また、自動運転

車の専用空間幅員を定めるための基礎的知見を取得し

た。今後も、引き続き、自動運転サービスの社会実装を

支援するため、自動運行のための走行空間確保策や道

路管理のあり方等について調査研究を推進するととも

に、地方公共団体等に対する技術支援を実施していき

たい。 

0.05

0.05

0.00

0.05

0.10

晴れ・曇り ⾬ 雪

「⾬雪霧によるセンサ機能の低下」の発⽣状況

センサ検知
⼿動介⼊

[回/便]

(89便) (0便)

1回 0回

(19便)

0回

1回

 

図-4  走行空間確保のための各種方策（東近江市） 

 

 

図-5  走行空間確保策の効果評価例（東近江市） 

 

 

図-6  路面標示の効果評価例（東近江市） 

表-2  横方向のズレの発生状況（走行条件別） 

  速度 乗員 
牽引 

車 
荷物 

電磁誘導線 
からのズレ値 
（cm）※ 

最大値 99％値 

∞ 

直線 
12km/h 

6人 有 有 3.3 3.4 

片側3人 有 有 2.8 3.1 

R=50m 12km/h 
6人 有 有 4.4 4.8 

片側3人 有 有 4.4 4.3 

R=10m 6km/h 
6人 有 有 4.4 4.4 

片側3人 有 有 4.0 4.1 

R=5m 6km/h 

6人 有 有 7.4 8.1 

片側3人 有 有 5.4 5.5 

6人 有 無 7.2 7.7 

片側3人 有 無 5.4 5.5 

6人 無 無 7.2 7.6 

片側3人 無 無 5.7 5.9 

※車体中心線の電磁誘導線からのズレ（曲線においては外側方向）  

最大値は観測値、99%値は累積分布から推定した値   

 
図-7  実験状況（横断方向のズレの計測） 

（不明・無回答を除く）
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※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 
 

地方への ITS 技術展開に関する研究 
Research on promoting Introduction of ITS technology to rural areas 

（研究期間 令和元年度～令和 3 年度） 

道路交通研究部 高度道路交通システム研究室 室 長 関谷 浩孝 

Road Traffic Department Head SEKIYA Hirotaka 

Intelligent Transport Systems Division  主任研究官 小原 弘志  

 Senior Researcher OBARA Hiroshi 

 研 究 官 寺口 敏生 

 Researcher TERAGUCHI Toshio 

  

The National Institute for Land and Infrastructure Management is investigating how to deploy ITS technology 
locally in order to solve regional issues. This year, we held a trial opinion exchange meeting focusing on how to 
share what people in various industries consider to be regional issues. 

 
 

［研究目的及び経緯］ 

 日本国内の多くの地域は、少子高齢化や経済の低

迷、公共交通の衰退、観光来訪者の増加に伴う渋滞発

生に加え、頻発かつ激甚化する自然災害など多種多様

な課題を抱えている。国土交通省では、これらの課題

解決に資する地域 ITS の取組みを進めてきた。 

国土技術政策総合研究所（以下、「国総研」とい

う。）では、ETC2.0 を活用した地域 ITS の導入や普及

に向けた研究や、地域 ITS の支援を行っている。これ

までの取組では、可搬型の ETC2.0 路側機を開発し、

観光地で季節的に発生する大規模な渋滞などの事象調

査に活用できることを確認した。しかし、地域の課題

を共有して合意を得ながら ITS 施策を進めるプロセス

が十分に吟味されてきたとは言いがたい。 

そこで、国総研では、「地域 ITS に関する意見交換

会」などにより地域の課題を抽出する方法と、抽出さ

れた課題解決を目的とした地域 ITS プロジェクトの実

施・運営体制の構築方法の整理を行っている。 

本研究では、道路施策への関わり度合いを問わない

広範な参加者による議論を行うことで、地域の人々と

道路施策に関わる人々が課題意識を共有する方法を立

案し実践した。本稿では、令和元年度に実施した、

様々な属性をもつ参加者による意見交換会実施計画の

立案過程と、この計画にもとづき実施した意見交換会

の試行結果について報告する。 

 

［研究内容］ 

1.広範な参加者による意見交換会 

道路施策に関するものに限らず、一つの施策につい

て議論する場合は、主旨に合わせて参加者の専門分野

や所属等を調整し、可能な限り少人数で効率的に議論

しようとする傾向がある。今回企画した意見交換会は

多様な分野からの参加者が、相互に意見を交換するた

め、分野別の構成比をなるべく均等にする事を目標に

計画を立案した。 

しかしこの場合、構成比を均等にする事により参加

者が増え、限られた時間の中では十分に意見を言えな

い参加者が出てくると予想された。参加者を増やし、

各参加者が十分に発言し、かつその発言が意見交換会

全体に伝わるためには、実施方法が重要になる。そこ

で筆者らは、近年、地域防災計画に関するワークショ

ップなどで実施例が多いワールドカフェ方式の手法に

着目し、意見交換会の実施方法を立案した。 

ワールドカフェ方式とは、リラックスした雰囲気の

なか、少人数のグループでの議論を、グループの参加

者を入れ換えながら実施する事で相手の意見を聞きや

すく、また意見を発言しやすくする方法である。 

今回の意見交換会では、このワールドカフェ方式に

よる実施方法に、討論の際のルールとしてブレーンス

トーミングの考え方を組合せた計画を立案した。 

 

2.意見交換会実施計画の立案と実施 

今回企画した意見交換会は以下の実施方法とルール

設定により実施した。 

 

（実施方法） 

 ・参加者は全体で 40 名程度を想定 

 ・１テーブルあたり 5〜6 名程度のグループ 

 ・ファシリエータをテーブルあたり 1 名配置 

 ・15 分～20 分でグループをシャッフル 

 ・最後のセッションは、元のテーブルに集合 

（議論におけるルール設定） 

 ・ファシリテータは議論や結論を誘導しない 

 ・他の人の意見は否定しない 

 ・意見は簡潔に話す 

 ・元のグループでの話題をシャッフル後のグループ

で共有する 

 ・グループディスカッション後は全体会合にて議論

の概要を発表する 

 

 意見交換会は、中部地区と沖縄地区の 2 箇所で、

「地域における現状の課題や将来予想している課題を

共有し ITS や ICT でどの様に解決していけるか」をテ

ーマとして実施した。実施にあたっては、地域個別の

課題意識を埋もれさせないよう、参加者の興味や意見

に応じて柔軟な論点整理を行うようファシリテータと

事前に調整した。沖縄地区における意見交換会の実施

状況とグループごとに議論の結果を発表している様子
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を写真-1 に示す。 

 この意見交換においては、様々な参加者の意見を短

い時間で集約して整理する必要があるため、事前にフ

ォーマットを作成して意見を集約した。 

 

3. 意見交換会実施結果の分析 

 地域によって参加者の課題認識に違いがあるかを確

認するため、後日、意見交換会において各グループが

整理した資料を基に、FISHBONE チャートを用いて整

理したイメージを図-１に示す。 

 この結果、道路交通施策やまちづくりに関する課題

認識は共通して示されたものの、中部地区では産業や

物流、人流などを経済面の課題として捉える意見が多

い。一方沖縄地区では、観光（インバウンドを含む）

に関する課題の他、台風などの影響か災害に関する課

題意識も高い。また、中部地区ではリニア開業や中部

国際空港の活用、沖縄地区では少数意見ではあるもの

の観光と防災を関連付けた課題意識や基地問題に関す

る関心も散見された。 

 このように、地域固有の課題認識が明確になる意見

交換会の成果を得られた事により、今回実施した方法

により「地域 ITS の実践に欠かせない地域固有の課題

を共有する」という目的に合致したものと推測でき

る。 

 

［成果の活用］ 

本研究を通じて、様々な属性をもつ参加者と地域が

抱える課題について意見交換を実施出来る事が確認さ

れた。また、意見交換会において得られた個別の課題

認識についは今後学官の取組により地域の課題意識に

整合する ITS プロジェクトの構築方法の検討に活用し

ていく。さらに、意見交換の場で多く指摘された学習

機会の確保という、もう一つの課題とあわせ、地域個

別の課題を解決する手段としての「地方への ITS 技術

の展開」のために活用していく予定である。 

 

図-１ 参加者の課題認識の整理イメージ（沖縄地区） 

写真-1 意見交換会実施状況と発表の様子 
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※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 

簡易型路側機を活用した車両運行管理の高度化に関する研究 
Research on advancement of vehicle operation management utilizing simplified roadside 

units                             （研究期間 平成 28 年度～令和元年度） 

道路交通研究部  室 長 関谷 浩孝 

高度道路交通システム研究室 Head SEKIYA Hirotaka 

Road Traffic Department 主任研究官 小原 弘志 

Intelligent Transport Systems Division Senior Researcher OBARA Hiroshi 

 研 究 官 明石 晴香 

 Research Engineer AKASHI Haruka 

 研 究 官 寺口 敏生 

 Research Engineer TERAGUCHI Toshio 

 交流研究員 清水 大輔 

 Guest Research Engineer SHIMIZU Daisuke 

 

The Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) has installed over 3,000 roadside units, which 

can collect probe data from vehicle using ETC2.0 on-board units, on expressways and national highways. And Road 

Bureau has started “the support service for vehicle management using ETC2.0 probe data”, which supports 

operation management of vehicle owners, by collecting vehicular specific probe data. 

In this research, to improve “the support service for vehicle management using ETC2.0 probe data”, we made 

simplified roadside units by which vehicle owners collect and secure specific probe data in their site and their 

operational experiments, and evaluated advancement of vehicle operation management. 

In conclusion, we found that there were no problem with the communication status, if they were placed restriction 

on speed and the route as is the case for tunnel construction site. In the experiment at the Michi-no-Eki imitating the 

logistics center, general vehicles were running without any restriction, and communication was established even if 

the driving speed is about 50km/h. 

 

［研究目的及び経緯］ 

国土交通省では、平成 22 年度より全国の高速道路や

直轄国道の3,000箇所以上にETC2.0車載器を搭載した

車両のプローブ情報（走行履歴等）の収集等を行える

ITS スポット等の路側機（路車間通信用の無線アンテ

ナ）を設置している。また平成 30 年度より、国土交通

省道路局では、車両所有者の求めに応じて、車両を特

定したプローブ情報（特定プローブ情報）を収集し、車

両所有者の運行管理を支援する「ETC2.0 車両運行管理

支援サービス」の本格運用を開始した。 

本研究は、ETC2.0 車両運行管理支援サービスにおい

て更なるサービスの向上を目的に、車両管理者が自社

の敷地内で特定プローブ情報を取得し、情報の即時性

を担保する為に用いる簡易型路側機の作成及び運用実

験支援を実施し、車両運行管理の高度化の試行とその

評価を行ったものである。 

 

［研究内容］ 

1.簡易型路側機の作成 

簡易型路側機は、物流拠点やバスターミナル等（以

下物流拠点等）に、自社の管理車両の特定プローブを

取得する事を目的として設置されることを想定してい

る。簡易型路側機関連システムの構成（図-1）を以下

に示す。簡易型路側機は、物流拠点等に設置される無

線部と、データセンター等に設置される制御部に分か

れており、車載器とのデータ交換は基本的に制御部が

担う。これにより無線部の機能は簡易なものとなるた

め、価格を抑制できる。 

制御部で収集したプローブ情報は、関東地方整備局

のプローブ処理装置で他の路側機で取得されたプロー

ブ情報と統合され、特定プローブデータとして車両運

行管理者に提供されたり、秘匿化の加工を行って一般

プローブデータに集約されたりする。 

図-1 簡易型路側機関連システムの概略構成 
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2.運行実験の計画 

開発した簡易型路側機の性能を確認することを目的

に、国総研所内での性能試験と、物流拠点で実際の車

両からデータを取得し車両運行管理を試行する実験を

行った。また、通信環境の異なる事が予想される地方

部を想定し、道の駅を仮定の物流拠点と模してデータ

取得率等の確認を行った。 

 

3.実験結果 

(1) 国総研試験路における運行実験結果 

簡易型路側機は、無線部と制御部間で通信する影響

で、高速道路や直轄国道に常設されている路側機に比

べ、通信可能なエリア内を通過する車両の速度が速す

ぎると路車間の通信が完了しないことが想定される。

そこで、開発した簡易型路側機（無線部）を国総研試走

路に設置し、小型車及び大型車両を通過させ、プロー

ブデータの取得条件を確認した。なお、実験に際し、無

線部と制御部の通信には LTE 回線を用いた。実験時に

用いた機器構成を図-2、実験結果を表-1 に示す。 

表-1 より、通信可能なエリアを 10m とした場合、路

車間の通信が可能な車両の通過速度は直進時、右折時、

左折時ともに 20km/h までとなった。アンテナの指向性

を調整して通信可能エリアを拡大することで、通信可

能な通過速度は 30km/h 程度まで対応可能になるもの

と考えられる。 

 (2) 物流拠点等での運用実験結果 

 物流拠点等での実験では、ETC2.0 特定プローブデー

タ配信サービスの利用者に対し実験場所を公募した。

その結果、首都圏内にある物流拠点や建設現場におけ

る残土運搬箇所等 6 箇所と遠隔地等の道の駅 3 箇所、

計 9 箇所にて通信実験を実施した。また、9 箇所のうち

3 箇所では、車両走行状況をビデオ撮影し、路車間通信

不成立の要因を調査した。 

実験結果の一例を表-2 に示す。ある物流拠点にて 2

日間調査を行ったところ、ETC2.0 車載器を搭載した車

両の流入は 61 台あり、通信不成立は 6 台であった。撮

影したビデオ映像と制御部の通信ログを分析し、通信

不成立 6 件のエラー要因を調査した結果を表-3 に示す。

調査の結果、通信不成立 6 件のうち、3 件は車載器側の

設定が要因であった。その他 3 件のエラー要因は制御

部の通信ログ上では確認できなかったため、再現実験

を試みる予定である。 

 

［成果の活用］ 

本調査の各実験を通じて、下記の知見が得られた。 

 

・走行速度や経路に制限を設けている場合(業務用)に

は、通信状況は問題ないことが確認できた。但し、車

載器の設置状況によっては、通信が不成立となる

ケースもあり、今後要因を特定･整理しておくことが

必要である。 

・道の駅での実験では、50km/h 程度で走行する一般車

両であっても簡易型路側機と通信が成立することが

確認できた。一方、車両の走行速度は遅い場合でも、

路側機と車載器のアンテナの向きが悪ければ、通信

可能なエリアが狭くなり、通信が成立しないケース

もみられた。 

 

 今後、より詳細な実験を通じて、簡易型路側機（無線

部）の導入条件や設置方法を明らかにすると共に、現

場導入時に参考となるマニュアル類の整備を進める予

定である。 

図-2 国総研試験路実験機器構成 

 

表-1 国総研試走路での実験結果 

 

表-2 路車間通信の成立状況 

 

表-3 路車間通信不成立時の走行状況等 
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※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 

ETC2.0 プローブの効率的処理に関する研究 
Research on efficient processing of ETC 2.0 probe data 

（研究期間 令和元年度～令和 3 年度） 

道路交通研究部 高度道路交通システム研究室 室 長 関谷 浩孝 

Road Traffic Department Head SEKIYA Hirotaka 

Intelligent Transport Systems Division  主任研究官 小原 弘志  

 Senior Researcher OBARA Hiroshi 

 研 究 官 寺口 敏生 

 Researcher TERAGUCHI Toshio 

 交流研究員 花守 輝明 

 Guest Research Engineer HANAMORI Teruaki 

交流研究員 清水 大輔 

 Guest Research Engineer SHIMIZU Daisuke 

  

In this study, we have built the ETC2.0 probe database at the National Institute of Land and Infrastructure 
Management (NILIM), implemented the necessary functions to distribute ETC2.0 probe data as open data, and 
verified the operation through experiments. 

 
［研究目的及び経緯］ 

国土交通省では、生産性革命プロジェクトの一環と

して、ETC2.0 プローブデータを民間企業等に提供

し、民間主導の新たなモビリティサービスの創出を支

援することで、地域モビリティサービスの強化を目指

している。 

国土技術政策総合研究所（以下、「国総研」とい

う。）では、ETC2.0 プローブデータを民間企業等の外

部組織へ配信する環境構築を目的とした共同研究を

ITS サービス高度化機構と実施している。 

本研究では、国総研所内に ETC2.0 プローブデータ

ベースを構築し、外部配信に必要な機能構築と実験を

通じた動作検証を行った。 

 

［研究内容と成果］ 

1. ETC2.0 プローブデータの外部配信手順の整理 

過年度の研究では、ETC2.0 プローブデータの外部

配信環境を機器構成と運用の両面で検討した。その結

果、機器構成は、セキュリティの観点から、データを

保管・管理するデータベースと外部配信に用いるデー

タ配信領域を分離して構築することとした。一方、運

用の観点では、上記の機器を管理する公の団体とは別

に、ETC2.0 データの配信サービスを実施する事業者

を想定した共同研究の協定関係にある外部組織が民間

からのデータ取得要求への対応とデータ提供を担うこ

とを想定する。当該外部組織は、データ配信領域に

アップロードされた配信データを取得し、民間の依頼

元にデータを提供する役割も担う。これにより、ハー

ドとソフトの両面での強固なセキュリティ対策が実現

できる。 

上記の想定を基に、データ提供先の「オープンデー

タ処理システム」を運営・管理する ITS サービス高度

化機構（以下、ITS-TEA という）と協議し、ETC2.0 プ

ローブデータの外部配信手順（図-1）を整理した。 

2. ETC2.0 プローブデータの外部配信環境の構築 

図-1 の手順に則った外部配信を実現するために必

要となるシステム構成を検討した。その結果、国総研

所内にデータ配信環境を構築する方法は、セキュリ

ティ上の課題解決に多くのリソースが必要であること

が判明した。そこで、既存のインターネット接続環境

を利用してデータ配信環境を担うサーバ（提供サー

バ）を構築し、データ取得要求があった際には、対応

するデータを国総研所内のデータベースから提供サー

バにアップロードする方法を採用した。以上のシステ

図-1  ETC2.0 プローブデータの外部配信手順 
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ム構成を前提に、国総研所内に設置した ETC2.0 プ

ローブデータベースと関東地方整備局に設置した提供

サーバがそれぞれ備えるべき機能を整理（表-1）し

た。上記の整理結果に基づき、必要な機材を調達し、

ETC2.0 プローブデータの外部配信環境を構築した。 

3．動作テストの実施 

下記の動作テストを通じて、構築した外部配信環境

の各機能が設計通りに動作していることを確認した。 

 

① プローブ統合サーバから様式データを取得 

② データ提供先から送信された要求メールを受信

し、受信通知メールを送信 

③ 要求されたデータを提供サーバにアップロード 

④ 許可された IP アドレス（データ提供先の想定）

から提供サーバにアクセスし、データをダウン

ロード 

⑤ 提供サーバ上でのログファイル生成の確認 

⑥ データ提供先から送信されたデータ削除要求メー

ルを受信し、受信通知メールを送信 

⑦ 削除要求されたデータを提供サーバ上から削除 

 

動作テストには、サーバに保存されている各種様式

データの中からデータ量が多い地域と地域識別番号の

上限値及び下限値を用いた。データ量が多い地域で

は、動作確認と同時に処理時間等のパフォーマンスを

検証した。地域識別番号の上限値と下限値のエリアで

は、様式毎に処理対象となる数字列が異なるため、各

場面で正常に動作すること、指定に誤りがあった場合

はエラーとなることを確認した。 

 動作テストの結果、構築した ETC2.0 プローブデー

タの外部配信環境は、想定通りに動作することを確認

した。また、データ量が多い地域においても、システ

ム全体のパフォーマンスに異常が発生しないことを確

認した。  

 

［成果の活用］ 

本調査を通じて、ETC2.0 プローブデータの外部配信

環境を構築し、動作テストを通じて想定通りに動作す

ることを確認した。データ提供先の配信環境の構築が

完了した後、実環境下にて外部組織への配信を試行す

る予定である。 

 ETC2.0 プローブデータの外部提供に際しては、本研

究成果である提供環境の構築と同時に、マップマッチ

ングされた提供データの生成に係る処理時間の高速化

が求められる。ETC2.0 プローブデータは、災害発生時

等に参照する準リアルタイム（5 分単位）な形式と、道

路の整備効果の確認や特定の車両の走行経路の分析等

に用いるアーカイブ形式（1 日単位）が個別に生成され

ている。また、アーカイブ形式は、各日に記録される速

報値とは別に、収集遅れのデータを含む確定値の両方

が生成される。これらのデータの作成に係る処理を見

直し、提供データの生成に係る処理時間の短縮を目指

す予定である。 

表-1 ETC2.0 プローブデータベースと提供サーバが備えるべき機能 

対象システム 機能名 実装内容の概要 

ETC2.0 プローブデー

タベース（国総研所内

設置） 

様式データ登録機能 

 関東地方整備局内に設置されたプローブ統合サーバに接続し、定期的に最新の

様式データを取得 

 取得した様式データのファイル情報と日次処理情報をデータベースに登録 

提供データ抽出機能 
 データ提供先から、メール形式でデータ取得要求を受信 

 受信した情報を解析し、提供対象データのリスト（提供データリスト）を作成 

提供データアップロード

機能 

 確定値の場合：提供データリストの記載順に、データベースに蓄積している様

式データを提供サーバにアップロード 

 速報値の場合：提供データリストの記載順に、プローブ統合サーバから様式

データを取得し、提供サーバにアップロード 

 データ取得要求１件に対し１行を記載した処理状況ファイルを作成し、データ

配信領域にアップロード 

エラー通知機能 

 データ取得要求時にエラーが発生した場合、エラーファイルを作成し、提供

サーバにアップロード 

 提供データのアップロード時にエラーが発生した場合、エラーファイルを作成

し、リスト上の全ファイルのコピー完了後に、提供サーバにアップロード 

提供データ削除機能  データ提供先から、メール形式で提供済みデータ削除依頼を受信 

 提供サーバから、該当するファイルを削除し、該当要求の処理状況ファイルを

削除 

要求キャンセル機能 
 データ提供先から、メール形式でデータ取得要求のキャンセル依頼を受信し、

処理をキャンセル 

メール管理機能 

 メール受信時に件名と送信元アドレスを確認し、想定されるメール以外はメー

ルサーバからダウンロードせずフィルタ 

 特定の発信者からのメールを通知用アドレス経由で転送 

提供サーバ（関東地方

整備局設置） 

運用管理機能 
 ETC2.0 プローブデータベースからの要求に応え、提供データの削除やエラー

ファイルの作成等の処理を実施 

外部通信ログ出力機能 
 データ提供先からデータ配信領域に配置したデータへのHTTPSでのアクセスを

受け付け、通信記録をログファイルに出力 
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領域４ 

コスト構造を改革し、道路資産の効率的な形成



部分係数設計法の適用性向上に関する調査検討 
Study on improvement of applicability of partial factor design for bridges. 

（研究期間 平成 29 年度～令和 2 年度） 

道路構造物研究部 橋梁研究室 室 長 白戸 真大 

Road Structures Department Head SHIRATO Masahiro 

Bridges and Structure Division            主任研究官 餘久保 陽 

 Senior Researcher YOKUBO Akira 

 交流研究員 平野 義徳 

 Guest Research Engineer HIRANO Yoshinori 
  
The performance of a whole bridge system is usually evaluated as individual parts, because there are no standards 
to evaluate the system reliability considering the evolution of plasticity at parts. This study seeks a standard design 
method to evaluate the bridge performance as a system including loads and load combinations as well as the limit 
states of structural members. 

 
［研究目的及び経緯］ 

材料の高強度化や数値解析技術の進歩により、橋の

断面の大型化や少部材化が進んでいる。過年度は、桁

断面の一部に塑性化を考慮した設計法の開発に向けて、

桁の載荷実験等を行ってきた。また、一部の部材が損

傷したあとに橋全体として脆性破壊に至る可能性を検

証するための荷重組み合わせの設定の基礎資料を得る

ために、供用期間中に生じることは稀であるものの、

生じ得る組み合わせについて、確率的な検討を行うな

どしてきた。 

これらは、比較的大きな変形を念頭に置いた検討で

あるが、断面の大型化や少部材化が進むと、断面自体

のせん断、そり、ねじりなどの変形に伴う二次応力も

無視できなくなる。そこで、本年度は、多様な橋の応答

を適確に評価するための荷重組み合わせや荷重係数の

設定のための基礎資料を得るために、複雑な曲線線形

を有する橋を対象に、断面のせん断変形、そり、ねじり

など二次応力が厳しくなるような作用の組み合わせを

検討した。 

 

［研究内容］ 

1.試算の対象橋梁 
試算対象橋を図-1 に示す。PC4 径間連続ポステン箱

桁橋であるが、ウエブを鋼材に置き換えることで、コ

ンクリートである場合に比べて死荷重を小さくした。

結果的には、断面のせん断、そり、ねじり剛性も小さ

くなる。また、断面のせん断、そり、ねじりの複雑な

挙動が生じやすいように、道路線形は曲線（S 字型）

となるようにするとともに、本来ウエブ断面内に配置

される PC ケーブルを箱桁内部に配置することで、PC

ケーブルを桁断面変形と独立して挙動するようにし

た。また、隔壁はコンクリート箱桁において一般的に

行われるように、支点部及び 40m 程度に一か所の間隔

で設置することを基本とし、加えて外ケーブルの鉛直

方向または水平方向への偏向に必要なときには追加で

設置した。以上を基本諸元と呼ぶ。 

一般的なコンクリート桁であれば、断面に生じる曲

げモーメントやせん断力に着目して設計されることが

多いが、技術基準である道路橋示方書・同解説では、

ウエブに鋼材を用いる場合には、断面の上下だけでな

く左右の温度差を考慮すべきであることや、ねじれに

対して最も不利になるように活荷重を載荷することの

必要性を検討するのがよいことが示されている。そこ

で、本研究でも、上部構造全体を断面変形が再現でき

るシェル要素またはソリッド要素でモデル化し、断面

の上下左右にそれぞれ温度差を見込んだり、活荷重の

偏載荷の影響を見込んだりすることで、断面のせん断

変形、そり、ねじりの影響が大きくなるように載荷

し、二次応力の発生状況を調べることにした。 

 

 
図-1 試算対象 

2. 計算結果 

解析結果の一例として、P2-P3 径間支間中央部の曲

橋長 ：約 420m 

全幅員 ：約 11m 

P1 P2 P3 A1 A2 
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げモーメントが最大となるようにＬ荷重を載荷したと

きの上下床版の軸方向応力度分布を図-2 に示す。上

下床版ともに桁の左右で応力差が生じている。すなわ

ち、桁にそりが生じている。 

  
上床版 下床版 

図-2 上下床版の軸方向応力度分布（Ｌ荷重載荷時） 

また、平面骨組解析で同じ計算をした結果と P2-P3

径間支間中央部の軸方向応力度を比較した結果を図-3

に示す。平面骨組解析の結果に対し、FEM 解析では詳

細な位置での応力度の違いが表現され、多くの断面で

は FEM 解析の応力度が平面解析の応力度を上回ってい

ることが確認された。 

  
上床版 下床版 

図-3 支間中央部軸方向応力度分布（活荷重単独載荷） 

上下温度差と左右温度差の影響度の違いを調べるた

めに、下床板と左ウエブは基準温度である 20℃に設

定したうえで、上床版のみ基準温度＋10℃（コンクリ

ート床版を有する鋼桁橋の一般的な温度差）とした解

析と、右ウエブのみ基準温度＋15℃（複合構造におけ

る計測事例から設定）とした解析を実施した。(図-4)

に、それぞれ、隔壁の最大主応力分布を示す。供用環

境下で実際に生じうる温度差を与えた場合、上下床版

の温度差よりも左右ウエブとの温度差の方が、隔壁の

応力度に与える影響が大きいことが分かる。 

  
上床版＋10℃ 右ウエブ＋15℃ 

図-4 上下・左右の温度差考慮時の隔壁最大主応力度分布 

温度変化が隔壁の発生応力に与える影響を調べるた

め、上下床版の両者を＋15℃（コンクリート構造の一

般的な温度変化）とした解析と、上下床版を＋15℃に

するだけではなくウエブも＋30℃（鋼構造で考慮する

一般的な温度変化）とした解析を実施した。このとき

の隔壁の最大主応力分布を図-5 に示す。最大主応力の

発生位置は隔壁と上下床版接合部で大きくなる。そこ

で、日常の温度差変化により隔壁や上下床版に大きな

応力が生じる可能性が疑われる。 

隔壁の剛性や設置箇所数が主桁のせん断変形やそり

に与える影響を把握するため、隔壁の剛性と箇所数を

増やしたときの計算も行った。P2-P3 径間中央部の上床

版軸方向応力分布を図-6、上下床版の最大主応力分布

を図-7 に示す。図-6 から、隔壁剛性と箇所数を増加す

ることで、死＋活＋温度荷重作用時の左右の応力差が

小さくなったことから、そりについては一定程度改善

される傾向も見られる。しかし、図-7 からは、上下床

版と鋼板の接合部周辺の応力分布に大きな差が無く、

隔壁を増やしても断面のせん断変形に与える影響は小

さい結果となった。 

  
上下床版のみ＋15℃ 上下床版を＋15℃かつウエブを＋30℃ 

図-5 温度変化考慮時の隔壁最大主応力度分布 

基本諸元 隔壁剛性・箇所数増 

図-6 隔壁剛性と箇所数変更時の上床版軸方向応力度分布 

 
基本諸元 

 
隔壁剛性・箇所数増 

図-7 隔壁剛性と箇所数変更時の最大主応力度分布(死荷重時) 

以上をまとめると、今後の技術開発の動向を考える

と、橋の設計では、主桁断面としての曲げモーメント

やせん断力に厳しくなるような載荷状況を再現するよ

うな荷重組み合わせだけでなく、断面のせん断変形、

そり、ねじりに対しても厳しくなるような荷重組み合

わせが重要であることが分かった。活荷重単独で断面

のせん断変形、そり、ねじりのそれぞれの厳しくなる

ような載荷位置を検討するだけでなく、たとえば断面

の左右の温度差の影響と組み合わせる必要がある。 

 

［成果の活用］ 

本研究で得られた成果は、道路橋示方書等、技術基

準改定のための基礎資料として活用する予定である。 
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高強度材料の活用による橋梁構造の合理化に関する調査検討 
Investigation on rationalization of bridge structure by utilizing high-strength materials 

（研究期間 令和元年度～令和 4 年度） 

 

道路構造物研究部 橋梁研究室 室長 白戸 真大 
Road Structures Department Head SHIRATO Masahiro  
Bridge and Structures Division 主任研究官 中尾 勝 

 Senior Researcher NAKAO Masaru 
 研究官 鎌田 将史 

 Researcher KAMATA Masafumi  
 交流研究員 鈴木 克弥 

 Guest Research Engineer SUZUKI Katsuya  
 

High-strength materials are expected to make design more rational. However their stress-strain behavior, 

durability, and toughness are often different from those of conventional materials, and their costs tend to be more 

expensive. Accordingly this study tackles to seek effective arrangements of such high strength materials and 

carries out loading tests to propose design equations with partial factors. 

 
［研究目的及び経緯］ 

2017 年に道路橋示方書（以下、道示とする）が改定

され、設計法が許容応力度設計法から限界状態設計法

と部分係数法の組み合わせで設計することにされた。

これより、新しい材料を道路橋に適用する場合の耐荷

性能の検証項目の最低限の事項が示され、材料として

の信頼性、そして、それを部材に適用したときの限界

状態や再現性を明らかにすることが求められるように

なった。そこで、本研究は、高強度材料を活用し、部

材等の設計の合理化を図るための基礎的な試験結果等

を得ること、また、新しい材料の適用にあたっての検

証例を作ることを目的に研究を行っている。 

本年度は、従来の構造用鋼材より降伏点の高い、橋

梁用高降伏点鋼板（以下、SBHS とする）を、せん断を

受ける部位に適用するにあたっての適用性を調べた。

従来鋼材と SBHS 材の桁試験体を比較し、降伏後の挙動

を含め耐荷性能を明らかにするために、様々な条件で

載荷試験を行った。 

 

［研究内容］ 

桁試験体は、従来鋼の SM490Y と高降伏点鋼である

SBHS500 を用いた 2 体を製作した。そして、載荷試験

を行い、ウェブの面外座屈の発生、及び、その後の挙

動を比較した。また、座屈後の強度におけるせん断耐

荷力の評価式の適用性について検討を行った。 

(1)材料特性 

今回使用した鋼材のSM490YとSBHS500の荷重ひず

み曲線を図-1 に示す。最大荷重/降伏荷重は、SM490Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では 1.3～1.4 倍程度であるのに対し、SBHS500 では

1.02～1.08 と極めて低い、つまり SBHS500 は降伏荷

重到達後、ほとんど荷重の増加がないまま、急激に

ひずみが増加することがわかる。したがって、ウェ

ブ面外座屈発生後の桁の耐荷力性状が異なる可能性

がある。 

(2)桁試験体 

桁試験体は、フランジの幅を十分広くすることに

より、せん断座屈破壊を確実に発生させるプロポー

ションとした。載荷は、一方向の繰り返し載荷であ

図-1 荷重ひずみ曲線 

SM490Y 

SBHS500 
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り、最大荷重後も荷重が極端に下がるまで行った。 

 

［研究成果］ 

各桁試験体の載荷試験結果を図-2 に示す。以下、1

δは計算で求めたせん断耐荷力に荷重が達した時の桁

の変形量を指す。せん断耐力は Basler 強度評価式を

用いて、鋼材の強度は実強度を用い、水平補剛材の上

下のパネルでそれぞれ算出した耐力の合計とした。 

(1)荷重・鉛直変位関係 

従来の鋼材(SM490Y)を使用した試験体 A の荷重変位

曲線を見てみると、計算により算出したせん断強度程

度まで荷重が増加し、その後荷重がほとんど低下する

ことなく 3δ程度まで変形し、その後荷重が徐々に低

下したものの、4.5δ程度でも、まだ最大荷重の 85％

以上の耐力を有した。一方、SBHS500 を使用した試験

体 B の荷重変曲線を見てみると、計算により算出した

せん断強度を若干上回るまで荷重が増加し、その後若

干荷重が下がりながら 3δ程度まで変形した。その後

荷重が徐々に低下したものの、5.0δ程度でも、まだ最

大荷重の 80％以上の耐力を有した。結果として、今回

の 2 つの材料を用いた梁では挙動に大差はなかったが、

これは、ウェブの面外変形という幾何学的な軟化と材

料の降伏後の硬化特性という両者が関係することで、

今回の材料では差が出にくかったためと考えられる。 

 

 

図-2 荷重変位曲線 

(2)せん断耐力 

写真-1 にそれぞれの供試体の試験完了後の変形

を示す。写真からも分かるように、せん断耐力の比

較をするうえで、腹板の座屈挙動が重要となるため、

面外の変形に対する荷重変位曲線を図-3 に示す。な

お、変位計は 4.0δの段階で計測を終了している。

面外変形は最大荷重までは荷重の増加とともに増加

し、最大荷重を超えてからの変位の増加が最も大き

く、その後変形量は比較的少なくなるものの増加し

続けた。これより最大耐力は腹板の座屈により決定

していると推測される。 

また、降伏時および 4δせん断耐力について、座

腹板の座屈強度を表す Basler 式で求めたせん断耐

力と今回の最大荷重時のせん断強度を比較した場合．

最大荷重時のせん断力は Basler 式のせん断耐力と

ほぼ一致し、SBHS 材でもせん断耐力は Basler 強度

評価式を使用できることが示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［成果の活用］ 

得られた成果は、道路橋示方書の改定等に反映する

予定である。 

図-3 荷重変位曲線（腹板中央） 

写真-1 試験体状況（試験後） 

SM490Y 

SBHS500 

SM490Y 

SBHS500 
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土工構造物等の要求性能に対応した信頼性設計に関する調査検討 

Study on deformed state evaluation according to required performance and reliability design of earthwork structure 

  

（研究期間 令和 2 年度） 

 

道路構造物研究部 道路基盤研究室 室長 渡邉 一弘 
Road Structures Department, Head WATANABE Kazuhiro  
Pavement and Earthworks Division 主任研究官 藤原 年生 

Senior Researcher FUJIHARA Toshio  
 

In this study, the authors analyzed and organized the initial deformation by collapse mechanism 
focusing on large-scale cut slopes with complicated deformation. Furthermore, the authors examined how 
to utilize aviation LP data for various initial deformations. 
 
［研究目的及び経緯］ 

道路土工構造物の地震や豪雨による被害が依然とし

て多い。平成 27 年に「道路土工構造物技術基準」が制

定されて要求性能を求めているが、定性的な表現が多

くなっており、既設構造物の損傷形態の解析や性能評

価手法の確立が急務となっている。本年度は、既設の

道路土工構造物のうち変状形態が複雑である大規模切

土法面に着目し、崩壊機構別の初期変状の分析整理を

行い、それらに対する航空 LP データの活用手法につい

て調査・整理を行うものである。 

  

［研究内容］ 

 本研究では、切土法面の崩壊事例と点検結果から

崩壊機構別の初期変状の分析整理を行い、法面の初

期変状の推定と変状種別毎の留意点を整理した。ま

た、航空 LP や MMS（ﾓｰﾋﾞﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ）などにより

取得した点群データについて法面変状に関連した精

度確認を行い、点群密度や計測方法の精度確認と留

意点を整理した。 

 

［研究成果］ 

1． 切土法面の崩壊機構別の初期変状の分析整理 

切土法面 131 件の崩壊データを崩壊規模・形態別

に事前の変状（初期変状）の発生状況について分析し

た。分析結果をもとに、航空 LP 等の点群データを活

用した初期変状把握方法について整理した。 

(1) 崩壊データの整理 

131 件の崩壊事例については「切土上端部の表層土」

の崩壊が 57 件と最も多く、切土法面最上部で崩積土

や劣化した岩盤が厚く残存している斜面に留意する

必要があることが示唆された（図-1）。検討結果から、

崩壊規模・形態別の留意すべき現場状況（表-1）を整

理した。 

(2) 土工構造物（切土）点検の初期変状の整理 

H30，R1 道路土工構造物点検結果から、切土のり面

を対象に、判定Ⅲ（早期措置段階のもの（変状が確認

され次回点検までにさらに進行することが想定され

構造物の崩壊が予測される））・判定Ⅳ（緊急措置段

階）に該当するものに着目し、崩壊発生の予兆となる

ような変状として図-2 のとおり分類し、それぞれ変状

把握の留意点を整理した（例：表-1）。崩壊発生の予兆

となるような変状として頻度が高いものは、水路工

の不備、脆弱な地山、構造物の変状、法面地山の劣化

などであった（図-2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 131 件の崩壊データの崩壊要因 

 

表-1 崩壊規模・形態別の留意すべき現場状況 
崩壊規模・形態 留意すべき特性 想定される初期変状 

落石・侵食
等 

a ※今回該当なし 
－ 

表層崩壊等 b 切土上端部の表層土の分
布 

法肩部のクラック・陥没 
最上段法面の変状 

  切土前の沢地形や湧水
等、地下水位の影響 

法面からの湧水や異状出水 

  地質構造的な弱線 構造物に連続的に発生する亀
裂や押し出し等 
（事例としては少ない） 

  花崗岩や火山岩の分布 
脆弱な地質の劣化 

表層土の劣化（マサ化等）や水
抜きパイプ等からの土砂流出 

  法面周辺部の地形改変 法面外からの排水系統の変化 

  倒木等植生に起因するも
の 

倒木による根返り（今回該当な
し） 

大規模崩
壊・ 
地すべり性
崩壊 

c 切土前の沢地形や湧水
等、 
地下水位の影響 

法面からの湧水や異状出水 
（b に比べると少ない） 

 地質構造的な弱線 構造物に連続的に発生する亀
裂や押し出し等 
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図-2 崩壊発生の予兆となるような変状 

 

表-2 初期変状把握の留意点と各種レーザ測量の 

適用性の整理例 

初期変状に関連す
る進行要因 

進行に伴い発生する変状 
航空 

レーザ 
UAV 

レーザ 

（1）水路工の不備 
（無いより悪い欠陥
水路） 

・落葉落枝や土砂堆積による水路工の閉塞 
・外圧による水路工の破損 
・オーバーフロー等による、水路工周辺部の
洗堀や陥没の発生 

× 
点群が粗く把握不

能 

△ 
植生や水路工の傾
斜により精度が確
保できない場合が
ある 

（2）脆弱な地山 ・集水地形や脆弱な土質といった、そもそも
崩壊耐性が低い地山において、十分な対策工
を実施していないことによる法面構造物の
クラックや亀裂の発生 
・安定勾配が確保されていないことによる、
法面構造物のクラックや亀裂の発生 

× 
点群が粗く把握不

能 

× 
点群による 

亀裂把握は不能 

 

(3) 点群データを活用した初期変状把握方法の整理 

各種レーザ測量データの初期変状把握に関する適

応性を整理した（表-2）。これらの結果航空レーザ測

量等の精度では、水路工の不備などまで、確認できな

いという結果を得た。 

 

(4) 切土法面の表層崩壊に対する安定計算の試算に

よる要因分析 

表層崩壊を対象として、一般的な土質定数を用い

た安定計算により、各種の切土法面の安定性を評価

した。安定計算式は、スウェーデン式分割法により、

法高、法勾配、地下水条件などの要素を変化させ試行

円弧すべり計算を実施した。試算結果からは、概ね安

全率 1.0 を上回る結果が得られたが、切土法面の地

下水の有無が安全率へ大きく影響する結果となり、

現場での把握方法と合わせ設計手法への反映方法を

検討していく必要がある。 

 

2．航空 LP データのデータベース化手法の整理 

(1)航空レーザ測量に関する整理 

航空レーザ測量データの特徴を整理するとともに、

近年直轄国道事務所が実施した航空レーザ測量の概況

及び公開状況について整理した。 

 

(2) 航空レーザ測量のデータベース化手法の整理 

令和元年度を中心に直轄国道事務所で取得している

データは、国道沿いの一定範囲であるため、広域地形

を把握する基盤地図情報や防災情報に関連する各種

GIS 情報について取扱方法などを整理した。 

 

 
図-3 各種点群データから作成した横断図 

 

また、2 時期差分図の作成例や、国土交通データプ 

ラットフォーム整備計画への導入課題について整理し

た。 

 

３．航空 LP データ精度と法面点検等への留意点 

(1) 切土法面現場での各レーザ測量の適用性の検証 

 唐津伊万里道路の切土区間において実施された各種

レーザ測量の点群データを整理し、法面点検等に活用

する場合の計測精度、取得範囲などの課題を整理した。 

 その結果、例えば道路横断方向におけるレーザ計測

状況の確認（図-3）では、航空レーザ測量では点群数が

疎のため、点検に活用できるような横断図の作成が困

難であるなどの知見を得た。 

 

(2) 既往文献資料からのレーザ測量精度の整理 

 各種計測手法によるレーザ測量に関する研究を収集

し、対応範囲や点群密度などの特性について確認し切

土法面や自然斜面などへの活用について整理した。 

 

４．今後の課題 

全国の崩壊事例のデータを今後も収集整理すること

により、初期変状分析の精度向上が期待できる。 

一方で、計測技術の精度やコスト低減された新技術

の開発などが、急速に進んでおり、切土法面の変状を

確認できる技術の適応性を継続的に確認していく必要

がある。また、点群データのみでは把握できない部分

について、画像を同時に観測・解析する技術は、既に存

在するため、これらをどのように変状の初期把握に取

り込んでいくか検討や検証を進めていく必要がある。 

 

［成果の活用］ 

道路土工構造物の性能確保に向けた技術基準類や防

災点検要領、道路土工構造物点検要領への改定に反映

する予定である。 
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 道路構造物としての舗装の要求性能に関する調査検討 
Research on required performance of pavement as a part of road structure 

（研究期間 令和元年度～令和 3 年度） 

道路構造物研究部 道路基盤研究室 室 長 渡邉 一弘 

Road Structures Department Head WATANABE Kazuhiro 

Pavement and Earthworks Division 主任研究官 桑原 正明 

 Senior Researcher KUWABARA Masaaki 

 研 究 官 若林 由弥 

 Researcher WAKABAYASHI Yuya 
 

In 2001, the "Technical Standards for Pavement Structure" was announced by the Ministry of Land, Infrastructure, 
Transport and Tourism. This standard introduced the idea of not limiting the materials, design methods, construction 
methods, etc. by defining the required "performance" in the design and construction of pavement. The current 
technical standards stipulate the required performance of the pavement structure itself, but it is also necessary to 
consider the performance from the viewpoint of protecting the underlying structure such as bridge decks. The authors 
investigated the construction data, etc. for the pavement repair work on the bridge that was carried out in recent 
years, and analyzed the relationship between the damage to the bridge deck and the damage to the pavement. 

