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「NILIM2020　国総研レポート 2020」とは

○ 「NILIM2020 国総研レポート 2020」とは 

 

国総研の研究活動の理念、2019 年に進めてきた研究活動や成果および今後

本格化しようとする取り組みを幅広く紹介する、研究活動のいわゆる「総合カタ

ログ」です。 

より詳細な内容についてお知りになりたい場合は、研究紹介の中で示しており

ます詳細情報等をご覧ください。 

※巻末にアンケートがございます。ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表紙写真 台風１５号・１９号等の被害と国総研の対応 

①被災状況調査 

（写真左上：横浜港金沢地区における護岸の倒壊） 

②現地調査 

（写真右上：国道 20 号法雲寺橋の橋梁被災） 

③現地調査 

（写真左下：鳴瀬川水系吉田川左岸の決壊箇所） 

④浸水被害状況 

（写真右下：千曲川流域下流処理区処理場） 

① ② 

③ ④ 
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所長メッセージ 
 

頭を柔らかく発想しましょう 

～社会・技術の変化をリードしていくために 

国土技術政策総合研究所長 伊藤 正秀(博士（工学）)    

 

１．はじめに 

NILIMレポートを手にとって下さった皆様、国総

研へのご理解・ご協力に感謝申し上げます。本書

が、少しでも参考となれば幸いです。 

冒頭ご挨拶として、近年のIoTやデータサイエン

スに代表される急速な技術進展、また、社会経済

活動の複雑化・高度化の状況下で、住宅・社会資

本分野の技術者・研究者の「心構え」として、私

が日常、最も留意している「頭を柔らかく発想」

するということについて述べたいと思います。 

 

２．あなたならどう発想しますか？ 

「頭を柔らかく発想」とはどういうことか。い

くつか具体例を挙げてみます。各タイトルについ

て、皆様ならどう考えるでしょうか。 

①維持管理におけるデジタルツインとは？ 

デジタルツインとはSoiety5.0の中核を成すも

ので、社会資本の維持管理は導入が期待される分

野として、しばしば取り上げられます。しかし、

「データに基づき異常を自動感知、仮想現場をつ

くり、維持管理を効率化・高度化」といった理想

像の謳い文句は目にするのですが、具体的な技術

内容についての議論は目にしません。 

データに基づいて異常を感知という行為は具体

的には、どういうことでしょうか。ざっくりと言

うと「適切な位置に所要の性能を有するセンサー

を設置、センサーが常時データを取得・送信、ク

ラウド上に記録・蓄積、AIで異常を抽出」という

ことになるでしょうか。しかし、センサーを取り

付けるべき位置、感度などのリクワイヤメントを

明らかしないといけません。AI解析するのなら、

異常挙動の教師データも必要でしょう。アセット

マネジメントに展開するならば、構造物の劣化曲

線や管理目標値の設定が必要となります。つまり、

構造物としての知見が不可欠なのです。 

また、IoTシステム自体の管理、異常検知の際の

初動などの業務手順、仮想現場に即した体制・人

員・スキルも考えていく必要があるでしょう。 

もちろん、システム自体の構築・検証とハード

や体制面の課題は並行して取り組むべきでしょ

う。しかし、IoT以外の知見が不可欠であること

は疑いの余地がありません。IoTをツールとして

どう活用するのか、実務を踏まえた視野の広さと

発想の柔軟性が、ユーザー側の技術者・研究者に

は特に求められると思います。 

②地球温暖化が構造物に及ぼす影響は？ 

地球温暖化が自然災害の頻発・被害の甚大化を

もたらすことは、広く認識されています。では、

災害以外への影響はないのでしょうか？酷暑が

現場の労働環境に及ぼす影響は認識されつつあ

ります。構造物への影響はどうでしょう？私の不

勉強かもしれませんが、このような指摘は聞いた

ことがありません。しかし、無関係でしょうか。 

例えば、積雪寒冷地における構造物の耐久性へ

の影響を考えてみます。北海道や本州の山岳地帯

など、従来、冬季は昼夜を通して氷点下であった

地域でも、0℃を挟んだ寒暖が増加し、凍結融解

リスクが高まる可能性はないのでしょうか。 

写真 

（写真ﾃﾞｰﾀの貼り付けは不

要） 
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写真 

（写真ﾃﾞｰﾀの貼り付けは不

要） 

 
 

地球温暖化、凍結融解作用といった、個々には

当たり前の知見を関連付けることで新たな物事

が見えてくると思います。 

③i-Constructionがもたらす効果とは？ 

i-Construction（以下、i-Con）の効果とは何で

しょうか？多くの方は、品質や作業効率性の向上、

労働力不足のカバーと答えるでしょう。しかし、

これらは施工者側に偏った視点、かつ狭い意味で

の建設現場のみを捉えた見方と感じます。 

前者については、施工管理の効率化・高度化が

発注者にもたらす効果、発注者の仕事の仕方・業

務体制のあり方、という議論も重要と考えます。 

後者については、部分的なi-Con技術であっても

先駆的に取組んでいる企業からは、入社間もない

若者が重機操作に従事する、以前は事務職員だっ

た女性がデータ作成を担う等、働き方の変化が報

告されています。これらは、若者の建設産業に対

するイメージの転換、女性や未経験者の活躍の場

の提供を意味するものと私は捉えています。また、

3Dデータの作り方、IT重機操作等のスキルを工業

高校や高専で身に付けられれば、若者の関心を引

き、即戦力となり得ます。教育用の施工シミュレ

ータ開発などは、既存技術を活用すれば難しくは

ないでしょう。i-Con時代に身に着けるべきスキ

ルを体系化し教育プログラム化することは、実務

教育の変革をもたらすと考えます。 

顕在化している事象を、想像力を膨らませて見

つめることで、様々な展開・可能性に気づくので

はないかと思います。 

 

３．「柔らかく発想」は危機感の裏返し 

上記事例は、私が日常業務において提起した発

想の一端です。議論のテーマは異なっていても共

通して根底にあるのが、「頭を柔らかく発想」す

るということです。実は、このことは、危機感の

裏返しでもあります。 

冒頭に記したように、私どもを取り巻く情勢は、

益々、複雑化・迅速化する一方で、成果や社会実

装が強く要請されるようになっています。勢い、

手っ取り早く、断片的で表面的にはわかりやすい

成果を追い求める傾向を目の当りにすることが

少なくありません。科学技術一般についても、表

面的で聞こえの良い行動傾向を感じ取っていま

す。もちろん、競争の世界として、素早く、上手

にPRするスキルは必要でしょう。他方、一部のデ

ータビジネス等では、水面下で一定程度熟度の高

い仕組みを作り、いつの間にか社会に普及・実装

していく、したたかな動きも現実のものです。 

このような情勢下で、住宅・社会資本分野の技

術者・研究者の存在価値とは何でしょうか？本分

野の特徴は、建物や構造物、川や海といった物理

的な存在があること、社会経済活動や国民生活が

これらの上でリアルに展開されていること、そし

て実装には政策展開や制度構築も必要なこと、と

私は考えます。 

これまで本分野に関わってきた技術者・研究者

には、これらの知見が備わっているはずです。的

確な技術力をベースに、物事の本質を見抜き、先

を読むこと。技術システム全体、政策や制度面も

含めた社会システム、地域や国土、社会生活との

関係といった常に高い視点で俯瞰すること。頭を

柔軟にして、このような発想・行動ができること。

これらが存在価値ではないでしょうか。 

 

４．おわりに 

若干、批判調の私見を記させて頂きました。し

かし、ここで記したことは、自組織を含めた関係

者・読者の皆様への期待でもあります。 

私どもの多くの仲間の方々が、確かな専門技術

力、知識と経験をベースに「頭を柔らかく発想」

していけば、変化の速い時代においても、様々な

新しい技術や要請に振り回されるのではなく、真

に社会に根差した、役に立つ技術開発をリードし

ていくことができるものと信じております。私自

身も、謙虚かつプライドを持ちつつ、頭を柔らか

く発想していきたいと改めて思う次第です。 
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巻頭クローズアップ

国総研の研究活動の最前線
～安全・安心で活力と魅力ある国土と社会の実現のために～

本誌では、国総研の研究活動の３つの重点分野ごとに、最新の研究活動を幅広く紹介

します。この中でも代表的な取り組みをクローズアップし巻頭で紹介します。 

２ 力強く持続的な経済成長を支える研究

研究動向・成果をP.87から紹介

研究動向・成果をP.46から紹介

 P.6 気候変動への適応に備えた河川技術 

 P.7 広域的な大規模土砂災害対策技術の開発に向けた取り組み 

 P.9 多様な点検・監視技術や補修補強技術の活用が可能な次世代の 

技術基準の開発 

 P.15 地震災害時における空港舗装の迅速な点検・復旧方法に関する研究 

 P.16 i-Constructionの深化による生産性の向上 

 P.8 ビッグデータを活用した道路交通マネジメント 

 P.10 新しい木質材料を活用した混構造建築物の設計・施工技術の開発

 P.14 欧米～アジアのコンテナ航路に大幅な遅れが発生 

 P.5 下水道における地球温暖化抑制対策に関する研究 

 P.11 ビッグデータを活用した建築物の省エネ性能の実態解明 

 P.12 郊外住宅市街地における生活環境及び移動環境の向上技術 

 P.13 沿岸域の環境価値の”見える化”-環境保全技術の管理に活用- 

１ 強靱な国土、安全・安心を支える研究

重点的に取り組む研究分野

３ 豊かな暮らしの礎となる地域づくりを

研究動向・成果をP.96から紹介

支える研究
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下水道における地球温暖化抑制対策に関する研究

下水道に流入する汚水の浄化には大きな電力を要し、また下水や汚泥の処理に伴
い温室効果ガスが排出されるため、その削減が急がれています。本研究は、省エ
ネ・創エネ性に優れた下水道技術の実証・普及や、温室効果の大きいN２O削減の
ための下水処理運転管理手法の開発を目的としています。

社会背景と課題

研究内容

☞関連記事はこちら

・下水処理／汚泥処理における省エネ・創エネ技術に関するB-DASHプロジェクト
の実証研究・ガイドラインの策定（P.96）

・下水道分野における地球温暖化対策の推進（P.134）

下水道研究部

下水道から排出される温室効果ガス排出量の削減目標達成
省エネ・創エネ技術の普及による下水道施設のエネルギー拠点化の実現

省エネ・創エネ性に優れた下水処理・汚泥処理技術の実証（B-DASH）

下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジ
ェクト）として、省エネ・創エネ性に優れた
下水処理・汚泥処理技術について、実規模レ
ベルの施設を設置・運転して、その性能を確
認し、コストや省エネ・創エネ性等の評価結
果、適用条件、導入効果の検討手法、計画・
設計手法、維持管理手法等を明らかにした技
術導入ガイドラインを策定。

N2O排出削減を考慮した下水処理の運転管理技術の開発

硝化・脱窒反応過程におけるN2O発生

下水処理におけるN2O発生メカニズムを解明し、
N2O排出削減を考慮した下水処理の運転管理技術を
開発するため、実下水を用いたラボスケールの水処
理実験装置を用いて、異なる条件におけるN2O発生
量の調査を実施。
また、温室効果ガスインベントリにおける下水処理
のN2O排出係数への反映を目的として、実下水処理
場におけるN2O排出量の実態を調査。

N2Oは下水処理において硝化・脱窒が進行する過程で、副生
成物もしくは中間生成物として発生し、CO2の約300倍の
温室効果を有している。

•下水道における地球温暖化対策としては、温室効果ガス排出抑制対策（＝緩和策）及び地球温暖化に伴う
集中豪雨や渇水被害の増加への対策（＝適応策）があり、下水道研究部ではそれぞれの研究を行っている。

•下水道における温室効果ガス排出量の約６０％が電力消費由来であり、下水道における緩和策としては、
省エネルギー対策、下水道の資源・エネルギーを活用した再生可能エネルギーの導入が求められている。

•また、大きな温室効果を有するN2Oについて、下水道における温室効果ガス排出量の約１０％が下水処理
由来、約２０％が汚泥焼却由来となっており、その削減も求められている。

下水や汚泥には多くの有機物が含まれており、乾燥・
炭化汚泥や、処理の過程で発生するバイオガス、焼却
廃熱などを、エネルギー源として活用することが可能

高効率消化システムによる地産地消エネル
ギー活用技術の実証施設（佐賀県唐津市）
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気候変動への適応に備えた河川技術

近年の多発する甚大な水害の状況とともに気候変動による豪雨変化を踏まえた上
で、河川整備等による防災と水害発生後の減災を進めるために、将来の降雨、洪
水特性の試算や、水防活動・避難誘導に役立つ水害リスク情報を提供するための
研究を進めています。

社会背景と課題

研究内容

☞関連記事はこちら

・気候変動による河川計画対象降雨量の変化（P.51）
・中小河川の水害リスク情報空白域の解消に向けて（P.55）

河川研究部

気候変動に備える治水施設整備とともに
危機管理対応に必要な水害リスク情報作成を支援

河川計画の対象降雨の将来変化

近年頻発する河川の氾濫を引き起こしている豪雨は、気候
変動の影響により大規模化しつつあると指摘されている。大
規模洪水におけるこうした変化に対応するため、河川整備の
目標とする降雨外力に気候変動による将来変化を定量的に反
映し、気候変動に適応した河川整備を計画的かつ速やかに実
施していくことが必要。そこで河川研究部水循環研究室では
、最新の気候モデルによる気候予測データを用いて、河川計
画対象降雨量の将来変化について分析を行っている。

右図は、全国を15地域に分割し、地域ごとに、計画規模
相当の降雨量の過去と将来の比（降雨量変化倍率）を算出し
た一例である。このような降雨外力の将来変化を考慮し、今
後全国で、気候変動に適応した河川計画の立案が進むことが
期待される。

中小河川の限られた利用可能データに基づく水害リスク情報作成支援

LPデータに基づく簡易的な浸水想定図試作例

気候変動下の洪水対策では、治水施設整備とともに、
洪水氾濫時の被害防止・軽減対策の推進が一層重要とな
っている。

洪水氾濫時の被害防止・軽減には危機管理対応が重要
であるが、これには、浸水想定図等の水害リスク情報が
必要。しかし、全国の膨大な延長の中小河川では、予算
・人員の制約の中で浸水想定図の作成に必要な河川縦横
断測量データ等が不足する中で、いかにして水害リスク
情報空白域を解消するかが課題となっている。

河川研究部水害研究室では同空白域の解消に向け航空
レーザ測量（LP)データに基づく簡易的な浸水想定図作
成手法を開発し社会実装に向けた研究を進めている。

•2019年度の台風19号を含め、近年、豪雨の頻発により人的被害を伴う水害被害が多発している。
•さらに、気候変動による影響を含めた風雨等への防災・減災も考えていく必要がある。
•そのため、将来の降雨や洪水特性を踏まえた河川整備を進めることとともに、自治体・住民が水害
備えた適切な対応を行えるような水害リスク情報提供が重要。

4℃上昇時の100年確率降雨量変化倍率
（雨域面積1,600km2、降雨継続時間24時間）
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広域的な大規模土砂災害対策技術の開発に向けた取り組み

社会背景と課題

研究内容

土砂災害研究部

大規模な土砂災害が発生しても速やかな住民の避難誘導と行政による
現地の状況把握ができる社会の実現

画像解析技術を活用した大規模土砂移動の検知技術

大規模土砂移動発生時の地盤振動に着目した土砂移動検知技術

2011年の紀伊半島大水害では、深層崩壊や表層崩壊・土石流などの大規模な土
砂崩壊・移動が発生し、大きな被害が出ました。土砂災害研究部では、大規模土
砂災害対策技術センター(和歌山県東牟婁郡那智勝浦町)と協力して、土砂災害のメ
カニズムやその対策について研究を進めています。

 2011年に熊野川流域・日置川流域などで多数の深層崩壊が発生。また、那智川流域では表層崩壊・

土石流により大きな被害が出た。

 大規模な土砂崩壊・移動現象が発生した場合には、即時に検知し、避難等の緊急対応を図る必要がある。

全国の直轄事務所で山間部

を含め多数の監視カメラが設

置されている。24時間確実に

見落としなく監視するために

は自動検知技術が基本となる。

肉眼で困難な夜間監視技術も

改善が必要である。

そこで、動画から自動で土

砂移動を検知する技術、夜間

でも画像を鮮明にする技術を

開発する。これらにより、監

視体制を強化し省力化を支援

する。

土石流による
輝度の変化

金山沢での動画から算出した
輝度の時間変化

鮮明化の実施

赤谷地区での崩壊斜面の鮮明化試験

深層崩壊などの大規模土砂移動時

には、流動・衝突に際して、それぞ

れ地盤にその振動が伝わる。この振

動を地震計で計測することで深層崩

壊の発生有無や崩壊位置・崩壊土砂

量を迅速に推定できる。

土砂移動による振動検知において

は、周波数の違いに着目して、地震

や周辺環境からのノイズをフィル

ターで取り除く。ここを改善し、土

砂移動検知技術の高精度化を図る。

コンクリートブロックの壁

振動センサー

崩壊土砂の振動計測実験の状況

水路直角方向 鉛直方向

振
幅
(
c
m
/
s
2
)

時間(s)

0

-
1

3

2

1

0 1
-
3 32 4

土砂
流下時

壁衝突
時

-
2

土砂衝突時に発生する地盤振動

☞関連記事はこちら

・H24国土交通白書-第Ⅱ部第6章(P.212) コラム「大規模崩壊監視警戒システム」
・大規模土砂災害対策技術センター https://www.kkr.mlit.go.jp/kiisankei/center/index.htmlhttps://www.kkr.mlit.go.jp/kiisankei/center/index.html
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ビッグデータを活用した道路交通マネジメント

道路ネットワークを最大限に活用しつつ、安全で円滑、快適な道路交通を実現する
ため、ETC2.0プローブ情報（※）を始めとする種々のビッグデータを活用して道路
交通をモニタリングし、また道路交通改善策を導出する研究に取り組んでいます。

※ ITSスポット等の路側機を通じて得る、ETC2.0対応車載器等を搭載した車両の位置や時刻などの情報

社会背景と課題

研究内容

☞関連記事はこちら

・AIを活用した画像認識型交通量観測の導入（P.135）
・交通安全対策へのETC2.0プローブ情報の効果的な活用方法の提案（P.61）

道路交通研究部

道路が備える機能の最大限の発揮と道路ネットワークの安定的な活用
により、国民生活の豊かさや質の向上に貢献

道路交通のモニタリングと改善策導出に向けた研究

ETC2.0プローブ情報等プローブデータのほか、動画映像等から、各種データ（具体的には、
起終点（OD）データ、走行履歴データ、挙動履歴データ、速度データ、交通量データ、危険事
象内容等）を抽出し、これら基礎データと既存データを融合、分析して、OD交通量、自動車利
用経路、ボトルネック箇所、危険事象発生箇所・地区、個別箇所における危険事象内容等をモニ
タリングする手法を確立する。また、このモニタリング結果に対して、道路交通改善策を導出す
る方法をまとめる。

前述のモニタリング手法は、道路交通改善策適用後の効果の分析での利用も目指す。

効率的・効果的なデータ収集、ETC2.0プローブ情報の利活用に向けた研究

ETC2.0可搬型路側機の設置例

道路が備える機能の最大限の発揮に向けて、次の研究も実
施する。
○可搬型路側機を用いた、効率的・効果的なデータ収集

イベント開催時や観光地での交通混雑、道路交通安全な
どの、地域に密接に関係する課題を対象に、効率的・効果
的なデータ収集を目指して、ETC2.0可搬型路側機を設置
すべき地点等を検討し、調査・分析方法を確立する。

○ETC2.0プローブ情報のさらなる利活用
ETC2.0プローブ情報と民間が保有するデータの統合利

用により、駐車場を探索する「うろつき車両」の削減を図
るサービス等について検討する。

ETC2.0可搬型路側機は、既存の路側機と比較して小型・
軽量で、既存の支柱等に簡単に設置できる路側機。既存の
路側機と同様のデータを収集することができる。

 人口の減少、超高齢社会の到来、地域経済の再生の必要などの社会環境のもとにおいても、道路は、
引き続き、国土の骨格をなす重要な社会基盤として、国民生活の豊かさや質の向上に向けた役割を果
たすべき。

 このためには、技術革新が急速に進展するICT（ビッグデータ、AIなど）を活用し、道路交通状況の把
握とその改善策を導くことを通じて、道路が備える機能の最大限の発揮を図っていくことが必要。
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老朽化や激甚化する災害に対して、道路構造物の安全への信頼性を高めつつ、か
つ、効率的に維持管理が行えるよう、点検・監視や補修補強の技術基準の策定を
目指しています。

社会背景と課題

研究内容

道路構造物研究部

道路橋の維持管理の質の向上と負担軽減を両立する

既存構造物の性能評価（健全性の診断）手法の整備

■次世代の定期点検に向けて
多様なセンシング技術、非破壊検査技術、定期的な部材の交換なども組み合わせ、橋毎の特徴に応じ

て点検方法をカスタマイズできるような、次世代の定期点検要領のコンセプトを研究している。また、
そのためには外力、応答、強度のそれぞれをできるだけ定量的に評価できる技術の活用が期待されるこ
とから、非破壊検査技術やモニタリング技術の性能評価法の体系化に関わる研究を進めている。
■合理的な補修補強に向けて

橋の安全性や性能に対し、きめ細やかな設計が可能な設計法である部分係数設計法や限界状態設計法
のメリットを活かし、各橋の置かれている条件に応じた多様な材料・工法を活用した合理的な補修補強
が進められるよう、補修補強に関する技術基準の策定に向けた研究をしている。たとえば、評価期間を
変えた場合の荷重組み合わせや既設部材や補修補強部材の部分係数の設定方法、並びに、新しい補修補
強材料・工法の性能評価法の体系化に関わる研究を進めている。

国内外との共同研究の体制

全国の道路橋等について、老朽化による変状が顕在化して
きたことを受け、平成26年に5年に一度の全部材近接目視
による定期点検が法定化された。今後も定期点検を重ねてい
く一方で、更なる老朽化や災害の激甚化が進む中、定期点検
の質の向上とともに継続かつ適時の安全管理を手間・コスト
をかけずできるようにすることが求められている。

また、点検をするだけでなく、合理化かつ確実な長寿命化
が図られるようにすることが求められている。

多様な点検・監視技術や補修補強技術の活用が可能な
次世代の技術基準の開発

土木研究所

建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会

大阪大学

国総研

定期点検の質の向上が必要な事例
（吊橋は、近接目視だけでは、被覆の

下のケーブルの状態の把握が難しい）

構造物
の

使用目的

みなし適合仕様

機能的要求

具体の要求性能水準

検証方法 変状の有無・内容

安全余裕の程度

供用条件の評価

供用の可否

整合

技術基準の
性能規定化体系

（新設設計＋補修補強）

Ⅰ
余裕は十分

Ⅱ

Ⅲ 余裕は残存

Ⅳ 余裕はない

定期点検

整合

新設設計の技術基準の性能規定化体系で、補修補強、定期点検までを一体で体系化

京都大学

茨城県京都府

成果の普及・実装を確実・迅速なものとするために、道路構造物の整備・管理の一翼を担う建設コンサ
ルタンツ協会を含めた国内他機関と共同で研究を進めている。また、センシング技術や補修補強工法等の
性能評価法については、国際的にも認知されるよう、海外の機関とも連携して研究を進めている。

アメリカベトナム

本四高速

ASEAN
（東南アジア諸国連合）

PIARC
（世界道路協会）

（健全性の診断）（供用可否の判断）
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新しい木質材料を活用した混構造建築物の設計・施工技術の開発

木材の利用推進、材料の特性をいかした可変性の拡大、施工期間の短縮、木材の
意匠性を有効利用するニーズへの対応などのため、CLT(Cross Laminated Timber)

等の木質系大型パネルを用いた木造と他構造種別、木質系他構法(集成材構造等)の
混構造建築物の設計・施工技術の整備に資する技術開発を行っています。

社会背景と課題

研究内容

☞関連記事はこちら

・新しい木質材料を活用した混構造建築物の設計・施工技術の開発 （P.88）
*総プロ：総合技術開発プロジェクトは、建設技術に関する重要な研究課題のうち、特に緊急性が高く、対象分野の広い課題を
取り上げ、行政部局が計画推進の主体となり、産学官の連携により、総合的、組織的に研究を実施する制度である。

建築研究部

適材・適所の自由度の高い設計・施工等による
木材の新たな需要拡大・利用促進

プロトタイプの実現に必要となる構造・防耐火・耐久性能に関する検討

想定される混構造の主な
バリエーション（プロト
タイプ）を実現するため
に必要とされる構造性能
・防耐火性能・耐久性能
における主要な技術開発
項目を検討。

○各タイプの主な課題

タイプⅠ:上階延焼の制御
のための検討

タイプⅡ:混構造の特性調
査

タイプⅢ:異なる種類の木
質材料を併用
した場合

• 「まち・ひと・しごと創生基本方針」（平成27年6月閣議決定）において「建築物の木造化・木質化
を推進するため、CLT等の開発・普及、公共建築物の木造化等の促進を一層強化する」とされた。

• 中高層建築物へのCLT等の木材利用の拡大が求められており、RC造などの耐火部材との組合せ（＝木
質混構造）が有効と考えられるが、これまでに建設実績や技術資料がほとんどない。

• 木質混構造の普及には、構造設計および耐火設計法の整備と、誰もが使える接合部などの標準仕様の
整備が必要。耐久性確保の観点からも、標準的な設計・施工方法の提示が必要。

RC造骨組＋CLT袖壁の
部分架構実験

木質区画の燃焼
複層火災における
延焼危険性の検討

通気構法の外壁への
送風散水試験
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ビッグデータを活用した建築物の省エネ性能の実態解明

省エネ基準への適合性判定Webプログラムを活用して、建築物の省エネ性能に関するビッ
グデータをクラウド上で収集、分析を行い、その実態を明らかにしました。これにより、
従来の調査法では不明瞭であった設計仕様と省エネ性能の関係等の解析が可能となり、省
エネ施策立案時に役立つデータ提供の効率化が実現することとなります。

社会背景と課題

研究内容

☞ 関連記事はこちら
・建築物のエネルギー消費性能の向上を目指したファサード設計法に関する研究 （P.101）

住宅研究部

行政負担を減らしつつ、タイムリーに的確な情報を提供することで
実態を踏まえた建築物の省エネルギー施策の立案を支援

ビッグデータに基づく省エネ性能評価結果の分析

• 地球温暖化対策として、パリ協定を踏まえた建築物の省エネ化の推進は喫緊の課題である。これを無
理なく実現するためには、省エネ性能の実態を把握して、的確な施策を講じることが重要である。

• これまでは、省エネ基準の評価結果を所管行政庁等が手作業で集計し国土交通省に報告していたが、
平成30年度より省エネ基準への適合性判定Webプログラムの入力データを活用した方法（所管行政庁
等が国土交通省に申請物件のID番号を報告し、このID番号を使用して国土交通省がWeb上から入力デ
ータと評価結果をダウンロード）に移行した。

• 収集したビッグデータを国土交通省としてどのような切り口で分析するかが課題となっている。

省エネ地域区分6地域（関東を含む温暖地）の
省エネ性能（BEIm）の評価結果の分布

平成30年度に省エネ基準で申請された約1万6
千件のWebプログラム入力データを分析した。省
エネ地域区分6地域（関東を含む温暖地）におけ
る、モデル建物法で申請された建築物（7,799件
）の省エネ性能の分布を示す。グラフ横軸は省エ
ネ性能を示すBEImであり、BEImが1.0以下で基
準適合となる。

建物全体のBEImの平均は0.76であり、比較的
余裕をもって基準適合していることが分かる。照
明のBEImの平均は0.60で、これが建物全体の
BEIを押し下げており、換気・給湯のBEmは建物
によってばらつきが大きいことが分かる。

床面積あたりの空調熱源機器の容量[W/m2]と
空調設備の省エネ性能 BEIm/ACの関係

設備の設計仕様と省エネ性能の関係に関する実
態を詳細に分析した。一例として、床面積あたり
の空調熱源機器（冷房熱源）の容量[W/m2]と、空
調設備の省エネ性能（BEIｍ/AC）の関係を示す。

空調設備の省エネ性能を表すBEIｍ/ACが小さい
省エネ建築物は、熱源機器の容量が小さいことが
分かる。適切なサイズ（容量）の熱源機器を選定
することが省エネに繋がり、省エネ性能の評価に
反映されることが分かる。

詳細分析の事例（空調設備の設計に関する実態分析）

冷熱源容量 [W/m2]

B
E

Im
/
A

C
 [

-
]
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郊外住宅市街地における生活環境及び移動環境の向上技術

少子高齢化の進展、ライフスタイルの変化等の社会状況が大きく変化する中で、郊外

住宅市街地内の生活支援施設の種類や配置といった生活環境の向上や、新たなモビリ

ティをはじめとする移動環境の向上を目的とした研究を行っています。

社会背景と課題

研究内容

都市研究部

郊外の拠点となる住宅市街地の衰退を回避し、人口減少下でも持続可
能な集約型都市構造の実現に寄与する

郊外住宅市街地における生活環境の向上技術

郊外住宅市街地における移動環境の向上技術

 高度経済成長期以降、都市の郊外には大量の住宅団地が計画開発され、郊外住宅市街地を形成している。

 郊外住宅市街地は、経年に伴う住宅・住宅地の老朽化、純化された土地利用と生活ニーズの乖離、空

き家の増加、公共交通機関の衰退等のオールドタウン化が顕在化している。

 一方で、計画開発による高い公共施設整備率や豊かな緑環境などを有しており、将来に向けて維持・

継承すべき都市の貴重な社会的資産であると言える。

生活支援施設に関する居住者へのインタビューやアンケート調査等を実施し、生活支援施設の

利用実態や満足度（施設の種類別の利用頻度や利用交通手段、立地満足度、施設・サービス満足

度等）、ニーズ等を把握した。

自治会館駐車場での移動販売 空き店舗前でのこどもマルシェ 自治会館内の子育て支援ルーム

国内外の先行事例等を調

査し、パーソナルモビリ

ティ等の新たなモビリティ

の特徴を整理した。

郊外市街地の居住者を対

象に移動に関するアンケー

トを実施し、その結果を基

に新たなモビリティを活用

した交通ネットワークパ

ターンを検討した。 新たなモビリティの活用 交通ネットワークパターンの検討

桂地区
寺岡地区 高森地区 シャトルバス

ミニバスの中心地・泉中央駅間を走行する

ミニバス
紫山地区・寺岡地区間を八の字で循環走行する

紫山地区

泉中央駅

プレミアム・アウトレット

泉パークタウンタピオ
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沿岸域の環境価値の”見える化”-環境保全技術の管理に活用-

沿岸域の環境価値を誰でも理解しやすく“見える化”することによって、沿岸域
の利用・活用について、多様な関係者間で議論することを支援します。
また、環境価値を高めるための効率的・効果的な管理に利用できます。

社会背景と課題

研究内容

沿岸海洋・防災研究部

人々が楽しめ、親しめ、多様な生物が生息する沿岸域を創出する

環境価値の定量化

環境価値の統合的評価 －様々な環境価値を比較する－

評価例：東京湾の４つの干潟の環境価値

•世界的に生態系サービス（環境価値）の評価の重要性が指摘されているものの、一般的に環境価値を定量
的に評価することは難しく、環境価値は過小評価されがちである。

•従来の評価方法では水質改善効果や生物量などの定量化し易い生物・化学的な機能面に重きが置かれてお
り、人の利用に関連する文化的サービスを加味した幅広い環境価値の評価が望まれている。

•環境保全技術（造成干潟や生物共生型港湾構造物等）は、社会ニーズを反映した多様な環境価値の面から
適切な評価をする必要がある。

沿岸域の環境価値
Step１ データ収集による環境価値の得点化

・同一水域（例えば、湾など）で基準値（100
点）を設定

・基準値との比較によって得点化
・得点に自然環境・社会環境を反映

Step２ アンケートによる経済評価
・市場価格法などで求めることができる環境価値

の経済価値を算出（基準とする環境価値の設定）
・アンケートを用いて、基準とする環境価値との

相対比較により環境価値間の重みを算出
・各環境価値の経済価値を算出

環境価値 価値の内容

①食料供給 水産物を食料として供給する価値

②海岸防護 海岸線を防護する価値

③水質浄化 生物による有機物の分解機能の価値

④温暖化抑制 生物および底質への炭素固定機能の価値
⑤観光・レクリエー
ション 潮干狩り等のレジャーにより得られる価値

⑥教育 環境教育により得られる価値

⑦研究 研究活動により得られる価値

⑧昔からの特別な場 祭事や神事を行うことにより得られる価値

⑨日々の憩いの場 散歩や休憩することで得られる価値

⑩種の保全 多様な種が存在することの価値

図の見方
角度：Step2で求めた人々が考える環境価値の重み
半径：Step１で求めた環境価値の得点
面積：各環境価値の経済価値の大きさ

ポイント
1. 比較の難しい様々な環境価値の大きさを比較でき

る→環境価値の見える化
2. 各干潟の特徴を環境価値の面から比較できる
3. 観光・レク、憩い、環境教育などの利用は、食料

供給や水質浄化などの生物・化学的機能と同じく
らいの価値がある

4. 環境価値の面から課題を抽出することができ、環
境価値を高めるための効率的・効果的な対策を検
討できる

☞関連記事はこちら
・国総研資料 No.1077 干潟の環境価値の得点化とその活用（2019年7月）

研究内容
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欧米～アジアのコンテナ航路に大幅な遅れが発生

高頻度で安定した海上コンテナ輸送が高効率なグローバル・サプライチェーンを
支えてきましたが、近年、コンテナ船の遅れが顕著になってきており、その実態
把握と、遅延を生じさせる要因の分析を行っています。

社会背景と課題

研究内容

☞関連記事はこちら

・既存の港湾施設を活用し地域経済を活性化する（P.40）
・船のビッグデータを活用した政策支援（P.143）
・国土技術政策総合研究所資料 No.1097

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1097.htm

港湾研究部

コンテナターミナルにおける遅延発生が減少すると共に、
遅延発生状況を踏まえた航路サービスの選定を可能とする

遅延発生状況の把握と要因の分析

我が国の荷主の利用が想定される欧米～アジアのコンテナ航路サービスについて、各港湾の到
着・出発予定日時と実際の記録日時を比較して、遅延状況を把握した。その結果、到着予定日時
から24時間以内の到着の割合を示す定時到着率は、全体で7割弱であり、特に北米輸入港湾では
6割未満であった。遅延日数の約8割は中国及び欧米における特定の港湾・ターミナルにて発生し
ていた。中国の港湾では、天候不順やターミナル混雑等を起因とした着岸前の遅延が中心であっ
たのに対し、欧米では、荷役時間の長期化等による着岸中の遅延も多く見られた。

AISデータを用いた沖待ち状況の把握ツールの開発

沖待ち中のコンテナ船（ギリシャ・ピレウス港）

ターミナル混雑等が原因で、船舶が入港を待
つ場合、当該港湾の沖合にて停泊する。そのた
め、一定規模以上の船舶に搭載が義務付けられ
ているAIS（自動船舶識別装置：船舶の位置・方
位等を自動発信する装置）のデータを用いて、
港湾沖合における沖待ちの状況（位置や待ち時
間）を把握するツールを開発中である。

• 高効率なサプライチェーンは、在庫が少ないがゆえに、輸送の停滞に対して脆弱性がある

• コンテナ船の急激な大型化と期を一にしてアライアンスが再編され、欧米～アジアの基幹コンテナ航路
では大幅な遅れが発生

• 荷主は、航路サービスの選択にあたって、各サービスの詳細な遅延状況の把握は難しい

ロッテルダム港・ETCデルタターミナル
での予定着岸日数と実着岸日数の差欧州～アジア航路における遅延発生状況
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地震災害時における空港舗装の迅速な点検・復旧方法に
関する研究

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

社会背景と課題

研究内容

空港研究部

空港が速やかに緊急輸送の拠点として機能することを可能とする

点検方法と判定基準

既往の被害事例の分析を行い、目視による一次判定基準を策定する。また、一次判定において
舗装支持力の不足が懸念される場合の詳細点検方法として、調達可能と考えられる機材を用いた
具体的な点検方法と二次判定基準を策定する。

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

機応変な復旧方法の判断ができない恐れがある。

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

選択するための点検復旧マニュアルを作成する。

誘導路
ショルダー

誘導路
本体

沈下

誘導路の被害事例（液状化によるアスファルト舗装の局所沈下）

復旧方法の選択基準や復旧の留意点

調達可能な舗設機械が限定されることを想定した空港舗装の復旧方法選択基準や復旧の留意点

（液状化により沈下したコンクリート舗装をアスファルト混合物でオーバーレイし平坦性を復旧

するための留意点等）を点検復旧マニュアルに掲載する。

アスファルト混合物によるコンクリート舗装の早期復旧イメージ

コンクリート版

地震前高さ

空洞

コンクリート版 アスファルト舗装

誘導路
ショルダー

誘導路
本体
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i-Construc�onの深化による生産性の向上

社会背景と課題

研究内容

社会資本マネジメント研究センター

革新的技術による新たな監督・検査方法

全ての建設生産プロセスにおける3次元モデルの流通・活用等により、i-

Constructionを深化させ、業務や建設現場での生産性を飛躍的に向上させること

を目的とした研究を行っています。

 少子高齢化に伴い建設産業の担い手が減少しており、建設現場の生産性を向上させることが必要である。

 国土交通省では、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までの建設生産プロセス全体で

ICT等を活用する「i-Construction」を推進し、建設現場の生産性を2025年度までに2割向上させ

ることを目指している。

建設生産性の向上と魅力ある建設現場を実現する

監督・検査において、従来の立会による現場確

認に替わって、革新的技術を活用した状況確認

（計測データや映像等を活用した遠隔監視等）へ

の転換を図ることを目的に、具体的なデータ取得、

解析方法等を研究している。

施工の自動化に向けて、工事現場から収集する

データを、AIの学習用データとして活用可能にす

る研究をしている。そのために、地形状態や作業

状態表現のモデルを標準化する検討を行っている。

☞関連記事はこちら

・シンガポールにおける新技術導入を促進する制度に関する調査（P.132）

・ICT活用工事の対象工種・適用技術等に関する研究（P.93）

施工の自動化

作業状態を表現する標準モデル（イメージ）
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社会の要請に応える研究成果を 

生み続けるために 
 

研究総務官 天野 邦彦 

（キーワード）  国総研の使命、社会の要請、指標、認識 

 

１．はじめに 

国土技術政策総合研究所（以下、国総研）の「研

究方針（平成29年11月改訂）」に示されている通り、

国総研の使命は、「住宅・社会資本分野における唯

一の国の研究機関として、技術を原動力に、現在そ

して将来にわたって安全・安心で活力と魅力ある国

土と社会の実現を目指す。」ことである。 

国総研は、この使命を達成するための研究を実施

しており、住宅・社会資本による社会へのサービス

提供の維持や一層の向上を追求している。本稿では、

国総研が、住宅・社会資本による社会へのサービス

をどのように捉えて、サービス維持・向上につなが

る研究成果をあげようとしているのかについてまず

整理する。その上で、国総研における研究遂行にお

いて必要な事項について考えてみたい。 

 

２．指標を介して認識する社会の要請 

 住宅・社会資本による社会へのサービスの例とし

て道路交通を挙げる。道路交通への社会の要請は、

人や物の円滑な移動を満たすことであろう。人や物

の移動を具現化した交通量（需要）が、供給されて

いる道路の交通容量を上回れば、渋滞という問題が

生じる。このような問題の発生を避けるために、種々

の施策等により道路ネットワーク全体の需給両面を

調整して、合理的に供給が需要を満たすことができ

れば、サービスの提供が適切に行われており、社会

の要請にも応えていると考えられる。 

国総研では、上記のように、指標化可能な需要（ニ

ーズ）として社会の要請を認識し、さらに、この需

要に応えるための技術や施策等（サービスの供給）

を、需要と対比可能な指標で評価する。その上で、

これら需給両面の指標を用いて、技術政策的な対応

方針の検討と、その方針の遂行に必要となる技術開

発を、種々の研究を組み合わせることで行っている。 

上記の例の様に、交通量という指標の導入によっ

て、需要を定量的に認識することが可能となる。ま

た、需要に応えるサービスの供給を、交通容量とい

う指標で評価し、定量的に需要と比較することで、

現状におけるサービス提供の水準が明確にできる。

その上で、供給に必要な費用を別途求めれば、サー

ビスの提供行為である事業の経済的合理性を示すこ

とも可能となり、どれほどのサービス水準を提供す

ることが妥当かを決める社会的合意にもつながる。 

住宅・社会資本による社会へのサービス提供とい

う目的は巨大なため、その達成に向けては、これを

頂点として、サービス分野毎に、目的とそれを達成

するための手段を一つの層とし、ある階層の手段の

達成が一つ下の階層の目的となるような構造を形成

して対処する必要がある。通常、国総研の個々の研

究課題は、上記構造中の一つの階層で指標を設けて、

これらを、理論解析、統計、数値実験、物理実験等

により得られたモデルで評価しており、この深化が

研究目的である。ただし、多くのモデルは、継続的

に検討されて研究が進むほど、より詳細なモデル開

発や改良に力点が置かれる傾向があり、個々の研究

課題が直接取り扱っている指標やモデルに集中しす

ぎると、研究の立ち位置を見失う可能性がある。 

社会の要請に応える研究を行うには、個別課題に

おける研究の深化を推進すると共に、上記の階層構

造における当該課題の位置づけにも十分留意する必

要がある。また、社会の要請を指標やモデルで認識

するのは有効だが、これらはバイアスを内在しうる

ため、指標やモデルが実態であるかのごとく誤解し

ていないか、常に自問し続ける必要がある。 

(博士(工学)) 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 
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写真 

（写真ﾃﾞｰ
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３．社会の要請の変容への対応 

 特に厳しい状況にある、過疎地域における住宅・

社会資本によるサービス水準の維持など、悪化する

経済状況のなかでの対応が容易ではない新たな課題

（要請）が生じている。従来とは異なり、縮退を余

儀なくされるような状況下では、コンパクト＋ネッ

トワークのような新たな対応が必要になっている。

このような課題に対しては、サービス供給側におけ

る制約から、社会構造に変化を要請していくという、

これまでとは逆向きの検討も必要になる。 

さらに、国総研における知見の蓄積がまだ十分進

んでいないが、対応が急がれるICTやAIに代表される

新技術の利活用については、社会の要請を先取りし

て需要と供給両面から検討する必要がある。社会資

本分野においても、ICT利用により、個人レベルにま

で特化したサービスが求められる時代が予見されて

いる。社会資本分野において、個人レベルでのリア

ルタイムのサービス提供が社会からの要請となれば、

これまでとは異なる指標で需要を認識する必要が出

てくるし、新たな対応が求められる。どのような形

になるにせよ、大量のデータを取得し、データ駆動

型のサービスを確立する必要に迫られるだろう。

Society5.0時代における新しいサービスにおいて、

公共部門がとるべき立場、役割を明確にした上で、

対応するための準備が、多くの分野で必要である。 

 

４．不確実性への対応 

国総研における多くの研究対象は、不確実性を有

している。下記の概念図の赤実線は、現在想定され

ている需要を示す指標（洪水流量、交通量、荷重な

どの外力）の発生確率分布で、青実線は、これに対

応する供給を示す指標（流下能力、交通容量、強度

などの機能）のそれを模擬している。現状で満たし

ている供給指標の値が①の規模だとすると、外力が

①の規模を超えると問題（洪水、渋滞、破壊）が生

じることになる。洪水流量の増大を招くとされる気

候変動を例とすれば、想定される将来の洪水流量の

発生確率分布は、赤破線の様に右側に移動しそうだ

と分かるが、どれほど移動するのか、また分布形が

どうなるかは、不確実である。気候変動影響評価の

様に、発生確率分布が定常的でない外力を扱う課題

では、外力評価の不確実性が問題となる。この分野

では、気候予測計算技術の向上やレーダー雨量等の

観測データの蓄積等により、情報量を飛躍的に増加

させることで、不確実性の抑制が試みられている。 

図 指標の評価における不確実性 

機能（供給）を示す指標値にも青実線のように発

生確率分布を持つばらつきがある。施設等の管理が

不十分で、青破線の分布の様に低下し、供給指標の

値が②の規模になれば、問題の頻発につながるため、

施設等の機能の評価や維持を確実に行うことは必須

である。新技術の適用による施設等の挙動や変位の

連続的な監視データ取得等、施設等の機能に関する

情報量を増やすことで、不確実性の抑制が期待でき

る。施設等の状態監視技術の重要度は高い。 

 一定程度までの住宅・社会資本整備が進んだ現在、

不確実性への対応は、リスク管理の観点で重要性が

高まっている。正確なデータの蓄積に基づいた評価

がこれまでに増して必要とされており、住宅・社会

資本関連データの活用は、最重要課題の一つである。 

 

５．おわりに 

国総研の多くの研究は、国土、社会、システム、

施設等を指標やモデルで評価して、社会の要請に応

えるための技術政策をどう駆動していくかを検討し

ていると言える。個別研究を深化させると共に、研

究の目的や位置づけを絶えず見直すことで、社会に

貢献する研究成果発出につながるだろう。惰性に陥

ることなく、新しいフロンティアへ前進しよう。 
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各研究部・センターからのメッセージ 
 

B-DASHプロジェクトの10年と今後 
 

 

下水道研究部長  岡本 誠一郎       

（キーワード）  技術実証、B-DASHプロジェクト、技術導入ガイドライン、トップランナー方式 

 

１．はじめに 

平成23年度に創設された「下水道革新的技術実証

事業」（B-DASHプロジェクト）は、今年度で事業創

設10年目を迎えた。これまでに45件の技術を採択し、

24編の技術導入ガイドラインを公表するなど（令和

元年12月現在）、本プロジェクトが下水道に関する

新技術の開発と普及に果たしてきた役割は大きい。

これまでの下水道関連の技術開発プロジェクトと比

較しても、その実施期間、予算、対象技術の幅広さ

など、いずれも従前を上回る規模である。 

国総研下水道研究部は、制度創設以来、一貫して

本プロジェクトの実施機関としてその執行に携わっ

てきた。ここで、本プロジェクトの10年間の推移と

その成果、意義等について振り返ってみたい。 

 

２．制度発足の経緯と狙い 

本プロジェクトの目的は、事業説明的には「新技

術の研究開発及び実用化を加速することにより、下

水道事業における大幅なコスト縮減や再生可能エネ

ルギー創出等を実現し、併せて本邦企業による水ビ

ジネスの海外展開を支援する」とされるが、少し解

説を加えたい。 

下水道事業は、国の直轄事業が存在せず、全て地

方公共団体の事業であり、国が主導する新技術の実

証・普及等が行いにくい環境にある。下水処理や汚

泥処理の分野は、特に新技術の開発・導入が期待さ

れながらも、民間が開発した優れた技術が「実績が

少ない」「技術資料・積算資料が不足」などの理由

で導入が進まないという指摘がされていた。従前の

技術開発プロジェクトでもこの課題の十分な解決が

困難だった経験も踏まえ、本プロジェクトでは、実

規模レベルの施設での実証研究、国による技術導入

ガイドラインの策定、民間企業と地方公共団体等の

連携による開発体制、といった構成で開発を推進し、

早期の普及展開を目指すこととされた。 

なお、実規模実証に関しては、「日本版次世代MBR

技術展開プロジェクト（A-JUMP）」（世界的にも高

い技術・ノウハウを有する膜処理技術の下水道への

適用と、国内企業による海外展開を目的として2008

年より実施）において先行事例があり、本プロジェ

クトではこのスキームを準用しつつ、より広い技術

分野を対象に技術実証を行ってきた。余談だが“A”

の次は“B”ということで、本プロジェクトの略称が

“B-DASH”とされたと仄聞している。 

 

３．採択テーマの推移 

本プロジェクトでは、開発技術の募集の前に事業主 

図 B-DASH公募テーマの推移 

 

 

H23

①水処理（固液分離）
②バイオガス回収
③バイオガス精製
④バイオガス発電

H24

⑤下水汚泥の固形燃料化
⑥未処理下水の熱利用
⑦栄養塩(窒素)除去
⑧栄養塩(リン)除去･回収

H25 ⑨バイオマス発電
⑩管きょマネジメント

H26

⑪水素創出
⑫省エネ型水処理
⑬ICT水処理管理
⑭ICT浸水対策

H27

⑮バイオガス集約・活用
⑯CO2分離・回収・活用
⑰設備劣化診断
⑱降雨・浸水予測
⑲陥没予兆検知
⑳再生水利用

H28 ㉑下水汚泥有効利用
㉒ダウンサイジング

H29
㉓地産地消型バイオマス
㉔低コスト型汚泥焼却
㉕省エネ低コスト型水処理

H30

㉖ICT施設管理
㉗ICT管路マネジメント
㉘高効率エネルギー化
㉙下水熱車道融雪

R1
(H31)

㉚ICT活用高度処理
㉛AIマンホールポンプ管理
㉜AI管内異常感知

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不

要） (博士(工学)) 
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各研究部・センターからのメッセージ 
 

B-DASHプロジェクトの10年と今後 
 

 

下水道研究部長  岡本 誠一郎       

（キーワード）  技術実証、B-DASHプロジェクト、技術導入ガイドライン、トップランナー方式 

 

１．はじめに 

平成23年度に創設された「下水道革新的技術実証

事業」（B-DASHプロジェクト）は、今年度で事業創

設10年目を迎えた。これまでに45件の技術を採択し、

24編の技術導入ガイドラインを公表するなど（令和

元年12月現在）、本プロジェクトが下水道に関する

新技術の開発と普及に果たしてきた役割は大きい。

これまでの下水道関連の技術開発プロジェクトと比

較しても、その実施期間、予算、対象技術の幅広さ

など、いずれも従前を上回る規模である。 

国総研下水道研究部は、制度創設以来、一貫して

本プロジェクトの実施機関としてその執行に携わっ

てきた。ここで、本プロジェクトの10年間の推移と

その成果、意義等について振り返ってみたい。 

 

２．制度発足の経緯と狙い 

本プロジェクトの目的は、事業説明的には「新技

術の研究開発及び実用化を加速することにより、下

水道事業における大幅なコスト縮減や再生可能エネ

ルギー創出等を実現し、併せて本邦企業による水ビ

ジネスの海外展開を支援する」とされるが、少し解

説を加えたい。 

下水道事業は、国の直轄事業が存在せず、全て地

方公共団体の事業であり、国が主導する新技術の実

証・普及等が行いにくい環境にある。下水処理や汚

泥処理の分野は、特に新技術の開発・導入が期待さ

れながらも、民間が開発した優れた技術が「実績が

少ない」「技術資料・積算資料が不足」などの理由

で導入が進まないという指摘がされていた。従前の

技術開発プロジェクトでもこの課題の十分な解決が

困難だった経験も踏まえ、本プロジェクトでは、実

規模レベルの施設での実証研究、国による技術導入

ガイドラインの策定、民間企業と地方公共団体等の

連携による開発体制、といった構成で開発を推進し、

早期の普及展開を目指すこととされた。 

なお、実規模実証に関しては、「日本版次世代MBR

技術展開プロジェクト（A-JUMP）」（世界的にも高

い技術・ノウハウを有する膜処理技術の下水道への

適用と、国内企業による海外展開を目的として2008

年より実施）において先行事例があり、本プロジェ

クトではこのスキームを準用しつつ、より広い技術

分野を対象に技術実証を行ってきた。余談だが“A”

の次は“B”ということで、本プロジェクトの略称が

“B-DASH”とされたと仄聞している。 

 

３．採択テーマの推移 

本プロジェクトでは、開発技術の募集の前に事業主 

図 B-DASH公募テーマの推移 
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H28 ㉑下水汚泥有効利用
㉒ダウンサイジング

H29
㉓地産地消型バイオマス
㉔低コスト型汚泥焼却
㉕省エネ低コスト型水処理
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㉖ICT施設管理
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㉘高効率エネルギー化
㉙下水熱車道融雪
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㉜AI管内異常感知
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けは不

要） (博士(工学)) 

 
 

体のニーズや技術シーズの予備調査を行っている。

最近の募集テーマをみると、以下に分類される技術

が主流となっており（図参照）、事業主体における

これらのニーズの高まりがうかがえる。 

・ICT/IoT活用、AI搭載システム ⑬⑭㉖㉗㉚～㉜ 

・ダウンサイジング、小規模向け水処理技術 

 ⑫㉒㉕ 

・中小都市向け下水道資源・エネルギー活用技術 

 ⑮⑳㉑㉓㉘ 

ICTなどの活用は、全産業的な人手不足・人材不足を

補い省力化を図っていく一環としての技術ニーズで

ある。また中小都市では、相対的に脆弱な事業管理

体制や、今後避けて通れない人口減少への対応など、

大都市よりも先に直面する課題を抱えており、これ

に対して技術面から解決策を見いだそうとしている。 

今後とも、こうした省力化、ダウンサイジング、

中小都市対応といった技術ニーズは高水準を維持す

ると考えられ、対応する技術シーズの発掘と育成が

当面の重要課題と考えている。 

 

４．トップランナー方式 

 B-DASH技術等の開発と普及の結果、水処理や汚泥

処理では従来よりもエネルギー効率に優れた技術の

導入が可能となっている。そこで国土交通省では、

まず汚泥処理施設にトップランナー方式を導入し、

下水道事業の交付金の交付対象として導入する施設

には、一定のエネルギー効率以上の性能を求めるこ

ととしている（表参照）。この要求性能は、「消化

槽」では、B-DASH技術のうちのバイオガス回収技術

（図の②）の、また「焼却炉」では、同じくバイオ

マス発電技術（同⑨）のそれぞれ成果も踏まえて決

定されている。現在、汚泥処理施設の改築が全国的

に進められる時期にさしかかっており、本方式の導

入による効果は大きいものがある。 

このように、本プロジェクトの意義は、単に個別

技術の開発・普及に止まらず、全国的な下水道施設

の性能向上にも貢献している。国総研としては、今

後とも本プロジェクトの実施と並行して、B-DASH技

術をトップランナーとして、国全体の施設性能を向

上させるための技術検討を進める予定である。 

表 交付金の要求性能指標の例 

 

５．今後の課題（開発技術の普及促進） 

今後は開発した技術の普及促進が重要である。そ

の採択実績をみると、点検・診断技術などは早期に

導入が進むが、水処理システム全般の高度化技術等

は、処理場の再構築時期でないと導入が出来ず普及

に時間を要する傾向が見られる。引き続き国土交通

省本省とも連携して、ガイドライン等の普及啓発に

努めるとともに、事業主体のさまざまなニーズに応

じた技術の選択がしやすいような情報発信にも努め

たい。また、４．の手法は技術普及に直結するため、

このようなアプローチも継続していく必要がある。 

本プロジェクトでは原則2か年間という極めて限

られた期間で技術実証を行うが、さらに長期間のデ

ータ取得により技術の向上や適用範囲の明確化が図

れるケースもある。そこで、過去の実証技術につい

ても、実証期間後に開発者側の自主研究により得ら

れた成果をもとにして、必要に応じて技術導入ガイ

ドラインのフォローアップを行うこととし、第三者

委員会の判断によってはガイドラインの見直しも行

うこととした。より有用な最新情報を発信すること

で、技術の普及にもつながると期待している。 

以上紹介したように、今後とも、本プロジェクト

の実施とフォローアップ、さらには開発技術の普及

促進によって、国内の下水道施設の高度化・効率化

を実現するよう努めていきたい。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) B-DASHプロジェクトの概要、採択技術の一覧、技

術導入ガイドライン（国総研下水処理研究室HP） 

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

施設名 性能指標値 

消化槽 

（中温消化）* 

消費電力量（分解有機物量あたり） 

[kWh/t-VS分解***] が 280以下** 

焼却炉 
廃熱回収率 40%以上 かつ 

消費電力削減率 20％以上 
*   汚泥を無酸素の槽内で安定化する処理。メタンガスが得られる。35℃程度を
保つ中温消化が一般的だが、高温消化の導入も進んでいる。 

**  日汚水量 10万㎥以上の下水処理場では 270以下 
*** 槽内で水やガス等に分解される有機物(VS)量 1 トン当たりの消費電力(kWh)
を表す 
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各研究部・センターからのメッセージ 
 

水分野の防災・減災を支える調査研究 
 

 

河川研究部長 佐々木 隆      

（キーワード）  気候変動、防災・減災、水害リスク、維持管理 

 

１．はじめに 

2019年には台風15号、台風19号等の風雨により日

本全国で甚大な水害が引き起こされた。この前年に

西日本を中心に大きな水害をもたらした2018年7月

豪雨については、気象庁が、実際に生起した豪雨に

対する気候変動影響の顕在化を初めて発表している。 

気候変動に関しては、2015年8月の社会資本整備審

議会（社整審）からの答申「水災害分野における気

候変動適応策のあり方」にて、①計画規模までは施

設整備で対応、②施設の機能を確実に発揮させるよ

う適切な維持管理・更新が必要、③これらにより、

水災害の発生を着実に防止することを目指す、とい

う指摘とともに、施設の運用、構造、整備手順等の

工夫により減災を図るとともに、災害リスクを考慮

したまちづくり・地域づくりの促進や、的確な避難、

円滑な応急活動、事業継続のための備えの充実を図

る、との提言が示されている。さらに、2019年「気

候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」から

の提言「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」で

は、「治水計画の立案にあたり、実績の降雨を活用

した手法から気候変動により予測される将来の降雨

を活用する方法」にするという大きな提案があった。 

2015年9月関東・東北豪雨後の社整審からの答申

「大規模氾濫に対する減災のための治水対策」でお

いては、「水防災意識社会」を再構築する必要が示

され、河川管理者はもとより、地方公共団体、地域

社会、住民、企業等が「施設の能力には限界があり、

施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」

と意識する必要があること、洪水氾濫を未然に防ぐ

ハード的対策とともに住民避難に資するソフト的対

策を一体的に図ることが述べられている。これを受

けて、国交省においては、水防災意識社会再構築ビ

ジョンを作成し、これを実現するための緊急行動計

画を立案、その後の豪雨災害を受けて計画修正しな

がら対策を進めてきているところである。 

2015年8月の社整審の提言でも示されているよう

に、気候変動の影響を含めた風雨等による被害に対

しての防災・減災活動を行っていくためには、社会

を守っている種々の施設（例えば、河川海岸堤防、

ダム）を整備していくこととともに、継続的にメン

テナンスしていくことが重要である。施設点検・評

価の仕組みは整ってきているところであるが、限ら

れた財源・人的資源のなかで、既存施設の維持管理

の効率化が重要な視点となっている。 

２．水害に対する防災・減災への対応 

上述のような背景を踏まえ、水防災意識社会の再

構築を進めるとともに、気候変動を踏まえた治水対

策を種々の面から推進するための研究が必要である。 

国総研では、気候変動による豪雨変化、これによ

る河川流量変化状況も予測した上で、洪水氾濫発生

頻度の低減（河川整備等による防災）と氾濫発生後

の被害制御（減災あるいはリスクマネジメント）の

組み合わせで防災・減災をシームレス・包括的に進

めるという水害を減じるための新しい治水フレーム

を提案1)している。これを具体に進めていくため、

諸施策の水害リスクへ及ぼす効果や不確実性の定量

的評価方法、また具体の施策の検討を進めていく必

要がある。 

＜防災の観点＞ 河川整備においては、堤防を構築

するとともに、河川水の流路となる河道を整備する

ことが重要である。具体の研究としては、河道掘削

後の土砂再堆積や樹木伐採後の再繁茂を抑制する河

川改修方法について研究を進めていく（図-1参照）。 
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１．はじめに 

2019年には台風15号、台風19号等の風雨により日

本全国で甚大な水害が引き起こされた。この前年に

西日本を中心に大きな水害をもたらした2018年7月

豪雨については、気象庁が、実際に生起した豪雨に

対する気候変動影響の顕在化を初めて発表している。 

気候変動に関しては、2015年8月の社会資本整備審

議会（社整審）からの答申「水災害分野における気

候変動適応策のあり方」にて、①計画規模までは施

設整備で対応、②施設の機能を確実に発揮させるよ

う適切な維持管理・更新が必要、③これらにより、

水災害の発生を着実に防止することを目指す、とい

う指摘とともに、施設の運用、構造、整備手順等の

工夫により減災を図るとともに、災害リスクを考慮

したまちづくり・地域づくりの促進や、的確な避難、

円滑な応急活動、事業継続のための備えの充実を図

る、との提言が示されている。さらに、2019年「気

候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」から

の提言「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」で

は、「治水計画の立案にあたり、実績の降雨を活用

した手法から気候変動により予測される将来の降雨

を活用する方法」にするという大きな提案があった。 

2015年9月関東・東北豪雨後の社整審からの答申

「大規模氾濫に対する減災のための治水対策」でお

いては、「水防災意識社会」を再構築する必要が示

され、河川管理者はもとより、地方公共団体、地域

社会、住民、企業等が「施設の能力には限界があり、

施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」

と意識する必要があること、洪水氾濫を未然に防ぐ

ハード的対策とともに住民避難に資するソフト的対

策を一体的に図ることが述べられている。これを受

けて、国交省においては、水防災意識社会再構築ビ

ジョンを作成し、これを実現するための緊急行動計

画を立案、その後の豪雨災害を受けて計画修正しな

がら対策を進めてきているところである。 

2015年8月の社整審の提言でも示されているよう

に、気候変動の影響を含めた風雨等による被害に対

しての防災・減災活動を行っていくためには、社会

を守っている種々の施設（例えば、河川海岸堤防、

ダム）を整備していくこととともに、継続的にメン

テナンスしていくことが重要である。施設点検・評

価の仕組みは整ってきているところであるが、限ら

れた財源・人的資源のなかで、既存施設の維持管理

の効率化が重要な視点となっている。 

２．水害に対する防災・減災への対応 

上述のような背景を踏まえ、水防災意識社会の再

構築を進めるとともに、気候変動を踏まえた治水対

策を種々の面から推進するための研究が必要である。 

国総研では、気候変動による豪雨変化、これによ

る河川流量変化状況も予測した上で、洪水氾濫発生

頻度の低減（河川整備等による防災）と氾濫発生後

の被害制御（減災あるいはリスクマネジメント）の

組み合わせで防災・減災をシームレス・包括的に進

めるという水害を減じるための新しい治水フレーム

を提案1)している。これを具体に進めていくため、

諸施策の水害リスクへ及ぼす効果や不確実性の定量

的評価方法、また具体の施策の検討を進めていく必

要がある。 

＜防災の観点＞ 河川整備においては、堤防を構築

するとともに、河川水の流路となる河道を整備する

ことが重要である。具体の研究としては、河道掘削

後の土砂再堆積や樹木伐採後の再繁茂を抑制する河

川改修方法について研究を進めていく（図-1参照）。 
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図-1 河道掘削後の土砂再堆積分析イメージ 

 

堤防とともに治水上重要な施設としてはダムがあ

るが、新しいダム建設適地の減少等の理由から、既

設ダムの有効活用、ダム再生が有効な治水対策とな

る。このためにはソフト的技術、ハード的技術の両

方がある。ソフト的技術としては、予測雨量情報を

利用してダム洪水調節機能をより有効活用するため

の研究を実施している。ハード的技術としては、既

設ダムの嵩上げや放流設備増設、貯水池堆砂対策等

があり、これらを個々のダムサイトに応じて選択、

実施支援する手法の検討してきている。 

＜減災の観点＞ 洪水時の河川水位の時空間変化を

明示的に示す研究を国総研で進め、現在では「水害

リスクライン」として実装されている（図-2参照）。

また、都市部の降雨による浸水発生を予測し、住民

等に情報伝達する仕組みの技術開発を行ってきてお

り、現在は社会実験が進められている（図-3参照）。

これらの研究に関しては、避難判断のための信頼性

向上や効果的・効率的な水防活動に資するため、今

後も適用範囲の拡大や情報の高度化を目指す開発を

進めていく。 

 

図-2 水害リスクラインの表示例 

 

 

図-3 浸水予測システム 

 

３．施設等の維持管理についての対応 

河川管理施設等の維持管理に関しては、衛星画像

やレーザー測量データ等を用いて変状等を検知する

新しい手法の研究を進めており、管理の効率化に資

することを期待している。河道に関しては、中小河

川を対象として流下能力を簡易かつ低コストで把握

する手法について、堤防に関しては、レーザー測量

データ等を用いて点検すべき箇所をスクリーニング

する手法について研究している。巨大な構造物であ

るダムにおいては他構造物での変状調査方法が一般

に適用しにくいが、ダム材料や構造の特徴に適した

形で非破壊・微破壊手法）堤体内部調査技術の開発

を実施している。海岸分野においては、衛星画像や

レーザー測量技術等によって、砂浜海岸の海底地形

を広域的に把握するする手法、海岸線を効率的・継

続的に計測する手法の研究を実施してきている（図

-4参照）。 

 

図-4 衛星SAR画像による海岸線抽出の例 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研プロジェクト報告 No.56、2017年 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/kpr/prn0056.htm 
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土砂災害研究部長 西井 洋史  

（キーワード）  土砂災害、土砂・洪水氾濫、技術的支援、人材育成 

 

１．はじめに 

近年、令和元年台風第19号、平成30年７月豪雨、

平成29年九州北部豪雨、また平成28年熊本地震、平

成26年御嶽山噴火等により甚大な土砂災害が頻発し

ている。気候変動の影響等から、今後さらに甚大な

土砂災害が発生する恐れがある。 

こうした状況において、土砂災害研究部は、豪雨、

地震、火山活動等に起因する土砂災害から被害を防

止・軽減するため、全国の土砂災害に関するデータ

等を活用し、土砂災害発生メカニズムの解明、効果

的な施設整備のあり方、また警戒避難や監視体制な

どソフト対策に関する研究等を進めている。 

本稿では、当研究部の主な活動について紹介する。 

 

２．研究の取り組み 

近年、令和元年台風第19号や平成30年7月豪雨、平

成29年九州北部豪雨等において甚大な被害を及ぼす

土砂・洪水氾濫が発生している。また、令和元年台

風第19号や平成30年７月豪雨では、東日本あるいは

西日本一帯に広域かつ同時多発的に土砂災害が発生

している。こうした状況を踏まえた研究の取り組み

の一部を紹介する。  

２．１ 土砂・洪水氾濫による被害の防止・軽減 

土砂・洪水氾濫対策を高度化するためには、降雨

等による土砂移動現象の予測精度を向上し、それに

基づき施設整備等を進める必要がある。 

 これまでも当研究部では、土砂・洪水氾濫の調査・研究を継

続する1)とともに、全国の直轄砂防関係事務所が、土砂・洪水

氾濫等に関する砂防計画を検討する際に技術的指導を行って

きた。また、これまでの当研究部で蓄積してきた成果や技術的

指導で得られた知見等を国総研資料にまとめてきた２)。現在、 

 

土砂・洪水氾濫対策を行っている直轄砂防関係事務

所は、平成31年3月に改定された河川砂防技術基準

（計画編）を踏まえ、土砂移動に関する解析手法に

より計算し、砂防施設配置計画等の検討を進めてい

る。当研究部も技術的な面から支援している。 

２．２ 広域的な土砂災害の発生状況を把握するた

めの合成開口レーダ（SAR）画像の活用 

広域的な土砂災害発生時には、二次災害防止や緊

急的対応を迅速に行うため、初動時の人的・物的配

分が重要であり、土砂災害発生状況を迅速に把握す

ることが必要である。これまでも災害発生直後から、

ヘリが活用されてきたが、遠隔計測技術として、人

工衛星搭載の合成開口レーダ（SAR）による撮像があ

り、夜間や悪天候下においても活用でき、初動対応

に役立てられている。平成29年度から国立研究開発

法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）と共同研究を行

うとともに土砂災害判読調査手法について解説した

マニュアル作成に取り組んでいる３)。また、地方整

備局職員等へ研修を行い、技術の活用を進めている。 

 

３．土砂災害時の地方公共団体等への技術的支援 

大規模な土砂災害が発生した場合に、地方公共団

体等からの要請により職員を派遣し、現地調査を実

施するとともに、二次災害防止等の観点から監視・

観測方法や応急対策、警戒避難等に関して地方公共

団体、地方整備局等へ助言するなど技術的支援を機

動的に行っている。また、復旧・復興計画の検討等

においても、現地の実情を踏まえ、専門的見地から

技術的支援を行っている。 

特に、令和元年は10月の台風第19号に関して、地方

公共団体等から要請を受けて、土木研究所土砂管 
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１．はじめに

近年、令和元年台風第19号、平成30年７月豪雨、

平成29年九州北部豪雨、また平成28年熊本地震、平

成26年御嶽山噴火等により甚大な土砂災害が頻発し

ている。気候変動の影響等から、今後さらに甚大な

土砂災害が発生する恐れがある。

こうした状況において、土砂災害研究部は、豪雨、

地震、火山活動等に起因する土砂災害から被害を防

止・軽減するため、全国の土砂災害に関するデータ

等を活用し、土砂災害発生メカニズムの解明、効果

的な施設整備のあり方、また警戒避難や監視体制な

どソフト対策に関する研究等を進めている。

本稿では、当研究部の主な活動について紹介する。

２．研究の取り組み

近年、令和元年台風第19号や平成30年7月豪雨、平

成29年九州北部豪雨等において甚大な被害を及ぼす

土砂・洪水氾濫が発生している。また、令和元年台

風第19号や平成30年７月豪雨では、東日本あるいは

西日本一帯に広域かつ同時多発的に土砂災害が発生

している。こうした状況を踏まえた研究の取り組み

の一部を紹介する。

２．１ 土砂・洪水氾濫による被害の防止・軽減

土砂・洪水氾濫対策を高度化するためには、降雨

等による土砂移動現象の予測精度を向上し、それに

基づき施設整備等を進める必要がある。

これまでも当研究部では、土砂・洪水氾濫の調査・研究を継

続する1)とともに、全国の直轄砂防関係事務所が、土砂・洪水

氾濫等に関する砂防計画を検討する際に技術的指導を行って

きた。また、これまでの当研究部で蓄積してきた成果や技術的

指導で得られた知見等を国総研資料にまとめてきた２)。現在、

土砂・洪水氾濫対策を行っている直轄砂防関係事務

所は、平成31年3月に改定された河川砂防技術基準

（計画編）を踏まえ、土砂移動に関する解析手法に

より計算し、砂防施設配置計画等の検討を進めてい

る。当研究部も技術的な面から支援している。

２．２ 広域的な土砂災害の発生状況を把握するた

めの合成開口レーダ（SAR）画像の活用

広域的な土砂災害発生時には、二次災害防止や緊

急的対応を迅速に行うため、初動時の人的・物的配

分が重要であり、土砂災害発生状況を迅速に把握す

ることが必要である。これまでも災害発生直後から、

ヘリが活用されてきたが、遠隔計測技術として、人

工衛星搭載の合成開口レーダ（SAR）による撮像があ

り、夜間や悪天候下においても活用でき、初動対応

に役立てられている。平成29年度から国立研究開発

法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）と共同研究を行

うとともに土砂災害判読調査手法について解説した

マニュアル作成に取り組んでいる３)。また、地方整

備局職員等へ研修を行い、技術の活用を進めている。

３．土砂災害時の地方公共団体等への技術的支援

大規模な土砂災害が発生した場合に、地方公共団

体等からの要請により職員を派遣し、現地調査を実

施するとともに、二次災害防止等の観点から監視・

観測方法や応急対策、警戒避難等に関して地方公共

団体、地方整備局等へ助言するなど技術的支援を機

動的に行っている。また、復旧・復興計画の検討等

においても、現地の実情を踏まえ、専門的見地から

技術的支援を行っている。

特に、令和元年は10月の台風第19号に関して、地方

公共団体等から要請を受けて、土木研究所土砂管
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理研究グループと連携し、甚大な土砂災害が発生した

宮城県、群馬県、神奈川県等に職員を派遣した。もっと

も重点的に派遣した宮城県丸森町においては、二次災

害防止等の観点から上空及び地上での調査を行い、町

長をはじめ町及び県、地方整備局の関係者に調査結果

について説明するとともに、応急対策や警戒避難体制

等に関して助言を行った。今後とも、こうした支援活

動を充実していきたい。 

４．地方整備局職員育成支援プログラムの実施 

平成22年に土砂災害防止法が改正され、土石流の

発生の恐れがある一定以上の火山噴火に伴う降灰や

河道閉塞が発生した場合、国が緊急調査を実施し、

被害が想定される区域と時期の情報を土砂災害緊急

情報として地方公共団体へ提供することが規定され

た。この業務を担う地方整備局職員の技術力の維持・

向上が必要である。 

このため、平成25年度より４月から12月の間、地

方整備局毎に砂防担当係長一名程度が国総研に併任

され、河道閉塞等に関しての早期検知・計測、土石

流氾濫シミュレーション、監視観測、応急対策工等

について国総研での講義や演習、現地における実地

訓練に年間２週間程度参加している。令和元年度は、

全国から9人が参加し、講義や演習、紀伊山地の現地

等で実地訓練が行われた。これまで、56人がこのプ

ログラムを修了した。今後ともこのプログラムを充

実していきたい。 

５．大規模土砂災害対策技術センターでの活動 

平成23年紀伊半島大水害では、奈良、和歌山、三

重県で深層崩壊、河道閉塞、土石流等が多発し、甚

大な被害が発生した。このため、近畿地方整備局は

平成26年和歌山県那智勝浦町に「大規模土砂災害対

策技術センター」を設置し、大規模土砂災害に関す

る研究開発を推進することとなった。設置当初、国

総研においては土砂災害研究部の職員をセンターに

併任し、調査研究活動を支援してきたが、平成29年

より主任研究官１名が常駐し関係機関と連携して研

究活動を行っている。 

紀伊山地は、北側に中央構造線があり、地形が急

峻、深層崩壊をはじめ土砂災害が頻発してきた地域

である。現地のフィールドを活用し、水理水文調査、

空中電磁探査技術を用いた調査等により、深層崩壊、

表層崩壊、土石流等の大規模土砂災害の発生メカニ

ズムや危険度評価手法に関する研究等を実施してい

る。また、地域で土砂災害が発生した場合には、地

元地方公共団体等に対して、二次災害等の防止に向

けた技術的支援を実施している。今後とも、地域と

連携した取り組みを進めていきたい。 

６．おわりに 

土砂災害に対する防災・減災を目指す当研究部の

研究活動は、社会ニーズを適切に把握し、具体的な

成果を提供することが重要である。このため成果は

各種技術指針等に反映するなど活用されることを意

識して研究を進めたい。また、SAR画像を活用した情

報収集技術のように、他分野の先端技術を活用した

り、他機関と連携することで開発や利用が進む課題

もあり、必要に応じて他分野の技術の活用や他機関

との連携にも努めたい。 

近年、土砂災害への対応は、気候変動、地震、火

山噴火等の自然現象の影響、また都市化と過疎化の

進行等の社会的変化、さらに、より計画的、効率的

な施設整備や警戒避難体制の充実・強化を目指す行

政の動きなどにより多様な対応や迅速さが求められ

る。防災・減災に向けた研究活動において、できる

限り後追いにならないように将来の社会ニーズや状

況を適切に把握して、短期間で成果を得る必要のあ

る課題や長期的に取り組む必要のある課題など目的

や優先順位に基づき、計画的また効率的に取り組ん

でいきたいと思う。 

☞詳細情報はこちら

1) 例えば、細粒土砂の挙動を考慮した土砂・洪水氾濫事
例の再現，P.59

2) 国総研資料 No.1048「河床変動計算を用いた土砂・洪

水氾濫対策に関する砂防施設配置検討の手引き（案）」

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn104

8.htm 

3) 合成開口レーダ（SAR）画像による土砂災害判読の手引
きの作成，P.122
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道路・交通イノベーションに向けた

道路交通研究部の取り組み

道路交通研究部長 福島 眞司

（キーワード） ETC2.0、自動運転、特殊車両通行許可、人中心の道路空間、無電柱化

１．はじめに 

我が国の道路は、国土の骨格をなす社会基盤とし

て国民生活の豊かさや質の向上に大きく貢献してき

た。一方で、急速に進展する技術革新、人とクルマ

の関係の再考、道路空間を通じた新たな連携・協働

の追求という社会の要請に対し、引き続き応えてい

く必要がある。これらを背景に社会資本整備審議会

道路分科会では、今後目指すべき道路政策のあり方

として2017年8月に道路・交通イノベーションと題し

た建議が取りまとめられた。 

また、2020年3月に安全かつ円滑な道路交通の確保

と道路の効果的な利用の推進を目的に道路法が改正

された。具体的には「物流生産性の向上のための特

殊車両の新たな通行制度の創設」「民間と連携した

新たな交通結節点づくりの推進」「地域を豊かにす

る歩行者中心の道路空間の構築」「自動運転を補助

する施設の道路空間への整備」等が新たに盛り込ま

れた。 

ここでは、建議における今後目指すべき道路政策

のあり方や道路法の改正等を踏まえた国総研道路交

通研究部での取り組みの一部を紹介する。 

２．ICT等をフル活用した交通マネジメントの強化 

(1)ビッグデータを活用した道路交通マネジメント 

ETC2.0では、道路管理者が設置した路側機を通じ

て、ETC2.0車載器に蓄積された自動車の走行履歴や

挙動履歴を収集できる。ETC2.0車載器は、2020年1月

末時点で約462万台へと普及が進んでおり、これらの

プローブデータはまさにビッグデータとしての活用

が可能な状況となってきている。ETC2.0の車両の速

度・位置などのプローブデータは、走行した道路の

種別等にかかわらず、時間的、空間的に連続した取 

得が可能である。 

  国総研では、ETC2.0や道路管理用カメラ等を活用

して道路交通状況をリアルタイムに把握し、交通マ

ネジメントを行うための研究開発に取り組んでいる。

例えば生活道路においては、ETC2.0データ等の分析

結果を活用して急減速などの危険箇所を特定し、速

度抑制や通過交通進入抑制対策等の交通安全対策を

実施するとともに、対策の効果分析にもETC2.0デー

タを活用するため、分析手法の高度化等に関する研

究開発や道路管理者への技術支援を行っている。 

(2) ETC2.0プローブデータのオープン化

ビッグデータの活用によるオープンイノベーショ

ンを推進するためには、個人情報保護の観点を踏ま

えた二次利用も含む適切なデータのオープン化の仕

組みの構築が必要である。国総研は ETC2.0 データ

の利活用促進を目的として、国が収集した ETC2.0デ

ータのオープン化について官民が連携して検討する

ため、2018年 10月から共同研究を行っている。 

３．自動運転の実現に向けて 

(1) 道の駅等を拠点とした自動運転実証実験

国土交通省では、超高齢化等が進む中山間地域に

おいて、自動運転車両を活用することにより、人流・

物流を確保し地域活性化に繋げることを目的とし、

社会実装を目指して「道の駅」等を拠点とする自動

運転サービスの実証実験を行ってきた。 

実証実験においては、地方整備局等が有識者、地

元自治体、車両協力者等を含めた地域実験協議会を

設置し、国総研が技術的支援を行い、約1週間の短期

実験や1～2ヶ月間の実践的な長期の実証実験により

技術的な課題やビジネスモデルに関する検討が進め

られてきた。 
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１．はじめに 

我が国の道路は、国土の骨格をなす社会基盤とし

て国民生活の豊かさや質の向上に大きく貢献してき

た。一方で、急速に進展する技術革新、人とクルマ

の関係の再考、道路空間を通じた新たな連携・協働

の追求という社会の要請に対し、引き続き応えてい

く必要がある。これらを背景に社会資本整備審議会

道路分科会では、今後目指すべき道路政策のあり方

として2017年8月に道路・交通イノベーションと題し

た建議が取りまとめられた。 

また、2020年3月に安全かつ円滑な道路交通の確保

と道路の効果的な利用の推進を目的に道路法が改正

された。具体的には「物流生産性の向上のための特

殊車両の新たな通行制度の創設」「民間と連携した

新たな交通結節点づくりの推進」「地域を豊かにす

る歩行者中心の道路空間の構築」「自動運転を補助

する施設の道路空間への整備」等が新たに盛り込ま

れた。 

ここでは、建議における今後目指すべき道路政策

のあり方や道路法の改正等を踏まえた国総研道路交

通研究部での取り組みの一部を紹介する。 

 

２．ICT等をフル活用した交通マネジメントの強化 

(1)ビッグデータを活用した道路交通マネジメント 

ETC2.0では、道路管理者が設置した路側機を通じ

て、ETC2.0車載器に蓄積された自動車の走行履歴や

挙動履歴を収集できる。ETC2.0車載器は、2020年1月

末時点で約462万台へと普及が進んでおり、これらの

プローブデータはまさにビッグデータとしての活用

が可能な状況となってきている。ETC2.0の車両の速

度・位置などのプローブデータは、走行した道路の

種別等にかかわらず、時間的、空間的に連続した取 

得が可能である。 

国総研では、ETC2.0や道路管理用カメラ等を活用

して道路交通状況をリアルタイムに把握し、交通マ

ネジメントを行うための研究開発に取り組んでいる。

例えば生活道路においては、ETC2.0データ等の分析

結果を活用して急減速などの危険箇所を特定し、速

度抑制や通過交通進入抑制対策等の交通安全対策を

実施するとともに、対策の効果分析にもETC2.0デー

タを活用するため、分析手法の高度化等に関する研

究開発や道路管理者への技術支援を行っている。 

(2) ETC2.0プローブデータのオープン化 

ビッグデータの活用によるオープンイノベーショ

ンを推進するためには、個人情報保護の観点を踏ま

えた二次利用も含む適切なデータのオープン化の仕

組みの構築が必要である。国総研は ETC2.0 データ

の利活用促進を目的として、国が収集した ETC2.0デ

ータのオープン化について官民が連携して検討する

ため、2018年 10月から共同研究を行っている。 

 

３．自動運転の実現に向けて 

(1) 道の駅等を拠点とした自動運転実証実験 

 国土交通省では、超高齢化等が進む中山間地域に

おいて、自動運転車両を活用することにより、人流・

物流を確保し地域活性化に繋げることを目的とし、

社会実装を目指して「道の駅」等を拠点とする自動

運転サービスの実証実験を行ってきた。 

実証実験においては、地方整備局等が有識者、地

元自治体、車両協力者等を含めた地域実験協議会を

設置し、国総研が技術的支援を行い、約1週間の短期

実験や1～2ヶ月間の実践的な長期の実証実験により

技術的な課題やビジネスモデルに関する検討が進め

られてきた。 
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実証実験の結果を踏まえ、2019.11には秋田県北秋

田郡上小阿仁村にある道の駅「かみこあに」におい

て全国初の本格導入が始まったところである。 

(2)自動運転を補助する施設の道路空間への整備 

 自動運転の実現に向けて、車両だけでなくインフ

ラとしての道路からも運行を支援する必要があり、

磁気マーカー等の運行補助施設を道路付属物に位置

付ける等の法改正が行われた。 

 国総研では道の駅等における実証実験にて整備実

績のある電磁誘導線や磁気マーカー等の自動運転の

運行を補助する施設に関する検討や自動運転車両の

走行空間の確保に関する検討を関係機関と連携して

行っている。 

(3)合流支援、先読み情報の提供 

自動運転技術の１つである自動ブレーキなど安全

運転をサポートする車両自律型の技術は、自動車企

業とIT企業等が連携・協同して開発され、既に市販

車への実装が進んでいる。完全な自動運転の実現の

ためには、高速道路の合流部での本線の交通状況や

前方の交通規制情報など、車両自律型の技術だけで

は情報が不十分な場面において、道路側からの情報

提供が必要となる。 

国総研では、高速道路における合流支援サービス、

前方の車線規制や路上障害情報の提供サービス、料

金所ゲート開閉情報の提供サービス等に関する官民

共同研究（2012年9月から第1期共同研究を開始し、

2018年1月から第3期共同研究）を実施し、技術的検

討を行っている。 

 

４． 特殊車両の新たな通行制度に関するシステム 

大型車による物流需要の増大に伴い、特殊車両（車

両の重量や長さ等が一定限度を超過する車両）の通

行許可手続きの長期化など事業者の負担が増大し、

生産性が低下している。 

今回の道路法の改正により登録を受けた特殊車両

が即時に通行でき、ETC2.0を通じて実際に通行した

経路等を確認する制度が創設された。国総研では走

行経路等を確認する新たなシステムの構築に向けた 

システム設計等を行っている。 

５．道路空間の利活用の推進 

(1)道路空間の再編や人中心の道路空間の構築 

 バイパスの整備等により自動車交通量が減少する

道路が生じる一方、歩行者交通量が増加する道路も

生じており、歩行者を中心とした道路空間の構築が

必要となっており、道路法の改正により賑わいのあ

る道路空間を構築するための道路（歩行者利便増進

道路）の指定制度が創設された。 

 国総研では道路空間再編の事業効果を高めるデザ

イン手法や道路空間の利活用促進のための合意形成

の進め方に関する手引きを取りまとめてきており、

道路法改正などを踏まえた賑わい空間など人中心の

道路空間の構築に向けた技術的検討を行っている。 
(2)無電柱化の推進 

国土交通省では、道路の防災力向上、安全で快適

な通行空間の確保、良好な景観の形成や観光振興の

観点から計画的に無電柱化に取り組んでいるが、欧

米の主要都市と比較して大幅に遅れており、その要

因の１つが高コストである。また、昨年の台風の強

風により多数の電柱の倒壊被害が生じたことを受け、

無電柱化を更に推進することとしている。国総研で

は、無電柱化事業を低コストで実施する手法の導入

に向けた技術的課題や関係機関等との合意形成の円

滑化に関する検討を行っている。 

 

６．おわりに 

道路・交通イノベーションに向けた取り組みの一

部を紹介したが、超高齢社会の到来、自動車の燃料

やカーシェアリング等の保有形態の変化、超小型モ

ビリティ、自動運転技術などの道路を取り巻く、人・

クルマ・社会・技術の関係は想定を上回る速さで変

化している。また、社会資本整備審議会道路分科会

基本政策部会では、人や社会と道路の関係を改めて

見直し、道路政策を通じて実現を目指す社会像、そ

の実現に向けた中長期的な政策の方向性を提案する

ビジョンの検討が行われている。国総研としては、

このような様々な変化に対して迅速かつ柔軟に、ま

た中長期的な視点も踏まえて、安全で円滑な道路交

通の実現に向けて取り組んでいきたい。 
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各研究部・センターからのメッセージ 
 

新しい道路ビジョンの実現に向けて 
 

 

道路構造物研究部長 木村 嘉富 

（キーワード）  道路構造物、メンテナンス、防災・減災、新技術活用 

 

１．新しい道路ビジョン 

社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会にお

いて、令和２年２月に新しいビジョン案の審議１）が

行われた。我が国の道路政策に係るビジョンとして

は、平成１４年以来のビジョンである。タイトルは

「2040年、道路の景色が変わる～人々の幸せにつな

がる道路へ～」とし、道路行政が目指す社会像とし

て、３つが示されている。本稿では、2020年の道路

構造物研究部の活動の中から、この社会を実現させ

るための取組みを紹介する。 

 

２．災害や気候変動から人と暮らしを守る道路 

 令和元年も房総半島台風や東日本台風等の自然災

害が発生し、橋梁基礎の洗掘、土工部や自然斜面の

崩壊等によって、重要物流道路に指定されている路

線であるにも関わらず長期間にわたって道路として

の機能が果たせなくなる事例も生じた（写真）。 

 激甚化・広域化する災害に対し、ビジョン案では

「耐災害性を備えた幹線道路ネットワークが、被災

地への人流・物流を途絶することなく確保し、人命

や経済の損失を最小化する」としている。 

 路線に求められる性能に応じて、路線を構成して

いる道路構造物のリスクを適切にマネジメントする

体系を構築することが重要であり、国総研では①新 

写真 橋脚の沈下が生じた国道２０号法雲寺橋 

設に対する技術基準の高度化による防災性の向上、

②既存施設に対する潜在的リスクの軽減や減災のた

めの事前対策、③発災時の体制確保のための被災規

模の把握、④道路啓開や応急復旧並びに再度災害防

止等の技術について重点的に取り組むとともに、研

究成果は、逐次、施策の支援や現場での実務への反

映を目指していく。 

これらの取組みにおいては、道路ネットワークを

構成している個々の路線のサービス水準に応じて、

各構造物の性能を調和させ、それに対して具体性の

ある照査基準が示されるよう基準類を整備していく

（図-1）とともに、必要な防災対策をマネジメント

する手法の構築に向けて、道路構造物研究部の組織

力を活かしながら取り組んでいく。その際、道路の

耐災害性能の向上施策を国民にわかりやすい形で提

案していくため、道路の耐災害性能を合理的に「見

える化」できるようにする。 

災害時の情報収集手段を高度化するため、無人・

有人航空機、光ケーブルの断線情報、強震モニタリ

ング情報を活用した災害時の被災規模や道路通行可

否の把握技術に関する調査、実証実験を道路管理者

と連携して進めていく。 

図-1 道路性能に立脚した基準類の整備 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 

写真：関東地方整備局 

写真：関東地方整備局 
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道路構造物研究部長 木村 嘉富 

（キーワード）  道路構造物、メンテナンス、防災・減災、新技術活用 

 

１．新しい道路ビジョン 

社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会にお

いて、令和２年２月に新しいビジョン案の審議１）が

行われた。我が国の道路政策に係るビジョンとして

は、平成１４年以来のビジョンである。タイトルは

「2040年、道路の景色が変わる～人々の幸せにつな

がる道路へ～」とし、道路行政が目指す社会像とし

て、３つが示されている。本稿では、2020年の道路

構造物研究部の活動の中から、この社会を実現させ

るための取組みを紹介する。 

 

２．災害や気候変動から人と暮らしを守る道路 

 令和元年も房総半島台風や東日本台風等の自然災

害が発生し、橋梁基礎の洗掘、土工部や自然斜面の

崩壊等によって、重要物流道路に指定されている路

線であるにも関わらず長期間にわたって道路として

の機能が果たせなくなる事例も生じた（写真）。 

 激甚化・広域化する災害に対し、ビジョン案では

「耐災害性を備えた幹線道路ネットワークが、被災

地への人流・物流を途絶することなく確保し、人命

や経済の損失を最小化する」としている。 

 路線に求められる性能に応じて、路線を構成して

いる道路構造物のリスクを適切にマネジメントする

体系を構築することが重要であり、国総研では①新 

写真 橋脚の沈下が生じた国道２０号法雲寺橋 

設に対する技術基準の高度化による防災性の向上、

②既存施設に対する潜在的リスクの軽減や減災のた

めの事前対策、③発災時の体制確保のための被災規

模の把握、④道路啓開や応急復旧並びに再度災害防

止等の技術について重点的に取り組むとともに、研

究成果は、逐次、施策の支援や現場での実務への反

映を目指していく。 

これらの取組みにおいては、道路ネットワークを

構成している個々の路線のサービス水準に応じて、

各構造物の性能を調和させ、それに対して具体性の

ある照査基準が示されるよう基準類を整備していく

（図-1）とともに、必要な防災対策をマネジメント

する手法の構築に向けて、道路構造物研究部の組織

力を活かしながら取り組んでいく。その際、道路の

耐災害性能の向上施策を国民にわかりやすい形で提

案していくため、道路の耐災害性能を合理的に「見

える化」できるようにする。 

災害時の情報収集手段を高度化するため、無人・

有人航空機、光ケーブルの断線情報、強震モニタリ

ング情報を活用した災害時の被災規模や道路通行可

否の把握技術に関する調査、実証実験を道路管理者

と連携して進めていく。 

図-1 道路性能に立脚した基準類の整備 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 

写真：関東地方整備局 

写真：関東地方整備局 

 
 

３．道路ネットワークの長寿命化 

急速に進展する道路構造物の老朽化に対し、最小

のライフサイクルコストで構造物のメンテナンスを

計画的に行っていくことが求められている。平成26

年度より法に基づいた５年毎の点検が義務付けられ、

その1巡目が平成30年度に終わったところである。令

和元年度からの２巡目の点検に向けては、１巡目の

点検結果に基づく点検の合理化や新技術の導入によ

る効率化を図った点検要領が示された。 

この様な状況を踏まえ、ビジョン案では「新技術

の導入により、効率化・高度化された予防保全型メ

ンテナンスにより、道路ネットワークが持続的に機

能する」としている。 

国総研では、上記点検要領や新技術の導入に関す

る資料等の作成に協力してきた。引き続き、1巡目と

2巡目の点検結果の比較分析も行いながら、点検の信

頼性向上や効率化のための研究を行うとともに、3

巡目に向けた法定点検要領の改定に反映すべき点

検・診断の品質確保・向上策、省力化策、多様な条

件に応じた合理化策について研究を進めていく。 

点検の進捗により、補修・補強が必要な構造物も

顕在化してきている。合理的な措置のため、道路橋

の補修・補強設計への部分係数設計法・限界状態設

計法の導入や、舗装の早期劣化区間解消のための調

査・設計法に引き続き取り組んでいく。 

また、全国的に浸透しつつあるアセットマネジメ

ントの取り組みがより合理的で実行のあるものとな

るよう、法定点検結果や地方整備局の維持管理情報

なども最大限に活用し、道路構造物に共通するマネ

ジメント手法の検討を進めていく。 

図-2 道路構造物の定期点検要領の策定状況 

４．新技術の開発・活用 

 ビジョン案においては、前述の道路施策を進める

に当たっての課題の一つとして新技術の開発・活用

をあげ、「新技術の開発・活用について、国はオー

プンイノベーションを推進するとともに、新技術を

積極的に活用するマインドに転換することが必要で

ある」としている。 

道路橋においては、平成29年に許容応力度設計体

系から部分係数設計体系に設計技術基準が改定され、

多様な条件に対して「安全性を始め様々な性能を信

頼性も考慮して合理的かつ細やかに実現させる設計

が可能」な条件が整備された。これを応用して、高

強度材料など新たな技術の活用による構造の合理化

策を検討する。他の道路構造物の技術基準について

も、新技術の活用が容易となるよう、要求性能の体

系的整理を行う。 

また、道路局と連携して以下の取組を進めていく。 

・現場の関係者・業界団体・技術の開発者との意見

交換を行いながら、現場のニーズに応じた新技術に

対するリクワイヤメントを明確化する。 

・新技術の適用性を判断するための指標となる性能

評価項目とその性能評価の方法を確立していく。 

・技術基準との適合性（性能保証）を適正に評価す

るにあたっての着眼点や留意点をまとめた「新技術

評価ガイドライン」の活用やその改定に取り組む。 

・NETIS（テーマ設定型）や道路局による技術公募・

実証フィールドでの試行や、道路政策の質の向上に

資する技術研究開発など、様々な新技術に関する制

度に参画し、ニーズとマッチングした新技術が正し

い使い方のもと実装されるように技術支援をしてい

く。 

 

道路構造物研究部においては、これらの取り組み

を通じ、人々の幸せにつながる道路に寄与して参り

たい。 

【参考文献】 
1)社会資本整備審議会道路分科会第73回基本政策
部会資料 
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s203
_seisaku01.html 
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各研究部・センターからのメッセージ 
 

社会からの要請に応え得る 

建築基準や普及技術 
 

建築研究部長 福山 洋 

（キーワード）  地方振興、環境問題、都市再生、強靱化、強風対策 

 

１．はじめに 
建築研究部では、世の中の動きに呼応して変化す

る国民や社会からのさまざまなニーズに応え、より

安全・安心で快適、かつ、魅力溢れる建築環境の実

現を目的に活動を行っている。具体的には、建築基

準法をはじめとする各種技術基準の制定・改正に際

して、科学的・技術的な知見に基づく原案の作成を

行うほか、災害の現地調査や今後の対策の検討、調

査・研究成果の社会への還元・普及、国内外の機関

に対する技術的支援などが挙げられる。 
本稿では、最近の話題である「地方振興」、「環

境問題」、「都市再生」、「強靱化」等を念頭に、

これらへの対応として建築研究部で実施もしくは計

画している研究の内容や方向性について紹介する。

また、ここ数年頻発した「巨大台風災害への対応（強

風対策）」についてもその検討方針を示す。 
 

２．「地方振興」や「環境問題」への対応 

平成27年に、「まち・ひと・しごと創生基本方針」

が閣議決定され、地方振興、環境問題への対応、木

のある空間の創出などを目ざして、「建築物の木造

化・木質化を推進するため、CLT（Cross Laminated 
Timber：ひき板を並べた層を各層で互いに直交する

ように積層接着した厚型パネル）等の開発・普及、

公共建築物の木造化等の促進を一層強化する」こと

が明記された。この基本方針に則り、木質材料の活

用、建築物への可変性の付与、施工期間の短縮、木

材の意匠性を活用するニーズへの対応等の各種要求

を実現するために、総合技術開発プロジェクト（総

プロ）「新しい木質材料を活用した混構造建築物の

設計・施工技術の開発（H29-R3）」を実施している。 

ここでは、木質系大型パネルのCLT等を構造部材

として活用し、これをRC造や鉄骨造などと組み合わ

せることで、新たな建築空間を創り出す。特に、こ

れまで中高層建築物では、木を室内表面に見せるよ

うな空間の実現は難しかったが、このたび改正され

た防火・避難規定を積極活用し、かつ必要な構造性

能や耐久性も確保できる汎用的な設計方法や接合方

法を各種実験による検証を経て提示する。それらを、

３種類のプロトタイプ建築物の設計例として取りま

とめ、一般技術として普及を推し進めていく（図）。 
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自由な空間を実現 
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2層分のRC造大架構の中
に木造架構を設置 

タイプⅡ 
RC造やS造架構で各階の
構造壁や床を木質化 

図 検討中のプロトタイプ建築物 
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１．はじめに 
建築研究部では、世の中の動きに呼応して変化す

る国民や社会からのさまざまなニーズに応え、より

安全・安心で快適、かつ、魅力溢れる建築環境の実

現を目的に活動を行っている。具体的には、建築基

準法をはじめとする各種技術基準の制定・改正に際

して、科学的・技術的な知見に基づく原案の作成を

行うほか、災害の現地調査や今後の対策の検討、調

査・研究成果の社会への還元・普及、国内外の機関

に対する技術的支援などが挙げられる。 
本稿では、最近の話題である「地方振興」、「環

境問題」、「都市再生」、「強靱化」等を念頭に、

これらへの対応として建築研究部で実施もしくは計

画している研究の内容や方向性について紹介する。

また、ここ数年頻発した「巨大台風災害への対応（強

風対策）」についてもその検討方針を示す。 
 

２．「地方振興」や「環境問題」への対応 

平成27年に、「まち・ひと・しごと創生基本方針」

が閣議決定され、地方振興、環境問題への対応、木

のある空間の創出などを目ざして、「建築物の木造

化・木質化を推進するため、CLT（Cross Laminated 
Timber：ひき板を並べた層を各層で互いに直交する

ように積層接着した厚型パネル）等の開発・普及、

公共建築物の木造化等の促進を一層強化する」こと

が明記された。この基本方針に則り、木質材料の活

用、建築物への可変性の付与、施工期間の短縮、木

材の意匠性を活用するニーズへの対応等の各種要求

を実現するために、総合技術開発プロジェクト（総

プロ）「新しい木質材料を活用した混構造建築物の

設計・施工技術の開発（H29-R3）」を実施している。 

ここでは、木質系大型パネルのCLT等を構造部材

として活用し、これをRC造や鉄骨造などと組み合わ

せることで、新たな建築空間を創り出す。特に、こ

れまで中高層建築物では、木を室内表面に見せるよ

うな空間の実現は難しかったが、このたび改正され

た防火・避難規定を積極活用し、かつ必要な構造性

能や耐久性も確保できる汎用的な設計方法や接合方

法を各種実験による検証を経て提示する。それらを、

３種類のプロトタイプ建築物の設計例として取りま

とめ、一般技術として普及を推し進めていく（図）。 
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３．「都市再生」や「強靱化」への対応 
これからの日本では、コンパクトで強靱な都市へ

の再生が求められており、それらを円滑に実現でき

る基盤の技術が不可欠である。 
R2年度から開始する総プロ「建築物と地盤に係る

構造規定の合理化による都市の再生と強靱化に資す

る技術開発（R2-5）」では、「① 都心部における建

築物の更新再生で課題となる既存杭の処置」と、「② 

起伏地において劣化等が生じている宅地・擁壁の強

靱化」を取り上げる予定である。 

①では、建築物の更新時に支障となる従前建築物

の杭の再利用として、杭自体や地盤の補強を行う方

法や、新たに設けられた杭（異種杭）と併用する方

法について構造安全性の検証方法を開発し、技術の

普及を図る。また、杭を撤去する場合の、撤去後の

地盤の埋め戻しにより緩みがちな地盤特性を踏まえ

た性能評価法の開発を行う。②では、劣化や損傷が

生じている擁壁や宅地地盤が地震によって変状・崩

壊し、周辺交通や当該住宅の安全性・使用性に支障

が生じぬよう、既存宅地や擁壁の診断ならびに補強

技術を開発する。そして、これらを社会実装するこ

とにより、都市の再生と強靭化の促進に寄与する。 

 

４．巨大台風被害への対応（強風対策） 

 令和元年９月に千葉県に上陸した台風第15号は、

瓦屋根をはじめとする建築物の各種外装材や木造小

屋組などに甚大な被害を与え、室内に強風と雨水が

侵入することにより住まいとしての機能を喪失させ

た。また、その復旧に多大な費用と時間を要するこ

ととなった。（一社）日本損害保険協会によると、

最近の風水害による１年間の支払保険金額は、地震

被害による支払い保険金額を超えており１）、近年の

異常気象の傾向も踏まえると、建築物の耐風性能の

向上は喫緊の課題といえる。 

 我々が実施した台風第15号の現地被害調査では、

住宅と低層店舗等の窓ガラス、瓦屋根等の屋根ふき

材、木造小屋組、外壁仕上げ、屋外に面する建具、

軒天井などの被害が顕著であった２）。国総研では、

この中から屋根ふき材、木造小屋組、および店舗の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に面する建具（フロントサッシ）の被害（写真）

に着目し、それらの被害軽減のために次のような検

討を、令和元年度補正予算他で実施する方針である。

これらにより、耐風性能の向上に資する試験評価法

と仕様を提案し、それを既存の業界ガイドライン等

に反映して技術の普及を図る。 

１）屋根ふき材：屋根ふき材の施工方法（主として

緊結方法）等による被害の実態と原因を調査し、推

奨すべき工法の選定・確立と普及の検討を行う。ま

た、既存の屋根ふき材に対する診断と改修方法や、

屋根ふき材の耐風性能ランクに関する検討を行い、

より強靱な屋根への誘導策につなげる。 

２）小屋組：小屋梁から野地板までの実情を反映し

た部分試験体の耐力実験等を通して、基準風速に応

じた小屋組仕様例を提示する。 

３）フロントサッシ：フロントサッシと躯体との間

の接合部耐力の実況把握等を通して、耐力試験およ

び評価法の整備と推奨仕様の提示等を行う。 

☞詳細情報はこちら 

1) （一社）日本損害保険協会：自然災害での支払額、 

https://www.sonpo.or.jp/report/statistics/disa

ster/index.html 

（例えば、平成30年の7月豪雨、台風21号、台風24号

による火災保険の支払額は合計1兆3,578億円で、地

震被害の最大支払額である平成23年東北地方太平洋

沖地震の1兆2,833億円を超えている。） 

2) 国土技術政策総合研究所、（国研）建築研究所:

令和元年台風15号に伴う強風による建築物等被害現

地調査報告、2019.10.24 

http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/saigai/R1/taihu

15.pdf 

屋根ふき材の飛散 小屋組の損傷 

店舗の屋外に面する建具 
（フロントサッシ）の損壊と転倒 

写真 さまざまなタイプの強風被害建築物 
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住宅研究部長 山海 敏弘(博士(学術)) 

 

（キーワード）  IoT、AI、エネルギーハーベスティング、火災避難、日常災害、広域災害 

 

1.はじめに 

住宅・建築物においても、IoT・AI を活用した

斬新なシステムの導入が進みつつあり、特に建築

物の運用を高度化・合理化するという技術領域に

おいて、多くの新技術が公表されている１)。しか

し、主に利便性・サービスの向上などの領域で

IoT の活用が進められている一方、建築物の火災

時の避難支援、高齢者や障害者の日常安全対応に

ついては、新技術の導入が遅々として進んでいな

い。またライフライン途絶への対応についても同

様である。このため本稿では、IoT・AI における

火災避難、日常災害、ライフライン途絶への対応

について概説する。 

2.IoT・AIの火災避難支援等への展開 

現在運用されている火災避難関連技術（非常用

照明、排煙設備、自火報設備、予備電源・非常用

電源等）に関する建築基準法・消防法に基づく技

術的基準は、千日前デパートにおける火災事例を

契機として昭和 45 年に規定されたものが基本と

なっている。 

このため、現在の技術的水準から見れば古さは

否めず、故に本来 IoT等新技術導入のメリットも

大きく、これらの導入が活発であるべき領域であ

る。具体的には、次のような事項について、新技

術の導入が期待される。 

① より早期かつ適確に火災を感知する技術 

⇒日常的に使用される IoT を活用したセンサに

よる早期・適確な火災覚知、AI を活用した

画像認識技術による火災の早期発見 

② 火災時の適確な避難を実現する技術 

⇒合理的な避難を可能とするサイネージ、ナビ

ゲーション（AR とモバイルデバイスの活用）、

ロボット等を活用した避難弱者の支援技術

（電動車いすによるカルガモ的な自律避難、

装着型ロボット等を活用した自律避難等） 

③ 火災を適確に消火する技術 

⇒AI を活用した画像認識技術による早期消火の

実現、ロボット等を活用した消火技術 

しかし現実には、対象物について最も深い知見

を有する既存の業界が現行の規制を前提として構

築されており、新技術に取り組むモチベーション

が生じにくいこと、既存の業界の有する知見が規

制による技術基準の一部分に留まり、全体を俯瞰

した対応が難しいこと等により、残念なことに、

民間企業による新技術の提案・開発は、ほとんど

進んでいないのが現状である。 

このような現状に対して、国立研究開発法人建

築研究所が中心となって、IoT を活用した避難支

援技術と、ロボット技術を活用した高齢者・障害

者の避難支援技術の研究開発に取り組んでいる 2)。 

前者については、AR（拡張現実）技術を活用し

た建築物内の避難支援について検討しており、モ

バイルデバイスと AR を活用することにより、比

較的避難経路の把握が困難な建築空間においても、

適確な避難を確保できることが期待されている。 

後者については、電動車いすによる自律的な水

平避難等を実現する技術や、ロボットスーツ等の

移動支援技術を用いた場合の避難性能の検証につ

いて取り組んでいる。 

3.IoT の高齢者・障害者支援、日常災害防止への

展開 

建築物のバリアフリー化においては、建築物の

寸法（幅、高さ等）や手すり、エレベータの設置

等について規定する、という対策が講じられてき

たが、現在、住宅内で命を落としてしまう方々の

数は、交通事故による死者の倍以上となっており、

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ

の貼り付

けは不要 

要） 
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1.はじめに 

住宅・建築物においても、IoT・AI を活用した

斬新なシステムの導入が進みつつあり、特に建築

物の運用を高度化・合理化するという技術領域に

おいて、多くの新技術が公表されている１)。しか

し、主に利便性・サービスの向上などの領域で

IoT の活用が進められている一方、建築物の火災

時の避難支援、高齢者や障害者の日常安全対応に

ついては、新技術の導入が遅々として進んでいな

い。またライフライン途絶への対応についても同

様である。このため本稿では、IoT・AI における

火災避難、日常災害、ライフライン途絶への対応

について概説する。 

2.IoT・AIの火災避難支援等への展開 

現在運用されている火災避難関連技術（非常用

照明、排煙設備、自火報設備、予備電源・非常用

電源等）に関する建築基準法・消防法に基づく技

術的基準は、千日前デパートにおける火災事例を

契機として昭和 45 年に規定されたものが基本と

なっている。 

このため、現在の技術的水準から見れば古さは

否めず、故に本来 IoT等新技術導入のメリットも

大きく、これらの導入が活発であるべき領域であ

る。具体的には、次のような事項について、新技

術の導入が期待される。 

① より早期かつ適確に火災を感知する技術 

⇒日常的に使用される IoT を活用したセンサに

よる早期・適確な火災覚知、AI を活用した

画像認識技術による火災の早期発見 

② 火災時の適確な避難を実現する技術 

⇒合理的な避難を可能とするサイネージ、ナビ

ゲーション（AR とモバイルデバイスの活用）、

ロボット等を活用した避難弱者の支援技術

（電動車いすによるカルガモ的な自律避難、

装着型ロボット等を活用した自律避難等） 

③ 火災を適確に消火する技術 

⇒AI を活用した画像認識技術による早期消火の

実現、ロボット等を活用した消火技術 

しかし現実には、対象物について最も深い知見

を有する既存の業界が現行の規制を前提として構

築されており、新技術に取り組むモチベーション

が生じにくいこと、既存の業界の有する知見が規

制による技術基準の一部分に留まり、全体を俯瞰

した対応が難しいこと等により、残念なことに、

民間企業による新技術の提案・開発は、ほとんど

進んでいないのが現状である。 

このような現状に対して、国立研究開発法人建

築研究所が中心となって、IoT を活用した避難支

援技術と、ロボット技術を活用した高齢者・障害

者の避難支援技術の研究開発に取り組んでいる 2)。 

前者については、AR（拡張現実）技術を活用し

た建築物内の避難支援について検討しており、モ

バイルデバイスと AR を活用することにより、比

較的避難経路の把握が困難な建築空間においても、

適確な避難を確保できることが期待されている。 

後者については、電動車いすによる自律的な水

平避難等を実現する技術や、ロボットスーツ等の

移動支援技術を用いた場合の避難性能の検証につ

いて取り組んでいる。 

3.IoT の高齢者・障害者支援、日常災害防止への

展開 

建築物のバリアフリー化においては、建築物の

寸法（幅、高さ等）や手すり、エレベータの設置

等について規定する、という対策が講じられてき

たが、現在、住宅内で命を落としてしまう方々の

数は、交通事故による死者の倍以上となっており、

写真 
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の貼り付

けは不要 

要） 
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死因別に見ると、浴室による溺水が最も多く、実

に住宅における死因の 7 割弱を占めている。この

溺死に至る最大の要因はヒートショックではない

か、と推定されているが、現時点では有効な対策

技術が構築されているとは言えない状況である。

一方、福祉・介護の領域では見守り型サービスの

導入が急速に進んでおり、同居人のいない独居者

への支援技術が急速に導入されているが、安全の

確保とプライバシーの確保に深刻な葛藤が生じて

いる。このような状況に対して、AIと IoTを活用

した対策技術が注目されている。 

AI は、2012 年にディープラーニングによる犬

猫識別が可能となった段階から爆発的な進歩を遂

げており、一方、IoT デバイスの高機能・高速度

化により、AI による画像の識別をローカルなシ

ステム内で完結できるようになってきたが、これ

は、プライバシーの領域に属する情報を完全にロ

ーカル化できるという可能性を示している（いわ

ゆるエッジコンピューティング）。例えば、風呂

の中で溺れつつあるという画像情報をローカルに

AI 処理し、外部には救援を求めるシグナルのみ

を発出する、というシステムも実現可能と考えら

れている。溺水の場合、仮に警報を受けて直ちに

助けが来たとしても既に手遅れかもしれないが、

浴槽の底にエアバッグを装着しておき、いざとい

うときには膨らませて溺水を防ぐ、というシステ

ムも想定可能であり、何ができるか、というより

も、どこまでやるか、ということが本当の課題と

なる可能性がある。 

4.ライフライン途絶への対応 

 IoT、AI 等の住宅・建築物への導入は、大き

な社会的便益を生む可能性があるが、これらは

基本的に電源途絶に対する耐性がない。このよ

うなシステムの「危なっかしさ」を克服するた

めの技術として、エネルギーハーベスティング

技術が注目されている。エネルギーハーベステ

ィングとは「環境発電」であり、極めて微弱な

振動、温度変化、光、周辺の電磁波等によって

発電し、稼働・通信できる半導体デバイスや、

人間が踏むことによって発光する照明装置等、

様々な技術の実用化が進んでいる。 

 この技術を活用することによって、ケーブル

レス IoT の実現が可能となり、電源への依存に

よる脆弱性を克服するだけでなく、制御・監視

系統と発電系統を独立して扱うことができるこ

とにより、建築物の非常用電源が長期間の停電

対策に向いていないという性格（負荷の状況と

は無関係に停電と同時に起動し、短時間で停止

する）を、以下のように、相当部分補うことが

できる可能性がある。 

① 電源途絶時も、必要な制御・監視機能を保持

することが可能となる。モバイルデバイスと

の組み合わせも有効な選択肢となる。 

② 大電力が必要な場合だけ防災用電源を稼働さ

せること（防災用電源の間欠運転）等による

機能確保が技術的には可能となる。通常の非

常用発電機と比較して、一定の燃料で運用で

きる期間が飛躍的に長期化し、電源途絶への

対応性が高まる。 

5.まとめ 

国土技術政策総合研究所の住宅分野における

IoT、AI 等への取り組みは、既に周回遅れであ

るが、この種の民間主導の技術については、中

途半端なパブリックセクターの関与は技術を歪

ませてしまう懸念があり、むしろ慎重な対応が

妥当と考えられる。岡目八目と言うのが適当か

もしれないが、民間での活発な技術展開を横目

で睨むことにより、既存の規制との関係、課題

等が浮き彫りとなり、技術の方向性について考

察することができたのは、周回遅れのメリット、

と言ってよいのではないか、と考えられる。 

☞詳細情報はこちら 

1)「Society 5.0 と住宅・建築物」、山海敏弘、国総

研レポート 2019、P38，39、2019年 7月 

2)「高度な避難安全確保のためのセンサやロボット技

術の活用可能性」、鍵屋浩司、山海敏弘、日本建築

学会大会学術講演集（北陸）、防火 P369-370、

2019年 9月 
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持続可能な都市、新たな価値を 

創造する都市をめざして 

 

都市研究部長 中西 浩 

（キーワード） Society5.0、スマートシティ、課題解決、価値創造、ビッグデータ 

 

１．都市研究を取り巻く政策課題 

(1) 政策課題の変遷 

我が国の都市は、急速な都市化の時代を経て、成

熟した都市へ、そして今や一部においては衰退する

都市へと変遷している。 

これに伴い都市政策が対処すべき課題は、無秩序

な開発への対処から、既成市街地の更新整序、さら

に縮退する都市の維持管理、自然や歴史の回復保全

へと重点を移してきた。 

 現下においては、分野横断で多様な主体が関わら

ざるを得ない都市政策にとっての最重要課題として、

①人口減少・超高齢社会、②大規模災害、③エネル

ギー・環境問題への対応、がある。 

(2) 新技術活用による新たな取り組み 

 こうした課題の解決手段のひとつとして、イノベ

ーションを通じ我が国の経済社会構造を包括的に変

革し、「超スマート社会（Society5.0）」を実現す

る国家戦略が打ち出されている。 

「快適なインフラ・まちづくり」は、Societry5.0

の実現に向けた戦略５分野の一つである。既に実装

又は近い将来に実装が見込まれる新技術を活用する

ことにより、諸課題の解決による持続可能性や、新

たな価値の創造につなげる「スマートシティ」の取

り組みが始まっている。 

 

以上の様に、都市に関する政策は、国家戦略の主

要な要素の一つであり、社会経済の変革に伴い顕在

化する個々の都市の課題に対し様々な分野を横串に

しながら先手を打って対応する必要があるため、分

野間の融合・連携を可能とする技術開発や、技術が

もたらす人間及び都市への影響、あり方等について

の研究を本格化していく必要があると考えている。 

 

２．研究活動の理念 

都市研究部においては、国土交通省の都市に関す

る政策を、より的確かつ迅速に企画・立案・遂行す

るために必要な調査研究、技術開発に取り組んでお

り、現下の最重要課題から、 

① 人口減少社会の都市づくり 

② 災害に強い都市づくり 

③ 低炭素都市づくり 

の3つのテーマを重点分野として継続して調査研究

を行っている。 

今後、この枠組みを維持しつつ、経済社会の課題

や動向、国の計画や民間の将来見通し、災害や事故

等の突発事象、技術革新の将来展望等を踏まえ、新

たな課題に挑戦し、社会や行政のニーズに応え続け

たいと考える。 

特に、Society5.0の実現や地域創生へと繋がる総

合研究開発、政策的な戦略に基づく長期的な基盤的

研究、自由な発想に基づく学術的研究を重視すると

もに、それらのバランスに配慮する。 

また、都市運営の主体である地方公共団体や住民

の活動を支援することが重要であり、研究計画の検

討や研究成果・研究活動の情報発信に努める。加え

て、国際共同研究等を通じ情報の収集発信を積極的

に行いたい。 

 

３．研究活動の取り組み例 

研究活動の取組みについては、以下に分類している。 

① 国土交通省の政策展開への参画 

・都市計画法、建築基準法、低炭素まちづくり法、

その他法令等に関する技術基準の原案作成、災害調

査など。 

② 技術力を実務の現場に還元 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 
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持続可能な都市、新たな価値を 

創造する都市をめざして 

 

都市研究部長 中西 浩 

（キーワード） Society5.0、スマートシティ、課題解決、価値創造、ビッグデータ 

 

１．都市研究を取り巻く政策課題 

(1) 政策課題の変遷 

我が国の都市は、急速な都市化の時代を経て、成

熟した都市へ、そして今や一部においては衰退する

都市へと変遷している。 

これに伴い都市政策が対処すべき課題は、無秩序

な開発への対処から、既成市街地の更新整序、さら

に縮退する都市の維持管理、自然や歴史の回復保全

へと重点を移してきた。 

 現下においては、分野横断で多様な主体が関わら

ざるを得ない都市政策にとっての最重要課題として、

①人口減少・超高齢社会、②大規模災害、③エネル

ギー・環境問題への対応、がある。 

(2) 新技術活用による新たな取り組み 

 こうした課題の解決手段のひとつとして、イノベ

ーションを通じ我が国の経済社会構造を包括的に変

革し、「超スマート社会（Society5.0）」を実現す

る国家戦略が打ち出されている。 

「快適なインフラ・まちづくり」は、Societry5.0

の実現に向けた戦略５分野の一つである。既に実装

又は近い将来に実装が見込まれる新技術を活用する

ことにより、諸課題の解決による持続可能性や、新

たな価値の創造につなげる「スマートシティ」の取

り組みが始まっている。 

 

以上の様に、都市に関する政策は、国家戦略の主

要な要素の一つであり、社会経済の変革に伴い顕在

化する個々の都市の課題に対し様々な分野を横串に

しながら先手を打って対応する必要があるため、分

野間の融合・連携を可能とする技術開発や、技術が

もたらす人間及び都市への影響、あり方等について

の研究を本格化していく必要があると考えている。 

 

２．研究活動の理念 

都市研究部においては、国土交通省の都市に関す

る政策を、より的確かつ迅速に企画・立案・遂行す

るために必要な調査研究、技術開発に取り組んでお

り、現下の最重要課題から、 

① 人口減少社会の都市づくり 

② 災害に強い都市づくり 

③ 低炭素都市づくり 

の3つのテーマを重点分野として継続して調査研究

を行っている。 

今後、この枠組みを維持しつつ、経済社会の課題

や動向、国の計画や民間の将来見通し、災害や事故

等の突発事象、技術革新の将来展望等を踏まえ、新

たな課題に挑戦し、社会や行政のニーズに応え続け

たいと考える。 

特に、Society5.0の実現や地域創生へと繋がる総

合研究開発、政策的な戦略に基づく長期的な基盤的

研究、自由な発想に基づく学術的研究を重視すると

もに、それらのバランスに配慮する。 

また、都市運営の主体である地方公共団体や住民

の活動を支援することが重要であり、研究計画の検

討や研究成果・研究活動の情報発信に努める。加え

て、国際共同研究等を通じ情報の収集発信を積極的

に行いたい。 

 

３．研究活動の取り組み例 

研究活動の取組みについては、以下に分類している。 

① 国土交通省の政策展開への参画 

・都市計画法、建築基準法、低炭素まちづくり法、

その他法令等に関する技術基準の原案作成、災害調

査など。 

② 技術力を実務の現場に還元 

写真 
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・各種統計調査データや地理空間情報、建築物デー

タ等を基に、より高度に活用するための各種シミュ

レーションプログラムの開発、公開。 

・交通ビッグデータの活用方策に関する共同研究。 

③ 新たな政策の先導 

・コンパクトな都市づくり、低炭素都市づくり、災

害に強い都市づくり等、超スマート社会等、将来を

見据えた先行的な調査研究、技術開発。 

・AIを活用した緑視率の計測手法の開発。 

・みどりを利用した都市の熱的環境改善による低炭

素都市づくりの評価手法の開発、等。 

 

以下に、重点的に取り組んでいる研究開発を紹介

する。 

(1) 「小地域（町丁・字）を単位とした将来人口・

世帯予測ツール（改良版）1)」の公開と、当ツール

を応用した「地域居住支援機能適正配置予測プログ

ラム」の開発 

市町村毎の将来人口予測は、国立社会保障・人口

問題研究所により推計がなされてきたが、市町村内

の町丁目毎の人口推計について予測するツールを開

発し、2015年国勢調査に基づく改良版を、G空間情報

センターを通じて公開している。 

地域居住支援機能適正配置予測プログラムは、将

来の町丁目毎の人口推計シミュレーションにより算

出した要介護認定者数の予測を基に、医療福祉施設

の過不足を予測し、市町村内での施設の適正配置の

検討に役立てていただけることをめざしている。 

 

(2) ビッグデータを活用した都市内移動状況の把握 

交通量調査の省力化および、よりリアルタイムの

データが求められる中、歩行者を対象とする交通量

調査に、様々な情報通信技術によって得られるビッ

グデータを活用する試みを実施している。 

情報通信技術の特性と、活用できる場所や用途を

うまく組み合わせることにより、実際の交通量と同

等の精度が得られるような手法を開発している。 

 

 

４．おわりに 

Society5.0の実現をめざすスマートシティの取組

みが、全国各地でモデル事業として実施されている。 

今後は、スマートシティ推進の一環として、情報

通信技術や新しいサービスをはじめとする新技術が、

諸課題の解決や価値の創造につながるように、評価

方法に関する研究開発を実施していく予定である。 

また、新技術を活用したリアルタイムデータの活

用のより一層の促進に努めるとともに、既存シミュ

レーションツールの改良および新たなシミュレーシ

ョンツールの作成等を通じて、事象把握や将来予測

の精度を上げ、課題解決に寄与して行きたい。 

さらに、オープンイノベーションの必要性が高ま

る中、外部との連携協力や、多様な人材が活躍でき

る研究環境整備についても、心がけて行きたい。 

☞詳細情報はこちら 

1) Ｇ空間情報センター 「将来人口・世帯予測ツー

ル（改良版）」ダウンロードサイト 

https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/cohort-

v2 
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各研究部・センターからのメッセージ 
 

これからの沿岸域形成への取り組み 
 

 沿岸海洋・防災研究部長 髙田 直和 

（キーワード）  沿岸域、高潮、生態系サービス、みなとまちづくり 

  

１．はじめに 

２０２０年、元号が令和となり新しい時代が始ま

った感が世の中に広がっている。 

そんな時代感の中で、我々の生活を取り巻く状況

を振り返ってみると、特に、ここ２，３年続いて大

きな台風が日本列島を襲い、西日本に、九州地方に、

関東一円から東日本広域と、日本の各地が大きな被

害に見舞われた。被害要因も、台風による大雨、強

風のみならず高潮、越波の発生や、堤防の決壊など

大規模なインフラの被災により、生活や産業活動に

並々ならぬ影響が出た。人々の暮らしが豊かで快適

になるに伴い、それを可能にするシステムもまた高

度化、複合化しており、あらゆる物事がより複雑に、

重層的に、その関連性を高めている。それは災害に

おいても同じ様相を見せることとなる。 

 

２．研究の動向 

沿岸海洋・防災研究部では、沿岸域を様々な観点

からとらえ、大きく以下の３つの分野で研究に取り

組んでいる。 

１） 安全・安心を高めるための防災分野 

２） 環境の保全・再生・創出 

３） 魅力ある空間形成 

個々の研究活動の具体、詳細はそれぞれの報告にゆ

だねることとし、ここではそれぞれの分野ごとに概

要だけを紹介する。 

 

（防災分野） 

前述したように、台風、高潮災害が続いているが、

災害時のテックフォースとしての現地調査に始まり、

被害状況の調査、事象の検証作業、復旧・復興段階

での技術支援と災害対応の業務、研究活動を行って

いる。高潮の再現計算、コンテナの倒壊対策に関す

る実験、避難、事前対策に関する研究など、防災分

野の取り組みは、昨今のIT技術の進化は目覚ましい

ものがあり、建設業界におけるi-Constructionの導

入をはじめ、様々な分野でその利用が進んでいるＩ

oＴ、ビックデータ、人工知能（ＡＩ）、無人航空機

（ＵＡＶ）などの最新の情報を取り入れながら、我々

のフィールドである現場に役立つことを常に考えな

がら、行政の支援、研究活動を行っている。 

 

写真 令和元年台風15号による被災調査 

 

（環境分野） 

沿岸域の環境に関する研究分野においては、長年

にわたり研究のベースとして継続的に水質、生物等

のモニタリングを行っている。さらに、ここ数年沿

岸域の生態系サービスを多種多様な視点からとらえ

これら様々な価値を定量化する手法の開発に取り組

んでいる。干潟を対象に地域の大学や研究機関、NPO

と連携し、価値を向上のための効率的な対策を導出

する手法の開発まで行ったところである。   

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不

要） 
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各研究部・センターからのメッセージ 
 

これからの沿岸域形成への取り組み 
 

 沿岸海洋・防災研究部長 髙田 直和 

（キーワード）  沿岸域、高潮、生態系サービス、みなとまちづくり 

  