 
［研究目的及び経緯］ 

平成 13 年に国土交通省道路局より「舗装の構造に関

する技術基準」（以下、「技術基準」という）が発出され、

道路舗装については要求される「性能」を規定するこ

とで使用する材料や設計法、施工法等を限定しない性

能規定化の考え方が導入された。技術基準は、舗装の

構造物単体としての性能について疲労破壊や塑性変形

などに対する性能指標を定めたものであるが、一方で

舗装は様々な道路構造物や原地盤の上に構築されるも

のである。近年、橋梁上の舗装のひび割れ等から浸入

した水により床版上面が土砂化し損傷するなどの事例

が多く確認されており、下部の構造物を保護するとい

う観点からも、改めて道路舗装における性能の整理が

求められている。 

本研究では、近年実施された橋梁上の舗装修繕工事

を対象に工事データ等を収集し、橋梁床版の損傷と舗

装の損傷の関係性について分析した。 

 

［研究内容］ 

平成 29 年度から令和元年度までに実施された、直轄

国道における橋梁上の舗装修繕工事の事例について、

工事成果品や関連する設計業務の報告書、直近の点検

調書等のデータなどを収集し、これらを分析して舗装

と床版との損傷に関する関係性の分析を行った。表-1

に橋梁の一覧を示す。本研究で分析の対象とした橋梁

は合計 24 橋で、実施された修繕工事のほとんどが舗装

の打換えと断面修復、ひび割れ注入であった。 

分析にあたり、既往の文献等から橋梁上の舗装の損

傷形態やその要因について整理した。表-2 に整理した

損傷形態の一覧を示す。このうち、雨水の浸入などに

より床版に影響を与えると考えられる舗装の損傷は主

表-1. 分析対象橋梁の一覧 

 
表-2. 橋梁上の舗装における損傷形態 

 

橋梁 都道府県 橋梁形式 舗装厚※ 修繕工事内容
大型車

交通量

（台/日)

架設年

A橋 北海道 3径間連続非合成鈑桁橋 他 7.0cm 舗装の打換え、断面修復 3,383 1979

B橋 北海道 2径間連続PCﾎﾟｽﾃﾝ中空床版橋 7.0cm 舗装の打換え、断面修復 700 1966

C橋 北海道 単純合成鈑桁橋 7.0cm 舗装の打換え、断面修復 761 1978

D橋 山形県 3径間連続非合成鈑桁橋 5.0cm 舗装の打換え、部分打換え 1,441 1979

E橋 青森県 3径間連続非合成鈑桁橋　他 （7.4cm） 舗装の打換え、断面修復 3,157 1973

F橋 茨城県 3径間連続RCT桁橋 （5.0cm） 舗装の打換え、断面修復 3,262 1950

G橋 群馬県  RCアーチ橋単純合成鈑桁橋 （10.0cm） 舗装の打換え、断面修復 508 1963

H橋 石川県 3径間連続非合成鈑桁橋 8.0cm 舗装の打換え、断面修復 4,650 1988

I橋 富山県 単純非合成鈑桁橋 他 8.0cm 舗装の打換え、断面修復 5,632 1985

J橋 新潟県 単純PCプレテンT桁橋 6.5cm 舗装の打換え、断面修復 16,278 1973

K橋 三重県 単純非合成鈑桁橋 他 5.0cm 舗装の打換え、部分打換え 25,017 1965

L橋 滋賀県 単純鋼(ﾘﾍﾞｯﾄ)非合成鈑桁橋 不明 舗装の打換え、主桁の修復 3,998 1951

M橋 和歌山県 2径間連続PCﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋2連　他 7.5～7.7cm 舗装の打換え、断面修復 1,189 1984

N橋 福井県 3径間連続鋼合成鈑桁橋3連　他 （5.0cm） 舗装の打換え 5,645 1973

O橋 京都府 3径間連続非合成鈑桁橋 （7.5cm） 部分打換え（補強） 1,380 1980

P橋 京都府 単純合成鈑桁橋7連 5.0cm 舗装の打換え、断面修復 1,380 1971

Q橋 鳥取県 3径間連続非合成鈑桁橋2連 7.0cm 舗装の打換え、断面修復 3,048 1979

R橋 広島県 単純合成鈑桁橋3連 5.0cm 舗装の打換え、断面修復 874 1967

S橋 高知県 単純非合成H桁橋 5.0cm 床版の増厚 1,339 1964

T橋 愛媛県 単純合成鈑桁橋 6.0cm 舗装の打換え、断面修復 2,200 1971

U橋 愛媛県 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 （10.0cm） 舗装の打換え 621 1972

V橋 大分県 単純鋼合成鈑桁橋2連　他 5.0cm 舗装の打換え、部分打換え 1,862 1973

W橋 大分県 鋼単純合成鈑桁橋　他 5.0cm 舗装の打換え、断面修復 1,458 1974

X橋 沖縄県 単純鋼ﾘﾍﾞｯﾄI桁橋(合成不明) 7.0cm 舗装の打換え、部分打換え 3,910 1952

※( )は切削厚さからの推定値

大型車の走行によるわだち掘れ 走行軌跡部

床版のたわみによる縦方向の線状ひび割れ 鋼床版の縦リブ主桁上

亀甲
状

混合物の劣化、床版防水層と混合物の接着不良、
コンクリート床版の破損によるもの

走行軌跡部から発生し
舗装面全体へ

混合物の耐流動性不足による塑性変形、床版防水
層の種類による可能性もある

走行軌跡部

混合物の強度、締固め不足によるさざなみ状の舗
装面のしわ、こぶ状のより、床版の凹凸、床版防
水層と混合物の接着不良によっても起こる

走行軌跡部

伸縮装置と舗装の剛性の違い、伸縮装置取り付け
部の混合物の締固め不足

伸縮装置

アスファルト過多混合物によるフラッシュ、骨材
のポリッシング

走行軌跡部

床版防水層と混合物の接着不足、タックコートの
過多やムラ

主に走行軌跡部・
排水不良個所

混合物の強度不足により生じた舗装表面の穴水の
流入による骨材のはく離、亀甲状のひび割れを伴
う場合有り

ひび割れ部・
排水不良部

コンクリート床版の乾燥不足と緻密な混合物の使
用、鋼床版のケレン不良

目地部の接着不良、混合物の締固め不足 施工継目部

部位 損傷の例 損傷の状況、考えられる原因等 主な発生位置

目地の開き

舗装
表面

ポットホー
ル

ブリスタリ
ング

ずれ

わだち掘れ

平たん性の
低下

段差

すべり抵抗
性の低下

ひび
割れ

線状
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としてひび割れとポットホールであると考え、これら

2 つの損傷に着目して事例の分析を行った。 

 

［研究成果］ 

舗装打換え前データや舗装打換え工事結果について

橋梁毎に台帳にてとりまとめ、舗装と床版のそれぞれ

の損傷の位置関係や損傷の程度について整理した。表-

3 に整理結果の一例を示す。 

続いて、その整理結果をもとに、床版に損傷が生じ

ているときに舗装に顕在化する損傷と特徴についてと

りまとめた。従来、床版が損傷している場合には、多く

の場合舗装に亀甲状のひび割れや蜘蛛の巣状のひび割

れが生じていると考えられてきたが、線状のひび割れ

であっても、土砂が噴出している場合には床版が土砂

化している事例が認められた。このため、舗装のひび

割れが軽微であっても土砂の噴出が認められた場合に

は床版上面の損傷を想定する必要がある。また、ポッ

トホール発生箇所については過去の点検データ等と照

らし合わせた結果、補修が短期間に繰り返されており、

こうした場合には床版が損傷している可能性が高く、

詳細調査により確認する必要がある。 

さらに、調査結果から推察された、舗装の損傷と関

連する床版の損傷発生メカニズムについて、舗装損傷

先行型、脆弱部残存型、舗装弱点部浸水型の大きく 3 つ

に分類した。図-1 に分類した損傷発生メカニズムのイ

メージを示す。 

舗装損傷先行型の床版の劣化は、車両の制動荷重が

作用する停止線付近等の、舗装の損傷が進行しやすい

箇所において生じる場合が多い。橋梁上のアスファル

ト舗装では、わだち掘れの進行やバインダーの劣化等

によりひび割れが生じ、コンクリート床版に水分が供

給され、水分を含んだコンクリート床版に輪荷重が作

用することにより脆弱化が進行し、コンクリート床版

が土砂化の状態に至るまで劣化が進行する。舗装に亀

甲状のひび割れが発生しており、土砂の噴出が見られ

る場合はこの劣化メカニズムに該当する。 

脆弱部残存型は、舗装損傷先行型で発生した舗装お

よび床版の損傷に対して、床版の脆弱部を十分に除去

しないまま切削オーバーレイなどで修繕した結果、脆

弱化したままの床版の影響で当該箇所について局所的

に舗装が早期に損傷し、床版のさらなる損傷につなが

るものである。舗装を打ち換えた後に早期に舗装に亀

甲状のひび割れが発生していた場合はこの損傷が進行

している可能性が高いと考えられる。 

舗装弱点部浸水型は、パッチング跡の境界面や施工

継ぎ目において止水が不十分な場合に床版へ水が浸入

した結果、パッチング跡の境界等から土砂の吹き出し

が確認されるものである。前述のとおり舗装面に亀甲

状のひび割れ等が生じておらず、線状のひび割れから

土砂の噴出跡が見られるような場合にはこのケースに

該当する場合が多いと考えられる。 

なお、本検討においては、床版と舗装の両方に損傷

が生じている場合を対象として検討を行った。一方、

床版に損傷(特に床版下部の漏水、遊離石灰を伴うひび

割れ)が生じているにもかかわらず舗装に損傷が認め

られない場合も多く確認された。引き続き、舗装と床

版の損傷の関係性について分析を進め、床版を保護す

る観点で舗装に求められる性能について検討を進めて

いく必要がある。 

 

［成果の活用］ 

本調査結果は、橋梁上の舗装の点検上の留意点とし

て、舗装点検要領などに反映するとともに、橋梁上の

舗装に求められる性能について検討するための基礎デ

ータとして活用する予定である。 

表-3 床版と舗装の損傷整理結果の一例 

 
 

 
図-1 床版の損傷発生メカニズムの類型 
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地盤-橋全体系の耐震設計に用いる地盤震動特性の評価手法の検討 
Study on evaluation method of ground shaking characteristics used for seismic design of soil-bridge system 

（研究期間 平成 30 年度～令和 2 年度） 

道路構造物研究部 道路地震防災研究室 室 長 増田 仁 
Road Structures Department Head MASUDA Hitoshi 
Earthquake Disaster Management Division        研 究 官 石井 洋輔 

 Researcher ISHII Yosuke 
 

The purpose of this research is to propose the evaluation method of ground shaking characteristics 
that contributes to the improvement of seismic design of bridges. The evaluation method of the strength 
performance of bridges considering the reduction effect of the earthquake motion is verified using the 
damage reproduction analysis and the earthquake observation record of the highway bridges. 
 
［研究目的及び経緯］ 

橋の基礎構造物の耐震設計および耐震補強設計は、

地盤との相互作用を性能照査に取り入れることで、合

理的な設計が可能となるものがある。これは、橋の基

礎構造物に地震動が作用する際、基礎構造物と周辺地

盤の相互作用の働きで地震動が低減する効果を期待す

るものである。 

地盤等の影響による低減効果の現象は不確実性が多

く、設計に取り入れるのは困難である。そのため、本研

究の目的は、現行の動的耐震照査の応答のばらつきを

整理した上で、実測記録を基に地震動の低減効果を検

証し、合理的な照査手法の提案を行うことである。 

本研究は、現行の耐荷性能照査で用いる動的解析モ

デルに対して位相特性の異なる地震動を入力し、算出

される応答のばらつきを静的解析の結果と比較して整

理するとともに、実測記録を用いて地盤および構造物

の振動特性を評価し、低減効果を動的解析で検証した。 

［研究内容］ 

1. 耐荷性能照査で用いるモデルの応答のばらつき 

対象橋（2 橋）の橋全体系の解析モデル（図-1）を

用いて地震応答解析を行い、入力地震動の違いによ

る橋全体系の地震応答特性を算出し応答のばらつき

を比較した。本研究は、入力地震動としてレベル 1 地

震動相当の波形を 5 波、レベル 2 地震動タイプ I 相

当の波形を 8 波、レベル 2 地震動タイプ II の波形を

8 波（2 橋合計 42 ケース）とした。本項では代表し

て、対象橋の一つである道路橋示方書の地盤種別の

分類で I 種地盤に架設されている橋の入力地震動を

表-1 に示す。 

2. 実測記録から求めた地盤・橋の振動特性の評価 

国総研が地震応答観測を実施している 1 橋を対象

に、橋桁、橋脚天端、フーチング上面で実測された加

速度波形（2 地震で得られた記録）を基に、橋の構造

部材及び地盤の減衰特性を評価し、減衰定数の違い

による地震応答特性を検証した。減衰定数は、RD 法

を適用し、支承、橋脚、基礎、地盤の実測に基づく値

を算出した。 

各構造部材の減衰定数の算出方法を表-2 に示す。

RD 法を用いて減衰定数を算出する際には、橋の固有

振動数を観測記録のフーリエスペクトルやフーリエ

スペクトル比から判読し、着目する振動数を確認し

た上で実施した。 

さらに、減衰定数をパラメータとして、道路橋示方

書より設定したモデルと RD 法より算出した減衰定

数で設定したモデルに対して動的解析による地震応

答解析を行うことで、減衰定数の違いによる橋の地

図-1 橋全体系の解析モデル 

表-1 対象とする入力地震動 
波形No. L1-Ⅰ L2TⅠ-Ⅰ L2TⅡ-Ⅰ

1 IWT0050807240026
十勝沖地震
(帯広河川事務所Y方向)

兵庫県南部地震
(神戸海洋気象台NS方向)

2 IWT0020807240026
東北地方太平洋沖地震
(一関出張所EW方向)

鳥取県西部地震
(KiK-net日野NS方向)

3 HDKH020309260450 
東北地方太平洋沖地震
(開北橋EW方向)

新潟県中越地震
(K-NET小千谷EW)

4 MYGH060806140843
東北地方太平洋沖地震
(K-NET小川NS方向)

胆振東部地震
(KiK-net追分NS方向)

5 道示標準波 L1-Ⅰ
東北地方太平洋沖地震
(K-NET高萩)

鉄道標準L2spcII_G1

6 ‐ 道示標準波 L2TⅠ-Ⅰ-1 道示標準波 L2TⅡ-Ⅰ-1

7 ‐ 道示標準波 L2TⅠ-Ⅰ-2 道示標準波 L2TⅡ-Ⅰ-2

8 ‐ 道示標準波 L2TⅠ-Ⅰ-3 道示標準波 L2TⅡ-Ⅰ-3

Y
XZ
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震応答特性を把握した。解析モデルは、①上部構造～

基礎構造系の解析モデル、②橋全体系の解析モデル、

③地盤と橋全体系を一体とした解析モデルの 3 モデ

ルとし、入力地震動は、各モデルに対してレベル 1 地

震動相当の波形を 3 波形入力した。 

［研究成果］ 

1. 耐荷性能照査で用いるモデルの応答のばらつき 

本項では、I 種地盤に架橋されている橋を対象にレ

ベル 2 地震動タイプ I 相当の波形を入力した場合の

応答塑性率および残留変位を代表して示す（図-2）。

応答塑性率は 1 波目と 3 波目は道示標準波の 3 波平

均よりも大きい。これに対して、2 波目、4 波目、5

波目は、道示標準波の 3 波平均よりも小さい。また、

エネルギー一定則より算定した応答塑性率よりも動

的解析より算定した応答塑性率の方が小さい。残留

変位は応答値のばらつきが大きく、道示標準波の 3

波平均に対する大小関係も橋脚によって異なってい

た。また、エネルギー一定則より算定した残留変位よ

りも、動的解析より算定した残留変位の方が小さい。 

2. 実測記録から求めた地盤・橋の振動特性の評価 

表-3 に本項で設定した減衰定数を示す。RD 法で

減衰定数を算出する場合は、2 つの地震で得られた値

の平均値を設定値とした。なお、上部構造は観測記録

からの算出が困難であったため、本検討では道路橋

示方書の標準値を設定した。表-3 より、観測記録よ

り算出した減衰定数は、道示の標準値と比較して小

さい値となった。基礎の減衰は、道示の標準値と比べ

て 1/10 程度と小さな値となった。 

表-3 で設定した減衰定数より、各モデルにおける

固有値解析結果に基づいて設定したレーリー減衰お

よび設定した減衰と道路橋示方書の減衰定数での解

析結果の比較図を図-4, -5 に示す。図-4, -5 より、減

衰特性は、RD 法で算出した比例減衰の値が異なり、

減衰の影響が小さく評価される特性となっている。

橋脚天端の応答は、それぞれの結果は、RD 法で設定

した結果が比較的大きい振幅を示している。 

本研究では、耐震設計された橋の地震応答のばらつ

きを整理し、動的解析で考慮する減衰特性を実測記録

に基づく解析より検証した。本検討を基に、今後、構造

物や地盤の影響による減衰効果等について引き続き検

討し、耐震設計法の合理化・高度化へ向けた検討を実

施する。 

［成果の活用］ 

モデル化手法や地盤に起因する地震動の低減効果

等をとりまとめ、構造物に関する技術基準類に反映

し、耐震設計の一層の合理化に貢献する。 
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図-2 それぞれの入力地震動で得られた 

応答塑性率（左図）、残留変位（右図） 
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表-2 本研究で設定した減衰定数算出の考え方 

構造部材 減衰定数の算出方法

上部構造 鉛直方向の相対加速度からRD法により設定

支承
桁と橋脚天端の橋軸方向の相対加速度からRD法

により設定

橋脚
橋脚天端とフーチング上面の橋軸方向の相対加速
度からRD法により設定

①基礎を含めた橋梁全体系の減衰定数を桁、橋脚
天端、フーチング上面の加速度記録からRD法によ

り設定
②橋梁全体系の集約ばねモデルで固有値解析を
行い、ひずみエネルギー比例減衰が①で設定した
値となるように、基礎の減衰定数を調整することで
フィッティング

地盤
入力地震動を作用させた際のSHAKEによる収束

物性値を設定

基礎
（集約ばね）

基礎
（一体モデル）

集約ばねモデルで設定した値

表-3 本研究で設定した減衰定数 

11/22の地震の

観測記録

12/30の地震の

観測記録
設定値 備考

上部構造 0.02 0.020
支承 0 0.018 0.021 0.020 平均値

橋脚 0.05 0.022 0.024 0.023 平均値

基礎 0.2 0.030

本検討で設定した減衰定数
道示モデルの
減衰定数

構造部材

図-4 減衰定数の変化による橋脚天端の応答の比較 

（上部構造～基礎構造系解析モデル） 

図-5 減衰定数の変化による橋脚天端の応答の比較 

（橋全体系の解析モデル） 

道示標準値

本検討設定値

道示標準値

本検討設定値

道示標準値

本検討設定値

本検討のひずみエネルギー比例減衰

道示標準値のひずみエネルギー比例減衰

道示標準値

本検討設定値

本検討のひずみエネルギー比例減衰

道示標準値のひずみエネルギー比例減衰
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道路事業における入札・契約方式の実用性・実効性向上に関する研究  
Study on improvement of practicality and effectivity on the bidding and contracting system 

（研究期間 令和元年度～令和 3 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 
Research Center for Infrastructure Management 
Construction and Maintenance Management Division 
室長 中洲 啓太 主任研究官 吉野 哲也  
Head NAKASU Keita Senior Researcher YOSHINO Tetsuya 
主任研究官 大城 秀彰 主任研究官 光谷 友樹  
Senior Researcher OHSHIRO Hideaki  Senior Researcher MITSUTANI Yuki 
研究官 井星 雄貴 研究官 森本 恵美  
Researcher IBOSHI Yuki  Researcher MORIMOTO Emi 
交流研究員 林 基樹 交流研究員 大野 琢海  
Guest Research Engineer  HAYASHI Motoki  Guest Research Engineer OONO Takumi 
交流研究員 秋元 佳澄   
Guest Research Engineer  AKIMOTO Kasumi  
 
In order to improve the quality and productivity of public works, NILIM is carrying out study on cross staging 

construction and maintenance management system from survey, planning to management. The objective of this 

study is to improve diverse procurement methods such as the technical proposal and negotiation method, 

comprehensive evaluation tender method and other methods. 

 
［研究目的及び経緯］ 

「公共工事の品質確保の促進に関する法津」の成立

を契機に、国土交通省発注の工事では、平成 17 年度よ

り総合評価落札方式を拡大し、また、調査・設計等業務

においても、平成 20 年度より発注方式の１つとして同

方式を本格導入している。平成 26 年 6 月に公布・施行

された「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一

部を改正する法律（令和元年法律第三十五号）」を踏ま

え、技術提案・交渉方式、事業促進ＰＰＰ等の多様な入

札契約方式の導入が進んでいる。これらの多様な入札

契約方式は、導入実績が少なく、受発注者双方の負担

が大きくなりやすいことから、国土技術政策総合研究

所では、これらの入札契約方式の実用性、実効性を向

上させるため、適用支援及び適用状況のフォローアッ

プを行い、改善手法を検討している。 

 

［研究内容・研究成果］ 

 (1) 技術提案・交渉方式 

令和3年2月現在、国土交通省直轄工事では、21工事

で技術提案・交渉方式が適用されている（図-1）。施

工に着手している工事（9工事）について、詳細設計

や技術協力の報告書等により技術協力、工事の実施状

況を確認するとともに、発注者、設計者、施工者にヒ

アリングを行い、技術提案・交渉方式の効果・課題を

整理した。技術提案・交渉方式の適用により、例えば

図-2に示す、プロセス改善の効果、リスク低減の効果

等の効果があることを把握した。また、施工が完了し

た4工事について、実施状況を確認し、４工事とも手

戻りとなるような大きな事象は発生しておらず、遅延

なく、概ね見込んでいた工事費の範囲内で完了してい

ることを確認した。 

また、技術協力時に優先交渉権者から予備設計で想

定していない提案があった場合に、新たな追加調査や

検討が必要となり、設計期間が延びる等の課題が生じ

た。技術協力の円滑な実施のためには、予備設計等の

調査・計画の段階から、技術提案・交渉方式の適用を

想定した検討が重要であることを把握した。 

 
図-1 技術提案・交渉方式の実施状況 
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(2) 災害時の入札契約方式 

近年の主要災害（平成 28 年熊本地震、平成 29 年九

州北部豪雨、平成 30 年西日本豪雨、令和元年東日本台

風）において，公表されている入札契約データの整理、

地方整備局へのヒアリングにより、国土交通省が発注

した業務・工事の入札契約方式の適用状況を整理した。 

その結果、応急復旧段階には随意契約が適切に適用

される一方で、本復旧段階では、随意契約の適用を迷

う例が多いことを把握した。仮堤防のように構造物が

本来有すべき機能・性能を回復するまでは、わずかな

降雨でも住民が避難を余儀なくされ、住民生活に著し

い支障がある。そのため、構造物が有すべき機能・性能

を回復するまでは、本復旧工事でも随意契約を適用で

きる考え方を明確にした（図-3）。 

 
図-3 災害復旧における入札契約適用の考え方 

 (3) 工事の入札・契約方式 

工事については、総合評価落札方式を適用した工事

を対象に、工事種別、工事価格、競争参加者数、契約後

の条件変更の有無に関する事項、工事の不確実性等に

関する内容を整理した。 

工事種別、競争参加者数等の分析の結果、仕様及び

仕様の前提条件が確定しており、リスクの少ない総合

評価落札方式(技術提案評価型 S 型等）において、技術

評価方法等の運用改善のため、生産性向上のテーマを

求めるニーズがあることを把握した。 

工事の不確実性に関する整理の結果、目的物の変更

を伴わない提案を求める技術提案評価Ｓ型、中小規模

の工事に多く適用される施工能力評価Ⅰ・Ⅱ型の工事

では、図書不整合（現場状況の相違等）、作業用道路・

ヤード、地質・土質条件の順に多く発生していること

を確認した（図-4）。 

 
図-4 工事の不確実性に関する分類整理 

 (4)業務の入札・契約方式 

調査・設計業務ついては、地方整備局等がプロポー

ザル方式・総合評価落札方式・価格競争で発注した業

務を対象に、発注方式選定表に示された発注方式との

適合率、入札・契約方式と成果品質との関係を経年的

に整理した。 

その結果、発注方式選定表では、プロポーザルを適

用する区分の業務でも、運用を続けるうちに総合評価

落札方式の適用割合が増える例があった。また、成果

品質への影響には、入札時の技術評価結果より、過去

の業務成績との相関性が高いことを把握した。これら

知見を踏まえ、業務の入札・契約方式の選定、改善にあ

たっての留意事項を競争性、効率性等の多様な観点か

ら整理した。 

［成果の活用］ 

本研究の成果は、発注者責任を果たすための今後の

建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会の資

料、ガイドライン改正等に反映された。 

被害状況把握 応急復旧
（仮復旧）

本復旧
有すべき機能・性能の回復まで

（改良復旧を含む）

業
務

工
事

随意契約
既契約（維持等）

随意契約

必要に応じて
追加調査・検討等

▼発災

緊急パトロール
・点検等

緊急点検・
被災調査等

測量・調査・設計等
（応急復旧）

測量・調査・設計等
（本復旧）

道路啓開・がれき撤去・
工事（応急復旧）等

復興
機能・性能の向上

（高規格化）

・有すべき機能・性能を回復できていない場合、工事・業務に随意契約を適用可
・効率的、確実な施工のため、提案を求めることが有効な場合、指名、一般競争を適用

平常時

災害協定

災害協定

維持工事等

必要に応じて
技術提案・交渉方式

必要に応じて、フレームワーク方式

必要に応じて、事業促進ＰＰＰ

一般競争

指名競争

準備・本体工事
（本復旧）

図-2 技術提案・交渉方式の適用効果 

○標準的な発注方式

設計

工事

●技術提案・交渉方式
（技術協力・施工タイプ）
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・施工しながら、損傷調査、設計（淀川大橋）
・詳細設計と工事発注手続きを同時並行（二重峠ﾄﾝﾈﾙ）

・複数切羽での急速施工、避難坑拡幅による運搬効率化（二重峠ﾄﾝﾈﾙ）
・伸縮装置部の構造変更による作業時間短縮（犀川大橋）
・多軸台車を用いた大ブロック架設（大樋西高架橋）
・無人化・自動化施工（赤谷3号砂防堰堤）

・施工ステップ変更（淀川大橋）
・追加地質調査（二重峠ﾄﾝﾈﾙ）
・部材健全度調査（犀川大橋）
・学識者意見聴取（城山ﾄﾝｴﾙ）

・交通規制時間延長（犀川大橋）

・離隔、干渉チェック、関係機関協議円滑化、Web情報共有システム（大樋西高架橋）
・3次元FEM解析（城山ﾄﾝﾈﾙ）
・無人化・自動化施工、レーザー測量（赤谷3号砂防堰堤）
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※本報告は令和元年度から令和２年度へと継続して実施した研究の成果を令和２年度研究成果としてまとめたものである。 

土工構造物等の要求性能に対応した変状評価、 

性能向上に関する調査検討 
Study on deformed state evaluation according to required performance and performance 

improvement of substructures 

 （研究期間 平成 29 年度～令和元年度） 

道路構造物研究部 構造・基礎研究室 室長 七澤 利明 

Road Structures Department  Head NANAZAWA Toshiaki 

Foundation, Tunnel and Substructures Division 主任研究官 伊藤 浩和 

    Senior Researcher ITO Hirokazu  

                                         研究官             佐々木 惇郎 

Researcher       SASAKI Atsuo 

 

With regard to road earthworks structure, technical standards were established in 2015 and the required 

performance was shown, but concrete checking methods corresponding to required performance are not 

sufficient. In this study, we are investigating and studying for the purpose of preparing the basic data necessary for 

considering the method of evaluating the function as roads of the section where the road earthwork structure 

exists.  

 

［研究目的及び経緯］ 

道路土工構造物については、平成 26 年度に技術基準

が制定され要求性能が示されたが、要求性能に対応し

た具体的な照査手法は明確に示されていない。 

本報では、道路土工構造物のうち現行指針適用範囲

外の大型カルバートの耐震性能照査に用いる解析モデ

ルについて、既往の実験結果及び地震の影響を受けた

実カルバートの再現解析により検討を行うとともに、

この解析モデルを用いて各種条件で試設計を実施し、

耐震設計法導入の影響について評価した結果を示す。 

 

［研究内容及び研究成果］ 

1.実験結果との比較解析 

耐震設計手法は、静的な耐震設計法の一つである応

答変位法を用いることとした。解析モデルは、カルバ

ートの躯体を線形の梁要素、周辺地盤をばね要素（地

盤ばねとジョイント要素を考慮）とした（図-1）。 

 
図-1 躯体及び地盤のモデル化の概要 

上述の解析モデルを用いて、表-１に示す既往の 2

事例の遠心模型実験結果との比較解析を行った。なお、

精度のよい解析モデルとする上で、躯体周辺部のせん

断摩擦力の上限値の設定が重要になることから、2 事

例とも、3 ケース変化させて検討を行った（表-2）。 

表-1 模型実験の事例 

 
表-2 検討ケース 

 

解析結果の例として、図-2 に事例 2（ケース 3）の

カルバートの各部材の実験と解析結果の最大曲げモー

メントを比較した図を示す。周面せん断力の上限値を

低減しないケース 1 に対して、低減したケース 2、3

ともに、実験で得られた躯体の最大曲げモーメントと

よく合う結果となった。 

 
図-2 曲げモーメント図（事例 2：ケース 3） 

2.地震の影響を受けた実カルバートとの比較解析 

1.で検討した解析モデルを用いて、地震の影響を受

けた実カルバートを対象として解析を実施し実被害状

況との比較を行うことで、提案したモデルの妥当性を

kng

knj

ksj

ksg

kng：地盤ばね要素（部材直交方向）
ksg：地盤ばね要素（せん断方向）
knj：ジョイント要素（部材直交方向）
ksj：ジョイント要素（せん断方向）

地盤ばね
要素

(線形)

ｼﾞｮｲﾝﾄ
要素

(非線形)

せん断方向ks

部材直交方向反力 Pn

変位

変位

せん断摩擦力
の上限値τf

せん断方向反力 S

剛

引張

圧縮

初期値(常時土圧分)

部材直交方向反力 Pn

変位

せん断方向反力 S

変位

ksg

ksj

kng

knj

部材直交方向kn

事例 盛土材 内空断面幅（m） 連数 土被り厚（m） 検討ケース数
1 細粒土 14m 1連 0.5m 3ケース
2 細粒土 14m 1連 10m 3ケース

1 c+σtanφ c+σtanφ
2 σtan（2/3φ）【※1】 σtan（2/3φ）【※1】
3 0.5（c+σtanφ）【※2】 σtan（2/3φ）【※1】

検討ケース
周面せん断力の上限値

（頂版・側壁）
周面せん断力の上限値

（底版）
備考

※1：H24道示Ⅳ（摩擦角：土と
　　　コンクリート）
※2：H24道示（ケーソン基礎の

　　　最大周面摩擦力度）
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検証した。なお、躯体は、実カルバートの材質を考慮

し非線形（Ｍ～φ）の梁要素とした。 

被災事例として、兵庫県南部地震（1995 年）におけ

る大開駅、被災無し事例として、熊本地震（2016 年）

における九州道の横断カルバートを対象とする。対象

カルバート位置における一次元の地盤モデルを構築し、

等価線形解析により地盤変位を求めた。一次元等価線

形解析における入力地震動は、対象カルバート近傍で

の観測記録に基づき、大開駅は神戸大学観測波形、九

州道は KMMH16 益城を使用した。また、躯体周辺部のせ

ん断摩擦力の上限値は、以下のとおり設定した。 

［頂版・側壁］τｆ＝0.5（C+σtanφ） 

［底版］τｆ＝σtanφ  tanφ は擁壁工指針より設定 

一次元等価線形解析の結果、カルバート頂版と底版

位置における地盤の最大変位は、大開駅で約 2cm、九

州道は約 3cm となった。 

 (1)被災事例（大開駅） 

大開駅の被災は、中柱の損傷が特徴的で、最も損傷

が激しい区間は、ほとんどの中柱が崩壊し、上床版が

崩落した。試算結果では、中柱を中心にせん断照査が

OUT となり、概ね実被害状況を再現した結果となった。 

 
図-3 大開駅断面図（被災前後） 

 
図-4 大開駅解析結果（せん断耐力照査） 

 (2)被災無し事例（九州自動車道横断カルバート） 

震度 7 を計測した位置に設置されているカルバート

を対象としたが、継手の開き以外は躯体に目立った損

傷は確認されていない。試算結果では、全ての照査項

目を満足し、実被害を再現した結果となった。 

 

3.表層及び盛土層の剛性条件の違いによる比較 

 表層及び盛土層のせん断波速度の低減係数 Cv 及び

盛土層のせん断波速度 Vs の違いによる影響を把握す

るため、1.及び 2.で検討した解析モデルを用いた試設

計を行った。具体的には、図-5 に示す地盤モデルを設

定し、この地盤モデルに対して、Cv 及び Vs の値を変

化させ（表-3）、H29 道路橋示方書に示されるレベル２

（タイプⅡ）の動的解析用標準加速度波形を表層地盤

上面から基盤層まで引き戻しを行った上で盛土層を含

む表層地盤に入力し、モード解析により地盤の変位を

算出して、応答変位法による入力値を設定した（図-6）。

図-7 にカルバートの応答値（曲げモーメント）の比較

を示す。Ⅱ種地盤に設置されるカルバートの応答値は

Cv=0.4 のケースが大きくなる傾向となったが、Vs は

200m/s、250m/s とも同程度となった。 

 
図-5 地盤モデル（Ⅱ種地盤の例） 

表-3 試設計の検討ケース（Ⅱ種地盤の例） 
内空幅 内空高 表層地盤及び盛土層のせん

断弾性波速度の低減係数 
盛土層のせん
断弾性波速度 

地盤条件 

6.5m 5.0m CV=0.2 Vs=200m/s Ⅱ種地盤 
相当 Vs=250m/s 

CV=0.4 Vs=200m/s 
Vs=250m/s 

CV=0.8 Vs=200m/s 
Vs=250m/s 

 

図-6 耐震設計手法の流れ（イメージ） 

  
（最大曲げモーメント）      （最大せん断力） 

図-7 Cv、Vs の違いによる応答値の比較（Ⅱ種地盤） 

 

4.従来設計手法との比較 

 内空幅、内空高、土被り厚等を変化させ、常時荷重

に基づく従来の設計法により構造諸元を決定したカル

バートに対して、地盤条件を変化させ、1.～3.で検討

した解析モデルを用いた試設計を行った。試設計の結

果、従来型のカルバートに加え従来型の適用範囲を超

えるカルバートにおいても各照査項目で全て満足とな

る結果となった。 

 

5.まとめ 

実験結果及び地震の影響を受けた実カルバートとの

比較解析を行い、実現象と整合する解析モデルを明確

化した。また、提案した解析モデルを用いて、内空断

面等の条件を変化させ、試設計を行い、従来型カルバ

ートに加え従来型の適用範囲を超えるカルバートにお

いても構造諸元に変更が生じないことを確認した。 

 

［成果の活用］ 

本調査結果は、道路土工構造物技術基準に定められ

た要求性能に対応した設計法の基礎資料として活用す

る予定である。 
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※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 

 道路構造物としての舗装の要求性能に関する調査検討 
Research on required performance of pavement as a part of road structure 

（研究期間 令和元年度～令和 3 年度） 

道路構造物研究部 道路基盤研究室 室 長 渡邉 一弘 

Road Structures Department Head WATANABE Kazuhiro 

Pavement and Earthworks Division 主任研究官 桑原 正明 

 Senior Researcher KUWABARA Masaaki 

 研 究 官 若林 由弥 

 Researcher WAKABAYASHI Yuya 
 

In order to efficiently manage the pavement of a huge stock with a limited budget and road managers, it is 
important to select an appropriate pavement type in consideration of the life cycle cost. In fact, in Japan, after 2013, 
the common specification has indicated that the pavement type should be selected in consideration of life cycle 
costs, etc. In this study, authors analyzed the trends of concrete pavement construction carried out after 2013 by 
pavement type and construction site. In addition, a damage survey was conducted on the sections that were 
analyzed and that had deteriorated early. 

 
［研究目的及び経緯］ 

膨大なストックを有する道路舗装について、技術者

が不足する中限られた予算で効率よく管理していくた

めには、舗装種別の適切な選択等を通じて、ライフサ

イクルコストを低減させていく必要がある。国土交通

省では、平成 24 年の技術基本計画にて、「コンクリー

ト舗装等耐久性の高い素材の採用等によるライフサイ

クルコストの縮減を目指す」ことを戦略的な維持管理・

更新に資する技術研究開発の一環として挙げており、

これを受け平成 25 年以降の設計業務等共通仕様書で

は、「基盤条件、環境条件、走行性、維持管理、経済性

（ライフサイクルコスト）等を考慮し、舗装（アスファ

ルト舗装／コンクリート舗装等）の比較検討のうえ、

舗装の種類・構成を決定し、設計する」旨が示されてい

る。 

本調査では、近年施工されたコンクリート舗装の供

用性を確認することを目的に、平成 25 年度以降に施

工されたコンクリート舗装工事データを整理し、施工

箇所や施工条件等の傾向について分析を行った。ま

た、この中から実際に早期に劣化している区間を対象

に損傷調査を実施した。 

 

［研究内容］ 

1. 近年施工されたコンクリート舗装の実態調査 

平成 25 年度以降に着工し平成 30 年度までに完成し

たコンクリート舗装工事のうち、明かり部延長が含ま

れる工事を分析対象とした。表-1 に、収集した工事事

例の件数及び施工延長を示す。工事件数は 98 件で、道

路延長は約 128km であった。 

地域別にみると、東北が工事件数・延長ともに最も

多く、逆に関東では，明かり部を含むコンクリート舗

装工事が行われていなかった。東北でのコンクリート

舗装工事が多い理由は、東日本大震災後の道路整備と

して、新設工事件数が多かったためと考えられる。図-

1 に工事道路延長の内訳を示す。500m 未満の工事件数

は全体の 13%程度であり、比較的延長の長い工事にコン

クリート舗装が適用されていることが分かった。 

これらのデータを対象に舗装種別や施工箇所につい

ての傾向分析を行った。 

2. 早期に劣化したコンクリート舗装の損傷調査 

1.で分析したコンクリート舗装について、車両から

のビデオカメラで撮影した路面画像により路面の損傷

状況を確認し、損傷が確認された区間を対象に現地調

 

表-1 分析の対象とする工事 

 

図-1 工事道路延長の内訳 
 

明かり部 トンネル部 計

北海道 1 0.10 3.00 3.10

東北 32 19.86 36.69 56.55

関東 0 - - -

北陸 10 7.36 11.98 19.34

中部 11 8.84 0.50 9.34

近畿 4 1.12 5.47 6.59

中国 11 7.98 3.00 10.98

四国 5 3.18 0.59 3.77

九州 24 15.39 3.28 18.67

計 98 63.83 64.50 128.33

工事件数
工事道路延長合計（km）

地域

0.5km未満
13%

（13件）

0.5km-1km
44%

（43件）

1km-2km
29%

（28件）

2km以上
14%

（14件）
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査を行った。 

 

［研究成果］ 

1. 近年施工されたコンクリート舗装の実態調査 

初めに、舗装種別および舗装構成に関する傾向につ

いて分析した。図-2 に舗装種別および表層コンクリー

ト版厚別の工事件数を示す。まず、舗装種別について

は、普通コンクリート舗装よりも連続鉄筋コンクリー

ト舗装の工事が多いことが分かった。これは、連続鉄

筋コンクリート舗装が横目地を設けない構造であるこ

とから、横目地部での振動・騒音について道路管理者

が配慮したためと考えられる。表層コンクリート版厚

については、連続鉄筋コンクリート舗装のほとんどが

版厚 25cm で、普通コンクリート舗装のコンクリート版

厚は、25cm または 28cm が多い傾向にあった。一方、連

続鉄筋コンクリート舗装、普通コンクリート舗装いず

れの場合もコンクリート版厚が 23cm 以下のものは少

なく、コンクリート舗装が交通量の多い箇所で適用さ

れていることが推察される。 

続いて、施工条件に関する整理を行った。図-3 に積

雪寒冷地域区分別および地形区分別の工事件数の内訳

を示す。まず、積雪寒冷地域区分において、積雪地域や

寒冷地域での施工が多いことが分かった。次に地形別

にみると、山地での施工が多いことも分かった。平地

部での施工が少ない理由については、都市部において

掘り返し等の理由からアスファルト舗装が選ばれやす

いためと考えられる。 

図-4 に、施工箇所における最高盛土高別の工事件数

の内訳を示す。一般的にコンクリート舗装は、圧密沈

下が発生する可能性がある軟弱地盤や盛土上で施工し

た場合、コンクリート版が剛体で沈下に追従しないた

め、版の割れや段差が発生しやすいため不向きである

と考えられているが、今回分析した工事のうち、半数

程度は 10m 以上の盛土区間が存在する箇所に施工され

ていることが明らかになった。 

2. 早期に劣化したコンクリート舗装の損傷調査 

1.で分析を行った区間を対象に走行車両上からビデ

オで路面画像を撮影し、ひび割れなどの損傷の発生状

況について確認した。ほとんどの区間では目立った損

傷は発生していなかったが、幅の大きいひび割れが複

数箇所にわたり発生した区間が 1 路線だけ存在し、当

該路線について現地で損傷状況を確認した。 

図-5 に実際に発生していたひび割れの一例を示す。

ひび割れはいずれもカルバート等の横断構造物上に施

工されたコンクリート版に生じていた。表-2 にひび割

れの発生状況を示す。ひび割れが最も多く発生してい

たコンクリート版は、横断構造物との距離が最も近く、

構造物背面の盛土が十分に締め固められていない可能

性が考えられる。この事例のように横断構造物上はコ

ンクリート舗装が壊れやすく、有効な設計法や施工法

について他の工事の分析なども行いながら進めていく

予定である。 

 

［成果の活用］ 

本調査結果は、コンクリート舗装の損傷事例として

技術図書にとりまとめるとともに、引き続き調査を進

めた結果について、設計および施工上の留意点を技術

図書に反映する予定である。 

 
図-2 舗装種別および Co 版厚別の件数 

 

 
図-3 施工地域別の施工件数 

 

 
図-4 最高盛土高別の工事件数 

 
図-5 横断構造物上に発生した横断ひび割れ 

 

表-2 横断構造物上のひび割れ発生状況 
 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

普通コンクリート舗装 連続鉄筋コンクリート舗装

⼯
事
件
数
（
件
）

20cm 23cm 25cm

28cm 30cm 32cm

⼀般
47%

（46件）
寒冷
17%

（17件）

積雪
36%

（35件）

積雪寒冷地域区分別

⼭地
88%

（86件）

平地
12%

（12件）

地形区分別

0〜5m
6%

（6件）
5〜10m
22%

（21件）

10〜20ｍ
43%（42件）

20m以上
3%

（3件）

切⼟部のみ
11%（11件）

その他
15%

（15件）

Co版No. No.17 No.43 No.80 No.147

ひび割れ本数
上下線
各3本

上下線
各1本

0本 上りのみ1本

最大ひび割れ幅 1.5mm 0.8mm - 0.35mm

横目地間隔 4.8m 10m 7.5m 5.0m

鉄網 D6 二重 D6 一重
上り D6 二重
下り D13 二重

D13 二重

盛土高 最大10m程度 最大19m程度 （切土区間） 最大7～8m

土被り厚 1m程度 6m程度 0m 2m程度

路床改良 無し 無し 有り 有り
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※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 
 

地盤-橋全体系の耐震設計に用いる地盤震動特性の評価手法の検討 
Study on evaluation method of ground shaking characteristics used for seismic design of soil-bridge system 

（研究期間 平成 30 年度～令和 2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 
Road Structures Department     Head   KATAOKA Shojiro  
Earthquake Disaster Management Division  研究官   大道 一歩 

Researcher  OOMICHI Kazuho  
研究員   石井 洋輔 
Research Engineer ISHII Yosuke  

 

The purpose of this research is to propose the evaluation method of ground shaking characteristics 
that contributes to the improvement of seismic design of bridges. The evaluation method of the strength 
performance of bridges considering the reduction effect of the earthquake motion is verified using the 
damage reproduction analysis and the earthquake observation record of the highway bridges. 

 
［研究目的及び経緯］ 

橋の基礎構造物の耐震設計および耐震補強設計は、

地盤との相互作用を性能照査に取り入れることで、合

理的な設計が可能となるものがある。これは、橋の基

礎構造物に地震動が作用する際、基礎構造物と周辺地

盤の相互作用の働きで地震動が低減する効果を期待す

るものである。 

本研究は、橋の耐震設計基準の合理化に資する地盤

震動特性の評価手法を確立するため、現行の動的耐震

照査の応答のばらつきを整理した上で、地盤震動特性

による低減効果を考慮することで合理的な性能照査手

法を提案することを目的としている。 

令和元年度は、現行の耐荷性能照査で用いる動的解

析モデルに対して位相特性の異なる地震動を入力し、

算出される応答のばらつきを静的解析の結果と比較し

て整理するとともに、実務でも活用されている地盤と

橋を一体とした解析で考慮している地盤震動特性を検

証した。 

［研究内容］ 

(1)耐荷性能照査で用いるモデルの応答のばらつき 

現行の耐荷性能照査で用いる動的解析モデルに対

して、位相特性の異なる地震動をそれぞれ入力して、

静的解析結果と比較した。 

まず、地盤種別および道路橋示方書 V 耐震設計編

（以下、道示）に規定される地震動のタイプ毎に、表

-1 に示す地震で観測された波形を 10 波形ずつ（計

90 波形）用意し、振幅調整により道示の標準加速度

応答スペクトルにフィッティングした。本研究では、

フィッティングによるばらつきも検討するため、フ

ィッティングの際の繰返し計算の回数を変化させ、

各波形に対して 3 ケース実施し、計 270 波作成した。

作成した波形及び道示の標準加速度波形（計 291 波

形）を用いた 1自由度系の非線形動的解析を実施し、

それぞれの最大応答塑性率を確認した。そして、RC

橋の解析モデル（表-2）に対して非線形動的解析を行

い（97 波×9 モデル＝873 ケース）、ばらつきを整理

した。 

(2)地盤と橋を一体とした地震応答特性 

国総研が地震応答観測を実施している 2 橋を対象

に、地盤と橋を一体としたモデル（図-1）で解析をす

る際に見込んでいる地盤震動特性を検証した。まず、

解析対象橋で観測された波形を用いて、観測結果と

解析結果の違いを確認し、解析結果が観測結果と近

似するように、解析モデルを作成した。このモデルに

対し、観測波形 5 波と道示の I 種地盤の標準加速度

L1地震動 L2地震動TI L2地震動TII
平成7年兵庫県南部地震
平成12年鳥取県西部地震
平成16年新潟県中越地震
平成30年胆振東部地震

平成15年十勝沖地震 平成7年兵庫県南部地震
平成28年熊本地震
平成30年胆振東部地震
平成7年兵庫県南部地震
平成19年能登半島地震
平成19年新潟県中越沖地震
平成28年熊本地震
平成30年胆振東部地震

平成15年十勝沖地震

平成23年東北地方太平洋
沖地震

昭和58年日本海中部地震
など

昭和53年宮城県沖地震
など

平成23年東北地方太平洋
沖地震

平成23年東北地方太平洋
沖地震

平成15年十勝沖地震

昭和43年日向灘地震
など

Ⅰ種地盤

Ⅱ種地盤

Ⅲ種地盤

表-1 解析に用いた対象地震 

表-2 RC 橋の解析モデル 
橋梁名 A B C D E F G H I

地盤種別 III種 III種 III種 III種 III種 II種 II種 II種 I種
固有周期(s) 1.01 0.9 1.11 0.53 0.68 1.64 1.84 1.23 0.82

橋脚

着目方向 直角
支承条件

基礎構造
直接
基礎

RC橋脚

橋軸 橋軸
分散 固定 免震 固定

杭基礎
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波形（7 波）を耐震設計上の基盤面（Vs=300m/s 相当）

から入力し、応答の変化を確認した。 

［研究成果］ 

(1)耐荷性能照査で用いるモデルの応答のばらつき 

まず、レベル 2 地震動タイプ II にフィッティング

した地震動を対象に 1 自由度系の非線形動的解析を

実施した結果を図-2 に示す。図-2 は 20 回の繰返し

計算でフィッティングした波形に対し、道示に示さ

れる標準加速度波形の 3 波形での平均（以下、道示

3 波平均）の応答塑性率との比を示している。図-2 よ

り、それぞれの波形は道示 3 波平均の 0.8~1.2 倍程度

の範囲であり、全体的にばらつきは大きくないこと

が分かった。 

表-2 に示す解析モデルに対し、レベル 2 地震動タ

イプ II にフィッティングした波形を入力した結果を

図-3 に示す。図-3 より、道示 3 波平均は、静的解析

であるエネルギー一定則による応答塑性率、および

検討した 10波の平均と比較して同程度であることが

分かった。また、フィッティング回数によるばらつき

は小さいことが分かった。 

(2)地盤と橋を一体とした地震応答特性 

本稿では、対象橋の 2 橋のうち 1 橋の結果を示す。 

対象橋は、橋脚天端、地盤、フーチング上面、基盤

面で地震応答観測をしており、実測記録に基づいて

解析モデルを作成している。耐震設計上の基盤面で

観測された記録を入力し、解析結果と橋脚天端およ

びフーチング上面で観測された記録を比較して、観

測記録に近づくよう解析モデルを作成した。 

道示に示されるレベル 2 地震動タイプ II の 1 波形

を入力した際の結果を図-4 に示す。なお、フーリエ

スペクトルは、周期 2 秒以上でフィルター処理をし

ている。図-4 では、フーリエスペクトルの 0.2 秒付

近で、構造物の影響がない遠方の地盤よりフーチン

グ面の地震動の方が小さくなっており、地盤震動特

性による低減効果が確認され、本検討に用いた解析

の低減効果は、0.1～0.3 秒付近の極短周期帯で 2 倍

程度であることが分かった。 

 今後、地盤と橋を一体としたモデルで考慮している

地盤震動特性による低減効果を整理し、現行耐震設計

より合理的な解析手法を検討する。 

［成果の活用］ 

モデル化手法や地盤に起因する地震動の低減効果

等をとりまとめ、構造物に関する技術基準に反映し、

耐震設計基準の合理化に貢献する。 

図-1 地盤と橋を一体とした解析モデル 

図-2 道示３波平均との応答塑性率比 
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※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 

道路整備等の生産性向上に資するロボット及び ICT 技術の利活用に関する調査

Survey on utilization of robot and ICT technology that contributes to productivity improvement of road 
construction. 

（研究期間 平成 28 年度～令和 2年度） 

 

社会資本マネジメント研究センター      室長        山下 尚 
社会資本施工高度化研究室              Head       YAMASHITA Hisashi 
Research Center                         主任研究官      小塚 清 
for Infrastructure Management             Senior Researcher  KOZUKA Kiyoshi 
Advanced Construction                   主任研究官      大槻 崇 
Technology Division                  Senior Researcher  OHTSUKI Takashi 
                             研究官      金森 宗一郎 
                         Researcher       KANAMORI Soichiro 

                        研究員      畑迫 勇太 
                       Research Engineer  HATASAKO Yuta 
                         交流研究員      天野 克己 
                      Guest Research Engineer AMANO Katsumi 
 

 
In this research, our research team tested verification method of the accuracy in order to utilizing machine as-built 

data to calculate the yield of earthwork and prototyped a viewer for supervision and inspection that complies with 

the standard for exchanging control data for embankment compaction. 