１．はじめに 

２０２０年、元号が令和となり新しい時代が始ま

った感が世の中に広がっている。 

そんな時代感の中で、我々の生活を取り巻く状況

を振り返ってみると、特に、ここ２，３年続いて大

きな台風が日本列島を襲い、西日本に、九州地方に、

関東一円から東日本広域と、日本の各地が大きな被

害に見舞われた。被害要因も、台風による大雨、強

風のみならず高潮、越波の発生や、堤防の決壊など

大規模なインフラの被災により、生活や産業活動に

並々ならぬ影響が出た。人々の暮らしが豊かで快適

になるに伴い、それを可能にするシステムもまた高

度化、複合化しており、あらゆる物事がより複雑に、

重層的に、その関連性を高めている。それは災害に

おいても同じ様相を見せることとなる。 

 

２．研究の動向 

沿岸海洋・防災研究部では、沿岸域を様々な観点

からとらえ、大きく以下の３つの分野で研究に取り

組んでいる。 

１） 安全・安心を高めるための防災分野 

２） 環境の保全・再生・創出 

３） 魅力ある空間形成 

個々の研究活動の具体、詳細はそれぞれの報告にゆ

だねることとし、ここではそれぞれの分野ごとに概

要だけを紹介する。 

 

（防災分野） 

前述したように、台風、高潮災害が続いているが、

災害時のテックフォースとしての現地調査に始まり、

被害状況の調査、事象の検証作業、復旧・復興段階

での技術支援と災害対応の業務、研究活動を行って

いる。高潮の再現計算、コンテナの倒壊対策に関す

る実験、避難、事前対策に関する研究など、防災分

野の取り組みは、昨今のIT技術の進化は目覚ましい

ものがあり、建設業界におけるi-Constructionの導

入をはじめ、様々な分野でその利用が進んでいるＩ

oＴ、ビックデータ、人工知能（ＡＩ）、無人航空機

（ＵＡＶ）などの最新の情報を取り入れながら、我々

のフィールドである現場に役立つことを常に考えな

がら、行政の支援、研究活動を行っている。 

 

写真 令和元年台風15号による被災調査 

 

（環境分野） 

沿岸域の環境に関する研究分野においては、長年

にわたり研究のベースとして継続的に水質、生物等

のモニタリングを行っている。さらに、ここ数年沿

岸域の生態系サービスを多種多様な視点からとらえ

これら様々な価値を定量化する手法の開発に取り組

んでいる。干潟を対象に地域の大学や研究機関、NPO

と連携し、価値を向上のための効率的な対策を導出

する手法の開発まで行ったところである。   

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不

要） 

 
 

環境という視点からの地域とのつながり、関係者

間の連携、協力を強く意識し、情報交換、調査、研

究、啓発活動を続けている。シンポジウムの開催を

東京湾大感謝祭に合わせて行うなどその活動は活発

に大きな広がりを見るまでになっている。  

写真 市民協働による地引網を用いた生物調査 

 

（空間形成分野） 

みなとまちには、歴史、文化、産業、水辺空間な

ど魅力的な地域資源が存在している。近年では、地

方創生、暮らしやすさ向上といった観点も出てきて

いることや、港湾において近年のクルーズ旅客が急

増していることなどを背景として、新しいみなとま

ちづくりのあり方に関する研究に取り組んでいる。

有識者等からなる「新みなとづくり研究会」を設置

し、空間形成手法や制度のあり方などの検討を行っ

た。昨年5月には「新みなとまちづくり宣言」なる提

言をまとめた。今後、みなとまちづくりに関するガ

イドラインや事例集の作成等を行っていく。 

写真 新みなとまちづくり研究会 

以上が研究部として取り組んでいる活動の概要で

ある。 

 

写真 UAVによる施設点検の試行 

 

３．おわりに 

沿岸海洋・防災研究部においては、このように多

様で高密度に利用されている沿岸域を対象に、防災、

環境、みなとまちづくりのそれぞれの分野で様々な

切り口からの研究を進めてきている。基本は国土交

通省港湾局が策定した港湾政策の中で、今後さらに

個々の研究を進化させ、政策をバックアップする効

果を最大限発揮していきたいと考えている。現在取

り組んでいる内閣府の官民研究開発投資拡大プログ

ラム（PRISM）の予算の活用することもその取り組み

の１つである。 

研究活動をしていくにあたっては、常に、きめ細

やかに全方位的にそれぞれの動向や意向の正確な理

解したうえで、全体の中での最適な調和点を目標と

することとし、また、我々を取り巻く環境、時代、

自然の様相、人々の暮らしが今以上のスピードをも

って変化していく中であっても、誠実に謙虚に愚直

に畏敬の念をもって、しっかりと取り組んでいきた

いと考えている。 

 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 港湾の中長期政策「PORT 2030」(2018年7月,国

土交通省港湾局)  

http://www.mlit.go.jp/report/press/port03_hh

_000042.html 
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各研究部・センターからのメッセージ 
 

既存の港湾施設を活用し地域経済を 

活性化する 
 

港湾研究部長  髙野 誠紀 

（キーワード）  港湾の技術基準、性能評価、ビッグデータ 

 

１．はじめに 

港湾は、我が国の重要なインフラとして、物流や

人流を支えるとともに、産業活動や豊かな国民生活

を支える重要な空間である。そして今後も港湾には

多様な要請が求められる中、港湾研究部では、我が

国の国際競争力強化、地域経済、安全・安心な国民

生活を支えるため、港湾の計画・設計・施工・運営・

維持管理を通じた研究等に取り組み、現場への成果

反映に努めている。本稿では、既存施設を有効に活

用する観点から、技術基準の考え方やその適用状況

について概要を述べる。 

 

２．既存施設の改良の考え方 

高度経済成長期において集中的に整備された港湾

施設は老朽化が進行しており、2038年にはその７割

が50年以上経過することとなる。これらの施設は適

切な維持・更新が必要であるが、新たな要請に応じ 

図-1 既存部材等の性能評価の手順 

て効率的な改良も求められている。 

2018年に改訂した「港湾の施設の技術上の基準・

同解説（以下「港湾基準」という。）」においては、

改良設計に係る規定を拡充し、既存施設の用途変更

や設計条件の変更等により施設を改良する際の全体

手順、基本事項などの考え方を明確化している。こ

の中では、既存部材の性能評価と材料条件設定が重

要となる。そのためには既存部材等の劣化・損傷の

把握など詳細なデータ取得が必要となるが、既存部

材を活用できる場合には、経済面や工程計画への効

果が期待される。 

 

３．既存施設を賢く使う 

港湾に求められる機能のひとつとして、コンテナ

船やクルーズ船の巨大化への対応がある。 

船舶が活動する水域施設の基準は、船舶の長さを

Ｌとすると、航路幅は１Ｌ、岸壁前の回頭泊地は直

径２Ｌとなる。新造船の場合、操船性が向上してお

り、操船シミュレーション等で検証することにより、

港湾基準の特例として狭い水域での操船が可能と判

断することができる。ただしこれは特定の船舶での

み検証した結果であるため、今後も新たな船舶には 

図-2 大型旅客船の入出港軌跡 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不

要） 

・利用可否の判断
（補修・補強等の必要性
の判断等を含む）

・性能照査に基づく構造断
面や使用材料等の決定
（利用する既存部材等の
性能の確認も含む）

b) 既存部材等に期待する
性能の整理

a) 既存部材等の劣化・
損傷状況の把握

・改良目的、要求性能、設
計供用期間の設定

・利用部材の選定

c) 既存部材等の性能
の評価

d) 評価結果の反映
(材料条件の設定)

・利用可否の判断結果
（評価方法含む）を材料
条件として反映

・既往点検診断結果および
詳細調査結果の確認

・物性値等の入力パラメー
タの設定

構造断面等

の決定
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既存の港湾施設を活用し地域経済を 
活性化する

港湾研究部長　髙野　誠紀

（キーワード）　港湾の技術基準、性能評価、ビッグデータ
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既存の港湾施設を活用し地域経済を 

活性化する 
 

港湾研究部長  髙野 誠紀 

（キーワード）  港湾の技術基準、性能評価、ビッグデータ 

 

１．はじめに 

港湾は、我が国の重要なインフラとして、物流や

人流を支えるとともに、産業活動や豊かな国民生活

を支える重要な空間である。そして今後も港湾には

多様な要請が求められる中、港湾研究部では、我が

国の国際競争力強化、地域経済、安全・安心な国民

生活を支えるため、港湾の計画・設計・施工・運営・

維持管理を通じた研究等に取り組み、現場への成果

反映に努めている。本稿では、既存施設を有効に活

用する観点から、技術基準の考え方やその適用状況

について概要を述べる。 

 

２．既存施設の改良の考え方 

高度経済成長期において集中的に整備された港湾

施設は老朽化が進行しており、2038年にはその７割

が50年以上経過することとなる。これらの施設は適

切な維持・更新が必要であるが、新たな要請に応じ 

図-1 既存部材等の性能評価の手順 

て効率的な改良も求められている。 

2018年に改訂した「港湾の施設の技術上の基準・

同解説（以下「港湾基準」という。）」においては、

改良設計に係る規定を拡充し、既存施設の用途変更

や設計条件の変更等により施設を改良する際の全体

手順、基本事項などの考え方を明確化している。こ

の中では、既存部材の性能評価と材料条件設定が重

要となる。そのためには既存部材等の劣化・損傷の

把握など詳細なデータ取得が必要となるが、既存部

材を活用できる場合には、経済面や工程計画への効

果が期待される。 

 

３．既存施設を賢く使う 

港湾に求められる機能のひとつとして、コンテナ

船やクルーズ船の巨大化への対応がある。 

船舶が活動する水域施設の基準は、船舶の長さを

Ｌとすると、航路幅は１Ｌ、岸壁前の回頭泊地は直

径２Ｌとなる。新造船の場合、操船性が向上してお

り、操船シミュレーション等で検証することにより、

港湾基準の特例として狭い水域での操船が可能と判

断することができる。ただしこれは特定の船舶での

み検証した結果であるため、今後も新たな船舶には 

図-2 大型旅客船の入出港軌跡 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不

要） 

・利用可否の判断
（補修・補強等の必要性
の判断等を含む）

・性能照査に基づく構造断
面や使用材料等の決定
（利用する既存部材等の
性能の確認も含む）

b) 既存部材等に期待する
性能の整理

a) 既存部材等の劣化・
損傷状況の把握

・改良目的、要求性能、設
計供用期間の設定

・利用部材の選定

c) 既存部材等の性能
の評価

d) 評価結果の反映
(材料条件の設定)

・利用可否の判断結果
（評価方法含む）を材料
条件として反映

・既往点検診断結果および
詳細調査結果の確認

・物性値等の入力パラメー
タの設定

構造断面等

の決定

 
 

個別の検証が必要となる。そこで、最新式のポッド

式クルーズ船等についてその操船性能を簡易に評価

できる手法を検討・提案していく予定である。 

 

４．ビッグデータの活用 

港湾の高度な利用に向けてIoT、ICTやビッグデー

タの活用に取り組んでいる。港湾においては、全国

に強震観測網や波浪観測網が構築されているほか、

航行船舶に搭載されたAIS（自動船舶識別装置）から

船舶動静情報を取得している。これらのビッグデー

タを研究・分析に活用することにより、港湾施設利

用の高度化に資することとしており、以下に２つの

取り組みを紹介する。 

(1) 大規模地震時の初動対応への活用 

南海トラフ巨大地震では沿岸部が相当な被害を受

けた場合、夜間や津波警報発令中であっても初動体

制が求められるため、即時に施設の被害を推定する

ことが必要となる。 

そもそも地震等による被害状況は、目に見える範囲

だけでは判断が難しい。そこで予め、過去の被災・

無被災事例のデータを用いて、地震のエネルギー等

（PSI値）を指標とするフラジリティカーブ（FC）を

作成しておき、地震発生後速やかに健全度を推定し、

使用可否判断に供する。 

図-3 地震力と被災率のＦＣ図（イメージ） 

 

(2) コンテナターミナルの高度利用 

コンテナターミナルの適正で効率的な高度利用を

促進するため、混雑度を評価する指標をつくるとい

うものである。 

港湾物流の世界では、グローバルサプライチェー

ンによって世界各国をつなぐ製造部品供給の流れが

構築され、ジャストインタイムでの調達のため、コ

ンテナ船の定時運航が求められている。一方、コン

テナ船はいまなお大型化と、特定のコンテナターミ

ナルへの混雑集中の傾向があり、定時性が大幅に低

下する事態がグローバルサプライチェーンを危うく

し、産業構造等に支障がでている。 

そこで、我が国のコンテナターミナルの利用率の

向上と定時性の確保を目指すとともに、荷主が寄港

地を選択する判断に資するため、混雑度指標の作成

に取り組んでいる。沖待ちや岸壁への滞留時間など

コンテナ船の動向をAIS情報で把握し、これらの情報

を活用して指標化することを考えている。 

またターミナル運営側においては、適正水準を上

回ると見込まれる場合にはターミナルの機能改善等

の必要性が認識され、適切な時期に適切な対応をと

ることにつながると考えられる。 

写真-1 コンテナ船の沖待ち状況 

     (※http://www.mpkelly.com参照） 

 

５．おわりに 

港湾への多様化な要請に適切なタイミングで応え

ることは、地域経済を活性化する観点からも極めて

重要である。 

2018年に改訂してまもない港湾基準においては、

要請の変化を的確に捉え、新たな基準化の検証を継

続的に実施することにより、一部改訂などの適確な

対応にも積極的に取り組んでまいりたい。 
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各研究部・センターからのメッセージ 
 

空港の技術基準 
 

 

空港研究部長 水上 純一 

（キーワード）  空港土木施設，技術基準，改訂 

 

１.はじめに 

空港研究部はこれまで空港土木施設の技術基準

類の整備に関する取り組みを続けてきた。昨平成31

年4月にほぼ10年ぶりの基準類の大改定があったの

でその経緯を振り返ることとした。今後の展開につ

いても若干ではあるがふれている。 

２.設計基準類改訂の経緯と概要 

(1)平成20年改定－要領類はほぼ新規制定 

平成20年7月に空港の技術基準類は、性能規定型

の基準類として大きく生まれ変わった。 

平成20年改定では省令・告示(設置基準)で示され

た性能規定を「空港土木施設の設置基準・同解説」

(以下、設置基準解説)で詳しく記述・解説し、その

照査方法に関する例を要領類で示している。要領類

は滑走路、誘導路等の基本施設の舗装に関する事項

を「空港舗装設計要領」、基本施設以外の施設およ

び空港用地の構造等に関する事項を「空港土木施設

構造設計要領」、耐震性能および液状化の予測・判

定手法や地盤改良工法に関する事項を「空港土木施

設耐震設計要領」の3部にまとめられている。これら

の要領類の原案は国総研空港研究部が主体となっ

て作成したものである。 

①改定の特徴 

平成20年改定の特徴のひとつは設置基準解説に

おいて基準で取り扱う空港土木施設を適切に定義

し、適用範囲を明確化したことである。もう一つは、

空港舗装の設計法を経験的設計法から理論的設計

法に転換したことである。このことにより、従来の

経験的設計法ではその適用範囲の制限から設計交

通量の上限値を規定する必要があり羽田空港や関

西国際空港等のような離着陸回数が多い空港の舗

装の設計には十分適用できない制約があったが、理

論的設計法ではその制約がなくなったことである。

改定以降は滑走路・誘導路の改良設計などで活用さ

れている。 

②新設した要領類 

空港土木施設のなかで排水施設のような付帯施

設と空港用地については従来「空港排水施設・地下

道・共同溝設計要領」と「空港高盛土設計指針」を

設計に用いていたが、「空港土木施設構造設計要領」

として性能規定型の要領に改めた。この改定では設

計降水量や風荷重の設定の考え方が明確化された。 

耐震設計に関しては従来の「空港土木施設耐震設

計指針(案)」を「空港土木施設耐震設計要領」とし

て新たな要領を作成した。内容的には設計対象施設

の明確化と、空港の耐震性能を類型化し類型毎に設

定した損傷に関する設計限界値を用いてレベル一

地震動・レベル二地震動に対して耐震照査する方式

とした。なお空港の類型は「地震に強い空港の在り

方」(航空局，平成19年4月)で示された空港の重要度

を基本として、①固定翼機による旅客輸送、②固定

翼機による緊急物資輸送、③回転翼機による緊急物

資輸送に対応した3種類としている。 

維持・管理に関しては「空港舗装補修要領(案)」

を性能規定型として(案)をとって「空港舗装補修要

領」として平成23年4月に作成した。路面の評価のた

めの路面性状調査の測定方法と評価手法の変更が

一つの大きなポイントであり、アスファルト舗装の

わだちぼれ量の測定と平坦性の測定および評価手

法の見直しが大きな変更点である。 

もう一つの大きな変更点はコンクリート舗装の

補修工法として分離オーバーレイ工法と付着オー

バーレイ工法の設計法を明確化し実用化したこと

である。また、補修設計においてはアスファルト舗

写真 
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各研究部・センターからのメッセージ 
 

空港の技術基準 
 

 

空港研究部長 水上 純一 

（キーワード）  空港土木施設，技術基準，改訂 

 

１.はじめに 

空港研究部はこれまで空港土木施設の技術基準

類の整備に関する取り組みを続けてきた。昨平成31

年4月にほぼ10年ぶりの基準類の大改定があったの

でその経緯を振り返ることとした。今後の展開につ

いても若干ではあるがふれている。 

２.設計基準類改訂の経緯と概要 

(1)平成20年改定－要領類はほぼ新規制定 

平成20年7月に空港の技術基準類は、性能規定型

の基準類として大きく生まれ変わった。 

平成20年改定では省令・告示(設置基準)で示され

た性能規定を「空港土木施設の設置基準・同解説」

(以下、設置基準解説)で詳しく記述・解説し、その

照査方法に関する例を要領類で示している。要領類

は滑走路、誘導路等の基本施設の舗装に関する事項

を「空港舗装設計要領」、基本施設以外の施設およ

び空港用地の構造等に関する事項を「空港土木施設

構造設計要領」、耐震性能および液状化の予測・判

定手法や地盤改良工法に関する事項を「空港土木施

設耐震設計要領」の3部にまとめられている。これら

の要領類の原案は国総研空港研究部が主体となっ

て作成したものである。 

①改定の特徴 

平成20年改定の特徴のひとつは設置基準解説に

おいて基準で取り扱う空港土木施設を適切に定義

し、適用範囲を明確化したことである。もう一つは、

空港舗装の設計法を経験的設計法から理論的設計

法に転換したことである。このことにより、従来の

経験的設計法ではその適用範囲の制限から設計交

通量の上限値を規定する必要があり羽田空港や関

西国際空港等のような離着陸回数が多い空港の舗

装の設計には十分適用できない制約があったが、理

論的設計法ではその制約がなくなったことである。

改定以降は滑走路・誘導路の改良設計などで活用さ

れている。 

②新設した要領類 

空港土木施設のなかで排水施設のような付帯施

設と空港用地については従来「空港排水施設・地下

道・共同溝設計要領」と「空港高盛土設計指針」を

設計に用いていたが、「空港土木施設構造設計要領」

として性能規定型の要領に改めた。この改定では設

計降水量や風荷重の設定の考え方が明確化された。 

耐震設計に関しては従来の「空港土木施設耐震設

計指針(案)」を「空港土木施設耐震設計要領」とし

て新たな要領を作成した。内容的には設計対象施設

の明確化と、空港の耐震性能を類型化し類型毎に設

定した損傷に関する設計限界値を用いてレベル一

地震動・レベル二地震動に対して耐震照査する方式

とした。なお空港の類型は「地震に強い空港の在り

方」(航空局，平成19年4月)で示された空港の重要度

を基本として、①固定翼機による旅客輸送、②固定

翼機による緊急物資輸送、③回転翼機による緊急物

資輸送に対応した3種類としている。 

維持・管理に関しては「空港舗装補修要領(案)」

を性能規定型として(案)をとって「空港舗装補修要

領」として平成23年4月に作成した。路面の評価のた

めの路面性状調査の測定方法と評価手法の変更が

一つの大きなポイントであり、アスファルト舗装の

わだちぼれ量の測定と平坦性の測定および評価手

法の見直しが大きな変更点である。 

もう一つの大きな変更点はコンクリート舗装の

補修工法として分離オーバーレイ工法と付着オー

バーレイ工法の設計法を明確化し実用化したこと

である。また、補修設計においてはアスファルト舗

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不

要） 

 
 

装、コンクリート舗装のそれぞれに対して設計条件

や工法の組合せが多岐にわたるため、選定のための

フローチャートを適切に作成・配置し利用しやすい

構成とした。  

(2)平成31年改定－構成の見直し 

空港土木施設を従来の「(空港)基本施設」と「付

帯施設」の2分類から「空港の施設」と「その他の施

設」の2分類に分け方を変更し、「空港の施設」に対

しては規制基準として「陸上空港の施設の設置基準

と解説」(基準解説)として整備した。要領類につい

ては「その他の施設」も含めて「空港土木施設設計

要領(施設設計編)」「同(舗装設計編)」「同(構造設

計編)」および「同(耐震設計編)」の4部構成に改め

た。同時に「同(舗装設計編)」は、「空港舗装設計

要領」と「空港舗装補修要領」を統合し内容も見直

したうえで制定したものである。 

規制基準としての基準解説は、ICAO USOAP(国際航

空安全監視監査プログラム)等の国際的な動向をふ

まえ、陸上空港の施設が具備すべき安全に関する規

制の内容に特化した基準として策定したものであ

る。なお、陸上空港とは空港の種類を表すものであ

り、航空法第七十五条では「空港等は、陸上空港等、

陸上ヘリポート、水上空港等、水上ヘリポートの四

種類とする。」と分類されている。関西国際空港の

ように埋立人工島上に設置された空港を一般に「海

上空港」と呼ぶこともあるが、分類上は「陸上空港」

である。 

(3)今後の展開 

これまで「設計」と「維持・管理」に関する技術

的な要領類の整備について空港研究部は積極的に

取り組んできたが、「施工」に関する要領について

はあまり関与してこなかった。施工に関しては「空

港土木施設施工要領」が「空港土木工事共通仕様書」

を上位基準としその解説書という位置づけで整備

されている。内容を大まかに分類すると、用地造成

編、基本施設舗装編(アスファルト舗装工およびコ

ンクリート舗装工)、空港維持・修繕編の3種類とな

る。維持・修繕に関しては空港舗装に関する内容だ

けではなく、巡回点検、草刈工、清掃工や除雪工等

を含む広範な内容となっているが、平成21年4月の

改訂以降更新がなされていない。 

令和2年度から「空港土木施設施工要領」の改訂作

業に着手する。改訂にあたっては、これまで進めて

きた、空港土木施設の維持管理水準に関する検討調

査による成果も取り入れていきたいと考えている。

一方、従来の用地造成編には過去に高盛土空港など

を造成した際に留意した事項や工夫した点など要

領として必ずしも必要ではない内容も多く含まれ

ている。改訂にあたっては要領に記載すべきものを

残すとともに、技術の継承のために受け継いでいく

必要がある内容は要領とは別の形で残していきた

い。 

(4)災害への備えと対応 

ハード面の対策を実施していたとしても、災害時

には滞留者対応や、空港全体としての機能保持・復

旧を図る観点が必要である。この観点から空港の設

置管理者が統括マネジメントするための事業継続

計画(BCP)の再構築が必要となっている。これらは

ソフト的な対策であるが、地震や台風などの大規模

自然災害時にどのような事態が起こるのか、またそ

こからどのように機能を回復させるかをハード的

に検討しなければならない。そこで空港研究部では、

空港の全体性能について地震動、液状化、津波浸水

からなる複合被害の確率予測、BCP・タイムラインの

ような復旧工程の確率予測方法について検討を進

めている。 

３.おわりに 

空港の技術基準と空港研究部の取り組みについ

てごく簡潔に紹介した。今後機会があったらもっと

詳しい内容や、空港研究部で実施している航空需要

予測など計画に関する研究項目など技術基準以外

の取り組みについても紹介したい。なにより今後も

国の研究機関として空港研究部にしかできない研

究を続けていきたいと考えている。 
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各研究部・センターからのメッセージ 
 

 

社会資本マネジメント研究センターの 

取り組みと今後の展望 
 

社会資本マネジメント研究センター長 清水 晃 

（キーワード）  生産性向上、入札・契約方式、生物調査、熊本地震 

 

１．はじめに 

 社会資本マネジメント研究センター（以下「セン

ター」という。）では、積算、入札・契約方式、事

業評価、経済効果の分析、ICT活用工事、調査から維

持管理までの３次元データの活用、都市内の緑化、

生態系保全、景観・歴史まちづくり、熊本地震の復

旧支援など、幅広い分野が研究対象となっている。

以下に設置から４年目を迎えたセンターの主な取り

組みを、今後の展望も含めて紹介する。 

 

２．生産性向上への取り組み 

国土交通省では、建設現場の生産性向上に関して、

調査・設計、施工、検査、維持管理・更新までのあ

らゆる建設プロセスの各段階において３次元データ

やICT等を活用するｉ－Construction を重要施策の

1つとして取り組んでいるところである。 

また、昨年度から、官民研究開発投資拡大プログラ

ム（以下「PRISM」という。）においても、i-

Constructionの推進がなされており、センターにお

いても、PRISMによる研究に取り組んでいるところで

ある。 

(1)ICT活用工事 

 衛星測位による位置情報、レーザースキャナーな

どによる３次元データを取得する技術が進展してお

り、これらを活用して工事測量、建設機械の制御、

出来形管理などを行うICT活用工事が、土工、舗装工

で進められている。センターでは、これらの現場導

入を促進するための基準類策定の研究を行っており、

平成３０年度には、地盤改良工、法面工、付帯構造

物設置工などに工種を拡大したところである。今後

も、工種の拡大や新技術の活用について研究を進め

ていく。 

(2)CIMの導入・普及 

国土交通省では、平成２４年度以降、３次元デー

タの利活用の取り組みの1つとして、CIMモデルを活

用してきた。ＣＩＭ（Construction Information 

Modeling／Management）は、計画、調査、設計段階

から施工、維持管理段階まで、３次元モデルを導入

することで、事業全体の関係者間での情報共有を容

易にし、建設生産システムの効率化・高度化を図る

ことを目的としている。 

センターでは、CIMの導入・普及のための要領・基

準類の研究を行ってきている。今後も、CIMモデルを

より活用するため、既設構造物の簡略な３次元モデ

ルの作成手法などについて研究を進めていく。また、

機械設備におけるCIM導入についても研究を進めて

いく。 

 

詳細度200 詳細度400 

  

図 機械設備のCIMの事例(詳細度による違い) 

写真 
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社会資本マネジメント研究センターの 

取り組みと今後の展望 
 

社会資本マネジメント研究センター長 清水 晃 

（キーワード）  生産性向上、入札・契約方式、生物調査、熊本地震 

 

１．はじめに 

 社会資本マネジメント研究センター（以下「セン

ター」という。）では、積算、入札・契約方式、事

業評価、経済効果の分析、ICT活用工事、調査から維

持管理までの３次元データの活用、都市内の緑化、

生態系保全、景観・歴史まちづくり、熊本地震の復

旧支援など、幅広い分野が研究対象となっている。

以下に設置から４年目を迎えたセンターの主な取り

組みを、今後の展望も含めて紹介する。 

 

２．生産性向上への取り組み 

国土交通省では、建設現場の生産性向上に関して、

調査・設計、施工、検査、維持管理・更新までのあ

らゆる建設プロセスの各段階において３次元データ

やICT等を活用するｉ－Construction を重要施策の

1つとして取り組んでいるところである。 

また、昨年度から、官民研究開発投資拡大プログラ

ム（以下「PRISM」という。）においても、i-

Constructionの推進がなされており、センターにお

いても、PRISMによる研究に取り組んでいるところで

ある。 

(1)ICT活用工事 

 衛星測位による位置情報、レーザースキャナーな

どによる３次元データを取得する技術が進展してお

り、これらを活用して工事測量、建設機械の制御、

出来形管理などを行うICT活用工事が、土工、舗装工

で進められている。センターでは、これらの現場導

入を促進するための基準類策定の研究を行っており、

平成３０年度には、地盤改良工、法面工、付帯構造

物設置工などに工種を拡大したところである。今後

も、工種の拡大や新技術の活用について研究を進め

ていく。 

(2)CIMの導入・普及 

国土交通省では、平成２４年度以降、３次元デー

タの利活用の取り組みの1つとして、CIMモデルを活

用してきた。ＣＩＭ（Construction Information 

Modeling／Management）は、計画、調査、設計段階

から施工、維持管理段階まで、３次元モデルを導入

することで、事業全体の関係者間での情報共有を容

易にし、建設生産システムの効率化・高度化を図る

ことを目的としている。 

センターでは、CIMの導入・普及のための要領・基

準類の研究を行ってきている。今後も、CIMモデルを

より活用するため、既設構造物の簡略な３次元モデ

ルの作成手法などについて研究を進めていく。また、

機械設備におけるCIM導入についても研究を進めて

いく。 

 

詳細度200 詳細度400 

  

図 機械設備のCIMの事例(詳細度による違い) 

写真 

（写真ﾃﾞｰ
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けは不

要） 

 
 

 

(3)インフラデータプラットフォーム 

 構造物データや地盤データなどの国土に関する情

報をサイバー空間上に再現する「インフラデータプ

ラットフォーム」の実現に向けた研究を行っている。

このインフラデータプラットフォームは、測量・調

査から設計、施工、維持管理に至る建設生産プロセ

スで得られる構造物データなどを収集し、人や物の

移動等の経済活動や自然現象のデータ等と連携させ

ることにより、業務の効率化や施策の高度化を目指

すものである。センターでは、各種データベースと

の連携などについて研究を行っている。 

今後は、建設現場から得られるデータの活用など

についても研究を進めていきたい。 

 

３．入札・契約方式の改善 

 入札・契約方式は、時代の要請、社会情勢の変化

に対応して、継続的に改善が進められている。平成

２６年に品確法が改正され、多様な入札契約制度の

導入・活用が位置づけられた。設計段階から施工者

の技術協力を求める技術提案・交渉方式もその一つ

であり、建設生産プロセスの全体最適化を目指すフ

ロントローディング、コンカレントエンジニアリン

グ（並行作業・共同作業）の考え方とも一致するも

のである。 

 この技術提案・交渉方式は、平成２７年にガイド

ラインの運用を開始したところであり、平成２８年

になって、活用事例が出てきたが、全国的にも事例

が少ないため、施工段階の実施状況を踏まえた適用

効果、課題、改善点の整理を行っている。技術提案・

交渉方式は、発注者が最適な仕様を設定できない工

事、仕様の前提となる条件の確定が困難な工事に適

用されるものであり、そのような工事がスムーズに

進むよう引き続き研究を実施していきたい。 

 

４．市民参加型生物調査の実践・活用の促進 

 国土交通省では、平成２５年に「都市の生物多様

性指標（素案）」、平成２８年に「都市における生

物多様性指標（簡易版）」を策定している。一方、

地方公共団体における動植物の生息・生育状況に関

するモニタリングの普及が課題となっている。 

 このような状況の中、市民との協働により行う生

物調査は、各種の先行事例がみられ、地方公共団体

が比較的取り組みやすく継続性のある生物モニタリ

ング手法の一つと考えられる。そこで、センターで

は、市民参加型生物調査の効果的な実践・活用手法

について検討し、地方公共団体の担当者向けの手引

きとなる技術資料を作成することを目的として取り

組んでいる。今後も、個性ある良好な地域づくりの

ための研究を実施していきたい。 

 

５．熊本地震の復旧支援 

 平成２８年４月に発生した熊本地震の災害復旧工

事では、橋梁などに関する高度な専門知識が必要と

なっており、事業を加速化するために、研究職員が

現地に常駐する研究室を、平成２９年４月に設置し

た。整備局や地方自治体が行う事業に対して、現地

で迅速かつきめ細やかな技術的支援を行い、早期復

旧に貢献してきている。 

令和元年８月には、橋の架け替え工事を行ってい

た俵山大橋が完成した。復旧のための指導に加え、

今後の管理に関しても助言を行っている。今後も、

早期復旧に向けた技術支援を行うと共に、得られた

知見を基に、技術基準類への反映、機能回復しやす

い耐震構造等の研究を進めていきたい。 

 

写真 復旧中の俵山大橋 

 ４．おわりに 

 IoT・AIをはじめとする新技術の進展が著しい中、

これらの最新技術や得られるデータを活用し、生産

性の向上を図るとともに、現場のニーズに応じた社

会資本マネジメント研究を進めていきたい。 
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研究動向・成果 
 

水位観測から決壊発生を捉える技術開発 
(研究期間：令和元年度～) 

河川研究部 

服部 敦       佐々木 隆 

（キーワード）  決壊、水位観測、氾濫流量 

 

１．背景と目的 

東日本を中心に広域に強い豪雨と災害をもたらし

た2019年台風19号の特徴のひとつとして、ある時間

帯に氾濫が集中多発したことが挙げられる。こうし

た厳しい状況下においても、越水・決壊の発生把握

や確認の迅速化が必要なことが明らかとなった。 

一方、水害リスクラインや危機管理型水位計の導

入が進み、きめ細かく地先ごとに実況水位情報を取

得できる環境が整ってきた。これら新技術を活用し

て水位観測から決壊発生を捉え、発生地点を絞り込

み、氾濫流量を推算する技術開発について報告する。 

 

２．決壊が発するシグナルを観測する 

決壊が発生すると、大量の河川水の流出(氾濫)に

伴い河道内水位が急低下し、決壊地点周辺で水面が

窪む(図-1参照)。この窪みは深さを増すとともに、

一種の波として河川の上下流に伝播し、その範囲を

広げていく。こうした様子は、決壊地点に近い水位

計から順に現れる一連の水位変化として観測される。 

決壊発生は、水面の窪みによる一連の水位変化を

決壊発生のシグナルと見なし、それを複数の水位計

で観測することで捉えられる。決壊発生地点の絞り

込みは、各水位計にシグナルが現れた時間差を利用

して行う。また氾濫流量は、「水位観測データの同

化によりリアルタイム洪水流解析の精度を向上する」

という水害リスクラインに用いられている技術を応

用して、決壊地点を挟んだ上下流における洪水流量

を算定し、その差分として推算する。 

 

３．技術開発のポイント 

大河川の下流域に相当する緩勾配の河道を想定し

て、決壊発生から30分までの水深縦断分布を一次元

不定流解析により算定した結果の一例を図-2に示す。

この例は、決壊の影響が水深変化に直に表れるシン

プルな条件下の計算結果であり、決壊により形成さ

れた水面の窪みが上下流に伝播する様子が示されて

いる。決壊から10分後には10cm以上の窪みの範囲が

上流に1km程度、下流に2km程度まで広がっている。 

上記のオーダーで伝播する決壊のシグナルを決壊

発生から数十分以内に捉えるためには、水位計の設

置間隔を10kmオーダー以下とする必要がありそうで

ある。このようなきめ細かな水位観測が、危機管理

型水位計の導入により実現可能となった。 

上記のように河道状況や観測環境を想定して、技

術開発を進めているところである。 

 

図-1 決壊シグナル観測に関する説明図 

 一様矩形断面河道に一定流量が流下する等流状態で決壊発生 

 等流水深h0=6m．氾濫流量/一定流量＝約12%、フルード数0.24 

図-2 水面窪みが伝播する様子の計算例 

水防災システム研究官 
(博士(工学)) 

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ

の貼り付

けは不要 

 
部長 

(博士(工学)) 

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ

の貼り付

けは不要 

 

強
靱
な
国
土
、
安
全
・
安
心
を
支
え
る
研
究

1.

研究動向・成果

水位観測から決壊発生を捉える 
技術開発
（研究期間 ： 令和元年度～）
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研究動向・成果 
 

水位観測から決壊発生を捉える技術開発 
(研究期間：令和元年度～) 

河川研究部 

服部 敦       佐々木 隆 

（キーワード）  決壊、水位観測、氾濫流量 

 

１．背景と目的 

東日本を中心に広域に強い豪雨と災害をもたらし

た2019年台風19号の特徴のひとつとして、ある時間

帯に氾濫が集中多発したことが挙げられる。こうし

た厳しい状況下においても、越水・決壊の発生把握

や確認の迅速化が必要なことが明らかとなった。 

一方、水害リスクラインや危機管理型水位計の導

入が進み、きめ細かく地先ごとに実況水位情報を取

得できる環境が整ってきた。これら新技術を活用し

て水位観測から決壊発生を捉え、発生地点を絞り込

み、氾濫流量を推算する技術開発について報告する。 

 

２．決壊が発するシグナルを観測する 

決壊が発生すると、大量の河川水の流出(氾濫)に

伴い河道内水位が急低下し、決壊地点周辺で水面が

窪む(図-1参照)。この窪みは深さを増すとともに、

一種の波として河川の上下流に伝播し、その範囲を

広げていく。こうした様子は、決壊地点に近い水位

計から順に現れる一連の水位変化として観測される。 

決壊発生は、水面の窪みによる一連の水位変化を

決壊発生のシグナルと見なし、それを複数の水位計

で観測することで捉えられる。決壊発生地点の絞り

込みは、各水位計にシグナルが現れた時間差を利用

して行う。また氾濫流量は、「水位観測データの同

化によりリアルタイム洪水流解析の精度を向上する」

という水害リスクラインに用いられている技術を応

用して、決壊地点を挟んだ上下流における洪水流量

を算定し、その差分として推算する。 

 

３．技術開発のポイント 

大河川の下流域に相当する緩勾配の河道を想定し

て、決壊発生から30分までの水深縦断分布を一次元

不定流解析により算定した結果の一例を図-2に示す。

この例は、決壊の影響が水深変化に直に表れるシン

プルな条件下の計算結果であり、決壊により形成さ

れた水面の窪みが上下流に伝播する様子が示されて

いる。決壊から10分後には10cm以上の窪みの範囲が

上流に1km程度、下流に2km程度まで広がっている。 

上記のオーダーで伝播する決壊のシグナルを決壊

発生から数十分以内に捉えるためには、水位計の設

置間隔を10kmオーダー以下とする必要がありそうで

ある。このようなきめ細かな水位観測が、危機管理

型水位計の導入により実現可能となった。 

上記のように河道状況や観測環境を想定して、技

術開発を進めているところである。 

 

図-1 決壊シグナル観測に関する説明図 

 一様矩形断面河道に一定流量が流下する等流状態で決壊発生 

 等流水深h0=6m．氾濫流量/一定流量＝約12%、フルード数0.24 

図-2 水面窪みが伝播する様子の計算例 
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危機管理型ハード対策の 

改良に向けて～越水発生 

箇所調査の重要性～ 
(研究期間：令和元年度) 

河川研究部 河川研究室 

福島 雅紀 笹岡 信吾 森本 洋一 田中 秀岳 

（キーワード）  河川堤防、侵食、引張り破壊試験、ウォータークッション  

１．はじめに 

河川堤防の設計においては越水時の外力を想定し

ていないが、平成27年関東・東北豪雨によって引き

起こされた鬼怒川堤防の決壊を受けて、越水が生じ

た場合でも決壊までの時間を少しでも引き延ばすよ

うに、堤防天端の舗装や裏法尻補強など、堤防構造

を工夫する「危機管理型ハード対策」を推進してき

た。このような背景を踏まえ、国総研河川研究室で

は、河川堤防の被災調査を継続的に実施し、知見の

蓄積に努めてきた。 

平成28年北海道・東北豪雨では、常呂川左岸22.6kp

において、越流水深0.3mの越水が約4時間継続したが、

堤防は決壊せず裏法の侵食に留まった。これは越水

が発生した際、堤内地側が湛水していたこと、植生

の根毛量が多かったことや堤体土の引張り破壊応力

も大きく、耐侵食性が高かったことなどが長時間の

越水でも決壊に至らなかった要因と推定されている

1)。平成30年西日本豪雨で決壊した小田川と高馬川

の合流点では、本川と支川からの越水が集中し、裏

法や裏法尻の侵食を助長したと推定されている2)。 

令和元年に発生した台風19号では、各所で越水が

生じ、国管理河川で12箇所、県管理河川で128箇所の

合わせて140箇所で越水による堤防決壊が発生し、越

水対策の重要性が再認識されるものとなった。 

本稿では、被災時に国総研河川研究室で行う越水

発生箇所の河川堤防調査の事例（令和元年8月の前線

に伴う大雨で越水が生じた六角川水系牛津川及び松

浦川水系松浦川の事例）をもとに、危機管理型ハー

ド対策の改良と充実に向けた、越水発生箇所調査の

重要性を述べる。 

２．牛津川及び松浦川における越水の状況 

令和元年8月の前線に伴う大雨は、九州北部地方を

中心に総降水量が600ミリを超えるなど記録的であ 

った。牛津川及び松浦川では河道満杯状態で流れる

区間が広範囲で確認され、各箇所で越水が発生した。

CCTV画像や巡視時写真等によって越水の状況を確認

できた牛津川12.2kp付近左岸及び松浦川付近31.1kp

右岸を中心に現地調査を実施した。両箇所とも決壊

には至らず、裏法や法尻の侵食に留まっていた。 

牛津川左岸12.2kp付近のCCTV画像によると、越水

が生じた際に堤内地は1m程度湛水しており、越流時

間は1時間程度であった（写真-1）。また、裏法面に

は高さ1m程度の植生があり、それが越流水によって

法尻に向かって倒れ、法面を覆っていた（写真-2）。 

車両搭載型レーザ測量機器により取得された3次

元点群データを用いて堤防天端高を確認し、CCTV画

像と照らし合わせ、越流幅と越流水深を推定すると、

それぞれ、越流幅が約120m、越流水深は平均で0.11m

となった。同区間では階段工周辺が侵食され、裏込

め土の洗い出しも見られたが、植生で覆われた法面

では変状をほとんど確認することはできなかった。 

松浦川右岸31.1kp付近の近隣住民や巡視員からの 

 

 

写真-1 牛津川左岸12.2kp付近の堤内地湛水状況 
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写真-2 牛津川左岸12.2kp付近の植生倒伏状況 

 

聞き取りによると、越水時に堤内地は1.5m程度湛水

しており越流時間は１時間程度であった。また、洪

水痕跡から、越流水深は0.1m～0.2m程度であったと

推定された。川裏法面に背丈の高い植生はなく、植

生の隙間から土羽が見える状態であった。越水によ

って法面や法尻の一部で軽微な侵食が確認された。 

３．堤体土の耐侵食性評価 

牛津川及び松浦川では、堤体土の耐侵食性を評価

するために、引張り破壊試験を実施し、侵食限界流

速を推定した。侵食限界流速とは越水時に法面の侵

食が始まる目安となる流速であり、宇多ら4)の提案

した図-1（引張り破壊試験結果から算定した引張り

破壊応力と侵食限界流速の関係）により推定するこ

とができる。試験結果を図-1に合わせて示すと、引

張り破壊応力は、牛津川左岸12.2kp付近で5.5gf/cm2、

松浦川右岸31.1kp付近で47.6gf/cm2となり、侵食限

界流速はそれぞれ2.2m/s、6.1m/sと推定された。松

浦川堤防の侵食限界流速は、牛津川堤防のそれに比

べて約3倍大きいが、牛津川12.2kp付近の堤体には礫

が混在しており、礫の存在によって引張り破壊が生

じやすくなったと考えられた。 

調査箇所の堤防形状と前項で推定した越流水深か

ら、川裏法面に作用した流速を等流流速として算出

し（表-2）、侵食限界流速と比較し堤体土の耐侵食

性を評価した。牛津川左岸12.2kp付近では等流流速

2.3m/sと算定され、侵食限界流速と同程度の値であ

った。この結果は、局所的に越水が集中する箇所や

土の締固めが難しい階段工周辺で侵食が発生したこ

ととも整合する。松浦川右岸31.1kp 付近では等流流 

 

図-1 引張り破壊試験から得た侵食限界流速 

表-2 引張り破壊応力と侵食限界流速 

 

 

速が2.2～3.3m/sとなり、侵食限界流速を下回り、川

裏で大きな変状がなかったことと整合した。 

４．おわりに 

越水が生じたものの、軽微な侵食被害に留まった

牛津川及び松浦川の裏法の耐侵食性を調査した。松

浦川では堤体土の特性から被災状況をほぼ説明でき

た。一方、牛津川では堤内地が湛水していた効果、

いわゆる越流水が法尻を侵食する力を抑制するウォ

ータークッション効果、越水時に倒れた植生が法面

を被覆した効果、堤体表面の根毛が表土の侵食を抑

制する効果などについても今後検討する必要がある。 

こうした事例を収集し、危機管理型ハード対策に

おける構造上の工夫の改良につなげていくことは重

要であり、越水発生箇所で堤防決壊に至らなかった

箇所の調査について継続していきたい。 

☞詳細情報はこちら 

1) 笹岡ら：河川堤防の築堤材料や管理状況等が越流時の侵食耐

力に与える影響についての考察，河川技術論文集，第24巻，

pp.601-606，2018． 

2) 小田川堤防調査委員会資料：http://www.cgr.mlit.go.jp/ 

emergency/odagawateibochosa.htm 

3) 笹岡ら：越流が生じた河川堤防の耐侵食性能調査の重要性に

つ い て , 第 7 回 河 川 堤 防 技 術 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文

集,pp25-28,2019 

4) 宇多ら：洪水流を受けた時の多自然河岸防御工・粘性土・植

生の挙動，土木研究所資料，第3489号，1997.1. 
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写真-2 牛津川左岸12.2kp付近の植生倒伏状況 

 

聞き取りによると、越水時に堤内地は1.5m程度湛水

しており越流時間は１時間程度であった。また、洪

水痕跡から、越流水深は0.1m～0.2m程度であったと

推定された。川裏法面に背丈の高い植生はなく、植
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って法面や法尻の一部で軽微な侵食が確認された。 
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調査箇所の堤防形状と前項で推定した越流水深か

ら、川裏法面に作用した流速を等流流速として算出

し（表-2）、侵食限界流速と比較し堤体土の耐侵食

性を評価した。牛津川左岸12.2kp付近では等流流速

2.3m/sと算定され、侵食限界流速と同程度の値であ
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(研究期間：令和元年度) 
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岩田 伸隆      加藤 史訓      渡邊 国広 

（キーワード）  海岸保全施設、長寿命化、予防保全  

 

１．はじめに 

我が国では、高度成長期以降に集中的に整備され

たインフラの老朽化が進行しており、国土交通省で

は2014年5月に「インフラ長寿命化計画（行動計画）」

を策定し、インフラの計画的な維持管理・更新等を

推進している。 

海岸法第２条に定める海岸保全施設についても、

「海岸保全施設維持管理マニュアル（2018年5月）」

（以下、「現行マニュアル」という）により、計画

的な維持管理・更新等を推進しているが、そのうち、

離岸堤、潜堤・人工リーフ、突堤・ヘッドランド（以

下、「離岸堤等」という）については、他指針等を

参照することとされている。 

そのため、離岸堤等の管理の充実を目指し、予防

保全の視点に立った、標準的な施設管理要領の検討

を行っている。 

 

２．離岸堤等の維持管理の現状 

海岸保全施設のうち堤防については、高度経済成

長期に急速に整備され、2015年現在で供用開始から

50年以上経過した施設が約４割を占める。一方、離

岸堤は図-1に示すとおり、堤防に引き続き整備が推

進されたことから、今後、急速な機能低下が懸念さ

れている。 

 また、図-2に示すとおり、離岸堤等の長寿命化計

画の策定は、海岸堤防等に比較して遅れており、そ

の理由として、予算・人員不足と併せ、ノウハウ不

足や、点検・評価手法の未策定が挙げられている。 

 そのため、離岸堤等の計画的な維持管理・更新等

を推進するためには、点検・健全度評価基準の設定

等の技術的な支援が必要である。 

 

図-1 堤防と離岸堤の延長の推移 

 

図-2 長寿命化計画策定状況・未策定理由 

 

３．検討内容 

現行マニュアルにおける堤防・護岸等を参考に、

変状連鎖フローの検討、点検項目・健全度評価基準
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の検討、点検方法・対策工法等の事例収集・整理、

劣化予測線の検討を行った。以下に各項目の検討概

要を示す。 

(1)変状連鎖フローの検討 

施設の点検・健全度評価にあたっては、施設の変

状要因・形態等のプロセスを踏まえる必要がある。

そのため、全国から146件の変状・被災事例（「美し

い海辺を守る災害復旧ガイドライン（案）」A・B表

等）を収集し、その要因・形態を分類・整理し、新

たな離岸堤等の変状連鎖フロー（案）を整理した。 

 

図-3 離岸堤の変状連鎖フロー（案） 

 

(2)点検項目・健全度評価基準の検討 

前述の変状連鎖フロー（案）を踏まえた点検項目・

健全度評価基準を検討するにあたり、各海岸管理者

が実施した離岸堤等の点検・健全度評価の資料を収

集し、変状事例の整理や、陸上目視による点検等の

「必ず実施」する点検項目と、潜水調査等の「必要

に応じて実施」する点検項目を設定するなど、現場

で活用可能な点検項目・評価基準（案）を整理した。

（図-4、5） 

 

図-4 離岸堤の変状ランク評価基準（案） 

 

図-5 離岸堤の一次点検項目・方法（案） 

 

(3)点検方法・対策工法等の事例収集・整理 

 離岸堤等は、海面下に施設の一部又は全部が没し

ているため、堤防・護岸等と同様な陸上目視による

点検だけでは全ての変状の把握が困難である。 

 そのため、陸上目視による点検に変わる新技術の

活用促進を図るため、新技術を中心に点検方法・対

策工法の事例を収集・整理した。（図-6） 

 

図-6 ALBとﾅﾛｰﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑでの三次元地形計測事例 

 

(4)劣化予測線の検討 

計画的な維持管理・更新のためには、施設の劣化・

変状時期を予測し、施設の修繕・更新計画を検討す

ることが必要である。 

しかし、経時的な劣化が主となる堤防・護岸等と

比較し、離岸堤等については、汀線より沖側に位置

することで異常波浪等による突発的な変状が主とな

るため、その点を踏まえながら、現在検討中である。 

 

４．今後の予定 

学識者・海岸管理者の意見を取り込んだ検討成果

を、現行マニュアルの改訂に反映していく。 

☞詳細情報はこちら 

1)海岸保全施設維持管理マニュアル改訂検討委員会 

http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/ka
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の検討、点検方法・対策工法等の事例収集・整理、

劣化予測線の検討を行った。以下に各項目の検討概

要を示す。 

(1)変状連鎖フローの検討 

施設の点検・健全度評価にあたっては、施設の変

状要因・形態等のプロセスを踏まえる必要がある。

そのため、全国から146件の変状・被災事例（「美し

い海辺を守る災害復旧ガイドライン（案）」A・B表

等）を収集し、その要因・形態を分類・整理し、新

たな離岸堤等の変状連鎖フロー（案）を整理した。 

 

図-3 離岸堤の変状連鎖フロー（案） 

 

(2)点検項目・健全度評価基準の検討 

前述の変状連鎖フロー（案）を踏まえた点検項目・

健全度評価基準を検討するにあたり、各海岸管理者

が実施した離岸堤等の点検・健全度評価の資料を収

集し、変状事例の整理や、陸上目視による点検等の

「必ず実施」する点検項目と、潜水調査等の「必要

に応じて実施」する点検項目を設定するなど、現場

で活用可能な点検項目・評価基準（案）を整理した。

（図-4、5） 

 

図-4 離岸堤の変状ランク評価基準（案） 

 

図-5 離岸堤の一次点検項目・方法（案） 

 

(3)点検方法・対策工法等の事例収集・整理 

 離岸堤等は、海面下に施設の一部又は全部が没し

ているため、堤防・護岸等と同様な陸上目視による

点検だけでは全ての変状の把握が困難である。 

 そのため、陸上目視による点検に変わる新技術の

活用促進を図るため、新技術を中心に点検方法・対

策工法の事例を収集・整理した。（図-6） 

 

図-6 ALBとﾅﾛｰﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑでの三次元地形計測事例 

 

(4)劣化予測線の検討 

計画的な維持管理・更新のためには、施設の劣化・

変状時期を予測し、施設の修繕・更新計画を検討す

ることが必要である。 

しかし、経時的な劣化が主となる堤防・護岸等と

比較し、離岸堤等については、汀線より沖側に位置

することで異常波浪等による突発的な変状が主とな

るため、その点を踏まえながら、現在検討中である。 

 

４．今後の予定 

学識者・海岸管理者の意見を取り込んだ検討成果

を、現行マニュアルの改訂に反映していく。 

☞詳細情報はこちら 

1)海岸保全施設維持管理マニュアル改訂検討委員会 

http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/ka

離岸堤 
潜堤 

突堤 

 

研究動向・成果 
 

 

気候変動による 

河川計画対象降雨量の変化 
 (研究期間：平成30年度～) 

河川研究部 水循環研究室 

川崎 将生 土屋 修一 工藤 俊 幕内 加南子 

    

（キーワード）  気候変動、アンサンブル気候モデルデータ  

 

１．はじめに 

近年、頻発する豪雨災害など、気候変動の影響が

顕在化していることを実感することが多くなった。

IPCC第5次報告書によると、気候システムの温暖化に

は疑う余地がなく、今後、気候変動の影響による被

害の拡大がより深刻になるおそれがある。このよう

な状況下において、気候変動を考慮した河川整備へ

の転換は喫緊の課題である。 

国総研では、河川整備の計画対象降雨に気候変動

の影響を反映する手法について検討している。ここ

では、河川整備の目標とする低頻度の極端現象の議

論に適した気候予測である長期アンサンブル計算の

データを使用して、気候変動による河川計画対象降

雨量の変化について分析を行った結果を紹介する。 

 

２．降雨変化倍率の算出 

気候変動下における豪雨の降雨量の変化倍率は、

複数の長期アンサンブル気候モデルの雨量データを

用いてDAD解析を行い、過去実験(1951～2010年の気

候状態)および将来実験(2051～2110年の気候状態）

による確率規模降雨量の比をとることで算出する。

ここでは、d4PDF1)の、解像度約20kmで日本域をカバ

ーする領域実験の出力結果のうち、過去実験および

将来4℃および2℃上昇実験に対して、気象研究所の

非静力学地域気候モデルNHRCMを用いて解像度約5km

にダウンスケーリングした2種類の出力による計算

について示す。 

降雨量の変化倍率を算出する領域として、全国を

いくつかの地域に区分した。水文・気象分野で実用

に供されている地域の区分方法をもとに、複数の地

域の区分方法について、統計的な検証を行い、地域

の区分方法の妥当性の比較を行った。検証を行った

地域の区分方法は、想定最大規模降雨に関する地域

の区分方法2)、地域別比流量図をもとに同一性の割

合が高くなるように修正した地域の区分方法3)、気

象庁・地方季節予報の予報区分4)である。結果として、

地域区分内の最大降雨の確率分布の同一性の観点か

らは、地域の区分方法の妥当性には大差がなく、降

雨量の変化倍率の分析にあたっては、同一水系内で

降雨イベントが分断されないよう分析することが望

ましいと考え、地域区分を跨ぐ水系がない区分であ

る想定最大規模降雨に関する地域の区分方法を選択

した。選択した地域の区分を図-1に示す。 

 

図-1 検討に使用した地域の区分 

 

図-1の地域毎に、将来の降雨量の変化倍率の算出

を行った。算出手順を以下に示す。 

１）過去実験・将来実験のそれぞれのデータについ

て降雨継続時間・雨域面積・降雨継続時間積算雨量

の関係を各年毎に整理する（DAD解析）。雨域面積は、

積算雨量が閾値以上の雨域で、空間的に連続した雨

域を抽出する。 

２）年毎の積算雨量と雨域面積の関係から積算雨
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量の最大値の包絡線を作成する。 

３）ある年の積算雨量の最大包絡値は、その年の任

意の雨域面積に応じた年最大雨量となることから、

雨域面積毎に、各年の積算雨量の最大値を用いてグ

ンベル分布により確率降雨量を算出する。 

４）過去実験、将来実験のそれぞれで算出される確

率降雨量の比をとることで、降雨量変化倍率を求め

る。 

２）～４）を降雨継続時間毎に行うことで、雨域面

積と降雨継続時間を任意に組み合わせた降雨量変化

倍率を得ることができる。 

 

３．降雨変化倍率の算出結果 

算出結果の一例として、将来、気温が4℃および2℃

上昇すると想定した気候予測モデルのデータから算

出した降雨変化倍率について、雨域面積1600km2、降

雨継続時間24時間の組み合わせの海面水温モデル毎

の100年確率降雨の変化倍率を図-2および図-3に示

す。   

 

図-2 4℃上昇時の雨域面積1600km2における降雨継続

時間24時間の海面水温モデル毎の降雨量変化倍率 

 

 

図-3 2℃上昇時の雨域面積1600km2における降雨継続

時間24時間の海面水温モデル毎の降雨量変化倍率 

4℃上昇時には、北海道北部と北海道南部、九州

北西部における６海面水温モデルの平均値が、その

他の各地域よりも比較的大きくなる結果となった。

2℃上昇時には、北海道北部と北海道南部における

６海面水温モデルの平均値が、その他の各地域より

も比較的大きくなる結果となった。これは、地域の

緯度が高くなるにつれて気温の上昇率が大きいため

に5)、北海道における飽和水蒸気圧の上昇率が比較

的大きくなること6)や、いずれの海面水温モデルに

おいても海面水温の上昇が北海道や九州北西部の周

辺で大きくなっていることによるものと考えられ

る。 

d4PDFを用いて、河川計画対象降雨量の将来変化

に関する分析を行い、地域毎の雨域面積および降雨

継続時間の対応を考慮した将来降雨量の変化倍率の

算出を行った。これにより、今後の河川計画の外力

設定に関する検討への活用が期待される。 

 

４．今後の予定 

今後、気温が2℃上昇すると想定したデータを用

いて、将来変化の要因分析に関するより詳しい整理

を行う。 

参考文献 

1) 地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測

データベース：http://www.miroc-gcm.jp/~pub

/d4PDF/index.html 

2) 国土交通省水管理・国土保全局：浸水想定（洪

水、内水）の作成等のための想定最大外力の設

定手法、平成27年7月 

3) 国土交通省国土技術政策総合研究所：気候変動

適応策に関する研究（中間報告）、国土技術政

策総合研究所資料、第749号、平成25年8月 

4) 気象庁：

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kiset

su_riyou/image/png/chihou_kubun.png 

5) 国土交通省水管理・国土保全局：第５回気候変

動を踏まえた治水計画に係る技術検討会 資料

5 気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言

（案） 参考資料 

6) 環境省ほか：気候変動の観測・予測及び影響評

価統合レポート2018 ～日本の気候変動とその

影響～ 2018年2月 

 

 

強
靱
な
国
土
、
安
全
・
安
心
を
支
え
る
研
究

1.