 
［研究目的及び経緯］ 

国土交通省では、i-Construction 施策として、平成

28 年度から ICT 土工を、平成 29 年度から ICT 舗装工

を導入している。これら ICT 活用工事では、①3 次元起

工測量、②3 次元設計データ作成、③ICT 建機による施

工、④3 次元出来形管理等の施工管理、⑤3 次元データ

の納品の各段階で ICT 技術を活用することとしている。 

本研究では、上記の④に関し、「3 次元計測技術を用

いた出来形管理要領（案）」等に規定した精度確認試験

方法の検証を通じ、精度確認試験を実施する際の手引

き作成等のための資料整理を行った。また、監督・検査

の合理化を検討する目的で、「TS・GNSS による盛土締固

め管理データ交換標準（案）」に対応した監督・検査で

の使用を想定したビューワの改良を行った。 

 

［研究内容・研究成果］ 

1．ICT 施工により取得される施工履歴データの出来

形への活用を想定した精度確認方法の安全かつ効率的

な実施に向けた検証 

（1）法面での精度確認試験方法の検証 

 令和 3 年 3 月 29 日改定「3 次元計測技術を用いた出

来形管理要領（案）」で、油圧ショベルの施工履歴デ

ータの盛土法面等の出来形管理にも適用可能となっ

た。平面を用いた精度確認でも適用判定は可能である

が、法面を用いて精度確認を行う際の課題整理に向け

た検証を実機にて行った。検証の状況を図-１に示

す。 

  
図-1 法面での刃先精度検証の試験 

 実験の結果、法面での精度確認試験における安全確

保上の課題と対応策を確認した。 

 

（2）刃先履歴データ等の IoT データ改竄防止策検討 

  施工時の油圧ショベルの刃先位置の移動履歴を出来

形の推定値に用いる際には、取得データが改竄されて

いないことが重要となる。今まで、UAV 写真測量や締

固め回数管理においては、センサーが取得した生デー

タのログを出来形管理データのバックデータとして提

出することとし、改竄によるメリットよりも改竄手間

が掛かることで改竄を防ぐ、いわば、プルーフ・オ
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ブ・ワークの考え方に基づいた対策が取られている。

一方で、今後、コンピュータ能力の飛躍的向上で、生

データを含めた改竄が容易になる可能性もあり、更な

る改竄防止策の検討を進めておく必要がある。 

最新セキュリティ技術専門家ヒアリング等を進めた

結果、工事の施工者と独立して、データ保存サービス

提供をする事業者が、準リアルタイムで一定時間内に

生成された刃先履歴データ等のハッシュ値をタイムス

タンプと共に記録し、そのハッシュ値とタイムスタン

プを工事発注者に提出することで、データの改竄の有

無を後からも確認できる手法の有効性を確認した。 

 

2．TS・GNSS による盛土締固め管理データ交換標準

（案）」に対応した監督・検査での使用を想定したビ

ューワの改良 

(1)ビューワ機能の変更検討 

過年度開発の「TS・GNSS による盛土締固め管理デー

タ交換標準（案）」に対応する監督・検査での使用を想

定したビューワに関し、リアルな施工環境を再現した

データチェックに関する要望が多数上がった。（表-1） 

表-1 主な意見・要望 

No 意見・要望 
1 時系列で全層分の走行軌跡、回数分布の情報を重ね

合わせて見られると、監督作業の効率化につながる。

現在は 5 分単位で閲覧しているため、ここを動画で

確認できるとよい。 

2 3 次元のボクセルをクリックして、実際の転圧回数

を確認できる機能があると良い。 

3 出来形を 3 次元表示する機能があると良い。 

4 データチェック画面の要素/属性は右側に、データの

内容を左側に表示したほうがよい。 

5 建設機械が走行するに従い、メッシュが塗られてい

くのが時系列で確認できるとよい。 

6 背景図面を 3 次元オブジェクト上に表示する機能が

あると良い。 

そこで、開発コンセプトを、「施工結果を確認する」

から、提出データをデジタルツインによる表示で確認

することに変更した。 

 

 (2)ビューワの開発 

デジタルツインによる表示とは、現実の世界に似た

環境を、コンピュータによる表示において実現するこ

とを指す。主要要素は、①リアルなベースマップ(背景

地図)、②表示したい物の 3 次元データでの重ね合わせ

表示、③それらの動画展開を実現するのが一般的であ

り、要望の実現にも沿ったこれらの実現を目指した。 

ベースマップには、国土地理院が公開している「地

理院タイル」を活用し、上空から撮影した写真とそれ

に高さを与える数値地図を組み合わせて用いている。 

重ね合わせ表示と動画表示には、オープンプラット

フォームとして多数活用されている「Cesium」を採用

し、3D グラフィクスに特化した JavaScript ライブラ

リの「Three.js」を組み合わせて用いた。 

図-2 が開発したデジタルツイン動画表示から切り抜

いた表示である。図-3 に示す過年度開発の走行軌跡を

2D で表示する画面と比較すると、現実感が高い施工状

況表示が再現出来ていることが分かる。これにより、

軌跡を表すＧＮＳＳのログデータの中に不整合のある

データ混在が無いかを確認する場合、提出データ自体

を動画表示し、その動作の視覚的チェックにより行え

る等の確認労力の削減メリットが確認できた。 

 
図-2 デジタルツインでの動画表示 

 
図-3 過年度開発の走行軌跡の 2D での一括表示 

 

［成果の活用］ 

施工履歴データの精度検証方法の試行結果は、要領

にかかる施工会社等からの問い合わせ対応に活用して

いく。ビューワは、広く活用可能となるよう、対応デ

ータフォーマットの拡充の検討と改良等を行い、今

後、地方整備局へ提供する予定である。 
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領域５ 

美しい景観と快適で質の高い道空間の創出



無電柱化事業の施工の効率化に関する調査 
Survey on efficient work of Utility Pole Removal 

（研究期間 令和元年度～令和 3 年度） 

道路交通研究部 道路環境研究室 室 長 大城 温 

Road Traffic Department Head OSHIRO Nodoka 

Road Environment Division                      主任研究官 小川 裕樹 

 Senior Researcher OGAWA Hiroki 

 研 究 官 瀧本 真理 

 Researcher TAKIMOTO Masamichi 
  

In order to promote removing utility poles, it is important to be able to bury electric wires, etc. at low cost and easy. 
This survey organized the contents of the test to confirm the performance of the pipeline materials for removing 
utility poles, and the issues related to the design and construction of the burial method utilizing U-Type gutter. And, 
the method of acquiring the three-dimensional point group data was verified by a demonstration experiment. 

 
［研究目的及び経緯］ 

我が国では、国土強靱化や景観等の観点から無電柱

化を推進しているが、無電柱化のより一層の推進のた

め、整備にかかるコストの縮減が求められているとこ

ろであり、そのためには、効率的な施工の実施や積極

的な低コスト材料等の利用を促進することが重要であ

る。 

現在、施工の効率化や低コスト化のために、様々な

新たな材料や施工技術等が開発されているところであ

るが、例えば、低コスト化のため新たに開発された材

料は、無電柱化事業に用いる材料として必要な性能を

有しているかの確認に時間がかかるなどの原因で、な

かなか現場に適用されないといった課題がある。ま

た、既存の地下埋設物の状況が正確に把握されていな

いことで、頻繁な試掘や施工に入ってからの手戻り等

が発生しており、事業に時間がかかる要因の一つにな

っている。 

そこで本調査では、特に新たな低コスト材料を採用

する低コスト手法の利用促進、および効率的な埋設物

の位置情報管理手法の検討のため、現在実施されてい

る管路材料等に対する性能試験等の内容の整理や小型

ボックス構造の設計・施工にかかる課題等の把握、埋

設物の位置情報管理に関する検証を行った。 

 

［研究内容］ 

1. 管路材料等に対する性能試験等の整理 

新たな材料がスムーズに実際の施工現場において採

用されるために必要な技術的な根拠の整理のため、現

在の管路材の性能を確認するために実施されている試

験方法を整理した。 

2.小型ボックス構造の設計・施工時の課題等の整理 

 小型ボックス構造の設計・施工に関する課題を把握

するため、当該方式の施工実績のある道路管理者に対

して、現場の実績等を踏まえた当該方式の設計の際の

考え方や施工時の留意事項等について聞き取りを行

い、低コスト手法を実施する際の技術的課題等を整理

した。 

3.埋設物の位置情報取得手法に関する検証 

 地下埋設物の位置情報を簡易に取得する手法を検証

するため、無電柱化事業を含む開削を伴う工事にあわ

せて、簡易な手法で 3 次元点群データを取得する手法

の検証を行った。実際に開削した溝内に管路を設置し、

3 次元点群データの取得、GIS データへの変換等を試行

し、3次元点群データを活用した地下埋設物の位置情報

取得の実施可能性を検証した。 

 

［研究成果］ 

1. 管路材料等に対する性能試験等の整理 

無電柱化事業に使用される管路材については、現状

無電柱化工事で使用可能な管路材が道路法施行令及び

関連通達によって定められていることから、それらの

管路材について、どのような性能を求められているか

を整理した。 

その結果、現状ではそれぞれの管路材ごとに様々な

規格に基づいて、試験項目・評価項目が定められてお

り、一概に一つの規格だけによって仕様を満足してい

るかどうかの評価ができない状況にあることが確認さ

れた。また、「管路材試験実施マニュアル（案）（平成

11 年 1 月 財団法人道路保全技術センター）」には

様々な評価項目に対する試験方法が示されているが、

20 年以上前に公表された資料であり、その後更新さ

れていないことから、その後開発された材料や技術等

が考慮されていないこと等が課題であることがわかっ

た。 

2.小型ボックス構造の設計・施工時の課題等の整理 

小型ボックス構造の施工実績のある道路管理者への

聞き取り調査によって得られた情報を「小型ボックス
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構造特有の設計・施工に関する課題」と「管路構造と

共通する設計・施工に関する課題」に分け、設計・施

工の際の留意事項・参考となる考え方、及び今後の課

題を整理した。 

 その結果、小型ボックス構造特有の課題としては、

小型ボックス内および特殊部との接合部におけるケー

ブル同士の干渉の回避、セキュリティの確保、異物排

除対策等にかかわる課題、管路構造と共通する課題と

しては、需要家への引込位置の調整手法や共用引込を

可能とする発注方法の検討などの引込にかかわる課題

のほか、常設作業帯の設置方法や埋設物データの管理

手法にかかわる課題が、主として得られた。 

3. 埋設物の位置情報取得に関する検証 

(1)3 次元点群データ取得手法の選定 

電線類地中化工事等の道路の掘削を伴う工事におい

て、施工業者が実施する前提で、より簡易に必要な情

報取得が可能と考えられる手法を選定した。選定にあ

たっては、埋設物の位置情報管理に十分な精度を有す

ることのほか、現場への適用性を考え、表-1 に示すよ

うに、安価で簡易な手法であること、夜間でもデータ

の取得が可能なことなどに着目し、手持ち写真測量、

及び地上レーザスキャナの 2 種類の手法を選定した。 

表-1 データ取得検証方法の選定結果 

⼿ 法 

⽐較の着眼点 検
証
対
象 

死⾓
軽減 

操作
性 

安価
な 

機材 

夜間
の 

作業 
位置
精度 

安全
性 

UAV 写真 
測量 ○ △ ○ △ ○ △  

⼿持ち写真
測量 ○ ○ ◎ △ ○ ○ ◎ 

地上レーザ 
スキャナ △ ○ △ ○ ○ ○ ◎ 

UAV レーザ 
スキャナ ○ △ △ ○ ○ △  

ハンディレーザ
スキャナ ○ ○ △ ○ △ ○  

 (2)3 次元点群データの取得精度検証 

手持ち写真測量による 3 次元点群データの計測は、

標定点数とカメラの種類を変えて昼間と夜間で実施し、

地上レーザスキャナによる計測は標定点数を変えて昼

間に実施した。なお、夜間においては、工事用照明を掘

削溝の長手方向の両端を含む 3 箇所に設置した。 

いずれのパターンも目標とした精度 50mm を達成し

ており、手持ち写真測量、地上レーザスキャナともに

標定点数が多い方が精度は向上するが、標定点が 4 点

の場合（幅 1m×延長 10m の掘削溝の 4隅に設置）でも、

位置情報管理に十分な精度を得られることが確認でき

た。また、手持ち写真測量による方法では、カメラの種

類や夜間の計測でも精度に大きな差は見られないこと

が確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 各パターンにおける 3次元点群データの位置精度 

 

(3)作業時間の把握 

今回実施した手持ち写真測量と地上レーザスキャナ

を用いた手法による 3 次元点群データの計測準備から

GIS データへの変換までにかかった時間を整理した。今

回の作業では、計測準備から GIS データを作成するま

で、手持ち写真測量による方法が約 180 分（うち現地

計測にかかる部分約 50 分）、地上レーザスキャナを用

いる方法が約 280 分（うち、現地作業にかかる部分約

110 分）を要した。 

表-2 検証時における作業内容と作業時間 

作業内容 ⼿持ち写真測量 地上レーザスキャナ 

計画
準備 機材準備 15 分 15 分 30 分 30 分 

現地
計測 

対空標識の設置 5 分 

50 分 

5 分 

110 分 

対空標識の観測 10 分 10 分 

計測前準備 10 分 15 分 

計測作業 10 分 60 分 

データ確認 5 分 10 分 

撤収・⽚づけ 10 分 10 分 

データ
化 

事前準備 10 分 

115 分 

10 分 

140 分 

画像解析 30 分 10 分 

点群⽣成 30 分 75 分 

GIS データ変換 15 分 15 分 

管の図化 30 分 30 分 

合計時間 180 分 280 分 

 

［成果の活用］ 

本調査結果は、道路の無電柱化低コスト手法導入の

手引き（案）の改定等における基礎資料として活用す

る予定である。 
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地域特性に応じた新たな道路空間の利活用に関する検討 
Study on road space utilization suitable for regional characteristics 

（研究期間 令和元年度～令和 2 年度） 

道路交通研究部 道路環境研究室 室 長 大城 温 

Road Traffic Department Head OSHIRO Nodoka 

Road Environment Division      研 究 官 長濵 庸介 

 Researcher NAGAHAMA Yosuke 

 交流研究員 蓮尾 信彰 

 Guest Researcher HASUO Nobuaki 
  

Recently, it has been required to respond to various needs such as road utilization for creating liveliness in 
roadside area. It is necessary to conduct research on evaluation methods in addition to cases and research on the 
utilization of road space. In this study, regarding the evaluation for the utilization of road space, the relationship with 
the roadside characteristics and the business entity was shown. 

 
［研究目的及び経緯］ 

 人口減少や少子高齢化が進み、商店街のシャッター

街化などによる地域の活力の低下が懸念される中、地

域の魅力を向上させ、まちなかに賑わいを創出するこ

とが求められている。道路空間においては、主目的で

ある安全かつ円滑な通行に加え、賑わい創出や地域活

性化のニーズが高まっており、道路と沿道の民間所有

地を一体的に利活用すること等により、居心地が良く、

歩きたくなる空間の創出が求められている。しかし、

道路空間の利活用の実施によるインパクトを把握する

方法については、十分な知見が無いことから、関連す

る指標及び計測可能な項目について調査・研究を進め

る必要がある。 

 

［研究内容及び成果］ 

1.計測を行う対象の定義 

 「観光客数」「景観への満足度」など計測対象とな

るものを「計測項目」、目的が類似した計測項目を類

型化したものを「指標分類」と定義する。 

2.計測項目・指標分類の抽出 

 道路空間の利活用における賑わいを把握するにあ

たって、国内の事例でどのような指標が用いられて

いるのかを把握するため、令和元年度に、道路・都市

計画事業等の 50 事例（表-1）から、実施効果として

計測されていた約300の計測項目を抽出した。次に、

抽出した計測項目を 18 の指標分類に整理した（表-

2）。 

3. 沿道特性・実施主体と指標分類 

 表-2 の指標分類が、どういった場所（沿道特性）

で、誰（実施主体）と関連しているのかを整理するた

め、令和 2 年度に、まず、各事例の沿道特性を「都

心部」「商店街」「観光地」、実施主体を「地方公共団

体」「民間事業者・地域関係者」「道路管理者」に分類

した。次に、各事例の事業目的別に賑わいの把握に適 

 

 

 

した指標分類を整理した。これらの整理を基に、沿道

特性と実施主体の組合せごとに、事業目的に応じた

指標分類を整理した。 

(1)沿道特性ごと・実施主体ごとにみた指標分類 

 表-1 の調査対象事例が採用していた計測項目の指

標分類について、沿道特性ごとの事例数を図-1、実施

主体ごとの事例数を図-2 に整理した。沿道特性ごと

表-2 抽出した計測項目（一部）と指標 

表-1 調査した事例のカテゴリーと件数 
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にみると、都心部と商店街の事例は広範に指標分類

を採用しているが、観光地の事例は「観光客等来街者

の量」や「施設を利用する人の量」等、範囲が限定的

で取り組みの影響が短期的に発現しやすい指標分類

を採用する傾向がある。 

 実施主体ごとにみると、地方公共団体は広範に指

標分類を採用しているが、道路管理者は「歩行者に関

する量」や「車両に関する量」、民間事業者等は「イベ

ントに関わる人の量」、「歩行者に関する量」及び「商

業売上等」等、比較的限定的で取り組みの影響が短期

に発現しやすい指標分類を採用している。 

 また、どの沿道特性や実施主体の場合でも、「歩行

者に関する量」、「商業売上げ等」等、取り組みによる

影響が即時に発現するものは採用が多く、「空地等の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利活用に関する量」、「地域で働く人の量」等、取り組

みによる影響の発現に時間のかかるものは採用が少

ない傾向にある。 

(2)沿道特性と実施主体の組合せに対応した指標分

類 

 沿道特性・実施主体と事業目的の関係（表-3）に基

づき、沿道特性と実施主体の組合せに対応すると考

えられる指標分類を表-4 の通りマトリックスとして

整理した。実際の事業において指標を活用するにあ

たっては、指標によって取り組みによる影響の発現

時期が異なるものや、定量的・定性的なものが混在し

ているため、目的に応じて指標間の関係性を考慮し、

適切なタイミングで把握する必要がある。今後はこ

れらの指標を体系化し、取り組みによるインパクト

を的確に把握できる手法として確立することが課題

である。 

［成果の活用］ 

 本調査結果は、賑わい創出に向けた道路空間の利活

用等において、賑わいの把握を行う際の基礎資料とし

て活用する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 指標分類ごとの計測項目採用事例数（実施主体ごと） 

表-4 沿道特性と実施主体の組合せに対応した指標 

表-3 沿道特性・実施主体における事業の目的 

図-1 指標分類ごとの計測項目採用事例数（沿道特性ごと） 
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自然が持つ多様な機能の活用による安全・快適な 

道路空間に関する調査 
Research on utilization of various functions of nature on road space 

（研究期間 平成 30 年度～令和 2 年度） 

道路交通研究部 道路環境研究室 室長 大城 温 

Road Traffic Department Head OSHIRO Nodoka 

Road Environment Division 主任研究官 小川 裕樹 

 Senior Researcher OGAWA Hiroki 

 研 究 官 長濵 庸介 

 Researcher NAGAHAMA Yosuke 

 交流研究員 蓮尾 信彰 

 Guest Researcher HASUO Nobuaki 
  

In this study, examples related to utilization of various functions of nature on roads were collected and technologies 
that can be expected to be utilized for green infrastructure of road space were grasped. Based on the result, a 
casebook was created.  

 

［研究目的及び経緯］ 

 自然環境は、生物の生息・生育の場の提供、雨水の貯

留・浸透による防災・減災、水質浄化、水源涵養、植物

の蒸発散機能を通じた気温上昇の抑制、良好な景観形

成等、多様な機能を有している。令和元年 7 月に国土

交通省が策定した「グリーンインフラ推進戦略」にお

いて、グリーンインフラを「社会資本整備や土地利用

等のハード・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・都市・

地域づくりを進める取組」と定義し、省全体としてそ

の普及・促進に向けた取組みを進めている。国総研で

は、自然環境が有する多様な機能の活用による安全・

快適な道路空間の実現を目指し、道路におけるグリー

ンインフラの取組み方策について検討を行っている。 

［研究内容］ 

 平成 30 年度は、道路において自然環境が有する多様

な機能が活用されている事例を収集し、グリーンイン

フラとして活用が期待できる取組みを整理した。 

 令和元年度は、道路空間におけるグリーンインフラ

としての活用が期待できる技術として、雨庭等の雨水

貯留浸透施設に着目し、現地調査やヒアリング調査を

行うとともに、雨庭等の導入による雨水の流出抑制効

果を試算した。 

 令和 2 年度は、道路において自然環境が有する多様

な機能を活用している事例の追加収集及び道路管理者

が当初目的としていた効果以外の効果（付加的な効果）

について整理した。そして、過年度の研究成果も活用

して、道路管理者向けの参考資料として道路空間にお

けるグリーンインフラ事例集の案を作成した。 

［研究成果］ 

１．道路において自然環境が有する多様な機能を活用

している事例の収集・整理 

 文献調査等により、道路において自然環境が有する

多様な機能を活用している事例（以下、「道路の事例」

という。）を収集し、収集した情報（事例の概要、自然

環境が有する多様な機能を活用した目的、事例で活用

した自然環境が有する機能、得られた効果等）を事例

ごとに整理した。その結果、一般道、自動車専用道、駅

前広場、休憩施設等の様々な道路空間における、「防災・

減災」、「環境保全」、「地域振興」を目的として、自然環

境が有する多様な機能が活用されていることが把握で

きた。（表-1）なお、道路以外（河川、海岸、都市等）

において自然環境が有する多様な機能を活用している

事例（以下、「道路以外の事例」という。）についても道

路の事例と同様に収集・整理を行った。 

 

 

２．道路の事例における付加的効果の整理 

 自然環境は多様な機能があるため、グリーンインフ

ラの取組みにより発現する効果は、当初目的の効果だ

けでなく、また時間の経過とともに発現し、様々な分

野に波及する効果も存在する場合が考えられる。 

目的 自然環境が有する機能による効果 

防災・減災 雨水の貯留・浸透機能による冠水被害の軽減 

環境保全 
生物の生息・生育の場の提供機能による希少

動植物種や生態系の保全 

地域振興 
良好な景観形成機能による道路空間の快適

性向上 

表-1 自然環境が有する機能の活用目的と活用効果の例 
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 そこで、「道路管理者が当初目的としていた効果以外

の効果」を付加的効果と定義し、これまでに収集した

道路の事例について、文献等から付加的効果と考えら

れる効果を抽出した。さらに、道路以外の事例（過年度

に収集した事例を含む）を対象として、事例ごとに「防

災・減災」、「環境保全」、「地域振興」の観点からロジッ 

クモデルを構築し、得られた効果の発現の経緯を明ら

かにしたうえで、道路におけるグリーンインフラの取

組みにおいても発現が想定されると考えられる付加的

効果を抽出した。（図-1 及び表-2） 

３．道路におけるグリーンインフラの取組みに関する

事例集案の作成 

 １．及び２．の調査結果から、グリーンインフラを導

入する道路空間（歩道、中央分離帯、法面等）、導入の

タイミング（新規、供用後）、道路の規模、地域特性、

発現する効果等の条件を整理したうえで、道路におけ

るグリーンインフラの取組みに関する事例集案（図-2）

を作成した。なお、作成にあたっては次の２点を考慮

した。 

・道路管理者がこれから実施する事業においてグリー

ンインフラの取組みを検討・実施する際に参考とな

る、類似した目的を持つ事例が容易に検索できるよ

うにすること。 

・グリーンインフラの取組みにより期待される効果か

ら、具体的な事例が検索できるようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［成果の活用］ 

 今後、道路におけるグリーンインフラの導入を検討

する際の参考資料として事例集を公表し、現場での活

用を図る予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 発現が想定される付加的効果の例 

防災･減災 市民の防災意識の向上 

環境保全 森林の回復、周辺地域との景観的調和、農業用

水の確保、自然に対する愛着の醸成、環境保全

に関する人材育成、エコツーリズムの場の創出 

地域振興 

 

観光振興、地域間交流の促進、生きがいや誇り

の持てる社会の実現、地域の歴史・文化の継承 

表-2 道路以外の事例から抽出した、道路におけるグリ

ーンインフラの取組みにおいても発現が想定され

ると考えられる付加的効果の例 

図-1 ロジックモデルによる発現効果の分析例 

図-2 道路におけるグリーンインフラの取組みに関する事例集案に掲載した事例の個票（例） 

防災・減災 環境保全 地域振興

浸⽔の防⽌
・遊⽔地の整備
・河川改修

⾃然豊かな
河川景観の形成

環境教育の場
の創出

⽣物多様性の創出
・コウノトリの餌とな
る多様な⽣物の政策
・コウノトリの⾶来

＜当初⽬的とした効果＞

＜当初⽬的とした効果＞

コウノトリが⾶来
する地域固有の

景観創出

地域への愛着⼼
の醸成

観光客の増加

観光振興

農産物（⽶）の
商品価値向上

農地における治⽔

直
接
効
果

間
接
効
果
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維持、修繕、小規模改築等における景観向上に関する検討 
Study on Effective Improvement Method for the Good Road Landscape in Maintenance, Repair 

and Small-scale Reconstruction 

（研究期間 令和 2 年度） 

道路交通研究部 道路環境研究室 室長 大城 温 

Road Traffic Department Head OSHIRO Nodoka 

Road Environment Division 研 究 官 長濵 庸介 

 Researcher NAGAHAMA Yosuke 

 交流研究員 蓮尾 信彰 

 Guest Researcher HASUO Nobuaki 
  

This research aims to provide more easy-to-use information on concrete landscape design methods related to 
road accessories in road maintenance, repair and small-scale reconstruction. The authors analyze effective 
landscape improvement measures and prepare a collection of ideas and tips for creating a good landscape and 
environment of the road while keeping costs low. 

 

［研究目的及び経緯］ 

 国土交通省では、平成 29 年に「道路デザイン指針

（案）」の改定および「景観に配慮した道路附属物等ガ

イドライン」の策定を行った。この改定等において、管

理段階までを含めた道路デザインの実施が明記される

とともに、道路附属物等の設置・更新を検討する際の

デザインの考え方や推奨する色彩などが示された。 

 地域にふさわしい道路空間の実現に向けては、新設・

改築のみならず小規模工事・維持管理等においても、

指針等に示された考え方・方針を具現化していく必要

がある。 

 本調査は、供用中の道路における各種事業（維持・修

繕、交通安全対策、無電柱化等）の際に、コストを抑え

つつ景観向上を実現するための具体的なデザイン手法

を、現場で実践しやすい情報として普及することを目

的とした。 

 

［研究内容］ 

 本調査に取組む以前に、平成 29 年度から令和元年度

にかけて、地方整備局等を対象に実施した景観デザイ

ンの現状調査等をもとに、小規模工事・維持管理等で

実施可能な景観向上策を分析し、その結果を踏まえて

維持管理や暫定供用時における景観向上の 3 つの考え

方（図-1～図-3）を整理するとともに、この考え方を実

現する具体的な対策メニューを 47 種類提案していた。

そして、これらの結果を技術資料（以下、「工夫・ヒン

ト集（案）」という。）にとりまとめていた。 

 本調査では、令和 2 年度に、工夫・ヒント集（案）の

普及・促進を目的として実施した、地方整備局等を対

象としたアンケート調査結果から、小規模工事・維持

管理等における景観向上策の普及・促進に関する課題

を整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 維持管理や暫定供用時における景観向上の考え方 
（道路付属物を減らすという考え方） 

図-2 維持管理や暫定供用時における景観向上の考え方
（維持管理における景観向上の 5つの視点） 
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［研究成果］ 

 アンケート調査では、工夫・ヒント集（案）に掲載し

た「維持管理や暫定供用時における景観向上の 3 つの

考え方」と「この考え方を実現する具体的な対策メニ

ュー」を提示したうえで、小規模工事・維持管理等に関

して現場が抱える課題を、自由記載により把握した。 

 アンケート調査の結果、「景観向上策の実践・普及に

関する指摘や課題、提案等」に関する回答が 25 件、「工

夫・ヒント集（案）の文言、掲載内容に対する修正意見」

に関する回答が 72 件であった。そこで、本研究の分析

対象となる、「景観向上策の実践・普及に関する指摘や

課題、提案等」に関する回答を集約し、小規模工事・維

持管理等における景観向上策の普及・促進に関する課

題や提案を整理した。（表-1）なお、整理を行うにあた

り、詳細な情報を把握する必要が生じた回答について

は、回答者に対してヒアリング調査を実施した。 

 回答を集約した結果、小規模工事・維持管理等にお

ける景観向上策の普及・促進に関する課題は、「景観的

視点への理解の醸成」、「安全対策と景観対応の両立」、

「仮設・暫定整備の景観向上策」の 3 項目に大きく分

類された。 

 「景観的視点への理解の醸成」では、工夫・ヒント集

（案）で示す内容は理解するが、実現するための環境

が整っていないこと、様々な事情（例：事故多発箇所に

おける安全対策）から設置されている施設を集約・撤

去することについての難しさについて指摘する回答も

見られた。このことは、景観向上策へ取り組む根拠と

して、基準や指針等において具体的な取組み内容を示

すことが重要であること、場所ごとにどのような対策

を優先して実施すべきかについても検討することが必

要であると考えられた。加えて、景観向上策の理解を

得るための後ろ盾となる、科学的データの蓄積に基づ

く指針や基準等の整備が必要であるものと考えられた。 

 「安全対策と景観対応の両立」では、カラー舗装に関

する回答が多く見られた。景観向上対策の実現に向け

ては、特に交通管理者との意識の共有と相互理解が必

要であるものと考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「仮設・暫定整備の景観向上策」では、施工段階（暫

定供用時含む）において景観を意識する機会が少ない

という回答が見られたことから、施工時、暫定供用時

における景観向上策に関する考え方を整理し、ガイド

ライン等で示す必要があるものと考えられた。 

 

［成果の活用］ 

 現場における道路景観デザインの向上を支援するた

め、本成果で得た知見（課題や提案）は、工夫・ヒント

集（案）の実効性向上を目的とした更新に活用する予

定である。 

 

分類 主な課題や提案 

景
観
的
視
点
へ
の
理
解
の
醸
成 

・担当者の意識を高めるための読み易い資料
が必要 

・教育機会の増加 

・関係機関における統一的な考え方の共有 

・道路照明や標識柱等について集約化を行う
環境が整っていない 

・景観と交通安全の両立を示す科学的データ
の不足 

・合意形成に関する方法やプロセスの一般
化・共有化 

・景観整備に対する効果測定の手法が未整備 

・歩道橋下、高架下等の道路空間の活用 

・分かりやすい基準や指針等の必要性 

安
全
対
策

と
景
観
対

応
の
両
立 

・景観と交通安全の両立を示す科学的データ
の不足 

・安全対策が必要な場所においては撤去等を
行う環境が整っていない 

仮
設
・
暫
定 

整
備
の
景
観

向
上
策 

・施工段階（暫定供用時含む）において景観
を意識する機会が少ない 

・景観に配慮された仮設資材が調達困難 

図-3 維持管理や暫定供用時における景観向上の考え方（暫定供用時における景観向上の考え方） 

表-1 小規模工事・維持管理等における景観向上策の普及・
促進に関する主な課題や提案 
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道路植栽地の適正な維持管理に関する研究 
Study on appropriate management of roadside planting areas  

 

（研究期間 令和元年度～令和 2 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  大石 智弘 
Research Center for Land and Construction Management  Head  OISHI Tomohiro 
Landscape and Ecology Division 主任研究官  飯塚 康雄 

Senior Researcher IIZUKA Yasuo 
  

The objective of this study was to compile technical materials on the field utilization of an appropriate management 
method that enables roadside planting areas to demonstrate a continued revegetation function. Specifically, after 
on-site confirmation of field issues in uprooting countermeasures for street trees, reconstruction techniques for 
medium- to small-sized trees, and weed suppression techniques, we grasped the causes of and countermeasures 
for each problem. 
 

［研究目的及び経緯］ 

 道路植栽地においては、維持管理水準の低下や植栽の

経年的な変化等により、街路樹の根上り、中低木植栽の

劣化、雑草の繁茂が発生し、道路利用者の通行障害や見

通しの阻害、景観の悪化等の問題につながっている。こ

のような状況の中で、道路緑化技術基準（平成27年 3月

改定）においては、道路交通機能の確保を前提として、

緑化機能を総合的に発揮できる質の高い緑化を行うこと

により道路空間や地域の価値向上を図ることとしている。 

本研究では、街路樹の根上り対策、中低木植栽の再生、

雑草対策の最適化について検討を行い、道路植栽地が緑

化機能を継続して発揮できる適正な維持管理手法につい

て、現場で活用できる技術資料をとりまとめることを目

的としている。 

 

［研究内容］ 

1.街路樹の根上り対策方法の検討 

街路樹の根上り発生状況について、根上りによる縁石・

舗装の浮き上がりの障害規模を調査することにより、樹

種の違いや植栽地形状、樹木の経年的成長の関係から発

生要因を把握した。また、街路樹や公園植栽木における

根上り対策工の事例調査を行い、経年的な状況を踏まえ

た対策効果を確認した。これらの結果に樹木の根上りに

関連した国内外の論文や既存文献等を参照し、根上り対

策方法に関する技術資料（案）をとりまとめた。 

2.中低木植栽の再生方法の検討 

 道路に植栽されている中低木（主として樹高 3ｍ未満

の形状寸法で用いる樹種）について、中低木植栽に求め

られる①道路緑化機能、②道路交通機能、③生育の健全

性の3つの観点から現地調査により適切・不適切となる

生育実態を把握した。また、中低木植栽を再生した事例

調査を行い、再生における目標設定や再生方法等を整理

した。これらの結果を基に、中低木植栽の再生方法に関

する技術資料（案）をとりまとめた。 

3.雑草の抑制技術の整理 

道路植栽地における雑草の繁茂実態を調査することに

より、生育状況（植物種名、植物高さ、植被率等）、植栽

環境、交通障害の発生状況等を把握し、代表的な雑草30

種について国内の既存文献等も参考にしつつ生育期間、

開花及び結実時期、草高等の生態的・形態的な特徴につ

いて整理した。また、雑草の繁茂を抑制する技術につい

て、既存文献や公表資料等を収集するとともに現地での

効果確認を行い、代表的な20工法を整理した。 

 

［研究成果］ 

1.街路樹の根上り対策方法 

根上りの発生要因としては、地上部の成長と同調して

根系が土壌中の水分と養分を求めて広がる特性に対し、

植栽空間（植栽基盤を含む）と樹種特性の不適合や根系

伸長の未制御、植栽空間を超えた大径木の放置など、設

計から維持管理の段階までに関連した要因がある（図-1）。 

 

図-1 根上り発生要因 
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根上り対策工は、発生要因に対応して主に設計、施工

段階での予防策と維持管理段階での改善策に分類される

（図-2）。さらに、対策の実施対象として道路構造物、植

栽基盤、植栽樹木に分かれ、これらを複合的に組合せて

も実施する。なお、植栽基盤の改良や根系切断等の樹木

生育に悪影響を及ぼす対策工については、植栽樹木の生

育が良好でない場合に樹木の枯死につながる恐れがある

ことにも留意して、事前の生育状況調査が必要となる。 

2.中低木植栽の再生方法 

 中低木植栽が不適切となる要因としては、「植栽場所の

不適合」、「生育不良」、「過繁茂」及び「雑草の侵入・繁

茂」があり、これらに対して「保全」、「再整備」、「撤去」

を選択して再生を図ることとなる。さらに、道路空間の

再配置などの環境変化に応じた再生も必要となる。 

 主な再生方法としては、保全では「樹形管理」、「樹勢

回復」、「維持管理方法の転換」、「人為的影響の防止」等

が、再整備では「更新」、「植栽方法の変更」等が、撤去

では「植栽の撤去」、「植栽地の撤去」等がある（図-3）。 

3.雑草の抑制技術 

 道路に繁茂しやすい雑草について、生態的な特徴、雑

草繁茂で発生する障害、防除のポイントを整理するとと

もに対策方法についてとりまとめた（図-4）。これらの対

策方法は、適用場所の道路構造や土地利用状況等に応じ

て選択することと、施工後の資材の劣化や飛散した土壌

の堆積等により再発生を予防するための維持管理が必要

となることを認識しておくことが重要である。 

 

［成果の活用］ 

 本研究成果は、図表や写真での解説を加えて現場道

路管理者が活用できる「道路植栽地の維持管理に関す

る技術資料」としてとりまとめる予定である。 

図-2 根上り対策工（例） 

 

図-4 雑草の繁茂抑制方法（例） 

対策事例

種名 セイタカアワダチソウ（キク科） ①物理的な防除

道路での
繁茂状況

特徴

高さが2.5m に達する大型の多年
草。道ばたや空き地、河川敷等に
生え、長い地下茎で盛んに栄養繁
殖して、大群落をつくる。

②薬剤による防除

防除の
ポイント

①生えてこないように物理的に植
栽地土壌を封じ込める。
②種子だけでなく地下部（根系）で
も繁殖するため、地上部が種子を
つけ枯れた後でも地下部が2 年以
上生き残り繁殖する。刈り込みに
よる消滅は基本的に不可。根系を
薬剤により枯殺すると同時に、埋
土種子も枯殺する。

雑草の特性

繁茂した草が壁状となり、通行者
の視認性阻害が生じる。低木植栽
がある場合には、低木の生育障
害が発生する。

雑草繁茂
での障害

※防草シート ※防草
コンクリート

※縁石の隙間からの雑草発
生をブロックの切り欠き部
で抑制する防草ブロック

防草

ブロック路床

雑草発芽 切り欠き

※地被植物に
よる被覆（ヘデ

※再生資材に
よる被覆（廃瓦）

※防草
ブロック

※2年間の継続した薬剤散布による、セイタカ
アワダチソウ等の雑草駆除の例

散布前

散布2年

図-3 中低木の再生方法（例） 

樹形管理 樹勢回復

維持管理方法の転換 人為的影響の防止

更新 植栽方法の変更

植栽の撤去 植栽地の撤去

再生方法

Ⅰ
　
保
全

Ⅱ
　
再
整
備

Ⅲ
　
撤
去

※定期的な

刈り込み剪定

※土壌改良

※地域連携による

協働管理

※植樹帯への

踏み込み防止

※這い性樹種 への

転換（ハイビャクシン）

※移動可能な

プランター植栽方法

※植栽のみの撤去 ※植栽地をコンクリート舗装
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地域環境特性に配慮したのり面緑化工に関する研究 
Study on the slope revegetation method for the conservation of regional ecosystems  

 

（研究期間 令和 2 年度～令和 4 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  大石 智弘 
Research Center for Land and Construction Management  Head  OHISHI Tomohiro 
Landscape and Ecology Division 主任研究官  飯塚 康雄 

Senior Researcher IIZUKA Yasuo 
  

The objective of this study was to enhance technical knowledge of and compile technical materials on slope 
revegetation methods that do not use nonnative plants in consideration of the conservation of regional ecosystems. 
In FY2020, we extracted issues in slope revegetation from the existing literature, including conservation of regional 
ecosystems, clarification of revegetation goals, the necessity of management, and wildlife damage countermeasures 
for revegetation areas. We also conducted a field study on the state of plant succession in topsoil utilization work 
and grasped the state of migration of arbor groupings in line with the years elapsed since implementation and the 
establishment of different types of vegetation by region. 
 

［研究目的及び経緯］ 

 のり面緑化では、生物多様性保全の必要が高い地域に

おいて、従来の外来牧草類を主体とした緑化に対し、外

来種による希少在来種の被圧や生態系の攪乱等を抑制す

る緑化工が導入されつつある。しかし、これらの工法は

植物材料を使用しない植生基盤の施工が中心であり、目

標とする植生を達成できるかについての判断が明確でな

いことに普及上の課題がある。また、近年では、シカや

イノシシ等の生息数の増加に伴って、食害や踏み荒らし

による被害が増加していることも問題となっている。 

 そのため、過去に施工されたのり面緑化工で成立した

植生を把握することにより、植生遷移の過程と周辺植生

との調和に対する効果検証を行うとともに、害獣別の効

果的な対策工を検討することで、地域環境に配慮したの

り面緑化工に関する技術的知見の充実と技術資料をとり

まとめることを目的としている。 

 

［研究内容］ 

１．のり面緑化における課題の整理 

のり面緑化に発生している課題について、過去 10 年

間の関連学会や関連団体が発行する雑誌に掲載された論

文、報文、事例報告や関係する講演会資料、会計検査に

よる指摘事項等から、課題が把握できる資料を収集し、

のり面緑化における位置づけ、設計、施工、維持管理毎

に整理を行った。 

２．表土利用工における施工後の植生遷移の把握 

 表土利用工（施工地周辺の森林等から採取した表土を

のり面の植生基盤として活用し、その表土に含まれてい

る埋土種子から植生の成立を期待する緑化工法）を施工

したのり面を対象として、施工後の植生遷移を把握する

ための植生モニタリング調査を実施した。表土利用工で

は、表土を採取した場所に分布している植生と類似の植

生成立を目指しているため、地域毎に成立した植生を把

握する必要がある。そのため、調査地の選定にあたって

は、東北、関東、中部・近畿、中国、九州の5地域から、

施工後10年以上経過した事例として17箇所を抽出した

（表-1）。なお、1箇所で植生の異なるのり面が存在する

場合は複数の調査地を設定したことから、合計で 33 調

査地となった。主な調査項目は、のり面条件、施工方法、

のり面植生、周辺植生（50m程度の範囲）、施工後の維持

管理、獣害の有無とし、1 箇所における調査範囲はのり

面全体で優占する植生を代表できる幅 5m×のり長 2m 程

度とした。 

 

［研究成果］ 

１．のり面緑化における課題の整理 

表-1 表土利用工の調査地 

No. 地域 府県・市町村 場所 切盛土 傾斜 表土採取地 経過年数

1 青森県西目屋村 道路 切･盛 1：1.0 ミズナラ林 15年9か月

2 青森県青森市 道路 切 1：1.0 ミズナラ林 12年2か月

3 青森県新郷村 道路 切 1：1.0 ブナ林 10年1か月

4 福島県下郷町 道路 盛 1：1.2 落葉広葉樹林 14年

5 栃木県鹿沼市 駐車場 切 1：1.5 ミズナラ林 15年2か月

6 栃木県那須町 道路 切 1：0.9 ヤシャブシ林 18年5か月

7 神奈川県横須賀市 園路 切 1：1.2 スダジイ林 12年6か月

8 滋賀県西浅井町 山道 切 1：0.8 クヌギ・クリ林 17年1ヶ月

9 滋賀県余呉町 道路 切 1：0.8 スギ人工林 18年3ヶ月

10 京都府宮津市 園路 切 1：1.0 コナラ林 19年3ヶ月

11 京都府与謝野町 道路 切 1：0.8 アカマツ林 15年7ヶ月

12 広島県庄原市 園路 切 1：1.0 コナラ林 14年3ヶ月

13 広島県世羅町 道路 切 1：1.0 ヒノキ人工林 14年7ヶ月

14 鳥取県八頭町 道路 盛 1：1.3 スギ林 14年3ヶ月

15 鳥取県江府町 道路 切 1：1.0 ダケカンバ林 15年4ヶ月

16 島根県松江市 浄水場 切 1：1.0 タブノキ林 15年9か月

17 九州 佐賀県山内町 砂防施設 切 1：1.3 常緑樹林 14年6ヶ月

東北

関東

近畿

中国

 
65



収集した資料は、のり面緑化に関連するキーワード検

索により抽出された628件のうち、課題が明確に示され

た118件に絞った。これを基に、主な課題を整理すると

以下のとおりである。 

①のり面緑化の位置づけ 

特定外来生物による生態系等への被害を防止し、生物

の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の

健全な発展に寄与することを目的として制定された「特

定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する

法律」（平成16年法律第78号）に対応するため、のり面

緑化においても地域生態系への配慮が強く求められて

いる。また、「国土の適切な管理」、「安全・安心で持続可

能な国土」、「持続可能な地域社会の形成」といった課題

への対応の一つとして、のり面緑化が有する機能を社会

における様々な課題解決に活用しようとするグリーン

インフラとしての位置づけも求められるようになった。 

②のり面緑化の設計 

のり面緑化の目標設定については、施工対象となる地

域において将来的に成立させる植生を明確化させるため

に、現存植生や気候条件、土地利用状況等から「環境区

分（環境保全水準）」を設定したうえで、自然回復を優先

するのか（国内産在来種を使用）、早期緑化を優先するの

か（「外来種」や「外国産在来種」の使用）といった緑化

の基本的事項を設計できる考え方が求められている。 

③のり面緑化の施工 

地域性種苗を利用する際には、種子採取や苗木を育成

する準備工の期間を確保する必要がある。また、施工材

料の品質確認では、地域生態系への配慮が必要な場合に

おいて、緑化植物の種子（国内産在来種、外国産在来種）

や苗木の産地を明確化する必要がある。 

④のり面緑化の維持管理 

 高木化した樹木による倒伏等の障害発生への対応、野

生動物による緑化植物の食害や踏み荒らしによる植生衰

退等への対応が求められている。 

２．表土利用工における施工後の植生遷移の把握 

①植被率と群落高 

 施工後年数における植被率と群落高を図-1に示す。植

被率は、施工後10年以上を経過し、ほとんどの調査地で

80％以上に達したが、鹿沼市ではニホンジカ、与謝野町

ではイノシシの食害や踏み荒らし被害を受け、それぞれ

70％、50％と低い値であった（写真-1）。群落高は、獣害

が無いのり面では、施工後 10 年以上経過した場合に概

ね4～9m程度の範囲に成長し、立地条件や侵入樹種等に

よっては10m以上にも達する可能性があると示唆された。 

②成立植生と植生遷移 

 調査のり面の代表的な成立植生の遷移を図-2 に示す。

寒冷地域にある東北・関東では、ヤナギ類、ヤシャブシ

やヤマハンノキ類といった先駆性の樹種が優占した群落

が成立した調査地が多く、施工後 10 年以上経過すると

高木群落にまで成長していた。中部・近畿では、ヤマナ

ラシ、アカメガシワ、ヌルデといった先駆性の樹種が優

占した調査地が多く、施工後 10 年以上経過すると低木

群落から亜高木群落に成長していた。温暖地域にある近

畿地域（宮津市）では、施工後19年かけて里山の二次林

を構成するコナラが優占種となり、周辺植生との調和が

進みつつあった。中部・近畿ではオオバヤシャブシ、中

国・九州ではカラスザンショウの先駆性の樹種が優占し、

施工後10年以上経過して高木群落にまで成長していた。 

 一方、獣害による被害を受けた調査地では、食害等に

より林床が草地化して遷移の後退が発生していた。 

 

［成果の活用］ 

 本結果は、今後の継続調査によりデータを蓄積した

うえで、緑化目標となる植生成立に関する留意点を明ら

かにし、地域生態系に配慮したのり面緑化方法の構築に

活用する予定である。 

 
図-1 施工後の経過年数と植被率及び群落高 
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写真-1 イノシシによる植生剥離と基盤流出 

図-2 のり面に成立した植生の遷移（10調査地） 
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※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 

無電柱化事業の施工の効率化に関する調査 
Survey on efficient work of Utility Pole Removal 

（研究期間 令和元年度～令和 3 年度） 

道路交通研究部 道路環境研究室 室 長 大城 温 

Road Traffic Department Head OSHIRO Nodoka 

Road Environment Division                      主任研究官 小川 裕樹 

 Senior Researcher OGAWA Hiroki 

 研 究 官 瀧本 真理 

 Researcher TAKIMOTO Masamichi 
  

In order to promote removing utility poles, it is important to be able to bury electric wires, etc. to low-cost methods. 
This survey was investigated the construction situation, grasped the cost structure based on the results, and the 
technical issues and consideration points in planning, designing, construction, and maintenance of low-cost 
construction methods. Based on these results, the concrete effects of cost reduction by 10 low-cost methods were 
organized. 

 
［研究目的及び経緯］ 

我が国では、国土強靭化や景観等の観点から無電柱

化を推進しているが、そのより一層の推進のため、整

備にかかるコストの縮減が求められているところであ

る。低コスト化のさらなる推進のためには材料の低コ

スト化や、1 日の施工延長を延ばす等の施工の効率化

を推進することが重要である。 

そこで本調査では、小型ボックス構造等の低コスト

手法を活用して無電柱化を施工する際のコスト構造や

技術的課題を整理するため、実際の現場における無電

柱化工事の施工実態を調査し、工種レベルでのコスト

構造を把握するとともに、新技術や新たな取り組みの

導入による施工効率化のコスト縮減効果等の整理を行

った。 

 

［研究内容］ 

1.無電柱化工事の施工実態の調査・コスト構造の整理 

 施工実態調査は、建設機械の規格ごとの稼働時間、

作業員等の職種ごとの作業時間をビデオカメラで撮影

し、撮影したデータをもとに、建設機械の稼働時間と

作業人員・作業時間等を「国土交通省 新土木工事積

算大系 工事工種体系ツリー」における細別（レベル

４）ごとに分類、整理した。 

施工実態調査の結果と同工事における積算資料の単

価（労務費、機械費、材料費等）、労務編成人員等の情

報を利用して、小型ボックス構造における小型ボック

スを埋設する工程と特殊部を設置する工程、管路構造

（浅層埋設）における管路を敷設する工程と特殊部を

設置する工程の４つの工程において、直接工事費を積

算し、結果を整理した。 

2.小型ボックス構造および管路構造（浅層埋設）に関

するアンケート調査による技術的課題の整理 

無電柱化を実施した関係者に対してアンケートを実

施し、低コスト手法における計画・設計・施工・維持管

理時の技術的課題や配慮事項を把握した。 

3.コスト縮減案の整理 

コスト構造の整理結果、小型ボックス構造および管

路構造（浅層埋設）に関するアンケート結果から得ら

れた技術的課題を踏まえ、新技術や新たな取り組みの

中から、コスト縮減効果の高さ、既存資料により把握

された定量的な縮減効果、全国的な普及の可能性等の

観点で 10 案を選定し、縮減が想定される工事の細別や

削減効果、実現に向けた技術的課題や配慮事項等につ

いて整理した。 

 

［研究成果］ 

1.無電柱化工事の施工実態の調査・コスト構造の整理 

施工実態の調査は、4 地区において実施し、小型ボッ

クス構造、管路構造（浅層埋設）の 2 種の構造におい

て、埋設位置（歩道・車道）および対象構造物（小型ボ

ックス／管路部・特殊部）の異なる、表-1 に示す 5 種

の工事について調査を実施し、コスト構造の整理を行

った。 

表-1 施工実態調査 調査対象工事 

 
埋設
位置 

対象構造物 

⼩型ボックス
／管路部 

特殊部 

⼩型ボックス構造 
歩道 ○ ○ 

⾞道   

管路構造（浅層埋設） 
歩道 ○ ○ 

⾞道 ○  

図-1に歩道部の小型ボックス埋設工事における細別

ごとの直接工事費の調査結果を例示する。直接工事費
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のうち、小型ボックス、埋設管路（電力高圧線用の角型

FEP 管）、蓋の順に高く、その上位 3 細別で約 80％を占

めており、さらに小型ボックス、蓋、埋設管路のコスト

構造を見ると、いずれも材料費が 8～9 割を占めている

ことが確認できた。 

今回調査を行った 4 地区 5 パターンの調査において

は、例示した歩道部の小型ボックス埋設工事の場合と

同様に、全体工事費に占める割合の大きい細別は、そ

のコスト構造として大部分を材料費が占めていること

が確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 コスト構造の例 

2.小型ボックス構造および管路構造（浅層埋設）に関

するアンケート調査による技術的課題の整理 

アンケートは小型ボックス構造または管路構造（浅

層埋設）による無電柱化工事の実績のある道路管理者

8者に対して実施し、アンケート結果から手法選択の影

響要因、技術的課題や配慮事項、および低コスト手法

の要素技術における技術的課題や配慮事項を調査した。 

手法選択の影響要因に関する調査は、道路条件、沿

道条件、占用物件、気候条件の 4 項目を対象に実施し

た。調査の結果、沿道からの引込が多い場合には、引込

管の集約が各事業者による繰り返し工事の回避等につ

ながり、低コスト化に有効であるものの、1 管共用引込

等の実現のためには、供用する際の施工区分や費用負

担等の管理区分を明確化する必要がある等の課題が明

らかになった。 

低コスト手法の要素技術に関する調査は、本体、蓋、

特殊部、引込部、電線設備・資材の 5 項目を対象とし

た。調査の結果、小型ボックス構造の本体におけるノ

ックアウトの低コスト化には、電線の敷設深さや電線

管理者の作業工程に影響を受けない引込処理方法等

（例：簡易・簡便なダクトブロックやコネクターによ

る処理等）の開発が有効である等の結果が得られた。 

3. コスト縮減案の整理 

 整理を実施した 10 のコスト縮減案のうち、トレンチ

ャーを活用した直接埋設方式（図-2）等の 8 つの案に

ついてはコスト削減効果を確認することができた。残

る 2 つの案については、材料費の増加が労務費・機械

費等の削減効果を上回り、今回試算した現場条件（施

工実態調査を実施した 5 パターン）では、期待したコ

スト縮減効果を得ることが出来なかったものの、施工

時間の短縮効果は確認できた。 

縮減案 01 
直接埋設方式の適用 

(参考)トレンチャーを活用した電線類の埋設イメージ 

概 要 

従来のバックホウによる掘削と比較して、連続溝掘削

機トレンチャーによる掘削は大幅に施工速度が向上す

る。国内では、京都市の直接埋設方式実証実験におい

てトレンチャーを活用した施工性に関するデータ取得

が行われている。 
 

＜施工状況（京都市での実験＞ 

 

 

 

 

 

 

 

工事細別 開削掘削 

削減効果 

・トレンチャー掘削機を用いた掘削により、施工時間

の短縮が期待できる。 

・工事費として 60%程度の削減、作業時間として 50%の

削減（作業時間減による警備員費減も更に見込める） 

➡上記の縮減率を参考に、本縮減案を導入した場合の

削減効果として、全体工事費は最大 5％の削減効果

があり、全体施工時間は最大 16％の削減効果がある。 

技術的課題 

･ 

配慮事項 

・掘削幅が狭い（30cm 程度以下）ため、幅 1m 程度掘削

するためには 3～4段階での掘削が必要となる。 

・幅 2m 程度の施工スペースが必要となる。 

・アスファルトの同時掘削も技術的には可能だが、廃

棄処理上、別途分別が必要となる。 

・トレンチャー施工によるメリット等の周知やトレン

チャー施工の普及 等 

図-2 整理したコスト縮減案の例 

［成果の活用］ 

本調査結果は、道路の無電柱化低コスト手法導入の

手引き（案）の改定等における基礎資料として活用す

る予定である。 
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※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 

道路の役割分担を考慮した道路空間の再構築に関する調査 
Research on the reconstruction of road space considering the functions of roads 

（研究期間 令和元年度～令和２年度） 

道路交通研究部 道路環境研究室 室 長 大城 温 

Road Traffic Department Head OSHIRO Nodoka 

Road Environment Division      研 究 官 長濵 庸介 

 Researcher NAGAHAMA Yosuke 

 研 究 官 瀧本 真理 

 Researcher TAKIMOTO Masamichi 
  

Recently, it has been required to respond to various needs such as road utilization for creating liveliness in 
roadside area. In this study, the authors summarized the approaches to creating liveliness in the road space and the 
issues to be considered in the reconstruction of the current road space for the bypass construction. 

 
［研究目的及び経緯］ 

道路空間の利活用へのニーズは、社会・経済情勢に

応じて変化してきている。道路空間の利活用の主目的

である自動車の安全かつ円滑な通行に加え、近年では、

賑わい創出や地域活性化のニーズが高まっており、地

域の多様なニーズに応じた魅力的な道路空間を構築す

るためには、バイパス整備等とあわせた現道の街並み

保全や歩行者空間の創出等の道路空間の再構築が求め

られている。 

道路空間の再構築にあたっては、周辺道路のネット

ワーク構成、それぞれの道路の役割や位置づけを踏ま

え、地域のニーズに合わせて、限られた道路空間が有

効活用できるように再配分する必要がある。そこで本

研究は、今後の道路空間の再構築の取り組みの参考と

なる情報として、取り組みを進めるにあたっての課題

とその対応策を調査した。 

 

［研究内容及び成果］ 

バイパス整備により自動車交通が転換され、現道で

は自動車交通量が減少することで、自動車交通以外の

ニーズ（歩行者交通や賑わい創出等）にも対応し、車線

数を減らして歩道を広げる等の再構築を行うことが可

能になると考えられる。 

そこで、バイパス整備等に伴い、現道において徒歩・

自転車交通を重視した道路空間の再構築（例：歩道・自

転車道の拡張、車道の一部を歩道・自転車道に転換等）

及び賑わい空間の創出のための工夫を行った事例を対

象として、道路空間再構築の内容や賑わい空間創出の

取組、再構築の検討・実施にあたっての課題等を整理

した。 

対象事例については、以下の調査項目を文献（ウェ

ブサイトや各種報告書）から調査を行い、情報が不足

している項目については、道路管理者へのアンケート

やヒアリングにより情報収集を行った。調査対象事例

の一部を表-1 に示す。 

【調査項目】 

○再構築前後の道路空間構成 

○沿道特性 

○現道とバイパス等の役割分担の考え方 

○適用制度・上位計画への位置づけ 

○整備主体、検討・実施体制 

○検討・実施プロセス、合意形成方法 

○道路空間の再構築による効果の評価方法 

○賑わい空間創出に寄与していると考えられる工夫点 

○検討・実施上の課題とその解決方法 

 

1. 道路空間再構築を実現した要因 

道路空間再構築を実現できた要因は個々の事例によ

り様々であるが、以下の内容があげられる。 

ａ）上位計画、関連計画への位置付け 

上位計画、関連計画に道路空間再構築を位置付け

ることにより、関係する行政機関や民間を含む関連

団体等の間で、事業が目指す姿に関する共通認識が

得られ、円滑な事業推進が可能となる。 

ｂ）住民主導、民間主導による動機付け 

道路空間再構築の事業においては、沿道や近隣の

住民、関係する事業者等の民意の協力や理解を得る

ことが重要である。行政主導により住民や民間の理

解を得る流れよりも、住民主導、民間主導のケース

のほうが、官民協働の体制づくりが円滑に進むと考

えられる。 

ｃ）綿密な合意形成活動 

市民ワークショップや社会実験は、沿道住民や関

係機関等の理解や協力を得るうえで効果的である。 

対象事例においては、ワークショップや社会実験

により、車線を減らすことによる交通への影響や、

商業地における荷さばきスペース、観光地における

景観面についての検討が行われていた。 
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2. 賑わい空間創出に寄与

すると考えられる工夫 

市道長野中央通り線、岩

手県道 110 号中尊寺通り

や国道 8 号本町通りでは

歩車道境界縁石の撤去、車

道・荷捌きスペース・歩道

の段差の解消など、歩道と

車道をフラットにするこ

とで、多様なイベント等に

対応できる使い勝手の向

上が図られている（写真-

1）。 

 市道駅前太平線では、芝

生広場などインベントス

ペース等を常設としてい

る。また、道路上を覆う天

蓋構造物を設置すること

により、天候に左右されな

いイベント開催が可能と

されている。なお、天蓋構

造物の柱やボラード付近にコンセントボックスが設置

されており、イベント等での使用が可能となっている

（写真-2）。 

［成果の活用］ 

本調査結果は、道路管理者等向けの道路空間利活用

事例集の作成等に活用する予定である。 

表-1 調査対象路線 

調査対象路線

（現道） 
市道長野中央通り線 

県道 300 号(旧国道 4号) 

県道 110 号(中尊寺通り) 
国道 8号本町通り 市道駅前太平線 

バイパス等 長野セル環状道路 国道 4号平泉バイパス 国道 8号敦賀バイパス 鳥取環状道路 

現道の沿道特性 商業地､観光地 観光地、郊外 商業地､業務地 商業地 

現道と

バイパ

ス等の

役割(考

え方) 

現道 交通セル方式における幹

線歩行者道路 

300 号：広域観光ルート 

110 号：観光回遊ルート 

賑わいづくりを目指す 賑わい創出のための公共

空間を目指す 

バイパ

ス等 

交通セル方式におけるセ

ル環状道路 

通過交通 通過交通 通過交通 

現道の 

道路空

間構成 

歩道 

幅員 

整備前：両側に 4.5m 

整備後：両側に 6.0m 
整備前：1.5、1.0m 

整備後：両側に 1.5m 
整備前：両側に 4.5m 

整備後：両側に 6.75m 
整備前：両側に 5m 

整備後：6.8m、3m+広場 

※広場 5.6～11.5m 

車道 

幅員 

整備前：9.0m 

整備後：6.0m 
整備前：5.5m+路肩 0.5m 

整備後：5.5m 
整備前：17.0m 

整備後：12.5m 
整備前：17m 

整備後：7m 

調査対象路線

とバイパス等

との位置関係 
 

※調査対象路線

を矢印で示す 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

   

写真-1 歩車道境界の段差解消（左：市道長野中央通り線、右：県道 110 号中尊寺通り） 

   

写真-2 コンセントボックスの設置（市道駅前太平線） 
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※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 
 

沿道と道路空間の一体的な利活用の推進に関する検討 
Study on Integrating Space Utilization of Road and Roadside as a Regional Revitalization Measure 

（研究期間 平成 30 年度～令和元年度） 

道路交通研究部 道路環境研究室 室 長 大城 温 

Road Traffic Department Head OSHIRO Nodoka 

Road Environment Division      研 究 官 長濵 庸介 

 Researcher NAGAHAMA Yosuke 

 交流研究員 蓮尾 信彰 

 Guest Researcher HASUO Nobuaki 
  

Recently, it has been required to respond to various needs such as road utilization for creating liveliness in 
roadside area. This study focused on key factors in the integrated utilization cases of roads and private land, in order 
to provide information for future efforts. 

 
［研究目的及び経緯］ 

人口減少や少子高齢化が進み、商店街のシャッター

街化などによる地域の活力の低下が懸念される中、地

域の魅力を向上させ、まちなかに賑わいを創出するこ

とが求められている。道路空間においては、主目的で

ある安全かつ円滑な通行に加え、賑わい創出や地域活

性化のニーズが高まっている。特に、限られた道路空

間で多様なニーズに対応するためには、道路と沿道の

民間所有地（以下、民地）を一体的に利活用すること

により、空間を有効活用することが一つの方法と考え

られる。 

 そのため、本研究では、道路と民地の一体的利活用

事例について成功の要因や実現のポイントを調査し、

今後の取り組みの参考となる情報を得ることを目的と

している。 

 

［研究内容］ 

 令和元年度は、道路と民地の一体的利活用により

賑わい空間の創出に寄与していると考えられる国内

の 12 事例の事業者に対し、具体的な実施プロセスや

活動内容に関するヒアリング調査(表-1)を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［研究成果］ 

1.利活用に関する道路事業の整理 

一体的利活用の 12 事例について、実施した道路

事業の分類を（図-1）の通り整理した。ヒアリング

調査によると、道路事業の分類毎に実施プロセスや

実施内容における留意点が異なるため、各事例を分

類した上で、実施フローの整理等を行った。 

 

2.実施フローの整理 

各事例の実施に至るプロセスを実施フローとして整

理するため、「プロセスにおける重要なポイント」、「事

業の進捗段階や各項目の実施者、個別の取り組みにお

ける留意点」について、ヒアリング調査結果から整理

した。 

ヒアリング調査の回答例として、ヒアリング項目①

では「継続的な事業の実施に必要な公共空間の維持管

理について、行政とまちづくり会社との役割分担のあ

り方を検討している」、ヒアリング項目②では「円滑な

活動を実現するためには、関係者間での情報共有がな

表-1 ヒアリング項目 図-1 一体的利活用における道路事業の分類 
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されていることが重要であるため、エリア内の関係者

や行政の関係者が、こまめに情報を共有するように配

慮している」といった意見が見られた。このような意

見から、円滑に事業を進める上で、誰が主体となる事

項なのか、どの関係者まで内容確認が必要なのかとい

った点が重要であると考えられた。 

また、「土地所有者等関係者の合意形成を図るための

場づくり」など、各事例の実施内容に共通する留意点

について整理した。 

以上から、図-2に示すとおり実施フローを整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.各事例の活動内容における特徴 

 各事例におけるプロセスの整理や取り組みのポイ

ントを整理する中で、「利活用エリア」、「活動財源」、

「プロセスの主体」、「円滑化手法」の項目について、

各事例を分類した（表-2）。各分類における定義を以

下に示す。 

1)利活用エリア：特定の１つの道路を活用するもの

を「通り型」、地区内の複数道路を活用するものを「地

区型」と分類した。 

2)活動財源：行政から委託を受け活動するものを「業

務受託型」、まちづくり会社等の地域活動を運営する

組織がエリアマネジメント分担金等を原資として活

動するものを「自主財源型」、まちづくり会社等の地

域活動を運営する組織と沿道の一般企業等が活動資

金を分担するものを「共同負担」と分類した。 

3)プロセスの主体：行政が事業構想し、地域の協力を

得て行政が主体的に活動しているものを「行政主導」、

地域が事業構想し、行政の協力を得て地域が主体的

に活動しているものを「地域主導」と分類した。 

4)円滑化手法：イベント時にまちづくり会社等の運

営組織のみでなく、周辺の個別店舗等が参加できる

仕組みとしているものを「地域参加」、取り組みにお

ける関係者間の頻繁な情報共有等を実施しているも

のを「コミュニケーション」、イベント実施時に商店

街内の店舗から買い入れるなど、関係者にお金が回

るようにしているものを「双方が儲かる仕組み」、ま

ちづくり会社などの地域活動を運営する組織と沿道

の一般企業等が役割分担して活動するものを「役割

分担」、取り組みごとの実施効果や今後の活動内容に

関する段階的な検証を行っているものを「段階的検

証」と分類した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「活動財源」と「プロセスの主体」を見ると、地域

主導のものは自主財源型で、行政主導のものは業務

受託型となっているものが多い。これは、取り組みを

主導する側が費用負担して活動を行っているためと

考えられる。しかし、地域の賑わいを目的とした取り

組みであるため、行政主導のものは、地域が積極的に

関与して運用する仕組みに移行していくことが望ま

しい。事例⑨⑪は行政主導で取り組みを始めている

が、現在は、自主財源や受益者負担による資金の共同

負担で活動しているため、地域が費用負担をして取

り組みを進めていく上で、参考となる事例であると

考えられる。 

また、「円滑化手法」を見ると、多くの事例で地域

参加やコミュニケーションを挙げている。特徴的な

事例としては、事例⑥に見られる「双方が儲かる仕組

み」のように、持続可能性を考慮した資金面での活動

の工夫や、事例⑧⑩に見られる「段階的検証」のよう

に、関係者間で効果を確認しながら段階的に取り組

む工夫も円滑な実施のために重要だと考えられる。 

 

［成果の活用］ 

本調査結果は、道路管理者等に向けた道路空間利活

用事例集を今後作成する際の基礎資料として活用する

予定である。 

図-2 新設の実施フローの例（一部のみ抜粋） 

表-2 各事例の実施内容における特徴 
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※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 

自然が持つ多様な機能の活用による安全・快適な 

道路空間に関する調査 
Research on utilization of various functions of nature on road space 

（研究期間 平成 30 年度～令和 2 年度） 

道路交通研究部 道路環境研究室 室長 大城 温 

Road Traffic Department Head OSHIRO Nodoka 

Road Environment Division 主任研究官 小川 裕樹 

 Senior Researcher OGAWA Hiroki 

 研 究 官 長濵 庸介 

 Researcher NAGAHAMA Yosuke 

 交流研究員 蓮尾 信彰 

 Guest Researcher HASUO Nobuaki 
  

This survey focused on rainwater storage and infiltration facilities as green infrastructure in road space, 
whose function is not only water control, and groundwater recharge, but also habitat creation for plants and animals, 
mitigation of heat island phenomena, water purification and landscaping. In this survey, the case study of rainwater 
storage and infiltration facilities were conducted and the introduction effects were evaluated. 

 

［研究目的及び経緯］ 

 自然環境は、生物の生息・生育の場の提供、雨水の貯

留・浸透による防災・減災、水質浄化、水源涵養、植物

の蒸発散機能を通じた気温上昇の抑制、良好な景観形

成等、多様な機能を有している。令和元年 7 月に国土

交通省が策定した「グリーンインフラ推進戦略」にお

いて、グリーンインフラを「社会資本整備や土地利用

等のハード・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・都市・

地域づくりを進める取組」と定義し、省全体としてそ

の普及・促進に向けた取り組みを進めることとしてい

る。国総研では、自然環境が有する多様な機能の活用

による安全・快適な道路空間の実現を目指し、道路に

おけるグリーンインフラの具体的な取組み方策につい

て検討を行っている。 

［研究内容］ 

 令和元年度は、道路空間を活用したグリーンインフ

ラのうち、雨水の貯留・浸透による防災・減災や地下水

涵養の機能だけでなく、生物の生育・生息地の創出、ヒ

ートアイランド現象の緩和、水質浄化、良好な景観形

成等の機能も期待できる雨水貯留浸透施設（以下、「多

様な機能を持つ雨水貯留浸透施設」という。）に着目し、

多様な機能を持つ雨水貯留浸透施設の事例調査や施設

の整備による雨水流出抑制量の試算を行った。 

［研究成果］ 

１．多様な機能を持つ雨水貯留浸透施設の事例調査 

 従来の雨水貯留浸透施設と比較して多様な効果が期

待でき、近年頻発するゲリラ豪雨対策としても注目さ

れ導入が進められている「多様な機能を持つ雨水貯留

浸透施設」について着目し、文献調査、管理者へのヒア

リング、現地調査を行い、施設の整備状況や期待され

る効果を把握した。ここでは、京都市四条堀川交差点

の事例を紹介する。 

 当該箇所は、緑地の増加や既存植栽帯の再整備の要

望が住民から挙がっていた。また、交差点北西角と南

東角の空間機能の拡充のため、質の高い緑空間の整備、

植栽帯の雨水の貯留浸透能力を高め、道路冠水防止の

一端を担うことを目的として、雨水貯留浸透機能を持

たせた植栽空間が京都市により整備された1)（写真-1）。

この植栽空間は、「雨庭 2)」と呼ばれており、京都の伝

統的な枯山水の技術やデザインが用いられている。 

 車道や歩道に降った雨水は「洲浜」と呼ばれる砕石

の間隙とその上部空間に貯留され、ゆっくり浸透して

いく仕組みである。除草等の日常的な維持管理は地元

のボランティア団体や企業が実施しており、京都のシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 四条堀川交差点の事例 
（雨水は「洲浜」と呼ばれる砕石の間隙とその上部空間
に貯留され、ゆっくり浸透していく） 

浸透 

車道の雨水は穴あき

縁石ブロックで集水 
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ンボルとして地域住民との価値の共有が図られている。 

 得られる効果としては、雨水の貯留浸透機能による

冠水被害の軽減、良好な景観形成機能による道路景観

の向上、生物の生息・生育の場の提供機能による動植

物の保全等が期待される。 

２．雨水貯留浸透施設の雨水流出抑制量の試算 

２－１．試算方法・試算条件 

 多様な機能を持つ雨水貯留浸透施設を道路空間へ整

備するにあたり、道路の冠水被害の軽減効果として把

握する雨水流出抑制量は、その効果を適切に発揮でき

る施設の構造や規模を道路管理者が検討する際の判断

材料になるだけでなく、施設の導入メリットを住民へ

分かり易く説明する際にも活用できると考えられる。 

 そこで、構造や規模の異なる 2 種類の雨水貯留浸透

施設を設定し、施設 1 箇所あたりの雨水流出抑制効果

量（施設を設置しない場合と設置した場合におけるピ

ーク時の流量の差）を試算した。 

 試算対象の施設条件を図-1 に示す。試算条件①は、

片側 2 車線の単路部を想定し、歩道および車道に降っ

た雨を歩道に設置した浸透トレンチから地下へ浸透さ

せる設定とした。試算条件②は、交差点の一角を想定

し、歩道及び車道に降った雨を歩道に設置した雨庭か

ら地下へ浸透させる設定とした。施設を導入する地域

としては東京都区部を想定した。 

 試算方法や条件は「雨水浸透施設技術指針（案）調

査・計画編 3)」及び「東京都豪雨対策基本方針（改定）
4)」に従った。降雨パターンは「東京都豪雨対策基本方

針（改定）」の目標降雨である、東京都区部における年

超過確率1/20規模の降雨（1時間雨量75.4mm）とした。

また、同方針では、公共施設等への雨水貯留浸透施設

の設置や緑地の保全により、雨水流出を抑制する目標

を時間 10mm の降雨としているため、この値を「流出抑

制効果量」の目標値とした。さらに、時間 50mm の降雨

に対応する下水道施設が整備されることを仮定してい

るため、この値を「下流許容放流量」の目標値と設定

し、これら 2 つの値を流出抑制の目標値とした。 

２－２．試算結果 

 今回試算した降雨パターンにおいては、ピーク流量

は 2/3 以下に抑えられ、流出抑制効果量は目標値を達

成する効果が得られると試算された（表-1）。さらに、

下流許容放流量についても、同様の結果が得られた（表

-1）。また、流出抑制の目標を満足するための最小の整

備規模について試算したところ、試算条件①では、道

路延長 10m あたり幅 1m、長さ 4.4m の浸透トレンチが

必要であること、試算条件②では、面積 34.8m2の雨庭

が必要であることがわかった。 

 以上の結果から、今回試算した 2 つの条件では、道

路上に降った雨水について、流出抑制効果量や下流許

容放流量の目標値をクリアする程度の水害軽減効果が

期待できるものと考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［成果の活用］ 

 本研究成果を用いて、多様な機能を持つ雨水貯留浸

透施設の導入に関する、道路管理者向け解説資料をと

りまとめる予定である。 

［参考文献］ 

1）国土交通省グリーンインフラ官民連携プラットフォ

ーム：雨庭整備事業（四条堀川交差点）、 

https://green-infra-pdf.s3-ap-northeast-

1.amazonaws.com/1_pos.pdf 

2）京都市建設局：四条堀川交差点北西角における「雨

庭」の完成について、広報資料、2020 年 4 月 14 日 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/cmsfiles

/contents/0000268/268051/kouhou.pdf 

3）（公社）雨水貯留浸透技術協会：増補改訂雨水浸透施

設技術指針［案］調査・計画編、146p、（公社）雨水

貯留浸透技術協会、2006 

4）東京都：東京都豪雨対策基本方針（改定）について

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kiba

n/gouu_houshin/ 

試算条件① 

試算条件② 

図-1 試算対象の施設条件 

表-1 試算結果 
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領域６ 

交通事故等から命を守る



生活道路対策エリアにおける交通安全の向上に関する調査 
Study on improvement of traffic safety in strategic areas for residential road safety improvement 

 （研究期間 令和元年度～令和 3 年度） 

道路交通研究部 道路交通安全研究室 室長 小林 寛 

Road Traffic Department Head KOBAYASHI Hiroshi 

Road Safety Division 主任研究官 大橋 幸子 

 Senior Researcher OHASHI Sachiko 

 交流研究員 平川 貴志 

 Guest Research Engineer HIRAKAWA Takashi 

 

 

In this survey, we try to carry out the effective measures for safety on residential area. First, we evaluate the 

correlation between the shape of hump and the effect to reduce speeds, and consider the measures to construct the 

ideal shape of hump through the trial construction. Second, we evaluate night-time safety for pedestrian at the two-

stage crossing through the visual tests. Third, we collect foreign cases on outer roads measures for safety on 

residential area and compile the document for road administrator. 

 

［研究目的及び経緯］ 

交通安全基本計画において生活道路等での人優先の

安全・安心な道路空間の整備が求められており、国土

交通省では全国の「生活道路対策エリア」をはじめと

する生活道路での交通安全対策の推進に取り組んでい

る。 

生活道路における交通安全の向上のためには、エリ

ア全体として速度抑制や通過交通の進入抑制を図って

いく必要がある。本調査は、凸部、狭窄部等の物理的

デバイス等を活用した面的で効果的な速度抑制手法、

実効性のある通過交通抑制手法を提示することを目的

に、対策済みのエリアでの凸部、狭窄部等の面的対策

の効果の評価、通過交通発生の要因分析と効果的な対

策の検討、生活道路におけるエリア対策の社会的便益

の整理を行う。 

令和 2 年度は、生活道路対策エリア等における効果

的な対策手法調査、通過交通対策の効果分析手法調

査、エリア外周道路での対策効果の海外文献調査を実

施した。 

 

［研究内容］ 

1. 生活道路対策エリア等における効果的な対策手法

調査 

(1) 対策による車両挙動と事故の変化 

事故減少の面から効果的な生活道路対策を検討する

ため、ハンプ等のデバイスを用いた対策が実施された

生活道路対策エリアを中心に 20 エリアを選定し、対策

前後の事故件数の変化と車両挙動の変化の関係を、事

故データと ETC2.0 プローブ情報を用いて分析した。 

(2) ハンプの形状調査および効果の関係 

ハンプの形状については、技術基準 1)に標準とする

形状（以下、標準形状という）を示しているものの、そ

の施工管理方法は示していないため道路管理者がそれ

ぞれ異なる方法で施工しており、形状に若干の差が生

じている状況である。そこで、標準形状で整備された

ハンプを対象として MMS（Mobile Mapping System）に

より形状を計測するとともに、過去の形状データとの

比較により経年変化を整理した。さらに、ハンプの形

状の差が速度抑制効果に影響するかを確認することと

し、MMS による形状データと ETC2.0 プローブ情報によ

る車両速度情報を用いて、両者の関係を分析した。 

(3) 効果的な形状のハンプの施工管理 

適切な形状のハンプを簡易に施工する方法を広く共

有するため、国総研構内において 3 つの施工方法でハ

ンプ設置を試行し施工精度を比較した。併せて、施工

後の形状の計測についても試行し、簡易な施工管理（出

来形計測）方法を検討した。 

(4) 二段階横断施設の設置の留意事項 

無信号の単路部における歩行者の安全な横断支援の

ための二段階横断施設について、設置の留意事項を整

理するため、構内実験と WEB アンケートにより、施設

の設置による夜間の横断歩行者の見え方の変化を調査

した。また、実際に二段階横断施設が設置された箇所

の設置前後の ETC2.0 プローブ情報を用いて、施設設置

が通行車両の交通挙動に与える影響を確認した。 

2. 通過交通対策の効果分析手法調査 

通過交通対策の効果分析手法の検討として、通過交

通の経路に連続的なデバイス設置が行われたエリアを

取り上げ、エリア外に設定した 2 地点を通過する交通

を抽出し、その交通がエリア外周の幹線を利用する割

合とエリア内の生活道路を利用する割合を ETC2.0 プ

ローブ情報による通行データ数から算出し、経年での
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変化を確認した。 

3. エリア外周道路での対策効果の海外文献調査 

国内における幹線道路の道路管理者向けの参考資料

とするため、歩行者優先とするエリアの外周道路にお

ける対策について、イギリス、ドイツ、アメリカのガイ

ドライン類、法令関係を対象に調査を行い、対策の内

容、期待される効果、根拠法令等に関する情報を整理

した。 

 

［研究成果］ 

1. 生活道路対策エリア等における効果的な対策手法 

(1) 対策による車両挙動と事故の変化 

対策が実施された生活道路対策エリアの内、本分析

の対象とした 20 エリアの平均では、事故が減少しエリ

ア全域での平均速度、急挙動発生頻度が低下する傾向

が見られた。ただし、事故が減少したエリアでも平均

速度の低下がみられない箇所や急挙動発生頻度の減少

がみられない箇所もあった。速度の低下がみられなか

った要因の一つとしては、基本的に ETC2.0 プローブ情

報の取得間隔が 200m であり、収集データが少ないエリ

アではデバイス近傍のデータを収集できていない可能

性があると考えられる。 

(2) ハンプの形状調査および効果の関係 

ハンプの形状調査を行い、過年度に取得した形状デ

ータと比較を行った結果、形状の経年変化は確認され

なかった。また、ETC2.0 プローブ情報を用いてハンプ

設置箇所の速度を分析したところ、いずれのハンプ設

置箇所においても速度抑制効果が確認された。さらに、

速度抑制効果の程度とハンプの形状の関係を分析した

ところ、標準形状と比較して平坦部の高さが低く長さ

が短い場合に、速度抑制効果が低い傾向が確認された。 

(3) 効果的な形状のハンプの施工管理 

施工方法を比較した結果、サインカーブの型枠を用

いた施工方法とマーカーにより勾配を管理する施工方

法の 2 つが、作業性が高く施工精度が確保できる方法

であることが確認された（図-1）。また、ハンプの施工

管理（出来形計測）方法は、デジタルレベルを用いる方

法が高い精度で計測できることが分かった。これらの

成果をもとに、「ハンプ施工に関する資料集（案）」をま

とめた。 

(4) 二段階横断施設の設置の留意事項 

二段階横断施設の有無や防護柵の有無別に構内実験

で撮影した画像や動画を用いて、夜間における歩行者

の見つけやすさの違いを WEB アンケートにて調査した

ところ、二段階横断施設に防護柵がある場合に施設内

の歩行者の判別がややしづらくなる可能性が確認され

たものの、施設の設置により見落としが増加する傾向

は確認されなかった。さらに、その画像から輝度や明

るさ等の客観的な指標を算出し（図-2）、それぞれの指

標を比較した結果、一部、指標値に大きな差が見られ

たものの、おおむね施設の有無による指標値の変化は

小さいことが確認された。また、実際に二段階横断施

設が設置された区間の車両挙動を分析した結果、一部

箇所では設置前後において平面線形や車線幅員などに

変化がみられるものの、設置により渋滞の発生等につ

ながると考えられる現象は見られなかった。 

2. 通過交通対策の効果分析手法 

設定した 2 地点を通過する交通について、対策実施

から約半年にわたってエリア内の生活道路を利用する

割合が徐々に減少したことが確認された。その後も生

活道路を利用する割合が整備前と比較して低い割合で

推移していることが確認された。 

3. エリア外周道路での対策効果の海外文献調査 

エリア内のゾーン規制などと併せて、エリア外周道

路においても予告標識や路面表示が設置されているこ

とが確認された。また、エリアの入口においては狭さ

くやスムーズ横断歩道などが整備されていることが確

認された。これらの成果をもとに、「エリア内の歩行者

の交通安全のためのエリア外周道路における対策資料

集（案）」をまとめた。 

 

 
図-1 ハンプの施工方法 

 

 
図-2 客観的な指標の算出結果 

 

［成果の活用］ 

本調査結果は、生活道路対策エリアにおける対策推

進支援の基礎資料として活用する予定である。 

［参考文献］ 

1)国土交通省：凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する

技術基準、2016 

 
76



交差点における安全施設の設置要件に関する調査  
Study on Installation Requirements for Traffic Safety Facilities at Intersections 
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In response to the increasing need for measures to protect pedestrians waiting on sidewalks at intersections, a 

study was conducted to establish the strength performance of bollards for their use at connections with pedestrian 
crossings and to investigate a method of evaluating this performance, as well as the practical feasibility of bollards. 

 
［研究目的及び経緯］ 

ボラード（以下「BL」という。）は「道路の附属物」

として道路法第 2 条第 2 項第 1 号に「道路上の柵又は

駒止め」と規定されている駒止めの一種である。BL の

設置は、歩道の幅員が狭く防護柵を連続的に設置する

ことが難しい場合や、歩道と車道の境界を通り抜ける

歩行者の通行需要がある場合において、防護柵に代わ

る一つの対応方法となりうる。しかしながら、防護柵

のように車両の衝突に対して抵抗できる高耐衝撃性の

BL は、国内ではあまり普及していない状況にある。 

本調査では、交差点の歩道で待機する歩行者等の保

護対策に対するニーズの高まりを受け、横断歩道と歩

道の接続部と交差点の隅切り部に BL を活用するため、

BL に必要な強度性能、その性能を評価する方法、さら

に実用的 BL の実現性について検討を行った。 

［研究内容］ 

BL に必要な強度性能と評価方法をとりまとめ、ま

た強度性能に基づく実用的 BL の実現性を確認するた

め、①国内外の事例調査、②BL に必要な強度性能と

性能の確認条件、③衝突現象等の把握・確認試験、④

実用的 BL の構造設計及び性能検証試験に関して、検

討を行った。 

［研究成果］ 

1.国内外の事例調査 

BL の基準は、米国、英国等で整備されている。諸外

国では、道路に設置する以外にも、公共施設等の区画

沿いに設置するテロ対策用の BL が普及している。諸

外国のBLの構造仕様は、コンクリート基礎（以下「Co」

という。）のサイズが大きく（幅・奥行き･高さのうち、

特に高さが大きい）、国内の交差点（歩道部）の地下埋

設物の状況を踏まえると、諸外国の BL の構造仕様の

適用は難しいことを確認した。一方、国内で歩道部に

設置される BL の Co は、深さ 50cm 以内に設置される

事例が多いことを確認した。高耐衝撃性の BL であっ

ても、実用性を踏まえた BL の Co は、高さを 50cm 以

下とすることが求められる。 

2.BL に必要な強度性能と性能の確認条件 

BL の強度性能は、設置する目的が類似する防護柵の

基準や諸外国の BL の基準を参考にして、実車による

衝突実験を行うことで確認することとした。具体的に

は、BL が車を停止させるか、押し戻すことで、車を歩

道へ大きく進入させない強度を有していることなどを

確認することとした。この際、性能の確認条件となる

衝突条件は、交通事故データの分析、交通事故を再現

するソフトウェア等をもとに検討した。 

衝突条件は、標準的な信号交差点で発生する右折車

と直進車の衝突事故の発生傾向を踏まえ、右折車と衝

突した直進車の挙動をもとに、車両質量、衝突速度、進

入角度（歩道に進入する角度）を設定した。 

車両質量は、交通事故データの分析から、交差点の

横断歩道との接続部や隅切り部に進入する車（右折車

と衝突した直進車）は乗用車クラスが主体となること

を確認し、乗用車の質量別保有台数を整理することで、

安全側（質量が大きい）の 1.8t を設定した。 

衝突速度は、交通事故を再現するソフトウェアを使

用して設定した。直進車の走行速度が右折車との衝突

により低下し、歩道に進入する状況を再現した。直進

車の速度は、道路構造令の第 4 種（都道府県道、一般

国道）を想定した設計速度の 50km/hと 60km/hとした。

直進車と右折車との衝突は、衝突タイミングを変えて

複数の状況を再現し、歩道進入時の速度を整理した。

この速度を衝突速度とし、複数の状況の中から安全側

（速度が速い）となる 35km/h と 45km/h を設定した。 

進入角度は、第 4 種の道路の標準的な道路構造にお

いて、右折車と衝突した直進車が横断歩道と接続する

歩道に進入する際の角度となる 15°を設定した。 
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3. 衝突現象等の把握・確認試験 

BL の衝突現象の把握と、実用的 BL の構造設計に役

立つ知見を得るため、静荷重試験及び衝突実験を実施

した（表-1）。BLⅠ、BLⅡ、BLⅢは、一般的な防護柵

の支柱を活用しており、BL の衝突現象を把握するため

の基本条件として設定した。BLⅣ、BLⅤは、海外と国

内の既製品であり、BLⅠ、BLⅡ、BLⅢと比較すること

で実用的 BL の構造設計に役立つ知見を得ることを目

的に設定した。BLⅥは、国内で普及している既製品で

あり、耐衝撃性能は有していない。 

表-1 衝突現象等の把握・確認試験の結果 

供試体 
 

Co:ｺﾝｸﾘｰﾄ
基礎 

支柱

断面 
係数 
(cm3) 

根入れ長 
又は 

Co の大きさ 
(m) 

静荷重試験 衝

突

実

験 

最大 
荷重 
(kN) 

ｴﾈﾙｷﾞｰ 
吸収量 
(kN･m) 

BLⅠ  41 1.5 30.8 13.5 ○35  
BLⅡ (Co)  41 0.7W･0.7D･0.6H 34.3  6.9 ○35  
BLⅢ 103 1.65 70.5 29.8 ○45  
BLⅣ (Co) 186 φ0.6･1.0H 52.3 18.2 未

実

施 
BLⅤ  48 1.0 30.7 10.3 

BLⅥ (Co)  41 0.3W･0.3D･0.4H  9.7  1.7 

※○35 と○45 は衝突実験に合格したことを表す（例：○35 は BL が 
衝突速度 35km/h の車を停止させる強度を有している）。 

 BLⅠと BLⅡは同じ支柱を使用した。BLⅠの根入れ

長は 1.5m であり、BLⅡは支柱の最大支持力に耐えら

れる Co を設計した。静荷重試験では、BLⅡの支柱は

変形せずに Co が回転した。エネルギー吸収量は BLⅠ

よりも小さくなった。ただし衝突実験では、BLⅡの支

柱が大きく変形してエネルギーを吸収し、Co は回転せ

ずに良好な結果が得られた。静的な荷重と動的な荷重

では地盤抵抗力が異なること、十分な地盤抵抗力を期

待できない状況においては、静荷重試験から衝突実験

の結果を想定できないことを把握した。 

BLⅣは、海外製で他よりも支柱が強く（断面係数が

大きい）、Co も大きい。静荷重試験の結果は BLⅡの試

験時と同様、支柱は変形せずに Co が回転し、最大荷重

とエネルギー吸収量が BLⅢよりも小さくなった。 

BLⅤは、国内で開発された製品であり、1.0m の根入

れ長であるにもかかわらず、BLⅠに近い最大荷重とエ

ネルギー吸収量が得られた。BLⅠの根入れ長を短くで

きる可能性があることを把握した。 

4. 実用的 BL の構造設計及び性能検証試験 

 実用的 BL の構造として、根入れ長の短い構造と、高

さ 50cm 以下の Co を検討することとし、支柱の仕様を

決めるための静荷重試験を行った（表-2）。Co に関して

は、支柱の最大支持力に耐えられる構造を設計し、静

荷重試験は行わず衝突実験のみで評価することとした。 

BLⅠ’、BLⅢ’は、それぞれ BLⅠ、BLⅢの根入れ長

を 1.0m に短縮して設定した。BLⅦ、BLⅧは、BLⅢと

同等の断面係数になるように支柱を設計し、根入れ長

のみを変えて 1.5m と 1.0m で設定した。この際、角柱

であった BLⅢを円柱の二重管構造に変更した。 

表-2 実用的 BL の支柱仕様を決めるための試験結果 

供試体 支柱の 
断面係数 

 
(cm3) 

根入れ長 
 
 

 (m) 

静荷重試験 
最大 
荷重 
(kN) 

ｴﾈﾙｷﾞｰ 
吸収量 
(kN･m) 

BLⅠ’  41 1.0 32.7 12.6 

BLⅢ’ 103 1.0 24.9 10.6 

BLⅦ  96 1.5 73.1 26.1 

BLⅧ  96 1.0 23.5 10.7 

 根入れ長の短い BLⅠ’であっても、BLⅠに近い最大

荷重とエネルギー吸収量が得られた。その一方で、根

入れ長の短い BLⅢ’は、BLⅢの最大荷重とエネルギー

吸収量には及ばない結果となった。BLⅦと BLⅧの試

験結果も踏まえると、断面係数が 100 前後となる支柱

に相応しい根入れ長は 1.5m 程度になると予想できる。 

 実用的 BL の実現性を把握するため、実際に実用的

BL を試作し、衝突実験を行った。衝突速度は、厳しい

条件となる 45km/h で行った。また、強度性能の評価方

法をまとめるため、計測内容、計測方法を事前に検討

し、実験の際に詳細な手順等を確認した。 

実用的 BL の試作は、BLⅦと BLⅧのうち、根入れ長

が短く静荷重試験結果が劣る BLⅧを選定した。BLⅡ

の静荷重試験と衝突実験の結果を踏まえると、BLⅧで

あっても強度性能を有している可能性があると考えた

ためである。また、BLⅦや BLⅧと同じ支柱で、その支

柱の最大支持力に耐えられる高さ 40cm の Co（支柱 2

本を支える連続基礎）を設計し、その構造を BLⅨとし

て試作した。衝突実験の結果は、ともに良好であった

（表-3）。これにより、実用的 BL は十分に実現できる

ことを確認し、2 回の実験を通して強度性能の評価方法

をとりまとめた。 

本調査で実用的 BL の実現性は確認できた。しかし、

BLⅧや BLⅨの支柱や Co の構造は、強度性能に対して

余裕がある。最適構造の追求は今後の課題である。 

表-3 実用的 BL の性能検証試験の結果 

供試

体 
根入れ長 
又は 

Co の大きさ 
(m) 

試験結果 
（衝突実験の結果） 

BLⅧ 1.0 車が BL に衝突したのは 4 本中 2
本となり、1 本目に車が乗り上

げ、2 本目で車が押し戻されて停

止し、車が歩道へ大きく進入しな

い良好な結果となった。 
BLⅨ 
(Co) 

2.6W ･ 0.5D ･
0.4H 
 

上記と同じように衝突し、良好な

結果となった。また Co には変形

が生じなかった（再利用可能）。 
※BL は、交差点の横断歩道と歩道の接続部への設置を想定  
し、設置間隔 1.5m で 4 本設置した。 

 

［成果の活用］ 

本成果をもとに、BL の強度性能と評価方法の素案を

作成し、学識経験者等の意見も踏まえ「ボラードの設

置便覧」をとりまとめた。 
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自転車活用推進に向けた自転車通行空間の計画・設計に関する調査 
Study on planning and design of bicycle traveling space for promotion of utilization of a bicycle 

 （研究期間 平成30年度～令和2年度） 

道路交通研究部 道路交通安全研究室 室 長 小林 寛 

Road Traffic Department Head KOBAYASHI Hiroshi 

Road Safety Division 主任研究官 大橋 幸子 

 Senior Researcher OHASHI Sachiko 

 研 究 官 久保田 小百合 

 Researcher KUBOTA Sayuri 

 交流研究員 平川 貴志 

 Guest Research Engineer HIRAKAWA Takashi 

In order to form a safe and comfortable bicycle traveling space, NILIM are studying.  

In this study, the authors examined the structure of car parking on the road, the structure of bicycle parking on 

the road, the various bicycle characteristics, the method to grasp traffic routes of bicycles using ICT and issues in 

the bicycle traveling space.  