研究動向・成果

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kiset 

su_riyou/image/png/chihou_kubun.png

1)　�地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測

データベース：http://www.miroc-gcm.jp/~pub 

/d4PDF/index.html

- 52 -- 52 -- 52 -

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kisetsu_riyou/image/png/chihou_kubun.png
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kisetsu_riyou/image/png/chihou_kubun.png
http://www.miroc-gcm.jp/~pub/d4PDF/index.html
http://www.miroc-gcm.jp/~pub/d4PDF/index.html


308

 

 
 

量の最大値の包絡線を作成する。 

３）ある年の積算雨量の最大包絡値は、その年の任

意の雨域面積に応じた年最大雨量となることから、

雨域面積毎に、各年の積算雨量の最大値を用いてグ

ンベル分布により確率降雨量を算出する。 

４）過去実験、将来実験のそれぞれで算出される確

率降雨量の比をとることで、降雨量変化倍率を求め

る。 

２）～４）を降雨継続時間毎に行うことで、雨域面

積と降雨継続時間を任意に組み合わせた降雨量変化

倍率を得ることができる。 

 

３．降雨変化倍率の算出結果 

算出結果の一例として、将来、気温が4℃および2℃

上昇すると想定した気候予測モデルのデータから算

出した降雨変化倍率について、雨域面積1600km2、降

雨継続時間24時間の組み合わせの海面水温モデル毎

の100年確率降雨の変化倍率を図-2および図-3に示

す。   

 

図-2 4℃上昇時の雨域面積1600km2における降雨継続

時間24時間の海面水温モデル毎の降雨量変化倍率 

 

 

図-3 2℃上昇時の雨域面積1600km2における降雨継続

時間24時間の海面水温モデル毎の降雨量変化倍率 

4℃上昇時には、北海道北部と北海道南部、九州

北西部における６海面水温モデルの平均値が、その

他の各地域よりも比較的大きくなる結果となった。

2℃上昇時には、北海道北部と北海道南部における

６海面水温モデルの平均値が、その他の各地域より

も比較的大きくなる結果となった。これは、地域の

緯度が高くなるにつれて気温の上昇率が大きいため

に5)、北海道における飽和水蒸気圧の上昇率が比較

的大きくなること6)や、いずれの海面水温モデルに

おいても海面水温の上昇が北海道や九州北西部の周

辺で大きくなっていることによるものと考えられ

る。 

d4PDFを用いて、河川計画対象降雨量の将来変化

に関する分析を行い、地域毎の雨域面積および降雨

継続時間の対応を考慮した将来降雨量の変化倍率の

算出を行った。これにより、今後の河川計画の外力

設定に関する検討への活用が期待される。 

 

４．今後の予定 

今後、気温が2℃上昇すると想定したデータを用

いて、将来変化の要因分析に関するより詳しい整理

を行う。 

参考文献 

1) 地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測

データベース：http://www.miroc-gcm.jp/~pub

/d4PDF/index.html 

2) 国土交通省水管理・国土保全局：浸水想定（洪

水、内水）の作成等のための想定最大外力の設

定手法、平成27年7月 

3) 国土交通省国土技術政策総合研究所：気候変動

適応策に関する研究（中間報告）、国土技術政

策総合研究所資料、第749号、平成25年8月 

4) 気象庁：

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kiset

su_riyou/image/png/chihou_kubun.png 

5) 国土交通省水管理・国土保全局：第５回気候変

動を踏まえた治水計画に係る技術検討会 資料

5 気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言

（案） 参考資料 

6) 環境省ほか：気候変動の観測・予測及び影響評

価統合レポート2018 ～日本の気候変動とその

影響～ 2018年2月 

 

 

 

研究動向・成果 
 

 

ダムの長寿命化を支える 

健全度診断・モニタリング 

技術の開発 
(研究期間：平成29年度～) 

河川研究部 大規模河川構造物研究室 

小堀 俊秀         石川 亮太郎         武川 晋也           金銅 将史        

（キーワード）  ダム、維持管理、点検、非破壊試験  

 

１．はじめに 

ダムが長期にわたりその機能を確実に果たしてい

くには、その状態を良好に保つための各種点検等が

極めて重要となる。このため、巡視と計測による日

常点検、地震時等の臨時点検、第3者による定期検査

からなる安全管理のための点検等のほか、最近では

長寿命化を目的として、より詳細な状態把握を行っ

て健全度評価や今後の維持管理方針作成を行う「ダ

ム総合点検」も行われるようになっている。 

このような詳細点検では、ダムの状態調査や長期

挙動の分析をできるだけ客観的に行える診断技術の

開発・普及が欠かせない。国総研でこれまで取組ん

できた衛星SARを活用した変位モニタリング技術の

開発や振動モニタリングの活用に向けた研究もこの

一環であり、現場では各種測定機器にドローンや水

中ロボット技術を組合せた効率的な状態把握の試み

も近年急速に進みつつある。しかしながら、ダムの

内部状態を効率的な把握に有効な技術は十分でない。

現状では調査ボーリング等による確認が行われるこ

ともあるが、堤体内部での変状範囲の把握や高所作

業の困難さ、調査費用の面等で課題が多い。そこで

本稿では、特にダムの内部状態の把握を目的とした

非破壊調査手法に関する研究について紹介する。 

２．ダム堤体の非破壊検査技術の開発 

コンクリートダム堤体表面にひび割れ等の変状が

認められた場合、その堤体安定性への影響の評価が

必要となる。このような場合、実施箇所が限られる

ボーリング調査を補完し、堤体内部での分布等を把

握できる有効な非破壊手法の確立が望まれる。 

現在、コンクリート構造物内部のひび割れ探知に

実績のある非破壊手法は限られているが、その一つ

に高周波衝撃弾性波法がある。これは構造物表面を
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の状態把握への適用も試みられている。そこで、本

手法のダムへの適用性を把握するため、分離面を有

する大型コンクリート供試体及び実際のダム堤体を

対象に、その位置の特定や状態評価がどの程度可能
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の分離面の有無と反射波の有無が対応する結果が得

られ、現地試験においても、ボーリングによるひび

割れ位置と概ね対応する計測結果が得られることが

わかった（図-1）。ただし、供試体での分離面状態
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られ、現地試験で一部ひび割れ位置以外からの反射

波も検出された。このような結果をもとに、今後本

技術の活用法や留意点をまとめる予定である。 
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いて、一層の開発を進めるため、国総研ではより専

門的で高度な知見を有する大学等との連携（国交省

による河川砂防技術研究開発制度を活用した委託研

究）による技術開発も同時に進めている（表-1）。 

 

表-1 研究開発内容と研究機関 
研究 研究開発内容 研究機関 

①  
低周波の弾性波を用いたコンクリートダ

ムの亀裂検知および強度分布把握手法 

首都大学 

東京ほか 

②  
超広帯域SAセンサによるコンクリートダ

ム堤体内部のひび割れ進展・評価 

京都大学

ほか 

③  

リモートモニタリングシステム赤外線・

弾性波を活用したコンクリートダム堤体

のひび割れ・打継ぎ面の非破壊による可

視化評価技術 

富山県立

大学ほか 

 

このうち研究①（表-1）では、大規模構造物であ

るダムでも透過力が期待出来る低周波弾性波を利用

することで、到達時間の遅延や減衰などから堤体内

のひび割れ検出が可能か検討を進めている（図-2）。 

 

 
図-2 低周波弾性波によるひび割れ推定 

（監査廊内-表面間の観測波形とその遅延） 

 

研究②（表-1）では、幅広い周波数帯での弾性波

観測が可能なセンサや弾性波トモグラフィ技術（図

-3）を用いてひび割れ等の内部変状の検出技術の開

発を進めており、堤体内での微小な弾性波であるAE

（Acoustic Emission）も活用した状態監視法の開発

を目指している。 

 

 
図-3 弾性波トモグラフィによるひび割れ深さ推定

（ボーリング調査結果と出力結果の比較） 

研究③（表-1）では、堤体内ひび割れの検出に弾

性波を用いる場合の各種分析法（図-4）の適用性等

について、UAVを利用した赤外線や可視画像での表面

状態調査との組合せも視野に検討を進めている。各

研究とも弾性波の計測からボーリング調査でのひび

割れと概ね整合する推定結果が得られており、引続

き実用化に向け研究を進める予定である。 

 

 
図-4 弾性波での堤体内部ひび割れの探査 

（表面波探査の実施状況） 

 

 このほか国総研では、フィルダムを対象とした非

破壊調査技術として電気探査技術に注目し、大規模

地震時等にひび割れが生じた際、その深さを迅速に

把握するための探査用注入材料の研究も進めている。

これまでの屋外実験では、市販の自己充填材に電解

質（塩化カルシウム水溶液）を混合した材料を用い

れば、堤体材料との比抵抗差によりひび割れの検出

が可能となり、また、ひび割れへの充填性が高く周

辺に浸透しにくいことでひび割れ深さが比較的良好

に再現できる結果が得られている（図-5）。 

 

 
図-5 電気探査によるひび割れ検出例（盛土地盤） 

 

３．今後の展望 

本稿で紹介した各種調査技術は、引続きダムでの

適用方法や留意点等について検討を進め、既往の各

種調査・診断技術とともに、現場での点検等に活用

できる技術資料等にまとめていきたいと考えている。 

↓：入力（掛矢）
全9箇所

↑：受信（加速度センサ）
全8ch
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研究動向・成果 
 

 

中小河川の水害リスク情報空白域の 

解消に向けて 
 (研究期間：平成29年度～) 

河川研究部 水害研究室 

向田 清峻 板垣 修  

（キーワード）  中小河川、水害リスク情報、浸水想定図、航空レーザ測量 

 

１．はじめに 

2017年7月の九州北部豪雨、2018年7月の西日本豪

雨、2019年10月の台風第19号など、激甚な洪水災害

が各地で発生している。 

気候変動影響が指摘される大規模豪雨・洪水が頻

発し治水施設の設計規模を上回る洪水が続発してお

り、治水施設の整備を促進するとともに、氾濫時の

被害防止・軽減対策を促進するための浸水想定図等

の水害リスク情報の社会での共有が一層重要となっ

ている。 

住民に水害リスク情報を周知する重要なツールの

1つとして自治体発行のハザードマップがあるが、同

マップに記載される水害リスク情報には国や都道府

県が作成した洪水浸水想定区域図等が用いられてい

る。この洪水浸水想定区域図については、実洪水時

の浸水範囲と一致していたと報道されるなど、社会

的な重要性がますます増している。 

 

２．中小河川の水害リスク情報空白域 

 洪水浸水想定区域の指定は、水防法に基づき一部

の河川(洪水予報河川・水位周知河川)において河川

管理者に義務づけられており、2,063河川(2019年10

月時点速報値)で指定されている。 

しかし、総延長約11万kmにものぼる都道府県管理

河川の多くは、上記河川への指定が行われておらず、

したがって洪水浸水想定区域図作成の義務がない。

上記指定が行われていない河川を以下「その他河川」

と呼ぶ。その他河川沿い（洪水リスク情報空白域）

は、本来水害リスクが高い場所でも「洪水に対して

安全な場所」と誤解され避難所や避難路が設定され

る可能性があり、リスク周知のための情報の提供が

極めて重要である。2019年10月の台風第19号におい

てもその他河川の洪水リスク情報空白域で激甚な洪

水被害が発生している（図-1、表）。 

なお、その他河川で浸水想定図等の水害リスク情

報が提供されていない主な理由としては、対象河川

の延長が膨大な中で、浸水想定を行う際に必要な河

川の縦横断面データの取得等が予算・人員の制約の

中で困難であることが挙げられる。 

 

３．リスク情報空白域解消に向けた取組み 

上述の制約を踏まえ、水害研究室では水害リスク

情報空白域を解消することを最優先とし、LP(航空レ

ーザ測量)データに基づく河川の縦横断形状を用い

た簡易的な水害リスク情報作成手法1）を開発し、現

場実装に向けた下記研究・検討支援を行っている。 

 

 

図-1 洪水浸水想定区域外浸水事例（2019年台風第

19号）（左：浸水推定段彩図（国土地理院）、右：

洪水浸水想定区域図（仙台河川国道事務所）に加筆 

赤×印は静岡大学牛山教授資料に基づく人的被害

発生位置） ※国土交通省水管理・国土保全局資料

3)より 
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表 2019年台風第19号による決壊河川数一覧 

 

※国土交通省水管理・国土保全局資料3）より 

 

① 自治体における避難計画検討での活用 

その他河川沿いのリスク情報空白域における避難

計画検討を支援するため、内閣府、国土交通省水管

理・国土保全局河川環境課水防企画室、県、市・村

等と連携し、2市村のモデル河川において簡易的な浸

水想定図(図-2)を試作し、自治体における避難計画

検討を支援している。 

同図の作成に当たっては、昨年度まで水害研究室

で試作してきた複数規模の洪水ごとの想定浸水範囲

の重ね合わせ図よりも、想定最大規模の洪水におけ

る想定浸水深分布図が欲しいとの意見を踏まえ、図

-2のとおり試作している。 

さらに、住民を含む現地での会合に参加し住民・

自治体担当者等と意見交換を行っている。浸水実績

や現場の状況等を踏まえた浸水しやすい場所のイメ

ージと簡易的な浸水想定図がおおよそ合っていると

の声があり、その他河川のリスク情報空白域での 

 

 

図-2 簡易的な浸水想定図（想定最大規模：試作版） 

避難計画検討における同図の活用が一定程度有効で

あるとの手答えを得ている。 

② 中小河川の水害リスク評価に関する技術検討会 

その他河川のリスク情報空白域解消に向け、LPデ

ータを活用した簡易的な浸水想定手法等の技術的な

検討を行い「手引き」2)を拡充することを目的に「中

小河川の水害リスク評価に関する技術検討会」3)（座

長：池内幸司東京大学大学院教授）が国土交通省水

管理・国土保全局により設置された。2020年1月7日

に開催された第１回検討会では簡易化する際の計算

条件等について議論が行われ、計算精度やバックウ

ォーター等の現象の評価が重要という学識者委員か

らの意見が出されるとともに、その他河川の浸水想

定図を提供することに対する世間のニーズが高いと

の自治体委員からの意見等が出された。2020年6月を

目途に手引きを拡充すべく、引き続き検討が進めら

れる予定である。 

 

４．研究の展望 

中小河川沿いのリスク情報空白域解消に向けた簡

易的な浸水想定図の作成・公表を都道府県と調整し

つつ順次進めていくとともに、同図の防災・都市計

画分野での具体的活用方法などについて引き続き研

究していく予定である。 

 

☞詳細情報はこちら 

1)航空レーザ測量データを活用した中小河川におけ

る簡易的な水害リスク情報作成手法の提案，河川技

術論文集，第25巻，pp.31-36，2019年6月 

2)国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企

画室・国総研河川研究部水害研究室：中小河川にお

ける簡易的な水害リスク情報作成の手引き，

http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/

pdf/chushou_kaninarisuku_tebiki.pdf，2018年12

月 

3)中小河川の水害リスク評価に関する技術検討会， 

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/t

yusyokasen/index.html，2020年1月 
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pdf/chushou_kaninarisuku_tebiki.pdf，2018年 12 

月

3)中小河川の水害リスク評価に関する技術検討会，�

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/t 

yusyokasen/index.html，2020年 1月
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表 2019年台風第19号による決壊河川数一覧 

 

※国土交通省水管理・国土保全局資料3）より 

 

① 自治体における避難計画検討での活用 

その他河川沿いのリスク情報空白域における避難

計画検討を支援するため、内閣府、国土交通省水管

理・国土保全局河川環境課水防企画室、県、市・村

等と連携し、2市村のモデル河川において簡易的な浸

水想定図(図-2)を試作し、自治体における避難計画

検討を支援している。 

同図の作成に当たっては、昨年度まで水害研究室

で試作してきた複数規模の洪水ごとの想定浸水範囲

の重ね合わせ図よりも、想定最大規模の洪水におけ

る想定浸水深分布図が欲しいとの意見を踏まえ、図

-2のとおり試作している。 

さらに、住民を含む現地での会合に参加し住民・

自治体担当者等と意見交換を行っている。浸水実績

や現場の状況等を踏まえた浸水しやすい場所のイメ

ージと簡易的な浸水想定図がおおよそ合っていると

の声があり、その他河川のリスク情報空白域での 

 

 

図-2 簡易的な浸水想定図（想定最大規模：試作版） 

避難計画検討における同図の活用が一定程度有効で

あるとの手答えを得ている。 

② 中小河川の水害リスク評価に関する技術検討会 

その他河川のリスク情報空白域解消に向け、LPデ

ータを活用した簡易的な浸水想定手法等の技術的な

検討を行い「手引き」2)を拡充することを目的に「中

小河川の水害リスク評価に関する技術検討会」3)（座

長：池内幸司東京大学大学院教授）が国土交通省水

管理・国土保全局により設置された。2020年1月7日

に開催された第１回検討会では簡易化する際の計算

条件等について議論が行われ、計算精度やバックウ

ォーター等の現象の評価が重要という学識者委員か

らの意見が出されるとともに、その他河川の浸水想

定図を提供することに対する世間のニーズが高いと

の自治体委員からの意見等が出された。2020年6月を

目途に手引きを拡充すべく、引き続き検討が進めら

れる予定である。 

 

４．研究の展望 

中小河川沿いのリスク情報空白域解消に向けた簡

易的な浸水想定図の作成・公表を都道府県と調整し

つつ順次進めていくとともに、同図の防災・都市計

画分野での具体的活用方法などについて引き続き研

究していく予定である。 

 

☞詳細情報はこちら 

1)航空レーザ測量データを活用した中小河川におけ

る簡易的な水害リスク情報作成手法の提案，河川技

術論文集，第25巻，pp.31-36，2019年6月 

2)国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企

画室・国総研河川研究部水害研究室：中小河川にお

ける簡易的な水害リスク情報作成の手引き，

http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/

pdf/chushou_kaninarisuku_tebiki.pdf，2018年12

月 

3)中小河川の水害リスク評価に関する技術検討会， 

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/t

yusyokasen/index.html，2020年1月 

流下方向 

 

研究動向・成果 
 

 

地域が一丸となって対応する 

“水防活動”を“支援”する“技術” 
 

(研究期間：平成29年度～令和元年度) 

河川研究部 水害研究室      武内 慶了    板垣 修  

（キーワード）  水防活動、水防団、水害被害軽減、支援技術 

 

１．総力をあげて洪水に対応していく時代の到来 

平成28年台風第10号、平成29年7月九州北部豪雨や

平成30年7月西日本豪雨、更には令和元年10月台風第

19号等により、近年、毎年のように河川の流下能力

を上回る規模の洪水が各地で発生し、地域社会に、

人的被害を伴う甚大な被害をもたらしている。今後

も、気候変動の影響等により、流下能力を上回る洪

水の発生頻度の高まりが予想される。この対策とし

て、河川整備の積極的な推進による氾濫生起頻度の

低減（防災）と被害制御（減災或いはリスクマネジ

メント）を包括的に進めていくことが極めて重要で

ある。このためには、河川管理者（主に国、都道府

県）及び水防管理者（主に市町村）、地域が総力を

あげて洪水に対応していかなければならない。本稿

では、前述の被害制御の有力な手段の一つである「洪

水時に地域が一丸となって対応する被害制御活動

（以下、水防活動）」に焦点を当てる。水防活動を

効果的かつ合理的に実施し、もって水害被害を軽減、

つまり地域社会への影響を可能な限り抑え込むため

に、河川管理者が支援していくべき技術（以下、水

防活動支援技術）は何なのか。本研究は、“情報”

に着目した水防活動支援技術の提案を目的とする。 

 

２．内容が多岐に渡る水防活動実態 

 水防活動支援技術を提案するためにはまず、水防

活動の実態を把握することが前提となる。そこで、

本研究では3か年で延べ12の水防管理団体及び水防

団（消防団を含む）からヒアリングを行い、水防活

動実態を詳細に把握した。得られた共通的事項を示

す。1)大河川からの越水や堤防変状への対処（土の

う積み等）の前に、支川氾濫や内水浸水に伴う対応

が生じる。2)支川氾濫や内水浸水に伴う対応は、土

のう作製・運搬、支川や家屋付近への積み、避難誘

導、家財保全活動支援、浸水道路での注意喚起、ボ

ートでの救助活動、排水作業等多岐に渡り、その労

力が大きい。3)そのため、ひとたび生じれば地域に

甚大な被害をもたらす、大河川からの氾濫危険性へ

の対処が困難な場合も生じ得る。また、ⅰ)浸水や氾

濫が生じやすい箇所の認識度合い、ⅱ)水防活動主体

の多様性（多岐に渡る水防活動内容の役割分担の方

法）、ⅲ)水防活動実施に関し意思決定を行う実質的

主体等については、地域によって違いがあり、この

違いは浸水被害経験の頻度や都市化の状況も関係し

ているようであった。 

 

３．地域の実態を踏まえた水防活動支援技術 

前章に述べた水防活動実態から、水防活動は「豪

雨に伴い河川からの氾濫危険度が高まっていく過程

において、地域で生じる浸水等による被害を防止・

軽減するための活動全般」と解釈できよう。この時

系列イメージを図-1に示す。この解釈に従えば、水

防活動支援技術は、「今、この地域はどのような危

険にさらされているか」や「次にこの地域でどのよ

写真 
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写真 

写真ﾃﾞｰﾀ
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主任研究官 室長 
 

 

写真-1 水防活動実態ヒアリングの様子 
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研究動向・成果

地域が一丸となって対応する 
“水防活動”を“支援”する“技術”
（研究期間 ： 平成 29 年度～令和元年度）

河川研究部　水害研究室　主任研究官　武内　慶了　室長　板垣　修

（キーワード）　水防活動、水防団、水害被害軽減、支援技術
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うな危険が生じるか」といった、地域に立脚し、水

防活動内容の選択及び実施の判断を支援する情報提

供の優先度が高いと考えられる。 

上記を踏まえ、水防活動支援技術を、それにより

得られる効果の評価手法とともに、以下のように提

案する。この結果、支川氾濫・内水浸水に伴い生じ

る水防活動を効果的・効率的に行うことができ、そ

の後に生じるであろう「ひとたび起きれば甚大な影

響をもたらす大河川からの氾濫への対処時間」が確

保され、もって地域の被害軽減につながることが強

く期待される。 

(1)支川及び大河川の水位予測情報 

図-2に示すように、越水氾濫の危険度が高い区間

の水位予測情報が提供されることにより、水防活動

の準備時間、現地での水防活動実施者の配置検討時

間等が確保されるとともに、巡視箇所の絞り込みに

より、水防活動のより効果的な実施が期待される。

また、大河川の水位予測において堤防上の越流水深

の程度を踏まえることにより、現地での活動者を退

避させるか判断することにも役立つ。 

(2)支川氾濫及び内水による浸水予測情報 

図-2に示すように、大河川からの氾濫に先んじて

発生する場合が多い支川氾濫及び内水浸水状況の予

測情報を提供することで、道路の通行止めやポンプ

排水等の活動が後手になるのを防ぐ。また、住民の

避難ルートの誘導方法の検討時間も確保され、より

安全な状況での避難に寄与する。 

(3)支川及び大河川の水位現況 

大河川のみならず、支川の水位現況も把握するこ

とにより、(1)の予測情報に基づく水防活動準備から、

活動実施に切り替えるタイミングを逸することを防

ぐ。 

(4)相対的な人的被害の起こりやすさに着目したリ

スク情報図1) 

このリスク情報図は、大河川からの氾濫による浸

水想定図に、支川氾濫・内水による浸水想定図を重

ね合せ表示したものである。避難時に移動困難とな

りやすく、かつ、大河川が氾濫すれば人的被害発生

の可能性が高いと考えられる、相対的な高リスク地

区の絞り込みを可能とする。戸別訪問による避難誘

導を優先する地区の事前把握により、避難誘導等を

より効果的に行えると考えられる。 

 

４．水防活動支援技術を活用した地域の被害防止に

向けて 

以上のように見出した水防活動支援技術を社会実

装し、地域の被害防止を実現するため、今後はモデ

ル流域にこれら支援技術を試験適用し、実際に活用

いただきながら新たな課題の抽出・解決を行い、地

域防災活動支援情報基盤を構築する予定である。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 武内・小林・板垣：水防活動実態の把握及び避難

誘導に着目した水防活動支援技術の提案，河川技術

論文集第25巻，pp.145-150，2019． 

 
図-1 地域で生じる変状と求められる水防活動の 

時系列進展イメージ 

  
図-2 水防活動支援技術としての予測情報の重ね合せイ

メージ（“地域”の変状の予測情報） 
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うな危険が生じるか」といった、地域に立脚し、水

防活動内容の選択及び実施の判断を支援する情報提

供の優先度が高いと考えられる。 

上記を踏まえ、水防活動支援技術を、それにより

得られる効果の評価手法とともに、以下のように提

案する。この結果、支川氾濫・内水浸水に伴い生じ

る水防活動を効果的・効率的に行うことができ、そ

の後に生じるであろう「ひとたび起きれば甚大な影

響をもたらす大河川からの氾濫への対処時間」が確

保され、もって地域の被害軽減につながることが強

く期待される。 

(1)支川及び大河川の水位予測情報 

図-2に示すように、越水氾濫の危険度が高い区間

の水位予測情報が提供されることにより、水防活動

の準備時間、現地での水防活動実施者の配置検討時

間等が確保されるとともに、巡視箇所の絞り込みに

より、水防活動のより効果的な実施が期待される。

また、大河川の水位予測において堤防上の越流水深

の程度を踏まえることにより、現地での活動者を退

避させるか判断することにも役立つ。 

(2)支川氾濫及び内水による浸水予測情報 

図-2に示すように、大河川からの氾濫に先んじて

発生する場合が多い支川氾濫及び内水浸水状況の予

測情報を提供することで、道路の通行止めやポンプ

排水等の活動が後手になるのを防ぐ。また、住民の

避難ルートの誘導方法の検討時間も確保され、より

安全な状況での避難に寄与する。 

(3)支川及び大河川の水位現況 

大河川のみならず、支川の水位現況も把握するこ

とにより、(1)の予測情報に基づく水防活動準備から、

活動実施に切り替えるタイミングを逸することを防

ぐ。 

(4)相対的な人的被害の起こりやすさに着目したリ

スク情報図1) 

このリスク情報図は、大河川からの氾濫による浸

水想定図に、支川氾濫・内水による浸水想定図を重

ね合せ表示したものである。避難時に移動困難とな

りやすく、かつ、大河川が氾濫すれば人的被害発生

の可能性が高いと考えられる、相対的な高リスク地

区の絞り込みを可能とする。戸別訪問による避難誘

導を優先する地区の事前把握により、避難誘導等を

より効果的に行えると考えられる。 

 

４．水防活動支援技術を活用した地域の被害防止に

向けて 

以上のように見出した水防活動支援技術を社会実

装し、地域の被害防止を実現するため、今後はモデ

ル流域にこれら支援技術を試験適用し、実際に活用

いただきながら新たな課題の抽出・解決を行い、地

域防災活動支援情報基盤を構築する予定である。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 武内・小林・板垣：水防活動実態の把握及び避難

誘導に着目した水防活動支援技術の提案，河川技術

論文集第25巻，pp.145-150，2019． 

 
図-1 地域で生じる変状と求められる水防活動の 

時系列進展イメージ 

  
図-2 水防活動支援技術としての予測情報の重ね合せイ

メージ（“地域”の変状の予測情報） 

 

研究動向・成果 
 

細粒土砂の挙動を考慮した土砂・ 

洪水氾濫事例の再現 
(研究期間：平成25年度～令和元年度) 

土砂災害研究部  砂防研究室 

山越 隆雄 泉山 寛明 内田 太郎 

（キーワード）  数値計算プログラム、流砂形態、山地河川 

 

１．はじめに 

土砂災害の防止・軽減のためには、将来生じうる

土砂移動現象を精度良く予測することが重要である。

そのためには、河床変動計算は有効なツールである。

例えば、平成29年7月九州北部豪雨では、筑後川水系

赤谷川（福岡県朝倉市）にて、上流域での多数の斜

面崩壊・土石流の発生にともなって大量の土砂が生

産され、それが流下・氾濫し、下流域に甚大な被害

を与えた。当災害では細粒土砂の大量の流下が、被

害拡大の一因となったと考えられる。砂防研究室で

は、九州北部豪雨での土砂・洪水氾濫に対して、細

粒土砂の挙動を考慮した計算による河床変動の再現

を試みた。 

 

２．使用したモデルの概要 

細粒土砂の一部は、水と同じく乱流状に挙動し、

流体力の増加に寄与するため、これを考慮できるモ

デルとした。また、河床勾配や土砂濃度によって土

砂の移動形態（図-1）が遷移するため、計算モデル

では流れの抵抗、土砂の河床との交換条件式（侵食・

堆積速度式）、平衡濃度式の土砂移動形態による変

化が考慮できるようにしている。 

 

３．モデルの検証結果 

 赤谷川流域における土砂動態を対象にモデルの検

証を行った。計算は2ケース行い、侵食・堆積速度式

と平衡濃度式を河床勾配のみで制御した場合

(Case1)と、河床勾配と流れの濃度で制御した場合

(Case2)で行った。LPデータの差分解析より算出した

各地点の河床変動量の実績値と計算値を図-2に示す。

Case1では、計算上土砂移動形態が遷移する地点で異 

 

 

 

 

 

 

図-1 山地河川における土砂動態のイメージ 

 

 

 

 

 

 

図-2 河床変動の再現計算結果 

 

常堆積が起きてしまうが、Case2ではそのようなこと

がなく、下流域での河床上昇がより実態に近く再現

できていることが分かる。 

 

４．おわりに 

今回行った検証により、山地河川での土砂動態モ

デルの再現精度向上のためには、細粒土砂の挙動を

考慮すると共に、土砂移動形態の遷移を十分考慮す

る必要があることが分かった。今後は、その汎用性

を確認すると共に、砂防施設の効果を精度良く考慮

できるようモデルの改良を進め、より実務で活用で

きる技術にしていきたい。 
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１．はじめに 

地震時における斜面崩壊発生場は地盤構造が大き

く影響していると考えられるが、山地部における広

域的な3次元の地盤構造に関する情報が十分に得ら

れていないため、地盤構造が地震時斜面崩壊発生に

及ぼす影響は十分に検証されてきていない。このこ

とから、より詳細な地盤構造の影響を考慮した危険

度評価手法を作成することができれば、評価精度が

高まることが期待される。そこで、空中電磁探査に

よって取得された広域における地盤の深さ方向を含

めた比抵抗と平成28年熊本地震で発生した斜面崩壊

を重ね合せて解析し、地震時における斜面崩壊発生

場における地盤構造の特徴を分析した（図-1）。 

２．研究内容 

まず、10mメッシュ毎に、ある深度の比抵抗からそ

れより20m深い深度の比抵抗を差し引くことによっ

て、20m深度間（以下、「深度区間」という。）の比

抵抗変化量を算出する。次に、メッシュの重心が崩

壊地内に入るメッシュを崩壊メッシュとして設定す

る。その上で、比抵抗変化量の階級別の崩壊メッシ

ュ率を算出した（図-2）。この結果、比抵抗変化量の

階級が正の方向に大きくなると崩壊メッシュ率が高

くなる傾向が見られ、特に、深度区間10～30mなどの

比較的浅い区間では比抵抗変化量が負から正の値に

なる階級を境界として崩壊メッシュ率が急激に増加

する結果となった。 

比抵抗変化量が正の値を示すメッシュでは、比抵

抗が浅い深度で高く深い深度で低い、すなわち軟弱

な岩盤の上層を堅硬な岩盤が覆うようなキャップロ

ック構造に類似した地盤構造を有しているものと考

えられる。過去の地震事例において、キャップロッ

ク構造を有する斜面では、崩壊が発生した事例が多

数報告されている。このことから、比抵抗変化量が

正の値になる場所ではキャップロック構造に類似し

た地盤構造が存在し、相対的により多くの地震時斜

面崩壊が発生した可能性が考えられる。 

３．おわりに 

今後とも地震時における斜面崩壊発生場の分析を

進め、想定地震における大規模な斜面崩壊を含む斜

面崩壊の発生状況を事前に推定することができる手

法を開発に向けて取り組む所存である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 比抵抗とH28熊本地震による斜面崩壊分布 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 比抵抗変化量の階級別崩壊メッシュ率 
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１．はじめに 

地震時における斜面崩壊発生場は地盤構造が大き

く影響していると考えられるが、山地部における広

域的な3次元の地盤構造に関する情報が十分に得ら

れていないため、地盤構造が地震時斜面崩壊発生に

及ぼす影響は十分に検証されてきていない。このこ

とから、より詳細な地盤構造の影響を考慮した危険

度評価手法を作成することができれば、評価精度が

高まることが期待される。そこで、空中電磁探査に

よって取得された広域における地盤の深さ方向を含

めた比抵抗と平成28年熊本地震で発生した斜面崩壊

を重ね合せて解析し、地震時における斜面崩壊発生

場における地盤構造の特徴を分析した（図-1）。 

２．研究内容 

まず、10mメッシュ毎に、ある深度の比抵抗からそ

れより20m深い深度の比抵抗を差し引くことによっ

て、20m深度間（以下、「深度区間」という。）の比

抵抗変化量を算出する。次に、メッシュの重心が崩

壊地内に入るメッシュを崩壊メッシュとして設定す

る。その上で、比抵抗変化量の階級別の崩壊メッシ

ュ率を算出した（図-2）。この結果、比抵抗変化量の

階級が正の方向に大きくなると崩壊メッシュ率が高

くなる傾向が見られ、特に、深度区間10～30mなどの

比較的浅い区間では比抵抗変化量が負から正の値に

なる階級を境界として崩壊メッシュ率が急激に増加

する結果となった。 

比抵抗変化量が正の値を示すメッシュでは、比抵

抗が浅い深度で高く深い深度で低い、すなわち軟弱

な岩盤の上層を堅硬な岩盤が覆うようなキャップロ

ック構造に類似した地盤構造を有しているものと考

えられる。過去の地震事例において、キャップロッ

ク構造を有する斜面では、崩壊が発生した事例が多

数報告されている。このことから、比抵抗変化量が

正の値になる場所ではキャップロック構造に類似し

た地盤構造が存在し、相対的により多くの地震時斜

面崩壊が発生した可能性が考えられる。 

３．おわりに 

今後とも地震時における斜面崩壊発生場の分析を

進め、想定地震における大規模な斜面崩壊を含む斜

面崩壊の発生状況を事前に推定することができる手

法を開発に向けて取り組む所存である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 比抵抗とH28熊本地震による斜面崩壊分布 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 比抵抗変化量の階級別崩壊メッシュ率 
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１．はじめに 

昨今、子供が犠牲になる事故や高齢運転者による

事故が相次いで発生しているなど、交通安全対策の

効果的な推進が喫緊の課題となっている。 

国総研では、これまでに、車両の動き（位置、速

度、前後加速度等）を広域に収集できるETC2.0プロ

ーブ情報を活用し、潜在的な危険箇所を抽出する手

法の開発に取り組んできた。 

しかし、ETC2.0プローブ情報の分析手法の効率化

や精度向上、データサンプル数の確保など、「質」

と「量」の面でさらなる工夫の余地がある。 

そこで、本稿では、交通安全対策へのETC2.0プロ

ーブ情報の効果的な活用方法の提案として、「ドラ

イブレコーダー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の見極め方法の提案」と

「ETC2.0可搬型路側機の効果的な活用に向けた研究」

を紹介する。 

 

２．ドライブレコーダー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 

国総研では、ETC2.0プローブ情報の急減速データ

（例えば前後加速度-0.3G以下）を分析し、潜在的危

険箇所を抽出する手法を開発してきた。しかし、図

-1に示すように、この急減速データは単純に一定値

以下の前後加速度を示した減速行動を取り出したも

のであるため、その中には、危険事象以外の行動（例

えば赤信号手前の単なる急ブレーキ等）も含まれて

いる。そのため、分析精度の向上を図るには、ETC2.0

プローブ情報の急減速データが、危険事象か非危険

事象かを効率的に見極めることが必要となる。 

そこで、本研究では、加速度データを記録するド

ライブレコーダー（以下、ドラレコ）を活用し、ド

ラレコの前方映像の目視確認から、図-2に示すよう

に、運転挙動が危険事象か非危険事象かに判定した

上で、発生場所の道路構造や急減速データ（ドラレ

コに記録されている前後加速度の値）等との照合を

行った。 

その結果、図-3に示すように、前後加速度-0.3G以

下の場合では、単路部及び交差点内部においては、
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とがわかった。一方で、交差点流入部については、

非危険事象が概ね7割含まれることがわかった。図-

4は、交差点流入部において、前後加速度別に危険事

象・非危険事象の割合を示したものである。この図

からは、交差点流入部では、前後加速度が-0.6G以下

であれば、約8割が危険事象であると見極められる一

方で、前後加速度が-0.25G～0.6Gの範囲では、約4～

6割の非危険事象が含まれることがわかる。このため、

今後は、停止線の有無や車線数などの道路構造から

危険事象の見極め方法を開発する予定である。 

 

３．ETC2.0可搬型路側機の効果的な活用に向けた研究 

ETC2.0プローブ情報は、主に高速道路や直轄国道

上に設置された路側機を、専用の車載器を搭載した

車両が通過することでデータが収集される。このデ

ータには、車両の位置や時刻、走行速度等を記録す

る「走行履歴データ」と、前後加速度や左右加速度

等を記録する「挙動履歴データ」とがある。しかし、

現状の路側機の配備状況では、路側機までの距離が

遠いエリアでは、蓄積容量の関係もあり、分析に必

要な挙動履歴データが収集できていないことがある。 

そこで、本研究では、図-5に示すような可搬型路

側機を一時的に設置することで、必要なデータ取得

が可能になると考え、実際に可搬型路側機が設置さ

れたエリアを対象とし、その設置効果を分析した。 

 具体的には、走行履歴データと挙動履歴データに

ついて、50mメッシュ単位でカーネル密度推定を実施

してそれぞれの密度推定値を求め、50mメッシュ単位

で得られたそれぞれの値から「走行履歴密度推定値

あたりの挙動履歴密度推定値」算出した。この値を

設置前後で比較したものを図-6に示す。可搬型路側

機の設置後、対象エリアにおいて挙動履歴密度推定

値の比率が高くなっていることがわかる。すなわち、

可搬型路側機を設置することで、これまで取得でき

ていなかった挙動履歴データが新たに取得できてい

ることが示されている。また、設置前の段階で、こ

のような密度推定による分析を広域に行うことで、

挙動履歴密度推定値の比率が相対的に低い地域が明

らかとなり、可搬型路側機の効果的な設置エリアの

検討が容易となる。今後は、効率的な設置箇所や方

法、必要なサンプル数確保のための設置期間等につ

いて、詳細な検討を進めていく予定である。 

 

４．おわりに 

引き続き、ETC2.0プローブ情報の「質」と「量」

の面で分析上の工夫を図り、全国の交通安全対策の

立案や評価等への活用を進めていく所存である。 

☞詳細情報はこちら 

道路交通安全研究室ＨＰ 

http://www.nilim.go.jp/lab/geg/index.htm 
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とがわかった。一方で、交差点流入部については、

非危険事象が概ね7割含まれることがわかった。図-

4は、交差点流入部において、前後加速度別に危険事

象・非危険事象の割合を示したものである。この図

からは、交差点流入部では、前後加速度が-0.6G以下

であれば、約8割が危険事象であると見極められる一

方で、前後加速度が-0.25G～0.6Gの範囲では、約4～

6割の非危険事象が含まれることがわかる。このため、

今後は、停止線の有無や車線数などの道路構造から

危険事象の見極め方法を開発する予定である。 

 

３．ETC2.0可搬型路側機の効果的な活用に向けた研究 

ETC2.0プローブ情報は、主に高速道路や直轄国道

上に設置された路側機を、専用の車載器を搭載した

車両が通過することでデータが収集される。このデ

ータには、車両の位置や時刻、走行速度等を記録す

る「走行履歴データ」と、前後加速度や左右加速度

等を記録する「挙動履歴データ」とがある。しかし、

現状の路側機の配備状況では、路側機までの距離が

遠いエリアでは、蓄積容量の関係もあり、分析に必

要な挙動履歴データが収集できていないことがある。 

そこで、本研究では、図-5に示すような可搬型路

側機を一時的に設置することで、必要なデータ取得

が可能になると考え、実際に可搬型路側機が設置さ

れたエリアを対象とし、その設置効果を分析した。 

 具体的には、走行履歴データと挙動履歴データに

ついて、50mメッシュ単位でカーネル密度推定を実施

してそれぞれの密度推定値を求め、50mメッシュ単位

で得られたそれぞれの値から「走行履歴密度推定値

あたりの挙動履歴密度推定値」算出した。この値を

設置前後で比較したものを図-6に示す。可搬型路側

機の設置後、対象エリアにおいて挙動履歴密度推定

値の比率が高くなっていることがわかる。すなわち、

可搬型路側機を設置することで、これまで取得でき

ていなかった挙動履歴データが新たに取得できてい

ることが示されている。また、設置前の段階で、こ

のような密度推定による分析を広域に行うことで、

挙動履歴密度推定値の比率が相対的に低い地域が明

らかとなり、可搬型路側機の効果的な設置エリアの

検討が容易となる。今後は、効率的な設置箇所や方

法、必要なサンプル数確保のための設置期間等につ

いて、詳細な検討を進めていく予定である。 

 

４．おわりに 

引き続き、ETC2.0プローブ情報の「質」と「量」

の面で分析上の工夫を図り、全国の交通安全対策の

立案や評価等への活用を進めていく所存である。 

☞詳細情報はこちら 

道路交通安全研究室ＨＰ 

http://www.nilim.go.jp/lab/geg/index.htm 
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道路交通研究部 道路環境研究室 

間渕 利明 大城 温 大河内 恵子 瀧本 真理 

（キーワード） 無電柱化、低コスト化、合意形成 

 

１． はじめに 

国土交通省では、道路の防災能力の向上、安全で

快適な通行空間の確保、良好な景観の形成や観光振

興等の観点から無電柱化に取り組んできている。平

成30年台風21号（図-1）、令和元年台風15号等にお

ける電柱倒壊の発生を受けて、無電柱化推進への機

運がさらに高まってきている。 

  

図-1 平成30年台風21号による電柱倒壊 

 

しかし欧米の主要都市では無電柱化が概成してい

るのに対し、日本の無電柱化率は低く、後れをとっ

ている現状である（図-2）。平成28年12月には「無

電柱化の推進に関する法律」が公布・施行され、平

成31年3月には「道路の無電柱化低コスト手法導入の

手引き(案)-Ver.2-」が発出され、より一層の無電柱

化の推進が期待されている。 

一方、無電柱化が進まない主な原因は、コストが

高いことに加え、電線管理者との調整や地上機器（ト

ランス）の設置等の地元調整が困難なこと、道路幅

が狭いことなどが挙げられる。無電柱化事業のスピ

ードアップのためには、施工の効率化・迅速化のほ

か、地域や関係事業者との合意形成の促進により、

計画段階から施工段階までの円滑化が必要である。 

本稿では、施工の迅速化および合意形成の円滑化

のための調査・研究を紹介する。 

【欧米やアジアの主要都市と日本の無電柱化の現状】

6%
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96%
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100%

大阪市

東京23区

ソウル

台北

シンガポール

香港

ロンドン・パリ

※１ ロンドン、パリは海外電力調査会調べによる2004年の状況（ケーブル延長ベース）
※２ 香港は国際建設技術協会調べによる2004年の状況(ケーブル延長ベース)
※３ シンガポールは『POWER QUALITY INITIATIVES IN SINGAPORE, CIRED2001,

Singapore, 2001』による2001年の状況(ケーブル延長ベース)
※４ 台北は台北市道路管線情報センター資料による台北市区の2015年の状況（ケーブル延長ベース）
※５ ソウルは韓国電力統計2017による2017年の状況(ケーブル延長ベース)
※６ 日本は国土交通省調べによる2017年度末の状況(道路延長ベース)

 
※1 ロンドン、パリは海外電力調査会調べによる2004年の状況 

※2 香港は国際建設技術協会調べによる2004年の状況 

※3 シンガポールは「POWER QUALITY INITIATIVES IN SINGAPORE, CIRED2001, 

Singapore, 2001」による2001年の状況 

※4 台北は台北市道路管理情報センターに資料による台北市区の2015年の

状況 

※5 ソウルは韓国電力統計2017による2017年の状況 

※1～※5はケーブル延長ベース 

※6 日本は国交省調べによる2017年度末の状況（道路延長ベース） 

 

図-2 各国主要都市と日本の無電柱化の現状 

 

２．施工の効率化に関する調査 

 従来実施されてきた無電柱化の構造である管路に

よる電線共同溝構造（図-3）及び低コスト手法とし

て導入が始まった小型ボックス活用埋設方式（図－

4）等の無電柱化の施工に係るコスト構造や技術的課

題を整理するため、小型ボックス活用埋設方式およ

び管路方式における施工実態把握調査を実施した。 

本調査では、建設機械の規格毎の稼働時間および

作業員等の職種毎の作業人数・作業時間等を計測し、

国土交通省「新土木工事積算大系 平成31年度改訂

版 工事工種体系ツリー」における細別（レベル４）

毎に分類し、整理した。その整理結果を用いて、積

算単価等に基づき直接工事費を積算および整理し、

稼働時間、作業時間等の短縮等により、コスト縮減

効果が高い工種を抽出することにより、今後施工の

効率化によるコスト低減の可能性がどの程度あるか
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を明らかにしていく予定である。 

 

図-3 電線共同溝イメージ図 

 

 

図-4 小型ボックス活用埋設方式イメージ図 

 

３． 合意形成の円滑化 

国総研では、無電柱化を担当する地方公共団体等

が事業を実施する際に参考となるよう、無電柱化事

業の計画・実施における合意形成の進め方に関する

手引きを作成することを目的として、学識経験者、

電線事業者等の無電柱化関係者から構成される委員

会において、平成31年3月から検討を行っている。 

本検討の中で、議論になった事項の１つとして地

上機器の設置場所選定が挙げられる。図-5に示すと

おり、地上機器は、道路上、民地、公有地（公園等）

等に設置することになるが、事業を進める上でのど

の段階で設置場所についての検討をすればよいか等

について、活発に議論が行われた。地上機器につい

ては、説明段階と実物を見たときでのギャップが大

きいことが多いため、事業の早い段階から模型等を

用いて説明しておくことが必要ではないか等の意見

が得られた。議論の結果を踏まえ、無電柱化事業の

フロー図を整理し、「無電柱化事業における合意形

成に係る技術ガイド（仮称）」にとりまとめる予定

である。 

 

［路上設置の例］ 

 

［民地利用の例］ 

 

［公有地（公園等）利用の例］ 

 

図-5 地上機器の設置場所例 

 

４．今後の予定 

施工の効率化に関する調査結果を引き続き分析し、

コスト構造を整理し、コスト縮減案を作成する予定

である。 

また、合意形成の円滑化に関しては、委員会にお

いてご意見をいただきながら検討した結果を「無電

柱化事業における合意形成に係る技術ガイド（仮

称）」に整理し、全国の地方公共団体の無電柱化担

当者へ配布する予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国土交通省 無電柱化の推進 

http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/ 
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を明らかにしていく予定である。 

 

図-3 電線共同溝イメージ図 
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が事業を実施する際に参考となるよう、無電柱化事

業の計画・実施における合意形成の進め方に関する

手引きを作成することを目的として、学識経験者、

電線事業者等の無電柱化関係者から構成される委員

会において、平成31年3月から検討を行っている。 

本検討の中で、議論になった事項の１つとして地

上機器の設置場所選定が挙げられる。図-5に示すと
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等に設置することになるが、事業を進める上でのど

の段階で設置場所についての検討をすればよいか等

について、活発に議論が行われた。地上機器につい

ては、説明段階と実物を見たときでのギャップが大

きいことが多いため、事業の早い段階から模型等を

用いて説明しておくことが必要ではないか等の意見

が得られた。議論の結果を踏まえ、無電柱化事業の

フロー図を整理し、「無電柱化事業における合意形

成に係る技術ガイド（仮称）」にとりまとめる予定

である。 

 

［路上設置の例］ 

 

［民地利用の例］ 

 

［公有地（公園等）利用の例］ 

 

図-5 地上機器の設置場所例 

 

４．今後の予定 

施工の効率化に関する調査結果を引き続き分析し、

コスト構造を整理し、コスト縮減案を作成する予定

である。 

また、合意形成の円滑化に関しては、委員会にお

いてご意見をいただきながら検討した結果を「無電

柱化事業における合意形成に係る技術ガイド（仮

称）」に整理し、全国の地方公共団体の無電柱化担

当者へ配布する予定である。 
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洗掘被害を受けやすい既設橋梁 

の抽出方法の検討と台風第19号の 

被害橋梁への適用性に関する調査 
(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 

藤田 智弘 七澤 利明 佐々木 惇郎  

（キーワード）  洗掘、既設橋梁、線形判別分析、台風19号  

 

１．橋梁の洗掘被害と既設橋梁のリスク評価 

近年、局地的な集中豪雨等により、河川等を横断

する橋梁の支持地盤が侵食・洗掘される等、機能回

復に長時間を要する事例が確認されている。今年度

も10月12日から13日未明にかけて、日本列島を通過

した台風第19号により、広い範囲で記録的な大雨と

なり、広い範囲で道路の性能に影響が及ぶ被害が発

生した。国道20号法雲寺橋や国道49号大善寺橋では、

洗掘が原因と考えられる下部構造の沈下等により通

行止めが行われた（写真-1）。災害に強い強靱な道

路ネットワークを実現するために、洗掘による被害

が生じる可能性が高い既設橋梁の条件を明らかにす

る手法（リスク評価手法）を確立し、優先度を付け

て対策を実施していくことが求められる。 

そこで、被災した既設橋梁の統計分析により洗掘

被害を受けやすい河川特性や基礎構造等の条件（以

下「洗掘要因」という。）を抽出することを試みた

ので、その検討の概要について報告する。また、検

討した手法の台風第19号で被災した橋梁への適用性

についても調査したのであわせて示す。 

 

写真-1 法雲寺橋の被害 

 

２．既設橋梁基礎の洗掘要因の抽出 

 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）と、洗掘に

より被災した橋梁と同水系を渡河するが洗掘が確認

されなかった橋梁（207橋）についてのデータベース

（以下「洗掘DB」という。）を構築した。 

 本検討では、洗掘要因の抽出を統計分析手法のう

ち線形判別分析にて行った。線形判別分析は、複数

の情報（説明変数𝑥𝑥𝑥𝑥i）で表現された複数の部分集団

から構成される母集団に対して、どの集団に属する

かを最もよく判別することができる写像が得られる

多変数の一次関数（説明関数𝑓𝑓𝑓𝑓）を決定するものであ

る。簡単のため、二変数の場合の線形判別分析の概

念図を図-1に示す。線形判別分析の結果得られる説

明変数、判別係数（𝑤𝑤𝑤𝑤i）や説明関数は、洗掘被害を

受けやすい既設橋梁の判別のための着目点や判断基

準を定めるための参考にすることができる。 

 

図-1 線形判別分析の概念図 
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表-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 

河道 

形状 

-0.43 -0.88 0.82 ― ― 0.45 ― 74% 

統計分析を行うにあたり、洗掘要因となるものが

説明変数から漏れないよう、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、河道形状（湾曲：0、直線：1）を説明変

数とすることとした。 

前述の洗掘DBと説明変数とを用いて、洗掘あり・

洗掘なしを判別する線形判別分析を行った。最も適

合率が良い結果を表-1に示す。表中の数値は、各説

明変数の標準化判別係数（標準化した説明関数の判

別係数）を示す。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、要

因として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。 

３．検討手法の台風第19号の被災橋梁への適用性 

台風第19号では、前述の通り法雲寺橋や大善寺橋

で洗掘が原因と考えられる被害が生じた。法雲寺橋

は、昭和34年に架設された笹子川を渡河する橋長

64.27mの橋梁で、直接基礎による7基の壁式橋脚と2

基の重力式橋台により支持された、8径間の単純PCプ

レテン床版橋である。大善寺橋は、昭和41年に架設

された谷田川を渡河する橋長63.43mの橋梁で、直接

基礎による3基の壁式橋脚と杭基礎による2基の逆T

式橋台により支持された4径間の単純RCポステンT桁

橋である。いずれの橋梁も橋脚の沈下や傾斜に伴い

路面の沈下等が生じ（写真-1）、それぞれ、49日、

20日の間、通行止めが行われた。 

  

図-2 適用性の調査結果 

検討手法の台風第19号の被災橋梁への適用性を調

査するために、法雲寺橋と大善寺橋について、線形

判別分析より得られた結果の妥当性の確認を行った。

図-2は、洗掘DBの洗掘あり・洗掘なしの橋梁の説明

関数の𝑓𝑓𝑓𝑓値とその頻度（％）の分布を示すグラフと、

判定により洗掘あり・洗掘なしとなる領域を色分け

して示した図である。領域の境界線（判定の閾値）

は、本検討では洗掘ありと洗掘なしのいずれも判定

の適合率が良くなる閾値となる、洗掘あり・洗掘な

しの2つの分布曲線の重心値（0.146）とした。法雲

寺橋と大善寺橋の𝑓𝑓𝑓𝑓値は、それぞれ1.527と0.453で、

いずれも洗掘ありの判定となり、被害と整合する結

果となった。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。 

４．まとめと今後の課題 

線形判別分析による洗掘要因の抽出を試みた結果、

既往の研究等で洗掘要因とされている河積阻害率や

流速との関連が強いと考えられる橋長、径間数や河

床勾配が洗掘要因となる結果を得た。また、検討手

法の台風第19号の被災橋梁への適用性を調査したと

ころ、現地調査結果と整合する結果を得た。 

今後、線形判別分析の適合率の改善と適合しない

橋梁の個別分析、閾値の設定方法の影響の検討を行

い、統計分析による評価手法に加えて、個別分析に

よる知見を組み合わせて、洗掘被害を受けやすい既

設橋梁の有効な抽出方法を提案する予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 土木技術資料 No.11，pp.36-39，2019 
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表-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 

河道 

形状 

-0.43 -0.88 0.82 ― ― 0.45 ― 74% 

統計分析を行うにあたり、洗掘要因となるものが

説明変数から漏れないよう、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、河道形状（湾曲：0、直線：1）を説明変

数とすることとした。 

前述の洗掘DBと説明変数とを用いて、洗掘あり・

洗掘なしを判別する線形判別分析を行った。最も適

合率が良い結果を表-1に示す。表中の数値は、各説

明変数の標準化判別係数（標準化した説明関数の判

別係数）を示す。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、要

因として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。 

３．検討手法の台風第19号の被災橋梁への適用性 

台風第19号では、前述の通り法雲寺橋や大善寺橋

で洗掘が原因と考えられる被害が生じた。法雲寺橋

は、昭和34年に架設された笹子川を渡河する橋長

64.27mの橋梁で、直接基礎による7基の壁式橋脚と2

基の重力式橋台により支持された、8径間の単純PCプ

レテン床版橋である。大善寺橋は、昭和41年に架設

された谷田川を渡河する橋長63.43mの橋梁で、直接

基礎による3基の壁式橋脚と杭基礎による2基の逆T

式橋台により支持された4径間の単純RCポステンT桁

橋である。いずれの橋梁も橋脚の沈下や傾斜に伴い

路面の沈下等が生じ（写真-1）、それぞれ、49日、

20日の間、通行止めが行われた。 

  

図-2 適用性の調査結果 

検討手法の台風第19号の被災橋梁への適用性を調

査するために、法雲寺橋と大善寺橋について、線形

判別分析より得られた結果の妥当性の確認を行った。

図-2は、洗掘DBの洗掘あり・洗掘なしの橋梁の説明

関数の𝑓𝑓𝑓𝑓値とその頻度（％）の分布を示すグラフと、

判定により洗掘あり・洗掘なしとなる領域を色分け

して示した図である。領域の境界線（判定の閾値）

は、本検討では洗掘ありと洗掘なしのいずれも判定

の適合率が良くなる閾値となる、洗掘あり・洗掘な

しの2つの分布曲線の重心値（0.146）とした。法雲

寺橋と大善寺橋の𝑓𝑓𝑓𝑓値は、それぞれ1.527と0.453で、

いずれも洗掘ありの判定となり、被害と整合する結

果となった。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。 

４．まとめと今後の課題 

線形判別分析による洗掘要因の抽出を試みた結果、

既往の研究等で洗掘要因とされている河積阻害率や

流速との関連が強いと考えられる橋長、径間数や河

床勾配が洗掘要因となる結果を得た。また、検討手

法の台風第19号の被災橋梁への適用性を調査したと

ころ、現地調査結果と整合する結果を得た。 

今後、線形判別分析の適合率の改善と適合しない

橋梁の個別分析、閾値の設定方法の影響の検討を行

い、統計分析による評価手法に加えて、個別分析に

よる知見を組み合わせて、洗掘被害を受けやすい既

設橋梁の有効な抽出方法を提案する予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 土木技術資料 No.11，pp.36-39，2019 
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係る調査分析 

 
(研究期間：平成29年度～令和元年度) 

道路構造物研究部 道路基盤研究室 

渡邉 一弘 桑原 正明 若林 由弥 

（キーワード）  アスファルト舗装、早期劣化、長期保証制度  

 

１．はじめに 

国土交通省の舗装新設工事においては、工事完了

時の検査に加え、施工後一定期間後に性能を確認す

る「長期保証制度」を導入しており、平成24年から

原則としてすべての新設アスファルト舗装工事に適

用され始めているところである。この制度を導入し

た区間において早期劣化が生じた場合、各種調査に

より劣化の原因を特定し、適切な対策をとることで、

その区間の再度の早期劣化を防ぐとともに、類似の

条件下の別工事における早期劣化の発生を未然に防

ぐことが期待される。 

本報では、長期保証制度が適用されたアスファル

ト舗装の工事区間を対象に損傷調査を実施した結果

について報告する。 

 

２．長期保証制度適用工事区間における損傷調査 

調査路線は、供用後6年が経過した自動車専用道路

であり、同時期に工事が完了した隣接する3区間から

なる。これらの区間は同一IC間であり、交通量や気

象条件などの各種条件はほぼ同一である。しかし、

路面性状、特にひび割れの発生について明確な差が

生じており、ある区間では写真-1のように、部分的

ではあるが路面に比較的多くのひび割れが発生して

いた。 

上記の路線のひび割れが発生している区間と健全

な区間において、ドライカッタによるコア採取を実

施した。調査は夜間に実施し、調査日の前日には降

水量0.5mm以下の降雨があったものの、調査時点では

路面は乾燥していた。 

写真-2にひび割れ発生区間においてコアを採取し

た後の採取孔の様子を示す。ひび割れが発生した区

間では、採取孔の側面からの水の染み出しが確認さ

れた。また、その後も継続して採取孔を観察した結

果、時間の経過に伴い水が染み出した箇所の面積が

増大していることが確認された。このことより、ア

スファルト混合物（以下、「アスコン」という。）

層の内部において、層間部分に滞水が生じているこ

と、さらにその滞水量は少なくなく、降雨後も長期

に渡りアスコン層内に残存しうることが分かる。ま

た、この水の染み出しは、ひび割れの端部で採取し

たコアの採取孔においても確認されたため、滞水は

広範囲にわたって発生しているものと考えられる。 

 

写真-1 ひび割れ発生状況 

  

(a) コア採取直後 (b) コア採取1時間後 

写真-2 コア採取孔（ひび割れ区間） 
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一方、健全な区間においては写真-3に示すとおり、

コア採取孔の側面に水の染み出しは見られず、アス

コン層層間部の滞水は発生していないと考えられる。 

これらの結果より、初期段階のひび割れや施工目

地等からの部分的なアスコン層内部への水の浸入お

よび層間部の滞水に伴い、アスコン層の支持力が低

下した結果、最終的に亀甲状のひび割れの進展につ

ながったと推定される。 

 

３.早期劣化メカニズムの検討 

これまで国総研では、修繕後早期に劣化したアス

ファルト舗装を対象に、開削調査をはじめとする各

種調査を実施しており、その結果に基づく早期劣化

メカニズムについて、図のとおり整理している1)。具

体的には、以下のとおりである。 

・大型車交通量の増加に伴う交通荷重やアスファル

トの劣化・老化、施工継目の接着不良等によって

路面から生じたひび割れを通じてアスコン層内に

水が浸入する。（STEP1） 

・アスコン層の内部に水が滞留し、層間はく離が発

生する。（STEP2） 

・層間はく離によりアスコン層の支持力が低下した

結果、アスファルト安定処理層及び路盤までひび

割れが進行する。（STEP3） 

・アスファルト安定処理層や路盤内への浸水・滞水

により、これらの層が細粒化などにより劣化する。

（STEP4） 

・舗装全体の支持力不足により、アスコン層のひび

割れが急速に拡大する。（STEP5） 

今回の調査区間は新設工事ではあるものの、調査

結果は上記の劣化メカニズムと整合的であり、ひび

割れが生じている区間はSTEP2に該当すると考えら

れる。 

以上のとおり、今回の調査区間におけるひび割れ

発生区間においてコア採取孔を確認したところ、当

該箇所は既往の研究で推定した早期劣化メカニズム

の初期段階に該当すると考えられた。一方で、ひび

割れ発生区間は部分的であり、健全な区間が大半を

占めていることから、この差違に着目して路面状況

や施工状況等を検討すること、さらには初期の早期

劣化段階からの損傷を遅延させる対策を検討するこ

とが、舗装を長寿命化させる上で重要と考えられる。 

 

４．今後の展望 

現在、今回の調査区間において既往の路面性状調

査結果からひび割れの進展過程を整理するとともに、

現場で採取したコアを対象に各種室内試験を実施し、

ひび割れ発生区間と健全区間におけるアスコンの性

状比較を行っているところである。 

これらの結果から、水の浸入経路や層間はく離の

発生要因といった劣化要因について推定し、新設段

階で舗装の長寿命化を図る上での技術的な留意事項

や早期劣化の進展を遅延させる着目点等を検討し、

長期保証制度のより適切な運用や早期劣化の初期段

階における措置方法の提案に向け、引き続き検討し

て参りたい。 

☞詳細情報はこちら 

1) 早期劣化したアスファルト舗装の各種構造調査
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一方、健全な区間においては写真-3に示すとおり、

コア採取孔の側面に水の染み出しは見られず、アス

コン層層間部の滞水は発生していないと考えられる。 

これらの結果より、初期段階のひび割れや施工目
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よび層間部の滞水に伴い、アスコン層の支持力が低

下した結果、最終的に亀甲状のひび割れの進展につ

ながったと推定される。 

 

３.早期劣化メカニズムの検討 

これまで国総研では、修繕後早期に劣化したアス

ファルト舗装を対象に、開削調査をはじめとする各

種調査を実施しており、その結果に基づく早期劣化

メカニズムについて、図のとおり整理している1)。具

体的には、以下のとおりである。 

・大型車交通量の増加に伴う交通荷重やアスファル

トの劣化・老化、施工継目の接着不良等によって

路面から生じたひび割れを通じてアスコン層内に

水が浸入する。（STEP1） 

・アスコン層の内部に水が滞留し、層間はく離が発

生する。（STEP2） 

・層間はく離によりアスコン層の支持力が低下した

結果、アスファルト安定処理層及び路盤までひび

割れが進行する。（STEP3） 

・アスファルト安定処理層や路盤内への浸水・滞水
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以上のとおり、今回の調査区間におけるひび割れ

発生区間においてコア採取孔を確認したところ、当

該箇所は既往の研究で推定した早期劣化メカニズム

の初期段階に該当すると考えられた。一方で、ひび

割れ発生区間は部分的であり、健全な区間が大半を

占めていることから、この差違に着目して路面状況

や施工状況等を検討すること、さらには初期の早期

劣化段階からの損傷を遅延させる対策を検討するこ

とが、舗装を長寿命化させる上で重要と考えられる。 

 

４．今後の展望 

現在、今回の調査区間において既往の路面性状調

査結果からひび割れの進展過程を整理するとともに、

現場で採取したコアを対象に各種室内試験を実施し、

ひび割れ発生区間と健全区間におけるアスコンの性

状比較を行っているところである。 

これらの結果から、水の浸入経路や層間はく離の

発生要因といった劣化要因について推定し、新設段

階で舗装の長寿命化を図る上での技術的な留意事項

や早期劣化の進展を遅延させる着目点等を検討し、

長期保証制度のより適切な運用や早期劣化の初期段

階における措置方法の提案に向け、引き続き検討し

て参りたい。 
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１．はじめに 

既存建築物や歴史的建造物を用途変更や改修で有

効活用することにより地域活性化や国際観光の振興

等につなげることが、地方公共団体やまちづくり等

を行う民間事業者等から求められている。国総研で

は、こうした既存建築物活用の取り組みの円滑化を

図るため、建築基準法（以下、法）の防火・避難規

定の合理化・運用円滑化に資する技術開発に取り組

んでいる。本稿では、令和元年度に検討した成果の

概要を紹介する。 

２．技術開発の概要 

(1) 在館者避難安全に関わる基準合理化 

昨年度までの成果をもとに、在館者の避難安全性

確保の観点から、柱、梁、壁、床等の主要構造部を

耐火構造等とすることが要求されるホテルや物販店

舗といった特殊建築物のうち、3階建て200m2までの

小規模なものは、避難に要する時間が短いことか

ら、主要構造部に対する耐火構造等の要求が緩和さ

れた（図-1）。今後は、法による要求が少ない住宅

用途の建物を福祉施設や診療所等に転用することが

予想されるものの２以上の直通階段の要求がその妨

げとなっている建物について、階段室の区画化等に

より、階段が１つでも同等の避難安全性を確保でき

る条件について検討した。 

また、避難安全上、主要構造部への防耐火性能を

要求する無窓居室に対する基準や異種用途区画の基

準について、火災の早期覚知や警報により早期の避

難開始により安全性を確保する措置を検討した。 

(2) 木造建築物等の基準合理化 

令和元年に、木質系の構造材料を用いた建築物に 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 小規模福祉施設における１つの直通階段の例 

 

関する改正法・施行令が施行された。木造建築物の

高さと主要構造部の耐火性能に関する制限(法第21

条第1項)に関しては、本研究の知見をもとに、通常

の消火措置の効果を考慮して、火災時の建築物の倒

壊防止を実現するための建築物の主要構造部等の評

価方法を構築し、要求性能に適合する構造方法を整

理した。 

また同様に、特殊建築物の主要構造部の耐火性能

に関する要求(法第27条)に関して、避難上建築物の

主要構造部等に要求される性能に対する評価方法を

構築し、要求性能に適合する構造方法を整理した。 

(3) 市街地火災防止に関する基準合理化 

建築物の防火性能を確保するために、道路中心線

や隣地境界線等から1階においては3m、2階以上につ

いては5mの範囲については「延焼のおそれのある部

分」として、開口部には防火設備を設けること等が

義務づけられている。従来は距離によって一律に定

められていたが、平成30年に隣地境界線等と壁面の

なす角度に応じて延焼のおそれのある部分から除外

する法改正が行われた。 

令和元年度はこれを受けて、隣地等にある火元建

階● 
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● 

防火戸付きの間仕切り壁 

木造 自動火災警報設備 

成瀬 鈴木 竹谷 水上 

室長 
(博士(工学)) 

 

主任研究官 
(博士(工学)) 

 

主任研究官 
(博士(工学)) 

 

主任研究官 
(博士(工学)) 

 室長 
(博士(工学)) 

 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付 

強
靱
な
国
土
、
安
全
・
安
心
を
支
え
る
研
究

1.

研究動向・成果

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

建築研究部　防火基準研究室 

　 室長
（博士（工学））

　成瀬　友宏　 主任研究官
（博士（工学））

　鈴木　淳一　 主任研究官
（博士（工学））

　樋本　圭佑　 主任研究官
（博士（工学））

　水上　点睛 

都市研究部　都市防災研究室　 室長
（博士（工学））

　竹谷　修一

（キーワード）　避難安全性、大規模木造建築物、市街地建築物、主要構造部

竹谷鈴木成瀬 水上

- 69 -- 69 -- 69 -



 

 
 

築物との位置関係（距離、角度、高さ等）によって

は熱を受けにくくなることを踏まえて隣地境界線等

と壁面のなす角度に応じて延焼のおそれのある部分

から除外出来る範囲について具体の検討を行った

（図-2)。また、同一敷地内にある2つ以上の建築物

の場合、従来はそれぞれの建築物の壁面の中心線か

ら一定の距離については延焼のおそれのある部分と

し、たとえ隣の建築物が低層であっても、水平距離

が一定の範囲内については高層階まで防火設備等が

求められていたが、隣の建築物が火災となっても影

響しない高さについて検討し、高さ方向において延

焼のおそれのある部分から除外出来る箇所について

検討を行った（図-3）。 

 
図-2 隣地境界線等と壁面のなす角度による 

延焼のおそれのある部分の合理化 

 

図-3 高さ方向の延焼のおそれのある部分の合理化 

 

 また、歴史的建造物の利活用のため、必要に応じ

全国一律であり、また、新築を対象として構成され

ている建築基準法の全部又は一部の適用を除外し、

代替措置による安全性の担保を目指す方法が望まれ

る。いくつかの手法が考えられるが、令和元年度は

法第38条（建築基準法で想定していない材料や構法

などの使用）の大臣認定制度を用いた代替措置の検

討を行った。 

旧法第38条評定内容の事例整理より、現行の性能

検証手法でカバーされない内容として、隣棟延焼対

策（門塀や水幕などの遮蔽効果）に関わる検証が挙

げられた。そこで建物種別の分類で多かった茅葺建

物を例に、遮蔽物対策による火源の低減効果の検証

マニュアルを用意するため、実験的な検討を行った。 

文献により確認された各種防火対策より、各種不

燃材を屋根裏側に設置した3仕様と、対策を施さない

茅葺のみの仕様、散水設備を設置した仕様の合計5つ

の試験体を作成した。散水量1.8L/分/㎡の条件で、

通常よりも厳しい風速5m/s環境下での飛び火試験を

行った結果、屋根上面での着炎を防止できることを

確認した（図-4）。また屋根裏に各種不燃材を張り

足した茅葺屋根の燃焼実験を行った結果、発熱量と

火炎高さの抑制が確認された（図-5）。これらの成

果は散水設備の要求性能や防火対策に応じた必要離

隔距離の算定基準として役立てられる予定である。 

 

図-4 散水された茅葺屋根上面での飛び火試験 

 

図-5 屋根裏に不燃材下張りした茅葺の燃焼実験 

 

３．今後の予定 

本課題は当初の成果を予定より早期に達成できた

ため、計画より１年早く終了することとなった。今

後は、国土交通省関係部局、建築研究所、学識経験

者ら等との連携を継続し、普及に向けた検討を進め

ていく予定である。 
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（キーワード）  拠点建築物、健全性、判定基準 

 

１．はじめに 

地震被害からの速やかな復旧には、庁舎等が災害

対応の拠点となる。過去の地震では、庁舎等が立ち

入り可能であるかどうかを専門家が確認するまでに

時間がかかり（図-1）復旧の妨げとなった例もある。 

本研究は、建物管理者が立ち入りの可否を判定す

るのに必要な構造体と非構造部材に関する技術資料

を提示することを目的とする。 

 
図-1 地震直後は健全性が不明 

 

２．研究内容等  

本研究で解決を図る課題は次の２点である。 

a) 地震直後に構造体の健全性を専門家によらず

迅速に判定するには加速度計等の機器の活用

が考えられるが、共通の工学的判定基準が無い。 

b) 非構造部材の健全性を地震直後に目視点検す

るための技術資料が未整備。 

これらの課題に対して、次の研究を実施する。 

① 建築物モデルの構造解析により、加速度計を用

いた構造体の健全性判定（図-2）の工学的判定

基準を示す。また、実装のための技術的留意事

項を整理する。 

 

② 非構造部材の目視点検指針を整備する（吊り天

井の損傷評価（図-3）を含む）。 

①は、建築物に設置された加速度センサーから地

震時に得られる時々刻々変化する特性を数値で捉え

て、構造体の健全性判定のための基準を検討する。

具体的には、地震時の構造体の固有周期の変化の度

合いから構造体の健全性を推定する。②は、地震時

の非構造部材の損傷評価について現状を整理し、知

見が不足している吊り天井の損傷評価に関する実験

等を行った上で、健全性判定のための基準等を作成

する。 

 

図-2 健全性判定システム

の建築物への実装 

 

 

図-3 吊り天井の損傷 

 

３．令和元年度の検討 

①について、建築物モデルを対象としてシミュレ

ーションにより地震時の揺れを再現し、地震時の各

部材の損傷度から推定される建物全体の残存性能と

固有周期の変化の度合いの関係について検討してい

る。また、強震記録等の分析も実施している。②に

ついて、地震時の損傷評価が現状で明確な非構造部

材に関する既存資料の収集・整理を行っている。 
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築物との位置関係（距離、角度、高さ等）によって

は熱を受けにくくなることを踏まえて隣地境界線等

と壁面のなす角度に応じて延焼のおそれのある部分

から除外出来る範囲について具体の検討を行った

（図-2)。また、同一敷地内にある2つ以上の建築物

の場合、従来はそれぞれの建築物の壁面の中心線か

ら一定の距離については延焼のおそれのある部分と

し、たとえ隣の建築物が低層であっても、水平距離

が一定の範囲内については高層階まで防火設備等が

求められていたが、隣の建築物が火災となっても影

響しない高さについて検討し、高さ方向において延

焼のおそれのある部分から除外出来る箇所について

検討を行った（図-3）。 

 
図-2 隣地境界線等と壁面のなす角度による 

延焼のおそれのある部分の合理化 

 

図-3 高さ方向の延焼のおそれのある部分の合理化 

 

 また、歴史的建造物の利活用のため、必要に応じ

全国一律であり、また、新築を対象として構成され

ている建築基準法の全部又は一部の適用を除外し、

代替措置による安全性の担保を目指す方法が望まれ

る。いくつかの手法が考えられるが、令和元年度は

法第38条（建築基準法で想定していない材料や構法

などの使用）の大臣認定制度を用いた代替措置の検

討を行った。 

旧法第38条評定内容の事例整理より、現行の性能

検証手法でカバーされない内容として、隣棟延焼対

策（門塀や水幕などの遮蔽効果）に関わる検証が挙

げられた。そこで建物種別の分類で多かった茅葺建

物を例に、遮蔽物対策による火源の低減効果の検証

マニュアルを用意するため、実験的な検討を行った。 

文献により確認された各種防火対策より、各種不

燃材を屋根裏側に設置した3仕様と、対策を施さない

茅葺のみの仕様、散水設備を設置した仕様の合計5つ

の試験体を作成した。散水量1.8L/分/㎡の条件で、

通常よりも厳しい風速5m/s環境下での飛び火試験を

行った結果、屋根上面での着炎を防止できることを

確認した（図-4）。また屋根裏に各種不燃材を張り

足した茅葺屋根の燃焼実験を行った結果、発熱量と

火炎高さの抑制が確認された（図-5）。これらの成

果は散水設備の要求性能や防火対策に応じた必要離

隔距離の算定基準として役立てられる予定である。 

 

図-4 散水された茅葺屋根上面での飛び火試験 

 

図-5 屋根裏に不燃材下張りした茅葺の燃焼実験 

 

３．今後の予定 

本課題は当初の成果を予定より早期に達成できた

ため、計画より１年早く終了することとなった。今

後は、国土交通省関係部局、建築研究所、学識経験

者ら等との連携を継続し、普及に向けた検討を進め

ていく予定である。 
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１．はじめに 

地震被害からの速やかな復旧には、庁舎等が災害

対応の拠点となる。過去の地震では、庁舎等が立ち

入り可能であるかどうかを専門家が確認するまでに

時間がかかり（図-1）復旧の妨げとなった例もある。 

本研究は、建物管理者が立ち入りの可否を判定す

るのに必要な構造体と非構造部材に関する技術資料

を提示することを目的とする。 

 
図-1 地震直後は健全性が不明 

 

２．研究内容等  

本研究で解決を図る課題は次の２点である。 

a) 地震直後に構造体の健全性を専門家によらず

迅速に判定するには加速度計等の機器の活用

が考えられるが、共通の工学的判定基準が無い。 

b) 非構造部材の健全性を地震直後に目視点検す

るための技術資料が未整備。 

これらの課題に対して、次の研究を実施する。 

① 建築物モデルの構造解析により、加速度計を用

いた構造体の健全性判定（図-2）の工学的判定

基準を示す。また、実装のための技術的留意事

項を整理する。 

 

② 非構造部材の目視点検指針を整備する（吊り天

井の損傷評価（図-3）を含む）。 

①は、建築物に設置された加速度センサーから地

震時に得られる時々刻々変化する特性を数値で捉え

て、構造体の健全性判定のための基準を検討する。

具体的には、地震時の構造体の固有周期の変化の度

合いから構造体の健全性を推定する。②は、地震時

の非構造部材の損傷評価について現状を整理し、知

見が不足している吊り天井の損傷評価に関する実験

等を行った上で、健全性判定のための基準等を作成

する。 

 

図-2 健全性判定システム

の建築物への実装 

 

 

図-3 吊り天井の損傷 

 

３．令和元年度の検討 

①について、建築物モデルを対象としてシミュレ

ーションにより地震時の揺れを再現し、地震時の各

部材の損傷度から推定される建物全体の残存性能と

固有周期の変化の度合いの関係について検討してい

る。また、強震記録等の分析も実施している。②に

ついて、地震時の損傷評価が現状で明確な非構造部

材に関する既存資料の収集・整理を行っている。 
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１．はじめに 

本研究では、外装・屋上防水の補修・改修工事に

おいて既存部材(コンクリート躯体、モルタル、既

存仕上げ)の改修時の要求性能を明確化し、診断基

準の整備を行い、改修後の外装・屋上防水の品質確

保ならびに耐久性の向上を図ることを目的とした

検討を行う。建築物が竣工してから除却に至るまで

の供用期間は、外装材は美観を保ち、かつ雨漏り等

もなく快適であってほしいと思う。しかし日々、日

射や雨・風・雪などの外気環境に曝される外装・屋

根防水は、紫外線や温湿度変化、汚染物の付着によ

り経年劣化が躯体よりも短期間で起こる。このため

建築物の快適な状態を維持するには、定期的な点検

や調査・診断、改修工事等の維持管理(図-1)を適切

に実施していくことが必要となる。 
 
２．研究の概要 

 検討対象は、屋上防水は改修された屋上防水層(以

降、改修屋上防水層と呼ぶ)、外装は塗装仕上げ、ピ

ンネット工法で改修した外壁（以降、ピンネット改

修外壁と呼ぶ）ならびにシーリング目地とする。 

 改修屋上防水層は、診断基準の整備のため、各種

屋上防水材（露出アスファルト防水、保護防水、シ

ート防水、ウレタン塗膜防水およびFRP防水）ごとに、

改修後に防水層の耐久性に影響する要因や、改修前

の屋根防水の劣化状態を判断基準となるよう画像を

整理するほか、建築物の長寿命化に向けた新築時の

屋上防水の設計要件の整理を行う。 

 外装仕上塗材仕上げは劣化に伴う塗替え改修工事

に関して、劣化した既存仕上塗材の処理方法（例え

ば高圧水洗工法や水洗い工法）の違いが改修後の新

規仕上塗材の耐久性に及ぼす影響や、建築物の供用

期間中に複数回必要となる塗替え改修工事が部材の

美観や性能を確保して実施できる回数の限界につい

て実験により検討する。また、仕上塗材仕上げの劣

化診断の誤差や補助的役割を目的として、AI技術の

活用を検討する。 

 ピンネット改修工法は建築物に適用されるように

なってから約30年経過しているが、劣化による事故

が少なく、調査技術や診断方法、再改修工事への対

策は遅れている。このためピンネット改修外壁が劣

化したケースを想定し、調査技術および診断方法に

ついて試験体を用いた検討を進める。外壁シーリン

グ目地は、改修工事による要求性能を満たすための

既存シーリング目地の処理方法について検討する。 

 

 

 

 

 
 
３．今年度の研究成果について 

改修屋上防水の検討では、改修後に防水層の耐久

性に影響する要因を図-2とし、これと表-1に示す改

修後の屋根防水の品質確保の観点から設定した屋上

防水層の経年による劣化に関する判断基準に基づき

画像を整理した（写真-1）。 

外装仕上塗材仕上げの実験による検討は図-3のよ

竣工 改修 改修 除却

調査・診断 調査・診断 調査・診断

点検 点検 点検

図-1 建築物供用期間の維持管理 
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１．はじめに 

本研究では、外装・屋上防水の補修・改修工事に

おいて既存部材(コンクリート躯体、モルタル、既

存仕上げ)の改修時の要求性能を明確化し、診断基

準の整備を行い、改修後の外装・屋上防水の品質確

保ならびに耐久性の向上を図ることを目的とした

検討を行う。建築物が竣工してから除却に至るまで

の供用期間は、外装材は美観を保ち、かつ雨漏り等

もなく快適であってほしいと思う。しかし日々、日

射や雨・風・雪などの外気環境に曝される外装・屋

根防水は、紫外線や温湿度変化、汚染物の付着によ

り経年劣化が躯体よりも短期間で起こる。このため

建築物の快適な状態を維持するには、定期的な点検

や調査・診断、改修工事等の維持管理(図-1)を適切

に実施していくことが必要となる。 
 
２．研究の概要 

 検討対象は、屋上防水は改修された屋上防水層(以

降、改修屋上防水層と呼ぶ)、外装は塗装仕上げ、ピ

ンネット工法で改修した外壁（以降、ピンネット改

修外壁と呼ぶ）ならびにシーリング目地とする。 

 改修屋上防水層は、診断基準の整備のため、各種

屋上防水材（露出アスファルト防水、保護防水、シ

ート防水、ウレタン塗膜防水およびFRP防水）ごとに、

改修後に防水層の耐久性に影響する要因や、改修前

の屋根防水の劣化状態を判断基準となるよう画像を

整理するほか、建築物の長寿命化に向けた新築時の

屋上防水の設計要件の整理を行う。 

 外装仕上塗材仕上げは劣化に伴う塗替え改修工事

に関して、劣化した既存仕上塗材の処理方法（例え

ば高圧水洗工法や水洗い工法）の違いが改修後の新

規仕上塗材の耐久性に及ぼす影響や、建築物の供用

期間中に複数回必要となる塗替え改修工事が部材の

美観や性能を確保して実施できる回数の限界につい

て実験により検討する。また、仕上塗材仕上げの劣

化診断の誤差や補助的役割を目的として、AI技術の

活用を検討する。 

 ピンネット改修工法は建築物に適用されるように

なってから約30年経過しているが、劣化による事故

が少なく、調査技術や診断方法、再改修工事への対

策は遅れている。このためピンネット改修外壁が劣

化したケースを想定し、調査技術および診断方法に

ついて試験体を用いた検討を進める。外壁シーリン

グ目地は、改修工事による要求性能を満たすための

既存シーリング目地の処理方法について検討する。 

 

 

 

 

 
 
３．今年度の研究成果について 

改修屋上防水の検討では、改修後に防水層の耐久

性に影響する要因を図-2とし、これと表-1に示す改

修後の屋根防水の品質確保の観点から設定した屋上

防水層の経年による劣化に関する判断基準に基づき

画像を整理した（写真-1）。 

外装仕上塗材仕上げの実験による検討は図-3のよ
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うに進めている。また、外装仕上塗材仕上げの劣化

診断AI技術活用のために、実建物の外装複層塗材Eの

塗膜劣化画像を大量に撮影し、割れの等級(JIS K 

5600 8-4)に従って分類したものをAIに学習させる

作業を行っている（写真-2）。本年度は検証まで行

い今後の適用可能性を確認する。 

ピンネット改修外壁は、試験体を用いて外壁改修

前調査として実施する非破壊調査および破壊調査の

実施方法と有用性について検証実験を行った。ピン

ネット改修外壁は、既存仕上げ層をアンカーピンと

弾性接着剤でコンクリート躯体に固定し、剥落防止

を目的として表面から補強繊維や新規仕上げで覆う

ため、既存仕上げ層やコンクリート躯体に生じる劣

化が外観目視調査や打診検査では検知しにくいとさ

れている。今年度の検証実験で、新規仕上げ層の劣

化、ピンネット改修層の不具合、既存仕上げ層の不

具合を各調査方法でどの程度検知できるのか確認し

（図-4）、新規仕上げ材の種類によって、外観目視

検査が有効なもの、打診検査が有効なもの、破壊検

査までに必要なものがあることを確認した。ただし、

破壊検査は外装材のみならずコンクリート躯体にも 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負荷が大きく掛かることが確認されたため、次年度

以降は破壊検査を適用する劣化状況について議論を

行うことを予定としている。シーリング目地につい

ては、暴露試験を昨年度から継続して行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

打診調査 赤外線画像 

 

 

ⅰ.異常なし ⅱ．入隅の浮き ⅲ．鉄筋腐食 

 

 

  

 

 

 

    

劣化度1 劣化度2 劣化度3 劣化度4 劣化度5 

写真-1 アスファルト防水の劣化に関する判断基準例 

ⅰ）改修施工に特に問題の無い状況

・補修や撤去などがほとんど必要ない状態

ⅱ）既設防水層として問題はあるが改修施工に大きな問題は無い状況

　・補修や撤去が必要だが、元請けによる躯体補修、防水業者だけで対応が
可能な状態

ⅲ）改修施工に関して大きな問題があり、撤去又は防水下地としての大規模
な改修が必要となる状況

・防水施工業者だけでは対応できない状態。設計上問題があり、防水保証が
できない状態。設備などの撤去・再設置などの対応が必要な状態

表-1 既存の屋根防水の判断基準 

部材の保有性能の把握：既存建築物の外装または屋外暴露し

て劣化の生じた壁試験体の劣化調査及び診断の実施

試験体の作製：経年劣化させた試験体を使って、数種類の下地

処理方法と改修工法を組合せて改修壁試験体を作製

劣化試験：屋外ばく露試験または促進耐候性試験の実施

改修工法の性能検証：各種改修工法を適用した試験体の

劣化試験後の性能評価の実施

図-3 外装材の長寿命化改修工事のための実験 

下地状態

納まり具合

経年による変化

立上り納まり

勾配不良

防水層貫通配管等

屋上設置物

図-2 改修後に防水層の耐久性に影響する要因 

写真-2 AI学習用外装用仕上塗材仕上げの劣化度画像

例 

図-4 ピンネット改修外壁試験体を用いた検証実験 

※ 図-4は、1500㎜×1500㎜の壁試験体中央部に設けた900㎜×900㎜

の模擬剥離箇所をピンネット工法で改修したものについて、打診検査

と赤外線法で調査した結果を示している。 
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研究動向・成果 
 

 

ライフステージに即したバリア 
フリー効果の見える化手法の確立 
（研究期間：平成30年度～） 

 
住宅研究部 住宅生産研究室         布田 健              根本 かおり   

住宅ストック高度化研究室         小野 久美子 

（キーワード）ライフステージ、バリアフリー、身体活動量、iBeacon、Mets（Metabolic equivalents）  

 

１．はじめに 

国総研では、平成30年度から3カ年の計画で、事項

立て課題「ライフステージに即したバリアフリー効

果の見える化手法の確立」を進めている。これは、

住環境における活動のしやすさをMets（Metabolic 

equivalents）という身体活動量を指標として見える

化し、住宅のバリアフリー性能を評価しようとする

ものである。研究1年目の昨年度は、評価方法の検討、

評価項目の抽出、評価項目の数値化とバリアフリー

性能評価ツールについての概念整理（評価ツールの

あり方、負担と活動量の関係 等）を行った。研究

2年目の本年度は、評価ツールの具備すべき機能の検

討とその開発を行い、最終年度の研究評価ツールの

最適化・実用化及び施策に向けた提案へとつなげて

いく。以下に、令和1年度の研究の概要を示す。 

２．令和元年度の研究概要 

(1）環境評価法のアルゴリズムに関する検討 

BIM（Building Information Modeling）の建築設計

技術等を援用し環境評価システムを構築することを

目的に、そのアルゴリズム（間取りと生活行為の身

体活動量を考慮した評価式）について検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）バリアフリー環境評価プログラムの開発 

生活容易性、移動容易性、介助容易性等の住環境

における活動のしやすさについて身体活動量を用い

て数値化し、それぞれの居住者（健常者、高齢者、

車いす使用者、介助者等）毎に住環境のバリアフリ

ー度を評価するものである。その構成を図に示す。

①調査者が現場で設計情報を入力・参照が出来るイ

ンターフェース部分、②居住者の属性毎の間取りと

活動量の関係について評価する評価エンジン部分、

③建物の性能や仕様を蓄積でき出力可能なデータベ

ース部分 により構成し、それぞれがネットワーク

等を介し連携し、実建物におけるバリアフリーに関

わる現況検査・リフォーム設計等に向けた環境評価

プログラムとした。 

３．おわりに 

今後は、実際の建物の評価を想定し、タブレット型

図面入力装置を用いて入力しその操作性も含め検証

し、また、住宅のバリアフリー改修の費用対効果（改

修コスト、介護コスト、活動量等の総合的な効果）

の可視化等、社会実装に向けた提案を行っていく。 
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図 バリアフリー環境評価プログラムの構成 

室長                
(博士(工学)) 
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(博士(工学)) 
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(博士(工学)) 
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DB・外部データと
のリンケージによる
拡張性の確保

①インターフェース部 ③データベース部②評価エンジン部

住宅設備情報

データベース

長期修繕計画

データベース

■現場で間取りデータ

の入力・参照が可能な
インターフェースの構築

・ノートパソコンやタブレット
端末等が使用可能なイン
ターフェースデザインを採用
・最新データの入力・参照

空間と身体活動量を紐付け住宅を評価

■人の属性ごとの

・活動内容
・活動時間

・活動回数
・活動場所（部屋）
・活動量

・評価対象者（居住者の性別、
年齢、人の属性）
・間取りデータ
・活動量データベースによって、
バリアフリー評価値を計算

■居住者の性別、年

齢、属性（高齢健常
者、車いす使用者、

杖歩行、介助者等）
毎に、各間取りにおけ
る活動量を推定する
計算モデルを構築

外部データ

寝室

リビングダイニング

台所家事室

玄関

ト イレ

風呂

階段

脱衣

押入

廊下

ポーチ

段差もなく 行き来がし
易いため生活者の活動

量が大きい

活動内容
滞在時間

滞在回数

活動量・ 負担量を求める

手すり もなく 段差がある
ため介助者の負担が大
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研究動向・成果 
 

 

ライフステージに即したバリア 
フリー効果の見える化手法の確立 
（研究期間：平成30年度～） 

 
住宅研究部 住宅生産研究室         布田 健              根本 かおり   

住宅ストック高度化研究室         小野 久美子 

（キーワード）ライフステージ、バリアフリー、身体活動量、iBeacon、Mets（Metabolic equivalents）  

 

１．はじめに 

国総研では、平成30年度から3カ年の計画で、事項

立て課題「ライフステージに即したバリアフリー効

果の見える化手法の確立」を進めている。これは、

住環境における活動のしやすさをMets（Metabolic 

equivalents）という身体活動量を指標として見える

化し、住宅のバリアフリー性能を評価しようとする

ものである。研究1年目の昨年度は、評価方法の検討、

評価項目の抽出、評価項目の数値化とバリアフリー

性能評価ツールについての概念整理（評価ツールの

あり方、負担と活動量の関係 等）を行った。研究

2年目の本年度は、評価ツールの具備すべき機能の検

討とその開発を行い、最終年度の研究評価ツールの

最適化・実用化及び施策に向けた提案へとつなげて

いく。以下に、令和1年度の研究の概要を示す。 

２．令和元年度の研究概要 

(1）環境評価法のアルゴリズムに関する検討 

BIM（Building Information Modeling）の建築設計

技術等を援用し環境評価システムを構築することを

目的に、そのアルゴリズム（間取りと生活行為の身

体活動量を考慮した評価式）について検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）バリアフリー環境評価プログラムの開発 

生活容易性、移動容易性、介助容易性等の住環境

における活動のしやすさについて身体活動量を用い

て数値化し、それぞれの居住者（健常者、高齢者、

車いす使用者、介助者等）毎に住環境のバリアフリ

ー度を評価するものである。その構成を図に示す。

①調査者が現場で設計情報を入力・参照が出来るイ

ンターフェース部分、②居住者の属性毎の間取りと

活動量の関係について評価する評価エンジン部分、

③建物の性能や仕様を蓄積でき出力可能なデータベ

ース部分 により構成し、それぞれがネットワーク

等を介し連携し、実建物におけるバリアフリーに関

わる現況検査・リフォーム設計等に向けた環境評価

プログラムとした。 

３．おわりに 

今後は、実際の建物の評価を想定し、タブレット型

図面入力装置を用いて入力しその操作性も含め検証

し、また、住宅のバリアフリー改修の費用対効果（改

修コスト、介護コスト、活動量等の総合的な効果）

の可視化等、社会実装に向けた提案を行っていく。 
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研究動向・成果 
 

 

地震火災が通行可能性に与える影響 

 
(研究期間：平成29年度～令和元年度) 

都市研究部 都市防災研究室        竹谷 修一 

（キーワード）  市外地火災、密集市街地、幹線道路 

 

１．はじめに 

大地震が発生した場合、地震動による被害を受け

た建物に住民が取り残される、ガレキが道路に散乱

する、建物が倒壊して道路に倒れ込む等により車両

の通行を阻害することが考えられる。また、解消さ

れつつあるものの木造密集市街地はまだ残っており、

地震時に多数の火災が発生すれば、消火活動が十分

に行うことが出来ず広範囲の市街地に延焼すること

もあり得る。また、これらの影響により、多くの人

的被害の発生も想定される。 

人的被害軽減のためには、建物の耐震性の向上に

加え、市街地防火性能の向上が必要であり、これま

でも様々な取り組みがなされてきた。例えば、不燃

建築物、広幅員道路等からなる延焼遮断帯を形成す

るといった都市レベルの市街地火災対策が代表的な

ものとしてあげられる（図-1）。この延焼遮断帯に

より、市街地延焼を抑えるだけでなく、道路上での

火災の影響を低減させることから緊急車両の通行や

避難の円滑化も期待できる。ここでは、地震火災時

における幹線道路の通行可能性を検討するため、地

震火災時の幹線道路で受熱量の試算を行った結果を

紹介する。 

 
図-1 延焼遮断帯のイメージ 

２．受熱量の試算方法 

受熱量の観測箇所は、木造密集市街地が隣接する

幹線道路の各車線の中心とし、放射熱流束、温度、

さらに温度（差）に対流熱伝達率（0.005kW/(m2・K)

とした）を乗じたものに放射熱流束を加算したもの

（以後、「全熱流束」という）を計算した（図-2）。

なお、この幹線道路沿道建物の多くは耐火建築物で

あるが、ところどころに防火構造等の建物があり延

焼遮断帯としては完全ではない箇所である。 

延焼状況や受熱量の推定は市街地火災シミュレー

タを用いて行った（表）。なお、紙面の都合上、全

熱流束の結果のみ以下では示す。 

延焼状況を確認したところ、出火点を中心に延焼

拡大して幹線道路に火災域が到達した後は、円弧状

に火災が拡大し、幹線道路沿道付近での火災も時間

の経過とともに移動していた。 
 

 
図-2 幹線道路の車線構成と周辺市街地の状況 
 

表 シミュレーションの条件 

シミュレー

タ 

国土技術政策総合研究所が国立研究開発

法人建築研究所とともに開発中の市街地

火災シミュレータ 

気温 摂氏20度 

風向 西北西（幹線道路に直交する風向） 

風速 3.0m/s（西北西の風での概ねの平均風速） 

出火点 幹線道路から約50mの位置にある防火構

造の建物の１階 

計算時間 出火から12時間後まで（1分ごと） 

市街地デー

タ 

東京都都市計画地理情報システムデータ

（平成28年度建物現況（区部）） 

観測点 各車線の中心、地上1.5m、概ね30mごと 
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地震火災が通行可能性に与える影響
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（博士（工学））
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３．車線別にみた最大全熱流束 

各観測点における全熱流束について、出火からの

経過時刻別にそれぞれ最大となる値を車線ごとに示

したものが図-3である。 

火災域近傍の車線ほど高くなり、西歩道では最大

76.4kW/m2となった。人体に影響があると考えられ

る2.38kW/m2を超える全熱流束となる最初の時間

は、西歩道で42分後、東歩道で47分後であった。ま

た、出火後551分後から586分後までの36分間は全て

の車線で2.38kW/m2以下となるが、その後再び上昇

している。 

 

 
図-3 車線別・経過時刻別の最大全熱流束 

 

４．道路空間上での活動に対する影響 

道路上での活動が火災時でも可能かを簡易に検討

するため、出火からの経過時刻別に全熱流束の分布

を示したものが図-4である。 

幹線道路付近まで火災域が拡大した後は、円弧状

に延焼し、全熱流束が2.38kW/m2を超える箇所は途中

から2箇所に分岐しながら移動していく。 

沿道建物だけでなく、その背後も耐火建築物が比

較的多い箇所付近では全熱流束は小さくなり、一時

的ではあるものの全車線において全熱流束が

2.38kW/m2以下となる時もある（図-3(d)）。しかしな

がらさらに火災が拡大すると、再び道路上での全熱

流束は上昇し、道路上での活動に支障が再び生じる

ようになる。 

市街地の状況や風速・風向によっては、この一時

的に活動に支障がない時間帯が短くなることも想定

されることから、一時的に火災の影響を受けない時

間帯での活動は行わないことが望まれる。 

 
 (a)60分後 (b)180分後 (c)360分後 
 

 
 (d)570分後 (e)600分後 (f)720分後 
 

※道路空間の緑色は全熱流束2.38kw/m2以下、赤色は2.38kw/m2超 

※建物の赤色は当該時点で燃焼中のもの 
 

図-4 出火からの経過時刻別にみた全熱流束の分布 

 

５．おわりに 

今後は、その場にとどまった時の火災の影響では

なく、全熱流束の累積や通行速度を考慮しながら、

道路上を移動する際の影響についても検討する予定

である。また、出火点の位置や風速の違いにより、

道路上で活動出来なくなる時間の変化についても検

討してく予定である。 

謝辞 本研究で用いた「東京都都市計画地理情報シ

ステムデータ」の利用に際し、東京都より利用許可

を頂いた。ここに記して感謝の意を表す。 
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３．車線別にみた最大全熱流束 

各観測点における全熱流束について、出火からの

経過時刻別にそれぞれ最大となる値を車線ごとに示

したものが図-3である。 

火災域近傍の車線ほど高くなり、西歩道では最大

76.4kW/m2となった。人体に影響があると考えられ

る2.38kW/m2を超える全熱流束となる最初の時間

は、西歩道で42分後、東歩道で47分後であった。ま

た、出火後551分後から586分後までの36分間は全て

の車線で2.38kW/m2以下となるが、その後再び上昇

している。 

 

 
図-3 車線別・経過時刻別の最大全熱流束 

 

４．道路空間上での活動に対する影響 

道路上での活動が火災時でも可能かを簡易に検討

するため、出火からの経過時刻別に全熱流束の分布

を示したものが図-4である。 

幹線道路付近まで火災域が拡大した後は、円弧状

に延焼し、全熱流束が2.38kW/m2を超える箇所は途中

から2箇所に分岐しながら移動していく。 

沿道建物だけでなく、その背後も耐火建築物が比

較的多い箇所付近では全熱流束は小さくなり、一時

的ではあるものの全車線において全熱流束が

2.38kW/m2以下となる時もある（図-3(d)）。しかしな

がらさらに火災が拡大すると、再び道路上での全熱

流束は上昇し、道路上での活動に支障が再び生じる

ようになる。 

市街地の状況や風速・風向によっては、この一時

的に活動に支障がない時間帯が短くなることも想定

されることから、一時的に火災の影響を受けない時

間帯での活動は行わないことが望まれる。 

 
 (a)60分後 (b)180分後 (c)360分後 
 

 
 (d)570分後 (e)600分後 (f)720分後 
 

※道路空間の緑色は全熱流束2.38kw/m2以下、赤色は2.38kw/m2超 

※建物の赤色は当該時点で燃焼中のもの 
 

図-4 出火からの経過時刻別にみた全熱流束の分布 

 

５．おわりに 

今後は、その場にとどまった時の火災の影響では

なく、全熱流束の累積や通行速度を考慮しながら、

道路上を移動する際の影響についても検討する予定

である。また、出火点の位置や風速の違いにより、

道路上で活動出来なくなる時間の変化についても検

討してく予定である。 

謝辞 本研究で用いた「東京都都市計画地理情報シ

ステムデータ」の利用に際し、東京都より利用許可

を頂いた。ここに記して感謝の意を表す。 
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研究動向・成果 
 

 

UAV・AIを活用した港湾等の 

インフラ維持管理に関する 

点検・診断システムの開発 
(研究期間：平成30年度～) 

沿岸海洋・防災研究部 沿岸防災研究室 

里村 大樹 山本 康太 辻澤 伊吹 

（キーワード）  UAV（無人航空機）、港湾施設、維持管理、AI  

 

１．はじめに 

現在、高度経済成長期に整備された社会インフラ

の劣化が進行し、老朽化した施設が急増しているこ

とが社会問題化している。これは港湾においても例

外ではなく、1960年代以降に集中整備された港湾施

設の維持管理が深刻な課題となっている。また、港

湾には、防波堤、岸壁などの施設が陸域・海域の両

方に存在し、延長の長い施設では数kmに及ぶものが

あるなど、維持管理のための点検は大きな労力が必

要となる。さらに、港湾の施設は主として海洋環境

下に設置されるため、他の土木構造物と比較して厳

しい環境にさらされているといえる。このような状

況で、人的資源・財源が限られる中、港湾管理者や

民間事業者による港湾施設のより効率的かつ的確な

維持管理の実施が求められている。 

一方、建設業界では、点検に係る人手不足等の解

消のため、UAV（無人航空機）の導入に関する検討が

進められている。すでに橋梁点検の分野では専用の

UAVも登場し、さらなる技術の発展が見込まれている。 

そこで沿岸防災研究室では、港湾管理者等のイン

フラ維持管理の効率化を図るため、UAVが撮影した画

像データを元に３Ｄ・４Ｄ化された港湾施設の維持

管理データとAI（人工知能）による点検・診断を行

うシステムを開発している。 

 

２．港湾域におけるUAVを活用した施設点検の課題 

港湾域におけるUAVによる施設の点検の実現には、

幾つかの課題がある。 

まず、UAV操縦者とUAVの機体は、電波通信により

制御命令や画像情報を交換するが、港湾域に存在す

るガントリークレーン等の鋼構造物や、停泊してい

る船舶が通信の障害となる場合がある。 

また、本研究においては、空中写真測量により施

設の３次元点群データ（施設の表面の三次元座標を

持った点のデータ。以下、「点群データ」という。）

を取得している。UAVを施設の点検に用いる利点とし

て、施設等の写真撮影だけでなく、位置座標を持っ

た点群データを取得し、３次元モデルを作成するこ

とで、段差等の変状を捉えることが出来ることが挙

げられる。対象物に対して撮影範囲をラップ（重複）

させながら大量に撮影し、様々な角度で撮影した写

真からSfM（Structure from Motion）技術によって

特徴的な部分（特徴点）を抽出することで、点群デ

ータを取得する。しかし、港湾域では絶えず動く海

面の特徴点抽出がうまくいかず、点群データの精度

が低下するという課題がある。これは撮影画像から

海面にあたる部分を除去することで解決できるが、

人力で除去することは多大な労力がかかる。 

 

３．点検・診断システムの概要 

このように、港湾域でUAVを運用して施設点検を実

施するためには多くの課題がある。そこで当研究室

では、UAVとAIを組み合わせることでこれらを解決し、

港湾施設の効率的な維持管理を実現するための「３

Ｄ・４Ｄデータによる点検・診断システム」（以下、

「点検・診断システム」）を開発している。 

本研究では、長距離及び遮蔽物がある環境でも安

定してUAVと通信し、リアルタイムに撮影画像を確認

するため、中継UAV等によるマルチホップ通信によっ

て電波通信を行う、遠隔地画像伝送技術を開発して
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インフラ維持管理に関する 
点検・診断システムの開発
（研究期間 ： 平成 30 年度～）

沿岸海洋・防災研究部　沿岸防災研究室 

　主任研究官　里村　大樹　室長　山本　康太　研究員　辻澤　伊吹

（キーワード）　UAV（無人航空機）、港湾施設、維持管理、AI
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いる。マルチホップ通信とは、複数の無線端末がそ

れぞれの隣接する無線端末を経由して、データを伝

送していく、バケツリレーのような通信方法・技術

である。この技術を用いると、操縦者とUAVの間に船

体等の遮蔽物やガントリークレーン等の干渉物があ

った場合でも、それらを避けて電波の伝搬経路をつ

くることができる（図-1）。 

図-1 遠隔地画像伝送技術 

 

また、本システムでは、AIを用いて作業の一部を

自動化することで、点検作業の効率化を目指してい

る。AIによって撮影画像から海面にあたる部分を自

動で除去（海面ノイズ処理）して点群データの精度

向上を図るほか、撮影画像から施設変状を抽出する

（施設変状抽出）過程を自動化することで作業員が

画像を確認する手間を省き、負担を大きく減らすこ

とができる（図-2）。 

図-2 点検・診断システム概要 

 

４．開発状況 

本研究は2018（平成30）年度から実施している。 

遠隔地画像伝送技術の開発に関して、港湾域にお

いてドローンを活用した事例が少なかったため、

2018年度には港湾における電波環境の測定等を行っ

た。その結果、試験を行った港湾では、本システム

で使用を想定している電波の帯域（5.7GHz帯）は特

に混雑していないことが確認された。また、2019年

度には、無線モジュールの製作に加え、マルチホッ

プ通信による画像伝送の試験を行う。 

 点検・診断システムについては、2019年度に全体

システムを作成するとともに、海面ノイズ処理、施

設変状抽出のサブシステムを開発する。海面ノイズ

処理については、2018年度は２港でAIに学習させる

ための教師データを取得し、機械学習のモデルを作

成した。作成したモデルでの海面特定の精度は97%で

あった（図-3）。2019年度は、海面の透明度の条件

が異なる港で試験を行って教師データを取得し、モ

デルの改良を行う。また、施設変状抽出については、

2018年度はひび割れ抽出の検討・モデル作成を先行

して行い、ひび割れ抽出の精度は90%以上であった

（図-4）。2019年度には、段差・目地の開き・欠損

等、ひび割れ以外の施設変状についても検討を行い、

施設変状抽出の適用範囲を拡大させる。 

図-3 海面ノイズ処理結果 

図-4 ひび割れ抽出結果 

 

５．今後の開発予定 

2020年度は、遠隔地画像伝送技術については複数

経路の切り替えを含むマルチホップ通信の開発を行

い、遠隔地画像伝送システムを構築する。点検・診

断システムについては、全体システムの改良等を行

うとともに、モデル港湾での実証実験を行う。 
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いる。マルチホップ通信とは、複数の無線端末がそ

れぞれの隣接する無線端末を経由して、データを伝

送していく、バケツリレーのような通信方法・技術

である。この技術を用いると、操縦者とUAVの間に船

体等の遮蔽物やガントリークレーン等の干渉物があ

った場合でも、それらを避けて電波の伝搬経路をつ

くることができる（図-1）。 

図-1 遠隔地画像伝送技術 

 

また、本システムでは、AIを用いて作業の一部を

自動化することで、点検作業の効率化を目指してい

る。AIによって撮影画像から海面にあたる部分を自

動で除去（海面ノイズ処理）して点群データの精度

向上を図るほか、撮影画像から施設変状を抽出する

（施設変状抽出）過程を自動化することで作業員が

画像を確認する手間を省き、負担を大きく減らすこ

とができる（図-2）。 

図-2 点検・診断システム概要 

 

４．開発状況 

本研究は2018（平成30）年度から実施している。 

遠隔地画像伝送技術の開発に関して、港湾域にお

いてドローンを活用した事例が少なかったため、

2018年度には港湾における電波環境の測定等を行っ

た。その結果、試験を行った港湾では、本システム

で使用を想定している電波の帯域（5.7GHz帯）は特

に混雑していないことが確認された。また、2019年

度には、無線モジュールの製作に加え、マルチホッ

プ通信による画像伝送の試験を行う。 

 点検・診断システムについては、2019年度に全体

システムを作成するとともに、海面ノイズ処理、施

設変状抽出のサブシステムを開発する。海面ノイズ

処理については、2018年度は２港でAIに学習させる

ための教師データを取得し、機械学習のモデルを作

成した。作成したモデルでの海面特定の精度は97%で

あった（図-3）。2019年度は、海面の透明度の条件

が異なる港で試験を行って教師データを取得し、モ

デルの改良を行う。また、施設変状抽出については、

2018年度はひび割れ抽出の検討・モデル作成を先行

して行い、ひび割れ抽出の精度は90%以上であった

（図-4）。2019年度には、段差・目地の開き・欠損

等、ひび割れ以外の施設変状についても検討を行い、

施設変状抽出の適用範囲を拡大させる。 

図-3 海面ノイズ処理結果 

図-4 ひび割れ抽出結果 

 

５．今後の開発予定 

2020年度は、遠隔地画像伝送技術については複数

経路の切り替えを含むマルチホップ通信の開発を行

い、遠隔地画像伝送システムを構築する。点検・診

断システムについては、全体システムの改良等を行

うとともに、モデル港湾での実証実験を行う。 
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研究動向・成果 
 

常時微動観測による実桟橋 

固有周期の推定手法に関する基礎的検討  
(研究期間：平成30年度～令和元年度) 
港湾研究部  港湾施設研究室 

菅原 法城 宮田 正史 福永 勇介 

（キーワード） 桟橋、固有周期、常時微動観測、H/Hスペクトル比、変位軌跡、ねじり振動、せん断振動 

１.背景・目的 

桟橋の固有周期は耐震設計の重要なパラメータで

ある。近年、既存施設の改良事例が増加しており、

その中には実桟橋で常時微動観測を行い、固有周期

設定の際の参考とする取り組みもある。しかし、常

時微動観測を用いて固有周期を推定する際、周辺海

域の波浪や潮位、渡版の拘束条件等が推定結果に及

ぼす影響について実測に基づく検証がなされておら

ず、桟橋の振動モードなどについても不明点が多い。 

本研究では、常時微動観測により実桟橋の固有周

期を精度良く推定するための基礎的検討として、実

桟橋で常時微動観測を行い、波浪や潮位条件が推定

結果に及ぼす影響を評価した。また、渡版有無の条

件の異なる隣接ブロックで観測を行い、渡版有無の

影響を評価した。最後に、微動観測により実桟橋の

固有周期の推定を行う際の留意点について整理した。 

２.実施した観測内容及びその観測結果の整理 

全国3地点（小名浜港、川崎港、神戸港）の実桟橋

で常時微動及び桟橋前面水位の連続観測を行った。  

常時微動観測による桟橋固有周期の推定では、図

-1に示すような桟橋上（観測点1）および背後地盤上

（観測点2）の観測点で得られた微動観測記録の水平

成分データをフーリエ変換し、得られたフーリエ振

幅スペクトル（Hスペクトル）について、背後地盤上

（観測点2）に対する桟橋上（観測点1）の比（H/Hス

ペクトル比）をとることで、桟橋の伝達特性のみを

取り出し、桟橋固有周期を把握した。 

本検討では、新たな試みとして、桟橋ブロックの

多数の観測点位置での固有周期付近における変位軌

跡を求めて、桟橋ブロックの振動モードを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 桟橋での微動観測位置のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 
図-2 桟橋の伝達特性の求め方のイメージ 

３.観測結果から得られた知見 

潮位変化によるH/Hスペクトル比の全体形状及び

ピーク周波数の変化は確認されなかった。波浪の影

響については、H/Hスペクトル比にピークとして現れ

る場合があったが、桟橋の固有周期が一般的に存在

する帯域に比べかなり長周期側であったため、桟橋

固有周期の推定には影響しないと考えられた。渡版

の影響については、渡版が上部工の構成ブロックの

うち数ブロックのみに設置されている程度の拘束が

小さいケースでは、渡版の有無は推定結果に影響し

ないと考えられた。一方で、渡版が桟橋法線方向全

面にわたり設置されており、渡版による上部工の拘

束効果が大きいケースでは、渡版による拘束が桟橋

の振動モードに影響し、せん断振動またはねじり振

動が生じていると変位軌跡の結果から考えられた。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.1082 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1082.htm 

室長 
(博士(工学)) 

研究官 
 

主任研究官 

1 2

固定点

観測点2
（背後地盤上）

観測点1
（桟橋上）

0.1

1

10

100

0.1 1 10

Frequency(Hz)

S
pe

c
tr

al
 R

at
io No.1

No.2

No.3

ave

H/Hスペクトル比
（周波数領域での割り算）

ピーク値
桟橋での観測結果
（Hスペクトル）

桟橋の伝達特性×地盤の伝達特性×震動源の特性

背後地盤での観測結果
（Hスペクトル）

地盤の伝達特性×震動源の特性

桟橋の伝達特性

卓越している周波数

 

研究動向・成果 
 

常時微動観測による実桟橋 

固有周期の推定手法に関する基礎的検討  
(研究期間：平成30年度～令和元年度) 
港湾研究部  港湾施設研究室 

菅原 法城 宮田 正史 福永 勇介 

（キーワード） 桟橋、固有周期、常時微動観測、H/Hスペクトル比、変位軌跡、ねじり振動、せん断振動 

１.背景・目的 

桟橋の固有周期は耐震設計の重要なパラメータで

ある。近年、既存施設の改良事例が増加しており、

その中には実桟橋で常時微動観測を行い、固有周期

設定の際の参考とする取り組みもある。しかし、常

時微動観測を用いて固有周期を推定する際、周辺海

域の波浪や潮位、渡版の拘束条件等が推定結果に及

ぼす影響について実測に基づく検証がなされておら

ず、桟橋の振動モードなどについても不明点が多い。 

本研究では、常時微動観測により実桟橋の固有周

期を精度良く推定するための基礎的検討として、実

桟橋で常時微動観測を行い、波浪や潮位条件が推定

結果に及ぼす影響を評価した。また、渡版有無の条

件の異なる隣接ブロックで観測を行い、渡版有無の

影響を評価した。最後に、微動観測により実桟橋の

固有周期の推定を行う際の留意点について整理した。 

２.実施した観測内容及びその観測結果の整理 

全国3地点（小名浜港、川崎港、神戸港）の実桟橋

で常時微動及び桟橋前面水位の連続観測を行った。  

常時微動観測による桟橋固有周期の推定では、図

-1に示すような桟橋上（観測点1）および背後地盤上

（観測点2）の観測点で得られた微動観測記録の水平

成分データをフーリエ変換し、得られたフーリエ振

幅スペクトル（Hスペクトル）について、背後地盤上

（観測点2）に対する桟橋上（観測点1）の比（H/Hス

ペクトル比）をとることで、桟橋の伝達特性のみを

取り出し、桟橋固有周期を把握した。 

本検討では、新たな試みとして、桟橋ブロックの

多数の観測点位置での固有周期付近における変位軌

跡を求めて、桟橋ブロックの振動モードを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 桟橋での微動観測位置のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 
図-2 桟橋の伝達特性の求め方のイメージ 
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研究動向・成果 
 

空港土木施設の維持管理 

水準に関する検討 
(研究期間：平成30年度～令和元年度) 

空港研究部 空港施工システム室 

山口 洋幸 石田 普賢 森永 俊  

（キーワード）空港土木施設、維持管理、基準 

１．はじめに 

空港では、安全運航及び定時性の確保を目的に、

土木施設の機能を正常に保つための点検、清掃等を

実施している。しかしながら、航空機運航や空港運

用に影響を及ぼす事例が発生していることから、現

状の維持管理の基本的な考え方や実施頻度の見直し、

達成すべき維持管理水準の設定等が必要となってい

る。現場条件に応じた効率的かつ効果的な維持管理

を実現するために、調査研究している内容について

本稿で紹介する。 

 

２．維持管理状況の把握 

空港の経常的な維持管理について、草丈状況では、

平均値で30～70cmの範囲が多いが、雑草が繁茂し、

それ以上の草丈となる状況がみられる。夏～秋の時

期に航空機と鳥の衝突実績が多いのは、草刈後に草

丈が短くなり鳥が餌となる虫等を捕食しやすい環境

が発生すると考えられ、雑草の繁茂が影響して障害

が多く発生していると考えられる。また、丈の高い

雑草は着陸帯等の草地における消火救難活動や空港

警備対策へ悪影響を及ぼすほか、地上航空灯火の前

面の草丈が高いと、見えづらい状況も発生している。 

写真 航空灯火、警備センサーの障害 

その他、滑走路等の舗装面上には、石ころ、ゴム

片や金属片等の異物が見られ、航空機のエンジンが

吸込むと大規模な修理が必要となる。これらの異物

は舗装周辺からの流入や、航空機の運航の際に発生

しているものと推測される。 

写真 異物の飛散(小石、標識片) 

 

３．維持管理水準の検討 

維持管理水準の定量的指標の適用性に関して、各

空港の維持管理を取り巻く環境に照らして検討し、

草刈りの実施時期は4月から12月で妥当との結果と

なった。しかしながら、各空港の気候等の地域差や

現場条件の関係から、実施回数を明確に判定するこ

とができなかったため、今後も検討を継続すること

とした。また、舗装面清掃工等については、実施頻

度は年間4～6回の実施が妥当と判断された。ただし、

実施時期については、空港ごとの条件が異なるため、

技術会議や、維持管理官署との情報交換を実施し、

継続的に検討することとしている。 

     図  維持管理水準定量化のイメージ 

 

４．終わりに 

本研究成果は、維持管理の基本的な考え方や実施

頻度等について、令和2年度以降の空港土木工事共通

仕様書や積算基準等への反映を予定している。 
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警備対策へ悪影響を及ぼすほか、地上航空灯火の前

面の草丈が高いと、見えづらい状況も発生している。 

写真 航空灯火、警備センサーの障害 

その他、滑走路等の舗装面上には、石ころ、ゴム
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（キーワード）  技術提案・交渉方式、事業促進ＰＰＰ、災害時の随意契約、包括・個別二段階契約 

 

１．はじめに 

我が国では、2014年6月の「公共工事の品質確保の

促進に関する法律（品確法）」の改正を契機に、工

事の性格、地域の実情等に応じて、技術提案・交渉

方式、事業促進PPP（Public Private Partnership）、

災害時の随意契約等、多様な入札契約方式が適用さ

れている。しかし、これらの方式は適用機会が少な

く、地方整備局等の負担や不安が大きいことが、適

用を拡大する上での課題となっている。 

国総研社会資本マネジメント研究室は、地方整備

局等での多様な入札契約方式の適用支援を通じて経

験・ノウハウを蓄積し、後続手続やガイドラインに

速やかに反映させている。本稿は、多様な入札契約

方式の現場への適用支援と改善への取組を紹介する。 

２．技術提案・交渉方式 

技術提案・交渉方式は、2014年6月の品確法改正に

より規定され、施工者が設計段階から参画すること

により、設計・施工の品質確保、生産性向上等を図

る方式である。発注者が仕様やその前提条件を確定

できない工事に適用する。 

国土交通省は、令和2年1月現在、技術提案・交渉

方式を13工事（表）に適用しており、内訳は施工者

自らが設計する設計交渉・施工タイプ（図-1(a)）2

件、施工者が別契約の設計者に技術協力を行う技術

協力・施工タイプ（図-1(b)）11件となっている。 

技術提案・交渉方式は、施工契約締結（図-1、②）

までに提案の反映、リスクへの対処、価格交渉、有

識者会議への諮問等を行う。また、施工者の選定、

提案の履行義務、リスク分担、工事費の透明性確保

等の考え方が通常の設計・施工分離発注と異なるた

め、手続に慣れない担当者にとって負担が大きくな

りやすい。国総研は、技術提案・交渉方式の手続の

考え方が広く現場の担当者に理解され、効果的な活

用がなされるよう、適用支援を続けている（写真）。 

表 技術提案・交渉方式の適用工事 

 

 

(a) 設計交渉・施工タイプ 

 

(b) 技術協力・施工タイプ 

図-1 技術提案・交渉方式の契約タイプ 

※現場に応じた評価テーマ、条件設定の方法等を指導 

   

(a)大樋橋西高架橋(中国） (b)城山トンネル(近畿） 
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３．事業促進ＰＰＰ 

事業促進PPPは、平成24年度から東北の三陸沿岸道

路等の復興道路事業で導入され、その後、各地の大

規模事業等にも適用されている。事業促進PPPを必要

なときに速やかに導入するため、2019年3月に標準的

な実施手法、業務内容、仕様書の記載例等を示した

「国土交通省直轄の事業促進PPPに関するガイドラ

イン」が策定された。 

国総研は、ガイドライン策定にあたり、事業促進

PPP(8事務所11工区)の受発注者双方にヒアリングを

行い、マネジメント業務を担う人材の確保、育成が

主要な課題であることを把握した。そのため、ガイ

ドライン策定後は、業務項目をプルダウン式で統一

化した業務記録簿を活用した業務改善や、業務・工

事の受注制限緩和による受注インセンティブの向上

等について、地方整備局と連携しながら取り組んで

いる。 

 

図-2 事業促進ＰＰＰの体制 

４．災害復旧における入札契約方式 

(1) 災害時の随意契約等 

災害復旧においては、2017年7月に策定された「災

害復旧における適切な入札契約方式の適用ガイドラ

イン」に基づき、随意契約等を適用している。しか

し、現行ガイドラインは、測量・調査・設計業務に

対応していない、本復旧段階の随意契約の適用条件

が理解しづらいといった課題を有する。 

国総研は、近年の大規模災害における入札契約方

式の適用状況や、発注担当者から聞き取った課題等

を踏まえ、業務・工事を問わず、土木構造物が本来

有すべき機能・性能を回復するまでは随意契約の適

用を基本とするよう整理を進めている（図-3）。 

 

図-3 災害時における入札契約適用の考え方 

(2) 包括・個別二段階契約 

現在、災害協定、維持工事、一般土木工事等は、

独立して公募するため、事務所の災害協定締結者（企

業）が平常時に事務所管内で維持工事、一般土木工

事等の受注経験がない例が生じている。国総研は、

災害協定をより有効に機能させるため、災害協定を

包括協定とし、災害協定締結者に維持工事等の個別

発注を行う包括・個別二段階契約の実施手法（図-4）

を試行導入に関心がある地方整備局と検討している。 

包括・個別二段階契約の導入により、災害協定締

結者が平常時から、発注者と顔の見える関係を構築

し、地域・工事にも精通することで、より的確な災

害対応が可能となる。また、包括協定の下、個別工

事の長期的な受注見通しが得られ、24時間365日の厳

しい対応が求められる維持工事の担い手となる企業

の経営にも配慮した方式とも言える。 

 

図-4 包括・個別二段階契約（案） 

５．おわりに 

国総研社会資本マネジメント研究室は、地方整備

局等の業務改善に資する入札契約方式の適用支援を

続け、更なる改善と適用拡大に向け研究を進める。 

☞詳細情報はこちら 

1) 「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」 

http://www.nilim.go.jp/lab/peg/hatyusyasekinin

kondankai.html 
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地域住民等による冬期道路対策 

活動への支援・促進方策に関す 

る調査 
(研究期間：令和元年度～) 

社会資本マネジメント研究センター 建設経済研究室 

原野 崇 齋藤 貴賢 小俣 元美  

（キーワード）  冬期道路管理、除雪、住民参加 

１．はじめに 

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、人口減少や少

子高齢化、除雪作業の担い手・後継者不足など、除

雪を取り巻く環境は一層厳しさを増している。こう

した昨今の情勢を受け国総研では、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。 

本稿では、豪雪地域における地域住民等の道路除

雪活動やその支援策等に関する事例調査について報

告する。 

 

２．概要調査 

地域住民やボランティア団体等が行う冬期道路管

理について、既往の調査結果である「冬期道路管理

における自助共助の取組み事例」(国土交通省道路局）

や「雪処理の担い手の確保・育成のための克雪体制

支援調査」(国土交通省国土政策局）等から17道府県

44市町村で実施されている除雪活動や支援制度など

延べ55件(表-1）の事例を収集・整理した。主な活動

主体である自治会・町内会に小型除雪機械や除雪道

具を行政から貸与することで住民の除雪活動を支援

する事例が多く見られた。 

 

３．ヒアリング調査 

前章の調査事例から地域特性や活動内容を考慮し

６地域を抽出し、除雪等活動の関係者からのヒアリ

ング調査を行った（表-2）。いずれも住民等による

除雪活動が成功している事例であるが、活動の担い

手の高齢化や後継者不足など活動継続上の課題を抱

えていた。また地域事情が多様で、同一市内でも雪

の降り方や除雪事情が異なる、市町村合併前の旧制

度が混在しているなど、地域に即した対応が必要で

ある。今後はこれらの課題解消および活動への支援・

促進方策について検討を進めていく。 

 
表-1 住民等による除雪活動(概要調査)  

 

 

表-2 住民等による除雪活動(ヒアリング調査)  

 

活動主体

自治会・町内会(25)，その他住民組織（まちづくり協議会，地域振
興会,除雪協議会,等(6)）小中学校PTA(6)，学生ボランティア組織
(9)，NPO(5)，市町村役場(18)，社会福祉協議会(13)，その他（企
業，任意団体等(13)）

活動内容

生活道路の除雪(33)，排雪(13)，除雪講習会(15)，消融雪(2)，消融
雪施設整備(3 )，シンポジウム・啓発活動(11)，人災育成(9)，雪か
き体験ツアー(7) 等

行政からの
支援内容

小型除雪機械の貸出(8)，大型除雪機械の貸出(1)，排雪用トラック
の貸出(5)，除雪道具の貸出・整備(8)，除雪ボランティアのコー
ディネイト(8)，除雪委託費の助成(3)，設備投資への助成(3)，除雪
活動への謝礼・実費等支給(7)，除雪機の燃料支給(2)，資格取得費
用の助成(1)

※(　)内は事例数。延べ件数・重複計上あり。

調査地区
札幌市（北海道），青森市（青森県），
弘前市（青森県），滝沢市（岩手県），
長井市（山形県），金沢市（石川県）

調査期間 2019年11月～12月

ヒアリング
対象団体等

市役所（道路除雪担当部署，市民活動担当部局，社会福
祉担当部署），社会福祉協議会，地域住民組織（自治
会・町内会，まちづくり協議会，地域コミュニティ協議
会，交通安全協会、任意住民団体），学生ボランティア
組織，大学事務局，除雪事業者（市の委託事業者）

課題等

・活動の担い手の高齢化
・除雪ボランティアの需要増に対する担い手不足
・地域特性の多様性に対する柔軟な対応の必要性
・地域間、住民間の不公平感の解消
・地域住民の理解、共通認識の必要性

研究官 
 

室長 
(博士(工学)) 

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ

の貼り付
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1.