 

［研究目的及び経緯］ 

自転車活用推進法 (2016 年 12 月公布、2017 年 5 月

施行) に基づき、自転車活用推進計画が 2018 年 6 月に

閣議決定された。本計画では、自転車の活用推進に向

け、実施すべき施策として「自転車通行空間上の駐停

車車両対策」や「地域の駐輪ニーズに応じた駐輪場の

整備」、「自転車の IoT 化の促進」、「サイクルスポーツ

振興の推進」が定められている。なお、「サイクルスポ

ーツの推進」の講ずべき措置として、自転車の多様性
※1に配慮した通行環境の在り方の検討が盛り込まれて

いる。 

国土交通省では、安全で快適な自転車通行空間の整

備を推進していることから、その支援のため、国土技

術政策総合研究所では、安全な自転車通行空間の整備

に関する研究を行っている。 

本研究では、「自動車の駐停車空間の詳細構造」、「路

上自転車駐輪場の詳細構造」、「IoT 化（IC タグ、GPS

データの利用）による自転車の利用実態把握手法」及

び「特殊な自転車等の通行空間の構造要件」を検討し

ている。今年度は、「特殊な自転車等の通行空間の構造

要件」の整理にあたり、（1）日本と海外の自転車通行

空間（構造）の比較、（2）道路空間再配分による自転

車通行空間整備の影響評価手法を検討した結果を紹介

する。 

［研究内容］ 

(1) 日本と海外の自転車通行空間（構造）の比較 

特殊な自転車等の通行を想定した自転車通行空間の

構造要件を検討する際の基礎資料として、日本及び海

外を対象とし、特殊な自転車等の構造諸元と自転車通

 
1 日常的に利用される「普通自転車」、運送に利用される「リア

カー付きアシスト自転車」、観光や福祉で利用される「タンデム

自転車」等（以下、「特殊な自転車等」という。） 

行空間の道路構造を文献等により調査した。 

さらに、海外では通行可能だが、日本では通行でき

ない特殊な自転車等と通行空間の組合せについて、日

本において通行可能とする場合の条件（構造等）と懸

念事項（課題）を整理した。 

(2) 道路空間再配分による自転車通行空間整備の影響

評価手法の検討 

 自転車通行空間の整備にあたっては、交通容量が低

下している路線や路上駐車が常態化している路線にお

いて車線数を削減して道路空間の再配分を行う方法が

ある。一方で、当該路線の車線数を削減することは、

当該路線だけではなく周辺路線への影響（渋滞の発生、

旅行速度の低下等）が懸念される。そこで、道路空間

再配分の影響を評価する一つの方法として、交通流シ

ミュレーションを用いて、周辺路線も含めた交通への

影響を評価する汎用的かつ効率的な方法を整理した。 

［研究成果］ 

(1) 日本と海外の自転車通行空間（構造）の比較 

日本及び海外 3 ヶ国（オランダ、イギリス、フラン

ス）の特殊な自転車等の諸元（最大長さ、最大幅）、自

転車通行空間の構造（幅員）を整理した結果を表-1 に

示す。 

特殊な自転車等の諸元については、国や車種区分に

よって大きさも様々であり、規定等がない車種も多く

ある。自転車道の幅員は、オランダ及びイギリスでは

自転車交通量により規定されており、双方向通行にお

いて、オランダは 50 台以下で 1.5m、イギリスは 300

台以下で 3.0m としている。フランスでも、一方通行

で 1.5m としている。一方、日本の自転車道は、主に“自

転車交通量が多い”道路に設けられるものであり、双方

向通行で一律 2.0m（やむを得ない場合 1.5m まで縮小

可。）と、海外と比較して幅員が狭い。自転車通行帯の 
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通行帯の幅員も、日本は 1.5m（やむを得ない場合 1.0m

まで縮小可。）であり、オランダ 1.7m、イギリス 2.0m

（最低 1.5m）、フランス 1.5m と、海外と比較すると若

干狭い傾向にある。 

次に、特殊な自転車等の日本における通行可否を表

-2 に示し、日本において通行可能とする場合の構造等

に関する条件と課題を考察した。 

リアカー付きアシスト車（軽車両）が自転車道を通

行するためには、まずは、幅員の見直しが必要と考え

られる。また、自転車通行帯は通行可能だが、交差点

部での待機や自転車通行帯内での追い抜きが困難とい

った課題（幅員不足）がある。この自転車通行帯の課

題は、タンデム自転車、カーゴバイク等（自転車）も

同じである。また、電動キックボードは日本では車道

走行可能だが、オランダ及びイギリスでは車道通行は

許可されていない。電動キックボードはタイヤ径が小

さいため、路面の凹凸やひび割れ、舗装の剥離等の影

響を受けやすいことから、適切な道路管理が求められ

ると考えられる。 

(2) 道路空間再配分による自転車通行空間整備の影響

評価手法の検討 

東京都内の国道の車線削減に伴う周辺道路の影響に

ついて交通流シミュレーションを実施した。交通流シ

ミュレーションの実施にあたっては、現地で交通調査

を行い、OD 等のパラメータを設定した上で行うもの

とし、現況交通の再現性の確認を行った。さらに、現

地交通調査の箇所数や OD 表の作成方法等を変更する

ことで交通流シミュレーションの省力化を検討し、効

率的な道路空間再配分の検討の流れ及びその際の留意

事項を整理した。図-1 に整理した道路空間再配分の検

討の流れ（案）を示す。この検討の流れ（案）及び留

意事項をもとに、別の箇所での検証を行い、汎用性を

確認する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［成果の活用］ 

本結果は、特殊な自転車等の通行空間の構造を提案

し、空間を創出する際の基礎資料とする予定である。 

車線削減区間のみを対象とした交
通流シミュレーション（流入側は信

号制御無し）の実施

【Step1】

②現況交通量
＜

③整備後交通容量

車線を削減して問題無し

Yes

No

隣接交差点へ滞留が
影響するか？

No

車線を削減して問題無し

隣接交差点を含めた面
的な交通流シミュレー

ションの実施

Yes

【Step2】

【Step3】

①整備前
交通容量

②整備後
交通容量

Q交通量(捌け台数)

所用時間T ③現況
交通量

：整備後

：整備前

車線削減区間と両端の交差
点を対象とした交通流シミュ
レーション（流入側の信号考

慮）の実施

車線削減区間 車線削減区間

車線削減区間

【Step１】 【Step２】 【Step３】

：両端交差点 ：隣接交差点：両端交差点

流入

流出

流出

流入

流入：信号制御無し
流出：信号制御有り

自転車通行帯
（一方通行） （双方向通行） （一方通行）

mm mm m m m

普通自転車 1,950 750

三輪自転車、リアカー付きアシスト車、カーゴバイク、
子乗せ用カーゴバイク

規定なし 1,500

タンデム自転車 規定なし 750

四輪アシスト自転車 規定なし 規定なし

電動キックボード

普通自転車 1,800 650

三輪自転車、カーゴバイク、子乗せ用カーゴバイク、
四輪アシスト自転車

2,800 1,200

タンデム自転車 2,400 650

リアカー付きアシスト車 2,700 850

電動キックボード

普通自転車、三輪自転車、リアカー付きアシスト車、
タンデム自転車、カーゴバイク、
子乗せ用カーゴバイク、四輪アシスト自転車

規定なし 規定なし

電動キックボード 規定なし 規定なし

普通自転車、三輪自転車、四輪アシスト自転車
（普通自転車）

1,900 600

タンデム自転車、カーゴバイク、子乗せ用カーゴバイク
（自転車）

規定なし 規定なし

リアカー付きアシスト車（軽車両） 4,000 2,000

電動キックボード（原動機付自転車） 2,500 1,300

電動キックボード（小型特殊自動車）※a 1,400 800
※1ゾーン30内では双方向通行可能、※2一方通行の指定も可能
※a令和3年4月8日付警察庁丁交企発第132号、丁規発第57号「電動キックボードに係る産業競争力強化法に基づく特例措置について（通達）」

最低 1.5
（やむを得ない

場合1.0m）
-

オランダ

イギリス

フランス

日本

- 最低 1.7

最低 2.0
（やむを得ない場合1.5m）

※2

推奨 2.0
最低 1.5

最低 1.5
※1 最低 1.5

法的枠組みなし

法的枠組みなし

自転車等の諸元

国名
車種区分

自転車通行空間の幅員

最大長さ 最大幅
自転車道

-

ピーク時

自転車交通量
最低

50台以下 1.50※

50-150台 2.50※

150-350台 3.5

350台以上 4.5

ピーク時

自転車交通量
推奨 最低

200台以下 2.0 1.5

200-800台 2.2 2.0

800台超 2.5 2.0

ピーク時

自転車交通量
推奨 最低

300台以下 3.0 2.0

300-1,000台 3.0 2.5

1,000台超 4.0 3.0

※幅員が2.5mまでの自転車

道は、自転車が乗り入れでき

る路側帯や自転車が逸れて

走行できるスペースを設置す

ることになっている。

歩道 自転車道 自転車通行帯 車道

普通自転車 △ 〇 〇 〇

自転車 × 〇 〇 〇

軽車両 × × 〇 〇

原動機付自転車
（電動キックボード）

× × × 〇

小型特殊自動車
（電動キックボード）

× ○ 〇 〇

　○：通行可能、△：歩行者と混在して通行可能、×：通行不可

日本

国名
通行可否

車種区分

表-1 日本と海外における特殊な自転車等の構造諸元と道路構造の比較 

表-2 日本における通行可否 

図-1 道路空間再配分の検討の流れ（案） 
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交通事故発生状況に関する事故データ分析 
Traffic Accidents Data Analysis 

（研究期間 令和 2 年度～令和 4 年度） 

道路交通研究部 道路交通安全研究室 室 長 小林 寛 

Road Traffic Department Head KOBAYASHI Hiroshi 

Road Safety Division 主任研究官 池原 圭一 

 Senior Researcher IKEHARA Keiichi 

                    主任研究官 掛井 孝俊 

 Senior Researcher KAKEI Takatoshi 

 研 究 官 久保田 小百合 

 Researcher KUBOTA Sayuri 

                     交流研究員 平川 貴志 

 Guest Research Engineer HIRAKAWA Takashi 

This study looks at the incidence of traffic accidents over recent years based on traffic accident databases and 

so on, summarizing changes in traffic accidents over the years, summarizing accidents according to road 

conditions, type of accident, persons involved, and the like, and analyzing trends and characteristics of traffic 

accidence incidence. 

 

［研究目的及び経緯］ 

令和 2 年の交通事故死傷者数は 369,476 人（対前年

92,299 人減）、うち交通事故死者数は 2,839 人（対前年

376 人減）となり、近年は減少傾向が続いている。道

路種類別の死傷事故件数も減少傾向が続いており、諸

外国との比較においても、高速道路の死者数（人口 100

万人あたり）は先進国の中で少ない。しかしながら、

昭和 45 年の死傷事故件数を 1.0 とした場合、幹線道路

と生活道路は 1.0以下となっているが、高速道路は 1.36

と高い位置にある（図-1）。道路種類別の致死率の推移

（図-2）では、近年、各道路で致死率が微増しており、

特に高速道路においては比較的増加率が大きいことか

ら、更なる交通事故削減に向けた取り組みが必要であ

る。 

本研究は、今後の道路交通安全施策を展開するため

の基礎資料とすることを目的として、近年の交通事故

発生状況の傾向・特徴に関する分析を行うものである。 

［研究内容］ 

（公財）交通事故総合分析センターが管理する交通

事故に関するデータベースなどをもとに、交通事故発

生状況の経年変化や道路形状別、事故類型別、当事者

種別別などの近年の交通事故発生状況について集計・

整理を行った。 

［研究成果］ 

(1) 高速道路の夜間の事故発生状況 

高速道路の昼夜別の事故発生状況を比較すると（図

-3）、重傷事故、軽傷事故に比べて死亡事故の夜間の割

合が多いことから、高速道路の夜間の事故の特徴を分

析した。 

夜間の事故の路面状態を確認すると、乾燥路面（68%）

図-1 道路種類別死傷事故件数の推移（昭和 45 年＝1.0）

⾼速道路, 1.36

幹線道路, 0.39

⽣活道路, 0.73

その他道路, 4.29

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

S45 S50 S55 S60 H1 H5 H10 H15 H20 H25 R1

昭
和

45
年
を

1
.0
と
し
た
変
動

⾼速道路 幹線道路 ⽣活道路 その他道路

図-2 道路種類別の致死率の推移（H12～R1） 
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と湿潤路面（29%）が主であったことから、乾燥路面

と湿潤路面の昼夜事故を比較し、夜間の交通事故構成

割合が大きい道路線形を確認した（図-4）。乾燥路面で

は①右カーブの平坦部の事故が多く、湿潤路面では②

右カーブの下り勾配及び③左カーブの下り勾配での事

故が多かった。 

 夜間事故が多い道路線形について、法令違反別及び

人的要因別の死亡事故率（死亡事故件数／死傷事故件

数）を確認した。①右カーブの平坦部の事故（乾燥路

面）では、法令違反は「最高速度違反」の死亡事故率

が高く、人的要因は「操作上の誤り」の死亡事故率が

高かった。②右カーブの下り勾配（湿潤路面）では、

法令違反は「最高速度違反」、「脇見運転」が多く、人

的要因は「判断の誤り等（交通環境）」の死亡事故率が

高かった。③左カーブの下り勾配（湿潤路面）では、

法令違反は「最高速度違反」、「漫然運転」が多く、人

的要因は「操作上の誤り」の死亡事故率が高かった。 

 法令違反は「最高速度違反」が共通しており、速度

超過が死亡事故に繋がっていると考えられる。②右カ

ーブの下り勾配（湿潤路面）においては、「判断の誤り

等（交通環境）」の死亡事故率が高く、道路形状や道路

線形、交通規制、障害物等に対する認識を誤ったこと

が事故の発生に影響を与えている可能性がある。高速

道路では、原則として全線連続して視線誘導標（デリ

ニエーター）が設置されており、曲線半径によって標

準の設置間隔も設定されている。しかしながら、現状

の設定による設置のみでは、夜間における道路線形を

認識しにくいおそれがあり、「判断の誤り等（交通環境）」

が起こっている可能性もある。視線誘導標の設置を工

夫するなどして、夜間の道路線形の明示に変化を持た

せることで、道路線形を認識しやすくできる可能性も

あると考えられる。 

(2) 高速道路の中央分離帯に関する事故発生状況 

高速道路の暫定二車線区間では、上下線の分離施設

としてポストコーンやワイヤロープを使用している。

しかしながら、本分析で使用したデータでは暫定二車

線区間を判別できないため、車道幅員 5.5～13.0m を暫

定二車線区間と仮定して、上下線の中央分離帯施設の

違いによる事故発生状況を分析した。中央分離帯施設

に関係する事故として、非分離構造であるポストコー

ンの正面衝突事故と車両単独事故の対象物である中央

分離帯施設（ガードレール、ガードケーブル等）を対

象として比較した。なお、近年、ガードケーブルは中

央分離帯に使用しなくなったため、中央分離帯のガー

ドケーブルをワイヤロープと見なして分析した。 

中央分離帯施設別の事故件数を図-5 に示した。中央

分離帯施設であるガードレールやワイヤロープへの衝

突は、軽傷事故は多いものの、死亡事故や重傷事故は

少ない傾向にある。しかしながら、ポストコーン（正

面衝突）では、軽傷事故と同程度の死亡事故と重傷事

故が発生している。ワイヤロープがあると軽傷事故は

多くなるものの、死亡事故や重傷事故の発生を抑える

ことができると考えられる。 

図-6 に中央分離帯施設別の死亡事故率（死亡事故件

数／死傷事故件数）と重大事故率（重大事故件数／死

傷事故件数）を示した。ポストコーン（正面衝突）の

死亡事故率は 35.4％、重大事故率は 65.8％であり、当

然ながら正面衝突では事故が発生すると被害は大きく

なる。ワイヤロープの死亡事故率は 4.8％、重大事故率

は 32.9％であり、ガードレールとほぼ同じであった。

暫定二車線区間のワイヤロープの使用は被害軽減効果

があると推測できる。 

［成果の活用］ 

本成果は、今後の交通安全施策を展開する際の基礎

資料として活用が期待される。今後も本成果を踏まえ

た原因分析に加えて、引き続き交通事故発生状況の経

年変化や近年の事故の傾向・特徴に関する整理を行う。 

図-5 中央分離帯施設別の事故件数（H22～R1） 
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図-6 中央分離帯施設別の死亡事故率、重大事故率（H22～

※ガードケーブルをワイヤロープと見なして、分析した。 

図-4 道路線形別の事故構成割合の昼夜の差 

（夜の構成割合-昼の構成割合） 
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※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 
 

交通安全対策へのビッグデータ利用の高度化に向けた研究 
Research on the sophistication of bigdata analyzing for traffic safety countermeasures 

（研究期間 令和元年度～令和 3 年度） 

 

道路交通研究部 道路交通安全研究室 室長 小林 寛 
Road Traffic Department Head KOBAYASHI Hiroshi 
Road Safety Division 主任研究官 掛井 孝俊 
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 研究官 成田 健浩 

 Researcher NARITA Takehiro 
 交流研究員 郭 雪松 

 Guest Research Engineer KAKU Sessyou 
 
In this study, the method using big data for road safety countermeasures such as identifying dangerous areas, 

and measurement of effect is considered. 

In this paper, the characteristics of the emergency braking data included in ETC 2.0 probe information is 

grasped by analyzing the drive-recorder data. And effect analysis of installation of portal ETC2.0 road side units is 

conducted. 

 
［研究目的及び経緯］ 

国土交通省では、交通安全対策を効果的に推進して

いくため、自動車から得られる ETC2.0 プローブ情報

等のビッグデータの交通安全対策への活用を推進して

いる。これまで、国土技術政策総合研究所においては、

危険箇所の抽出等、交通安全対策の各場面での ETC2.0

プローブ情報の活用方法を提案してきたところである。 

上記に加え、ETC2.0 プローブ情報から得られる急減

速データから、効率的に対策すべき箇所を抽出するた

めに、急減速データを動画と供に記録しているドライ

ブレコーダデータを利用し、効果的に危険事象を見極

める方法について分析を行っている。また、ETC2.0

プローブ情報を効率的に収集するための ETC2.0 可搬

型路側機の効果的な設置方法について検証を行ってい

る。ここでは、その検討内容について説明する。 

 

［研究内容及び成果］ 

(1)ドライブレコーダデータの分析結果を活用した

ETC2.0 プローブ情報の危険事象見極め方法の提案 

急減速データは、一定の前後加速度以下の減速挙動

を単純に記録したものであり、衝突を回避する為の減

速挙動をとった事象（危険事象）が含まれる一方で、

事故を回避する為ではない赤信号や一時停止線での単

なる急ブレーキ（非危険事象）も含まれている。これ

までに、急減速が起きた際に動画や加速度データを記

録するイベント型ドライブレコーダデータを用いて分

析を行った結果、前後加速度-0.3G 以下を閾値として

用いた場合、単路部及び交差点内部では危険事象が約

9 割となり、-0.3G といった閾値のみで判別が可能であ

ることが分かった。しかし、交差点流入部（停止線～

手前 30m の範囲）については、危険事象が約 3 割、非

危険事象が約 7 割と判別が難しい箇所であることが課

題となっている。（図-1） 

そこで、本研究では、交差点流入部に発生する急減

速事象（前後加速度-0.3G 以下の事象）と道路構造等

との関連性を照合し判定フローとして整理した。結果

の一部を図-2 に示す。交差点流入部において、前後加

速度の閾値を-0.6G まで大きくした場合、概ね 8 割が

危険事象となった。 

しかし、前後加速度-0.6G～-0.3G の場合については、

危険事象と非危険事象の判別が難しいことが解った。 

また、前後加速度-0.6G～-0.3G が多発する交差点付近

以外（判定フロー中央）の箇所について現地確認を行

った結果、図-3 に示すように交差点に向かって下り勾

配かつ左カーブとなっていることから、断続的に強め

 

図-1 急減速発生位置別の危険事象・非危険事象の割合

（前後加速度-0.3G 以下の場合） 
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のブレーキを踏んでいる車両（非危険事象）が見られ

た。 

以上より、急減速データとして前後加速度の最小値

のみにより危険事象を判定することは難しく、今後は

別の指標についても分析する必要があると考える。 

 

(2)ETC2.0 可搬型路側機の設置効果分析 

ETC2.0 プローブ情報には、常設されている路側機

（以下、常設型路側機）で十分なデータ量を確保でき

ない地域が存在する。常設型路側機までの距離や車載

器のデータ蓄積容量の問題から、常設型路側機から遠

い地域ではデータ量の確保が難しく、ETC2.0 プローブ

情報を使った分析ができない場合があり、課題となっ

ている。 

そこで、ETC2.0 可搬型路側機 1)（以下、可搬型路側

機）に着目し、可搬型路側機の設置箇所（パターン）

の違いによるデータ取得状況の比較を行った。この可

搬型路側機は、小型で既存の道路標識等に取り付ける

ことができ、常設路側機と同様のデータを収集するこ

とが可能である。 

図-4 に可搬型路側機の設置位置と分析対象とした

地域を示す。対象エリアの下流側へ可搬型路側機を設

置することとし、設置パターン 1 は常設型路側機方面

へ、設置パターン 2 は常設型路側機とは別方面へ設置

した。また、この地域の代表的な通過経路は出入口

22-40 を通過する車両であり、全体の約 60%を占めてい

る。次いで多いのは、出入口 17-40 で約 13%、出入口

17-22 で約 6%である。図-5 はエリア内外への出入口別

に通過台数を集計した結果の一部である。可搬型路側

機の設置により、南北を結ぶ幹線道路の断面（出入口

22,40）やエリア南東側へ抜ける断面（出入口 17）での

通過台数が増加した。設置パターンで比較すると、出

入口 22,40 については、パターン 1 の方が、増加割合

が大きい。一方、出入口 17 については、パターン 1

とパターン 2 とでは大きな差は見られなかった。この

結果より、分析対象地域の代表的な通過経路へ可搬型

路側機を設置することにより、効率的にデータ取得が

行えたと考えられる。 

以上より、分析対象地域の交通状況（OD 等）を踏

まえた上で可搬型路側機の設置箇所を工夫することに

より、分析地域のデータ取得数の増加を図ることが可

能と考えられる。今後は、生活道路（細街路）におい

て ETC2.0 プローブ情報を用いた分析を行う際の効果

的な設置方法について検証し、留意点を取りまとめる

必要がある。 

［成果の活用］ 

本研究で実施した急減速データの特徴整理、ETC2.0

可搬型路側機の効果的設置方法の検討については、引

き続き効果的・効率的な交通安全対策の実施のため、

検討を進めていく。 

［参考文献］ 

1)小木曽ら：多様なシーンに機動的に対応できる可搬

型 ETC2.0 路側機の開発、土木技術資料、vol.59、No.4、

pp.40-43、2017 

 
図-2 急減速データ及び道路構造による 

判定フロー（交差点流入部） 

 

図-3 -0.6G～-0.3G の急減速多発箇所の現地確認 

前後加速度
‐0.6G以下
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‐0.6G〜‐0.3G

交差点
付近*1

交差点
付近以外*2

危険事象
の割合

86% 75% 39％

該当件数 148件 283件 1058件
*1：交差点付近は、停⽌線〜⼿前10mの範囲
*2：交差点付近以外は、停⽌線⼿前10m〜30mの範囲

 

図-4 ETC2.0 可搬型路側機の設置パターンと 

分析対象地域 

 

図-5 ETC2.0 可搬型路側機の設置パターンの違いによる

車 台数
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The traffic safety facilities and the utilization method of ETC2.0 probe data are studying at NILIM. In this study, 

considering the effectivity of the reflective tape for visual guidance at night in the road. 
 

［研究目的及び経緯］ 

昨今の高齢運転者による事故や子供が犠牲となる事

故が相次いでいることを受け、令和元年 6 月 18 日に

「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策」が

関係閣僚会議で決定された。その中で、未就学児を中

心に子供が日常的に集団で移動する経路の安全確保や

ETC2.0 プローブデータ等を活用して生活道路の面的な交

通安全対策を効果的に推進する旨の方針が示された。 

国土技術政策総合研究所では、防護柵、標識、照明

等の交通安全施設に求められる性能、整備の考え方、

維持管理手法について検討し、国土交通省の性能規定

型の技術基準、ガイドライン等の作成を支援してい

る。また、交通安全施策への ETC2.0 プローブデータ

の活用方法の提案や現場導入にあたってのノウハウ提

供等を実施している。 

令和 2 年度は、車両から歩行者を保護するためのボ

ラードの機能・性能評価手法、視線誘導標としての反

射シートの有効性、生活道路のエリア対策の効果的推

進の検討を行った。 

 

［研究内容］ 

以下に示す 3 つのテーマで研究を行った。 

①ボラードの機能・性能評価手法等に関する調査 

②視線誘導標の見やすさの評価等に関する調査 

③生活道路の交通安全対策立案のための ETC2.0 プロ

ーブデータ集計・分析システムのプロトタイプ構築 

①は、未就学児を含めた歩行者の安全確保に向けた

有効な対策として、交通安全施設である駒止めの一種

のボラードに関して、交通事故データの分析、交通事

故シミュレーション、実車による衝突実験をもとに、

「耐衝撃性を有するボラード」に必要な機能、性能、

性能評価手法等を整理した。ここでいう「耐衝撃性を

有するボラード」とは、主として交差点の横断歩道開

口部等に設置し、歩道との区別を視覚的に強調すると

ともに車両の衝突に対して抵抗する車両進入防止を目

的としたものを表す。 

②は、交通安全施設の一つである視線誘導標に関し

て、従来利用されてきたデリニエーターに加えて、近

年、反射性能が向上している反射シートを防護柵やボ

ラードに貼付するなどして交通安全上の要所へ適切に

活用するための参考資料をとりまとめるため、デリニ

エーターと反射シート（以下「反射材料」という。）

の事例等調査や見やすさの評価試験（静止試験、走行

試験）を行うことにより、反射材料の効果的な運用方

法を整理した。 

③は、道路管理者が ETC2.0 プローブデータを活用

した交通安全の対策立案をしやすい環境の構築を目指

し、生活道路の交通安全対策立案のための ETC2.0 プ

ローブデータ集計・分析システムの機能要件の整理と

基本設計、プロトタイプの構築と試運用等を行った。 

本稿では、②の研究成果を紹介する。 

 

［研究成果］ 

見やすさの評価に使用した反射材料を図-1に、試験

条件を表-1に示す。なお、デリニエーターの反射面は

平面であるのに対し、反射シートの反射面は、防護柵

支柱への貼付を想定して曲面となっている。今回使用

した反射材料の中距離～遠距離を想定した反射性能

（＝反射材料からの反射光度／反射材料面上の照度：

JIS D 5500を参考に計測した。）は、デリニエーター白

＞デリニエーター橙＞反射シート白＞反射シート黄＞

反射シートダークグレー＞反射シート青の順で高く、
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特に遠距離では反射材料による差が大きかった。な

お、近距離を想定した反射性能は、曲面で使用する反

射シート白が最も高く、他の反射材料の順番は中距離

～遠距離と同じで、反射材料による差は小さかった。 

静止試験の見やすさの評価の結果（走行ビームの

例）を図-2に示す。中距離～遠距離では、デリニエー

ター白＞デリニエーター橙＞反射シート白＞反射シー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 静止試験に使用した反射材料（白色） 

表-1 試験条件 

静
止
試
験 

概要 停止した車両の運転席から、各距離に設置

された反射材料の見やすさを評価する。 

試験 

条件 

車 種：乗用車／天候：晴天又は曇天 

前照灯：LED（走行ビーム、すれ違いビーム） 

被験者：15名／速度：0km/h 

※図-１に示す6種類 

反射材

料の配

置 

・設置延長 10～ 50m；設置間隔 10m 

・設置延長 20～100m；設置間隔 20m 

・設置延長100～300m；設置間隔 50m 

・設置延長300～700m；設置間隔100m 

評価 

項目 

・見やすさの評価6段階 

（加えて、まぶしすぎて運転に支障がない

か聞き取りを行った） 
 

走
行
試
験 

概要 車両を実際に運転しながら、反射材料の見や

すさを評価する。（静止試験の結果と差が無

いか確認するために実施。） 

試験 

条件 

以下以外は静止試験に同じ 

被験者：10名／速度：40km/h、60km/h、80km/h 

※反射材料は、静止試験のデリニエーター橙

と反射シート黄を除く4種類 

反射材

料の配

置 

デリニエーター：静止試験に同じ 

反射シート：防護柵の支柱等に巻くことを前

提に、各設置延長10m間隔に配置 

評価 

項目 

・見やすさの評価6段階 

（加えて、反射材料の横を走行中のまぶしさ

について、聞き取りを行った） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト黄＞反射シートダークグレー＞反射シート青の順番

で概ね評価が高く、反射性能と同じ傾向であった。ま 

た近距離でも反射性能と同じ傾向であった。 

平面で使用するデリニエーターの評価が最も高くな

るのは距離80m、曲面で使用する反射シートの評価が

最も高くなるのは距離50mであった。それぞれの距離

に合わせて、「まぶしすぎて運転に支障がある」と回

答した人数も多い傾向にあった。ただし、走行試験の

結果では、「まぶしすぎて運転に支障がある」と回答

した人数は少なかった。これは、直線区間で実施した

走行試験では、静止試験のように反射材料を注視して

いないためと考えられる。 

設計速度60km/hの制動停止視距である距離75mでは

デリニエーターと反射シートの評価の差は小さく、全

ての反射材料で評価の平均値が4（非常によく見え

る）程度以上であった。設計速度100km/hの制動停止

視距である距離160mでは評価の差が大きかった。反

射シートの面積を広くする対応も考えられるが、「ま

ぶしすぎて運転に支障がある」と感じる人が増える懸

念もある。なお、すれ違いビームの評価は走行ビーム

よりも低くなるが、距離75mでは全ての反射材料で評

価の平均値が3（よく見える）以上であり、デリニエ

ーターと反射シートの評価の差は小さかった。 

以上のことから、評価の差が大きい遠距離では、こ

れまでどおりデリニエーターの使用が適当と考えら

れ、評価の差が小さい近距離～中距離では、反射シー

トも使用できる可能性があると考えられる。なお、こ

の範囲では、走行試験においても見やすさに問題がな

いことを確認した。 

 

［成果の活用］ 

本成果のうち、①は「ボラードの設置便覧（R.3.3）

（公社）日本道路協会」を作成する検討資料として活

用された。②は本稿で紹介した内容以外にも評価試験

等を実施しており、「視線誘導標設置基準」改定の検討

資料としての活用を予定している。③は、プロトタイ

プでの運用を行い、明らかとなった改善点についてシ

ステム改良等を行っていく予定である。 

デリニエータ

ー（白、橙） 
※現行基準 

φ10cm 
(面積約 78.5cm2) 

11.43×6.9cm 
(見かけ上の面積約 78.9cm2) 

反射シート 
（白、黄、 
ダークグレ
ー、青） 

※見やすさの評価 

5 まぶしいくらいに見える 

4 非常によく見える 

3 よく見える 

2 まあまあ見える 

1 かろうじて見える 

0 見えない 

0

1

2

3

4

5

10 20 30 40 50 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 700

見
や

す
さ

の
評

価

距離(m)

静止試験〔夜間〕 走行ビーム

1デリ白

2デリ黄

3ｼｰﾄ白

4ｼｰﾄ黄

5ｼｰﾄｸﾞﾚｰ

6ｼｰﾄ青

評価の差が小さい 

評価の差が大きい 

75m 160m 

設計速度
100km/h 

設計速度
60km/h 

近距離 
中距離 遠距離 

デリニエーターの

評価が最も高い 

反射シートの 

評価が最も高い 

図-2 見やすさの評価の平均値（走行ビーム） 
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領域７ 

災害時における対応をスピーディかつ的確に支援する



ICT によるデータを用いた冬期交通障害検知に関する調査  
Study on Detection of Traffic Disruption in Winter Using Data from ICT 

（研究期間 令和 2 年度～令和 4 年度） 

道路交通研究部 道路交通安全研究室 
Road Traffic Department 
Road Safety Division 

室長 
Head 
主任研究官 
Senior Researcher 
研究官 
Researcher 
交流研究員 
Guest Research Engineer 

小林 寛 
KOBAYASHI Hiroshi 
池原 圭一 
IKEHARA Keiichi 
成田 健浩 
NARITA Takehiro 
郭  雪松 
GUO Xuesong 

  
In this study, to improve the efficiency of the detection of stuck vehicles in winter, detection trials were performed 

based on time-series variations in the ETC2.0 probe information. 
 

［研究目的及び経緯］ 

近年、短期間の集中的な大雪が局所的に発生するよ

うになり、それに伴って発生する幹線道路上の大規模

な車両滞留や長時間の通行止めが大きな問題となって

いる。このような冬期の交通障害は、雪に不慣れな地

域においても度々発生しており、社会経済活動のみな

らず人命にも影響を及ぼすことが危惧されている。冬

期の交通障害は、立ち往生車が発生した直後において、

迅速な対応を実現できれば被害を軽減することが期待

できるため、立ち往生車が発生した場合の情報収集や

情報提供の効率化や工夫が求められている。 

本調査は、冬期における立ち往生車の検知の効率化

を図ることを目的とし、ETC2.0 プローブ情報の時系列

変化をもとにした検知の試行を行うものである。 

［研究内容］ 

令和 2 年度は、北陸地方整備局管内の直轄国道にお

いて、過去に発生した立ち往生車の発生事例をもとに、

立ち往生車の発生前後における ETC2.0 プローブ情報

の時系列変化の特徴を整理し、立ち往生車の検知指標

を検討した。また、複数の検知指標を組み合わせた検

知フローを作成して検知を試行し、今後、検知精度を

向上させるための課題を整理した。 

［研究成果］ 

1.ETC2.0 プローブ情報等のデータ取得状況 

立ち往生車の検知の試行にあたり、北陸地方整備局

管内の立ち往生車の発生箇所数と ETC2.0 プローブ情

報のデータ取得状況を確認した（図-1）。立ち往生車の

発生箇所は、平成 30 年度までの事例が整理されており、

近年では平成 29 年度に多く発生している。一方、

ETC2.0 プローブ情報は、平成 29 年度のデータ量は少

なく、データ量が増加したのは令和元年度の 1 月から

であり、同年 3 月には 3,690 万台キロに達している。 

2.立ち往生車検知に用いる指標 

立ち往生車を検知するため、立ち往生車が発生した 

ETC2.0 プローブ情報等 

を活用した立ち往生車検知 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 データ取得状況 

際の ETC2.0 プローブ情報の変化に着目し、時系列の速

度変化の特徴から検知に用いる指標を検討した。検討

に際しては、北陸地方整備局管内の典型的な発生パタ

ーンに当てはまる地点（縦断勾配部 3 箇所、信号交差

点部 3 箇所）を抽出し、各地点の立ち往生車発生前後

において、候補となる指標の時系列変化の特異な傾向

の有無等を確認することで、検知指標の活用の方向性

を整理した。なお、平成 29 年度と平成 30 年度のデー

タを使用したものの、ETC2.0 プローブ情報のデータ量

が十分ではないため、各地点の分析区間延長は 5km、

分析単位時間は 1 時間として設定せざるを得なかった。 

表-1 に検知指標の検討結果として、立ち往生車検知

に用いる指標の活用の方向性を整理した。 

表-1 検知指標の検討結果 

指標 活用の方向性 
積雪状況 積雪記録のある時間帯とない時間帯で速度低下

は見られた。積雪記録のある時間帯の速度低下

は、立ち往生による速度低下の必要条件と見な

せる。 
⇒ 発生検知の 1 次フィルターとして活用 

平均速度 
の統計的 
有意差※ 

立ち往生の前後時間帯で有意差のある速度低下

が見られ、立ち往生以外でも有意差のある速度

低下は見られた。速度低下に有意差があれば立

ち往生による速度低下の必要条件と見なせる。 
⇒ 発生検知の 1 次フィルターとして活用 

（次頁へ続く） 
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85%ﾀｲﾙ 
速度 

速度のばらつきが小さく、経時的な速度低下を

把握しやすい。 
 ⇒ 発生リスクの評価に活用 
下限値を設定し、下限値を下回った場合は著し

い速度低下であり、立ち往生の可能性が高い。 
 ⇒ 発生検知に活用 

平均速度 
の変化 

速度のばらつきが大きい。下限値を設定し、下

限値を下回った場合は速度低下であり、立ち往

生の可能性が高い。 
 ⇒ 発生検知に活用 

ｽﾘｯﾌﾟ評価 
値（急減速 
-0.5G 以下 
割合） 

発生直前や発生時間帯で評価値の上昇傾向が見

られ、スリップしやすい路面状況であると推定

できる。ただしサンプル取得が少ない。 
 ⇒ 発生リスクの評価に活用 

※判定対象時間内（1 時間）に得られたサンプルを集計し、 
サンプル数と平均値から母集団との有意差検定を行った。 
 

3.立ち往生車の検知フロー 

 検知フローの作成方針としては、立ち往生車検知を

アラートとして活用することを想定し、ある程度の誤

検出は許容しつつも取りこぼし（未発生と判定して実

事象では発生）を小さくすることに留意した（表-2）。 

表-2 検知フローの作成方針（混合行列） 

 実事象 
発生 未発生 

検知ﾌﾛｰ 
による 
判定 

発生 
判定 

真陽性 

（○正検出） 
偽陽性 

（×誤検出） 
未発生 
判定 

偽陰性 

（×取りこぼし） 
真陰性 

（○正未検出） 

 作成した検知フローを図-2 に示す。なお、検知フロ

ーは典型的な発生パターンとして縦断勾配部と信号交

差点部のそれぞれで作成したものの、今回の分析区間

延長と分析単位時間の条件においては、縦断勾配部と

信号交差点で検知指標の時系列変化の傾向に違いがみ

られなかったことから、共通の検知フローとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 検知フロー 

4.立ち往生車検知の試行結果 

 検知の試行は、図-2 のフローに基づき、次の条件で

行った。 

 対象路線：北陸地方整備局管内の国道 8 号、17 号、18 号 

 対象期間：2018 年 1 月～2019 年 3 月の冬期 
 発生時間帯・位置が特定できない箇所は誤検出の扱いとした。 

 検知の試行結果は、混合行列を用いて表-3 に整理し、

次の 3 つの指標で試行結果を評価した（表-4）。 
 全体正解率：ﾌﾛｰによる判定が正解した割合 

＝（真陽性＋真陰性）／（全体） 
 再現率：実事象の発生のうちﾌﾛｰで発生を判定した割合 

＝（真陽性）／（真陽性＋偽陰性） 
 精度：ﾌﾛｰで発生を判定したﾃﾞｰﾀのうち実事象で発生した割合 

＝（真陽性）／（真陽性＋偽陽性） 
 

表-3 検知の試行結果（混合行列） 

Case1 実事象 
発生 未発生 

検知ﾌﾛｰによる 
判定 

発生判定 84   29,218 

未発生判定 56 1,492,722 

表-4 の Case1 は、図-2 に基づく試行結果であり、表

-3 をもとに算出している。Case1 以外は派生ケースで

ある。Case1 において、全体正解率が高いのは、立ち往

生が発生しない時間が非常に多く、検知フロー上も未

発生判定が多いことによる。再現率は 6 割（取りこぼ

しが 4 割）となった。精度は極めて低い結果となった。 

表-4 試行結果の評価 

 Case0 Case1 Case2 Case3 Case4 
全体正解率 96.0% 98.1% 97.7% 98.0% 98.6% 

再現率 64.3% 60.0% 60.0% 60.7% 42.7% 

精度 0.15% 0.29% 0.24% 0.29% 0.08% 

 Case0 は、積雪状況による判定を除外したフローによる結果

である。速度に関する指標のみでは Case1 よりも精度は低い。 
 Case2 は、平均速度の統計的有意差判定を除外したフローに

よる結果である。Case1 よりも精度は低くなり有意差判定の

有効性が確認された。 
 Case3 は、発生リスクありを立ち往生発生と仮定したフロー

による結果である。Case1 と同等の結果となった。 
 Case4 は、集計単位を 15 分とした結果である。単位時間内で

ETC2.0 プローブ情報が取得されていないことが多く、Case1
よりも再現率は低下している。ETC2.0 プローブ情報が取得さ

れている時間帯のみに絞ると、再現率は 69.3%となった。 
 

5.立ち往生車検知の課題整理 

 ETC2.0 プローブ情報のデータ取得数は、2020 年 1 月

以降大幅に増加している。それにより平均速度や 85%

タイル速度の経時的なばらつきが安定している（変化

量が小さい）ことが想定される。データの増加に伴い、

交通特性を踏まえて適切に分析区間を設定し、分析時

間帯の細分化を図る必要がある。さらに、閾値を精査

したり、大型車に着目した分析により検知指標や検知

フローの見直しを検討することも有効と考えられる。 

 また、ETC2.0 プローブ情報以外から得られる動的な

情報として、路面状況、路面温度、除雪状況などを付加

することも有効と考えられる。 

 検知精度の向上を妨げる要因としては、立ち往生

車の発生データの不完全性が挙げられる。発生時間

帯・位置が特定できないと誤検出の扱いとなり精度

が低下する一つの要因となっている。 

［成果の活用］ 

今後も、検知精度を向上させるため、分析に使用す

るデータの充実を図り、検知指標、検知フロー等に関

して工夫や改良を行う予定である。 

⽴ち往⽣発⽣

下回る

⾮該当
下回る

判定対象時間の平均速度
統計的有意差

あり

なし

⾮該当
判定対象時間の12時間
前までにスリップ評価
値が記録されている

85％タイル速度が3時間
連続で低下している

⾮該当

あり

⽴ち往⽣発⽣リスクあり
あり

⽴ち往⽣発⽣なし

⾮該当

テレメータデータ1時間単位ETC2.0データ集計値

積雪状況
積雪なし

積雪あり

判定対象時間の85％タイル速
度が平常時の下限値を下回る

判定対象時間の平均速度が
平常時の下限値を下回る
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冬期道路管理を踏まえた降雪予測情報に関する調査 
Study on snowfall forecast information applicable to winter road management 

 （研究期間 令和元年度～令和３年度） 

道路構造物研究部 道路地震防災研究室 室 長 増田 仁 

Road Structures Department  Head MASUDA Hitoshi 

Earthquake Disaster Management Division 主任研究官 長屋 和宏 

 Senior Researcher NAGAYA Kazuhiro 

 

In order to set a timeline and perform snow removal properly, it is necessary to know the snow depth on the road. 

This study aims to summarize the method of estimating the snow depth on the road using the weather forecast by 

the Japan Meteorological Agency (JMA). The method for estimating the snow depth on the road is developed and 

examined by field observation data. 

 

［研究目的及び経緯］ 

近年の集中的な大雪時に備え、道路管理者は広域的

に連携し、除雪体制を強化すること等が検討されてい

る。そのため、タイムラインを作成し、道路ネットワー

クへの影響を 小化する取り組みが求められている。

現在の道路管理の現場では、気象庁等が発表する予測

情報を活用して降雪量を推定し、除雪等の判断を行っ

ている。しかしながら、これらを実施するためには、精

度の高い積雪量推定が必要となる。また、その判断に

あたっては、除雪機械の移動等を考慮した早期の積雪

量推定が必要である。 

本調査では、路面積雪量の予測手法の開発を目的と

して、気象状況等と路面積雪量との関係を明らかにす

るとともに、実際の気象観測データおよび気象庁等に

より配信されている気象予測データを用いて路面積雪

量の予測手法の検証を行った。 

［研究内容及び研究成果］ 

令和元年度に概成した路面積雪量予測手法について、

現地気象観測および過去の道路雪害時の気象データを

用いて路面積雪量の検証を行った。また、この時に気

象庁から配信された気象予測データによる路面積雪量

の予測値を再現し、路面積雪量予測の有用性と道路管

理者のタイムラインへの活用性を検証した。 

(1)路面積雪量予測手法の概要 

本調査での路面積雪量予測手法が対象とする要因の

範囲は、自然要因による融雪（路面に降る雪の融解に

よる路面積雪量の減少）と圧密（自重による積雪表面

の沈降）としている。この路面積雪量予測手法は、図-

1 に示すように時間毎に路面積雪質量と路面積雪密度

から路面積雪量を計算し、各層を積算して路面積雪量

を得る。この時の路面積雪密度は粘性圧縮モデルを用

いることで、雪の沈降による圧密の影響を反映する。 

図-1 の路面積雪質量は、熱収支法で計算した融解量

を減じた値とする。路面積雪質量は図-2 の左図の質量

収支で定義し、融解によって生じた水は滞留すること

なく路面から排出されると仮定している。路面積雪量

の融解量の算定には、外部との熱のやり取りを図-2 の

右図に定義し、路面積雪の温度が 0℃で熱エネルギーが

余剰の時に路面積雪が融解する。 

(2)道路雪害発生時の気象情報等の整理 

過去 5 年間に発生した道路雪害事例から、地域性や

気象観測データの有無を考慮し、表-1 に示す 5 事例を

抽出の上、気象データ及び雪害の経過資料を収集した。 

(3)路面積雪量の観測および気象状況データの取得 

路面積雪量予測手法を検証するため、令和２年度冬
図-1 路面積雪の圧密と時間変化のイメージ 

t 時の
路面積雪量
H(t)＝h(1,t)

t+1 時の
路面積雪量
H(t+1)＝h(1,t)’+h(2,t+1)

h(1,t)=Ms(1,t)/ρ(1,t)

t+2 時の
路面積雪量
H(t+2)＝
h(1,t)’’+h(2,t+1)’+h(3,t+2)

t+3 時の
路面積雪量
H(t+3)＝
h(1,t)’’’+h(2,t+1)’’+h(3,t+2)’+h(4,t+3)

h(1,t)’=
Ms(1,t)/ρ(1,t)’

h(2,t+1)=
Ms(2,t+1)/ρ(2,t+1)

h(1,t)’’=
Ms(1,t)/ρ(1,t)’’

h(2,t+1)’=
Ms(2,t+1)/ρ(2,t+1)’

h(3,t+2)=
Ms(3,t+2)/ρ(3,t+2)

h(1,t)’’’=
Ms(1,t)/ρ(1,t)’’’

h(2,t+1)’’=
Ms(2,t+1)/ρ(2,t+1)’’

h(3,t+2)’=
Ms(3,t+2)/ρ(3,t+2)’

h(4,t+3)=
Ms(4,t+3)/ρ(4,t+3)

K=1
K=1

K=2

K=1

K=2

K=3

K=1

K=2

K=3

K=4
Ms ：路面積雪質量（kg･m‐2）
h ：路面積雪量（m）
ρ ：路面積雪密度（kg･m‐3）
t ：時間（s）

図-2 路面積雪の質量収支（左）と路面積雪と外部との 
熱エネルギー交換（右）のイメージ 

水

降雪量 (Ps)

融雪 (Xm)
路面積雪

昇華 (Es)

排水(Rw)除雪 (Rs)

本調査では、除雪による路面
積雪の減少は考慮しない

融雪した水はすべて道路外に
排出されると仮定する

積雪表⾯または路⾯が受
ける正味の⽇射量 (Sc)

⼤気放射量 (Lc)

顕熱 (Hc)

潜熱 (lEs)

積雪から舗装への伝熱量(Gc)

路⾯積雪

舗装

Ts路⾯積雪の温度

表-1 路面積雪推定手法の検証対象とした道路雪害 

整備局 県 主な被災路線

1 2014年12⽉5〜7⽇ 中国地整
広島県
島根県

国道54号（三次市〜飯南町） ⾞両⽴ち往⽣(3台)、国道通⾏⽌め

2 2015年2⽉9〜10⽇ 近畿地整 福井県 国道8号（敦賀市〜南越前町）
スタック発⽣による⽴往⽣(約590台)、国
道通⾏⽌め(約7時間)

3 2016年1⽉24〜26⽇ 北陸地整 新潟県 国道8号（⻑岡市〜⾒附市） スタック発⽣による渋滞、最⼤40時間近
い国道通⾏⽌め

4 2016年1⽉24〜26⽇ 北麓地整 新潟県 国道8号（⽷⿂川市） スタック発⽣による国道通⾏⽌め(8.7km)

5 2017年2⽉11〜12⽇ 中国地整 ⿃取県
⼭陰⾃動⾞道（⿃取IC〜⿃取⻄IC、⼋束⽔〜はわいIC）
⿃取⾃動⾞道（河原IC〜⿃取IC）
国道9号（⿃取市、湯梨浜町）

⽴ち往⽣⾞両発⽣(⼭陰道で約100台、国道
9号で約150台A)、国道・⾼速道路通⾏⽌
め

事例
No.

年⽉⽇
主な道路雪害発⽣地域

雪害の概要
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期に宮城県仙台市の国道 48 号作並除雪ステーション

で表-2 に示す気象観測を実施した。気温、降水量は道

路テレメータの観測値を利用した。 

(4)観測値や実況推定値による路面積雪量の検証 

検証箇所での路面積雪量の検証結果の例を図-3 に示

す。路面積雪量の推定値は積雪深の観測値に合致して

いる。他の事例でも積雪深によく一致した。 

道路雪害事例に対する検証結果の例を図-4 に示す。

立ち往生発見時は路面積雪量の推定値が約 30cm に達

した時であり、道路雪害の発生に対応している。他の

４事例においても同様の結果であり、路面積雪量推定

手法は道路雪害の発生リスクを表現しているといえる。 

(5) 気象予測値を用いた路面積雪量予測の検証 

 気象庁気象予測モデルの値から路面積雪量予測を再

現し、活用性を検討した。検証箇所での降雪事例に対

しては、72 時間前や 48 時間前は適切に予測されず、24

時間前から実際の積雪深に比較的近似した結果となっ

た。 

同様に、道路雪害事例に対する路面積雪量の再現結

果の一例を図-5 に示す。この結果、72 時間前は路面積

雪量の増大が予測されず、48 時間までも過少であるが、

24 時間前になると、実際の積雪深の増大に合致した予

測になる。この結果を道路管理者のタイムラインと照

合すると、24 時間前の「体制強化・緊急発表呼びかけ」

の段階から活用できる場合が多かった。 

 路面積雪量予測手法の入力値による感度分析を行っ

たところ、降雪量と気温の影響が も多い。このほか

の要素については、降雪時を前提に一定値や他の地点

での代替値を用いることでも良いと考えられる。 

［成果の活用］ 

本調査で検証した路面積雪量予測手法は、大雪時に

道路管理者がタイムラインを運用する際に必要な予測

情報となりうる。気象観測値に加えて、気象庁予測情

報による路面積雪量の予測結果を検証したところ、48

時間前の体制確保は可能性判断にとどまり、24 時間前

から体制強化等に活用可能と考えられた。今後の事例

検証に加えて、路面積雪量予測の試行運用を行うこと

で、道路管理の実情に即した情報として展開できる。 

表-2 路面積雪量予測手法の検証対象とした降雪事例 
観測要素 観測機器 備考 

路面積雪の温度 放射温度計 表面温度を計測 
日射量・大気放射量 長短波放射計  

降雪量 積雪深計 積雪深差から推定 
降雪強度 降雪強度計 積雪しない降雪を観測 
積雪状況 WEB カメラ 積雪の開始や状況を把握 

図-5 気象予測情報による路面積雪量予測の検証結果 
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道路雪害事例 1 

図-3 降雪事例による路面積雪量予測手法の検証結果 
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図-4 道路雪害時の気象観測データによる検証結果 
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冬期道路対策への住民参加の促進に関する調査 
Research on promotion of community participation in countermeasures against snowfall on the 

road 

 （研究期間 令和元年度～令和 3 年度） 

 

社会資本マネジメント研究センター  室長 小俣 元美 

建設経済研究室 Head OMATA Motoyoshi  

Research Center for Infrastructure Management 主任研究官 原野 崇 

Construction Economics Division Senior Researcher HARANO Takashi 

 

In recent years, very strong snowfall has been intensive and continuous. At the same time, the aging of skilled 

snow removal operators and labor shortages are becoming more serious.These make road snow removal more 

difficult in heavy snowfall areas,especially in rural areas. For this reason, the community participation is required for 

road snow removal. 

In this study, we investigated cases of snow removal activities by local residents in heavy snowfall areas and their 

support measures. 

 

［研究目的及び経緯］ 

近年、非常に強い降雪が集中的かつ継続的に発生す

るなど雪の降り方が変化する一方、道路の除雪を担う

地域の建設業者等は、除雪機械の老朽化や熟練したオ

ペレータの高齢化等により、除雪作業を取り巻く環境

が一層厳しさを増している。この状況を受け国土交通

省道路局が設置した冬期道路交通確保対策検討委員会

は「大雪時の道路交通確保対策 中間とりまとめ」

（2018.5）の中で、道路管理者間の協力体制の構築や

地域建設業者の確保に加え、地域や民間団体による除

雪作業への協力体制の構築について提言している。 

国総研では、地域や民間団体が道路除雪へ積極的に

協力できる仕組みの構築を目指し、冬期道路対策への

住民参加を促進する方策の検討を行っている。 

  本業務は、その施策を検討し促進するための基礎資

料として自治体や地域住民等に情報提供することを目

的に、豪雪地帯の住民等による道路除雪活動に対する

支援策についての調査を行ったものである。 

 

［研究内容］ 

1. 住民等による道路除雪活動への支援策調査 

豪雪地帯対策特別法に基づく豪雪地帯及び特別豪雪

地帯に指定されている各自治体（※令和 2 年 4 月 1 日

現在 532 市町村）について、地域住民等の道路除雪活

動を支援する施策や制度の概略を調査した。国土交通

省国土政策局地方振興課が対象自治体に実施している

『豪雪地帯基礎調査』の結果から、除雪支援制度の実

施状況を整理した上で、各自治体のホームページや文

献等から資料を収集し、支援内容の詳細を確認した

（表-1）。除雪支援実施は 240 市町村、そのうち住民

等による道路除雪活動を支援する制度等の実施が確認

できたのは 161 市町村であった。 

 

表-1 収集した資料および活動支援内容 

 
資

料 

・自治体ＨＰでの事業・制度の紹介 
・事業・制度の要綱等（条例、例規集の掲載内容） 
・広報での事業・制度の紹介 

活 

動 

支 

援 

内 

容 

・支援種別（除雪ボランティア制度、除雪機の購

入支援、除雪機の貸与、その他除雪用資器材の

購入支援、その他除雪用資器材の貸与や支給、

除雪機燃料の支給・燃料費の助成、活動費用の

助成、報奨金、地域一斉除雪） 

・市町村ＨＰ掲載有無、ＵＲＬ 

・事業・制度の内容 

 

2. 住民等による道路除雪活動支援の実施状況 

前項で確認された 161 市町村での活動支援実施状況

について豪雪地帯基礎調査結果から整理した。併せて、

当該市町村の気象状況を気象庁の観測データから、人

口や年齢構成、財政状況等の社会経済状況を総務省統

計局資料等から調べ、支援実施状況とこれらのデータ

の関連性を整理した。 

 

［研究成果］ 

1.支援の実施状況（分布） 

住民等による道路除雪活動への支援を実施している

市町村は豪雪地帯で 30％（161 市町村）、特別豪雪地帯

で 25％（50 市町村）であった。支援策の実施状況を道

府県別にみると、豪雪指定市町村が 10 市町村以上の道

府県で「支援を実施している」市町村の割合が多いの

は、鳥取県（79％）、富山県（73％）、石川県（63％）、

福井県（53％）、山形県（51％）の順となっている。（図

-1） 
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図-１ 住民等による道路除雪活動への支援の 

実施市町村の分布 

 

2．支援策の実施内容 

豪雪地帯における住民等による道路除雪活動への支

援の実施内容は「除雪機の貸与」が 16％と最も多く、

次いで「活動費用の助成」（14％）、「除雪機の購入支援」

（10％）の順となっている。一方で、特別豪雪地帯に限

ってみると「活動費用の助成」が 17％と最も多く、次

いで「除雪機の貸与」（12％）、「除雪機の購入支援」（5％）

の順となっている（図-2）。住民が除雪機を所有しない

地域では貸与されれば人手は住民参加で充足でき、住

民が保有する除雪機を使う場合は実費助成や燃料の現

物支給で支援するケースが多く見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 住民等による道路除雪活動への支援内容 

 

3.支援策と社会状況の関連性について 

 豪雪地帯全 532 市町村と、うち支援実施 161 市町村

について社会状況との関係性を整理したところ、一定

の傾向が見られた。その一部を以下に示す 

 市町村の人口規模が大きい市町村ほど、支援実施の

割合が高くなっている。（図-3） 

15～64 歳人口の割合が多い市町村において、支援実

施割合が高くなっている。住民等の担い手が多い市町

村において、道路除雪活動への支援を実施している様

子が伺える。（図-4） 

また道路実延長が長い市町村ほど、支援の割合が高

くなっている。（図-5） 
 

     注：（ ）内は市町村数   ■支援あり   ■支援なし 

 

 

 

 

 

 

図-3 支援策の実施状況（人口規模別） 
 

            ■支援あり ■支援なし 

 

 

 

 

 

図-4 支援策の実施状況（15～64 歳人口割合別） 
 

              ■支援あり ■支援なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 支援策の実施状況（道路実延長別） 

 

 豪特法で指定された地域の多くがその後、市町村合

併した自治体の一部地域となっており、現在の市町村

単位で実施している「豪雪地帯基礎調査」では実態が

把握しづらい部分もあるが、どのような地域にどのよ

うな支援策が効果的かを明らかにすべく、その他の指

標についても精査中である。 

 

［成果の活用］ 

 本調査結果は、地域住民等による除雪活動の促進に

係るガイドラインや指針等として取りまとめ公表する

予定である。 

【凡例】

　支援を行っている

　支援を行っていない

　非豪雪地帯

5.2%

15.5%

18.4%

37.1%

34.4%

50.0%

59.6%

94.8%

84.5%

81.6%

62.9%

65.6%

50.0%

40.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3,000人未満(58)

3,000人以上5,000人未満(71)

5,000人以上10,000人未満(98)

10,000人以上30,000人未満(143)

30,000人以上50,000人未満(61)

50,000人以上100,000人未満(54)

100,000人以上(47)

20.9%

26.8%

34.0%

43.8%

79.1%

73.2%

66.0%

56.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50％未満(67)

50％以上55％未満(220)

55％以上60％未満(197)

60％以上(48)

15.7%

18.3%

28.2%

30.9%

28.2%

42.9%

48.9%

84.3%

81.7%

71.8%

69.1%

71.8%

57.1%

51.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

100km未満(51)

100km以上200km未満(104)

200km以上300km未満(85)

300km以上400km未満(68)

400km以上600km未満(85)

600km以上800km未満(49)

800km以上(90)

注）豪雪地帯一部指定の市町村に

ついては、一部指定地域の範囲

のみに着色をしている。 

16%（86）

14%（73）

10%（52）

5%（24）

2%（12）

2%（11）

2%（8）

2%（8）

1%（5）

12%（24）

17%（35）

5%（10）

3%（6）

1%（2）

1%（2）

1%（3）

1%（2）

1%（3）

0% 5% 10% 15% 20%

除雪機の貸与

活動費用の助成

除雪機の購入支援

除雪機燃料の

支給・燃料費の助成

その他除雪用

資器材の貸与や支給

報奨金

その他除雪用

資器材の購入支援

除雪ボランティア制度

地域一斉除雪

豪雪地帯（n=532） 特別豪雪地帯（n=201）

注：（ ）内は実施市町村数 
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※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 
 

斜面災害時における道路通行可否の把握技術に関する調査 
Study on technologies to grasp road trafficability after slope disaster 

 
（研究期間 平成 30 年度～令和 2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 
Road Structures Department Head KATAOKA Shojiro 
Earthquake Disaster Management Division 研究官 梅原 剛 

 Researcher UMEBARA Takeshi 
 

With the aim of investigating places that have become difficult to access due to slope disasters caused by 

earthquakes and heavy rains, and to avoid secondary damage caused by the re-collapse of slopes during road 

enlightenment work, we focus on Unmanned Aerial Vehicles (UAV), which are one of the early grasping technologies, 

and examine effective methods for use in slope disasters. 

 
［研究目的及び経緯］ 

地震や豪雨等に起因する斜面災害により、現場立ち

入り不可能となった箇所の調査や道路啓開活動時の斜

面の再崩壊による二次被害を回避することを目的とし

て、無人航空機（UAV）に着目し、斜面災害時における

効果的な活用方法の検討を行っている。 

本年度は斜面再崩壊危険箇所の早期発見のため、UAV

レーザ計測データ等を用いた斜面崩壊危険箇所の判読

事例の収集・整理を行った。また、実際の斜面崩壊現場

において、崩壊箇所周辺状況の UAV レーザ計測を行う

とともに、その計測データを処理・加工することによ

り、危険箇所の判読が可能か検討を行った。 

 

［研究内容］ 

1．斜面再崩壊危険箇所の判読事例の収集・整理 

地震による斜面崩壊後の雨や余震等による再崩壊に

備えるため、航空レーザもしくは UAV レーザで計測し

たデータを処理・加工して作成した地形表現図等によ

り、危険箇所の把握を行うことが

ある。そこで、文献調査等を行い、

地形表現図から斜面崩壊の前兆

となる微地形の抽出が可能であ

った事例を収集・整理した。 

2．危険箇所の判読可能性の検討 

2019 年 10 月に発生した台風

19 号の影響で、斜面が崩壊した神

奈川県箱根町の国道 138 号の現

場に関してUAVレーザ計測を実施

するとともに、計測データを 3 種

類程度の異なる地形表現図を用

いて処理することで、再崩壊危険

箇所の判読が可能か検討した。 

 

［研究成果］ 

1．斜面再崩壊危険箇所の判読事例の収集・整理 

既往研究の調査から、斜面崩壊発生域及びその近傍

では図-1 に示すような崩壊の前兆となる微地形等（遷

急線、崩壊跡地、ガリー等）が観察されている。そこで、

図-1 斜面崩壊地の模式図 1) 

崩壊地
(跡地)

滑落崖 側方崖 崩積土
末端
崩壊

小崖
（段差・亀裂）

凹地
線状
凹地

ガリー 急崖
不規則
凹凸

傾斜量図
傾斜量を濃淡で表現した図。緩傾斜が淡色、急傾斜
が濃色となる。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

方位傾斜量図
斜面の向きと傾斜量を表現した図。傾斜方向で色分
けし、傾斜量をその濃淡で示す。

○ ○

陰影図
地形モデルに一方向から光を当てた場合の影を表現
した図。

○ ○ ○

陰陽図
地形の凹凸によりできる影を表現した陰陽値を基に
作成した図。

○

鳥噉陰影図
陰影図を、ある高さから俯瞰した様子を表現した
図。

○ ○ ○ ○

CS立体図
標高、傾斜、曲率を重ね合わせた図。凹凸を赤青
色、濃淡で傾斜量、グレースケールで標高を示す。

○

ラプラシアン図+
傾斜量図

ラプラシアンと傾斜量図を重ね合わせた図。地形の
凹凸をラプラシアンで示し、勾配を傾斜量図で表現
している。凹地が青く、凸地が赤く示される。

○ ○

微地形強調図
傾斜量図とウェーブレット図を重ね合わせた図。傾
斜量図で強調しづらい微小な起伏地形をウェーブ
レット図で補っている。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

カラー標高傾斜図
傾斜量図に標高図を重ね合わせた図。標高情報がな
い傾斜量図にカラーで標高を表現する。

○ ○ ○ ○ ○

赤色立体地図
傾斜量図に地上・地下開度を重ね合わせた図。微小
な凹凸地形が地上・地下開度によって強調される。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地形表現図 概要

崩壊の前兆となる微地形            

○：事例あり表-1 調査から得られた抽出可能な微地形 
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レーザ計測データから地形表現図を作成することによ

り、それらの微地形を抽出することができた事例（20

事例）を整理した。整理結果を表-1 に示す。 

表-1 から、様々な地形表現図がある中でも、計測デ

ータを傾斜量図や赤色立体図に処理・加工することに

より、多種の微地形の発見が可能となることが確認で

きた。 

2．危険箇所の判読可能性の検討 

 写真-1 に示す斜面崩壊現場において、UAV レーザ計

測を実施するとともに、そのデータを用いて、数種類

の異なる地形表現図を作成することにより、崩壊の前

兆となる微地形が読み取れるか、また再崩壊危険箇所

はないか判読した結果を図-2 に示す。 

図-2 には、広く地形判読に用いられている傾斜量図、

陰影図、赤色立体地図等の判読結果を示すとともに、

農林業での利用頻度が高い CS 立体図についての判読

結果を示した。判読は、崩壊の前兆となる微地形や一

般的に斜面崩壊や浸食が発生しやすい場所である遷急

点を結んだ線（遷急線）について試みた。 

図-2 より、傾斜量図や赤色立体地図では、遷急線、

段差・亀裂、崩壊地・崩壊跡地、ガリー等の微地形等の

判読が可能であることが確認できた。また、陰影図や

CS 立体図においては、ガリー等の一部の微地形の判読

は可能であったが、それ以外の微地形等の判読は難し

いことが明らかとなった。 

一方、再崩壊危険箇所の判読について、写真-1 では

目視確認できないものの、図-2 の赤色立体地図等では

植生に覆われた箇所においても崩壊跡地等の把握が可

能となり、写真-1 の黄色で囲んだ部分が過去の崩壊と

今回の崩壊後に、未だ崩れ残った状態となっているこ

とが読み取れる。加えて、崩れ残った箇所の下部は大

きくオーバーハングしており、当該箇所は、今後、崩壊

の恐れがあるものと推測され、地形表現図が危険箇所

の判読の際の有効なツールであることが確認できた。 

 

［成果の活用］ 

斜面災害時における再崩壊危険箇所は、目視での監

視等に加え、UAV 計測データを用いた地形表現図を作

成することにより、より精度良く発見できることが確

認できた。今後、斜面再崩壊の危険箇所の判断におい

て、本手法が現場における意思決定の際のツールの一

つとして利用されることが期待される。 

 

［引用文献］ 

1) 国立研究開発法人土木研究所：深層崩壊の発生する

恐れのある斜面抽出技術手法及びリスク評価手法に関

する研究，土木研究所資料第 4333 号，p.8，2016 

図-2 調査から得られた微地形抽出可能な地形表現図 

写真-1 斜面崩壊現場（デジタルオルソフォト） 
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領域８ 

大切な道路資産の科学的な保全



 

道路橋の維持管理計画の継続的改善に関する調査検討 
Survey and examination on continuous improvement of road bridge maintenance plan. 

（研究期間 令和２年度～令和４年度） 

道路構造物研究部 橋梁研究室 室 長 白戸 真大 

Road Structures Department Head SHIRATO Masahiro 

Bridges and Structure Division            主任研究官 藤田 裕士 

 Senior Researcher FUJITA Yuji 

 研 究 官 鎌田 将史 

 Researcher KAMATA Masafumi 
  

The management for existing road structures needs to deal with both deterioration and hazards and the present 
study is aimed at establishing a concept and detailed examples on how to develop an effective and integrated 
management plan. This year a risk potential evaluation method for bridge flooding damage has been proposed and 
tested for an actual torrential rain event. The proposed method has shown a good agreement with damage / non-
damage case histories in the event. 

 
［研究目的及び経緯］ 

各道路管理者は、経年劣化を対象に道路構造物の長

寿命化修繕計画の策定を行うなど、計画的かつ効率的

な維持管理に努めている。 

また、地震、豪雨等の自然災害に対しても災害の種

類や規模等に応じて被災可能性の高い箇所を抽出し、

計画的に対策を進めていくことが求められている。 

そこで、この課題では、経年劣化、自然災害への対応

を組合せ、計画的かつ効率的な道路構造物の維持管理

を進めていけるように、災害に対するリスクの評価方

法やそれを反映した長寿命化修繕計画の標準的な作成

方法や必要となるデータの種類、精度を検討している。 

本年は、このうち災害リスク評価手法を開発するた

めに、令和２年７月豪雨（以下、「R2 球磨川豪雨」とい

う。）における球磨川渡河橋梁の被災事例を分析した。 

 

［研究内容及び研究成果］ 

1.R2 球磨川豪雨による球磨川渡河橋梁の被災事例 

R2 球磨川豪雨では、表-1 のとおり、球磨川を渡河す

る道路橋 22 橋のうち 15 橋で橋面以上の浸水が確認さ

れ、うち 9 橋では上部構造の流失が確認された。 

橋面以上の浸水が確認された事例を詳しく見ると、

例えば、同じトラス構造であっても上部構造が流失し

た事例（写真-1a）と流失しなかった事例（写真-1b）や、

防護柵が損傷せずに支承が損傷して上部構造が流失し

た事例（写真-2a）、防護柵が先に損傷して上部構造が

流失しなかった事例（写真-2b）が確認された。 

  
a 流失[事例⑰] b 未流失[事例④] 

写真-1 R2 球磨川豪雨における被災事例（トラス橋） 

  
a 流失[事例⑭] 

（防護柵損傷なし） 
b 未流失[事例⑳] 

（防護柵損傷あり） 

写真-2 R2 球磨川豪雨における被災事例（PC 橋） 

 

表-1 R2 球磨川豪雨における渡河橋梁の状況 

  

事

例 
橋梁名 

架

設 
橋梁形式 浸水状況 

上部

構造 

下部

構造 

① 新萩原橋 S46 3 径間鋼箱桁橋 3 連+鋼単

純箱桁 
沓座以下   

② 西部大橋 H4 ３径間 PC 箱桁 橋面以下   

③ 深水橋 S41 RC 単純 T 桁橋＋アーチ橋

（ランガー）＋鋼単純鈑桁 3
連 

橋面以上 流失 損傷 

④ 中谷橋 S57 2 径間鋼連続トラス橋 橋面以上   

⑤ 坂本橋 S29 2 径間鋼連続トラス橋 橋面以上 流失  

⑥ 葉木橋 S52 鋼単純鈑桁＋アーチ橋(ラン

ガー)＋鋼単純鈑桁 
沓座以下   

⑦ 鎌瀬橋 S29 アーチ橋（ローゼ）＋鋼単純

鈑桁 2 連 
橋面以上 流失  

⑧ 神瀬橋 S9 RC 単純 T 桁橋+鋼単純鈑

桁+3 径間連続 RC 連続 T
桁＋２径間連続 RC 連続 T
桁＋ＲＣ単純 T 桁 

橋面以上 流失 流出 

⑨ 大野大橋 S52 鋼単純鈑桁＋アーチ橋(ラン

ガー)＋鋼単純鈑桁 
沓座以下   

⑩ 大瀬橋 S59 PC ポステン T 桁+鋼単純ト

ラス橋+PC ポステン T 桁 
橋面以上 流失  

⑪ 松本橋 S39 3 径間連続 PC 橋（ゲルバ

ー） 
橋面以上 流失  

⑫ 球磨橋 H9 2 径間連続鋼箱桁橋 橋面以上   

⑬ 相良橋 S9 鋼単純鈑桁＋鋼単純トラス

橋 2 連 
橋面以上 流失  

⑭ 沖鶴橋 S58 PC プレテン T 桁橋 4 連 橋面以上 流失  

⑮ 天狗橋 S42 鋼単純箱桁 2 連＋アーチ橋

(ランガー) 
橋面以上 ※  

⑯ 紅取橋 H21 ＰＣポステンＴ橋 5 連 橋面以上   

⑰ 西瀬橋 S42 鋼単純トラス橋 4 連 橋面以上 流失  

⑱ 織月大橋 S53 3 径間連続鋼箱桁(合成)橋 橋面以下   

⑲ 人吉橋 S32 鋼単純箱桁橋＋鋼単純鈑桁

橋 7 連（ゲルバー） 
橋面以上   

⑳ 人吉大橋 H20 PC6 径間連結 I 桁 橋面以上   

㉑ 水ノ手橋 S46 PC ポステン I 桁橋 5 連 沓座以下   

㉒ 曙橋 S53 鋼 I 桁橋 3 連 沓座以下   

※⑮天狗橋は、上部構造は未流失であるが、橋台背面土が流出している 
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2.分析方法 

分析においては、作用力と強度の関係性に着目し、

図-1 のように、外力として、水位 3 ケース（橋梁天端

まで、橋面まで、防護柵を超える）について流速を 1～

10m/s の範囲で変化させた流水の影響を考慮し、抵抗と

して表-2 に示すように橋の各部の強度を考慮した。そ

して、外力の増加に対して、各部の損傷が生じる順番

を評価する。その結果からは、最初に損傷すると評価

される部位が実際の被災形態と適合しているかどうか

を調べることにした。 

作用力については、流体力学における基本的な性質

のみを考慮して評価することにした。上部構造には、

水平力として道路橋示方書に基づく流水圧が作用する

ものとし、防護柵では、流失物等により完全に閉塞し

たものとして防護柵の全面積を有効とした。また、鉛

直力として、主桁間が空気で満たされていると仮定し

た浮力及び上部構造重量（橋種別の橋面積当たり鋼材

質量または単位体積重量と支間長及び断面積から算出）

とした。下部構造は、水平力として洪水が作用する高

さまで流水圧が作用するものとした。 

強度については、支承部は、支承標準図から、各橋の

死荷重に応じた支承を仮定し、水平又は鉛直上向きの

力に対する強度を評価した。橋脚は、適用基準当時の

標準的な配筋にて設計されているものと仮定した。ま

た、基礎は、支持地盤に変状がないものとし、偏心量の

限界値（許容偏心量）は、合力の作用位置がフーチング

底面内に収まる状態とした。防護柵は、意匠の違いは

考慮せず、車両用防護柵標準仕様に従い抵抗力を仮定

した。 

分析方法にあたっては、作用力を強度で除した値を

「危険度」と定義して分析結果を整理した。 

 
図-1 分析方法のイメージ 

 

表-2 照査項目 

構造部位 作用力 抵抗 

支承 
水平方向作用力 

鉛直方向作用力 

支承耐力 

支承耐力 

橋脚 
せん断力 

柱基部曲げモーメント 

せん断耐力 

ひび割れ曲げモーメ

ント 

基礎 
せん断力・鉛直力 

せん断力 

作用力の合力位置

（転倒） ※ 

防護柵 水平方向作用力 防護柵耐力 

※滑動については、転倒より安全率が常に大きかった 

3.分析結果 

防護柵のみが損傷した 3 事例（事例⑫⑲⑳）につい

て、支承の危険度を横軸に、防護柵の危険度を縦軸に

とり、1：1 の線の上下のどちらにプロットされるかに

より先に損傷する部位を確認すると、図-2 に示すとお

りとなる。2 事例（⑲⑳）については、実際の被災状況

と整合する結果となった。事例⑫については、支承が

先行して損傷する分析結果ではあるが、実際の防護柵

は支柱部に意匠が施されており、通常の支柱より折損

しやすい断面となっていたことによると推察される。 

また、支承のみが損傷した 6 事例（事例⑤⑦⑩⑬⑭

⑰）について、同様に整理すると、図-3 のとおり、い

ずれも実被害と整合する結果となった。 

これらの結果から、このような単純な評価法であっ

ても、水位が堤防高を上回るような特殊な状況におけ

る橋の流出リスクの大小を評価できる可能性があるこ

とが分かった。 

 

図-2 支承の危険度と防護柵の危険度 

（防護柵のみ損傷の事例） 

 

 
図-3 支承の危険度と防護柵の危険度 

（支承のみ損傷の事例） 

 

［成果の活用］ 

本調査結果を踏まえ、洗掘被害に対するリスク評価

方法の提案と合わせて、道路橋の災害リスクの評価と

マネジメントの体系化に向けた検討を進める予定であ

る。 
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道路橋の点検の省力化・高度化に関する調査検討 
Development of bridge evaluation protocols to increase reliability and decrease labor intensity in inspection 

（研究期間 令和２年度～令和６年度） 

道路構造物研究部 橋梁研究室 室 長 白戸 真大 

Road Structures Department Head SHIRATO Masahiro 

Bridge and Structures Division            主任研究官 餘久保 陽 

 Senior Researcher YOKUBO Akira 

 主任研究官 市川 幸治 

 Senior Researcher ICHIKAWA Kouji 
  
A set of close view, hammering, and touching observation is regarded as the standard to achieve both relevant 
reliability and feasibility in inspection. However, damage often develops inside a cross-section, causing difficulty in 
evaluating the degree of damage from the surface appearance. This year earlier inspection reports for pedestrian 
crossings nationwide are analyzed so that interrelationships can be found out between the outer surface and the 
inside or the front and back surfaces of cross-sections. Finally an inspectors’ reference book is put together with 
categorized example photos of damage.  

 
［研究目的及び経緯］ 

平成 26 年より、道路橋や歩道橋は定期点検が義務づ

けられた。定期点検では、5 年に一度、診断を行うこと

にされ、そのための橋の状態の把握は近接目視により

行うことを求めている。平成 31 年には技術開発の動向

なども踏まえて技術的助言の改定を行い、定期点検を

行う者は、自ら近接目視によって診断する場合と同等

以上の診断の信頼性が確保できると判断できる場合に

は、多様な方法を活用し、診断のための橋の状態を把

握してよいことにされた。しかし、定期点検を行う者

が、構造の特性や劣化の特徴に応じて、様々な手法を

組み合わせ、橋毎に点検計画を作るための具体的な方

法論についてはまとめられていない。 

そこで、本研究では、その方法論の開発、並びに、特

定の構造形式や部材についての点検方法の助言の充実

を図ることを目的としている。令和 2 年度は、横断歩

道橋を対象に、詳細な調査の必要性などを検討するた

めの参考資料となるように、部材種別ごとの損傷進行

パターンの分類や、部材の外観と内部の損傷の程度の

関係性を分析した。 

 

［研究内容］ 

1）変状の進展についてのパターン化 

横断歩道橋は、過去に標準設計に基づいて整備され

た、鋼部材により構成されるものが大半である。実際

にこれまで定期点検を行った横断歩道橋において、次

回点検を待たずに横断歩道橋下の道路や横断歩道橋に

規制を伴う損傷が生じた事例と定期点検で撮影された

写真の組み合わせを写真-1 に示す。腐食が関係するも

のが多く、典型的な水みちや、また、水みちの存在を考

えたときには部材表面よりも部材内部での変状が大き

い可能性があることを知っておくことが、適切に診断

には欠かせないことがわかる。そこで、写真-2 のそれ

ぞれの損傷のパターン毎に、水みちに沿った各部材の

変状の進展を定期点検結果から分析した。さらに、分

析した変状の進展を踏まえ、横断歩道橋固有の損傷を

適切に評価できる損傷程度の評価区分を検討した。 

 

2)外部と内部・表面と裏面の損傷相関関係の整理 

変状パターンの妥当性を確認するために、横断歩道

橋の管理者の協力を得て、修繕中の横断歩道橋や撤去

された歩道橋について、外観と部材内部の損傷の比較

写真を撮影、整理した。 
［研究結果］ 

・歩道～地覆～主桁 

 
ⅰ)点検時         ⅱ)撤去時 

写真-1 損傷事例 

 

 
ⅰ)舗装～地覆～主桁  ⅱ)上部構造との接続部 

 
ⅲ)舗装～床版～横桁 

写真-2 横断歩道橋に見られる損傷パターン 
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地覆は、歩道上面の雨水が滞水することで、容易に

腐食が発生する部位である。加えて、4.5mm という道路

橋では用いられない薄板で構成されることから、比較

的早期に欠損に至る。点検結果を分析した結果、床版

がデッキプレート形式の場合は、地覆内部にコンクリ

ートが打設されず、欠損部から直接デッキプレート上

面に漏水し、その後、デッキプレート上面や主桁腹板

の腐食が進行し欠損に至り、直下に位置する主桁や横

桁の腐食を誘発することがわかった。 

また、地覆の欠損を起点として地覆内部に広域に滞

水すること、地覆内部は防食機能が低いため、腐食の

進展が早く、欠損しやすいことが分かった（写真-3ⅰ）、

写真-3ⅱ））。したがって、地覆は、腐食範囲の大小によ

らず、腐食が発生していれば、歩道橋の耐久性に与え

る影響は同じとして扱うことが必要であると考えられ

た。これらの変状の進展を踏まえて検討した地覆部に

対する損傷程度の評価区分を表-1 に示す。損傷程度の

評価は、損傷の種類毎に損傷の外観を a から e の 5 段

階で区分するものであり、e が最も損傷程度が高い。従

来は腐食面積等の大小で 5 段階で区分しているが、地

覆に限ってみれば、腐食面積の大小によらないように

するのがよいと考えられる。 

・歩道～床版～横桁 

デッキプレートは、他の部材と比べて、更に薄い

3.2mm 厚で構成されるため、早期に局所的な欠損が生じ

る。点検調書を分析した結果、舗装の異常を起点とし

た漏水により腐食や欠損が発生すること、さらに、そ

の後、デッキプレートの欠損から漏水し、直下に位置

する横桁の腐食を誘発することが分かった。 

また、デッキプレート下面に変状が見えた時点で、

既に上面には広範囲に腐食が生じ、局部的に欠損が生

じていることが分かった（写真-3ⅲ）、写真-3ⅳ））。こ

のため、デッキプレート下面に漏水が継続している場

合は、上面の変状がより著しく進行していると考える

べきであり、下面の腐食の程度でなく、デッキプレー

トとしての腐食の程度の見極めは、漏水の有無を考慮

して行うことが必要であることが分かった。 
・フック 

フックは、目地からの漏水に加え、狭隘箇所である

ため湿気がこもりやすく、腐食による減肉の進展が速

いことが分かった（写真-3ⅴ）） 

また、腐食が進行すると、フック天端から欠損が生

じ、抵抗面積の減少に伴い、溶接部に沿った破断が生

じる。破断はフックのみではなく、フックが接続され

る通路桁側の板にも見られる。したがって、腐食の場

所や範囲だけでなく、漏水がある場合や補修補強があ

る場合の評価には、損傷の程度を特に安全側に評価す

る必要があること、場合によっては、早期に補修を実

施することが必要になるケースがあることに留意する

必要があることが分かった。 
 

［成果の活用］ 

これらの調査結果は、横断歩道橋の損傷事例集（国

総研資料）としてとりまとめ、定期点検の技術的な参

考資料として周知できるようにする予定である。 

 
ⅰ)地覆の腐食の例（その１） 

 
ⅱ)地覆の腐食の例（その２） 

 
ⅲ)床版の腐食の例（その１） 

 
ⅳ)床版の腐食の例（その２） 

 
ⅴ)フック及びその取り付け部損傷例 

写真-3 外部と内部・表面と裏面の損傷相関関係 
 

表-1 検討した損傷程度の評価区分（地覆部） 
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部分係数設計法の補修補強設計への適用に関する調査検討 
Study on the application of partial factor design for existing bridges 

 （研究期間 平成 30 年度～令和 2 年度） 

道路構造物研究部 橋梁研究室 室 長 白戸 真大 

Road Structures Department Head SHIRATO Masahiro 

Bridge and Structures Division 主任研究官 藤田 裕士 

 Senior Researcher FUJITA Yuji 

   

The present study has been developing for the rational structural evaluation protocol for existing road bridges. Live 

load factors may change with changing the assumed service period. This year stochastic simulations were 

conducted to estimate live load factors with different reference periods based on a WIM dataset. 

 

［研究目的及び経緯］ 

既設橋の補修や補強を行うにあたっては、橋の現況

の性能を的確に評価し、将来の交通の条件、災害時の

道路の役割などに応じた性能の目標水準を設定する必

要がある。また、多くの道路橋の補修等が求められる

場合、その優先度を検討するひとつのデータとして、

橋毎に、気象等の現地の記録統計や橋の断面力のモニ

タリングを行うことで橋毎に性能の評価をきめ細かく

行うことも考えられる。 

本年度は、現地で橋の断面力をモニタリングした結

果から、橋が遭遇すると考えられる断面力最大値を評

価する場合の留意点を整理することを目的に、複数の

種類の交通流と期間を考慮し、架空の橋梁の発生断面

力を得るモンテカルロシミュレーション（以下、「荷重

シミュレーション」という。）を実施した。 

 

［研究内容］ 

1.荷重シミュレーションの実施 

対象橋梁は、表-1 の 7 橋である。これらは架空の

橋である。 

荷重シミュレーションは、平成 29 年道路橋示方書

の部分係数の設定においても参考にされた国総研資料

第 1031 号「道路橋の設計状況設定法に関する研究」

によった。荷重シミュレーションでは、橋面に積載す

る車両列は、車両重量分布に基づき確率的に発生させ

る。本研究で用いる車両重量分布は、過去に全国の複

数地点の橋で 72 時間連続計測したデータ（国総研資

料第 295 号）に基づいて与える。交通の実態は多様で

ある一方で、橋の安全性に及ぼす影響が大きいのは大

型車の重量分布や連行・並走の頻度であると考えられ

る。そこで、表-2 のとおり、大型車の中でも重量が

大きい車両の混入特性が異なる３つのタイプの車両重

量頻度分布に基づくことにした。交通流タイプＣは大

型車と重量車両が共に特に多い路線を想定したもの、

Ｂは大型車交通量が比較的多い路線を想定したもの、

Ａはそれ以外を代表するものである。そして、それぞ

れのタイプの車両重量頻度分布をシミュレーション用

に改編し、シミュレーション中に現れる大型車比率

（表-2 に例示した車種以外も含む）が平均で 10%、

30%、45%になるような車種や重量の頻度分布を作り直

した。 

荷重シミュレーションで想定する、橋の断面力の計

測期間は 3 日、6 日、1 年、5 年、10 年としたときを

想定する。すなわち、交通流と橋の各組合せに対し

て、それぞれの期間のシミュレーションを 1000 回行

い、1,000 個の期間最大値を得て、最大値（極値）分

布を作る。（表-3） 

表-1 対象橋梁の概要 

橋梁形式 支間長 

単純鋼合成鈑桁 40m 

単純鋼非合成鈑桁 20m,40m,60m 

単純 PC プレテンション T 桁 20m 

単純 PC ポストテンション T 桁 40m 

鋼下路トラス橋 60m 

 

表-2 荷重シミュレーションに用いる交通流の特徴 

国総研資料第 295 号における 

車種分類番号と模式図 

交通流

タイプ

Ａ 

交通流

タイプ

Ｂ 

交通流

タイプ

Ｃ 

2 

 車
両
構
成
比 

44% 36% 19% 

4 

 

13% 20% 37% 

7 

 

1.4% 9.0% 19% 

トレーラー類の混入率 2.8% 17.1% 30.4% 

最大値（tf） 
重
量 

58.7 122.4 146.4 

上位 5%（tf） 16.0 24.0 50.0 

平均値（tf） 6.1 13.3 22.7 

 

表-3 荷重シミュレーションの条件 

平均大型車 

混入率 

評価期間 繰り返し

回数 

10%、30%、

45%  

3 日、6 日、1 年、5 年、10

年 

1,000 回 
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2.荷重シミュレーションの結果 

(1)参照期間と断面力最大値分布や変動係数の関係 

図-1 に、支間長 40m の鋼非合成鈑桁について、シミ

ュレーションで考慮した各期間別に、外桁の曲げモー

メントの 1000 個の最大値の頻度分布を示す。また、図

-2 に、全ての橋で同じ整理をしたときの各分布の変動

係数を示す。計測期間が長くなるほど、最大値のばら

つき（変動係数）は小さくなる。現在、車両重量計測は、

72 時間（3 日間）で行われることが多いが、図-1 及び

図-2 を見ると、その 3 日間で得られる最大値のばらつ

きは大きいことがわかる。一方で、計測日数を 6 日間

に倍増させてもばらつきがほとんど変わらないことも

分かる。交通流タイプや大型車混入率を変えてもこの

結果は、同様の傾向であった。 

 

図-1 外桁最大断面力（曲げモーメント）の頻度分布 

（交通流タイプＣ、大型車混入率 45%、 

鋼非合成鈑桁（支間長 40m）） 

 

 

図-2 外桁最大断面力（曲げモーメント）、トラスは

上弦材最大断面力（軸力）の変動係数 

（交通流タイプＣ、大型車混入率 45%） 

 

(2)橋梁形式・支間長と断面力最大値分布の関係 

たとえば、3 日間の断面力モニタリングを行い、1 年

から 10 年を想定したときの断面力最大値を推計する

ことを想定する。適切な 3 日間を選び計測したとして

も、3日間最大値分布の１標本に過ぎない。したがって、

「現地における 3 日間の計測データの最大値」は、「参

照期間 3 日間の最大断面力分布の 50%非超過値」を代

表すると仮定することになる。 

そこで、図-3 には、橋梁形式・支間長の違いによる

5 年非超過 95%値／3 日非超過 50%値を整理した結果を

示す。3 日間計測データの最大値から 5 年間の間に想

定される最大断面力を推定する場合は、計測データの

最大値の少なくとも 2 倍以上の荷重を想定する必要性

があることが分かる。また、橋長が短いほど値は大き

くなるので、計測結果の評価を慎重に行う必要がある

ことも分かる。これは、橋長が短いと偶々橋面に現れ

る大型車の影響を受けやすく、長くなるほど車両列と

して他の車両の影響も入りやすくなるためと考えられ

る。鋼トラス橋は、支間長が 60m であるものの、ここ

で着目しているトラス部材の断面力は、格間長に依存

する。その場合には、他の橋と同様に、長さが短いこと

で値が大きくなったと解釈できる。 

また、5年非超過95%値／3日非超過50%値について、

交通流タイプや大型車混入率を変えた場合、大型車混

入率が増えるほど小さくなるとともに、大型車と重量

車両が共に特に多い路線ほど値が小さくなる傾向であ

った。これは、大型車やトレーラー類の通行頻度が高

い交通流ほど、計測期間 3 日間において、大型車の中

でも特に重量の大きい車両が混入する確率が高いため

である。したがって、このような橋では、特に、計測を

行うことで、補修補強の必要性の判断に有効な資料が

得られると考えられる。 

 

図-3 5 年非超過 95%値／3 日非超過 50%値の比較 

 

［今後の課題］ 

数日間であっても断面力をモニタリングすることで、

補修橋の優先度や着手すべき時期を評価するための参

考にできる可能性があることが分かった。ただし、今

回は橋の状態は健全であるものとして評価したが、顕

著な損傷がある場合には、慎重な判断が必要になる。 

 

［成果の活用］ 

補修補強設計の技術資料作成の参考資料として活用

する予定である。 
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道路橋の補修・補強設計法に関する調査検討 
Study on Design Standards for Repair and Reinforcement Works of Highway Bridges. 

（研究期間 平成 28 年度～令和 2 年度） 

道路構造物研究部 橋梁研究室 室 長 白戸 真大 

Road Structures Department Head SHIRATO Masahiro 

Bridges and Structure Division            交流研究員 平野 義徳 

 Researcher HIRANO Yoshinori 
  

It is required to collect the knowledge necessary for creating technical data that summarizes the regulation and 
monitoring flow necessary for the response immediately after the breakage or protrusion of the laterally tightened 
PC steel material and the points to be noted. Therefore, in this study, we made a trial calculation focusing on the risk 
of collapse of bridges and the risk of gradual deterioration of load-bearing performance for bridges of typical 
specifications regarding the necessity of regulations and monitoring methods. 

 
［研究目的及び経緯］ 

本研究は、道路橋の代表的な補修補強工法について

取り上げ、信頼性を確保するための具体的な設計等の

留意点を提示するための研究を行っている。過年度ま

で、コンクリート床版増厚や補強材の接着工法に用い

る材料や補強原理について、様々な技術の妥当性を判

断するための性能確認項目を体系化したり、腐食した

鋼桁へのあて板工法による性能の回復のための設計法

について研究してきた。本年度は、コンクリートプレ

テンション床版橋における横締め PC 鋼棒の突出に対

する緊急対応に必要な知見を得るための研究を行った。 

建設省では、過去、実務の便を鑑みて各種構造物の

標準設計図集を整備していた時代があり、このうち、

プレキャスト桁を用いたプレテンション方式床版橋は、

直轄国道で約 5,900 橋が整備されている。この形式の

橋では、過去に横締め PC 鋼材が腐食により破断・突出

した事例が報告されている。横締め PC 鋼材の破断は、

橋面からの水の浸入、鋼材の腐食が進行することで発

生する。過去の材料の仕様や施工方法に起因して結果

としてグラウトの充填が不十分な部分が残ってしまっ

た橋は少なくないと考えられ、今後も同種の事故が突

発的に生じる可能性がある。そこで、道路管理者のた

めに、横締め鋼材の破断、突出が生じた直後の対応に

あたって必要な、規制や監視のフロー、留意点をまと

めた技術資料を作成するために必要な知見を得ること

を目的に研究を行った。 

 

［研究内容］ 

床版橋は、通常、等方性版理論もしくは、直交異方性

版理論により断面力を算出して設計されており、理論

解を用いるために、プレテンション方式の橋梁の場合、

プレテンション桁どうしを横締め PC 鋼材によって一

体化できるように横締め PC 鋼材を配置している。その

鋼材が不足することは、版理論を適用するという設計

の前提条件が崩れるため、耐荷力に与える影響が懸念

される。さらには、鋼材の腐食が構造のディテールや

当時のグラウトの仕様、施工方法に係わるものである

ことから、横締め PC 鋼材が一本破断した場合、その他

の横締め PC 鋼材も腐食し、破断が連続して生じる可能

性が高い。しかし、鋼材の破断に対する補強、腐食の有

無の調査や更なる破断の防止対策は、時間を要する場

合がほとんどである。 

そこで、破断が生じたことに対する安全余裕を確保

し、かつ、さらなる突出を誘発しないように橋に生じ

る衝撃を減らすように、通行の規制等を行うことが考

えられるが、路線によっては規制を行うことは社会的

影響が大きい。そこで、本研究では、規制や監視方法の

必要性について、試算を行った。 

 

［研究成果］ 

1.落橋に至るリスクに対する検討 

全ての横締め PC 鋼材が破断すると、プレテンショ

ン桁は隣り合う桁とは連動せず、個々に挙動すること

になる。そこで、中空床版橋用プレストレストコンク

リート橋げた（昭和 50 年建設省制定）の適用支間 10

～21m の主桁 1 本に、集中荷重及び、大型車の隣接軸

が連行して支間中央部に載荷された状態を想定した

(図-1)。橋の支間長と大型車寸法の関係からは、最も

厳しい荷重条件の一つと考えられる。 

【T100kN 荷重】 

図-1 想定した荷重 

【連行荷重】 
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1 等橋および 2 等橋の主桁 1 本あたりの曲げ破壊安

全度と支間の関係を図-2 に示す。T 荷重 100kN 荷重お

よび連行荷重に対して曲げ破壊安全度が 1.0 以上であ

ることが確認された。したがって、落橋の防止という

観点では、直ちに規制等が必要ということでない可能

性が高い。ただし、この計算結果は、鋼材の腐食以外

の劣化がないことなど、理想化した条件での検討であ

ることに注意する必要がある。 

 

2.徐々に耐荷性能が低下するリスクに対する検討 

前述のように、床版橋では、複数本の横締め PC 鋼

材を配置し、隣り合う桁を一体のものとして版理論に

基づいた断面計算を行うことが背景にある。一方で、

現在の道路橋の設計では、複数配置されている PC 鋼

材位置を横桁に、各プレテンション桁を主桁とした格

子モデルで扱うことで、適確な断面力を算出すること

もできる。この場合、横締め PC 鋼材の破断は、横桁

機能の消失と荷重分配性状の変化として捉えられる。

そこで、格子モデルを用いて、１箇所もしくは複数箇

所の横桁を消失させて各主桁の荷重分担を評価し、断

面力を算出してみることにした。 

実務では、1 本の横締め PC 鋼材が破断しているこ

とが確認されても、構造上、他の横締め PC 鋼材の健

全性を即時調査・診断することが困難であり、他の鋼

棒でも破断が生じる可能性が高いものとして供用の判

断をすることになる。そこで、複数の鋼棒が同時に破

断したときを対象に試算することにした。横締め PC

鋼材破断の箇所数、横桁位置をパラメーターとし、表

-1 に検討ケースを示す。活荷重は L-20 荷重とした。 

横締め PC 鋼材破断によって、増減する断面力は、

橋面死荷重による影響の場合、G1 桁で大きくなるこ

とが確認されたが、活荷重による影響の場合は大きく

増減しないことが確認された。横桁の損失により荷重

分配機能は低下するため主桁に生じる断面力が変化す

るが、活荷重(L 荷重)の場合、橋全体に分布する荷重

であることから支間長や幅員によってはその断面力の

増加量が小さい場合が考えられる。 

各検討ケースにおいて、永続作用支配状況では主桁

に引張応力が発生しない結果となった。変動作用支配

状況の主桁下縁の応力変化を図-3 に示す。これを見る

と、中間横桁の剛性を失うことにより主桁毎の応力変

動は大きくなり、破断中間横桁箇所が多くなるほどそ

の傾向は大きくなる。外桁（G1 桁）では、橋面死荷重

による応力増加が見られるが中桁（G2～G5 桁）への影

響は小さい。活荷重に対しては、中間横桁すべての剛

性を失う（CASE-C）ことで主桁毎の応力変動は大きく

なったが、本検討の範囲ではすべての検討ケースで制

限値を満足していることが確認された。しかし、引張

応力が発生しており、実際には桁にひびわれが生じる

可能性もあることから、供用を続ける場合には、損傷

の急激な進行を避けるため、適当な監視をしておく必

要があると考えられる。また、車両の通行の衝撃によ

り破断が誘発される可能性についての検討は本研究で

は行っていないが、懸念が免れないため、突出による

第三者被害防止対策は不可欠であると考えられる。 

以上のことから、横締め PC 鋼材が破断したとしても

即座に橋が致命的な状態に至らない可能性について示

された。ただし、桁には引張応力が発生しており、ひび

割れ発生の可能性があること、ただちに破壊には至ら

ない可能性は高いものの実際と計算の違いもあること

から、供用を続ける場合にもモニタリングなどで監視

を行うことが必要と考えられる。一方で、供用を続け

ることで衝撃の影響は免れないことを考えれば、突出

が生じることを前提に第三者被害防止対策を直ちに行

うことが必要と考えられる。 

 

［成果の活用］ 

本調査結果は、補修補強基準や関連する技術資料の

策定において活用する予定である。 

表-1 検討ケース 

図-3 主桁下縁の応力度比較（変動作用支配） 

図-2 曲げ破壊安全度と支間の関係 
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トンネルの維持管理手法及び覆工の合理的な設計法の調査検討 
Study on rational method for maintenance and lining design of road tunnel 

（研究期間 平成 30 年度～令和２年度） 

道路構造物研究部 構造・基礎研究室 室 長 七澤 利明 

Road Structures Department Head NANAZAWA Toshiaki 

Foundation, Tunnel and Substructures Division   主任研究官 落合 良隆 

 Senior Researcher OCHIAI Yoshitaka 

 研 究 官 大久保剛貴 

 Researcher OOKUBO Kouta 
  

The purpose of this research is to improve the efficiency of maintenance including periodic inspections, propose 
rational method for lining design and securing the safety of users in the event of a fire in a tunnel. For this purpose, 
the authors analyzed tunnel inspection results, evaluated for resisting force of lining by numerical analysis and the 
frequency of fire occurrence in the tunnel. 