研究動向・成果

地域住民等による 
冬期道路対策活動への 
支援・促進方策に関する調査
（研究期間 ： 令和元年度～）

社会資本マネジメント研究センター　建設経済研究室 

　主任研究官　原野　崇　研究官　齋藤　貴賢　 室長
（博士（工学））

　小俣　元美

（キーワード）　冬期道路管理、除雪、住民参加
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研究動向・成果 
 

家屋・家財の水害リスク評価と 

対策導入推進のための手法開発 
(研究期間：平成27年度～令和元年度) 

気候変動適応研究本部 

服部 敦   天野 邦彦 

（キーワード）  水害リスク評価、建物浸水、気候変動適応策 

 

１． 家屋・家財の水害リスク低減対策を進展させる 

近年の温暖化の影響と甚大な水害の発生を鑑みる

と、河川における治水施策を着実に進捗させるとと

もに、その整備水準を超過する洪水に対して流域で

取り得る諸施策を総動員して水害リスクを低減させ

ることが重要であろう。人的被害低減については、

情報提供や避難など対策の進展が目覚ましい。以下

では、家屋・家財の浸水対策をさらに加速させるこ

とを目標として、戸別対策導入を推し進め、それに

より地域の総被害を低減させるアプローチによる水

害リスク低減手法について研究した成果を報告する。 

２．対策の導入実現性と水害リスク低減効果の両立 

戸別対策として家財の高所移設、防水板(壁)およ

び宅地嵩上げを主対象とした。一般に水害リスクが

高い、すなわち家屋・家財が高額かつ浸水の発生確

率・水深が大きいほど費用に見合った便益が見込め、

対策の導入実現性が高くなるであろう。 

また地域の観点からは、水害リスクが大きく、高

い実現性を有する建物が多くを占め、かつそれらの

総被害低減額(総便益）が大きな地域において優先的

に対策を進めるのが効果的と考えられる。 

 提案した手法は、導入実現性を費用便益比で評価

し、上記の条件に合致する地域と建物(住居・事業種

別）および戸別対策の種類を選定するものである（図

-1参照）。本手法は、図-2に結果の一例を示す建物

種別の水害リスク評価に基づいている。各建物の資

産(脆弱性)と立地(ハザード)を反映して水害リスク

(確率年と被害額の関係)が推算される。 

３．成果の活用 

 本研究の報告書1)は、実務適用の利便性を考慮し、

調査・計画・対策推進の段階に対応した章立てとし

ている。対策推進(5章)では、国内外の先進事例と都

市計画・建築・住宅等の制度をとりまとめている。

建物・地域の特徴に応じた対策検討への活用が期待

される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 リスク評価に基づく戸別対策の導入推進手法 

 

図-2 建物種別の水害リスク評価(コンビニの一例) 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.1080 364p. 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1080.htm 
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研究動向・成果

家屋・家財の水害リスク評価と 
対策導入推進のための手法開発
（研究期間 ： 平成 27 年度～令和元年度）

気候変動適応研究本部　 
水防災システム研究官

（博士（工学））
　服部　敦　 研究総務官

（博士（工学））
　天野　邦彦

（キーワード）　水害リスク評価、建物浸水、気候変動適応策
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研究動向・成果 
 

家屋・家財の水害リスク評価と 

対策導入推進のための手法開発 
(研究期間：平成27年度～令和元年度) 

気候変動適応研究本部 

服部 敦   天野 邦彦 

（キーワード）  水害リスク評価、建物浸水、気候変動適応策 
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近年の温暖化の影響と甚大な水害の発生を鑑みる

と、河川における治水施策を着実に進捗させるとと

もに、その整備水準を超過する洪水に対して流域で

取り得る諸施策を総動員して水害リスクを低減させ

ることが重要であろう。人的被害低減については、

情報提供や避難など対策の進展が目覚ましい。以下

では、家屋・家財の浸水対策をさらに加速させるこ

とを目標として、戸別対策導入を推し進め、それに

より地域の総被害を低減させるアプローチによる水

害リスク低減手法について研究した成果を報告する。 

２．対策の導入実現性と水害リスク低減効果の両立 

戸別対策として家財の高所移設、防水板(壁)およ

び宅地嵩上げを主対象とした。一般に水害リスクが

高い、すなわち家屋・家財が高額かつ浸水の発生確

率・水深が大きいほど費用に見合った便益が見込め、

対策の導入実現性が高くなるであろう。 

また地域の観点からは、水害リスクが大きく、高

い実現性を有する建物が多くを占め、かつそれらの

総被害低減額(総便益）が大きな地域において優先的

に対策を進めるのが効果的と考えられる。 

 提案した手法は、導入実現性を費用便益比で評価

し、上記の条件に合致する地域と建物(住居・事業種

別）および戸別対策の種類を選定するものである（図

-1参照）。本手法は、図-2に結果の一例を示す建物

種別の水害リスク評価に基づいている。各建物の資

産(脆弱性)と立地(ハザード)を反映して水害リスク

(確率年と被害額の関係)が推算される。 

３．成果の活用 

 本研究の報告書1)は、実務適用の利便性を考慮し、

調査・計画・対策推進の段階に対応した章立てとし

ている。対策推進(5章)では、国内外の先進事例と都

市計画・建築・住宅等の制度をとりまとめている。

建物・地域の特徴に応じた対策検討への活用が期待

される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 リスク評価に基づく戸別対策の導入推進手法 

 

図-2 建物種別の水害リスク評価(コンビニの一例) 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.1080 364p. 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1080.htm 
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研究動向・成果 
 

 

インフラ被災情報のリア 

ルタイム収集・集約・共 

有技術の運用状況報告 
(研究期間：平成26年度～令和元年度) 

防災・減災研究推進本部 

 社会資本マネジメント研究センター      植田 彰        菅原 謙二 

 社会資本情報基盤研究室           大手 方如      細川 武彦 

 土砂災害研究部 土砂災害研究室       中谷 洋明      野村 康裕 

道路構造物研究部 道路地震防災研究室    片岡 正次郎     大道 一歩 

（キーワード）  防災・減災、初動対応、スペクトル分析情報、CCTVカメラ、SAR画像 

 

１．はじめに 

地震発生直後に有用な情報の迅速な取得は容易で

はない。適切な初動体制を構築するには、被害状況

の把握が必須である。国総研では、迅速で的確な情

報収集を目的にスペクトル分析情報、既設のCCTVカ

メラ及び合成開口レーダ（SAR）等を用いたインフラ

被災情報のリアルタイム収集・集約・共有技術の開

発に取り組んできた。（国総研レポート2019参照） 

本稿では、本研究で開発した技術の運用状況を、

2019年度に発生した災害事例を挙げて紹介する。 

２．スペクトル分析情報の配信 

 国総研がSIPで開発した情報分析・意思決定支援

システム1)は、地震発生直後に「スペクトル分析情

報」を作成、自動配信するものである。 

過年度では地震発生から情報配信までに15分程度

要しており、システム不具合等で配信不能となる事

態も発生していたが、防災科研との共同研究により

情報取得体制の改良を行うことで、2020年1月現

在、地震発生後6分～7分でスペクトル分析情報の安

定した配信が可能となっている。 

図-1は2019年12月19日15時21分に青森県東方沖で

最大震度5弱の地震が発生した際に配信したスペク

トル分析情報の一部である（15時28分配信）。強震

記録が得られた観測点の内、計測震度上位10地点の

加速度応答スペクトルと被害発生ラインを比較する

ことで、被害の規模感を把握することが可能となっ

ている。スペクトル分析情報は、図-1の他、震度分

布図や被害発生ラインの見方、近年の代表的な被害

地震の特徴等を記載した3枚組のpdfで配信してい

る。 

 今年度から、スペクトル分析情報は地方整備局の

道路管理班等にも配信され、震後道路点検の必要性

判断への活用が検討されている。 

３．効果的にSAR画像を活用するための技術 

防災担当者が衛星SAR画像を用いて崩壊地等を効

率的に判読できるSAR画像判読支援システムの開発

を行った。衛星SARを用いることで、悪天候時や夜

間といったヘリ等による災害把握が難しい状況下で

あっても、安定的に広域の画像情報を得ることが可

能となる。 

土砂災害研究部では本システムを試行的に活用す 

るなど、広域での豪雨災害や地震災害等の発生直後 
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国土防災研究官 

主任研究官 交流研究員  

室長 
博士（農学） 

室長 
博士（工学） 

 

図-1 スペクトル分析情報（一部抜粋） 
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1.

研究動向・成果

インフラ被災情報のリアル 
タイム収集・集約・共有 
技術の運用状況報告
（研究期間 ： 平成 26 年度～令和元年度）

防災・減災研究推進本部　 

社会資本マネジメント研究センター　国土防災研究官　植田　彰　情報研究官　菅原　謙二　 

社会資本情報基盤研究室　主任研究官　大手　方如　交流研究員　細川　武彦　 

土砂災害研究部　土砂災害研究室　室長博士
（農学）

　中谷　洋明　主任研究官　野村　康裕　 

道路構造物研究部　道路地震防災研究室　室長博士
（工学）

　片岡　正次郎　研究官　大道　一歩

（キーワード）　防災・減災、初動対応、スペクトル分析情報、CCTVカメラ、SAR画像

大道野村細川植田
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に大規模崩壊地等の緊急的なSAR画像判読を行って

きた。2019年10月の台風19号による豪雨災害（図-

2）や6月の山形県沖地震等の直後には、ヘリ等によ

る現地調査に先立ち、衛星SAR画像による崩壊地判

読を行った。その結果を本省、地方整備局に提供す

ることで災害対応に活用された。 

また、今後さらなる活用が想定される地方整備局

の防災担当者に対して、SAR画像判読を実施できる

よう全国で研修等を行い、システムの活用・操作方

法を習得してもらうとともに、研修等で実際に判読

を行うことで操作性や実効性等についての改善意見

の収集等を行った。また、JAXA（宇宙航空研究開発

機構）との共同研究を実施することで、緊急時に

SAR画像等の提供を効率的に行うための検討や共同での

SAR画像判読及び結果の確認等を行った。その成果と

して、SAR画像による崩壊地等の判読のための技術

的な知見をまとめた国総研資料の作成を行った2)。 

このように衛星SAR画像を活用した緊急時におけ

る効果的な災害把握に向けた取り組みを進めている。

４．CCTVカメラの試験運用状況 

国土交通省がインフラ管理のため全国に設置して

いるCCTVカメラの映像は、発災直後の被害把握にも

活用されている。しかし、被害状況を把握するため

にはカメラを１台ずつ手動で操作する必要があり、

時間を要する。そこで、地震発生直後に(a)カメラを

自動旋回させパノラマ画像を作成する機能、(b)膨大

な画像情報から被害の有無を自動で判定するための

機能を実装したシステムの開発に取り組んでおり、

今年度は試験運用と来年度の実運用に向けた開発を

実施している。 

(1)パノラマ画像を作成するシステムの試験運用 

情報分析・意思決定支援システムは、地震発生時

に市町村毎に震度を整理している。震度４以上の揺

れを受けた市区町村に設置されているCCTVカメラを

抽出し自動的にパノラマ画像を作成するシステムを

試験運用している。今年度4月から2020年2月までに、

パノラマ作成対象のCCTVカメラで震度4以上が観測

された地震が3回発生しており、それぞれパノラマ画

像が作成されている。例として、2019年12月14日10

時38分に茨城県北部で地震が発生した際のパノラマ

画像を図-3に示す。 

(2)実運用に向けた開発 

実運用に向けて、パノラマ作成対象カメラの追加、

ハードウェア増強、ログ管理機能強化、メール配信

機能追加等の対応をした実運用システムを開発中で

ある。8地方整備局のカメラを対象に2020年度から運

用を開始する予定である。 

 また、AIを用いた被害画像検出の精度向上の研究

を引き続き実施している。 

５．おわりに 

防災・減災研究推進本部では、本編で紹介した技

術の一層の普及、改善を図っているところである。 

☞詳細情報はこちら

1)情報分析・意思決定支援システム 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jdr/14/2/

14_333/_article/-char/ja 

2) 国総研資料 No.1110

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1

110.htm 

図-3 パノラマ画像（例） 

図-3 SAR画像判読での土砂災害把握事例 

（2019年10月台風19号等（山梨県早川町）） 

SAR画像（赤：崩壊箇所の可能性
青：堆積箇所の可能性）

©JAXA

ヘリコプターによる確認結果
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14_333/_article/-char/ja
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http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tn_nilim.htm
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に大規模崩壊地等の緊急的なSAR画像判読を行って

きた。2019年10月の台風19号による豪雨災害（図-

2）や6月の山形県沖地震等の直後には、ヘリ等によ

る現地調査に先立ち、衛星SAR画像による崩壊地判

読を行った。その結果を本省、地方整備局に提供す

ることで災害対応に活用された。 

また、今後さらなる活用が想定される地方整備局

の防災担当者に対して、SAR画像判読を実施できる

よう全国で研修等を行い、システムの活用・操作方

法を習得してもらうとともに、研修等で実際に判読

を行うことで操作性や実効性等についての改善意見

の収集等を行った。また、JAXA（宇宙航空研究開発

機構）との共同研究を実施することで、緊急時に

SAR画像等の提供を効率的に行うための検討や共同での

SAR画像判読及び結果の確認等を行った。その成果と

して、SAR画像による崩壊地等の判読のための技術

的な知見をまとめた国総研資料の作成を行った2)。 

このように衛星SAR画像を活用した緊急時におけ

る効果的な災害把握に向けた取り組みを進めている。

４．CCTVカメラの試験運用状況 

国土交通省がインフラ管理のため全国に設置して

いるCCTVカメラの映像は、発災直後の被害把握にも

活用されている。しかし、被害状況を把握するため

にはカメラを１台ずつ手動で操作する必要があり、

時間を要する。そこで、地震発生直後に(a)カメラを

自動旋回させパノラマ画像を作成する機能、(b)膨大

な画像情報から被害の有無を自動で判定するための

機能を実装したシステムの開発に取り組んでおり、

今年度は試験運用と来年度の実運用に向けた開発を

実施している。 

(1)パノラマ画像を作成するシステムの試験運用 

情報分析・意思決定支援システムは、地震発生時

に市町村毎に震度を整理している。震度４以上の揺

れを受けた市区町村に設置されているCCTVカメラを

抽出し自動的にパノラマ画像を作成するシステムを

試験運用している。今年度4月から2020年2月までに、

パノラマ作成対象のCCTVカメラで震度4以上が観測

された地震が3回発生しており、それぞれパノラマ画

像が作成されている。例として、2019年12月14日10

時38分に茨城県北部で地震が発生した際のパノラマ

画像を図-3に示す。 

(2)実運用に向けた開発 

 実運用に向けて、パノラマ作成対象カメラの追加、

ハードウェア増強、ログ管理機能強化、メール配信

機能追加等の対応をした実運用システムを開発中で

ある。8地方整備局のカメラを対象に2020年度から運

用を開始する予定である。 

 また、AIを用いた被害画像検出の精度向上の研究

を引き続き実施している。 

５．おわりに 

防災・減災研究推進本部では、本編で紹介した技

術の一層の普及、改善を図っているところである。 

☞詳細情報はこちら 

1)情報分析・意思決定支援システム 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jdr/14/2/

14_333/_article/-char/ja 

2) 国総研資料 No.1110 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1

110.htm 

図-3 パノラマ画像（例） 

図-3 SAR画像判読での土砂災害把握事例 

（2019年10月台風19号等（山梨県早川町）） 

SAR画像（赤：崩壊箇所の可能性
青：堆積箇所の可能性）
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ヘリコプターによる確認結果
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１．はじめに 

我が国の下水道管路の総延長は約47万kmと膨大で

あり、管路の老朽化等に起因する道路陥没も年間約

3,000件発生している。事業主体である地方公共団体

の職員や予算も限られる中、管路の点検調査の一層

の効率化と蓄積された維持管理情報等の活用による

管路管理に係るコストの最適化により、適切な管路

マネジメントサイクルを構築する必要がある。 

本研究では、布設環境や管種などの条件に応じた

点検調査技術の選定手法を開発することで、効率的

な点検調査を推進し、管路システムの持続的な機能

確保及びコスト最適化を図ることを目的としている。 

２．管路閉塞の発生傾向に関する調査 

点検調査計画を検討する際、管路の条件毎の道路

陥没や管路閉塞等のリスクの発生傾向を考慮し、点

検調査の優先順位や点検調査方法を設定することが

有効である。既往の研究では、道路陥没の発生傾向

について整理しているが、それ以外のリスクの発生

傾向については報告が少ないため、今回は管路閉塞

に着目し、地方公共団体へのアンケート調査を行い、

その発生傾向を整理した。 

 アンケート調査は、2015～2017年度内に発生した

管路の異常に伴う管路閉塞（雨天時の流下能力不足

による逆流や浸水、マンホールポンプの故障による

管路閉塞は調査対象外）について調査し、計111団体

から約9,000件の回答を得た。 

 管種別の発生件数は、本管、人孔、本管と人孔の

接続部の本管関連ではコンクリート管（HP管）と塩

ビ管（VU管）、取付管、公共桝、取付管と公共桝の

接続部の取付管関連では陶管（CP管）とVU管での発

生件数が多かった。なお、発生原因は、本管関連は

油脂の付着が約1,600件と最も多く、取付管関連では

樹木根侵入が約2,400件と最も多かった。油脂の付着

等の外的要因による管路閉塞を未然に防止する上で

は、定期的な点検や清掃といった維持管理の他、下

水道使用者への適切な使用に関する周知も必要であ

ると考えられる。樹木根侵入については、本管関連、

取付管関連ともに、VU管よりもHP管及びCP管での発

生割合が大きくなっており、要因としてはVU管に比

べて継手部の隙間が大きく、管内への樹木根侵入を

容易にしていることが想定されるため、管種や樹木

根の伸長範囲を考慮して、点検の優先順位を検討す

ることが有効であると考えられる。 

 

図 管種別・発生原因別の管路閉塞の発生件数 

３．今後の取組 

今後は、下水道管路の異常発生傾向やリスクの発

生傾向に関するこれまでの知見とともに、省力化・

低コスト化に資する点検調査技術の技術開発動向も

踏まえ、管路の条件に応じた点検調査の頻度や方法

を検討する予定である。 
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研究動向・成果

新しい木質材料を活用した
混構造建築物の設計・施工
技術の開発
（研究期間：平成29年度～）

建築研究部 犬飼 瑞郎 基準認証システム研究室 荒木 康弘

防火基準研究室 鈴木 淳一 材料・部材基準研究室 脇山 善夫

基準認証システム研究室 中澤 篤志 坂下 雅信 毎田 悠承

構造基準研究室 喜々津 仁密 宮村 雅史 三木 徳人

防火基準研究室 成瀬 友宏 樋本 圭佑 水上 点晴

設備基準研究室 平光 厚雄 材料・部材基準研究室 土屋 直子

評価システム研究室 石原 直 秋山 信彦

（キーワード）木質混構造建築物、中層、内部あらわし、構造性能、防耐火性能、耐久性能

１．はじめに 

地方創生、環境問題への対応、木のある空間の創

出などの観点から、建築物の木造化・木質化の促進

が求められている。そのため、CLT(Cross Laminated 

Timber)等の木質系大型パネルを用いた木造と他構

造種別等の中層木質混構造建築物(Middle-rise 

Mixed-structues for Wooden-use-promotion)に関

する、一般技術を用いた、構造設計法、防耐火設計

法、耐久設計法等の整備に資する技術開発に取り組

んでいる。本稿では、本技術開発の概要を紹介する。 

２．技術開発の概要 

中層木質混構造建築物については、必要となる主

要な次の 3つの技術性能について、必要に応じ意匠

面の確認も行いつつ、担当研究者が相互に連携し検

討している。 

図-1 CLT壁＋集成材梁実大架構試験体の全体と詳細 

(1)構造性能に関する検討  

 木材をあらわし(通常見えない部分を見せて仕上

げること)や軽微な防耐火被覆で用いることのでき

るプロトタイプを選定した。その構造設計法や、異

種構造(CLT＋集成材、S骨組＋CLT)の接合部の構造

性能評価法等について、技術開発を行っている。 

(2)防耐火性能に関する検討 

(1)のプロトタイプを用いて、構造性能と、防耐火

性能の調和を図りながら、木質構造部分の防耐火性

能が建物全体の火災時性能に与える影響を考慮した

防耐火設計事例について、技術開発を行っている。 

図-2 プロトタイプイメージ例(S骨組＋CLT) 

(3)耐久性能に関する検討

木造建築物の腐朽の原因となる雨水浸入や結露等

の水分に着目し、中層木造建築物を対象に耐久性向

上を目的とした設計・施工方法、耐久性能評価技

術、及び維持管理手法の整備について、技術開発等

を行っている。 

３．今後の予定 

国土交通省関係部局、建築研究所、学識経験者、

関係団体（木造建築物関係の業界団体等）らとの連

携を継続し、技術開発を進めて行く予定である。 

犬飼 荒木 鈴木 脇山

室長
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新しい木質材料を活用した 
混構造建築物の設計・施工 
技術の開発
（研究期間 ： 平成 29 年度～）

建築研究部　建築品質研究官　犬飼　瑞郎　

基準認証システム研究室　主任研究官　荒木　康弘　
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　三木　徳人　

防火基準研究室　 室長
（博士（工学）） 成瀬　友宏　 主任研究官

（博士（工学））
　樋本　圭佑　 主任研究官

（博士（工学））
　水上　点晴　

設備基準研究室　 室長
（博士（工学）） 平光　厚雄　

材料・部材基準研究室　 研究官
（博士（工学））

　土屋　直子　

評価システム研究室　 室長
（博士（工学））

　石原　直　 研究官
（博士（農学））
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１．はじめに 

地方創生、環境問題への対応、木のある空間の創

出などの観点から、建築物の木造化・木質化の促進

が求められている。そのため、CLT(Cross Laminated 

Timber)等の木質系大型パネルを用いた木造と他構

造種別等の中層木質混構造建築物(Middle-rise 

Mixed-structues for Wooden-use-promotion)に関

する、一般技術を用いた、構造設計法、防耐火設計

法、耐久設計法等の整備に資する技術開発に取り組

んでいる。本稿では、本技術開発の概要を紹介する。 

２．技術開発の概要 

中層木質混構造建築物については、必要となる主

要な次の 3つの技術性能について、必要に応じ意匠

面の確認も行いつつ、担当研究者が相互に連携し検

討している。 

図-1 CLT壁＋集成材梁実大架構試験体の全体と詳細 

(1)構造性能に関する検討  

 木材をあらわし(通常見えない部分を見せて仕上

げること)や軽微な防耐火被覆で用いることのでき

るプロトタイプを選定した。その構造設計法や、異

種構造(CLT＋集成材、S骨組＋CLT)の接合部の構造

性能評価法等について、技術開発を行っている。 

(2)防耐火性能に関する検討 

(1)のプロトタイプを用いて、構造性能と、防耐火

性能の調和を図りながら、木質構造部分の防耐火性

能が建物全体の火災時性能に与える影響を考慮した

防耐火設計事例について、技術開発を行っている。 

図-2 プロトタイプイメージ例(S骨組＋CLT) 

(3)耐久性能に関する検討 

木造建築物の腐朽の原因となる雨水浸入や結露等

の水分に着目し、中層木造建築物を対象に耐久性向

上を目的とした設計・施工方法、耐久性能評価技

術、及び維持管理手法の整備について、技術開発等

を行っている。 

３．今後の予定 

国土交通省関係部局、建築研究所、学識経験者、

関係団体（木造建築物関係の業界団体等）らとの連

携を継続し、技術開発を進めて行く予定である。 
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室長 
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研究動向・成果 
 

公共賃貸住宅の建設事業に 

適した BIMモデルの開発 
 

(研究期間：令和元年度～) 

住宅研究部 住宅ストック高度化研究室    片山 耕治     三島 直生 

住宅研究部         長谷川 洋      住宅計画研究室     藤本 秀一  

（キーワード）  BIM、公共賃貸住宅、維持管理，i-Construction 

 

１．はじめに 

国土交通省では i-Construction の取り組みを

はじめ、建設事業における生産性の向上が求めら

れている。また、令和元年度６月から建築 BIM 推

進会が発足し、建築分野での BIM の活用の推進の

ための取り組みが始まっている。 

今後、公共賃貸住宅分野においても建築技術職

員・管理担当職員の減少等が進むことが予想され

ており、建設事業に係る設計業務・施工・維持管

理業務の効率化と品質の確保、さらに、維持管理

の効率化等を実現する新たな手段の一つとして建

設、維持管理段階での BIM導入が考えられている。 

２．公共賃貸住宅の BIMモデル開発 

本研究は、高度経済成長期に供給され耐用年数

が到来する公共賃貸住宅のストックの更新・維持

管理は喫緊の課題となっていることから、公共賃

貸住宅を対象にストックの更新・維持管理の効率

化等を図るために BIM導入の有効性を検証するも

のである。 

公共賃貸建設事業に適した BIM モデルの開発と

して、実際の賃貸住宅建設（建替）事業に即して、

公共賃貸住宅の設計及び維持管理業務において汎

用的に利用できる BIM モデルの試作を行い、BIM

導入の効果、有効性等について検討を行うもので

ある。 

検討に際しては、有識者、建築研究所や公共賃

貸住宅建設事業者の協力を得ながら取り組んでお

り、昨年度は、公共賃貸住宅の建設（建替）事業

に係る BIM モデルを作成し、BIM 導入の効果、有

効性を検証するとともに、建設後の維持管理段階 

 

 

での活用を想定した BIM モデルの導入の可能性に

関する調査等を実施したところである。 

今年度は、昨年度作成した建設段階での試作

BIM モデルを参考に、維持管理段階で活用可能な

BIM モデルの試作を行い、公共賃貸住宅事業者の

ヒアリング等を行い BIM 導入の効果と有効性につ

いて検討を行っている（図 研究の概要 参照）。 

 

図 研究の概要 

３．今後の方向性 

今後は、本研究の成果をもとに「公共賃貸住宅

の建設事業に適した BIM モデルの作成及び利用

に関するガイドライン案」の整理を行うこととし

ている。  

☞詳細情報はこちら 

1) 住宅ストック高度化研究室サイト 

http://www.nilim.go.jp/lab/ieg/index.htm 
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公共賃貸住宅の建設事業 
に適したBIMモデルの開発
（研究期間 ： 令和元年度～）

住宅研究部　住宅ストック高度化研究室 

　室長　片山　耕治　主任研究官　三島　直生　 

住宅研究部　住宅性能研究官
（博士（工学））

　長谷川　洋　住宅計画研究室　室長　藤本　秀一
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研究動向・成果 
 

 

港湾分野における 
生産性向上の取り組み 
  

(研究期間：平成28年度～) 

港湾研究部 港湾施工システム・保全研究室 室長 井山 繁 主任研究官 坂田 憲治

交流研究員 鈴木 達典  交流研究員 吉野 拓之  係員 村田 恵 

（キーワード）  生産性向上、ICT浚渫工、CIM  

１．はじめに 

港湾分野では、生産性向上に向け、ICT浚渫工の基

準類の改定や提出書類の効率化等を検討している。 

また、昨年度より桟橋等を対象としたCIMの試行業

務が開始され、CIM導入ガイドライン（港湾編）の改

定等、今後のCIM活用に向けた検討を実施している。 

２．ICT浚渫工等の生産性向上に関する検討 

 ICT浚渫工における作業の効率化に向け、マルチビ

ーム測深におけるスワス角（音波を照射する範囲）・

重複率（音波を重複して照射する割合）の緩和につ

いて、現場検証をもとに検討した。スワス角・重複

率を一定緩和すること（図-1）により、測量船の航

行距離を減少させることができ、作業能力(時間・費

用)の効率化が期待される。現場検証の結果、土量計

算結果への影響が微小であることから、深浅測量マ

ニュアル等の基準類の改善を提案した。 

 

 

図-1 マルチビーム測深におけるスワス角等の緩和 

また、ICT浚渫工と水路測量では、類似する提出書

類が多数あり、書類作成において非効率な状況が生

じていると共に、マルチビーム測深により全域測深

可能となったにも関わらず、依然として水路測量業

務準則等にはシングルビーム測深の併用の旨が記載

されている。そこで、関係者へのアンケートやヒア

リングを通じ、測量作業や提出資料作成の効率化に

向け、提出書類一覧表（案）の作成、シングルビー

ム測深の併用解消を提案した。 

さらに、マルチビームで取得した点群データのノ

イズ処理時間の短縮化に向け、自動ノイズ処理技術

（CUBE）で処理するデータの妥当性を、水路測量で

の提出済データと比較することで検証しているとこ

ろである。 

３．港湾分野におけるCIM活用に向けた検討 

CIM活用の促進に向け、関係者へのアンケート等を

踏まえ、維持管理段階で必要とされるCIMの詳細度や

属性情報の項目を検討し、CIM導入ガイドライン（港

湾編）等の改善を提案した。また併せて、点検診断

結果（劣化度a,b,c,d）のCIMモデルへの反映を見据

え、効率的なCIMモデル作成を試行的に取り組み、活

用事例を提示した（図-2）。 

 

図-2 作成したCIMモデル（桟橋） 

４．おわりに 

今後、港湾分野における生産性をさらに向上させ

るため、引き続きICT浚渫工やCIM活用等に向けた検

討を進める予定である。 

スワス角緩和

重複率緩和

ラップ率
100％⇒20％

往復回数１／1.8
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港湾研究部　 

港湾施工システム・保全研究室 

　室長　井山　繁　主任研究官　坂田　憲治　交流研究員　鈴木　達典　交流研究員　吉野　拓之　係員　村田　恵
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研究動向・成果 
 

 

港湾分野における 
生産性向上の取り組み 
  

(研究期間：平成28年度～) 

港湾研究部 港湾施工システム・保全研究室 室長 井山 繁 主任研究官 坂田 憲治

交流研究員 鈴木 達典  交流研究員 吉野 拓之  係員 村田 恵 

（キーワード）  生産性向上、ICT浚渫工、CIM  

１．はじめに 

港湾分野では、生産性向上に向け、ICT浚渫工の基

準類の改定や提出書類の効率化等を検討している。 

また、昨年度より桟橋等を対象としたCIMの試行業

務が開始され、CIM導入ガイドライン（港湾編）の改

定等、今後のCIM活用に向けた検討を実施している。 

２．ICT浚渫工等の生産性向上に関する検討 

 ICT浚渫工における作業の効率化に向け、マルチビ

ーム測深におけるスワス角（音波を照射する範囲）・

重複率（音波を重複して照射する割合）の緩和につ

いて、現場検証をもとに検討した。スワス角・重複

率を一定緩和すること（図-1）により、測量船の航

行距離を減少させることができ、作業能力(時間・費

用)の効率化が期待される。現場検証の結果、土量計

算結果への影響が微小であることから、深浅測量マ

ニュアル等の基準類の改善を提案した。 

 

 

図-1 マルチビーム測深におけるスワス角等の緩和 

また、ICT浚渫工と水路測量では、類似する提出書

類が多数あり、書類作成において非効率な状況が生

じていると共に、マルチビーム測深により全域測深

可能となったにも関わらず、依然として水路測量業

務準則等にはシングルビーム測深の併用の旨が記載

されている。そこで、関係者へのアンケートやヒア

リングを通じ、測量作業や提出資料作成の効率化に

向け、提出書類一覧表（案）の作成、シングルビー

ム測深の併用解消を提案した。 

さらに、マルチビームで取得した点群データのノ

イズ処理時間の短縮化に向け、自動ノイズ処理技術

（CUBE）で処理するデータの妥当性を、水路測量で

の提出済データと比較することで検証しているとこ

ろである。 

３．港湾分野におけるCIM活用に向けた検討 

CIM活用の促進に向け、関係者へのアンケート等を

踏まえ、維持管理段階で必要とされるCIMの詳細度や

属性情報の項目を検討し、CIM導入ガイドライン（港

湾編）等の改善を提案した。また併せて、点検診断

結果（劣化度a,b,c,d）のCIMモデルへの反映を見据

え、効率的なCIMモデル作成を試行的に取り組み、活

用事例を提示した（図-2）。 

 

図-2 作成したCIMモデル（桟橋） 

４．おわりに 

今後、港湾分野における生産性をさらに向上させ

るため、引き続きICT浚渫工やCIM活用等に向けた検

討を進める予定である。 
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研究動向・成果 
 

航空機地上支援車両（GSE）の 

自動走行シミュレーションモデルの開発 
(研究期間：平成30年度～) 

空港研究部  空港計画研究室 

黒田 優佳 高橋 良正 平野 誠哉 森井 達也 

（キーワード）  航空イノベーション、自動運転車、交通シミュレーション 

 

１．研究の背景と目的 

航空需要が増大する中、空港供給側では、生産年

齢人口減少による将来の労働力不足が懸念されてい

る。国土交通省航空局はこれに対応するため、航空

分野において先端技術・システムを活用する「航空

イノベーション」の取組みの一環として、空港内を

走行する航空機地上支援車両（GSE）への自動運転技

術の導入を進めている。導入に向けて、空港内の運

用面・施設面での受入れ環境整備を検討する必要が

あることから、GSEの自動化による空港内交通流への

影響や課題を予め抽出することができるGSE自動走

行シミュレーションモデルの開発が求められている。 

 

２．GSEの動態把握とモデル化 

空港内には、旅客を輸送するマイクロバスや、貨

物を運搬するトーイングトラクターなど多種多様な

GSEが存在する。各GSEはその役割や航空機の運航ス

ケジュールに応じた作業行程に従い走行する（図-1）。 

図-1 航空機の発着に伴うGSEの動き 

また、空港内では航空機の走行が優先であり、GSE

への走行可能通路の設定や速度制限など空港毎に独

自の交通規則が定められている。このためGSEの動き

は、空港内交通に関する規程や現地の交通実態調査

を基に、車種毎の作業行程、駐機場までの走行ルー

ト、走行性能（加速度や前方車追従時の動き等）を

モデル化した。加えて、自動運転によるGSEの動きは、

自動運転技術の開発動向を踏まえ、現在の手動運転

によるGSEとの走行性能との違いをモデル化した。 

  

３．シミュレーションモデルによる交通流の評価 

シミュレーション画像は動画再生により、空港内

交通流の時系列変化を視覚的に確認できる（図-2）。

また、シミュレーション結果から全GSEのブレーキ回

数や走行時間の総量、渋滞の発生箇所を抽出するこ

とで、車両交通の安全性や効率性を評価できる。 

図-2 シミュレーション画像のイメージ 

 

４．今後の展開 

将来の自動運転車の走行性能や車種別の自動運転

導入率等を複数ケース設定し、シミュレーションを

行い、自動運転導入による影響を評価する予定。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国土交通省航空局 第4回空港制限区域内の自動

走行に係る実証実験検討委員会 資料2  

着陸時刻

駐機地上走行 地上走行

移動 待機 機側作業 移動

移動 機側作業 移動

スポットイン
時刻

スポットアウト
時刻 離陸時刻

到着便作業

出発便作業

到着便 出発便
スポットイン予定時刻
より逆算して移動開始 スポットイン時刻から

一定時間経過後に作業開始

スポットアウト予定時刻
より、逆算して移動
および機側作業を開始

 

(株)アイ・トランスポート・ラボ
製「街路網交通流シミュレータ
AVENUE」を用いて羽田空港を
モデル化
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研究動向・成果

航空機地上支援車両（GSE）の 
自動走行シミュレーションモデルの開発
（研究期間 ： 平成 30 年度～）

空港研究部　空港計画研究室 

　主任研究官　黒田　優佳　室長　高橋　良正　研究員　平野　誠哉　研究員　森井　達也

（キーワード）　航空イノベーション、自動運転車、交通シミュレーション
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研究動向・成果 
 

表層舗設直後の 

アスファルト混合物層間の 

せん断強度 
(研究期間：平成30年度) 

空港研究部 空港施設研究室     坪川 将丈    河村 直哉 

（キーワード）  空港、アスファルト舗装、せん断強度 

 

１．はじめに 

空港の滑走路のアスファルト舗装では、層間剥離

が確認される場合がある。層間剥離は経年劣化によ

り発生する場合もあるが、切削オーバーレイ工事の

施工直後に何らかの原因により確認される場合もあ

る。空港における切削オーバーレイ工事は、深夜か

ら早朝に実施され、工事終了後の早朝から供用され

ることがほとんどであるが、仮に、舗設直後におい

て表層－基層間の層間付着強度が十分に発現してい

ない場合、舗設直後に航空機が走行することにより、

層間の接着が失われる可能性がある。しかしながら、

舗設直後の層間付着強度が計測された事例はない。 

そこで、舗設直後の層間付着強度を確認すること

を目的とし、室内においてアスファルト乳剤（以下、

乳剤）の種類や供試体養生温度を変化させて作成し

たアスファルト混合物供試体に対し、せん断強度を

計測した1)ので報告する。 

 

２．室内試験結果 

幅100mm×長さ100mm×高さ50mmの型枠内に基層

混合物を投入し、ローラーコンパクタで締め固め、

室温まで冷却させた後、型枠から高さ50mmの基層ブ

ロックを取り出す。次に、基層表面へ乳剤を塗布し

た後、基層上において基層と同様の方法で表層ブロ

ックを舗設する。この手順により、基層厚50mm，表

層厚50mmの供試体を作成する。最後に、供試体の基

層ブロック側を固定し、載荷速度1mm/分により表層

ブロック側を押すことによるせん断試験を実施した。 

供試体の作成では、基層ブロック舗設後の養生及

び乳剤塗布後の養生の温度を5℃・23℃とし、乳剤及

び養生時間はPK-4（30分養生）、PKM-T（30分養生）、

PKM-T＋分解促進剤（10分養生。以下、PKM-T分解促

進）とした。なお、せん断試験は供試体養生温度に

よらず23℃で実施した。 

図に供試体養生温度5℃におけるせん断強度を示

す。ばらつきはあるものの、表層舗設からの時間が

経過しても、せん断強度に大きな変化はないと考え

られる。この傾向は供試体養生温度を23℃としても

同様であった。 

以上のことから、せん断強度は、舗設直後の場合

と、舗設から時間が経過した場合とで大差はないと

考えられる。 

 

 

図 供試体養生温度5℃におけるせん断強度 

 

1) 坪川・河村・伊豆：表層舗設直後のアスファルト混合

物層間のせん断強度、土木学会第74回年次学術講演会、

2019 
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　 室長
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研究動向・成果 
 

表層舗設直後の 

アスファルト混合物層間の 

せん断強度 
(研究期間：平成30年度) 

空港研究部 空港施設研究室     坪川 将丈    河村 直哉 

（キーワード）  空港、アスファルト舗装、せん断強度 

 

１．はじめに 

空港の滑走路のアスファルト舗装では、層間剥離

が確認される場合がある。層間剥離は経年劣化によ

り発生する場合もあるが、切削オーバーレイ工事の

施工直後に何らかの原因により確認される場合もあ

る。空港における切削オーバーレイ工事は、深夜か

ら早朝に実施され、工事終了後の早朝から供用され

ることがほとんどであるが、仮に、舗設直後におい

て表層－基層間の層間付着強度が十分に発現してい

ない場合、舗設直後に航空機が走行することにより、

層間の接着が失われる可能性がある。しかしながら、

舗設直後の層間付着強度が計測された事例はない。 

そこで、舗設直後の層間付着強度を確認すること

を目的とし、室内においてアスファルト乳剤（以下、

乳剤）の種類や供試体養生温度を変化させて作成し

たアスファルト混合物供試体に対し、せん断強度を

計測した1)ので報告する。 

 

２．室内試験結果 

幅100mm×長さ100mm×高さ50mmの型枠内に基層

混合物を投入し、ローラーコンパクタで締め固め、

室温まで冷却させた後、型枠から高さ50mmの基層ブ

ロックを取り出す。次に、基層表面へ乳剤を塗布し

た後、基層上において基層と同様の方法で表層ブロ

ックを舗設する。この手順により、基層厚50mm，表

層厚50mmの供試体を作成する。最後に、供試体の基

層ブロック側を固定し、載荷速度1mm/分により表層

ブロック側を押すことによるせん断試験を実施した。 

供試体の作成では、基層ブロック舗設後の養生及

び乳剤塗布後の養生の温度を5℃・23℃とし、乳剤及

び養生時間はPK-4（30分養生）、PKM-T（30分養生）、

PKM-T＋分解促進剤（10分養生。以下、PKM-T分解促

進）とした。なお、せん断試験は供試体養生温度に

よらず23℃で実施した。 

図に供試体養生温度5℃におけるせん断強度を示

す。ばらつきはあるものの、表層舗設からの時間が

経過しても、せん断強度に大きな変化はないと考え

られる。この傾向は供試体養生温度を23℃としても

同様であった。 

以上のことから、せん断強度は、舗設直後の場合

と、舗設から時間が経過した場合とで大差はないと

考えられる。 

 

 

図 供試体養生温度5℃におけるせん断強度 

 

1) 坪川・河村・伊豆：表層舗設直後のアスファルト混合

物層間のせん断強度、土木学会第74回年次学術講演会、

2019 

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

pdf/201909a.pdf 
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研究動向・成果 
 

 

森川 

ICT活用工事の対象工種 
・適用技術等に関する研究 

 
 

（研究期間：平成28年度～） 
社会資本マネジメント研究センター 社会資本施工高度化研究室 
主任研究官 小塚 清 室長 森川 博邦 研究員 畑迫 勇太 

 交流研究員 天野 克己 交流研究員 西村 峰鷹 交流研究員 佐々木 陽 交流研究員 木村 圭佑 

（キーワード）  建設生産性、施工段階、i-Construction 

１．はじめに 

国土交通省においては、i-Constructionにおける

「ICTの全面的な活用」の取り組みの貫徹を図るべく

「ICTの全面的な活用の推進に関する実施方針」に基

づき、直轄事業等でICT活用工事を実施している。 

国土技術政策総合研究所においては、ICT活用工事

の一層の普及促進のため、対象工種・適用技術の拡

大や現場作業への適用性向上に向けた研究を行って

いる。同時に、民間企業等が有する施工・計測等に

関する技術を出来形管理等に速やかに反映するため

に国土交通本省が令和元年度より開始した「民間か

らの基準類提案制度」において、国としての要領・

基準化に必要な技術確認、検証などの研究を実施し

ている。 

本稿においては、上記取組みの概要について紹介

する。 

２．研究の概要 

 (1) ICT活用工事の対象工種・適用技術の拡大 

平成28年度から土工においてスタートしたICT活

用工事等を契機に、近年、施工機械の位置や施工情

報から設計値（３次元設計データ）との差分を算出

してオペレータに提供し、施工機械の操作をサポー

トする技術（マシンガイダンス）や、設計値（３次

元設計データ）に従って機械をリアルタイムに自動

制御し施工を行う技術（マシンコントロール）を搭

載した建設機械の普及・開発が進んでいる。同時に、

出来形等の計測に用いる機器の性能向上が進み、計

測条件・要求精度等が異なる浚渫工や法面工など

様々な工種への対応が可能となっている。また、出

来形計測結果を帳票化可能なソフトウェアについて

も、ICT活用工事の工種等の拡大に応じた適時の対応

が可能な体制が整えられつつある。 

国総研においては、国土交通本省と連携しつつ、

こうした情報を、民間団体等から収集した上で、生

産性の向上、工期の短縮、既存技術での対応可能性

等の要素を考慮しながら、ICT活用工事の適用範囲の

拡大対象を定め、拡大のための検討として、現場で

の計測（従来管理との比較）、ヒアリングによる生

産性向上効果等の把握などの研究を進めている。今

後も、同様のプロセスにより、適用範囲の更なる拡

大を進めていく予定である（図-1 参照）。 

図-1 ICT活用工事工種拡大のロードマップ 

 (2) ICT活用工事の工種・適用拡大後のフォローア

ップ 

過年度にICT活用工事による出来形管理の基準類

を整備・改正した工種を対象に、「新たな出来形管

理手法」と「従来手法（管理断面における出来形管

理）による出来形管理手法」双方について、計測デ

ータを収集、分析するとともに、それぞれの現場に

おける受発注者へのヒアリングを行い、生産性の向

上等に関する情報収集を行っている。 

天野 畑迫 小塚 
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研究動向・成果

ICT活用工事の対象工種・ 
適用技術等に関する研究
（研究期間 ： 平成 28 年度～）

社会資本マネジメント研究センター　 

社会資本施工高度化研究室 

　主任研究官　小塚　清　室長　森川　博邦　研究員　畑迫　勇太　交流研究員　天野　克己 

　交流研究員　西村　峰鷹　交流研究員　佐々木　陽　交流研究員　木村　圭佑

（キーワード）　建設生産性、施工段階、i-Construction

畑迫森川小塚 天野
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その結果をもとに、「新たな出来形管理手法」と

「従来手法」との比較等により、「新たな出来形管

理手法」が「従来手法」に比べ生産性の向上、維持

管理への活用、完成物の出来映えなどの観点で、優

れた点、劣った点などの結果を整理し、その結果を

踏まえ、それぞれの工種における出来形管理の課題

をとりまとめるとともに、課題への対応案を検討し

ている。 

国総研では、上記の取組を継続的に実施し、必要

に応じ、基準類の改正等へ反映している。 

(3) 民間等からの提案に基づく出来形管理等基準類 

の案作成支援 

令和元年度より、「産学官連携による基準作成の

取組み」として、民間等から基準類提案の募集を行

っている。基準類は、以下の①～③の区分により提

案を受けることとしており、令和元年9月に募集を

開始した。（図-2 参照） 

① 新たなICTを活用する提案（新技術） 

・既存のICT活用工種に、新たなICTを活用できる

ようにする基準類 

・新たな工種に、新たにICTを活用できるように

する基準類 

② 既存のICTの活用の対象を広げる提案（適用拡

大) 

・新たな工種に、既存のICT技術を活用できるよ

うにする基準類 

③ 既存の基準類の改定（カイゼン）を提案（改

善） 

・ICTを効率的に活用するために、既存の基準類

を改定（カイゼン）する基準類 
 

本募集に対し、延べ22件の提案が業界団体から提

出された（表-1に一部について概要を記載）。提案

を踏まえ、それぞれの提案者に対し、ヒアリングを

行い、必要に応じ、国土交通本省と国総研との協力

の下、提案の有効性、妥当性に関する検証を行うこ

ととしている。 

 検証の結果を踏まえ、検証等が終了したものにつ

いては、令和元年度内に要領化を予定している。 

図-2 民間等からの提案に基づく基準類作成の仕組み 

 

表-1 民間等提案（うち基準類に関するもの）の概要 

 

３．今後の研究について 

今年度までの成果を踏まえ、次年度以降、さらに

対象工種等を拡大するとともに、フォローアップを

実施し、より生産性向上等に資する基準類となるよ

う、取り組みを継続する予定である。 

適用　ICT 工種
等

区分 提案の概要

土工 改善

・標定点の設置緩和（RTK搭載型ＵＡＶ、
GNSS搭載型標定点の活用）
・ＵＡＶ写真計測時、GNSS搭載型標定点の
活用による削減
・カメラのレンズ性能を評価し、縦断・横断の
ラップ率緩和

舗装
工

適用
拡大

・舗装工に対して、ＵＡＶ写真測量技術を利用
可能

地上設置型レーザー
スキャナー

トン
ネル

適用
拡大

・トンネル工へのレーザースキャナー適用に
ついて、計測目的物に応じた計測密度等

土工 改善
・重機搭載レーザー計測システムの適用を
可能とする土工の出来形管理要領

舗装
修繕

適用
拡大

・舗装工（修繕工）において、TLSやノンプリ
TSの他、ＭＭＳの利用可能性も考慮

地上移動体搭載ステ
レオ写真測量

土工 改善
・スマートフォンによる動画データ等から点群
を生成し、土工の出来高管理を行う技術へ
の対応

TS等光波測量
構造
物（ト
ンネ
ル）

適用
拡大

・ＴＳ等を用いて計測した三次元座標を、すべ
ての構造物の計測に適用を拡大

土工
（切
土）

・ICT建設機械の作業装置（刃先）の「施工履
歴データ」を、出来形管理データとして活用

土工
（盛
土）

・整形目的で稼働した、振動ローラの稼働軌
跡データ（施工履歴データ）を、路体･路床の
最終出来形データとして活用

建設機械の施工装置
位置履歴（３次元計
測）

土工
適用
拡大

・任意の点を作業装置（刃先）の三次元座標
を用いて計測、出来形管理等への適用拡大

品
質
管
理

画像解析
骨材
粒度

新技
術

・画像粒度モニタリングで品質管理
・品質変動を検知した場合粒度試験により、
粒度を確認
・品質変動に応じた品質管理

無人航空機を活用し
た空中写真測量等
地上設置型レーザー
スキャナー等

土工
（玉
石・転
石）

適用
拡大

・土工掘削（面管理）の出来形管理基準に、
転石や玉石混じりの規格値を新設。

建設機械の施工装置
位置履歴（出来高・出
来形計測）

土工
（水
中）

改善
・水中部での掘削工の出来形管理基準にお
いて、設計下限値無しの選択

面
管
理
規
格
値

起
工
測
量

、
出
来
形
・
出
来
高
計
測

無人航空機を活用し
た空中写真測量

地上移動体搭載型
レーザースキャナー

建設機械の施工装置
位置履歴（出来高・出
来形計測）

改善
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その結果をもとに、「新たな出来形管理手法」と

「従来手法」との比較等により、「新たな出来形管

理手法」が「従来手法」に比べ生産性の向上、維持

管理への活用、完成物の出来映えなどの観点で、優

れた点、劣った点などの結果を整理し、その結果を

踏まえ、それぞれの工種における出来形管理の課題

をとりまとめるとともに、課題への対応案を検討し

ている。 

国総研では、上記の取組を継続的に実施し、必要

に応じ、基準類の改正等へ反映している。 

(3) 民間等からの提案に基づく出来形管理等基準類 

の案作成支援 

令和元年度より、「産学官連携による基準作成の

取組み」として、民間等から基準類提案の募集を行

っている。基準類は、以下の①～③の区分により提

案を受けることとしており、令和元年9月に募集を

開始した。（図-2 参照） 

① 新たなICTを活用する提案（新技術） 

・既存のICT活用工種に、新たなICTを活用できる

ようにする基準類 

・新たな工種に、新たにICTを活用できるように

する基準類 

② 既存のICTの活用の対象を広げる提案（適用拡

大) 

・新たな工種に、既存のICT技術を活用できるよ

うにする基準類 

③ 既存の基準類の改定（カイゼン）を提案（改

善） 

・ICTを効率的に活用するために、既存の基準類

を改定（カイゼン）する基準類 
 

本募集に対し、延べ22件の提案が業界団体から提

出された（表-1に一部について概要を記載）。提案

を踏まえ、それぞれの提案者に対し、ヒアリングを

行い、必要に応じ、国土交通本省と国総研との協力

の下、提案の有効性、妥当性に関する検証を行うこ

ととしている。 

 検証の結果を踏まえ、検証等が終了したものにつ

いては、令和元年度内に要領化を予定している。 

図-2 民間等からの提案に基づく基準類作成の仕組み 

 

表-1 民間等提案（うち基準類に関するもの）の概要 

 

３．今後の研究について 

今年度までの成果を踏まえ、次年度以降、さらに

対象工種等を拡大するとともに、フォローアップを

実施し、より生産性向上等に資する基準類となるよ

う、取り組みを継続する予定である。 

適用　ICT 工種
等

区分 提案の概要

土工 改善

・標定点の設置緩和（RTK搭載型ＵＡＶ、
GNSS搭載型標定点の活用）
・ＵＡＶ写真計測時、GNSS搭載型標定点の
活用による削減
・カメラのレンズ性能を評価し、縦断・横断の
ラップ率緩和

舗装
工

適用
拡大

・舗装工に対して、ＵＡＶ写真測量技術を利用
可能

地上設置型レーザー
スキャナー

トン
ネル

適用
拡大

・トンネル工へのレーザースキャナー適用に
ついて、計測目的物に応じた計測密度等

土工 改善
・重機搭載レーザー計測システムの適用を
可能とする土工の出来形管理要領

舗装
修繕

適用
拡大

・舗装工（修繕工）において、TLSやノンプリ
TSの他、ＭＭＳの利用可能性も考慮

地上移動体搭載ステ
レオ写真測量

土工 改善
・スマートフォンによる動画データ等から点群
を生成し、土工の出来高管理を行う技術へ
の対応

TS等光波測量
構造
物（ト
ンネ
ル）

適用
拡大

・ＴＳ等を用いて計測した三次元座標を、すべ
ての構造物の計測に適用を拡大

土工
（切
土）

・ICT建設機械の作業装置（刃先）の「施工履
歴データ」を、出来形管理データとして活用

土工
（盛
土）

・整形目的で稼働した、振動ローラの稼働軌
跡データ（施工履歴データ）を、路体･路床の
最終出来形データとして活用

建設機械の施工装置
位置履歴（３次元計
測）

土工
適用
拡大

・任意の点を作業装置（刃先）の三次元座標
を用いて計測、出来形管理等への適用拡大

品
質
管
理

画像解析
骨材
粒度

新技
術

・画像粒度モニタリングで品質管理
・品質変動を検知した場合粒度試験により、
粒度を確認
・品質変動に応じた品質管理

無人航空機を活用し
た空中写真測量等
地上設置型レーザー
スキャナー等

土工
（玉
石・転
石）

適用
拡大

・土工掘削（面管理）の出来形管理基準に、
転石や玉石混じりの規格値を新設。

建設機械の施工装置
位置履歴（出来高・出
来形計測）

土工
（水
中）

改善
・水中部での掘削工の出来形管理基準にお
いて、設計下限値無しの選択

面
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理
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値

起
工
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量

、
出
来
形
・
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来
高
計
測
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１．はじめに 

国土交通省では、「ICTの全面的な活用（ICT土工）」

等の施策を建設現場に導入することによって、建設

生産システム全体の生産性向上を図り、もって魅力

ある建設現場を目指す取組であるi-Constructionを

進めており、2025年までに生産性を2割向上させるこ

とを目標としている。 

国総研は、2016年3月にi-Construction推進本部を

立ち上げ、ICT施工・3次元データの活用等による建

設現場の生産性向上に関する研究・開発及び普及に

取り組んでいる。 

 

２．BIM/CIMの活用促進 

BIM/CIMの普及活用のため、各地整にてBIM/CIMス

ーパーモデル事務所が12箇所指定され、『3次元情報

活用モデル事業』が進められている。 

2019年度は、3次元モデルの作成を容易にし普及を

促進するため、形状のテンプレートと対応するパラ

メータの組み合わせにより作成される3次元のパラ

メトリックモデルの仕様検討やソフトウェアの機能

要件の作成を行った。また、既存の構造物の３Dモデ

ル構築を図るため、2次元図面から3Dモデルを自動生

成する手法の開発を進めた。 

 

３．施工データの３D化による生産性の把握 

i-Constructionの推進による生産性の向上効果を

適切に評価するためには、現場の人員や機械の動き

を正確に把握する必要がある。 

2019年度は、国内ではあまり普及していない定置

式水平ジブクレーンを活用した建設現場にて、作業

員の動き等を3次元で把握する調査を実施し、同重量

の鉄筋、型枠、足場等を組むのにかかった時間が３

割縮減されたことを確認した。 

写真 定置式水平ジブクレーンを用いた現場状況 

４．今後の展開 

国土交通省は、2019年度をi-Constructionの『貫

徹』の年と位置付け、基準類の策定等を行った。今

後さらにこれらの取組が建設現場に普及するよう、

実装に向けた要領の作成、普及支援策の検討、民間

企業の持つ技術の認定の仕組みの試行等を行う研究

を進めていく。 

パラメトリックモデル：幅・高さ等のパラメータで形状を

指定することができる３Dモデル 
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道路構造物研究部　道路構造物管理システム研究官
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る省エネ・創エネ技術に関 

するB-DASHプロジェクトの 

実証研究・ガイドラインの策定 
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下水道研究部 下水処理研究室 
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１．はじめに 

下水道は、国民生活にとって必要不可欠な社会資

本であるが、地球温暖化や資源・エネルギー需給逼

迫への対応として、省エネルギー対策とともに、下

水汚泥のエネルギー利用をはじめとする資源利用

等のポテンシャルの活用が求められている。 

このような社会的要請及を踏まえた新技術も開発

されつつあるが、まだ実績が少なく導入に慎重な下

水道事業者も多い。このため、国土交通省では、「下

水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェクト）」

を2011年度より開始しており、国総研下水道研究部

は、実証事業の実施機関となっている（B-DASH：

Breakthrough by Dynamic Approach in Sewage High 

technology）。その目的は、下水道事業におけるコ

スト縮減や再生可能エネルギーの創出等を実現する

ため、優れた革新的技術を実証したのち、技術導入

のためのガイドラインを策定し、本技術を普及させ

ることである。ここでは、今年度、新たに策定した

技術導入ガイドラインのうち省エネ・創エネに関す

るもの３件と今年度から新たに実証事業を始めた１

件について、報告するものである。 

 

２．ガイドラインの概要 

実証研究の成果に基づき、地方公共団体の意見も

踏まえた上で、技術毎にガイドラインをとりまとめ、

有識者による評価を受けた。ガイドライン（案）の

構成は以下のとおり。（表-1） 

表-1 ガイドライン（案）の構成 

第1章 総則 目的、適用範囲、用語の定義 

第2章 技術の概要 技術の特徴、適用条件、評価結果 

第3章 導入検討 導入検討手法、導入効果検討例 

第4章 計画・設計 導入計画、設計 

第5章 維持管理 点検項目、頻度等 

資料編 実証結果、ケーススタディ等 

３．実証技術の概要等 

 (1)～(3)が新たに策定したガイドラインの概要、

(4)が新たに始めた実証事業の概要である。  

(1)高効率消化システムによる地産地消エネルギー

活用技術 

小規模処理場等から発生する未利用バイオマスの

活用、無動力消化槽撹拌装置、バイオガス発生量を

増加させる汚泥可溶化装置、バイオガスを用いた高

効率な燃料電池を組み合わせた高効率消化システム

技術について、安定した消化槽運転やガス発生量の

増加等を確認するための実証を行った。本技術によ

り、下水処理場のエネルギー自給率の向上、汚泥の

集約処理による処分費の低減が期待される。（図-1） 

 

 

図-1 技術の概要 

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ

の貼り付

けは不要 

 

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ

の貼り付

けは不要 

 

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ

の貼り付

けは不要 

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ

の貼り付

けは不要 

要） 

室長 主任研究官 
 

研究官 

研究官 研究官 
(博士(工学)) 

 

研究官 
  

交流研究員 

研究官 

田隝 
 

岩渕 
 

藤井 
 

松橋 
 

3.