 
［研究目的及び経緯］ 

道路関係法令の改正により、平成 26 年度から、トン

ネル等の道路構造物について 5 年に 1 度の定期点検が

義務付けられたことを踏まえ、本研究では定期点検を

含むトンネルの維持管理の効率化に関する研究・検討

を行っている。また、トンネル新設時の要求性能に応

じた合理的な設計・施工法に関する研究・検討を行っ

ている。さらに、近年の自動車の排出ガス削減に伴う

換気施設の減少や、海外で発生した重大な火災事故に

関する知見及び新技術の開発状況等を踏まえて、トン

ネル内で火災が発生した際の利用者の更なる安全性確

保に関する研究・検討を行っている。 

本研究は、道路トンネル定期点検の信頼性向上及び

合理化の手法に関する検討に必要な基礎資料を得るた

め、定期点検結果から変状の傾向等に関する分析を行

った。また、道路トンネルに関する技術基準の性能規

定化に向けた検討に必要な基礎資料を得るため、道路

トンネルにおける覆工の耐荷力を評価するため複数の

条件での解析を実施した。さらに、近年のトンネル火

災の発生状況に関する分析を行った。 

 

［研究内容及び研究成果］ 

1. 道路トンネル定期点検結果の分析 

(1) 平成 26～30 年度道路トンネル定期点検結果分析 

平成 26～30 年度の 5 箇年に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）に基づき点検を行った国管理の 1,553 施設の内、

詳細な分析データを有する 1,421 施設についてトンネ

ル毎の健全性の割合を図-1 に示す。トンネル毎の健

全性はⅠが 3.4％、Ⅱが 61.2％、Ⅲが 35.2％、Ⅳが 

図-1 トンネル毎の健全性の割合 

0.2％であった。 

また、健全性Ⅲ、Ⅳ（判定区分）のトンネル 503 施

設の変状区分の割合を図-2 に示す。材質劣化と漏水

の両方が要因となる場合を加えると、材質劣化関連が

77.5％と多数を占めた。材質劣化は、利用者被害に繋

がるはく落の要因となるうき・はく離が多くを占める

ことから、うき・はく離を効率的かつ精度良く把握可

能な点検支援技術の開発の促進が必要と考えられる。 

図-2 健全性Ⅲ、Ⅳ(判定区分)のトンネルにおける 

変状区分の割合 

(2)２回点検を実施したトンネルの変状進行性分析 

 令和元年度に 2 巡目点検を行ったトンネル 308 施設

の 19,742 スパンについて、1 巡目点検からの健全性

推移を図-3 に示す。健全性が改善したスパンが

17.4％あった一方、悪化したスパンが 22.5％あり、

うちⅠ判定からⅢ判定へ 2 段階進行したスパンが

1.1％あった。5 年間で急激な進行が生じた理由につ

いて詳細な分析が必要と考えられる。 

図-3 覆工スパン毎の健全性推移 

3.4%

51.0%

4.9%

33.4%

61.2%

45.1%

65.3%

57.0%

35.2%

3.9%

29.6%

9.6%

0.2%

0.0%

0.2%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

分析対象

1,421施設

外力による

変状

材質劣化に

よる変状

漏 水

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

健全性内訳

（変状区分）

トンネル毎の健全性判定区分

64.8%

12.7%

10.9%

11.1%
0.4%

材質劣化のみ

材質劣化・漏水

漏水のみ

外力関連

その他

（外力のみ、外力との複合要因）

健全性変化なし

60.1%

健全性悪化

22.5%

健全性改善

17.4% Ⅰ→Ⅰ

38.8%

Ⅱb→Ⅱb

9.9%
Ⅱa→Ⅱa

10.6%

Ⅰ→Ⅱb

9.4%

Ⅰ→Ⅱa

6.0%

Ⅱb→Ⅱa

4.5%

Ⅰ→Ⅲ

1.1%

Ⅱa→Ⅱb

5.0%

Ⅱa→Ⅰ

4.4%

Ⅱb→Ⅰ

4.0%

19,742スパン

 
103



 

 

 2. トンネル設計・施工の合理的に向けた検討 

道路トンネルにおける覆工の耐荷力を評価するため

複数の手法および条件で解析を実施した。 

 はじめに、弾塑性ファイバー解析により覆工載荷試

験の再現解析を実施した。再現解析は、土木研究所資

料第 3961 号「トンネル覆工の耐荷力と設計に関する研

究報告書」を参考に、地山に十分拘束された上で緩み

土圧が作用する場合を想定した載荷形式Ａのほか、2種

の載荷形式での実験を対象とした。載荷形式Ａでは

10°～170°の 17 の要素に地盤ばねを設定し、80°、

90°、100°の 3 要素に強制変位を与えた。その結果、

載荷形式Ａではひび割れ以降も実験結果を再現できる

ものの、天端外側のひずみが 2,000μを超えると実験値

と解析値との差が大きくなることを確認した。これは

水平方向に強制変位を与えなかったことが一因である

と考えられる。 

次に、荷重条件及び覆工の断面条件を組み合わせた

表-1 の 15 ケースについて弾塑性ファイバー解析を、

15 ケースから選定した 7ケースについて線形骨組構造

解析を実施した。図-4 は弾塑性ファイバー解析および

線形骨組構造解析の結果のうち Case8,9 について、天

端位置での荷重-変位関係を比較したものである。図-4

より、Case8 のように地山による拘束が強く、大きな変

位が発生しない条件では両解析手法に大きな差は生じ

ない一方で、Case9 のように地山による拘束が弱く、大

きな変位が発生する条件では両解析手法に差が生じる

こと等がわかった。Case9 において、両解析手法の差は

第２ひび割れが発生した後から大きくなることから、

線形骨組構造解析ではひび割れ発生や圧縮強度の超過

による断面剛性の変化を評価できない一方、弾塑性フ

ァイバー解析の結果からは、断面剛性の変化が評価で

きていることがわかる。 

3. トンネルにおける火災発生状況の把握 

 平成 18年～平成27年までの10年間にトンネル内で

発生した火災（n=272）に関する資料等を基に、それぞ

れの等級における火災の発生状況について分析した。 

 はじめに、火災発生件数の内訳（道路の種類別）と原

因について整理を行った結果、火災は高速道路等（自

動車専用道路を含む）で多く発生しており、全体の約 8

割を占めていることを確認した。これは、高速道路等

では走行速度が高く、一般に移動距離が長い傾向にあ

ることが要因であると考えられる。また、車両火災の

主な原因が車両の不具合であることを確認した。具体

的な不具合箇所としてエンジン部や排気管・マフラー

等が多いことは、こうした高速道路での交通特性が影

響しているものと考えられる。 

 次に、火災発生頻度について分析を行った。なお、ト

ンネル延長、交通量、道路種別（一般道、高速道路等

（自動車専用道路を含む））等の各要素の影響度を考慮

するため、交通量の判明している火災（n=242）を対象

とし、発生頻度を「過去 10 年間のトンネル内火災件数

/現在のトンネル本数（件数/本数）」としている。図-5

は非常用施設設置基準に定める等級区分表を参考に、

トンネル等級別の整理を行ったものである。図-5 より、

AA 等級と A等級で火災の発生頻度が大きく異なってお

り、従前の等級区分が実際のトンネル火災の発生状況

をよく表していることを改めて確認した。その他、A 等

級でも発生頻度に差が生じていることが明らかとなっ

た。具体的には、交通量が 4,000 台/日以上かつ延長

3,000m 以上の場合において、火災発生頻度が高くなる

傾向にあることを確認した。 

 

［まとめ］ 

道路トンネル定期点検結果から変状の傾向等に関す

る分析を行った。今後も引き続き点検結果を蓄積して

更なる分析を行い、点検の効率化・信頼性向上方法の

提案に向けて検討を行う予定である。 

 また、道路トンネルにおける覆工の耐荷力を評価す

るため、複数の条件での解析を行った。今後は地山条

件等のパラメータを変化させた解析を実施し、覆工の

破壊形態と耐荷力との関係等を確認する予定である。 

 さらに、近年のトンネル火災の発生状況に関する分

析を行った。今後は非常用施設の合理化に資する新技

術の導入を可能とするための評価指標等の検討を行う

必要があると考えられる。 

［成果の活用］国総研資料や各種論文で発表予定 

［成果の反映］定期点検要領や各種基準へ反映予定 

    表-1 解析ケース 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 解析結果の比較（載荷形式Ａ）     図-5 火災発生頻度（高速道路等）  
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盛土・切土等の要求性能に対応した管理手法の調査検討  
Study on Management method corresponding to required performance for cut slope and 

embankment. 

（研究期間 平成 30 年度～令和 2 年度） 

道路構造物研究部 構造・基礎研究室 室 長 七澤 利明 

Road Structures Department Head NANAZAWA Toshiaki 

Foundation, Tunnel and Substructure Division     主任研究官 伊藤 浩和 

 Senior Researcher ITO Hirokazu 

 研 究 官 佐々木 惇郎 

 Researcher SASAKI Atsuo 

 交流研究員 谷口 勝基 

 Guest Researcher TANIGUCHI Masaki 
  
It is required to efficiently maintain and manage road structures constructed in the high economic growth period in 

the future, and from July 2014, once every five years Legal inspections are conducted for road structures such as 
tunnels. This research analyzes the inspection results in order to maintain and manage the road structure efficiently, 
and examines how to reflect it on asset management in the revision of inspection request. 

 
［研究目的及び経緯］ 

高度経済成長期に集中的に整備された道路構造物を

将来にわたり効率的に維持管理していくことが求めら

れており、平成 26 年度よりトンネル等の道路構造物

について 5 年に 1 回の法定点検が行われている。 

国総研では、道路土工構造物を効率的に維持管理し

ていくために国等の各道路管理者で行ったシェッド、

大型カルバート等の定期点検結果を収集・整理し、定

期点検の合理化等について検討を進めている。 

本報では、シェッド、シェルター等約 3,400 施設及

び大型カルバート約 8,600 施設を対象として、平成

26 年度～30 年度に実施された 1 回目の定期点検 5 箇

年分と令和元年度から実施されている 2 回目の定期点

検初年度分の定期点検データを分析した結果について

報告する。 

［研究内容］ 

1. シェッド及びシェルターの定期点検結果の整理 

全国のシェッド及びシェルターの健全性の診断結果

は判定区分Ⅰ（健全）が約 6％、Ⅱ（予防保全段階）

が約 49％、Ⅲ（早期措置段階）が約 45％、Ⅳ（緊急

措置段階）が 0.2％となっている（図-1）。このう

ち、シェッドの材質別で整理した結果を図-2 に示

す。材質別では鋼製シェッドが約 6 割の施設で判定区

分Ⅲとなっており、RC 製・PC 製に対して高い比率と

なっている。これは、鋼製シェッドでは建設年次の古

い施設の比率が高いことが理由の一つとして考えられ

る（図-3）。 

国が管理するシェッドを対象に設置環境をみると約

9 割の施設が積雪地域又は寒冷地域に指定されている

地域（両方に指定されている地域も含む）に設置され 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判定区分Ⅰ

6%

判定区分Ⅱ

49%

判定区分Ⅲ

45%

健全性Ⅳ

0.2%

図-1 判定区分比率 

(ｼｪｯﾄﾞ、ｼｪﾙﾀｰ) 

図-2 材質別の判定区分 

比率(ｼｪｯﾄﾞ) 

図-3 建設年次毎の材質別比率(ｼｪｯﾄﾞ) 

図-4 積雪寒冷地域区 

分別の施設比率 

(ｼｪｯﾄﾞ) 

図-5 積雪寒冷地域区 

分別の判定区分

比率(ｼｪｯﾄﾞ) 
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ている（図-4）。判定区分Ⅲの割合は、積雪地域又は寒 

冷地域に設置されている施設では約 46％となっており、

地域外よりも高くなっている（図-5）。これは、凍結・ 

融解による作用のほか、融雪剤散布により塩害劣化が 

生じやすいことが影響していると考えられる。 

 

2. 大型カルバートの定期点検結果の整理  

 全国の大型カルバートの健全性の診断結果は判定区

分Ⅰが約 20％、Ⅱが約 72％、Ⅲが約 8％、Ⅳが 0.01％

となっている（図-6）。建設年次 10 年毎の健全性は、

概ね建設年次が古いほど判定区分Ⅰは少なくなる傾向

にあり、判定区分Ⅱ、Ⅲは増加する傾向となっている

（図-7）。 

 国が管理する施設を対象に材質別で整理した 1990

年以降の建設年次毎の診断結果を図-8、9 に示す。場所

打ちカルバートでは、建設年次によって多寡があるも

のの、概ね建設年次が新しい施設ほど健全性が高い傾

向にある。プレキャストカルバートでは、判定区分の

割合に経年的な傾向はみられない。 

 

 

 

 

 
 

 

変状の発生数を種類毎に集計した結果を図-10 に示

す。変状発生数はひびわれが最も多く、全変状発生数

の約 53%（31,950/60,386 箇所）を占めている。 

 カルバートの構造形式と部材の変状程度及び発生位

置の傾向を確認するために、変状の生じている各部材

ごとに変状程度の比率を整理した。国管理施設の定期

点検では、部材毎の変状種類別に、変状程度の評価区

分を変状なしの区分 a から変状が最も大きい区分 e ま

での 5 段階に分けて記録しており、図-11,12 は、場所

打ちカルバートの頂版及びウイングにおけるひびわれ

の変状程度の比率を示した結果である。頂版は、上部

道路からの活荷重や鉛直土圧が常態的に作用し、曲げ

ひびわれが比較的発生しやすく、変状程度の大きい d～

e の比率が高くなっていると推察される。 

 
 

 

 

 

 

 

3. 1 回目と 2 回目の定期点検結果の比較分析 

シェッド、シェルター及び大型カルバート等につい

ては、令和元年度から 2 回目の定期点検に着手してい

る。国総研では、令和 2 年度より、1 回目と 2 回目の

定期点検結果を比較し、変状の進行状況（劣化特性）

についての分析を行っている。図-13 は、シェッドの

谷側柱のひびわれを例に、1 回目と 2 回目の部材の変

状程度の評価結果から、部材の経過 5 年毎の状態確率

分布を示したものである。RC 谷側柱の方が PC 谷側柱

に比べて、劣化の進展が早いことがわかる。 

 
 

［まとめ］ 

今年度の研究では、1 回目の定期点検 5箇年分と 2回

目の定期点検初年度分の点検データを整理するほか、1

回目と 2 回目の点検データの比較分析を実施した。今

後とも変状の進行性等を分析し、定期点検の合理化等

の提案につなげていく予定である。 

［成果の発表］国総研資料や各種論文で発表予定 

［成果の反映］定期点検要領や各種基準へ反映予定 
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(大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 

図-7 建設年次 10 年毎の判定区 

分比率(1940 年以降) 

図-10 変状種類毎の変状発生個所数 

図-11 頂版における

ひびわれの変状程度の

比率（場所打ちボック

スカルバート） 

図-12 ウイングにおけ

るひびわれの変状程度

の比率（場所打ちボッ

クスカルバート） 

図-8 建設年次毎の判定区分比率 

（場所打ちカルバート、1990 年以降） 

図-9 建設年次毎の判定区分比率 

（プレキャストカルバート、1990 年以降） (RC 製ｼｪｯﾄﾞ RC 谷側柱、ひびわれ) (PC 製ｼｪｯﾄﾞ PC 谷側柱、ひびわれ) 

図-13 状態確率分布の例 
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盛土・切土等の要求性能に対応した管理手法の調査検討 

Survey and investigation on management method corresponding to required performance of road embankment and cut 

（研究期間 平成 30 年度～令和 2年度） 

 

道路構造物研究部 道路基盤研究室 室長 渡邉 一弘 
Road Structures Department, Head WATANABE Kazuhiro  
Pavement and Earthworks Division 主任研究官 藤原 年生 

Senior Researcher FUJIHARA Toshio  
 

From the results of regular inspections of road earthwork structures, we sort out the features that affect the 

diagnosis results of the structure itself. In addition, we analyze the relationship between major deformations and 

countermeasures, etc., and organize the basic materials necessary for improving the reliability and efficiency of 

inspections and implementing effective measures. 

 
［研究目的及び経緯］ 

 平成 27 年 3 月に｢道路土工構造物技術基準｣が、平成

29 年 8 月には「道路土工構造物点検要領」が定められ、

体系的な観点から設計・施工・点検を含む維持管理な

どを行うこととなった。本研究では、道路土工構造物

の定期点検結果を分析し、構造物本体の診断結果に影響

を与えている構造本体の特徴等を整理する。また、主要な

変状と対策方法等の関係について分析し、道路土工構造

物の定期点検の信頼性向上、効率化及び効果的な措置

の実施等に必要な基礎資料を整理し、今後の点検精度を

向上させることを目的とするものである。 

 

［研究内容］ 

本研究では、点検の効率化や信頼性の向上に向けた

着眼点を整理（表-1）したうえで、平成 30 年度、令和

元年度定期点検結果（5,959 データ）から健全度Ⅰの箇

所について構造本体の特徴を整理するとともに、早期

措置段階にある箇所の要因整理を行った。 

また、盛土の変状に対する措置について技術文献の

整理・類型化を行った。 

 

［研究成果］ 

1. 健全な状況にある箇所の特徴整理 

各地方整備局等が管理する道路土工構造物の平成 30

年度、令和元年度定期点検結果（5,959 データ）について、

点検調書等から健全度Ⅰの箇所について、盛土と切土毎

に構造本体の特徴を整理した。また、環境要因と施設の変

状発生の関係についても分析した。 

整理結果によると、健全度Ⅰの箇所は、概ね全体の約 4

割程度（図-１）であった。「斜面高」と「健全度」との相関性

が確認された（図-2）。また、「建設年度」と点検時における

健全度には相関性が無かった（図-3）。今後も引き続き 3 

表-1 点検の効率化及び信頼性向上の着眼点 

 

 

図-1 健全度Ⅰの診断根拠に関する分類 

図-2 斜面高と健全度の割合 
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図-3 完成年度毎の健全度の分布 

 

年目以降の点検結果を含めて整理・分析し、点検の信

頼性向上につなげていくとともに、改築当初の設計手

法の見直し等に反映していく必要がある。 

 

2. 早期措置段階箇所の要因整理 

早期措置段階（健全度Ⅲ）は、変状が進行して構造物

の崩壊に影響を及ぼしうるという診断区分であるため、

健全度Ⅲという診断に影響を与えそうな変状を整理

（図-4）した。そのうえで健全度Ⅲの箇所について、健

全性診断の所見の根拠を、道路機能への影響度、構造

物としての安定性等の観点を踏まえて類型化して整理

した。 

盛土を事例として、健全性と変状の種類を整理した

結果を図-5 に示す。この結果、盛土の点検においては、

排水施設や Co 吹付、Co 擁壁の変状の存在が、健全度

Ⅲという診断に影響を及ぼしうる傾向にあることが分

かった。 

図-4 施設別変状の割合(盛土) 

 
図-5 各健全度ランク別の変状形態（盛土） 

図-6 すべり破壊の対策に関する概念図 

 

表-2 復旧工法選定一覧（抜粋） 

 

 

3. 盛土の措置に関する技術文献の整理 

 整理した変状への対策方法の汎用性、施工性、経済

性などの根拠や参考となる事項について、土木学会な

どの技術文献を収集し、個々の対策の概念などを整理

（図-6）した。なお、変状規模の違いや、地形条件・交

通量条件に応じて、応急対策と本復旧との段階的な措

置が考えられるため、区分して対策の特徴を整理した

例を表-2 に示す。今後、災害復旧後の点検結果等を活

用した状況把握等を通じ、更なる合理的な対策工選定

に向けた知見の収集・整理を行っていく必要がある。 

 

4. まとめ 

道路土工構造物の定期点検結果を分析し、構造物本

体の診断結果に影響を与えている構造本体の特徴等を

整理するとともに、それらと対策方法等の関係につい

て整理し、定期点検の信頼性向上、効率化及び効果的

な措置の実施等に必要な基礎資料を得た。今後、引き

続き 3 年目以降の点検結果を含めて・整理・分析し、

点検要領等の改定に反映させる。 

 

［成果の活用］ 

道路土工構造物点検要領の改定に向けた基礎資料

であり、また、点検者・道路管理者の道路土工構造物

に対する技術力向上を図る技術資料として本研究の

成果は活用される。 
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舗装の長寿命化に向けた維持管理手法に関する調査検討 
Research on the maintenance method for extending the life of pavement 

 （研究期間 令和２年度～令和４年度） 

 

道路構造物研究部 道路基盤研究室 室 長 渡邉 一弘 

Road Structures Department Head WATANABE Kazuhiro 

Pavement and Earthworks Division 主任研究官 桑原 正明 

 Senior Researcher KUWABARA Masaaki 

 研 究 官 若林 由弥 

 Researcher WAKABAYASHI Yuya 

 

Since the renewal cycle of pavements is short and the amount of stock is huge, it is an urgent issue to reduce the 

life cycle cost by extending the service life under an appropriate maintenance cycle. In this background, the 

"pavement inspection guidelines" formulated in October 2016 requires road administrators to try to extend the life of 

pavements by maintaining with an awareness of the number of years until they will be renewed. 

The purpose of this research is to organize the issues for the revision of the guideline in order to further streamline 

the pavement management. 

 

［研究目的及び経緯］ 

道路構造物を管理する国や地方自治体等では人口減

少や少子高齢化に伴う技術者不足や財政難が深刻化し

ている。その中でも舗装は更新周期が短いうえストッ

ク量が膨大であるため、メンテナンスサイクルを確立

し、長寿命化によるライフサイクルコスト縮減を目指

すことが喫緊の課題である。こうした中、平成 28 年 10

月に「舗装点検要領」が策定され、道路管理者が道路を

表-1 のように交通量や路線の重要度等に応じて 4 つの

区分に分類し、メリハリをつけた管理を行うことが示

された。例えば、分類 B 以上の道路では 5 年に 1 回程

度の頻度で点検を行うことが規定された一方、分類 D

の道路では、巡視の機会を通じた路面の損傷の把握及

び措置・記録による管理とすることができると示され

ている。直轄国道については、平成 29 年 3 月に直轄版

の「舗装点検要領」（以下、「直轄版点検要領」という）

が示され、全ての直轄国道について 5 年に 1 度定期的

に点検を行うことなどが示されている。 

本研究では、舗装マネジメントのさらなる合理化の

ため、舗装点検要領の改定に向けた検討を目的とし、

直轄版点検要領に基づき実施された過去 3 年分の直轄

国道の点検結果について整理した。 

 

［研究内容］ 

平成 29 年度から令和元年度に実施した舗装点検結

果について、点検データの整理を実施した。表-2 に各

地方における点検実施延長を示す。これらのデータに

ついて、使用目標年数や供用年数と健全性診断結果な

どの整理を行った。なお、点検は各路線について上下

線の全車線に対し実施されており、下りの第 1 車線の

みの点検実施延長を集計すると 12,788km となり、道路

統計年報で公開されている直轄国道の全管理延長

22,367km の約 57.2%にあたる。直轄版点検要領では直

轄高速道路を分類 A、その他を分類 B と定めており、コ

ンクリート舗装の割合が分類 Aでは約 14.3%、分類 Bで

は 2.4%であった。全ての直轄国道での点検が完了して

 

表-1. 「舗装点検要領」における道路の分類 

 

 

表-2. 点検実施道路延長の内訳 

 

大分類 小分類 分類

損傷の進行が早い道路等
（例えば、大型車交通量
が多い道路）

高規格幹線道路等（高速走行など求め
られるサービス水準が高い道路）

Ａ

Ｂ

損傷の進行が緩やかな道
路等（例えば、大型車交
通量が少ない道路）

Ｃ

生活道路等（損傷の進行が極めて遅く
占用工事等の影響が無ければ長寿命）

Ｄ

単位：km
総計

As Co As Co As Co

北海道 857 57 7,106 162 203 0 0 9,025

東北 760 178 3,046 184 9 0 0 4,305

関東 18 0 3,686 66 125 0 0 3,988

北陸 86 1 1,432 37 0 0 0 1,862

中部 62 6 2,872 62 2 0 26 3,571

近畿 844 55 1,938 37 44 0 0 2,925

中国 674 211 2,938 98 46 0 0 5,395

四国 85 29 1,075 2 0 0 0 1,234

九州 331 86 2,537 13 0 0 0 3,162

沖縄 11 0 275 0 59 4 0 689

全国 3,729 623 26,905 661 487 4 26 36,156

道路分類A 道路分類B 分類不明
その他

As：アスファルト舗装，Co：コンクリート舗装

 
109



 

 

いない段階ではあるものの、直轄高速道路においてコ

ンクリート舗装が多く採用されている傾向がみられた。 

 

［研究成果］ 

図-1 に分類 B のアスファルト舗装における、使用目

標年数の設定状況を示す。直轄版点検要領では、分類 A

の直轄高速道路のアスファルト舗装について使用目標

年数を当面設定しないこととされている。使用目標年

数は東北、関東、中部、沖縄では整備局内で一律の設定

をしており、その他の地域では使用目標年数の設定に

バラつきがみられ、設計年数や地域ごとの劣化傾向な

どをふまえて設定されたものと推察された。使用目標

年数の全体的な傾向としては、13 年が最も多く、続い

て 14～19 年が多かった。このことから、近年の直轄国

道においては概ね 13～19 年で舗装の修繕が行われる

傾向にあると考えられる。舗装点検要領では、使用目

標年数よりも早期に修繕が必要な状態になった区間に

ついて、詳細調査を実施し適切な修繕設計を行うこと

が示されており、今後早期劣化区間の解消により使用

目標年数が長くなることが考えられる。そのため、2 巡

目以降の使用目標年数の設定状況についても引き続き

把握していく必要がある。 

続いて、図-2～4に供用年数別の健全性診断結果を示

す。アスファルト舗装については、分類 A、B ともに供

用後 10～14 年付近における診断区分 I（健全）の割合

が最も小さくなった。これは点検要領でもアスファル

ト舗装は劣化のバラつきが大きいとされており、経年

的な劣化が進行して修繕段階を迎える区間がある一方、

劣化の進行が遅く比較的長期に健全性が高い状態を保

持できる区間が存在することを示唆していると考えら

れる。また、分類 B の方が診断区分 II（表層機能保持

段階）の割合が高い傾向にあり、これは車両の加減速

の影響が出やすいことなどにより劣化が進行しやすい

傾向にあると推察される。一方、コンクリート舗装に

ついては、供用年数が経過するにつれて、診断区分 I

（健全）の割合が低下していく傾向にあるが、診断区

分 III（修繕段階）の割合は供用年数によらず 1 割未満

にとどまっており、コンクリート舗装が長寿命である

ことを示している。ただし、診断区分 II（補修段階）

の割合は供用年数に伴い増加する傾向にあり、構造的

弱点である目地への目地材の再充填など、適切な補修

を実施していく必要があると考えられる。 

点検およびその結果を受けた適切な措置の実施に

ついてその効果が発揮されるのは 2 巡目以降であり、

引き続き点検結果についてとりまとめ、舗装を長寿

命化しライフサイクルコストを削減していくための

有効な施策について評価・提案していく予定である。 

 

［成果の活用］ 

本研究成果は、2 巡目の点検結果と比較し、点検要領

を導入したことにより道路管理者が実施した措置の効

果を検証するための基礎資料とするとともに、点検要

領改定時に点検結果の整理方法の参考とするべく、技

術図書などに反映していく予定である。 

 
図-1. 使用目標年数の設定状況 

 

 
図-2. 供用年数別の健全度の割合 

（アスファルト舗装，分類 A） 

 

 
図-3. 供用年数別の健全度の割合 

（アスファルト舗装，分類 B） 

 

 
図-4. 供用年数別の健全度の割合 

（コンクリート舗装） 
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地震災害復旧対策技術に関する研究 
Research on Recovery Technique of the Bridge damaged by Earthquake 

（研究期間 平成 29 年度～令和 3年度） 

 

社会資本マネジメント研究センター 室長 西田 秀明 
熊本地震復旧対策研究室 Head NISHIDA Hideaki 
Research Center for Infrastructure 主任研究官 宮原 史 
Management Senior Researcher MIYAHARA Fumi 
Kumamoto Earthquake Recovery Division  

 
This study performs the rational diagnosis, investigation, design method and the improvement of the 

reliability of restoration of the road structures damaged by the earthquake so as to perform prompt recovery 

of road function. In FY 2020, slope surface properties were measured using existing shape measurement 

techniques in order to present a maintenance method that contributes to the early and areal understanding of the 

deformation of slope along the road. As a result, it was clarified that when using shape measurement techniques 

for road slope maintenance, it is necessary not only to follow the existing manuals but also to acquire data using 

appropriate measurement methods that take into account the shape and surface conditions of the target. 

 
［研究目的及び経緯］ 

平成 28 年熊本地震では，地震動の揺れとともに地盤

変状の影響も伴って，橋梁等の構造物に被害が生じた．

このような被害を受けた橋の復旧においては，地盤変

状等の不確実性の高いリスクが橋に及ぼす影響を軽減

する観点や，損傷した橋の状態評価とその復旧設計へ

の見立てに含まれている不確実性に配慮する観点を考

慮して復旧の信頼性の向上等を図る必要がある．また，

速やかな復旧が行えるようにする観点から，道路構造

物の地震被災リスクを低減できる構造形式にするとと

もに，早期復旧を合理的・効果的に行うための調査・

診断技術や対策技術が必要となっている． 

［研究内容］ 

(1)道路に近接した斜面の状態を地震後に早期に把握

できる技術に関する研究 

 平成 28 年熊本地震で被害を受けた道路の中には，急

峻な斜面沿いにあるため近接が容易でなく，斜面や構

造物の状態を把握し復旧するまでに長時間を要した道

路があった（写真-1）．この教訓から，このような斜面

沿いの道路においては，斜面に生じた変状の有無，範

囲，程度を早期かつ面的に把握することが地震直後の

通行可否や応急復旧の判断をできる限り速やかに行う

ための重要な要素の一つになると考えられる．そこで，

近接が容易でない道路斜面の早期かつ面的な変状の把

握に資する維持管理手法を提示するため，既存の技術

を活用した変状把握の可能性や，維持管理に実装する

にあたってデータの取得や取得した情報の解釈に際し

て考慮すべき事項等を検討した． 

 

写真-1 急峻な斜面に近接する道路 

 

写真-2 検討に用いた技術 

 

図-1 差分の算出イメージ 

 

図-2 計測結果の比較における着目箇所 
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 本稿では，復旧工事を行っている戸下大橋の下側斜

面（写真-1 右）で，復旧工事の進捗に伴い構造物の状

況や植生の条件などが異なる 3 月，8 月，11 月の計 3

回実施した計測に基づく検討について示す．計測は，

急峻な斜面の形状を近接せずとも面的に把握できる可

能性がある技術として，UAV 搭載型レーザスキャナ，

地上レーザスキャナの 2 種類を用いて行った（写真-2）． 

 検討は，各技術で取得した 3 次元点群データを用い

て，斜面の 3 次元形状を三角形の面で構成する TIN モ

デルを作成した上で，計測時期や計測方法が異なる

様々なケース間で点群と TIN モデルの鉛直座標の差分

（図-1）を算出した差分図を作図し，比較することに

より行った．比較は，工事の進捗による形状変化に加

え，地形条件や表面性状が計測結果に与える影響を検

証するため，図-2に示す4つの地点に着目して行った．

本稿で検討結果を紹介する地点2は3月から11月にか

けてモルタル吹付，地点 3 は 3 月から 8 月にかけて法

枠と枠内アンカーの施工がそれぞれ行われている． 

［研究成果］ 

(1)熊本地震の復旧現場での差分図の比較検証 

 図-3に，モルタル吹付後の11月の地点2における，

地上レーザと UAV レーザの計測結果の差分図を示す．

全面的に差分が 0 に近くなっており，差分絶対値の平

均も 0.026m と小さい結果となった．形状が滑らかであ

り，かつ植生も少ない条件であれば，形状変化を把握

できる可能性があると考えられる． 

(2) 実装にあたって考慮すべき事項の検証 

 図-4 に，地点 3 における法枠と枠内アンカー施工前

後（3 月と 11 月）の UAV レーザの計測結果の差分図を

示す．3 月と 11 月のいずれも，地表面以外を表す点群

を除去（フィルタリング）した後の点密度は全面的に

100 点/㎡以上である．この図では，設計厚 30cm の受

圧板が施工された箇所が 30cm の正の差分を表してい

ることから，施工による面的な形状変化を把握できて

いることが分かる．  

 図-5 に，地点 3 における，法枠と枠内アンカー施工

後の11月の地上レーザとUAVレーザの計測結果の差分

図を示す．フィルタリング後の点密度は，UAV レーザ

では全面的に 100 点/㎡以上である一方，地上レーザで

は 20 点/㎡と小さくなっている． 

 図-5 から，差分が 0 に近い領域が多い一方，枠内の

一部が 30cm の負の差分を表しており，地上レーザが

UAV レーザよりも斜面を凸状の形状として計測してい

ることが分かる．これは，計測器の設置位置と計測対

象の形状の関係から，地上レーザでは枠内の凹部の形

状を正確に計測することができなかったことを意味し

ている（図-6）．一方で，計測器の位置が移動する UAV

レーザを用いた場合は地上レーザの場合に比べると凹

部の形状を捉えることはできるものの，飛行ルートが

計測精度に大きく影響を与えることが確認された． 

 一般に，地形や地物の位置，形状等の測量を行う場

合には，国土地理院が制定しているマニュアルが参照

されることが多いと想定される．しかし，以上の結果

からは，道路斜面の維持管理への活用を目的とする場

合には，同マニュアルに従うだけでなく，要求される

計測精度を確保するため，計測対象の形状や表面性状，

現場条件も考慮した適切な計測方法でデータを取得す

ることを求める必要があるといえる．具体的な要求事

項の一案として，計測対象の形状や表面性状に応じて

要求される地表点密度を設定することが有効である可

能性があることが確認された． 

 なお，本稿に示した地点以外の結果からは，特に急

峻な箇所では，地形に起因し近接するデータの鉛直座

標の変化が大きいことから，今回採用した鉛直座標の

差分を算出する方法では形状変化が把握し難い場合が

あることや，TIN モデルの作成方法や植生のフィルタ

リング方法によっても算出結果が異なること等，デー

タ処理上の課題も確認された．実装にあたっては，こ

れらデータ処理の方法についても考慮する必要があり，

今後の研究課題である． 

［成果の活用］ 

本研究で得られた橋の早期復旧に資する構造や，震

災復旧工事を行う橋の維持管理での活用を考慮した

情報等に関する知見は，技術資料として取りまとめ提

示していく．  

 

 

 

図-3 差分図(11 月，地点 2， 

地上レーザと UAV レーザの差) 

図-4 差分図(地点 3，UAV

レーザ，3 月と 11 月の差) 

図-5 差分図(11 月，地点 3， 

地上レーザと UAV レーザの差) 

図-6 地上レーザの照射が困

難となる条件の例 
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※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 

トンネルの維持管理手法及び覆工の合理的な設計法の調査検討 
Study on rational method for maintenance and lining design of road tunnel 

（研究期間 平成 30 年度～令和 2 年度） 

道路構造物研究部 構造・基礎研究室 室 長 七澤 利明 

Road Structures Department Head NANAZAWA Toshiaki 

Foundation, Tunnel and Substructures Division   主任研究官 落合 良隆 

 Senior Researcher OCHIAI Yoshitaka 

 研 究 官 大久保剛貴 

 Researcher OOKUBO Kouta 
  

The purposes of this research are to improve the efficiency of maintenance including periodic inspections and to 
propose rational method for lining design of road tunnel. For these purposes, the authors analyzed tunnel inspection 
results, and evaluated resisting force of lining by numerical analysis. 

 
［研究目的及び経緯］ 

道路関係法令の改正により、平成 26 年度から、トン

ネル等の道路構造物について 5 年に 1 度の定期点検が

義務付けられたことを踏まえ、本研究では定期点検を

含むトンネルの維持管理の効率化に関する研究・検討

を行っている。また、トンネル新設時の要求性能に応

じた合理的な設計・施工法に関する研究・検討を行っ

ている。本年度は、平成 26～30 年度に国管理の道路ト

ンネルで実施した定期点検の結果から、変状等の特性

に関する分析を実施し、変状等の傾向を分析した。ま

た、道路トンネルに関する技術基準の性能規定化に向

けた検討に必要な基礎資料を得ることを目的として、

道路トンネルにおける覆工の耐荷力を評価するために

複数の条件での解析を実施した。 

 

［研究内容及び研究成果］ 

1. 平成 26～30 年度道路トンネルの点検結果の分析 

(1)対象トンネル 

分析は、平成 26～30 年度の 5 箇年に道路トンネル

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）に基づき点検を行った国管理の 1,553 施

設のうち、矢板工法と山岳トンネル工法で建設された

1,421 施設を対象として実施した。対象トンネル一覧

を表-1 に、建設年度別のトンネル数を図-1 に示す。 

表-1 対象トンネル一覧表 

図-1 建設年度別トンネル数 

(2)トンネルの健全性分布 

（1）で整理した 1,421 施設のトンネル毎の健全性の

割合を図-2 に示す。トンネル毎の健全性はⅠが 3.4％、

Ⅱが 61.2％、Ⅲが 35.2％、Ⅳが 0.2％であった。 

図-2 トンネル毎の健全性の割合 

図-3 健全性Ⅲ、Ⅳ(判定区分)のトンネルにおける 

変状区分の割合 

また、健全性Ⅲ、Ⅳ（判定区分）のトンネル 503 施

設の変状区分の割合を図-3 に示す。材質劣化と漏水の

両方が要因となる場合を加えると、材質劣化関連が

施設数 延長(km) 施設数 延長(km) 施設数 延長(km)

北海道開発局　 261 212 132 65.8 129 146.1

東北地方整備局 209 173 100 56.0 109 117.5

関東地方整備局 76 27 53 12.6 23 14.9

北陸地方整備局 82 43 37 16.5 45 26.7

中部地方整備局 108 97 44 19.5 64 77.1

近畿地方整備局 164 96 76 25.5 88 70.3

中国地方整備局 233 127 103 34.6 130 92.8

四国地方整備局 157 77 86 26.6 71 50.4

九州地方整備局 115 74 55 15.8 60 58.7

沖縄総合事務局 16 9 3 1.2 13 7.5

合計 1,421 936.0 689 274.1 732 661.9

地整
全工法 矢板工法 山岳トンネル工法

64.8%

12.7%

10.9%

11.1%
0.4%

材質劣化のみ

材質劣化・漏水

漏水のみ

外力関連

その他

（外力のみ、外力との複合要因）

3.4%

51.0%

4.9%

33.4%

61.2%

45.1%

65.3%

57.0%

35.2%

3.9%

29.6%

9.6%

0.2%

0.0%

0.2%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

分析対象

1,421施設

外力による

変状

材質劣化に

よる変状

漏 水

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

健全性内訳

（変状区分）

トンネル毎の健全性判定区分
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77.5％と多数を占めた。材質劣化は、利用者被害に繋

がるはく落の要因となるうき・はく離が多くを占める

ことから、うき・はく離を効率的かつ精度良く把握可

能な点検支援技術の開発の促進が必要と考えられる。 

(3)坑口部と一般部の変状発生傾向 

坑口部と一般部の変状発生の傾向を確認することを

目的に、トンネル両坑口から 50m を「坑口部」、その他

区間を「一般部」として変状発生傾向を分析した。図-

4に坑口部と一般部の変状発生の関係を示す。坑口部、

一般部ともに変状が有るトンネルが両工法とも約 80％

を占める一方で、坑口部のみに変状が有るトンネル及

び一般部のみに変状が有るトンネルの割合は、矢板工

法、山岳トンネルで大きな違いがみられた。矢板工法

と山岳トンネル工法で変状発生の傾向に大きな違いが

生じた理由について詳細な分析が必要と考えられる。 

図-4 坑口部と一般部の変状発生割合 

 

2. 覆工の耐荷力に関する解析 

 道路トンネルにおける覆工の耐荷力を評価するため

複数の手法および条件で解析を実施した。 

 はじめに、弾塑性ファイバー解析により覆工載荷試

験の再現解析を実施した。再現解析は、土木研究所資

料第 3961 号「トンネル覆工の耐荷力と設計に関する研

究報告書」を参考に、地山に十分拘束された上で緩み

土圧が作用する場合を想定した載荷形式Ａのほか、2 

種の載荷形式での実験を対象とした。載荷形式Ａでは

10°～170°の 17 の要素に地盤ばねを設定し、80°、

90°、100°の 3 要素に強制変位を与えた。図-5 は天端

位置での荷重-変位関係について、載荷形式Ａの解析結

果と実験結果を比較したものである。図-5 より、載荷

形式Ａではひび割れ以降も実験結果を再現できるもの

の、天端外側のひずみが 2,000μを超えると実験値と解

析値との差が大きくなることを確認した。これは水平

方向に強制変位を与えなかったことが一因であると考

えられる。 

 次に、荷重条件及び覆工の断面条件を組み合わせた

表-2 の 15 ケースについて弾塑性ファイバー解析を、

15 ケースから選定した 7ケースについて線形骨組構造

解析を実施した。図-6 は弾塑性ファイバー解析および

線形骨組構造解析の結果のうち Case8,9 について、天

端位置での荷重-変位関係を比較したものである。図-6

より、Case8 のように地山による拘束が強く、大きな変

位が発生しない条件では両解析手法に大きな差は生じ

ない一方で、Case9 のように地山による拘束が弱く、大

きな変位が発生する条件では両解析手法に差が生じる

こと等がわかった。Case9 において、両解析手法の差は

第２ひび割れが発生した後から大きくなることから、

線形骨組構造解析ではひび割れ発生や圧縮強度の超過

による断面剛性の変化を評価できない一方、弾塑性フ

ァイバー解析の結果からは、断面剛性の変化が評価で

きていることがわかる。 

 以上より、弾塑性ファイバー解析は塑性化した覆工

の耐荷力を評価できる有効な手法であることが確認で

きた。 

 

［まとめ］ 

1 巡目定期点検結果から、以下を確認した。 

・健全性Ⅲ、Ⅳのトンネルにおける変状区分は、利用者

被害に繋がるはく落の要因となるうき・はく離が多く

を占める材質劣化が最も多いことから、うき・はく離

を効率的かつ精度良く把握可能な点検支援技術の開

発の促進が必要であること。 

・坑口部に変状が無く、かつ一般部に変状が有るトン

ネルは非常に少ない傾向にあること。 

 また、覆工の耐荷力に関する解析を実施し、以下を

確認した。 

・線形骨組構造解析はひび割れ発生や圧縮強度の超過

による断面剛性の変化を評価できない一方で、弾塑性

ファイバー解析は断面剛性の変化を評価できること

から、弾塑性ファイバー解析は塑性化した覆工の耐荷

力を評価できる有効な手法であること。 

［成果の活用］国総研資料や各種論文で発表予定 

［成果の反映］定期点検要領や各種基準へ反映予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 実験結果と解析結果の比較 

         （載荷形式 A） 

表-2 解析ケース    

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 実験結果と解析結果の比較 

0.0
緩み
土圧

空洞
なし

空洞
あり

1 大 40 0 C1 ○

2 大 40 0 C1 ○

3 大 40 0 C1 ○

4 大 40 0 C1 ○

5 通常 30 0 C1 ○

6 通常 30 0 D1 ○

7 通常 30 45 D1 ○

8 通常 30 0 C1 ○

9 通常 30 0 C1 ○

10 通常 30 0 C1 ○

11 通常 30 45 D1 ○

12 通常 20 0 C1 ○

13 通常 20 35 D1 ○

14 通常 30 0 D1 ○

15 通常 30 45 D1 ○

偏
土
圧
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部材
厚
cm

イン
バー
ト
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地山
等級

側圧係数
1.0

12.3% 10.7%

77.0%

山岳トンネル工法

坑口有,一般部無

坑口無,一般部有

坑口有,一般部有

20.7% 0.4%

78.9%

矢板工法
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※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 
 

既設道路構造物基礎の耐荷性向上に関する調査  
Study on improving risk assessment method corresponding to required performance for road 

structure foundations 

（研究期間 平成 29 年度～令和元年度） 

道路構造物研究部 構造・基礎研究室 室 長 七澤 利明 

Road Structures Department Head NANAZAWA Toshiaki 

Foundation, Tunnel and Substructure Division     主任研究官 藤田 智弘 

 Senior Researcher FUJITA Tomohiro 

 研 究 官 佐々木 惇郎 

 Researcher SASAKI Atsuo 
  
It is required to maintain or early recover traffic function of the emergency transportation roads even after a disaster. 

It is necessary to clarify the existing roads that require measures such as reinforcement and take measures in 
sequence. This research analyzes the factors of a damaged bridge foundations by the 2016 Kumamoto earthquake 
and scouring damaged bridges by heavy rains in recent years.  