豊
か
な
暮
ら
し
の
礎
と
な
る
地
域
づ
く
り
を
支
え
る
研
究

研究動向・成果

下水処理/汚泥処理における 
省エネ・創エネ技術に関する 
B-DASHプロジェクトの 
実証研究・ガイドラインの策定
（研究期間 ： 平成 27 年度～）

下水道研究部　下水処理研究室 

　室長　田隝　淳　主任研究官　岩渕　光生　研究官　藤井　都弥子　研究官　松橋　学 

　研究官　山本　明広　 研究官
（博士（工学））

　粟田　貴宣　研究官　石川　剛士　交流研究員　佐藤　拓哉

（キーワード）　下水道資源の有効利用、既存ストックの有効活用、バイオガス、燃料電池

松橋藤井岩渕田隝

- 96 -- 96 -



 

研究動向・成果 
 

 

下水処理／汚泥処理におけ 

る省エネ・創エネ技術に関 

するB-DASHプロジェクトの 

実証研究・ガイドラインの策定 
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１．はじめに 

下水道は、国民生活にとって必要不可欠な社会資

本であるが、地球温暖化や資源・エネルギー需給逼

迫への対応として、省エネルギー対策とともに、下

水汚泥のエネルギー利用をはじめとする資源利用

等のポテンシャルの活用が求められている。 

このような社会的要請及を踏まえた新技術も開発

されつつあるが、まだ実績が少なく導入に慎重な下

水道事業者も多い。このため、国土交通省では、「下

水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェクト）」

を2011年度より開始しており、国総研下水道研究部

は、実証事業の実施機関となっている（B-DASH：

Breakthrough by Dynamic Approach in Sewage High 

technology）。その目的は、下水道事業におけるコ

スト縮減や再生可能エネルギーの創出等を実現する

ため、優れた革新的技術を実証したのち、技術導入

のためのガイドラインを策定し、本技術を普及させ

ることである。ここでは、今年度、新たに策定した

技術導入ガイドラインのうち省エネ・創エネに関す

るもの３件と今年度から新たに実証事業を始めた１

件について、報告するものである。 

 

２．ガイドラインの概要 

実証研究の成果に基づき、地方公共団体の意見も

踏まえた上で、技術毎にガイドラインをとりまとめ、

有識者による評価を受けた。ガイドライン（案）の

構成は以下のとおり。（表-1） 

表-1 ガイドライン（案）の構成 

第1章 総則 目的、適用範囲、用語の定義 

第2章 技術の概要 技術の特徴、適用条件、評価結果 

第3章 導入検討 導入検討手法、導入効果検討例 

第4章 計画・設計 導入計画、設計 

第5章 維持管理 点検項目、頻度等 

資料編 実証結果、ケーススタディ等 

３．実証技術の概要等 

 (1)～(3)が新たに策定したガイドラインの概要、

(4)が新たに始めた実証事業の概要である。  

(1)高効率消化システムによる地産地消エネルギー

活用技術 

小規模処理場等から発生する未利用バイオマスの

活用、無動力消化槽撹拌装置、バイオガス発生量を

増加させる汚泥可溶化装置、バイオガスを用いた高

効率な燃料電池を組み合わせた高効率消化システム

技術について、安定した消化槽運転やガス発生量の

増加等を確認するための実証を行った。本技術によ

り、下水処理場のエネルギー自給率の向上、汚泥の

集約処理による処分費の低減が期待される。（図-1） 
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(2)温室効果ガス削減を考慮した発電型汚泥焼却技

術 

汚泥焼却炉からの未利用廃熱を活用した高効率発

電技術と、既存の流動床式汚泥焼却炉にも適用可能

で、NOx、N2Oの排出を同時に抑制する局所撹拌空気

吹込み技術を組み合わせたシステム技術について、

発電量やNOx、N2O排出量削減効果を確認するための

実証を行った。本技術の導入により、下水道施設の

電力自給率の向上や温室効果ガス排出量の大幅削減

が期待される。（図-2） 

 

(3)メタン精製装置と吸蔵容器を用いた集約の実用

化に関する技術 

複数の中小規模下水処理場から発生する余剰バイ

オガスを精製して吸蔵容器に貯蔵し、車両で運搬・

集約して1箇所で発電する技術について、年間を通じ

て安定したガスの精製、発電を行うための実証を行

った。本技術の導入により、中小規模処理場におけ

る汚泥由来のエネルギーの有効活用の促進、創エネ

ルギーによる維持管理費削減等が期待される。（図

-3） 

 

(4)単槽型硝化脱窒プロセスのICT･AI制御による高

度処理技術 

ICT・AIを活用し、反応タンク流入負荷変動に対応

する空気量制御により高度処理と同等処理水質の達

成と、空気量と連動した送風機吐出圧力の自動演算・

制御により消費電力を削減する技術の実証事業を町

田市鳴瀬クリーンセンターにおいて実施中。本技術

の導入により、高度処理に比べ建設費の抑制、省エ

ネの実現、維持管理者の負担が軽減され、高度処理

化の推進が期待される。（図-4） 

 

４．成果の活用及び今後の展開 

国総研では、実証結果を踏まえてガイドラインを

作成するとともに、地方公共団体や下水道関係企業

等に紹介するため、2019年8月にパシフィコ横浜会議

センターにてガイドライン説明会を開催し、100名以

上の方々に参加頂いたところである。また、単槽型

硝化脱窒プロセスのICT･AI制御による高度処理技術

については令和2年1月に実証施設が完成し、運転を

開始したところである。 

今後も、新技術の実証に取り組んでいくとともに、

ガイドラインの紹介等により革新的技術の普及に努

めていく所存である。 

 

 

☞詳細情報はこちら 

【参考】各種ガイドライン掲載 

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

 

図-2 技術の概要 

 

図-3 技術の概要 

 

図-4 技術の概要 
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中山間地で自動運転車を円 

滑に走行させるための課題 

とその対応 
（研究期間：平成29年度～令和元年度） 
道路交通研究部 ITS研究室 

井坪 慎二 研究官 岩里 泰幸        関谷 浩孝 

（キーワード）  道の駅、自動運転、実証実験 

 

１．はじめに 

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）第2期／自動運転（システムと

サービスの拡張）において、高齢化が進行する中山

間地域における人流・物流確保のため、「道の駅」

等を拠点とした自動運転サービスの社会実装を目指

し、平成29年度より実証実験を実施している。平成

29年度は全国13箇所で実証実験を実施し、その後5箇

所を追加し、これまで全国18箇所で実験を行った。 

 

２．円滑な自動運転に向けた分析 

本実証実験において使用した自動運転車両は公募

を行い、4車両が選定された（一例を図-1に示す）。

これらの車両はあらかじめセットされた軌跡通りに

走行を行うが、路上駐車など走路上に障害物がある

場合には、センサで検知を行い停止、または人間が

ハンドル操作を行い障害物等を回避する。後者の「手

動介入等」と呼ぶ操作を削減することが円滑な自動

運転の実現に繋がる。このため、国総研では手動介

入等が発生している要因を分析し、対策を立案した。

本稿ではその概要について紹介する。詳しくは参考

文献１）を参照されたい。 

手動介入等の分析にあたっては、手動介入等が発

生した時間や場所と要因について、運行日報やドラ

イバーへのヒアリング、車載ドライブレコーダーを

設置し取得した映像等と照合することで、把握を行

った。 

 

 

図-1 実験に用いた車両の一例（カートタイプ） 

 

３．手動介入等の分析結果 

 平成29年度に実施した13箇所の実験における手動

介入等の発生状況を以下に示す。それらの走行につ

いて、手動介入等により自動走行が継続出来なかっ

た事象の内訳を図-2に示す。 

 

 

図-2 手動介入等の発生状況 

「路車連携型」技術

埋設された電磁誘導線からの
磁力を感知して、既定ルートを
走行
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１．はじめに 

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）第2期／自動運転（システムと

サービスの拡張）において、高齢化が進行する中山

間地域における人流・物流確保のため、「道の駅」

等を拠点とした自動運転サービスの社会実装を目指

し、平成29年度より実証実験を実施している。平成

29年度は全国13箇所で実証実験を実施し、その後5箇

所を追加し、これまで全国18箇所で実験を行った。 

 

２．円滑な自動運転に向けた分析 

本実証実験において使用した自動運転車両は公募

を行い、4車両が選定された（一例を図-1に示す）。

これらの車両はあらかじめセットされた軌跡通りに

走行を行うが、路上駐車など走路上に障害物がある

場合には、センサで検知を行い停止、または人間が

ハンドル操作を行い障害物等を回避する。後者の「手

動介入等」と呼ぶ操作を削減することが円滑な自動

運転の実現に繋がる。このため、国総研では手動介

入等が発生している要因を分析し、対策を立案した。

本稿ではその概要について紹介する。詳しくは参考

文献１）を参照されたい。 

手動介入等の分析にあたっては、手動介入等が発

生した時間や場所と要因について、運行日報やドラ

イバーへのヒアリング、車載ドライブレコーダーを

設置し取得した映像等と照合することで、把握を行

った。 

 

 

図-1 実験に用いた車両の一例（カートタイプ） 

 

３．手動介入等の分析結果 

 平成29年度に実施した13箇所の実験における手動

介入等の発生状況を以下に示す。それらの走行につ

いて、手動介入等により自動走行が継続出来なかっ

た事象の内訳を図-2に示す。 

 

 

図-2 手動介入等の発生状況 
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図-2によると、手動介入等は混在交通によるもの、

センサの機能低下によるもの、道路管理レベルによ

るものに大別できる1)。 

手動介入等で最も多かったのが、図-3のように走

路上の路上駐車車両の回避によるものである。 

 

図-3 走路上の路上駐車 

 また沿道の民地等からの走路上への植栽の繁茂や、

道路脇への除雪により幅員が狭くなり車両センサが

障害物として検知して、走行停止や手動運転で回避

する場合があった(図-4)。これは、自動運転のスム

ーズな運行には、適切な幅員の確保の必要性や、適

切な管理レベルの必要性を示していると考えられる。 

 

図-4 植栽の障害物としての検知 

 

４．手動介入等を減少させるための対策の立案 

 このような手動介入等の状況を踏まえ、円滑な自

動運転車の走行のためには、以下の様な対策が必要

であると考えられる1)。 

(1) 走行空間の確保、退避場所の設定 

(2) 道路管理レベルの向上 

(3) 事故位置特定のインフラ支援 

例えば(1)走行空間の確保については、路上駐車の

抑制や歩行者動線との完全分離等の工夫が必要であ

る。路面標示による対策例のイメージを図-5に示す。

その他、自動運転車の待避スペースを設置して後続

の一般車が円滑に追い越しを行うことができるよう

にすることが必要である。 

 

図-5 走行空間確保の例 

また(2) 道路管理レベルの向上については、沿道

の民地等の植栽や道路脇の除雪塊等の影響について

は、地元とも協力し自動運転を考慮した道路管理レ

ベルの設定や、除雪や積雪時を考慮した走行位置の

設定が必要と考えられる。特に除雪については費用

もかかることから、沿道の住民との協力が不可欠で

ある。 

 

５．おわりに 

国総研による本分析と対策の立案をふまえて、自

動運転に対応した道路空間に関する検討会の中間と

りまとめが作成された2)。また上小阿仁村では、自動

運転サービスの社会実装に向けた取組が進んでいる。

今後の社会実装の拡大に向けて技術支援を引き続き

行っていく。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 第60回土木計画学研究発表会 No.7172 

実証実験を通じた中山間地域における自動運転の課

題と対応についての分析 

2) 自動運転に対応した道路空間に関する検討会 

中間とりまとめ 

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-

council/road_space/pdf/chu-matome.pdf 

進行方向

植栽を障害物と検知し停止 進行方向

路面標示の例 

     ↓ 
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による居住性向上の可能性 

(研究期間：平成30年度～) 

住宅研究部 住宅計画研究室   藤本 秀一     渡邊 史郎 

長谷川 洋 住宅ストック高度化研究室  片山 耕治 

（キーワード）  既存住宅、居住性、改修、住宅性能 

 

１．はじめに 

築後年数の経過した既存住宅は、遮音性、省エネ

ルギー性、バリアフリー性等の水準は低く、また、

間取りや設備の陳腐化等が進んでいる。ストックの

有効活用の観点からは、多様な世代が快適に居住で

きるための居住性向上の改修が必要である。既存住

宅ストックの居住性向上は、若年世代等の流入促進

等を通じて高経年化した郊外住宅市街地の再生にも

効果的である。一方、区分所有マンションでは合意

形成の観点から、賃貸住宅ではまとまった仮移転先

の確保の困難等から、住みながら改修（※1）とするこ

とも重要なポイントとなっている。 

２．既存住宅の仕様・性能と改修の要求水準 

 共同住宅を対象に、建設年代による仕様・性能の

変遷（トレンド）を整理し、改修のベースとなる既

存住宅の仕様・性能を把握した。また、郊外住宅地へ

の居住意向を有する世帯の居住ニーズをwebアンケート

調査から把握し、既存住宅で改善が求められる主要な仕

様・性能項目と満足すべき水準レベルを設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．住みながら改修の現状と可能性 

 耐震性等の安全性のほか、若年子育て世帯、高齢

世帯にニーズが高い居住性項目であるバリアフリー

性、温熱環境等の住みながら改修の実態と、既存住

宅の仕様・性能レベル、改善による要求水準の関係

から課題と可能性を整理した。 

 階段室型中層住棟のバルコニー側へのエレベータ

設置、階段室単位での仮移転による移転住戸の最少

化、狭小住戸の2戸1化による住戸面積拡大、外断熱

化と二重サッシ化による断熱性向上の工事実施条件、

施工計画等の注意ポイントを整理、建物躯体の斫り、

穿孔等に伴う騒音・振動等の実態と居住者への影響

を把握し、住みながら改修の可能性について検討を

行った。 

※1 本稿では、工事期間中にすべての居住者が同時に移転

する状態を伴わずに実施できる改修で、住戸内に入ら

ないで実施できる改修、工事の対象住戸以外の居住者

が住んだままで実施できる改修、対象住宅の居住者が

仮住まい期間を最短化できる改修等を含むものとし

ている。 

住宅性能研究官 
(博士(工学)) 
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室長 
 

写真-1 2棟間へのエレベーター設置 

（公的賃貸住宅） 

写真-2 外断熱＋二重サッシ化によ

る断熱性向上（民間マンション） 

写真-3 2戸1化による住戸拡大 

（公的賃貸住宅） 
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研究動向・成果 
 

既存住宅の住みながら改修 

による居住性向上の可能性 

(研究期間：平成30年度～) 

住宅研究部 住宅計画研究室   藤本 秀一     渡邊 史郎 

長谷川 洋 住宅ストック高度化研究室  片山 耕治 

（キーワード）  既存住宅、居住性、改修、住宅性能 

 

１．はじめに 

築後年数の経過した既存住宅は、遮音性、省エネ

ルギー性、バリアフリー性等の水準は低く、また、

間取りや設備の陳腐化等が進んでいる。ストックの

有効活用の観点からは、多様な世代が快適に居住で

きるための居住性向上の改修が必要である。既存住

宅ストックの居住性向上は、若年世代等の流入促進

等を通じて高経年化した郊外住宅市街地の再生にも

効果的である。一方、区分所有マンションでは合意

形成の観点から、賃貸住宅ではまとまった仮移転先

の確保の困難等から、住みながら改修（※1）とするこ

とも重要なポイントとなっている。 

２．既存住宅の仕様・性能と改修の要求水準 

 共同住宅を対象に、建設年代による仕様・性能の

変遷（トレンド）を整理し、改修のベースとなる既

存住宅の仕様・性能を把握した。また、郊外住宅地へ

の居住意向を有する世帯の居住ニーズをwebアンケート

調査から把握し、既存住宅で改善が求められる主要な仕

様・性能項目と満足すべき水準レベルを設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．住みながら改修の現状と可能性 

 耐震性等の安全性のほか、若年子育て世帯、高齢

世帯にニーズが高い居住性項目であるバリアフリー

性、温熱環境等の住みながら改修の実態と、既存住

宅の仕様・性能レベル、改善による要求水準の関係

から課題と可能性を整理した。 

 階段室型中層住棟のバルコニー側へのエレベータ

設置、階段室単位での仮移転による移転住戸の最少

化、狭小住戸の2戸1化による住戸面積拡大、外断熱

化と二重サッシ化による断熱性向上の工事実施条件、

施工計画等の注意ポイントを整理、建物躯体の斫り、

穿孔等に伴う騒音・振動等の実態と居住者への影響

を把握し、住みながら改修の可能性について検討を

行った。 

※1 本稿では、工事期間中にすべての居住者が同時に移転

する状態を伴わずに実施できる改修で、住戸内に入ら

ないで実施できる改修、工事の対象住戸以外の居住者

が住んだままで実施できる改修、対象住宅の居住者が

仮住まい期間を最短化できる改修等を含むものとし

ている。 
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写真-1 2棟間へのエレベーター設置 

（公的賃貸住宅） 

写真-2 外断熱＋二重サッシ化によ

る断熱性向上（民間マンション） 

写真-3 2戸1化による住戸拡大 

（公的賃貸住宅） 

 

研究動向・成果 
 

建築物のエネルギー消費性 

能の向上を目指したファサ 

ード設計法に関する研究 
(研究期間：平成29年度～令和元年度) 

住宅研究部 建築環境研究室 

三木 保弘 羽原 宏美 宮田 征門  

住宅研究部 桑沢 保夫  

（キーワード）  省エネルギー、ファサード、温熱環境、光環境 

 

１．建築物の省エネ化に向けたファサード設計 

建築物の更なる省エネ化の実現には、建築設計プ

ロセスの上流側であるファサード（外壁、窓、屋根

などの建築外皮）の設計により、空調負荷など設備

そのものにかかる負荷を削減することが重要である。

そこで、本研究では、様々なファサードが空調・照

明設備のエネルギー消費量の削減に対し及ぼす影響

を検討し、ファサードによるエネルギー消費性能向

上に向けた設計法を整備することを目的としている。 

 

２．省エネファサード設計のための技術資料の検討 

本研究は、表に示すフローに沿い進めている。最

終年度である本年度は、省エネファサードの設計に

資するガイドライン案を作成するため、その基とな

る技術資料をとりまとめた。技術資料は、空調負荷

はEnergyPlus、照明負荷はRadianceという、省エネ

と室内環境の評価について実績のあるソフトウェア

により、代表的なファサードの違いによる年間シミ

ュレーションを行った結果を用い、一般的なオフィ

スを想定した建築物の設計において参考となる省エ

ネ性能、設計実務上の留意点、温熱・光環境の確保

における考え方をまとめている。図-1、図-2は、大

規模な建築物のオフィス執務室を想定した場合の技

術資料の一部である。奥行きの長い大きな室の場合、

設計として最も重視される年間の空調負荷は冷房負

荷が支配的であり、ファサードの違いの影響は非常

に小さいが、照明削減効果は、方位などに応じたフ

ァサードの違いの昼光利用効果は大きくなる。一方、

中規模の建物の場合は室奥が短いため、ファサード

の空調負荷に対する照明削減効果の影響が相対的に

大きくなり、ファサード設計がより効果的になる。

これも、同様に図として資料に掲載している。 

 

３．今後の展開 

今後、よりグラフィカルな図等を用いて設計者に

わかりやすくなるように技術資料を整理し、省エネ

設計ガイドラインとして発行する予定である。 

表 研究期間全体の研究フロー 

 

 

図-1 ファサードの違いによる年間の空調負荷 

 

図-2 ファサードの違いによる年間の照明削減効果 
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研究動向・成果

建築物のエネルギー消費性能の 
向上を目指したファサード設計法に 
関する研究
（研究期間 ： 平成 29 年度～令和元年度）

住宅研究部　建築環境研究室 

　 室長
（博士（工学））

　三木　保弘　 主任研究官
（博士（工学））

　羽原　宏美　 主任研究官
（博士（工学））

　宮田　征門　 

住宅研究部　住宅情報システム研究官
（博士（工学））

　桑沢　保夫

（キーワード）　省エネルギー、ファサード、温熱環境、光環境

- 101 -- 101 -



332

 

研究動向・成果 
 

 

多様化する生活支援機能を踏まえた 

都市構造の分析・評価技術の開発 
 

(研究期間：平成29年度～令和元年度) 

都市研究部 都市施設研究室    中西 賢也     吉田 純土 

（キーワード）コンパクトシティ、集約型都市構造、居住地選択要因、DID、評価指標  

 

１．研究の背景と目的 

人口減少・超高齢社会の急速な進展及び行政の厳

しい財政制約下で、都市においても持続可能性や生

産性の向上等を図ることが我が国にとって喫緊の課

題である。都市の持続可能性や生産性の向上に繋が

る集約型都市構造（コンパクトシティ）への転換を

促進するために、平成26年5月に改正された「都市再

生特別措置法」において、都市機能誘導区域や居住

誘導区域を定めることにより都市の集約化を図る立

地適正化計画制度が導入されるなど、都市のコンパ

クト化に向けた制度的枠組みが強化されつつある。 

そのような、コンパクト化が必要な全国の都市に

おいては人口規模や都市形成過程等の違いに伴う多

様な都市・地域特性があり、その特性に応じて「コ

ンパクト化の方向性」にも多様なバリエーションが

あり得るものと考えられる。そのため、都市の特性

に応じ、日常生活に必要な生活支援機能を有する施

設の分布状況を勘案した、適切な都市構造の選択を

可能とする評価手法の検討が必要である。 

 

２．DID（人口集約地区）データの分析 

都市の集約化の現状を定量的に把握するために

DIDと人口密度等の関係について、2005年～2015年を

対象に分析を行った。なお、以下では、5%以上の増

加、±5%以内、5%以上の減少を、それぞれ、「増加」、

「現状維持」、「減少」としている。 

・全912都市中、DID面積が増加している都市は241都

市(26.4%)、現状維持の都市は582都市(63.8%)、減少

いている都市は89都市(9.8%)。 

・DID面積が増加している都市で、DID人口密度が増

加している都市は33都市、現状維持は142都市、減少

している都市は66都市となっている（図-1）。DID面

積増加とDID人口密度が減少している都市について

は、市街地のスプロール化やスポンジ化が生じてい

る可能性が高いと考えられる。 

・DID面積が減少している都市で、DID人口密度が増

加している都市は14都市、現状維持は30都市、減少

している都市は45都市となっている（図-2）。DID面

積減少とDID人口密度が増加している都市について

は、人口が集約し、都市構造も集約化が進んでいる

と考えられる。 

 

図-1 （DID面積増）DID人口密度の増減別都市数 

 

図-2 （DID面積減）DID人口密度の増減別都市数 
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研究動向・成果

多様化する生活支援機能を踏まえた 
都市構造の分析・評価技術の開発
（研究期間 ： 平成 29 年度～令和元年度）

都市研究部　都市施設研究室 

　室長　中西　賢也　主任研究官　吉田　純土

（キーワード）　コンパクトシティ、集約型都市構造、居住地選択要因、DID、評価指標
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研究動向・成果 
 

 

多様化する生活支援機能を踏まえた 

都市構造の分析・評価技術の開発 
 

(研究期間：平成29年度～令和元年度) 

都市研究部 都市施設研究室    中西 賢也     吉田 純土 

（キーワード）コンパクトシティ、集約型都市構造、居住地選択要因、DID、評価指標  

 

１．研究の背景と目的 

人口減少・超高齢社会の急速な進展及び行政の厳

しい財政制約下で、都市においても持続可能性や生

産性の向上等を図ることが我が国にとって喫緊の課

題である。都市の持続可能性や生産性の向上に繋が

る集約型都市構造（コンパクトシティ）への転換を

促進するために、平成26年5月に改正された「都市再

生特別措置法」において、都市機能誘導区域や居住

誘導区域を定めることにより都市の集約化を図る立

地適正化計画制度が導入されるなど、都市のコンパ

クト化に向けた制度的枠組みが強化されつつある。 

そのような、コンパクト化が必要な全国の都市に

おいては人口規模や都市形成過程等の違いに伴う多

様な都市・地域特性があり、その特性に応じて「コ

ンパクト化の方向性」にも多様なバリエーションが

あり得るものと考えられる。そのため、都市の特性

に応じ、日常生活に必要な生活支援機能を有する施

設の分布状況を勘案した、適切な都市構造の選択を

可能とする評価手法の検討が必要である。 

 

２．DID（人口集約地区）データの分析 

都市の集約化の現状を定量的に把握するために

DIDと人口密度等の関係について、2005年～2015年を

対象に分析を行った。なお、以下では、5%以上の増

加、±5%以内、5%以上の減少を、それぞれ、「増加」、

「現状維持」、「減少」としている。 

・全912都市中、DID面積が増加している都市は241都

市(26.4%)、現状維持の都市は582都市(63.8%)、減少

いている都市は89都市(9.8%)。 

・DID面積が増加している都市で、DID人口密度が増

加している都市は33都市、現状維持は142都市、減少

している都市は66都市となっている（図-1）。DID面

積増加とDID人口密度が減少している都市について

は、市街地のスプロール化やスポンジ化が生じてい

る可能性が高いと考えられる。 

・DID面積が減少している都市で、DID人口密度が増

加している都市は14都市、現状維持は30都市、減少

している都市は45都市となっている（図-2）。DID面

積減少とDID人口密度が増加している都市について

は、人口が集約し、都市構造も集約化が進んでいる

と考えられる。 

 

図-1 （DID面積増）DID人口密度の増減別都市数 

 

図-2 （DID面積減）DID人口密度の増減別都市数 
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２．居住地選択要因調査 

 都市構造の形成要因を把握するため、転居検討層

に対してアンケート調査を行い、居住の実態、居住

地選択要因等について把握した。調査の概要は以下

の通り。 

＜アンケート調査概要＞ 

対 象 者：東京都府中市、石川県金沢市の世帯主

あるいは世帯主の配偶者 

調査方法：WEB調査 

回答者数：府中市、金沢市それぞれ500名 

調査時期：2019年1～2月 

 

金沢市におけるアンケート結果をみると、転居先

を自由に決められる場合の希望する転居先（図-3）

は、拠点的なエリアであるエリア１が47.6%で、現在

の居住地（図-4）と比較すると、その比率が現況の

3倍位近くになっている。希望のエリアに住めない要

因（図-5）は、土地・住宅の価格の高さが最も多く、

次いで通勤・通学の不便さ、買物の不便さである。

この結果より、拠点的なエリアに住みたい方は多い

が、価格の高さ等が障害になっている事がわかる。 

あわせて、コンパクトシティ政策の認知度を尋ね

たところ、「知っている」と回答した方は16.8%であ

り、55.6%は「全く知らない」と回答しており、コン

パクトシティ政策に関する認知度が低い現状が明ら

かになった。 

 

３．都市構造評価指標の整理 

 既存の都市構造評価で用いられている指標を整理

するため、25の研究等のレビューを行った。その結

果、ⅰ)人口密度が一定値以上の面積を基礎とする指

標(DIDなど)、ⅱ)都市機能へ

のアクセス性、交通施設の拠

点性を示す指標(施設からの

一定距離の人口カバー率な

ど)、ⅲ)生活サービス施設の

利便性を示す指標(施設の人

口カバー率など)、ⅳ)都市の

形状を考慮する指標(人口集

積地の分布を示す「標準距離」

など)、に分類できた。 

 

４．今後の取り組み 

 簡易かつ分かりやすい都

市構造の評価手法の構築を

行い、その実用性の検証を進

めているところである。 
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■エリア１：公共交通でアクセスしやすい公共施設や商業施設が集まる拠点的なエリア

■エリア２：鉄道駅に近い住宅地のエリア

■エリア３：駅からは遠いが歩いて行ける

最寄りのバス停のバス利用が便利な商業施設等が集まるエリア
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最寄りのバス停のバス利用が便利な住宅地のエリア

■エリア５：駅から遠く、バスの利用もあまり便利ではないが

緑が多いなど環境が良いエリア

■その他

図-5 住みたいところに住めない要因 

図-3 転居先を自由に決められる場合の転居先 
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研究動向・成果 
 

 

AIを活用した緑視率の計測技術 

の開発 

 
(研究期間：平成30年度～令和2年度) 

都市研究部 都市開発研究室      大橋 征幹           石井 儀光 

都市計画研究室          勝又 済    

（キーワード）  都市、緑視率、人工知能  

 

１．緑地等による都市環境改善効果の定量的評価手

法に関する研究 

国総研では、緑の定量的な計測・評価手法を開発

し、緑地等の多面的な機能を効果的に発揮させ計画

的に活用するための技術的知見を整備することを目

指し、「緑地等による都市環境改善効果の定量的評

価手法に関する研究」１）を実施している。 

ここでは、この研究の中で開発を進めているAIを

利用した緑視率の計測技術について紹介する。 

２．AIによる緑視率調査の高度化 

 本研究では、緑視率調査手順のうち、画像から緑

部分を抽出する過程をAI（人工知能）の画像認識技

術を利用して自動化することにより、調査の省力化

や低コスト化を図る。さらにこれをスマートフォン

のアプリとして実装することにより、地方公共団体

と住民等が協働して緑視率調査を実施する仕組みな

ど、民間の緑化意識を向上させ、民有地緑化の普及

啓発を促す手法について検討を行っている。 

３．ディープラーニングによる画像認識の活用 

2010年代の初めの頃、ディープラーニング（深層

学習）によって従来のニューラルネットワークの限

界がブレイクスルーされたことにより、AIの研究は

大きく前進した。ディープラーニングによる画像認

識に、セマンティックセグメンテーションがある。

これは、例えば自動車に搭載されたカメラで撮影さ

れた市街地画像を、建物や自動車、空、舗装などの

クラスごとの領域の輪郭を捉えて分類することが出

来る技術である（図-1）。ここで分類されるクラス

は、学習に用いられる教師データによって決まる。

現在、より高性能なニューラルネットワークモデル

の開発を推進する目的で、AIの研究のための多くの

学習用データセットが公開されている。 

市街地画像を対象とした学習用データセットには、

クラス分類の1つとして植生に関するクラスが含ま

れていることが多く、これを用いて学習を行ったAI

モデルにより、画像から樹木や芝生などの緑を抽出

することが可能になる。本研究では、まず、ケンブ

リッジ大学が開発、公開しているAIモデルSegNet2）

とデータセットCamVid3)を用いて植生抽出用のAIモ

デルを作成し、緑視率（1枚の写真に占める緑の割合）

を算出して従来の調査方法と比較し、その有効性を

確認した４）５）。さらに、より高度なニューラルネッ

トワークモデルやデータセットで学習させたAIモデ

ルを用いることにより、植生の抽出精度を高められ

ることを確認した。一方で、AIの研究用に公開され

ているデータセットではうまく抽出できない樹木も

あることがわかってきた。この原因は、過学習など

学習のさせ方の問題もあるが、利用した海外の市街

地画像データセットに含まれている樹木の種類によ

る影響が大きいと考えられた。AIの認識精度を高め

るためには、AIの学習に用いる教師データの内容が

目的と一致していることが重要である。 
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計測技術の開発
（研究期間 ： 平成 30 年度～令和 2 年度）

都市研究部　都市開発研究室 

　主任研究官　大橋　征幹　 室長
（博士（都市・地域計画））

　石井　儀光　 
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研究動向・成果 
 

 

AIを活用した緑視率の計測技術 

の開発 

 
(研究期間：平成30年度～令和2年度) 

都市研究部 都市開発研究室      大橋 征幹           石井 儀光 

都市計画研究室          勝又 済    

（キーワード）  都市、緑視率、人工知能  

 

１．緑地等による都市環境改善効果の定量的評価手

法に関する研究 

国総研では、緑の定量的な計測・評価手法を開発

し、緑地等の多面的な機能を効果的に発揮させ計画

的に活用するための技術的知見を整備することを目

指し、「緑地等による都市環境改善効果の定量的評

価手法に関する研究」１）を実施している。 

ここでは、この研究の中で開発を進めているAIを

利用した緑視率の計測技術について紹介する。 

２．AIによる緑視率調査の高度化 

 本研究では、緑視率調査手順のうち、画像から緑

部分を抽出する過程をAI（人工知能）の画像認識技

術を利用して自動化することにより、調査の省力化

や低コスト化を図る。さらにこれをスマートフォン

のアプリとして実装することにより、地方公共団体

と住民等が協働して緑視率調査を実施する仕組みな

ど、民間の緑化意識を向上させ、民有地緑化の普及

啓発を促す手法について検討を行っている。 

３．ディープラーニングによる画像認識の活用 

2010年代の初めの頃、ディープラーニング（深層

学習）によって従来のニューラルネットワークの限

界がブレイクスルーされたことにより、AIの研究は

大きく前進した。ディープラーニングによる画像認

識に、セマンティックセグメンテーションがある。

これは、例えば自動車に搭載されたカメラで撮影さ

れた市街地画像を、建物や自動車、空、舗装などの

クラスごとの領域の輪郭を捉えて分類することが出

来る技術である（図-1）。ここで分類されるクラス

は、学習に用いられる教師データによって決まる。

現在、より高性能なニューラルネットワークモデル

の開発を推進する目的で、AIの研究のための多くの

学習用データセットが公開されている。 

市街地画像を対象とした学習用データセットには、

クラス分類の1つとして植生に関するクラスが含ま

れていることが多く、これを用いて学習を行ったAI

モデルにより、画像から樹木や芝生などの緑を抽出

することが可能になる。本研究では、まず、ケンブ

リッジ大学が開発、公開しているAIモデルSegNet2）

とデータセットCamVid3)を用いて植生抽出用のAIモ

デルを作成し、緑視率（1枚の写真に占める緑の割合）

を算出して従来の調査方法と比較し、その有効性を

確認した４）５）。さらに、より高度なニューラルネッ

トワークモデルやデータセットで学習させたAIモデ

ルを用いることにより、植生の抽出精度を高められ

ることを確認した。一方で、AIの研究用に公開され

ているデータセットではうまく抽出できない樹木も

あることがわかってきた。この原因は、過学習など

学習のさせ方の問題もあるが、利用した海外の市街

地画像データセットに含まれている樹木の種類によ

る影響が大きいと考えられた。AIの認識精度を高め

るためには、AIの学習に用いる教師データの内容が

目的と一致していることが重要である。 
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緑視率調査に適した学習を行うためには、これま

での緑視率調査で撮影された市街地写真をAIの学習

に用いることが有効であると考え、本研究では、今

後地方公共団体の協力を得て、日本の市街地画像を

用いたAIの学習を進めていくこととした。 

４．スマートフォンアプリの開発 

スマートフォンは、多くの人が携帯し都市のあら

ゆるところに存在する多様なセンサとして、都市セ

ンシングの可能性を広げている。また、最近のスマ

ートフォンのSoC（System on a Chip）には、写真や

音声アシスタント機能のためのAI用チップが組み込

まれているためAIの処理能力が高い。本研究では、

それらの特長に着目し、学習済のAIモデルを組み込

んだスマートフォンアプリを試作した（写真-1）。 

写真-1 スマートフォンアプリ 

図-2 スマートフォンアプリによる緑視率の計測例 

スマートフォンをかざすだけでいつでもどこでも

簡単に緑視率を計測できる（図-2）。緑の状況が数

値化されることで、緑量のわずかな違いが見える化

される。例えば、このスマートフォンアプリを使っ

て車の助手席から前方を連続的に見ていると、手持

ちの不安定な計測であっても、通りによって道路沿

いの街路樹による緑視率の値の変化の幅に違いがあ

ることに気づくことができる（図-3）。 

図-3 通りによる緑視率の違い 

５．今後の緑視率調査への活用に向けて 

緑視率調査を行う場合は、写真の撮り方など、緑

視率の定義を明確にした上で調査を行う必要がある。

今後、スマートフォンの特性を考慮した計測方法や

その緑視率に対応した緑視環境の評価法を開発する

と同時に、住民協働の調査など緑化の普及啓発に向

けた検討もあわせて進めていく予定である（図-4）。 

図-4 住民協働による緑視率調査のイメージ 

なお、緑視率調査用のスマートフォンアプリにつ

いては、2020年度に公開を予定している。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研記者発表資料 平成30年度国総研予算概

算要求について pp.6 http://www.nilim.go.j

p/lab/bcg/kisya/journal/kisya20170829.pdf 

2) Segnet http://mi.eng.cam.ac.uk/projects/se

gnet/ 

3) CamVid http://mi.eng.cam.ac.uk/research/pr

ojects/VideoRec/CamVid 

4) 日本建築学会2019年度大会学術講演梗概集 

環境工学Ⅰpp.739-740 DVD-ROM 

5) 令和元年度 環境研究機関研究交流セミナー ポ

スター要旨集 pp.27-28 http://kankyorenraku

kai.org/seminar_01/pdf/yousisyu.pdf 
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研究動向・成果 
 

地方都市における都市施設の広域連携事例 

に関する研究 
 (研究期間：令和元年度～) 

都市研究部  都市開発研究室          石井 儀光 

 

（キーワード）  定住自立圏、連携中枢都市圏、立地適正化計画、公共交通、地域拠点 

 

１．はじめに 

人口減少が深刻な地方都市では、都市の生活を支

える機能（医療・福祉・子育て支援・教育文化・商

業等）において、サービスの需要量（利用人口）が

一定規模を下回り、効率性が大きく失われることと

なり、ひいてはそれら都市機能を維持することが困

難になることが懸念されている。そのような地方都

市では、自治体単独では維持が困難な都市機能を分

担して整備する広域連携が求められている。 

そこで、国総研では、地方都市における都市機能

の広域連携の計画策定を支援することを目指して、

「地方都市における都市機能の広域連携に関する研

究」1)を実施している。ここでは、この研究の中か

ら、都市施設の広域連携事例に関する研究について

紹介する。 

２．広域連携事例の収集と分析 

地方自治体において新たに広域連携を検討する場

合に、当該自治体と規模あるいは立地等の都市特性

が似ている自治体において、どのような都市施設に

ついてどのような連携が行われているのか、連携事

例を調べる際に参考となる事例集を作成するため、

研究の初年度は連携事例の収集を行った。 

広域連携については、連携中枢都市圏2)や定住自

立圏における広域連携の制度がある。また、立地適

正化計画において市町村を跨ぐ広域の方針を示して

いる都市圏がある。それらの中から具体的なビジョ

ンや方針を策定している150圏域を対象として、連携

している具体の都市施設の情報を収集して分析した。 

施設を利用するために広域から住民が来訪するこ

とが想定される施設として、事例が多いものは病院

や図書館・文化施設であった。一例として、宮城県

大崎市の中心部にある大崎図書館を紹介する。蔵書

数約20万冊の図書館に加えて、多目的ホールや研修

室、学習室等を備えた複合施設である。連携により

整備された図書館であり、周辺4町の住民も大崎市民

と同じサービスを受けることが可能であり、圏域の

拠点に位置づけられている。当初の想定を上回る利

用者で駐車場が不足するという問題が起きるほど、

多くの利用客があるとのことである。 

 

写真 大崎市図書館内部 

３．おわりに 

次年度は、収集した連携事例の分析を進め、連携

のパターン等を整理するとともに、連携した施設へ

の公共交通によるアクセスを改善している事例につ

いて、具体の改善方法について資料の収集と分析を

進める予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研記者発表資料 平成31年度国総研予算概

算要求について p.4  http://www.ysk.nilim.

go.jp/oshirase/press-release20180829.pdf 

2) 総務省 連携中枢都市圏構想 https://www.soum

u.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/renkeich

usutoshiken/index.html 

室長 
(博士(都市・地域計画)) 

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ

の貼り付

けは不要 
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研究動向・成果

地方都市における都市施設の 
広域連携事例に関する研究
（研究期間 ： 令和元年度～）

都市研究部　都市開発研究室　 室長
（博士（都市・地域計画））

　石井　儀光

（キーワード）　定住自立圏、連携中枢都市圏、立地適正化計画、公共交通、地域拠点

1)　�国総研記者発表資料�平成31年度国総研予算概

算要求について�p.4　�http://www.ysk.nilim.

go.jp/oshirase/press-release20180829.pdf

2)　�総務省�連携中枢都市圏構想�https://www.soum 

u.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/renkeich 

usutoshiken/index.html
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研究動向・成果 
 

地方都市における都市施設の広域連携事例 

に関する研究 
 (研究期間：令和元年度～) 

都市研究部  都市開発研究室          石井 儀光 

 

（キーワード）  定住自立圏、連携中枢都市圏、立地適正化計画、公共交通、地域拠点 

 

１．はじめに 

人口減少が深刻な地方都市では、都市の生活を支

える機能（医療・福祉・子育て支援・教育文化・商

業等）において、サービスの需要量（利用人口）が

一定規模を下回り、効率性が大きく失われることと

なり、ひいてはそれら都市機能を維持することが困

難になることが懸念されている。そのような地方都

市では、自治体単独では維持が困難な都市機能を分

担して整備する広域連携が求められている。 

そこで、国総研では、地方都市における都市機能

の広域連携の計画策定を支援することを目指して、

「地方都市における都市機能の広域連携に関する研

究」1)を実施している。ここでは、この研究の中か

ら、都市施設の広域連携事例に関する研究について

紹介する。 

２．広域連携事例の収集と分析 

地方自治体において新たに広域連携を検討する場

合に、当該自治体と規模あるいは立地等の都市特性

が似ている自治体において、どのような都市施設に

ついてどのような連携が行われているのか、連携事

例を調べる際に参考となる事例集を作成するため、

研究の初年度は連携事例の収集を行った。 

広域連携については、連携中枢都市圏2)や定住自

立圏における広域連携の制度がある。また、立地適

正化計画において市町村を跨ぐ広域の方針を示して

いる都市圏がある。それらの中から具体的なビジョ

ンや方針を策定している150圏域を対象として、連携

している具体の都市施設の情報を収集して分析した。 

施設を利用するために広域から住民が来訪するこ

とが想定される施設として、事例が多いものは病院

や図書館・文化施設であった。一例として、宮城県

大崎市の中心部にある大崎図書館を紹介する。蔵書

数約20万冊の図書館に加えて、多目的ホールや研修

室、学習室等を備えた複合施設である。連携により

整備された図書館であり、周辺4町の住民も大崎市民

と同じサービスを受けることが可能であり、圏域の

拠点に位置づけられている。当初の想定を上回る利

用者で駐車場が不足するという問題が起きるほど、

多くの利用客があるとのことである。 

 

写真 大崎市図書館内部 

３．おわりに 

次年度は、収集した連携事例の分析を進め、連携

のパターン等を整理するとともに、連携した施設へ

の公共交通によるアクセスを改善している事例につ

いて、具体の改善方法について資料の収集と分析を

進める予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研記者発表資料 平成31年度国総研予算概

算要求について p.4  http://www.ysk.nilim.

go.jp/oshirase/press-release20180829.pdf 

2) 総務省 連携中枢都市圏構想 https://www.soum

u.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/renkeich

usutoshiken/index.html 

室長 
(博士(都市・地域計画)) 

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ

の貼り付

けは不要 

 

 

研究動向・成果 
 

多様で豊かな生物が 

生息する沿岸域づくり 

 
(研究期間：平成26年度～) 

沿岸海洋・防災研究部  海洋環境・危機管理研究室 

秋山 吉寛   内藤 了二 吉村 香菜美 岡田 知也 

（キーワード）  景観、ネットワーク、内湾生物、多様性、東京湾 

 

１．はじめに 

港湾域の在来生物群集の衰退に対して生息場を再

生する際、単に生息場面積の増加だけでなく、生息

場間のネットワークを考慮した生息場の空間配置が

求められる。生息場間のネットワークは、繁殖、成

長または撹乱回避のために生息場間の移動を必要と

する多様な生物にとって重要なシステムである。 

本研究の目的は、東京湾の干潟に生息する生物と

干潟周辺のシースケープ（多様なタイプの生息場に

よって構成される沿岸域の空間）の関係を調べるこ

とである。 

２．結果 

大型底生動物の多様度指数は、干潟の周囲10 km以

内の空間範囲におけるシースケープの多様度指数と

有意に正相関したが、20 km以上では有意な相関は認

められなかった（図）。 

 一方、アベハゼおよびエドハゼの出現率は、干潟

の周囲10 km以内の空間範囲内の生息場面積と有意

に正相関したが、20 km以上では有意な相関関係は認

められなかった 。 

 これらの結果は、大型底生動物や魚類等の多様な

生物が半径10 km以内の範囲にある生息場間を移動

して、ネットワークを形成していることを示唆する。

よって、在来生物群集を再生するために、複数の生

息場配置候補地の中から生息場を再生する場所を選

択する際には、候補地の周囲10 kmのシースケープの

多様性や、ターゲットとする生物種の生息場の広さ

に基づき、個々の候補地の評価と比較を行うことに

よって、より在来生物群集の再生に貢献する場を選

択できる可能性がある。 

３．おわりに 

大型底生動物や魚類の移動によって形成される生

息場間のネットワークの空間的広がりは、10 km以内

と考えられた。この結果の妥当性を確認するために、

実海域における生息場間のネットワークを明らかに

することは今後の課題である。 

 

図 干潟からの空間距離範囲に対する大型底生動 

   物およびシースケープの多様度指数の相関係 

 数の変化。*は有意な相関関係を示す 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 令和元年度環境研究機関研究交流セミナーポス

ター要旨集 P-18 

http://kankyorenrakukai.org/seminar_01/pdf/you

sisyu.pdf 

研究官  
(博士(地球環境科学)) 

主任研究官 
(博士(工学)) 

研究員 室長 
(博士(工学)) 
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研究動向・成果

多様で豊かな生物が 
生息する沿岸域づくり
（研究期間 ： 平成 26 年度～）

沿岸海洋・防災研究部　 

海洋環境・危機管理研究室　 研究官
（博士（地球環境科学））

　秋山　吉寛　 主任研究官
（博士（工学））

　内藤　了二 

　研究員　吉村　香菜美　 室長
（博士（工学））

　岡田　知也

（キーワード）　景観、ネットワーク、内湾生物、多様性、東京湾

http://kankyorenrakukai.org/seminar_01/pdf/you 

sisyu.pdf
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研究動向・成果 
 

 

新みなとまちづくり宣言の公表 
 (研究期間：平成30年度～) 

 

沿岸海洋・防災研究部 沿岸域システム研究室 

上島 顕司 小松﨑 真彦     

（キーワード）  みなとまちづくり、地域資源、水辺の活性化  

 

１．はじめに 

昭和60年代に始まった我が国におけるウォータ

フロント開発は、遊休化した旧港地区を再開発する

ものであった。その後、我が国のみなとの空間にお

いてはイベントなどソフト対策がメインとなり、空

間形成に係るまとまった取り組みは暫く行われて

こなかった。そもそも、我が国の臨海部に存在する

水辺等の地域資源、既存ストックについては、現在

でも、その潜在的な価値や魅力を十分に有効利活用

しているとは言えない状況が見られる。一方、欧米

では現在も、臨海部の魅力を高め、地域の価値、競

争力を高める整備が行われている（写真-1、2）。人

口減少社会を迎えた我が国においても臨海部が有

するこれら水辺等の地域資源、既存ストックの有効

利活用を図り、海・みなとからみた地域づくり－新

しいみなとまちづくり－を行うことにより地域の

価値向上、定住人口・交流人口の拡大を図り、地域

再生に繋げることが可能であると考える。 

平成30年7月には国土交通省港湾局によって港湾

における中長期政策「PORT2030」が公表され「クル

ーズ」「空間形成」が主要な施策の一つとして位置

づけられた。 

そのため、平成30年1月、みなと総合研究財団に

「新みなとまちづくり研究会」を設置し、当研究室

の協力のもと、海・みなとから地域づくりを進展さ

せるための検討を始めることとなった。研究会には

有識者、本省港湾局関係各課、関係財団法人の方々

にご参加頂いた。有識者による現地調査（３回）、

勉強会（４回）とともに、平成30年1月31日、平成30

年12月20日、平成31年3月22日の計３回、研究会を

開催し、令和元年5月、「新みなとまちづくり宣言」

としてとりまとめた。ここにその概要を紹介する。 

 

写真-1 サン・ラファエル（フランス） 

マリーナに面して、地域の人々が散歩を楽しむことができ

る空間（プロムナード）が提供されている。 

写真-2 ポルトフィーノ（イタリア） 

岬の先端の不便なところに立地しているが、多くの観光 

客が船で来訪している。 

 

２．新みなとまちづくり宣言の概要 

まず、臨海部における従来のみなとの空間形成に

係る課題を整理し、今後の新しいみなとまちづくり

の方向性として、 

・臨海部の地域資源の有効利活用による地域全

体の価値向上（写真-3、4） 

・ある程度の公的な計画によるコントロール 

・臨海部と背後とのネットワーク化 

の重要性を掲げた。 

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ

の貼り付

けは不要 

 

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ

の貼り付

けは不要 

 

室長 研究官 
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研究動向・成果

新みなとまちづくり宣言の公表
（研究期間 ： 平成 30 年度～）

沿岸海洋・防災研究部　沿岸域システム研究室 

　室長　上島　顕司　研究官　小松﨑　真彦

（キーワード）　みなとまちづくり、地域資源、水辺の活性化
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研究動向・成果 
 

 

新みなとまちづくり宣言の公表 
 (研究期間：平成30年度～) 

 

沿岸海洋・防災研究部 沿岸域システム研究室 

上島 顕司 小松﨑 真彦     

（キーワード）  みなとまちづくり、地域資源、水辺の活性化  

 

１．はじめに 

昭和60年代に始まった我が国におけるウォータ

フロント開発は、遊休化した旧港地区を再開発する

ものであった。その後、我が国のみなとの空間にお

いてはイベントなどソフト対策がメインとなり、空

間形成に係るまとまった取り組みは暫く行われて

こなかった。そもそも、我が国の臨海部に存在する

水辺等の地域資源、既存ストックについては、現在

でも、その潜在的な価値や魅力を十分に有効利活用

しているとは言えない状況が見られる。一方、欧米

では現在も、臨海部の魅力を高め、地域の価値、競

争力を高める整備が行われている（写真-1、2）。人

口減少社会を迎えた我が国においても臨海部が有

するこれら水辺等の地域資源、既存ストックの有効

利活用を図り、海・みなとからみた地域づくり－新

しいみなとまちづくり－を行うことにより地域の

価値向上、定住人口・交流人口の拡大を図り、地域

再生に繋げることが可能であると考える。 

平成30年7月には国土交通省港湾局によって港湾

における中長期政策「PORT2030」が公表され「クル

ーズ」「空間形成」が主要な施策の一つとして位置

づけられた。 

そのため、平成30年1月、みなと総合研究財団に

「新みなとまちづくり研究会」を設置し、当研究室

の協力のもと、海・みなとから地域づくりを進展さ

せるための検討を始めることとなった。研究会には

有識者、本省港湾局関係各課、関係財団法人の方々

にご参加頂いた。有識者による現地調査（３回）、

勉強会（４回）とともに、平成30年1月31日、平成30

年12月20日、平成31年3月22日の計３回、研究会を

開催し、令和元年5月、「新みなとまちづくり宣言」

としてとりまとめた。ここにその概要を紹介する。 

 

写真-1 サン・ラファエル（フランス） 

マリーナに面して、地域の人々が散歩を楽しむことができ

る空間（プロムナード）が提供されている。 

写真-2 ポルトフィーノ（イタリア） 

岬の先端の不便なところに立地しているが、多くの観光 

客が船で来訪している。 

 

２．新みなとまちづくり宣言の概要 

まず、臨海部における従来のみなとの空間形成に

係る課題を整理し、今後の新しいみなとまちづくり

の方向性として、 

・臨海部の地域資源の有効利活用による地域全

体の価値向上（写真-3、4） 

・ある程度の公的な計画によるコントロール 

・臨海部と背後とのネットワーク化 

の重要性を掲げた。 

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ

の貼り付

けは不要 

 

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ

の貼り付

けは不要 

 

室長 研究官 
 

 

 
 

また、実際のみなとまちづくりの推進に際して、 

・国、港湾管理者、市町村の連携及び関係者がヴ

ィジョンを共有することの重要性 

を指摘するとともに、 

・みなとの空間におけるにぎわい創出のための

新しい計画制度の創設 

・民間進出を促すための規制緩和、必要な財政

支援 

・みなと空間におけるにぎわい創出のための責

任と権限を持った担い手の確保 

・にぎわい創出の仕組みづくりに係る助言・情

報提供、ガイドラインの作成、有識者の派遣・

参画等 

が必要である旨を提言した。 

写真-3 西大分港 
リノベーションした倉庫と前面の緑地が、地域住民の 

憩いの場となっている。 

 

写真-4 尾道港 

倉庫をホテルにリノベーションした例。 

 

 

 

３．成果の公表 

 成果については、令和元年5月の交通審議会港湾分

科会において「港湾における賑わい空間形成等に向

けた取り組み」の一部で報告した。 

また、広く有識者、研究者の参画を図り、新しい

みなとまちづくりに係るヴィジョン・制度・計画手

法等に係る議論と取り組みを推進するため、第60回

土木学会土木計画学研究発表会・秋大会において、

『「新しいみなとまちづくり」に向けて―海・港か

らみた地域づくり―』と題した企画セッションを立

ち上げた。当研究室はオーガナイザーとして、テー

マの企画、投稿論文の選定、当日の議論の運営方法

の検討、進行等を担当した。当日は多数の参加者の

もと、8本の研究論文発表とともに活発な討論を行な

うことができた。 

 

４．今後の方針 

今後は、実際のみなとまちづくりへの助言を行う

とともに、臨海部の資源の総点検・活性化手法、空

間構成手法等に係るガイドラインを作成する予定で

ある。 

今後とも、それぞれの現場に様々な関係者が参画

し、新しい知恵や様々なアプローチが生まれ、蓄積

し、次の展開に繋がっていくことを期待している。 

☞詳細情報はこちら 

1) 新みなとまちづくり宣言 

http://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/engan/en

ganiki/teigen_R010529.pdf 

2) 小松崎真彦、上島顕司：みなとオアシスに係る

課題の把握及び今後の展開可能性に係る考察,

第32回日本沿岸域学会研究討論会2019 

3) 港詢子、小松崎真彦：新みなとまちづくり宣言,

土木学会景観デザイン研究発表会,2019 

4) 「新しいみなとまちづくり」に向けて―海・港か

らみた地域づくり―第60回土木学会土木計画

学研究発表会・秋大会 

http://www.jsceip.com/upload/conference/i

p60_OS.pdf 
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研究動向・成果 
 

東アジアの状況変化が我が国クルーズ需要へ 

与え得る影響  
(研究期間：平成27年度～) 

港湾研究部 港湾システム研究室    佐々木 友子     赤倉 康寛 

（キーワード）  クルーズ、旅客数、感度分析 

 

１．はじめに 

我が国におけるクルーズ船寄港回数やクルーズ船

による外国人入国者数は近年急増しており、我が国

では、訪日クルーズ旅客を2020年に500万人という目

標を掲げているものの、クルーズ需要は我が国やク

ルーズ起点国・地域及び旅客の国籍・地域における

社会経済情勢及び政策の変化によって急変し得る。

例えば、2017年3月に中国政府が国内主要旅行業者に

対して同年3月15日から韓国への観光客送出を禁止

する通達を行い、同年4月以降の釜山港への中国クル

ーズ旅客数が激減したという事象が起きている。そ

こで本分析では、より効率的な港湾の計画・整備・

運営に資するため、東アジアの社会情勢及び政策の

変化といった複数のシナリオを想定し、我が国クル

ーズ需要の変動可能性の検討を行った。 

 

２．分析内容 

シナリオは、①韓国から我が国への観光客送出が

禁止された場合、②中国から台湾への観光客送出が

禁止された場合、③中国から韓国への観光客送出禁

止が解除された場合、④アジア各国・地域において

有給休暇取得が促進された場合とした。これら各シ

ナリオの感度を算出し、そのインパクトを2017年の

我が国クルーズ需要に与えることとした。 

シナリオ①～③については、参考事例として、先

述の中国政府が韓国への観光客送出禁止を通達した

事例を採用し、当該通達前後における中国起点クル

ーズの動向を分析した上で、その変化を参考に各シ

ナリオのインパクトを設定した。シナリオ④につい

ては、余暇活動の潜在需要や、クルーズに参加した

ことがない理由についての調査結果といった既存資

料をもとに、アジア各国・地域において有休取得率

が上昇した場合のインパクトを設定した。 

なお我が国への経済効果の観点からは、寄港回数

も考慮した分析も重要であることから、インパクト

を与える対象のクルーズ需要として、旅客数(人)の

ほか、寄港回数も考慮した延べ旅客数(人・寄港)に

ついても感度分析を実施した。 

 

３．分析結果 

2017年の我が国クルーズ需要にインパクトを与え

た結果、図-1及び図-2に示すとおりとなった。中で

もシナリオ③の感度が最も大きく、我が国クルーズ

需要は2017年実績値から旅客数で6%、延べ旅客数で

12%の減少となった。 
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図-2 感度分析結果(延べ旅客数) 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.1086 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1086.htm 

主任研究官 室長 
(博士(工学)) 

写真 
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都市の生物多様性確保に向けた 

市民参加型生物調査の実践・活 

用の促進 
(研究期間：平成29年度～令和元年度) 

社会資本マネジメント研究センター 緑化生態研究室 

益子 美由希      守谷 修       舟久保 敏 

（キーワード） 生物多様性、市民参加型生物調査、緑地保全  

 

１．はじめに  

生物多様性条約に基づく国際的な議論を背景に、

都市においても、生物多様性の確保に向けた効果的

な取組の実施が求められている。国土交通省では、

地方公共団体における生物多様性の確保に向けた取

組を支援するため、2013年に「都市の生物多様性指

標（素案）」、2016年に「都市における生物多様性

指標（簡易版）」を順次策定・公表した。一方で、

国土交通省が2014～2015年に行った調査では、十分

な生物データを持つ地方公共団体が極めて少ない現

状が明らかになっており、地方公共団体における動

植物の生息・生育状況に関するモニタリングの普及

が課題となっている。 

そのような中、市民との協働により行う生物調査

（以下「市民参加型生物調査」という）は、各種の

先行事例がみられ、地方公共団体が比較的取り組み

やすく継続性のある生物モニタリング手法の一つと

考えられる。そこで本研究は、地方公共団体が実際

の生物の生息・生育状況を踏まえて、都市における

生物多様性の確保のための取組を適切かつ持続的に

実施できるよう、市民参加型生物調査の効果的な実

践・活用手法について検討し、地方公共団体の担当

者向けの手引きとなる技術資料を作成することを目

的として取り組んでいる。 

 

２．市民参加型生物調査の効果的な実施手法の整理 

市民参加型生物調査の目的や実施手法は画一的な

ものではなく、地域の緑地が置かれている状況、身

近な自然に対する市民の意識の程度、過去の取組実

績等によって異なると考えられる。そこで、地域の

状況に応じた市民参加型生物調査の企画・実施のた

めの手順や留意点を整理するため、先進的な取組を

行っている地方公共団体を対象とした事例調査を行

った。 

表-1 市民参加型生物調査の目的とそれに応じた調査の特性 
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活用の促進
（研究期間 ： 平成 29 年度～令和元年度）

社会資本マネジメント研究センター　緑化生態研究室 

　 研究官
（博士（理学））

　益子　美由希　研究官　守谷　修　室長　舟久保　敏

（キーワード）　生物多様性、市民参加型生物調査、緑地保全
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その結果、市民参加型生物調査の目的は大きく5つ

に整理され、それに応じて対象とする生物種や求め

られるデータの精度といった調査の特性が区分され

た（表-1）。それによって具体的な調査の実施手法

にも違いが見られ、例えば生物多様性に関する意識

啓発を主目的とする場合には、小学生を含む多くの

市民が調査者となって生物の目撃情報を収集する方

法や、特定の場所での定期的な観察会によって記録

を蓄積する方法により、ツバメ等の親しみやすい生

物を対象として情報量を重視した調査を行うことが

有効と考えられた（表-2 左）。一方、保全区域の設

定を主目的とする場合には、生物の識別力のある市

民が専門家の指導のもとで継続的に調査を行う方法

により、樹林や草地といった環境を指標する生物等

を対象として、より正確なデータを収集する方法が

有効と考えられた（表-2 右）。 

 

３．調査結果の活用に関する整理 

都市の生物多様性の確保を進めるには、収集した

生物データに基づいて、それら生物の生息・生育場

所となる緑地環境の保全・創出を計画的に進めてい

くことが重要となる。そこで、市民参加型生物調査

の実践だけでなく結果の活用も行っている地方公共

団体を対象とした事例調査を行った。 

その結果、行政区域での生物の確認状況を地図化

して多くの生物種が確認された区域を抽出し、特別

緑地保全地区や地方公共団体独自の制度による指定

を行って緑地を保全する方法や（表-2 右）、市民参

加型生物調査への参加者数や確認された生物種数を

目標値として緑の基本計画等の行政計画に位置付け、

毎年の実績値と比較して施策の進捗を評価する方法

によって、実際の生物の状況を踏まえた生物多様性

確保の取組を進めることが有効と考えられた。 

 

４．技術資料の作成 

これらの結果をもとに、市民参加型生物調査の考

え方、実践の際の一連の手順、調査結果を地域の緑

地保全へ活かすための手順について、具体事例から

学べるポイントを交えたとりまとめを行い、取組の

コーディネート役となる地方公共団体の担当者向け

の手引きとなる技術資料の作成を進めている。手引

きの要点をコンパクトに紹介するパンフレットもあ

わせて作成し（図）、2020年度早期に公表する予定

である。 

 

図 技術資料の構成（案） 

表-2 市民参加型生物調査の目的に応じた手法の違い 
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わせて作成し（図）、2020年度早期に公表する予定

である。 

 

図 技術資料の構成（案） 

表-2 市民参加型生物調査の目的に応じた手法の違い 

 

研究動向・成果 
 

環境分野の研究を促進 
 
(研究期間：平成25年度～) 

 

環境研究推進本部 

南山 瑞彦 福濱 方哉  間渕 利明 桑沢 保夫 

岡本 修 舟久保 敏  

（キーワード）  生態系ネットワーク、グリーンインフラ 

 

１．はじめに 

国総研の各研究部・センターは、国土マネジメン

トに関する研究の一環として、施設・事業分野ごと、

低炭素社会、循環型社会及び自然共生社会の実現に

関わる多様な環境研究を進めている。環境研究推進

本部は、これら環境研究活動の対外発信、また、所

内環境研究者の相互交流・知見共有・視野拡大を目

的に、2013年度から活動を行っている。 

 

２．2019年度における活動 

環境研究活動の対外発信については、ホームペー

ジを用いた情報提供のほか、適切な機会を通じて研

究内容の紹介を行うよう努めている。その一つとし

て、環境研究に携わる国の施設等機関、国立研究開

発法人及び国立大学法人の13研究機関からなる「環

境研究機関連絡会」が12月に開催した令和元年度環

境研究機関研究交流セミナーにおいて、幹事機関と

して参画するとともに、テーマ「生態系ネットワー

クの保全と再生」に関する調査研究についてのポス

ター発表等を行った（図）。 

図 研究交流セミナーにおける発表一覧 

 また、所内環境研究者の相互交流・知見共有・視

野拡大については、今年度7月に国土交通本省から

「グリーンインフラ推進戦略」が公表されたことを

背景に、グリーンインフラに係る国内外の情報共有

を図るとともに、必要とされる技術開発や研究分野

についての検討・整理を行うことを目的として、「グ

リーンインフラに関する勉強会」を設置し、所内の

関連研究の取りまとめや外部有識者（京都産業大学 

西田貴明准教授）との意見交換を行った（写真）。 

 

写真 勉強会の様子（外部有識者との意見交換会） 

 

３．おわりに 

環境研究は、防災・減災研究などと同様、国土交

通省の使命である持続的な国土・社会づくりに大き
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環境研究推進本部では、グリーンインフラをはじ

め所内における類似した環境研究の方向性の整理や
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を模索することを含め、引き続き所内における環境

研究の推進と成果の発信に努めていく。 
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　 　 急傾斜地崩壊防止施設と斜面植生～植生を活用した施設の維持管理手法の検討事例～
  　【都市研究部】ＡＩによる緑視率調査の効率化と緑化意識の啓発に向けた検討
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　  　都市の都市域の緑地の量・質・配置と生物多様性の関係
　  【沿岸海洋・防災研究部】多様な海生生物に適したシースケープの検討

　○パネルディスカッション
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研究動向・成果

環境分野の研究を促進
（研究期間 ： 平成 25 年度～）

環境研究推進本部 

　下水道研究官
（博士（工学））

　南山　瑞彦　水環境研究官　福濱　方哉　道路環境研究室長　間渕　利明 

　住宅情報システム研究官　桑沢　保夫　沿岸海洋新技術研究官　岡本　修　緑化生態研究室長　舟久保　敏

（キーワード）　生態系ネットワーク、グリーンインフラ

福濱南山 桑沢間渕
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研究動向・成果 
 

災害時の技術支援活動状況及び TEC-FORCE等専門家派遣 

 

１．はじめに 

近年、自然的インパクトが局地化・集中化・激甚化

していることが認識され、ハード・ソフト対策を統合

し、被害を最小化するための取組みが一層強く推進さ

れてきている。その有力な手段の一つとして、国土交

通省では、平成２０年に TEC-FORCE（緊急災害対策派

遣隊）を創設し、被害の発生・拡大の防止や被災地の

早期復旧等を目的として、活動を積み重ねてきている。 

 

２．国総研の技術支援活動 

国総研では、災害直後より被災地の地方公共団体や

地方整備局等からの要請に対し、迅速に専門家を派遣

し、技術的支援を行っている。派遣された専門家は、

日々の研究等による蓄積をバックボーンにして、判断

がより複雑あるいは難しい事象や被害を対象に、被災

原因の究明、復旧・復興計画の検討、対策の実施につ

いての技術的助言等を行っている。令和元年度の派遣

実績を表に示す。 

これらの専門家派遣の一部は TEC-FORCE『高度技術

指導班』として活動している。 

令和元年度は、台風第１５号、第１９号における下

水道施設被害調査、堤防決壊箇所現地調査、土砂災害

調査等をはじめ、様々な被災に対応する分野の専門家

を派遣した。 

また、自主調査も積極的に行い、防災・減災に関す

る技術力向上も図ってきた。 

 

３．おわりに 

 国総研では、TEC-FORCEや自主調査等の形態を問わ

ず、高度な技術的支援を通じて、被災地の復旧に貢献

するための専門家を継続的に派遣している。 

なお、TEC-FORCE については、令和元年台風第１９

号に対する活動が評価され、令和２年３月に国土交通

大臣表彰を受けた。また、国総研からも隊員を派遣し

た平成３０年７月豪雨及び平成３０年北海道胆振東部

地震については、国土交通省全体の TEC-FORCE 活動に

対して、令和元年防災功労者内閣総理大臣表彰を令和

元年９月に受けた。 

表 令和元年度専門家の派遣実績 

 

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

土砂災害 

研究部 

深層崩壊対策研究官 水野 正樹 8/28  
建築 

研究部 

構造基準 

  研究室 
主任研究官 宮村 雅史 

1/22,23 

土砂災害 

研究室 
研究官 鈴木 大和 8/28 

 2/9,10 

 2/24,25 

(併)砂防 

研究室 

(東北地方 

整備局) 
梶原 愼一 8/28 

      

      

     部・ｾﾝﾀｰ、課室及び役職 氏名 派遣期間 

     

下水道 

研究部 

下水処理 

研究室 
研究官 

山本 明広 
10/23,24 

部・ｾﾝﾀｰ、課室及び役職 氏名 派遣期間  1/9,10 

河川 

研究部 

河川構造物管理研究官 諏訪 義雄 9/6  
松橋 学 

10/23,24 

大規模河

川 

構造物研

究室 

室長 金銅 将史 9/6 
 1/9,10 

 

河川 

研究部 

河川構造物管理研究官 諏訪 義雄 

9/6 

河川研究

室 

室長 福島 雅紀 9/9,10  10/17,10/18 

研究官 笹岡 信吾 9/9,10  10/23 

      10/25 

      10/31 

部・ｾﾝﾀｰ、課室及び役職 氏名 派遣期間  (TEC-FORCE) 

建築 

研究部 

構造基準 

研究室 
室長 喜々津 仁密 

9/10  11/2 

9/12  

水防災システム研究官 服部 敦 

10/16 

1/22,23  

 

 

10/29 

2/9,10  

 

 

11/8 

2/24,25  河川研究室 

土砂災害 

研究室 

室長 

研究官 

福島 雅紀 9/9,10 

●福島県いわき市土砂崩れ 

●令和元年台風 19 号 

 
●令和元年８月の前線に伴う大雨 

●令和元年台風 15 号 
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研究動向・成果 
 

災害時の技術支援活動状況及び TEC-FORCE等専門家派遣 
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していることが認識され、ハード・ソフト対策を統合

し、被害を最小化するための取組みが一層強く推進さ

れてきている。その有力な手段の一つとして、国土交

通省では、平成２０年に TEC-FORCE（緊急災害対策派

遣隊）を創設し、被害の発生・拡大の防止や被災地の

早期復旧等を目的として、活動を積み重ねてきている。 

 

２．国総研の技術支援活動 

国総研では、災害直後より被災地の地方公共団体や

地方整備局等からの要請に対し、迅速に専門家を派遣

し、技術的支援を行っている。派遣された専門家は、

日々の研究等による蓄積をバックボーンにして、判断

がより複雑あるいは難しい事象や被害を対象に、被災

原因の究明、復旧・復興計画の検討、対策の実施につ

いての技術的助言等を行っている。令和元年度の派遣

実績を表に示す。 

これらの専門家派遣の一部は TEC-FORCE『高度技術

指導班』として活動している。 

令和元年度は、台風第１５号、第１９号における下

水道施設被害調査、堤防決壊箇所現地調査、土砂災害

調査等をはじめ、様々な被災に対応する分野の専門家

を派遣した。 

また、自主調査も積極的に行い、防災・減災に関す

る技術力向上も図ってきた。 

 

３．おわりに 

 国総研では、TEC-FORCEや自主調査等の形態を問わ

ず、高度な技術的支援を通じて、被災地の復旧に貢献

するための専門家を継続的に派遣している。 

なお、TEC-FORCE については、令和元年台風第１９

号に対する活動が評価され、令和２年３月に国土交通

大臣表彰を受けた。また、国総研からも隊員を派遣し

た平成３０年７月豪雨及び平成３０年北海道胆振東部

地震については、国土交通省全体の TEC-FORCE 活動に

対して、令和元年防災功労者内閣総理大臣表彰を令和

元年９月に受けた。 

表 令和元年度専門家の派遣実績 
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部・ｾﾝﾀｰ、課室及び役職 氏名 派遣期間  部・ｾﾝﾀｰ、課室及び役職 氏名 派遣期間 

河川 

研究部 

河川 

研究室 

室長 福島 雅紀 

10/15  
土砂災害 

研究部 

土砂災害 

研究室 

研究官 鈴木 大和 (TEC-FORCE) 

10/24  
研究員 西脇 彩人 

10/31 

10/25,26  (TEC-FORCE) 