 
［研究目的及び経緯］ 

近年、地震や集中豪雨により、緊急輸送道路の橋梁

等に被害が生じ、通行止めとなる事例が見られる。緊

急輸送道路は、災害発生後でも道路機能を確保又は早

期に機能回復できることが求められる。以上より、補

強等の対策が必要な既設橋梁を明らかにし、順次対策

をすることが必要である。 

本報では、既設道路構造物基礎の耐荷性向上に関す

る調査として、平成 28 年熊本地震で被災した橋梁基礎

と近年の豪雨等により洗掘被害が生じた橋梁基礎の被

災要因分析の結果を報告する。 

［研究内容及び成果］ 

1. 平成 28 年熊本地震で被災した橋梁基礎の被災要因

分析 

平成 28 年熊本地震で、橋脚が 2.5m 沈下した橋梁（以

下、本橋梁）がある（図-1-1）。沈下した P3 橋脚とそ

の支承以外は、沈下などの大きな変状がなかった。基

礎は、中空円筒形のプレキャストコンクリートブロッ

ク（以下、中空ブロック）を地盤内に鉛直に積み、PC 鋼

棒で中空ブロック同士を一体化する工法である。 

現地での被災状況の調査から、堤体盛土中に埋設さ

れた P3 橋脚の中空ブロックが破壊し、上部のブロック

との接合部(以下、着目継目部)の PC 鋼棒の破断が確認

された。中空ブロックの継目部の中で P3 橋脚の着目継

目部のみが、水位変動により乾湿繰り返しを受ける条

件であった。また、一部

の PC 鋼棒は、伸びを伴

わず破断していた。設計

資料によると PC 鋼棒 4

種が使用されている。こ

の様な状況から、脆性破

壊したと推察される。 

被災要因を明らかにするため、平成28年熊本地震時

の本橋梁の再現解析を行った。再現解析は、地盤の相

対変位と基礎の慣性力を考慮して行った。 

地盤の相対変位は、近傍の気象庁の地震観測波形を

用いて一次元等価線形解析により算出した。一次元等

価線形解析に用いる地盤の有限要素モデルの特性値は、

本橋梁地点のボーリング等の地盤調査の結果をもとに

決めた。地盤の相対変位は、応答変位の考え方に基づ

き、バネを介して基礎に作用させた。 

基礎の慣性力は、基礎の骨格曲線（M～φ関係）と非

線形応答スペクトルに基づき、基礎の応答震度から算

出した。基礎の骨格曲線は、破壊した中空ブロックと

上部のブロックを3次元のソリッド要素、またPC鋼棒を

梁要素でモデル化した静的非線形有限要素解析の結果

から算出した。着目継目部のPC鋼棒は既往の実験結果

等を参考に表-1-1に示す4つの劣化を仮定したモデル

とした。非線形応答スペクトルは、地表面波形を用い

て１自由度系の弾塑性応答解析を行い算出した。 

上記の地盤の相対変位と基礎の慣性力を考慮した解

析は、PC鋼棒の条件のほか、堤体抵抗及び支承回転の

条件を変えた10ケースで行った。解析結果を表-1-2に

示す。また、図-1-2に、ケース1の基礎の深度方向の曲

げモーメント分布とせん断力分布を示す。ケース1の条

件では、着目継目部の曲げモーメントは降伏に至らず、

せん断破壊しない結果となっている。PC鋼棒が健全な

他のケース（ケース2及びケース3）も、曲げ破壊だけで

なくせん断破壊も生じない結果となった。一方で、着

目継目部のPC鋼棒の降伏強度が、健全なものに対して

25％低下し、降伏後すぐに破断する状態であると、着

目継目部が曲げ破壊するケースがある（ケース4、ケー

ス5、ケース8及びケース10）ことが分かった。 

 図-1-1 沈下した橋脚（P3） 

約5 m

H.W.L

L.W.L

着目継目部

堤体盛土

梁

河床

沈下：2.5 m

中空ブロック
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表-1-1 PC 鋼棒のモデル化 

 劣化の仮定とモデル化 

健全 
・降伏強度は通常、破断伸びは通常（5％ひずみ） 

・PC 鋼棒-コンクリート間の付着あり 

劣化 1 
・降伏強度を 25％低下、降伏後すぐに破断（脆化） 

・PC 鋼棒-コンクリート間の付着あり 

劣化 2 
・降伏強度を 25％低下、降伏後すぐに破断（脆化） 

・PC 鋼棒-コンクリート間の付着なし 

劣化 3 
・降伏強度を 25％低下、破断伸びは通常（5％ひずみ） 

・PC 鋼棒-コンクリート間の付着あり 

表-1-2 解析条件及び結果 

ケース 

解析条件 
着目継目部の破壊の

有無 
堤体

抵抗 

支承

回転 

PC 

鋼棒 

ケース 1 あり 自由 健全 なし 

ケース 2 なし 自由 健全 なし 

ケース 3 あり 拘束 健全 なし 

ケース 4 あり 自由 劣化 1 あり（曲げ破壊） 

ケース 5 あり 自由 劣化 2 あり（曲げ破壊） 

ケース 6 あり 自由 劣化 3 なし 

ケース 7 なし 自由 劣化 1 なし 

ケース 8 なし 拘束 劣化 2 あり（曲げ破壊） 

ケース 9 あり 拘束 劣化 1 なし 

ケース 10 あり 拘束 劣化 2 あり（曲げ破壊） 

 

2. 近年の豪雨等により洗掘被害が生じた橋梁基礎の

被災要因分析 

 洗掘被害に影響する要因の影響度を明らかにするた

めに、平成 23 年から平成 28 年までの豪雨と平成 30 年

7 月豪雨で洗掘により被災した橋梁（183 橋）、及び洗

掘により被災した橋梁と同水系を渡河するが洗掘によ

り被災しなかった橋梁（207 橋）を対象に、線形判別分

析（図-2-1）を行った。説明変数は、既往の研究成果よ

り考慮すべき洗掘要因を調査しつつ、実務レベルで得

られる情報も考慮して、建設年次（西暦年）、橋長（m）、

径間数（径間）、最大支間長（m）、流域面積（m2）、河

床勾配とした。 

最も適合率が良い結果を表-2-1 に示す。表中の数

値は、各説明変数の標準化判別係数を示し、絶対値が

大きいほど寄与度が高いことを示す。数値が示されて

いない説明変数は、考慮しない方が適合率が高くなる

ことを意味している。適合率は 74％で、寄与度が高

いものから順に、橋長が短いほど、径間数が多いほ 

 

図-2-1 線形判別分析の概念図 

表-2-1 線形判別分析の結果 

各説明変数の標準化判別係数 
適合率 建設 

年次 
橋長 径間数 

最大 
支間長 

流域 
面積 

河床 
勾配 

-0.43 -0.88 0.82 ― ― 0.45 74% 

ど、河床勾配が急なほど、建設年次が古いほど洗掘し

やすいという結果となった。特に、橋長と径間数の寄

与度が他に比べて高い結果となった。それらの寄与度

が高い理由は、橋長が小さく径間数が多い橋梁は、河

積阻害率が高くなることが考えられ、河積阻害率が支

配的な要因となることを示唆する結果となった。また、

台風第 19 号で被災した法雲寺橋と大善寺橋は、洗掘あ

りという結果が得られ、結果の妥当性が確認された。

いずれの橋梁も、河積阻害率の目安が解説で示された

河川管理施設等構造令制定（昭和 51 年）前に建設され

た橋で、橋長に対して径間数が多いことが洗掘の主な

要因となっていると推察される。 

また、線形判別分析の結果、洗掘なしと判定された

橋梁のうち実際には洗掘が生じている橋梁（以下、見

逃し橋梁）が 23 橋あった。見逃し橋梁について、河床 

材料、平面図や写真等を用いて主に定性的な被災要因

を個別に分析した。分析の結果、見逃し橋梁には以下

の特徴を有するものが多いことがわかった。 

・河床材料が未固結地質の橋梁（見逃し橋梁の 70％） 

・砂州が形成されている橋梁（見逃し橋梁の 48％） 

特に、河床材料が未固結地質の橋梁は他に比べて該

当する橋梁の割合が高い結果となった。割合が高い理

由は、同じ掃流力でも未固結地質は河床の洗掘速度が

異なることが考えられ、河床材料が洗掘の支配的な要

因の一つであることを示唆する結果となった。 

［まとめ］ 

本研究では、平成 28 年熊本地震で被災した橋梁基礎

の要因分析と近年発生した豪雨等による橋梁基礎の洗

掘被害の要因分析を実施した。 

今後は、得られた被災要因分析の結果を用いて、対

策が必要な既設橋梁を抽出する具体的な指標や優先順

位をつける手法を検討する。 

［成果の発表］国総研資料や各種論文で発表予定 

［成果の反映］各種基準へ反映予定 

x1

x2
洗掘あり

洗掘なし

重なりが小さい→最もよく判別できる

  

図-1-2 基礎の応答値の例 
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領域９ 

沿道環境を改善し、良好な生活環境を創造する



環境調査･予測･対策等にかかる新技術･知見等の活用に関する調査  
Survey on new technologies and knowledge for environmental impact assessment 

（研究期間 平成 30 年度～令和 2 年度） 

道路交通研究部 道路環境研究室 室 長 大城 温 

Road Traffic Department Head OSHIRO Nodoka 

Road Environment Division         主任研究官 澤田 泰征 

 Senior Researcher SAWADA Yasuyuki 

 主任研究官 吉永 弘志 

 Senior Researcher YOSHINAGA Hiroshi 

 主任研究官 小川 裕樹 

 Senior Researcher OGAWA Hiroki 

 研究官 長濵 庸介 

 Researcher NAGAHAMA Yosuke 

研究官 瀧本 真理 

 Researcher TAKIMOTO Masamichi 
 
"National Institute for Land and Infrastructure Management” and “Public Works Research Institute” have shared 

and cooperated to create "Environment Impact Assessment Technique for Road Project" as a technical guide for 
road administrators and have revised it several times. 

This survey is conducted to maintain the reliability of environmental impact assessment by collecting and 
analyzing the latest scientific knowledge and incorporating it into "Environment Impact Assessment Technique for 
Road Project" as necessary. 

 
［研究目的及び経緯］ 

国土技術政策総合研究所では国立研究開発法人土木

研究所と分担・協力し、道路事業者が環境影響評価

（環境アセスメント）を実施する際に、項目（評価す

る影響要因・環境要素）や調査・予測・評価手法の選

定、環境保全措置の検討を行う上で参照する手引き書

である「道路環境影響評価の技術手法」（以下、「技術

手法」という）を作成し、数度の見直しを行ってき

た。 

本調査は、環境影響評価への信頼性を維持していく

ために、平成 25 年 3 月の技術手法改訂以降の環境影

響評価にかかる最新の科学的知見を収集・分析し、必

要に応じて技術手法に反映するための検討を行うもの

である。 

平成 30 年度は、技術手法全般にかかる関連法令、

引用文献、参考図書等について改定内容を整理し、技

術手法への影響を検討するとともに、大気質の予測手

法について国内・海外の環境影響評価における動向を

調査した。 

令和元年度は、自動車の走行に係る大気質の調査・

予測を簡易に行う方法及び条件を検討するため、窒素

酸化物について道路からの寄与が十分に低いと判断で

きる濃度以下となる場合の交通条件および気象条件を

整理した。 

 

［研究内容］ 

 令和２年度に実施した研究内容のうち主なものは次

のとおりである。 

1.環境影響評価の技術に関する調査 

今後の道路環境影響評価の実施の参考とするため、

近年国内で実施された環境影響評価に関する情報や道

路環境影響評価図書の収集、環境影響評価書に記載さ

れた事業特性、地域特性、調査・予測・評価の手法等に

ついて特徴的事項の整理を行った。 

また、動物・植物・生態系分野の道路環境影響評価の

効率化を目指し、DNA 解析、音声解析、画像解析等 10

種類の新技術・新手法について文献調査を行い、自然

環境調査における活用状況を把握した。 

2.自動車走行騒音パワーレベルの調査 

令和 2 年 9 月に自動車の走行に係る騒音に関する部

分の技術手法を改定した。その際、日本音響学会の道

路交通騒音予測モデル（ASJ RTN-Model2018）（平成 30

年 4 月改定）の改定を踏まえ、自動車専用道路（自専

道）の排水性舗装におけるパワーレベル（騒音予測の

原単位）の経年変化に、近年の排水性舗装の耐久性向

上を反映させた。本調査では、自動車専用道路以外（一

般道）の排水性舗装についても、同様に耐久性が向上

している可能性が考えられることからパワーレベルの

実測調査を行った。 
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［研究成果］ 

1.環境影響評価の技術に関する調査 

新技術・新手法を調査し、「①将来的な実施が望まれ

る技術」、「②現場では実施されていない技術」、「③先

進事例では実施されている技術」、「④既に現場で実施

されている技術」に分類した。例えば、画像解析の新技

術・新手法については、「自動撮影カメラ画像と AI に

よる自動種判別」を①、「空撮写真を用いた AI による

自動種判別」を②、「SIM カメラを用いた常時監視」を

③、「センサー・インターバルカメラによる撮影」を④

に分類した。また、これらの新技術について環境影響

評価への活用可能性を明らかにした。 

 

2.自動車の走行騒音におけるパワーレベルの実測調査 

中国、中部、近畿地整管内の自動車専用道路ではな

い一般国道（表-1 の 3 地点）で表-2 の測定項目の測定

を行った。 

測定地点は単独走行車両のデータを取得するために

夜間交通量が少なくかつ、夜間大型車交通量 300 台以

上となる地点としている。 

表-1 測定地点 

 

 

表-2 測定項目 

測定データから単独走行車両を抽出してパワーレベ

ルの実測値を求めた。 

RTN-Model 2013（排水性舗装）、RTN-Model 2018（排

水性舗装・一般道）及び RTN-Model 2018（排水性舗装・

自専道）のパワーレベルモデル式より算出したパワー

レベル（以下、計算値）と実測値の比較を行った。一例

を図-1 に示す。破線は実測値に対し、計算値が±3dB の

範囲である。実測値が計算値の±3dB 以内であるときの

割合（以下、「適合度」という）を表-3 にまとめた。 

RTN-Model 2013（排水性舗装）による計算値や、パワ

ーレベルが改定されなかった RTN-Model 2018（排水性

舗装・一般道）による計算値は、実測値と比較して過大

となる傾向で適合値が低かった。一方、パワーレベル

が改定された RTN-Model 2018（排水性舗装・自専道）

による適合度は、概ね 60％以上で、他の 2 つのモデル

と比較して高い傾向であった。すなわち、３モデル式

のうち、RTN-Model 2018（排水性舗装・自専道）が一般

道の排水性舗装においても最も適合度が高く、排水性

舗装・自専道のパワーレベル式が一般道でも適用でき

る可能性が示唆された。 

 

 

図-1 パワーレベルの実測値と計算値の比較例 

 

表-3 モデル・地点・車種別の適合度(%) 

 

［成果の活用］ 

本調査結果は、技術手法の次期改定時の基礎資料と

して活用する予定である。 

測定地点
夜間12時間
交通量(台)

⼤型⾞混
⼊率(%)

舗設年⽉

国道42号（三重県尾鷲市） 2,206 10.7 H13.3
国道1号（滋賀県甲賀市） 6,018 22.3 H28.3
国道191号（⼭⼝県萩市） 1,938 8.8 H26.12

項⽬名 詳細

⾞種分類
・ASJ RTN-Model 2018と同様の5⾞種分類（⼤
型⾞、バス、中型⾞、⼩型⾞、⼆輪⾞）

騒⾳レベル LA,i(単独⾛⾏⾞両ごと LWA算出のため)、LAeq、
LA5、LA10、LA50、LA90、LA95、LAmax、LAmin

⾛⾏速度 スピードガン及びビデオ計測
交通量 ビデオ計測
気象条件等 気温、湿度、⾵向、⾵速、路⾯温度

⼤型 中型 ⼩型 ⼤型 中型 ⼩型 ⼤型 中型 ⼩型
R191：⼭⼝県萩
市(6年)

42.3 50.0 32.5 42.3 50.0 21.9 92.7 68.8 73.7

R42：三重県尾
鷲市(20年)

58.5 52.6 41.3 58.5 52.6 34.6 65.9 73.7 56.4

R1：滋賀県甲賀
市(5年)

30.8 31.0 15.7 30.8 31.0 10.8 84.1 65.5 65.7

R17：東京都⽂
京区(7年)

100.0 25.0 29.4 100.0 25.0 41.2 0.0 25.0 11.8

R16：神奈川県
横須賀市(9年)

30.0 33.3 10.4 30.0 33.3 3.9 60.0 53.3 75.3

R52：⼭梨県甲
府市(16年)

− 0.0 0.0 − 0.0 2.0 − 80.0 73.5

注1) 実測値と計算値の⽐較対象とした⾞両はV＝40km/h以上（定常⾛⾏）の
   ⾞両とした。
注2) 表中の   はサンプル数が5以下のものを⽰す。

計算値算出に使⽤したモデル
地点名

（舗装経過年
数）

測定
年度

R2

R1
(参考)

RTN-Model2013
（排⽔性舗装）

RTN-Model2018
(排⽔性舗装・⼀般

道)

RTN-Model2018
（排⽔性舗装・

⾃専道）
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環境影響評価の事後調査にかかる技術的事項に関する調査 
Survey on technical matters related to the follow-up survey in environmental impact assessment  

（研究期間 令和元年度～令和２年度） 

道路交通研究部 道路環境研究室 室 長 大城 温 

Road Traffic Department Head OSHIRO Nodoka 

Road Environment Division      主任研究官 小川 裕樹 

 Senior Researcher OGAWA Hiroki 

 研究官 瀧本 真理 

 Researcher TAKIMOTO Masamichi 
  

The purpose of this study is to support the preparation of a report on measures for environmental conservation in 
road environmental impact assessments. The authors arranged the items and contents that need to be included in 
the "Report" and the points to be noted in preparing the "Report". 

 
［研究目的及び経緯］ 

わが国の一定規模以上の道路の新設・改築事業（以

下「道路事業」という。）では環境影響評価法（平成 11

年施行）に基づく環境アセスメントを実施している。

道路事業者が環境アセスメントを科学的・客観的かつ

効率よく実施するため、国土技術政策総合研究所は、

国立研究開発法人土木研究所と分担・協力し、環境ア

セスメントを実施する際の、項目（評価する影響要因・

環境要素）の選定、調査・予測・評価手法の選定、環境

保全措置の検討を行う上で参照する手引き書として

「道路環境影響評価の技術手法」（以下、「技術手法」と

いう。）を作成・公表している。これまで、環境アセス

メントの技術動向、事例の蓄積、道路事業者のニーズ

や法令等の改正を踏まえ、数度の技術手法の改定を行

っている。 

今後、環境影響評価法の改正（平成 25 年施行）に基

づき、該当する道路事業において報告書手続き（不確

実性が高い環境保全措置の事後調査結果等の報告書を

作成・公表する手続き）が行われる予定である。 

報告書手続きで作成する報告書（以下、かぎ括弧を

つけて「報告書」とする。）の記載事項は、「道路事業に

係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、

予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するた

めの指針、環境の保全のための措置に関する指針等を

定める省令」（以下「主務省令」という。）に定められて

いる。しかし、環境保全措置や事後調査の実施手法等

が示されているわけではない。 

本調査は、今後、道路事業者が「報告書」を作成する

ことを念頭に、環境保全措置・事後調査の実施におい

て留意すべき事項を明らかにするものである。 

令和元年度は、環境影響評価法に基づく道路事業の

環境影響評価書から、事後調査の対象になった環境保

全措置を抽出し、事後調査の内容を整理した。 

令和２年度は、動物、植物、生態系に対する環境保全

措置及び事後調査を実施した道路事業を対象として、

「報告書」を試作する作業を通じ、環境保全措置・事後

調査の実施における課題と対応策を整理した。 

 

［研究内容］ 

1. 道路事業の環境影響評価書における事後調査に関

する整理 

環境影響評価法に基づき環境影響評価書（以下、「評

価書」という。）が作成された道路事業 47 事業のうち、

事後調査を実施する 44 事業の評価書から、事後調査の

対象となった環境保全措置を抽出し、不確実性の分類、

事後調査の調査項目（環境要素）等を整理した。 

 

2.「報告書」の試作及び課題等の整理 

1.の整理で事後調査の対象となった事業数が多かっ

た動物、植物、生態系に対する環境保全措置に着眼し、

その環境保全措置及び事後調査を実施した道路事業を

対象として、「報告書」の試作を行い、環境保全措置・

事後調査の実施における課題と対応策を整理した。 

 

［研究成果］ 

1.道路事業の評価書における事後調査に関する整理 

評価書において事後調査の対象となった環境保全措

置の件数を表-1 に示す。事後調査の対象となった環境

保全措置のうち、動物、植物、生態系の件数が多く（161

件）、次いで土壌環境（10 件）、水環境（8 件）、大気環

境（5 件）であった。 

主務省令で定める不確実性の分類でみると「効果に

係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合」が多

く、調査した評価書では動物の繁殖阻害防止（繁殖時

期を避けた施工等）、林縁保護による植物への影響低減

等の環境保全措置がこの不確実性を有するものとして

事後調査の対象とされていた。 
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2.「報告書」の試作及び課題等の整理 

1.での環境保全措置・事後調査の実施状況の整理か

ら、課題を有することが想定される状況を下記①～③

のとおり抽出した。 

①事後調査結果に応じた環境保全措置の追加・修正 

②事業終了後の事後調査の実施 

③環境影響評価書では環境保全措置の具体的な内容

が決まっておらず、その後に詳細な内容を検討 

上記①～③のうち 1 つ以上を実施している事業を 5

事業選定し、工事完了時点であると仮定して、「報告書」

を試作した。各事業の環境保全措置及び事後調査の実

施状況を表-2 に示す。なお、各事業は実際には報告書

手続きが義務づけられた事業に該当していない。 

試作の結果を踏まえて、環境保全措置、事後調査の

実施に関する課題と対応策を整理した。表-3 に「評価

書公告後に保全対象を追加する必要性の検討」、「事後

調査に応じて環境保全措置を修正・追加する必要性や

その内容の検討」、「事後調査の実施期間の設定」につ

いて課題と対応策の整理結果の例を示す。 

 

［成果の活用］ 

本調査の成果は、技術手法を補完する資料として、

環境保全措置や事後調査の実施のための参考資料の作

成に活用する予定である。 

表-1 評価書において事後調査を実施するとした環境保全措置 

環境要素 

整

理

件

数 

不確実性の分類 その他 

（条例に従

い実施、保

全措置は実

施しないが

事後調査を

実施、など） 

予測の不

確実性が

大きい場

合 

効果に係

る知見が

不十分な

環境保全

措置を講

ずる場合 

工事中又は

供用後にお

いて環境保

全措置の内

容をより詳

細なものに

する場合 

効果の不

確実性等

が懸念さ

れる代償

措置を講

ずる場合 

大気環境 

大気質 1 0 1 0 0 0 

騒音 2 1 1 0 0 0 

低周波音 2 0 0 1 0 1 

水環境 
水質 2 1 0 1 0 0 

水象※ 6 1 0 4 0 1 

土壌環境・その

他の環境 

地形地質 1 0 1 0 0 0 

地盤 4 2 1 2 0 0 

土壌 5 2 2 2 0 0 

生物の多様性の

確保及び自然環

境の体系的保全 

動物 67 10 45 14 15 5 

植物 43 1 10 2 31 0 

生態系 51 2 37 9 11 1 

その他 文化遺産 1 0 0 1 0 0 

環境要素指定なし 1 0 0 0 0 1 

計 186 20 98 36 57 9 

注）整理件数は、環境影響評価書に基づき、複数の環境保全措置を 1
つにまとめているもの、複数の種に 1 つの環境保線措置を実施す
るものも同じように 1 件として計上している。 

注）「不確実性の分類」は複数の分類に含まれるものがあるため、分類
の総数と整理件数とは一致しない。 

表-3 環境保全措置・事後調査の実施における課題と対応策 

課題 
課題が発生することが 

想定される状況 対応策（留意事項） 

評価書公告後に 
保全対象を追加する
必要性の検討  

評価書を作成する際の調査の
後に、新たな種等が見つかっ
た 

新たな種等は評価書に示された保全対象の抽出の考え方（レッドリストに
掲載等）に基づき保全対象とすべき種であるか否か、事業による影響の程
度が著しいものとなるおそれがありかつ予測や環境保全措置の効果の不確
実性の程度が大きいか否か、を検討する。 

レッドリスト等が改訂され、
新たな種が追加された 

新たな種は既存の調査結果等において事業実施区域内に生息・生育してい
るか否か、事業による影響の程度が著しいものとなるおそれがありかつ予
測や環境保全措置の効果の不確実性の程度が大きいか否か、を検討する。 
また、評価書公告後も保全対象の抽出に用いた文献（レッドリスト等）の
改訂状況を把握し、保全対象の見落としがないように留意する。 

事後調査に応じて 
環境保全措置を修正 
・追加する必要性や
その内容の検討 

当初の環境保全措置で期待さ
れた効果が得られなかった 

環境保全措置の修正・追加を検討する際に、環境保全措置の効果が得られ
なかった要因（事業の影響か否かも含めて）を分析できるよう、環境保全
措置実施前のモニタリングや事後調査を実施する。 対象事業以外の要因（自然災

害等）による環境変化の影響
を保全対象が受けた 

事後調査の実施期間
の設定 

環境保全措置の効果発現、効
果確認に時間がかかる 

「環境保全措置の効果を確認」できるように実施期間を設定する必要があ
る。有識者の意見や地方公共団体等との協議を元に設定するなど、判断の
根拠に客観性を持たせることが考えられる。 

表-2 各事業の環境保全措置及び事後調査の実施状況 

 
事 
業 
Ａ 

事 
業 
Ｂ 

事 
業 
Ｃ 

事 
業 
Ｄ 

事 
業 
Ｅ 

評価書で 

実施するとし

た事後調査 

動物 ○ ○ ○ ○ ○ 

植物 ○ ○ ○ ○ ○ 

生態系    ○ ○ 

環境保全 

措置等の 

実施状況 

①事後調査結果に応じた環境保全措

置の追加・修正 
○ ○ ○ ○ ○ 

②事業終了後の事後調査の実施 ○ ○ ○ ○ ○ 

③評価書では環境保全措置の内容未

決、その後に詳細内容を検討 
    ○ 

④その他 ○ ○   ○ 

環境保

全措置

等の実

施状況

（詳

細） 

① 

・評価書を作成する段階の調査では確

認されていた保全対象が、事後調査

では見つからなかった 

  ○   

・評価書を作成する段階の調査では確

認されなかった保全対象が、事後調

査で見つかった 

○   ○ ○ 

・再移植  ○ ○ ○ ○ 

・対象事業以外の要因(自然災害等)の

影響 
  ○   

・環境保全措置の変更・追加 ○ ○ ○  ○ 

② 

・事業区間を分割し、工事完了箇所か

ら段階的に供用 
○ ○ ○  ○ 

・事業終了後に移植のモニタリング実

施 
  ○   

・評価書において調査の時期・期間を

条例の手続きに従うとしている 
   ○  

③ 

・評価書において、環境保全措置の実

施前に専門家意見を得て詳細を決め

るとしている 

    ○ 

④ 
・事業計画等変更 ○ ○   ○ 

・レッドリスト改訂  ○   ○ 
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※本報告は令和元年度から令和 2 年度へと継続して実施した研究の成果を令和 2 年度研究成果としてまとめたものである。 

環境調査･予測･対策等にかかる新技術･知見等の活用に関する調査 

～ 大気質の予測手法に関する調査 ～ 
Survey on new technologies and knowledge for environmental impact assessment 

（研究期間 平成 30 年度～令和 2 年度） 

道路交通研究部 道路環境研究室 室 長 大城 温 

Road Traffic Department Head OSHIRO Nodoka 

Road Environment Division                      主任研究官 小川 裕樹 

 Senior Researcher OGAWA Hiroki 

 研 究 官 瀧本 真理 

 Researcher TAKIMOTO Masamichi 
  

The purpose of this research is to collect and analyze the latest knowledge and reflect them in the environment 
impact assessment technique for road project as needed. As a result, it is necessary to maintain the reliability of 
environmental impact assessment. The prediction method of air quality and the knowledge required for selecting 
prediction methods were investigated in this study. 

 
［研究目的及び経緯］ 

国土技術政策総合研究所では国立研究開発法人土木

研究所と分担・協力し、道路事業者が環境影響評価（環

境アセスメント）を実施する際に、項目（評価する影響

要因・環境要素）や調査・予測・評価手法の選定、環境

保全措置の検討を行う上で参照する手引き書である

「道路環境影響評価の技術手法」（以下、「技術手法」と

いう。）を作成してきている。環境影響評価の調査及び

予測の手法を選定するにあたっては、最新の科学的知

見を反映するよう努めるとともに、最適な手法を選定

しなければならないことが、主務省令第 23 条で定めら

れているところであり、環境影響評価にかかる最新の

科学的知見を収集・分析し、必要に応じて技術手法に

反映することにより、環境影響評価への信頼性を維持

していく必要がある。 

本調査では、道路事業に関する環境影響評価の評価

項目のうち、大気質の予測において、簡易な方法を適

用できる可能性を検討するため、道路からの寄与濃度

が十分に低い濃度となる条件を整理した。 

 

［研究内容］ 

道路事業における環境影響評価においては、自動車

の走行に係る二酸化窒素（NO2）及び浮遊粒子状物質

（SPM）は参考項目とされており、基本的に評価項目と

して選定される項目である。しかし、近年は自動車排

出ガスの規制強化により、大気中の濃度は減少傾向に

あり、平成 30 年度は全ての大気常時監視局において、

NO2及び SPM の環境基準が達成されている。近年の道路

事業における環境影響評価においても、評価の対象と

する道路からの寄与濃度を除いたバックグラウンド濃

度が環境基準値と比較して十分に低く、その対象道路

からの寄与濃度もごく小さいことが多い。つまり、バ

ックグラウンド濃度が低く、予測される交通量が多く

ない道路においては、現行の「技術手法」に基づくプル

ーム式及びパフ式を用いた計算を行わず、交通条件や

気象条件から沿道の大気質への影響が十分に小さいこ

とを判断する簡易な方法で調査・予測を行っても十分

な精度が得られると考えられる。そのため、本研究で

は、自動車の走行に係る大気質の調査・予測を簡易に

行う方法及び簡易に行ってよい条件についての検討を

行った。 

具体的には、現行の「技術手法」における自動車の走

行に係る大気質濃度（NO2）の予測手法を用いて、官民

境界の高さ 1.5m において道路からの寄与濃度が十分

に低いと判断できる濃度（以下、「閾値濃度」という。）

以下となる交通条件および気象条件を求めた。 

なお、閾値濃度については、「日本の大気汚染状況」

において、NO2年平均値の変動幅が前年比±0.005ppm 未

満の場合に「横ばいに推移」とされていることをふま

え、十分に小さいと判断される濃度として、その半分

程度に相当する NO2年平均濃度=0.002ppm とした。 

表-1 検討対象とする気象条件と代表とする気象観測所 

 

 

 

 

弱⾵率⼩
（30％以下）

弱⾵率⼤
（50〜75％）

1⽅向に卓越するパターン
Case1-1-1

⼤岸
（北海道）

Case1-2-1
三次

（広島）

Case2-1-1
今市

（栃⽊）

Case2-2-1
守⾨

（新潟）

I字型(2⽅向)に卓越す
るパターン

Case1-1-2
⼤三島

（愛媛）

Case1-2-2
⼟⼭

（滋賀）

Case2-1-2
川内

（福島）

Case2-2-2
南⽊曽

（⻑野）

⾵下⾵の出現が多く、⾵
上 ⾵が 少ない パタ ー ン
（⾵下⾵＞⾵上⾵）

Case1-1-3
三⾓

（熊本）

Case1-2-3
名寄

（北海道）

Case2-1-3
朱鞠内

（北海道）

Case2-2-3
⼩国

（⼭形）

16⽅位の出現が同程度
のパターン
（卓越⾵なし)

                     ⾵速

　　⾵向

Case3
阿寒湖畔

（北海道）

年平均⾵速2m/s前後 年平均⾵速1m/s前後

弱⾵率中
（30〜50％）

 
121



 

 

［研究成果］ 

(1)検討対象とする気象条件 

検討対象とする気象条件の設定にあたり、風向・風

速の傾向を類型化した。高濃度となりやすい風向・風

速の特徴を考慮し、年平均風速、弱風率（風速 1.0m/s

以下の割合）、及び風向出現率の傾向を考慮して表-1に

ある 13 類型とした。また、全国の気象観測所における

風向・風速データを用いて拡散計算し、各類型で濃度

が最も高くなる気象観測所を選定し、以降の検討には

それらの気象観測所の実測値を用いることとした。 

風向・風速以外の予測条件についても、近年の環境

影響評価書の設定値を参考に、濃度が高く計算される

条件として、表-2 のように設定した。 

表-2 閾値となる気象条件検討のため拡散計算条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)閾値濃度時の平均風速および弱風率 

拡散計算において、NOx 排出量小・中・大の 3 ケース

に対して風速データを0.2m/sずつ変化させ、道路端NOX

寄与濃度が閾値濃度以下となったときの平均風速及び

弱風率を整理した。その結果、NOX排出量が少ないケー

ス（交通量 15,000 台/日、大型車混入率 20%、排出量

970ml/m・日）では、いずれの類型でも、風速の変化に

関わらず道路端NOX寄与濃度は0.002ppm以下であった。

この結果から、少なくとも予測交通量 15,000 台/日、

大型車混入率 20%以下であれば、気象条件にかかわらず

閾値濃度以下になると判断できることが分かった。 

一方、NOX排出量が多いケース（交通量30,000台/日、

大型車混入率 15%、排出量 1,640ml/m・日）では、高さ

1m の平均風速が 1.9～2.7m/s であれば、道路端の NOX

寄与濃度は 0.002ppm 以下になった。 

(3) 閾値濃度時の NOX排出量と気象条件の関係 

交通量が多い場合でも、平均風速や弱風率が一定の

条件を満足すれば閾値濃度以下となると考えられるこ

とから、交通量（NOX排出量）と平均風速の関係や、道

路端 NOX濃度が 0.002ppm となる平均風速（以下、「閾値

風速」という。）と弱風率の関係を分析した。 

(2)の NOX排出量小・中・大の 3 ケースのときと同様

の考え方で、NOX排出量が 1,000～1,600ml/m・日のとき

の NOX排出量別・類型別の閾値風速を求めると、排出量

の増加とともに閾値風速は大きくなるが、同じ排出量

の場合でも気象条件によってばらつきがあることがわ

かった（図-1）。 

上記結果について、排出量別に道路端 NOX寄与濃度が

閾値濃度以下となった時の弱風率と閾値風速の関係を

みると、弱風率が大きいところでは閾値風速が小さく

なる関係が確認できた（図-2）。なお、この関係につい

ては、類型による違いは見られなかった。 

 

 

 

 

 

 

図-1  NOX排出量と閾値風速の関係（例） 

 

 

 

 

 

 

 図-2 閾値風速と弱風率の関係（例） 

NOX排出量別に、図-2 と同様に閾値風速と弱風率の回

帰式を用い、排出量別・弱風率別の閾値風速を算出し

た（表-3）。表-3 に示すように、例えば排出量が

1,200ml/m・日のとき、高さ 1m での弱風率が 20％以下、

平均風速が 1.5m/s 以上であれば、道路端 NOX寄与濃度

は閾値濃度以下になると推定された。 

表-3 回帰式から算出した弱風率別の閾値風速 

 

 

 

 

 

 

 

これらの検討結果から、表-3 に示される一定の交通

条件と気象条件を満足する場合には、現行の「技術手

法」に示す手法による大気質濃度の予測計算を行わず

とも、沿道の大気質への影響が十分に小さいことが確

認できるといえる。 

 

［成果の活用］ 

本調査結果は、今後の「技術手法」の改定に向けた基

礎資料として活用する予定である。 

（m/s）

10 20 30 40 50 60 70 80
1,200 1.6 1.5 1.4 1.2 1.1 1 0.8 0.7
1,250 1.7 1.6 1.4 1.3 1.2 1.1 1 -
1,300 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 - -
1,350 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 - - -
1,400 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 - - -
1,450 1.9 1.8 1.7 1.6 - - - -
1,500 2 1.8 1.7 1.5 - - - -

弱⾵率（％）NOx排出量
（ml/m・⽇）

設定
道路端、地上1.5m⾼さ

平⾯構造、20m幅員

【排出量⼩】1,000ml/m･⽇程度

（15,000台/⽇＋⼤混率20%）

【排出量中】1,300ml/m･⽇程度

（25,000台/⽇＋⼤混率15%）

【排出量⼤】1,600ml/m･⽇程度

（30,000台/⽇＋⼤混率15%）

⾛⾏速度 90km/h

時間係数 福富⿅島道路環境影響評価書における設定値

⾵配パターンごとに選定した気象観測所（表-1）の実測値

0.002ppmNOx寄与濃度の閾値

交
通
条
件

⽇交通量
⼤型⾞混⼊率

気象条件

条件

予測地点

道路条件
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地域連携道路事業費 
 

 



 
 

  

監督・検査等の効率化に向けた検査技術の基準化等に関する調査 
Research on standardization of new technologies for improving the efficiency of supervision and 

inspection 
（研究期間 令和 2 年度～令和 3 年度） 

 

社会資本マネジメント研究センター 室長 関 健太郎 

社会資本システム研究室 Head SEKI Kentaro  

Research Center 主任研究官 市村 靖光 

for Infrastructure Management , Senior Researcher ICHIMURA Yasumitsu  

Construction and Maintenance Systems Division 主任研究官 鈴木 宏幸 

 Senior Researcher SUZUKI Hiroyuki 

  

In order to ensure the quality of construction work, inspection for each process is currently being conducted. 

However, the contractor requires a lot of time and effort for the preparation work, and a long waiting time may occur. 

On the other hand, in recent years, it has become possible to acquire continuous measurement data using a new 

technology or to remotely monitor the construction status. By utilizing these new technologies, it is expected that the 

contractor's waiting time and inspection documents will be reduced. 
 
［研究目的及び経緯］ 

公共工事においては、会計法に基づき、契約の適正

な履行を確保するために必要な監督をしなければなら

ない。このため、工事の進捗状況に応じて発注者立ち

会いによる段階確認が行われている。段階確認におい

ては、工事受注者の準備作業に多くの時間と手間を要

する、発注者の立ち会いのために長時間の待機が発生

する場合がある等の課題もある。 

一方、近年は出来形や品質に関して、新技術等によ

るデジタルデータの取得や、取得したデジタルデータ

の遠隔監視も可能となってきており、これらを活用す

ることで発注者の立ち会いを省略できれば、工事受注

者の準備作業や待機時間、確認書類（写真等）の削減が

期待できる。本調査は、施工件数の多いコンクリート

構造物を対象に、従来の発注者立ち会いによる段階確

認に替わる新技術等について、計測精度等の性能確認、

現場実装プロセスの検証等を目的としている。 

 

［研究内容］ 

本年度は、民間から提案された新技術のうち、デジ

タルカメラ等で撮影した画像から配筋間隔を自動計測

する技術を対象に、これまでの新技術導入に必要な「基

準化」のプロセスとは異なる新たな現場実装方法の提

案、試行現場における検証等を行った。 

 

［研究成果］ 

１．新技術の現場実装の考え方の提案 

これまで新技術を現場実装するためには、特定の 1

社のみの実績ではなく、類似技術による多数の実績を

必要とすることが一般的であった。また、新技術を広

く普及させるためには、「基準化」が必要であり、国に

よる性能検証のための基準設定等に時間を要する等、

迅速な現場実装は困難な状況であった。 

このため、民間（新技術の開発者）の知見等を有効活

用することを考え、これまでの新技術導入に必要な「基

準化」のプロセスとは異なる新たな手順等を以下のよ

うに提案した（図-1 参照）。 

(1)国は、「データを活用して土木工事における品質管

理の高度化等を図る技術」（国交省が公募した建設

現場の施工の品質管理の高度化等を図るための革

図-1 新技術の現場実装の手順 

国による試行結果に基づく適用
性の検証（従来手法と同等の結
果が得られることの確認）

現場実装

短期間での
現場実装が
可能

概ね9ヶ
月程度
（今回の
実績）

民間（新技術の開発者）による実
現場における試行、データ収集

国と民間（新技術の開発者）との
技術対話による要求性能、精度
検証方法等の整理
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新的技術）のうち、現場実装の可能性が高い有望技

術の開発者（A 社）を選定し、技術対話、計測デー

タの確認等により、要求性能、精度検証手順等を整

理 

(2)A 社が現場試行によって自ら収集したデータ等によ

り、(1)で整理した精度検証手順に従い、新技術の

性能等を証明できる資料を作成 

(3)国は、A 社が作成した新技術の性能等を証明でき 

る資料に基づき、十分に客観的で、技術的に妥当で

あると判断した場合は現場実装を承認 

以上のプロセスで、新技術を短時間で現場実装するこ

とが可能であると考えている。また、このような取り

組みをオープンにすることにより、類似技術を保有し

ている他社の技術開発、活用促進を誘発する効果があ

ると考えられる。 

２．画像計測技術の精度検証手順の整理 

コンクリート構造物の鉄筋組み立て完了時の発注者

による段階確認では、鉄筋径、配筋間隔、重ね継手の長

さ、鉄筋かぶり等の確認が必要である。しかしながら、

現時点では、A社およびその他各社の技術についても、

鉄筋径、配筋間隔が自動計測対象で、その他の項目に

ついては、自動計測の対象となっていない。 

また、画像計測による鉄筋径の判定精度は 90%程度で

あり、現時点では技術的課題を残している（誤判定の

一つの要因は、方向によって径が異なる異形棒鋼の特

性によると考えられる）。鉄筋径の誤判定は、構造物の

安全性を考えると許容できないため、100%の正解率が

求められる。 

以上から、今回の画像計測による精度検証に際しては、

配筋間隔のみを対象とし、迅速な現場実装が可能とな

るように、また、今後、他社の技術を現場実装する際に

も適用できるように、以下の方針で行うこととした。 

(1)計測機器、計測原理等は各社のノウハウであるため、

計測機器の仕様等は規定せず、計測上の「要求精度」、

「要求精度を満足することを証明するデータ」のみ

を規定する。 

(2)画像計測に対する要求事項は、「従来方法と同等以

上の精度で配筋間隔を計測できる」こととし、具体

的には表-1 に示す配筋間隔の規格値（±φ、φ：

鉄筋径）を外れたデータを十分に検知できることと

した（規格値については、構造物の安全性、施工誤

差、計測精度等の条件から適切に決めるべきである

が、その決定には時間を要するため、今回は従来の

規格値を準用することとした）。 

(3)精度検証に必要なデータは、以下の条件を満たすこ

ととした。 

①適用を想定する工種（橋梁下部工、擁壁、ボックス

カルバート等）、部位（たて壁、底版等）、鉄筋径（D13

～D51）を考慮した計測データを取得していること 

②実現場等において、発注者の段階確認時に従来方法

と画像計測を併用し、両者のデータから統計的に精

度検証が十分だと判断できるデータを取得してい

ること 

３．画像計測技術の精度検証手順の適用 

上記に従った配筋間隔計測データの統計処理の一

例を図-2 に示す。配筋間隔の規格値は、±φ（鉄筋

径）であるため、異なる鉄筋径の計測結果を一律に評

価するため、 

計測誤差（%）＝（計測値－実測値）/鉄筋径 

で表している。規格値を外れたデータを十分に検知す

ることができる精度を有しているかどうかは、全デ

ータが±100%に入っていることが 低条件となる。A

社の技術については、全データが±20%以内に収まっ

ており、十分な計測精度を有していると判断した。こ

れらの結果に基づき、A 社と地方整備局とで協議を行

い、実現場での適用が実現した。 

［成果の活用］ 

本調査の成果は、「画像による配筋間隔計測に関する

試行要領案（仮称）」として取りまとめ、来年度以降、

本省から地方整備局等に通知し、A 社以外の技術も含

め、幅広く現場実装を図っていく予定である。 

また、今回は画像計測技術を一例とした検証手順を

整理したが、今後、新技術の分類分けや他分野での認

証方法も参考にしつつ、新技術の現場実装プロセスの

標準化について検討する予定である。 
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図-2 配筋間隔計測データの統計処理の一例 

表-1 配筋間隔の出来形管理基準及び規格値（一般構造物の場合） 

測定項目 規格値 測定基準

平均間隔d
±φ

（鉄筋径）

d=D/(n-1)
D:n本間の延長
n:10本程度とする

工事の規模に応じて、１リフト、１ロット当たりに対して
各面で一箇所以上測定する。

注1）重要構造物かつ主鉄筋について適用する。
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道路工事の品質確保の推進に資する積算体系に関する調査 
Research on estimation system that contributes to promotion of quality assurance of road 

construction. 

（研究期間 令和 2 年度～令和 3 年度） 

社会資本マネジメント研究センター 室 長 関 健太郎 

社会資本システム研究室 Head SEKI Kentaro 

Research Center 主任研究官 北見 裕二 

For Infrastructure Management, Senior Researcher KITAMI Yuji 

Construction and Maintenance Systems Division 研 究 官 杉山 泰啓 

 Researcher SUGIYAMA Yasuhiro 
 
  

To obtain insights that contribute to improving the estimation method for public works, we investigated the working 
conditions of construction works in foreign countries. In addition, we examined the improvement of the operation 
method of the system that supports the setting of the construction period for public works. 

 
［研究目的及び経緯］ 

我が国の公共調達システムは、社会的ニーズ、社会

的意識変化に伴い、修正に修正を重ねる歴史を歩んで

きた。指名競争を始め、競争を制限することでダンピ

ングの危険性の低減、下請業者に対するしわ寄せを制

限する役割があると学識経験者からの指摘もあった。

指名競争から一般競争への変更、談合の決別宣言等に

ともない、競争環境は大きく様変わりしたが、ダンピ

ング対策として低入札価格調査基準又は最低制限価格

が設定されていることもあり、公共工事の価格形成に

発注者の積算基準が及ぼす影響の大きさは変わってお

らず、下請業者を含む公共工事の品質確保の担い手で

ある技術者、技能労働者等の育成・確保にもとめられ

る労働条件等の改善に必要となる費用の確保は、ダン

ピング対策として低入札価格調査基準等の設定に委ね

られていると考えられる。 

発注者が設定する低入札価格調査基準等を、応札者

が正確に推算することが受注に繋がる現状がある。調

査基準価格を受注者が推算できることにより、調査基

準価格に近い金額で入札する競争参加者が多くなって

いる。そのため、わずかな積算の誤りでも、低入札で

はないのに低入札と扱われるケースやその逆のケース

を発生させている。発注者は積算基準に準じた正確な

積算が求められるため、積算に時間を要し行政コスト

を増加させている。背景には、我が国特有の予定価格

制度と、応札価格の価格決定構造において応札者の積

算基準類への依存が強く、応札者が発注者の積算基準

を推算し応札価格を決定する価格決定構造がある。 

本研究は、道路事業の品質確保のために必要な良好

な労働条件の確保に向けた、労働条件の改善に資する

積算体系等を明らかにすることを目的とする。また、

我が国特有の予定価格制度を前提とした競争環境にお

いて、応札価格を決定する応札者が、積算基準類に依

存している状況を考慮し研究を実施する。研究実施に

当たり、「積算方法等」の定義を発注者が実施する予

定価格を積算する過程に限定せず、応札者が応札金額

を見積りする過程、契約後、品質確保の担い手が中長

期的に育成・確保されるために必要な費用(労働条件

等の向上を含む)が担い手に支払われる過程も含めた

概念とする。 

［研究内容］ 

1. 海外の建設事業における労働条件、労働生産性の

高い応札者が受注できる制度の実態調査 

欧米の入札における競争環境（公共調達制度）につ

いて労働条件の視点からヒアリング・文献調査を実施

した。ヒアリング調査は国土条件が類似しているが、

1 人当たりの付加価値額（付加価値労働生産性）が我

が国の 2 倍近く高いスイスを対象に実施した。 

2. 設定工期の妥当性を確認するための工期設定支援

システムへの実工程データ入力方法の検討 

工期設定支援システムは、新土木積算システム工事

設計書の構成情報を取り込んでいることから、作成す

る工程情報は、新土木工事積算体系の工事工種体系に

基づいた構成となる。工事日報システムから工期設定

支援システムに実績工程として反映するための入力方

法について検討した（図-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 工事日報システムと工期設定支援システムの連携効果イメージ 
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［研究成果］ 

1. 海外の建設事業における労働条件、労働生産性の

高い応札者が受注できる制度の実態調査 

生産性について、ヨーロッパ生産性本部は、「生産

性とは、生産諸要素の有効利用の度合いである」との

代表的な定義を示している。一般的に生産性とは生産

されるものの有形無形に関わらず、生産を行うために

必要となる生産要素の投入量(input)とそれによって

算出される算出量(output)の相対的な割合として、式

(1)のように定義される。 

 
        算出量(output) 
生産量＝                                (1) 

生産要素の投入量(input) 
 

ここで、生産要素のうち単位時間あたりの労働生産

性に着目した場合、生産要素の投入量は労働者数×作

業時間（＝労働量）で表される。そのため、生産性向

上の評価には、作業時間の把握が不可欠である。 

欧米における公正な競争環境の醸成には、労働条件

の設定と労働条件の遵守の確認の 2 つの重要な要素が

あり、労働条件の設定の要である最低賃金の決定に

は、労使間で決定する方法と行政が決定する方法があ

ること、労働条件の遵守の確認には、監査組織が確認

する方法と発注者が確認する方法があることが分かっ

た。 

2. 設定工期の妥当性を確認するための工期設定支援

システムへの実工程データ入力方法の検討 

工事書類の削減との整合性を図る観点から、システ

ムへの入力内容の削減と把握したデータの有効活用を

図るため、既存の新土木積算システム、工事日報入力

システムとの連携を図れるシステムへと改良を実施し

た。 

工期設定支援システムは、発注者側の適切な工期設

定及び週休２日確保推進を目的として、官積工程の設

定に利用しているほか、発注者側だけでなく受注者側

の実施計画工程の作成における利用、また受発注者間

での工程情報を共有できるよう、工期設定支援システ

ムを国土交通省大臣官房技術調査課の「働き方改革・

建設現場の週休２日応援サイト」にてダウンロード可

能な形で一般公開している。 

発注者側における工期設定支援システムの利用は、

発注工事の工事計画段階において休日・準備期間・天

候等を考慮した適正な工期の設定及び確認に用いるこ

とを想定している。通常、工事にかかる費用の算出

は、工事目的物の設計図書から施工計画を作成し、標

準的な費用を積み上げることで工事全体の費用が算出

されることになる。国土交通省の土木工事において

は、土木工事標準積算基準書等を用いて工事目的物の

設計図書から工事全体の費用に該当する予定価格を算

出している。 

工期設定支援システムは、新土木工事積算システム

で作成した工事予定価格算出のための工事設計書の構

成情報を取り込み、構成情報から施工フロー作成と歩

掛及び施工パッケージの日あたり施工量の積み上げに

より官積工程を作成する機能を持たせている。 

工事日報入力システムは、受注者及び発表者が施工

現場の状況として「誰が、どの作業に、どれだけの時

間を掛けて作業しているのか」を把握することを目的

としたシステムである。 

工事日報データの利用方法として、入力されたデー

タを作業内容ごとに時系列で並べることで実績工程と

して扱うことができる。ある１つの発注工事を対象と

した場合、官積工程と実績工程の日数・期間の比較に

より、工期・工程に関して以下の効果が期待できる。 

・発注者が発注段階で適正な工期を確保できていたか 

・発注者が発注時点で週休２日の実施に必要な期間を

確保していたか 

・作業の偏り・しわ寄せの有無の把握 

さらに、工事日報入力システムで入力したデータを

工期設定支援システムに取り込む機能の追加により、

実施計画工程と実績工程の日数・期間の比較ができ、

工期・工程に関して以下の検証効果が期待できる。 

・受注者の作業開始・作業終了時期は適切だったか 

・受注者は週休２日を実施できていたか 

・作業の偏り、しわ寄せの有無の把握 

 

［成果の活用］ 

公共土木工事は、請負契約が中心であり、工事目的

物の施工方法については、発注者が指定する箇所以外

は任意施工として受注者の責において施工される。受

注者は工事施工前の段階で、自社の施工方法に沿い実

施計画工程を作成する。工期設定支援システムに実際

の施工状況を工事日報データより正確に入力できるよ

うになり、その入力情報は、実績工程となる。契約内容

に含まれるが受注者の責において新たに発生した作業

（いわゆる手戻り作業）、契約内容に含まれない作業に

ついても、その作業時間が把握できるようになった。

これらのことにより手戻り作業が物的労働生産性や工

事の品質確保に与える影響の検討、適切な変更が可能

となると思われる。 

さらに、道路事業の品質確保の推進のためには、応

札者が施工実態を踏まえ、技能労働者等の労働条件、

労働環境を向上させるために必要な費用を見込んだ金

額で応札し、競争の結果、工事の価格が決まることが

必要となる。労働時間・支払賃金の実態を受発注者の

双方で把握・確認することが重要である。その重要性

を受発注者双方に認識されるよう、工事日報入力シス

テム及び工期設定支援システムと連携を図り、試行工

事を実施し、その効果のエビデンスを積み重ねて行く

ことが必要であると考えられる。 
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