10/30,31  

道路構造 

物研究部 

橋梁 

研究室 

室長 白戸 真大 

10/7 

(TEC-FORCE)  10/22 

主任研究官 

瀬﨑 智之 

10/17  11/7 

10/25,26  

主任研究官 

餘久保 陽 

10/17 

10/30,31  10/22 

(TEC-FORCE)  11/1 

山本 陽子 

10/23  11/7 

10/31  11/11,12 

(TEC-FORCE)  

市川 幸治 

10/17 

研究官 

笹岡 信吾 

9/9～9/10  10/22 

10/18  11/1 

10/23  11/11～12 

10/24  

研究官 
大西 諒 

11/1 

10/30,31  11/11～12 

(TEC-FORCE)  髙橋 慶 11/1 

11/12  

構造・基礎 

研究室 

室長 七澤 利明 
10/21 

12/4,5  10/25 

神谷 電 

10/15  

主任研究官 

伊藤 浩和 10/25 

10/25,26  

藤田 智弘 

10/17 

10/30,31  10/21 

(TEC-FORCE)  10/30 

大坪 摩耶 
10/25  11/7 

10/26  

研究官 
佐々木 惇郎 

10/21 

研究員 下津 隆介 
10/16  10/25 

10/29  10/30 

水害 

研究室 

主任研究官 武内 慶了 2/3  11/7 

研究官 向田 清峻 

1/29  矢野 槙一 10/29 

2/3  

道路基盤 

研究室 

室長 渡邉 一弘 

10/24 

2/26  (TEC-FORCE) 

研究員 海老原 友基 
1/29  10/26 

2/26  

主任研究官 

藤原 年生 
10/26 

土砂災害 

研究部 

深層崩壊研究官 水野 正樹 
10/19～22  10/29 

(TEC-FORCE)  桑原 正明 10/29 

砂防 

研究室 

室長 山越 隆雄 

10/15  若林 由弥 10/29 

(TEC-FORCE)  

建築 

研究部 

構造基準 

研究室 
室長 喜々津 仁密 10/15 

10/17～20  

(TEC-FORCE)  評価ｼｽﾃﾑ 

研究室 
 室長 石原 直 10/28 

主任研究官 坂井 佑介 

10/17～19  

(TEC-FORCE)  
社会資本 

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

研究ｾﾝﾀｰ 

熊本地震 

復旧対策 

研究室 

 室長 西田 秀明 11/11 
11/5～7  

研究官 泉山 寛明 10/21,22 
 

土砂災害 

研究室 

室長 中谷 洋明 

10/28       

10/31       

(TEC-FORCE)  部・ｾﾝﾀｰ、課室及び役職 氏名 派遣期間 

2/7  建築 

研究部 

防火基準 

研究室 

室長 成瀬 友宏 10/31 

研究官 
金澤 瑛 2/7  主任研究官 鈴木 淳一 10/31 

鈴木 大和 10/31       

 

 

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

建築 

研究部 

防火基準 

研究室 
主任研究官 水上 点晴 11/5 

 土砂災害 

研究部 

土砂災害

研究室 

 室長 中谷 洋明 2/7 

 研究官 金澤 瑛 2/7 

 

 

●白川郷茅葺建物火災 ●神奈川県逗子市池子で発生した土砂災害 

●札幌ビル火災  

sa 神奈川県逗子市池子で発生した土砂災害 
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研究動向・成果 
 

 

令和元年房総半島台風及び東日本台風等による 

災害の緊急調査 
国土技術政策総合研究所、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所の緊急調査団 

（キーワード）  災害緊急調査、台風被害  

 

１．はじめに 

令和元年房総半島台風及び東日本台風等による災

害発生直後より国土技術政策総合研究所(以下「国総

研」という。)、国立研究開発法人土木研究所(以下

「土研」という。)、国立研究開発法人建築研究所(以

下「建研」という。)及び国立研究開発法人海上・港

湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所(以下「港空

研」という。)は連携を図り、専門家及び国土交通省

の緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)として各分野の

現地対応に参画するとともに、自主調査チームを編

成して職員を現地に派遣した。 

本文は、令和元年房総半島台風及び東日本台風等

について、現地における緊急調査に基づく被害概況

等を施設等別に分類し、速報として報告するもので

ある。また、本文中の数値等には調査時点のものが

ある点に留意いただきたい。  

 

２．緊急調査により得られた被害状況 

2.1 下水道施設の被害 

 下水道施設は、令和元年東日本台風等に伴う浸水

及び土砂災害により甚大な被害を受けた。 

処理場については、福島県阿武隈川上流流域県北

浄化センター、長野県千曲川流域下流処理場等16箇

所において浸水被害等により処理機能停止等が発生

した。うち、令和2年2月末現在13箇所で通常レベル

の運転を再開、3箇所で簡易処理により運転を行って

いる。 

ポンプ場については、宮城県、福島県、長野県等

6県下において28箇所において浸水被害により運転

停止した。このうち、令和2年2月末現在、19箇所で

通常運転再開、9箇所において応急対応中、うち8箇

所は排水能力の一部を確保している。 

また、東北から関東にかけての2県13市6町1組合に

おいて管路施設100箇所、28市13町2村のマンホール

ポンプ104箇所で被害が発生した。 

①福島県阿武隈川上流流域県北浄化センター 

県北浄化センターは、福島市、伊達市、国見町、

桑折町を処理区とする現有処理能力87,800m3／日の

処理施設である。令和元年東日本台風に伴う豪雨に

よる福島県国見町を流れる滝川の堤防の決壊により、

処理施設全体が一時水没し、機器の故障により処理

機能が停止した。被災後、消毒処理による運転を経

て、本復旧までの長期間を見据えた段階的な水質向

上方策を検討中である。なお、10月23日及び令和2年

1月10日に専門家を派遣し、応急対応状況の把握と応

急対応に関する技術的なアドバイスを行った。 

②長野県千曲川流域下水道下流処理区処理場 

千曲川流域下流処理区処理場は、長野市の北部と

須坂市、小布施町、高山村を処理区とする現有処理

能力69,000 m3／日の処理施設である。JR東日本長野

新幹線車両センターの近隣に位置し、千曲川の破堤

に伴い全体が水没し機能を停止した(写真-1)。 

写真-1 千曲川流域下流処理区処理場被災状況 

写真提供：長野県 

被災後、浸水を解消した後に、10月19日より下水

の受け入れを再開し、消毒運転を開始した。その後、
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仮設ポンプを設置の上、簡易処理(沈殿＋消毒)によ

る運転を開始している。 

今後、系列ごとに順次、簡易な生物処理を回復す

る等復旧に向けて対応中である。 

③管路施設の被害状況 

 管路施設については、被災が広範囲で発生してお

り、件数が増加していることに加え、浸水箇所での

溢水や洗掘、従前浸水時にはあまり見られなかった

隆起現象も目立ち、被害形態も多種多様であること

から、本省からの被害情報を元に被害の類型整理を

行うとともに、令和元年東日本台風の豪雨による管

路被害の特性の把握等に努めている。 

④まとめ 

下水処理場が浸水等により壊滅的な被害を受けた

場合に、機能を早期に回復する必要があるが、電気・

機械設備の復旧には長期間を要する。このため処理

場の最低限の処理機能を確保しつつ、復旧作業を進

めて、段階的な水質向上を図っていく必要がある。 

また、外水の逆流、水・空気の衝撃圧等の管路施

設の大雨時の水理現象が明らかになっておらず、対

策が困難となっていることから、現象の解明が急が

れる。 

2.2 河川管理施設の被害 

令和元年東日本台風による河川管理施設の被災は、

宮城県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、新潟県、

長野県における堤防の決壊をはじめ広域にわたって

発生した。国総研河川研究部、土研地質・地盤研究

グループ、水工研究グループ、寒地水圏研究グルー

プは、被災原因の究明、復旧方法の検討を目的に、

堤防調査委員会への参画をはじめ本省、地方整備局

や県と連携して現地調査を実施した。令和元年東日

本台風に続き発生した10月25日からの低気圧及び台

風第21号の被災を含め、19班、述べ68名で調査にあ

たった。以下に、調査の一部を紹介する。 

なお、国総研河川研究部、土研水環境研究グルー

プでは、令和2年3月19日現在、災害の緊急調査に引

き続き、整備局・県の要請に応じ、多自然川づくり

のより一層の効果的・効率的な推進を図ることを目

的とする多自然川づくりアドバイザーを14班派遣し、

被災地での復旧を支援しているところである。 

①東北地方 

東北地方においては、10月16日、阿武隈川左岸

98.6kp付近及び鳴瀬川水系吉田川左岸20.9kp付近の

直轄区間決壊地点の調査を第１回堤防調査委員会と

して行った。阿武隈川では、樋門が位置する約50mの

区間で決壊が生じた。調査時には緊急復旧工事によ

り堤防跡地の整正が進んでいたが、堤内側に堤防法

尻と推察される斜面や、天端法肩付近に設置されて

いた流れによって川側に傾いたと推察される看板が

見られた。 

また、吉田川では、堤防法線形が川側に向きを変

えた下流側に位置する約100mの区間で決壊が生じた

(写真-2)。法覆工が設置された小段下の川側法面の

背後には、基礎地盤が深く掘られた落堀が形成され

ており、その地表は細粒分を含む土砂で構成されて

いた。なお、この地点の出水時CCTV映像には、洪水

流が天端を越流する様子が捉えられている。 

写真-2 鳴瀬川水系吉田川左岸20.9kp付近の決壊

状況(10月16日) 

この他、10月22日に行った個別調査により鳴瀬川

左岸8.4kp付近で川表法面の崩壊の状況が確認され

た。約30mにわたって法面が崩壊し、崩壊土は高水敷

にまで滑り落ちていたようである。現地調査時点で

緊急復旧工事の最中であり、すでに法面にまで重機

が入り、崩壊土の撤去が終わった状況であった。崩

壊土の厚さは2m程度と比較的厚く、崩壊区間の上流

には、200m以上にわたって、法面の開口亀裂が続い

ていた。 

②関東地方 

関東地方整備局管内の直轄河川堤防においては、
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荒川支川の越辺川・都幾川で3箇所、那珂川で3箇所、

久慈川で3箇所の決壊が発生した。 

関東地方整備局が設置した堤防調査委員会におい

て、10月17日に荒川水系の決壊3箇所、10月18日に那

珂川の決壊3箇所と久慈川の決壊3箇所(写真-3)につ

いて現地調査を行った。 

9箇所全ての現場で緊急復旧工事による締切りが

実施中であった。全ての決壊箇所において堤防の設

計水位を大きく上回っており、越水の痕跡があるこ

とが確認された。 

写真-3 那珂川右岸28.6kp付近の決壊状況 

(10月18日) 

③北陸地方 

千曲川左岸58kp付近では、堤防が約70mにわたって

決壊し、長野市大字穂保、大字赤沼等、約9.5km2が

浸水した。北陸地方整備局が設置した堤防調査委員

会において、10月15日に千曲川の決壊等の箇所につ

いて現地調査を行った。決壊地点では、堤体の一部

が残存したものの、堤内地に向かって大きな落堀が

形成され、決壊時の流れの激しさを推測することが

できた。千曲川左岸104kp付近では堤防が欠損し、同

地点に架かる上田電鉄別所線千曲川橋の左岸側の河

岸が洗掘され、アバットが流失したことで橋桁が落

下した(写真-4)。同地点の河床勾配は1/200程度と急

であり、河岸に作用する侵食力が大きな区間であっ

た。 

また、10月26日に個別調査を実施し、直轄区間の

直上流に位置する東御(とうみ)市海野地先～田中地

先においても、湾曲部外岸に位置することから水制

工を設置する等の水衝部対策が進められてきたが、

堤防護岸が被災し、沿川に架かる橋梁が落下した箇

所を確認した。 

 

写真-4 千曲川左岸104kp付近の堤防欠損箇所の 

被災状況(10月15日) 

この他、10月30日に行った個別調査において、千

曲川左岸57kp付近で川裏法面の崩壊の状況が確認さ

れた。崩壊土の厚さは0.5m程度と薄く、表層部分の

みの崩壊である。ただし、崩壊土全体が堤内地盤に

まで大きく移動している点が特徴的である。崩壊土

が大きく移動する形態は、鳴瀬川の事例も含め、複

数箇所で確認されている。 

2.3 土砂災害 

①土砂災害の概要 

 令和元年東日本台風による豪雨では、土砂災害発

生件数は1都19県で952件、土砂災害による死者・行

方不明者は17名に達した(国土交通省調べ(12月24日

時点))。特に宮城県では土砂災害がおよそ254件発生

した(写真-5)。 

 

写真-5 斜面崩壊、土石流の多発(宮城県伊具郡 

丸森町廻倉地区、10月17日) 

中でも宮城県伊具郡丸森町では、土石流や表層崩

壊が同時多発的に発生し、大量の土砂流出にともな

い河床上昇・河道埋塞が生じて土砂・洪水氾濫によ

る被害も発生した。このような被害が生じた要因と

して、総雨量607.5mm、最大60分間雨量80.5mm(10月
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荒川支川の越辺川・都幾川で3箇所、那珂川で3箇所、

久慈川で3箇所の決壊が発生した。 

関東地方整備局が設置した堤防調査委員会におい

て、10月17日に荒川水系の決壊3箇所、10月18日に那

珂川の決壊3箇所と久慈川の決壊3箇所(写真-3)につ

いて現地調査を行った。 

9箇所全ての現場で緊急復旧工事による締切りが

実施中であった。全ての決壊箇所において堤防の設

計水位を大きく上回っており、越水の痕跡があるこ

とが確認された。 

写真-3 那珂川右岸28.6kp付近の決壊状況 

(10月18日) 

③北陸地方 

千曲川左岸58kp付近では、堤防が約70mにわたって

決壊し、長野市大字穂保、大字赤沼等、約9.5km2が

浸水した。北陸地方整備局が設置した堤防調査委員

会において、10月15日に千曲川の決壊等の箇所につ

いて現地調査を行った。決壊地点では、堤体の一部

が残存したものの、堤内地に向かって大きな落堀が

形成され、決壊時の流れの激しさを推測することが

できた。千曲川左岸104kp付近では堤防が欠損し、同

地点に架かる上田電鉄別所線千曲川橋の左岸側の河

岸が洗掘され、アバットが流失したことで橋桁が落

下した(写真-4)。同地点の河床勾配は1/200程度と急

であり、河岸に作用する侵食力が大きな区間であっ

た。 

また、10月26日に個別調査を実施し、直轄区間の

直上流に位置する東御(とうみ)市海野地先～田中地

先においても、湾曲部外岸に位置することから水制

工を設置する等の水衝部対策が進められてきたが、

堤防護岸が被災し、沿川に架かる橋梁が落下した箇

所を確認した。 

 

写真-4 千曲川左岸104kp付近の堤防欠損箇所の 

被災状況(10月15日) 

この他、10月30日に行った個別調査において、千

曲川左岸57kp付近で川裏法面の崩壊の状況が確認さ

れた。崩壊土の厚さは0.5m程度と薄く、表層部分の

みの崩壊である。ただし、崩壊土全体が堤内地盤に

まで大きく移動している点が特徴的である。崩壊土

が大きく移動する形態は、鳴瀬川の事例も含め、複

数箇所で確認されている。 

2.3 土砂災害 

①土砂災害の概要 

 令和元年東日本台風による豪雨では、土砂災害発

生件数は1都19県で952件、土砂災害による死者・行

方不明者は17名に達した(国土交通省調べ(12月24日

時点))。特に宮城県では土砂災害がおよそ254件発生

した(写真-5)。 

 

写真-5 斜面崩壊、土石流の多発(宮城県伊具郡 

丸森町廻倉地区、10月17日) 

中でも宮城県伊具郡丸森町では、土石流や表層崩

壊が同時多発的に発生し、大量の土砂流出にともな

い河床上昇・河道埋塞が生じて土砂・洪水氾濫によ

る被害も発生した。このような被害が生じた要因と

して、総雨量607.5mm、最大60分間雨量80.5mm(10月

 

 

 
 

12日19:30～20:30)の雨が降った(AMeDAS：筆甫(ひっ

ぽ)観測所)ことがあげられる。特に、同観測所の12

時間雨量(517.5mm)は、これまでの既往最大値の2倍

を超えていた。また、H30西日本豪雨災害及びH29九

州北部豪雨災害時に土砂・洪水氾濫が発生した地域

と同様の花崗岩、花崗閃緑岩が分布する地域であっ

たことも要因の一つと考えられる。 

国総研及び土研では発災直後よりTEC-FORCE等の

活動として、宮城県の他、群馬県、岩手県、福島県、

神奈川県及び千葉県においてヘリ調査や現地調査を

実施し、応急対策、今後の降雨に対する警戒避難に

関する技術的な助言等を行った。 

②内川流域(宮城県伊具郡丸森町)の調査結果 

内川は、阿武隈川下流域の右支川であり、流域面

積105.84km2を持つ。地質は、上流部に一部玄武岩や

変成岩が分布するが、おおむね花崗岩、花崗閃緑岩

で占められている。内川は、阿武隈川との合流点の

すぐ上流で３川に分岐しており、東から、内川(うち

かわ)、五福谷川(ごふくやがわ)、新川(しんかわ)と

いう。空中からの調査では、それぞれの支流域の中

流部で河床や渓岸の侵食、小規模な斜面崩壊が多数

発生しており、場所によっては、樹枝状に多数の崩

壊が発生している斜面も見られた。崩壊は主に表層

崩壊であると考えられる。 

3支川の谷出口の平地部では、いずれも土砂によっ

て元の河道が埋塞されて、氾濫被害が生じている状

況が確認された。最も著しいのは五福谷川で、現地

調査時点でも元の河道は完全に埋塞していて、流路

が変わったままの区間もある(写真-6)。土砂は、五

福谷川の谷出口から顕著に堆積し始める。700mほど

続く谷底平野の区間の河床が上昇し、平地部に出る

と、元の河道の右岸側方向に、県道45号を超えて土

砂の堆積範囲が広がり、氾濫している様子がわかる。

堆積した土砂は、大きな礫は少なく、砂を主体とす

る花崗岩由来の土砂と考えられる。流木の流出も見

られた。 

五福谷川の中流部では、露岩していない区間はほ

とんどが渓岸侵食や渓岸崩壊を起こしている。薄平

地区(内川合流点から約3km地点)では河道がほぼ土 

 

写真-6 五福谷川での土砂・洪水氾濫の発生状況 

(10月17日) 

砂で埋塞しており、土砂・洪水氾濫が発生したと考

えられる。また、集落の左岸側の背後斜面から土石

流が発生しており、被害が生じていた。 

2.4 道路の性能に影響を及ぼした被害 

①被害の概要 

令和元年東日本台風では道路施設にも広い範囲で

道路の性能に影響が及ぶ被害が発生した。全面通行

止めとなった区間は、高速道路では17路線、直轄国

道で63区間、都道府県等管理の国道で約160区間、都

道府県道等で約900区間となった。また、幹線道路の

一部ではその影響が長期化し、交通ネットワークと

しても大きな支障が生じた。 

国総研及び土研では道路管理者等からの要請によ

り職員を派遣し、技術的支援を行った。本文では、

法雲寺橋(ほううんじばし)、海野宿橋(うんのじゅく

ばし)及び国道138号の被災状況と支援活動について

紹介する。 

②道路橋の被害 

国道20号法雲寺橋(山梨県大月市)では、直接基礎

で支持されていた橋脚2基に沈下や傾斜が生じ、そ

れらの橋脚により支持されていた桁の沈下等により

 

写真-7 技術的助言の様子(10月21日) 

災
害
対
応
の
支
援

研究動向・成果

- 119 -- 119 -



 
 

 

通行止めとなった。関東地方整備局からの要請によ

り10月21日に現地調査を実施し、被災後の橋の状態

評価や応急復旧方法について技術的助言を行った

(写真-7)。 

海野宿橋(長野県東御(とうみ)市)は市道白鳥神社

線に位置し、しなの鉄道を跨ぐ2径間連続鈑桁橋であ

る。千曲川の増水により護岸と堤防が浸食され、こ

れに伴いＡ２橋台は転倒し、Ｐ１橋脚の直接基礎側

方の地盤が流出した。このような被災状況に対して

長野県より技術支援の要請があり、10月17日に現地

調査を行うとともに、応急復旧等に関する技術的助

言を行った。 

③斜面崩壊による道路の被害 

国道138号では、神奈川県箱根町において自然斜面

が道路の上方約180m(斜面に沿った斜距離)から崩壊

し、当該箇所を含む区間が通行できない状態となっ

た。神奈川県からの要請を受け10月26日に現地調査

を実施し、斜面崩壊のメカニズムや道路の応急復旧

について技術的助言を行った（写真-8）。 

写真-8 国道138号箱根町 現地確認状況 

(10月26日) 

2.5 建築物等の被害 

国総研及び建研は、令和元年房総半島台風の強風

による千葉県と東京都島嶼部での建築物等、令和元

年東日本台風に伴って発生した竜巻による千葉県市

原市での建築物等の被害状況を把握するため、現地

調査を行った。 

①令和元年房総半島台風による被害について 

(1) 千葉県市原市、富津市、鋸南町、南房総市及び

館山市での被害 

市原市役所では、第2庁舎と議会棟で計24枚のガラ

スが破損した他、屋内の天井等に数箇所の漏水が生

じた。第2庁舎では、南面入り口付近の3枚のガラス

が破損したことで、庁舎内部に風が吹き込み、北面

のガラスに破損被害が進展した。 

住宅の被害形態としては、窓ガラスの破損、瓦そ

の他の屋根ふき材の脱落、木造小屋組の飛散(写真-

9) 、外壁仕上げ材(ラスモルタル等)の部分的な脱

落・飛散等の被害がみられた。上記のなかでも、比

較的築年数が経ったと見られるもの、海岸沿いに立

地するもの、構成部材に著しい腐朽・蟻害が認めら

れるもの等が、選択的に比較的大きな被害を受けて

いた。 

写真-9 木造住宅の小屋組の飛散(9月12日) 

次に低層店舗の被害形態としては、屋外に面する

建具や外壁の脱落・転倒、軒天井や外壁仕上げ材の

脱落・飛散、木造小屋組の飛散等がみられた。また、

軒天井が脱落して強風が侵入し、屋内の天井仕上げ

材に被害が進展したと推測される事例もあった。 

(2) 東京都大島支庁神津島村及び新島村での被害 

住宅、店舗、倉庫等に、外壁材や屋根ふき材の飛散

事例がみられた。被害を受けた建築物は、木造の他

に、ＲＣ＋ＣＢ造又は組積造で屋根のみ木造である

ものもあった。また、新島村にある美術館では窓ガ

ラスや美術作品の破損がみられた。 

②令和元年東日本台風に伴う竜巻による被害につい

て 

 住宅の被害としては、上部構造が倒壊又は飛散し

た事例を2件確認し、いずれも築年数が50年以上であ

った。上部構造の倒壊等以外の被害としては、開口

部や外壁の損壊、木造小屋組の飛散、瓦の脱落・飛

散、屋外に面する建具の変形等の被害がみられた(写

真-10)。また、令和元年東日本台風の接近に備えて
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通行止めとなった。関東地方整備局からの要請によ

り10月21日に現地調査を実施し、被災後の橋の状態

評価や応急復旧方法について技術的助言を行った

(写真-7)。 

海野宿橋(長野県東御(とうみ)市)は市道白鳥神社

線に位置し、しなの鉄道を跨ぐ2径間連続鈑桁橋であ

る。千曲川の増水により護岸と堤防が浸食され、こ

れに伴いＡ２橋台は転倒し、Ｐ１橋脚の直接基礎側

方の地盤が流出した。このような被災状況に対して

長野県より技術支援の要請があり、10月17日に現地

調査を行うとともに、応急復旧等に関する技術的助

言を行った。 

③斜面崩壊による道路の被害 

国道138号では、神奈川県箱根町において自然斜面

が道路の上方約180m(斜面に沿った斜距離)から崩壊

し、当該箇所を含む区間が通行できない状態となっ

た。神奈川県からの要請を受け10月26日に現地調査

を実施し、斜面崩壊のメカニズムや道路の応急復旧

について技術的助言を行った（写真-8）。 

写真-8 国道138号箱根町 現地確認状況 

(10月26日) 

2.5 建築物等の被害 

国総研及び建研は、令和元年房総半島台風の強風

による千葉県と東京都島嶼部での建築物等、令和元

年東日本台風に伴って発生した竜巻による千葉県市

原市での建築物等の被害状況を把握するため、現地

調査を行った。 

①令和元年房総半島台風による被害について 

(1) 千葉県市原市、富津市、鋸南町、南房総市及び

館山市での被害 

市原市役所では、第2庁舎と議会棟で計24枚のガラ

スが破損した他、屋内の天井等に数箇所の漏水が生

じた。第2庁舎では、南面入り口付近の3枚のガラス

が破損したことで、庁舎内部に風が吹き込み、北面

のガラスに破損被害が進展した。 

住宅の被害形態としては、窓ガラスの破損、瓦そ

の他の屋根ふき材の脱落、木造小屋組の飛散(写真-

9) 、外壁仕上げ材(ラスモルタル等)の部分的な脱

落・飛散等の被害がみられた。上記のなかでも、比

較的築年数が経ったと見られるもの、海岸沿いに立

地するもの、構成部材に著しい腐朽・蟻害が認めら

れるもの等が、選択的に比較的大きな被害を受けて

いた。 

写真-9 木造住宅の小屋組の飛散(9月12日) 

次に低層店舗の被害形態としては、屋外に面する

建具や外壁の脱落・転倒、軒天井や外壁仕上げ材の

脱落・飛散、木造小屋組の飛散等がみられた。また、

軒天井が脱落して強風が侵入し、屋内の天井仕上げ

材に被害が進展したと推測される事例もあった。 

(2) 東京都大島支庁神津島村及び新島村での被害 

住宅、店舗、倉庫等に、外壁材や屋根ふき材の飛散

事例がみられた。被害を受けた建築物は、木造の他

に、ＲＣ＋ＣＢ造又は組積造で屋根のみ木造である

ものもあった。また、新島村にある美術館では窓ガ

ラスや美術作品の破損がみられた。 

②令和元年東日本台風に伴う竜巻による被害につい

て 

 住宅の被害としては、上部構造が倒壊又は飛散し

た事例を2件確認し、いずれも築年数が50年以上であ

った。上部構造の倒壊等以外の被害としては、開口

部や外壁の損壊、木造小屋組の飛散、瓦の脱落・飛

散、屋外に面する建具の変形等の被害がみられた(写

真-10)。また、令和元年東日本台風の接近に備えて

 

 

 

 

 
 

雨戸を閉めていたものの、飛来物の衝突によって雨

戸等の建具が損壊し、室内に風が吹き込むことで破

壊が進展した事例もあった。 

写真-10 住宅の屋根や開口部等の損壊(10月15日) 

2.6 港湾施設の被害 

横浜港本牧ふ頭地区及び金沢地区(福浦及び幸浦)

の令和元年房総半島台風による被災状況について、

国総研及び港空研が現地調査を行った。各地区とも、

高波により被災したと考えられる。以下、各地区の

被災の状況について述べる。 

①横浜港本牧ふ頭地区 

横浜港本牧ふ頭地区の東側護岸上部工が断続的に

約200m倒壊していた。全ての上部工は内陸側へ倒壊

しており、高波が原因と考えられる(写真-11)。また、

コンテナターミナルが浸水及びフェンスが一部倒壊

していた。浸水の痕跡によると、コンテナターミナ

ル付近の浸水深は1m程度であったものと推定される。 

写真-11 本牧ふ頭地区東側護岸(9月14日) 

②横浜港金沢地区(福浦及び幸浦) 

横浜港金沢地区の福浦及び幸浦の東側護岸が被災

し、護岸上部工が断続的に福浦では約600m、幸浦で

は約230m倒壊していた。また、一部では護岸の陥没

も確認された。全ての上部工は内陸側へ倒壊してお

り、高波が原因と考えられる。 

福浦及び幸浦の護岸背後は、工業団地であり多数

の工場等が立地し、それら工業団地一帯が浸水した。

痕跡によると、護岸から背後へ最大で800mのところ

まで海水が流入し、浸水深は福浦の護岸付近で最大

2m程度であったと推定される(写真-12)。 

写真-12 金沢地区福浦護岸背後(9月12日) 

 

３．あとがき 

 令和元年房総半島台風による災害は、暴風雨での

建築物等の被害及び倒木や飛来物等による施設被害

が広い地域で発生したこと等の特徴を有したもので

あった。また、令和元年東日本台風による災害は、

「特定非常災害」に指定されるほど著しく異常かつ

激甚な非常災害であった。広域で同時多発的に、水

土砂災害、住宅の倒壊等の風害、交通やライフライ

ンの広範囲にわたる途絶が発生したため、多くの犠

牲者を出した上に、被災地域の生活や生業に甚大な

被害をもたらした。 

今後、私たちは関係機関とともに、被害の実相を

掴み被災施設の復旧や今後の台風による災害に対す

る安全性の向上に資する技術的課題について取り組

む所存である。 
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中谷 洋明 野村 康裕 鈴木 大和 松田 昌之 

（キーワード）  合成開口レーダ（SAR）画像、土砂災害調査、画像判読、災害対応 

 

１．共同研究の実施 

当研究室は、平成29年度から国立研究開発法人宇

宙航空研究開発機構（JAXA）と「陸域観測技術衛星

２号「だいち２号」による土砂災害監視手法の開発

に関する共同研究」を進めてきた。本研究では、だ

いち２号によって観測された合成開口レーダ（以下、

「SAR」）画像を使って土砂災害が発生した位置や範

囲を速やかに特定する方法を考案した。また、研究

期間中に発生した平成29年7月九州北部豪雨や平成

30年北海道胆振東部地震の災害対応時に考案した手

法を適用し、共同研究成果の有効性と課題を明らか

にした。これらの結果に基づき、地方整備局等にお

ける災害対応への実用化を目指して、SAR画像による

土砂災害判読調査手法について解説したマニュアル

を作成することとした。 

２．本調査手法の特長 

だいち２号の打ち上げ（平成26年）以降、国内各

地のアーカイブ画像が多量に蓄積されてきた。本研

究では、これらを活用して災害前後の変化を可視化

することで、単偏波SAR画像による高度な判読技術を

必要とせずに、直感的で容易な目視判読を可能とし

た。図に示すように、従来のSAR画像を用いた土砂災

害調査では斜面崩壊による地形変化や湛水域の形成

を画像の濃淡で読み取る必要があった（図中段：国

総研資料No.760）が、本手法では変状部分を着色し

て災害初動時における迅速な情報提供を実現した

（図下段）。 

また、近年多発している大規模な土砂災害の多く

において本手法を適用してきた。実際の災害対応で

得られた本手法による判読精度や特性、対応に要し

た時間など情報は、地方整備局等で実用化を検討す

る際の重要な資料となる。本手法による運用面の情

報に加え、衛星と斜面方向の関係による特性の違い

などの各種条件を整理し、迅速かつ的確な初動対応

を実現した事例としてガイドラインに示す。 

国総研撮影(2017/07/10)

斜面崩壊状況を撮影した斜め写真
（平成29年7月九州北部豪雨、大分県日田市）

単偏波SAR画像による判読
(国総研資料No.760)

本手法の適用結果
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©JAXA

 

図 本手法の適用による視認性向上結果 

３．ガイドラインの作成 

本共同研究成果は、国総研資料第1110号「合成開

口レーダ（SAR）画像による土砂災害判読の手引き」

として発行した。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.1110 

2）土木技術資料 Vol.61 No.12 2019 pp.16-19 
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１．共同研究の実施 

当研究室は、平成29年度から国立研究開発法人宇

宙航空研究開発機構（JAXA）と「陸域観測技術衛星

２号「だいち２号」による土砂災害監視手法の開発

に関する共同研究」を進めてきた。本研究では、だ

いち２号によって観測された合成開口レーダ（以下、

「SAR」）画像を使って土砂災害が発生した位置や範

囲を速やかに特定する方法を考案した。また、研究

期間中に発生した平成29年7月九州北部豪雨や平成

30年北海道胆振東部地震の災害対応時に考案した手

法を適用し、共同研究成果の有効性と課題を明らか

にした。これらの結果に基づき、地方整備局等にお

ける災害対応への実用化を目指して、SAR画像による

土砂災害判読調査手法について解説したマニュアル

を作成することとした。 

２．本調査手法の特長 

だいち２号の打ち上げ（平成26年）以降、国内各

地のアーカイブ画像が多量に蓄積されてきた。本研

究では、これらを活用して災害前後の変化を可視化

することで、単偏波SAR画像による高度な判読技術を

必要とせずに、直感的で容易な目視判読を可能とし

た。図に示すように、従来のSAR画像を用いた土砂災

害調査では斜面崩壊による地形変化や湛水域の形成

を画像の濃淡で読み取る必要があった（図中段：国

総研資料No.760）が、本手法では変状部分を着色し

て災害初動時における迅速な情報提供を実現した

（図下段）。 

また、近年多発している大規模な土砂災害の多く

において本手法を適用してきた。実際の災害対応で

得られた本手法による判読精度や特性、対応に要し

た時間など情報は、地方整備局等で実用化を検討す

る際の重要な資料となる。本手法による運用面の情

報に加え、衛星と斜面方向の関係による特性の違い

などの各種条件を整理し、迅速かつ的確な初動対応

を実現した事例としてガイドラインに示す。 

国総研撮影(2017/07/10)
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図 本手法の適用による視認性向上結果 
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として発行した。 
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避難所における被災者の健康と安全確
保のための設備等改修技術の開発 
（研究期間：平成29年度～令和元年度） 
 

建築研究部 設備基準研究室  室長  平光 厚雄  主任研究官 山口 秀樹 

（キーワード）  避難所、健康、安全、建築設備 

 

１．はじめに 

巨大地震が発生し、避難所生活が長期間に及んだ

場合、精神面も含めた健康被害防止と安全確保のた

めに、避難所の住環境改善手法の整備が必要となっ

ている。避難所の設置にあたっては、地域性など個々

の事情に配慮する必要もあり、既存の避難所の指針

等では、具体的な整備・改修方法について十分な情

報が得られないことがある。 

これに対応するための研究開発を平成29年度から

実施している。本報では、研究概要、今年度の検討

内容、避難所の健康確保および安全確保のためのマ

ニュアル原案作成に向けた方向性、今後の展開につ

いて紹介する。 

２．研究概要 

本研究は、避難所の住環境として、トイレ・衛生

環境、プライバシー、音・温熱・光環境性能などを

確保する具体的な手法や改修技術を提示すること

を目的としている。 

避難所として多く利用される学校施設における

設備の普及状態や、各種設備のメリット、デメリッ

トを鑑みて、建築設備の災害対応技術に関して収集

した情報を活用し、「日常生活に近いレベル」、「過

去の避難所事例に同程度のレベル」、「重大な健康

被害が生じない最低限のレベル」の生活環境の3段

階のレベルの目標水準の整理を行った。さらには、

それぞれの水準を満たすための避難所の機能確保に

必要な各種設備の容量、費用、運用に関する留意事

項等について整理した。整理にあたっては、図-1に

示すようなインフラ、外部からの支援等のタイムス

ケジュールを設定し、図-2のように学校の開放場所

の範囲も考慮している。 

３．今後の展開 

成果を取り纏めて、「避難所の健康確保および安

全確保のためのマニュアル原案」を作成する。マニ

ュアル原案については、地方公共団体の担当者等へ

のヒアリングを実施し、より使われやすいように取

り纏め、HP等で公表する予定である。 

作成するマニュアル原案の内容が自治体等の災害

対応マニュアルへ反映されることで、避難所生活で

の身体的・精神的健康被害の軽減に貢献することが

可能となると考えられる。 
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図-2 避難所の機能確保水準に応じた 

学校の開放場所の検討 

日常生活に近いレベル過去の避難所事例と
同程度レベル

重大な健康被害が生じない
最低限のレベル

体育館
体育館

低 高レベル

開放する部屋少 多

校庭も開放 校庭も開放

+特別教室
+

校庭も開放 体育館

※管理棟の職員室・校長室除く

１階フロア全体
（普通教室）

+
特別教室

 

図-1 インフラ、外部からの支援等のタイムスケジュール 
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検出する技術の開発につ 

いて 
(研究期間：令和元年度) 

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 

     大手 方如     菅原 謙二 池田 裕二     細川 武彦 

（キーワード）  AI、CCTVカメラ、被害把握、画像処理  

 

１．はじめに 

国土交通省は道路や河川を管理する目的で、全国

に２万台以上のCCTV（Closed Circuit Television）

カメラを設置していて、地震発生後の被害状況の情

報収集にも活用している。活用にあたり、特に大規

模震災時において、広い範囲にある多数のCCTVカメ

ラ映像を目視し、被害状況が映っているかを迅速に

確認することは災害対応を行う職員にとって負担が

大きいという課題がある。 

この課題を解決するために、国総研は平成26年度

から平成30年度にかけて震災発生前後の画像から被

害の可能性がある「変化」を差分として検出する技

術（以下、差分検出という。）を開発した。 

一方、これまでの研究により、差分検出には、季

節や天候によって、映り込んでいる雨・雪等を被害

の可能性がある「変化」と誤検出してしまう課題が

あることが分かっている（図-1）。そこで、今年度

はAI（Artificial Intelligence）を用いて差分検出

の誤検出を減少させる技術の研究を行った。 

 

 

２．AIのアルゴリズムの選定について 

 差分検出を行う前段階でAIによる画像処理を行い、

後段の差分検出での誤検出を減少させる手法につい

て検討を行った。教師データとして多くの被害画像

を準備することが困難であることから、本研究では 

AIのアルゴリズムとして、教師データに被災状況の

画像を必要としない「セマンティック・セグメンテ

ーション」と「GAN：敵対的生成ネットワーク

（Generative Adversarial Networks）」という２つ

のアルゴリズムを比較検討した。 

「セマンティック・セグメンテーション」とは、

平常時の画像に「道路」「川」といった領域の情報

（以後、アノテーションという。）を付加したデー

タを教師データとして機械学習させたモデルを用い

て、入力した画像がどの領域を映しているかを検出

するためのアノテーション画像を生成するものであ

る。図-2に平常時の画像と教師データに用いるアノ

テーション画像の例を示す。 

 

 

 

 「GAN」とは、たとえば馬の画像のみを学習させた

モデルにシマウマの画像を入力すると、馬に似た部

分の画像を馬の特徴をとらえた画像へ変換するとい

うアルゴリズムである（図-3）1)。これを応用して、

様々な季節や天候における平常時の画像を学習させ

たモデルに被害画像を入力すると、季節や天候の状
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室長 
(博士(工学)) 
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交流研究員 
 

図-1 悪天候時による誤検出の例 

図-2 平常時のCCTVカメラ画像（左）と

アノテーション画像（右） 
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１．はじめに 

国土交通省は道路や河川を管理する目的で、全国

に２万台以上のCCTV（Closed Circuit Television）

カメラを設置していて、地震発生後の被害状況の情

報収集にも活用している。活用にあたり、特に大規

模震災時において、広い範囲にある多数のCCTVカメ

ラ映像を目視し、被害状況が映っているかを迅速に

確認することは災害対応を行う職員にとって負担が

大きいという課題がある。 

この課題を解決するために、国総研は平成26年度

から平成30年度にかけて震災発生前後の画像から被

害の可能性がある「変化」を差分として検出する技

術（以下、差分検出という。）を開発した。 

一方、これまでの研究により、差分検出には、季

節や天候によって、映り込んでいる雨・雪等を被害

の可能性がある「変化」と誤検出してしまう課題が

あることが分かっている（図-1）。そこで、今年度

はAI（Artificial Intelligence）を用いて差分検出

の誤検出を減少させる技術の研究を行った。 

 

 

２．AIのアルゴリズムの選定について 

 差分検出を行う前段階でAIによる画像処理を行い、

後段の差分検出での誤検出を減少させる手法につい

て検討を行った。教師データとして多くの被害画像

を準備することが困難であることから、本研究では 

AIのアルゴリズムとして、教師データに被災状況の

画像を必要としない「セマンティック・セグメンテ

ーション」と「GAN：敵対的生成ネットワーク

（Generative Adversarial Networks）」という２つ

のアルゴリズムを比較検討した。 

「セマンティック・セグメンテーション」とは、

平常時の画像に「道路」「川」といった領域の情報

（以後、アノテーションという。）を付加したデー

タを教師データとして機械学習させたモデルを用い

て、入力した画像がどの領域を映しているかを検出

するためのアノテーション画像を生成するものであ

る。図-2に平常時の画像と教師データに用いるアノ

テーション画像の例を示す。 

 

 

 

 「GAN」とは、たとえば馬の画像のみを学習させた

モデルにシマウマの画像を入力すると、馬に似た部

分の画像を馬の特徴をとらえた画像へ変換するとい

うアルゴリズムである（図-3）1)。これを応用して、

様々な季節や天候における平常時の画像を学習させ

たモデルに被害画像を入力すると、季節や天候の状
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図-1 悪天候時による誤検出の例 

図-2 平常時のCCTVカメラ画像（左）と

アノテーション画像（右） 
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況はそのままで被害状況のみが消えたあたかも被災

前の画像が生成できる可能性がある。この生成され

た画像と入力画像との差分検出を行うことにより被

害状況のみを検出することを試みた。 

 

 

 

セマンティック・セグメンテーションとGANにつ

いて、少ない教師データ数（セマンティック・セグ

メンテーションは110枚、GANは790枚）で試行した。   

セマンティック・セグメンテーションでは安定し

たアノテーション画像が得られる傾向があったのに

対して、GANはCCTVカメラごとにモデルを作成しない

と生成される画像が安定しなかった。よって、本研

究においてはセマンティック・セグメンテーション

を選定し、モデル構築及び精度評価を行った。 

３．セマンティック・セグメンテーションのモデル

構築及び精度評価結果について 

道路・河川・広域監視用CCTV画像の静止画から教

師データとするアノテーション画像を500枚作成し

た。500枚のうち学習用に350枚、学習状況の検証用

に75枚、試験用に75枚を用いた。既存のデータセッ

ト2)で学習済みのモデル3)に対し、学習用350枚のア

ノテーション画像を用いて強化学習を行ったモデル

（以下、本モデルという。）を構築し、本モデルに

ついて精度評価を行った。本モデルによって生成さ

れたアノテーション画像の例を図-4に、精度評価結

果を図-5に示す。なお、精度評価にはIoUという画像

認識における物体検出の評価指標を用いた。IoUは

(1)で表される。 

IoU = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑈𝑈𝑈𝑈𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝐼𝐼𝐼𝐼

… (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開されている様々なセマンティック・セグメン

テーションのIoUは最大で0.8～0.9の間である4)。よ

って、学習用データが350枚と限られた状況において

は、本モデルの精度検証結果は概ね妥当であると考

えられる。 

４．本モデルを用いた誤検出を減少させる技術につ

いて 

本モデルを用いた誤検出を減少させる技術は、差

分検出の前処理として画像の領域を認識するアノテ

ーション画像を自動生成することで、検出された被

害候補箇所がどの領域にあるかわかるため、その領

域における被害画像の特徴を考慮することで、より

誤検出の少ない被害箇所の検出の実現が期待される。 

５．おわりに 

 今後、誤検出低減技術について、降雪や降雨時の

画像を用いて効果を検証し、改良を進めるとともに、

災害対応支援のための取り組みを行っていく予定で

ある。 

☞詳細情報はこちら 

1)https://arxiv.org/pdf/1703.10593.pdf 

2)http://host.robots.ox.ac.uk/pascal/VOC/ 

3)https://towardsdatascience.com/deeplabv3-c5c749322ffa 

4)https://paperswithcode.com/sota/semantic-segmentation-

on-pascal-voc-2012 

図-5 構築したモデルのIoUによる評価結果 

Train：モデル構築用のデータの評価結果 

Test：試験用のデータの評価結果 

 

 

図-4 平常時のCCTVカメラ画像（左）、正解アノテー

ション画像（中）、生成されたアノテーション画像（右） 

 

図-3 GANによる画像生成の例。入力画像（左）、 

出力画像（右） 

 

Intersection:正解画像と生成画像の同じエリアが重なっている領域 

Union:正解画像と生成画像のどちらかのエリアが占めている領域 
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１．はじめに 

熊本地震復旧対策研究室は、熊本地震による被災

の復旧に係る高度技術支援を災害現場にて行い、復

旧事業を担う九州地方整備局熊本復興事務所と車の

両輪となって早期復旧に取り組んできている。道路

橋の復旧事業の実施にあたっては、構造安全性と円

滑な道路機能が共に確保された橋をできるだけ早期

に供用再開する必要がある。この際、復旧工事は一

度損傷や変状が生じた橋を対象とするため、新設橋

にはない様々な不確実性を考慮したうえで補修効果

を発揮させる必要がある。さらに、復旧工事後の維

持管理段階における点検や診断、あるいは不具合発

生時の原因究明における検討の迅速化や信頼性向上

の観点からは、復旧工事の過程で維持管理段階での

活用に資するための情報を取得し、適切に記録・保

存することが重要である。 

本稿では、地震により被災した道路橋の早期復旧

に資するために、熊本地震で被災した鋼橋を対象に、

復旧工法とその補修効果の検証、および復旧後の供

用中に再び大規模な地震等が生じた場合等での橋の

状態把握等に資する情報とその記録・保存方法につ

いて報告する。 

２．損傷箇所を残置したままでの鋼橋の補修とモニ

タリングを活用した補修効果の検証 

橋長265mの鋼5径間連続非剛性曲線鈑桁橋である

大切畑大橋は、上部構造が曲線外側の方向に全体的

に移動するとともに、主桁の一部が座屈する等の損

傷が生じた。とりわけ主桁の損傷が支点部以外でも

生じたことが特徴的であり、中でもP1～P2間の曲線

外側にあたる主桁2本（G1桁、G2桁）には、面外変形

を伴う損傷が比較的大きく生じた。 

 

 

支点部以外で主桁に大きな損傷が生じた場合の対

策としては、一般的には主桁全体あるいは損傷部位

の撤去・再構築が考えられる。しかし、本橋では地

震後に損傷や変状が進んでいないことから、少なく

とも床版等の重量を支えられるだけの耐荷力は保有

していることや、主桁を撤去した場合に部材内に残

留している応力が他の部材に与える影響の程度に不

確実性を伴うことなどを勘案し、大きな損傷が生じ

た主桁は戦略的に残置しつつ、損傷に伴い低下した

主桁の耐荷力を補えるような断面剛性を有する主桁

（以下、追加桁）を設置した（図-1）。 

このような損傷した箇所を残置したまま桁を追加

するという補修では、残存応力の見立てなど新設工

事にはない不確実性があり、部材の状態の見立ての

信頼性を確保することが重要となる。そこで本橋に

おいては、桁を追加した後、ジャッキダウンする際

のひずみの変化から応力の変化をモニタリングし、

設計で期待したとおり追加桁が荷重を分担する傾向
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図-1 大切畑大橋の復旧で設置した追加桁 
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に移動するとともに、主桁の一部が座屈する等の損

傷が生じた。とりわけ主桁の損傷が支点部以外でも

生じたことが特徴的であり、中でもP1～P2間の曲線

外側にあたる主桁2本（G1桁、G2桁）には、面外変形

を伴う損傷が比較的大きく生じた。 

 

 

支点部以外で主桁に大きな損傷が生じた場合の対

策としては、一般的には主桁全体あるいは損傷部位

の撤去・再構築が考えられる。しかし、本橋では地

震後に損傷や変状が進んでいないことから、少なく

とも床版等の重量を支えられるだけの耐荷力は保有

していることや、主桁を撤去した場合に部材内に残

留している応力が他の部材に与える影響の程度に不

確実性を伴うことなどを勘案し、大きな損傷が生じ

た主桁は戦略的に残置しつつ、損傷に伴い低下した

主桁の耐荷力を補えるような断面剛性を有する主桁

（以下、追加桁）を設置した（図-1）。 

このような損傷した箇所を残置したまま桁を追加

するという補修では、残存応力の見立てなど新設工

事にはない不確実性があり、部材の状態の見立ての

信頼性を確保することが重要となる。そこで本橋に

おいては、桁を追加した後、ジャッキダウンする際

のひずみの変化から応力の変化をモニタリングし、

設計で期待したとおり追加桁が荷重を分担する傾向
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を示しているかどうかを確認した。 

実際の損傷部の状態は、抵抗断面として機能しな

い状態と機能する状態の間にあると考え、モニタリ

ング結果は、損傷部も抵抗断面として機能するとし

た場合（損傷なし）と、機能しないとした場合（損

傷あり）の2つの解析結果と比較した。比較の結果、

図-2に示すとおり、応力の変化の計測値は2つの解析

値の間にあり想定した範囲の状態であったことから、

追加桁は設計で期待した抵抗断面として機能してい

ることが分かった。 

３．維持管理段階におけるBIM/CIMモデルの活用 

復旧工事を行った橋では、補修効果の経年変化に

よる耐荷力低下など、復旧の補修設計や施工の段階

では考慮することが困難な不確実性が残る。このよ

うな懸念に対しては、地震により部材に生じた損傷、

その損傷に対する補修工法、当該補修工法の耐久性

能を確保するうえで必要となる情報を復旧工事で得

られる情報の中から適切に抽出するとともに、それ

らのデータの相互関係が分かるように記録・保存を

行うことが有効である。 

そこで、前述したような補修を実施した大切畑大

橋を対象に、今後の維持管理段階での活用を考えた

場合にどのような情報を、いかなる形で残すことが

適切かを検討し、そのうえでCIMの活用によるデータ

の3次元的な可視化を行った。 

まず、既存の2次元の構造一般図に基づいて全体構

造の3次元モデルを、外形形状を正確に表現した詳細

度3001)で作成している。続いて、追加桁や追加対傾

構、ベント支持の際に設置し残置した仮横桁などの

追加部材のモデル化を行った（図-3）。なお、追加

部材については既存部材との違いが分かりやすいよ

う配色を工夫している。 

一方で、主桁の損傷を残置した箇所については、

当該箇所の位置をマーキングすることに留め、この

マーキングの属性情報として、損傷状況が分かる写

真にファイルリンクするように設定した。これは、

損傷の3次元的な形状は目視により確認することが

合理的であり、モデル化までする必要はないと考え

たためである。また、桁の連結部についても位置を

示すのみで、詳細については属性情報として当該図

面のPDFをファイルリンクするように設定した。これ

は、部材の状態を把握するうえでは、接合位置をモ

デル化することは有効であるものの、ボルト形状ま

でモデル化する必要はないと考えたためである。 

また、貫通ひび割れが生じた中空のP2橋脚では、

内空部基部にコンクリートを充填したうえで増厚・

増杭施工を行っているが、復旧工事完了時点では、

貫通ひび割れが生じた位置や、コンクリートを充填

した範囲が不可視となることから、これらについて

は3次元モデルで可視化した。一方で、ひび割れの幅

や深さなどは属性情報とするに留めた。 

以上のように、維持管理段階での活用場面を想定

し、3次元モデルで可視化して記録・保存することが

望ましい情報と、属性情報として記録・保存するこ

とが合理的である情報とに分類を行っている。 

４．今後の展望 

国の直轄権限代行が始まって3年目となる令和元

年度は、県道の俵山トンネルルートが全線開通した

ところである2)。引き続き国道325号阿蘇大橋、国道

57号現道等の復旧に向けて取り組んでいく。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国土交通省：CIM導入ガイドライン（案）第5編 橋

梁編、2019.5 

http://www.mlit.go.jp/tec/it/pdf/guide05.pdf 

2)土木技術資料、Vol.61、No.11、pp.48-49、2019 

図-2 追加桁のジャッキダウン時の応力の変化 

図-3 大切畑大橋の3次元モデル（追加桁付近） 
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国の機関や自治体などからの技術相談の対応状況 
 

１．はじめに 

 国総研では、国の機関や自治体等に対し、政策実

施・事業施行に関する様々な技術支援を実施してお

り、災害現場はもちろん、住宅・社会資本整備の現

場で発生した問題に対しての技術指導および専門家

の派遣を継続的に行っている。 

 技術相談にあたっては、国総研が担当する分野・

施設に関する相談をいつでも受け付けることができ

るように、国総研として相談窓口を設けている。 

 

２．技術相談窓口 

 住宅・社会資本整備に関わる技術者が日頃から感

じている疑問や悩みなどについても、問い合わせる

ことができるように、「国総研技術相談窓口」(図－

１)を平成26年12月に設置しており、国総研が担当す

るあらゆる分野・施設に関する相談事項をワンスト

ップで受け付けている。 

 また、港湾・海岸・空港施設に関わる良好な維持

管理の実施を支援するため、国立研究開発法人港湾

空港技術研究所と連携して、「久里浜ＬＣＭ支援総

合窓口」(図－２)を開設し、施設の計画・施工・管

理を実施する地方整備局、自治体、民間事業者など

からの港湾・海岸・空港施設の維持管理に関する技

術的な相談を受け付けている。  

 なお、昨年度の分野別の技術相談件数は表の通り

である。 

表 分野別技術相談件数 

分野 件数 

下水道 24 

河川 390 

土砂災害 78 

道路 250 

建築・住宅・都市 96 

沿岸海洋・防災 197 

港湾 240 

空港 138 

社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ等 103 

合計 1516 

 

 

 

図-１ 「国総研技術相談窓口」 

図-２ 「久里浜ＬＣＭ支援総合窓口」 
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地方航空局
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国際協力 等
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本省港湾局海岸･防災課
本省航空局空港安全・
保安対策課

〈国土技術政策総合研究所Ｇ〉

• 行政ニーズの把握･分析
• 現場データの把握･分析
• 基準化、研修･啓蒙･普及など支援の企画実行

相談

支援
協議･調整

〈港湾空港技術研究所Ｇ〉

• 要素技術の開発研究
• 技術開発の中長期計画の立案
• 基準化、研修･啓蒙･普及など支援の実施協力

〈外部連携Ｇ〉

• 要素技術の開発研究等

構造研究チーム
[LCM統合ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼構造、事例DB]

耐波研究チーム [吸い出し]
空港舗装研究チーム [舗装体]
新技術研究開発領域 [計測技術]
材料研究チーム ［材料劣化］
地盤改良研究チーム [地盤改良]

港湾施工システム･保全研究室
[全体像分析、基準化、LCC評価ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ]

空港施設研究室 [舗装体]
沿岸防災研究室 [海岸保全施設全般]

港空研客員研究員 [ｺﾝｸﾘｰﾄ構造設計]

《久里浜ＬＣＭ支援総合窓口》

ワンストップ窓口 TEL.046-844-5030
国土技術政策総合研究所

港湾施工システム･保全研究室
Email:ysk.nil-lcm-center2@gxb.mlit.go.jp 
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１．はじめに 

 国総研では、国の機関や自治体等に対し、政策実

施・事業施行に関する様々な技術支援を実施してお

り、災害現場はもちろん、住宅・社会資本整備の現

場で発生した問題に対しての技術指導および専門家

の派遣を継続的に行っている。 

 技術相談にあたっては、国総研が担当する分野・

施設に関する相談をいつでも受け付けることができ

るように、国総研として相談窓口を設けている。 

 

２．技術相談窓口 

 住宅・社会資本整備に関わる技術者が日頃から感

じている疑問や悩みなどについても、問い合わせる

ことができるように、「国総研技術相談窓口」(図－

１)を平成26年12月に設置しており、国総研が担当す

るあらゆる分野・施設に関する相談事項をワンスト

ップで受け付けている。 

 また、港湾・海岸・空港施設に関わる良好な維持

管理の実施を支援するため、国立研究開発法人港湾

空港技術研究所と連携して、「久里浜ＬＣＭ支援総

合窓口」(図－２)を開設し、施設の計画・施工・管

理を実施する地方整備局、自治体、民間事業者など

からの港湾・海岸・空港施設の維持管理に関する技

術的な相談を受け付けている。  

 なお、昨年度の分野別の技術相談件数は表の通り

である。 

表 分野別技術相談件数 

分野 件数 

下水道 24 

河川 390 

土砂災害 78 

道路 250 

建築・住宅・都市 96 

沿岸海洋・防災 197 

港湾 240 

空港 138 

社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ等 103 

合計 1516 

 

 

 

図-１ 「国総研技術相談窓口」 

図-２ 「久里浜ＬＣＭ支援総合窓口」 
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剥離の生じたタイル仕上げ押出 
成形セメント板の補修技術の研究 
（研究期間：平成30年度～令和元年度） 

 

住宅研究部 住宅生産研究室      根本 かおり         布田 健 

（キーワード） 押出成形セメント板(ECP)、タイル仕上げ、剥落防止、補修工法  

 

１．はじめに 

本研究では、剥離の生じたタイル仕上げの押出成

形セメント板(Extruded Cement Panel 以降、ECPと

呼ぶ)の補修技術について検討している。タイル仕上

げは、ECPやALC(Autoclaved Lightweight aerated 

Concrete，軽量気泡コンクリート)などの外壁パネル

の外装としても適用されているが、ここ数年間に強

風の吹き荒れた日にパネル外装の仕上げタイルが大

規模に剥落するという事故が数件発生した。これら

の事故では幸いにも怪我人は無かったものの、仕上

げタイルの剥落は甚大な被害を引き起こす可能性が

あるため、あってはならない事である。大規模剥落

が起きた仕上げタイルは、ECPの平滑なパネル面にモ

ルタルでタイルを張付けた仕様であったことが分か

った。修繕工法として新築時と同様の仕様、即ちモ

ルタルでタイルを張替える仕様で補修工事を行って

も剥落防止性能に不安が残る。また、同建築物の剥

落の生じなかった仕上げタイルについても剥落防止

への対策の必要性が考えられる。さらに、既存建築

物には同仕様のものが多数あると考えられ、剥落防

止を考慮した補修工法の整備が必要である。 

 

２．研究の概要 

ECPは強度があり靱性は高いが無筋で断面には中

空層があり、かつ薄肉であるためRC造建築物のタイ

ル仕上げの補修工法を適用することは難しい。これ

をふまえ、仕上げタイルの変形追従性を高め、剥離

が生じた場合の剥落防止性能を付与するため、アン

カーピンおよびエポキシ樹脂注入工法でECPに固定

する補修工法を検討することとした。本研究は2年計

画で実施しており、2018年度の検討結果から、仕上

げタイルECP試験体の模擬剥離(図及び写真-1)の作

製方法は、ECP表面の所要面積に特定の瞬間接着剤を

塗布し十分に硬化した後、タイル張付けモルタルを

施工して界面で材料が接着しない方法とした。ECPの

ダメージとなる割れ・欠けを生じさせずに穿孔する

方法として、タイルの目地部分にECP専用ドリル刃を

取付けた回転式電動ドリルで施工することに決定し

た。施工時の粉塵や騒音の少ない水循環式無振動ド

リルによる施工は、ECPの割れ・欠けは無かったもの

の断面に中空層のあるECPでは水が循環できずに中

空部に流入するため、今回の検討から除外した。 

2019年度は、仕上げタイルをECPに固定するアンカ

ーピンの種類(形状)や注入するエポキシ樹脂の粘度

および注入方法を検討した。アンカーピンニングの

検討に先立ち、ECPを欠損させず固定できるアンカー

ピン選定の予備実験を行い(写真-2)、11種類の中か 
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剥離の生じたタイル仕上げ押出成形 
セメント板の補修技術の研究
（研究期間 ： 平成 30 年度～令和元年度）

住宅研究部　住宅生産研究室 

　 主任研究官
（博士（工学））

　根本　かおり　 室長
（博士（工学））

　布田　健

（キーワード）　押出成形セメント板（ECP）、タイル仕上げ、剥落防止、補修工法
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らリベットアンカー(ECP専用：径4.5㎜・長さ28㎜）、

Pレスアンカー(皿頭形状：径4㎜・長さ38㎜)、ドリ

ルビス(ジャックポイント)の3種類を選定した。エポ

キシ樹脂注入は充填や施工性も確認するため手動お

よび低圧樹脂注入(2器具)とし、手動樹脂注入用は粘

度の異なる2種について検討した。施工後の性能評価

法は油圧式簡易引張試験器を用いて補修箇所の接着

強度を確認した。仕上げタイルECP試験体の模擬剥離

の浮き代(隙間)の確保は、屋内で一定期間養生した

試験体を一時的に屋外に移し仕上げタイル面に日射

を当て浮きの促進を図り、打診により一部に明確な

浮き音(打診音が接着性を確保している仕上げタイ

ルよりも高い)が確認できた時点で実験を開始した。 

 

３．結果について 

 固定方法は表に示す9種類とし、手動のエポキシ樹

脂注入は、浮き代(隙間)0.1㎜、直径30cmの円状に充

填することを想定し1箇所につき約9g注入した。引張

接着試験の結果は、タイルの接着強度0.4N/㎜2を上

回った固定方法は手動でエポキシ樹脂注入を行った

Pレスアンカー1箇所とドリルビス2箇所であった。こ

の3箇所に共通したのが、エポキシ樹脂注入前の打診

で浮き音が確認された点である。試験で破断した接

着面の周辺仕上げを剥がして観察したところ、接着

強度が確保された固定方法はいずれもアンカーピン

を中心に円状にエポキシ樹脂が充填されていた。一

方、接着強度が確保されなかった固定方法はアンカ

ーピン周辺にエポキシ樹脂が確認できず、低圧樹脂

注入もエポキシ樹脂の粘度に関わらず充填を確認で

きなかった。その面をさらに詳しく観察したところ、

エポキシ樹脂は極薄く広がっていることが分かった。

このことから、タイル仕上げとECPを接着できるエポ

キシ樹脂には厚みが必要と推察される。今回の実験

では試験体の浮き代(隙間)が不十分であったため、

目的としたアンカーピンとエポキシ樹脂注入を併用

した固定方法の有効性の確認が果たせなかった。試

験体の模擬剥離に浮き代(隙間)を確実に設け、同じ

固定工法と材料で再検討する必要がある。 

 

４．今後の課題 

 これまでは補修工法を施工の面から検討してきた

が、本来ECPに穴を開けることは断面欠損となり安全

性確保のために力学的な検討が必要である。今後、

力学的な観点からタイル仕上げECPにアンカーピン

ニングやエポキシ樹脂注入で補修することで、ECPの

強度低下や仕上げタイルの剥落抵抗性がどの程度確

保できるのかについて検討を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 タイル仕上げ固定法引張試験の結果  

固定方法 エポキシ樹脂粘度 記号 枝番 接着強度(N/㎟）

1 0.14
2 0.2
3 0.28
4 0.18
5 0.37
6 0.37
7 0.42
8 0.31
9 0.07
10 0.98
11 0.07
12 1.02
13 0.16
11 0.11
12 0.16
13 0.39

低粘度 d-1

低圧樹脂注入② 低粘度 d-2

高粘度 c-1

やや高粘度 c-2
ドリルビス

低圧樹脂注入①

Pレスアンカー
高粘度 ｂ-1

やや高粘度 ｂ-2

リベットアンカー
高粘度 a-1

やや高粘度 a-2

写真-3 タイル仕上げのECP固定法の検討 

リベットアンカー（記号：a） ドリルビス（記号：c）

Pレスアンカー（記号：b） 低圧樹脂注入（記号：d）

側面中空部のピンの様子 

写真-2 アンカーピンの選定のための予備実験 

写真-1 模擬剥離を設けたECP試験体の作製 

日射を当て浮きの促進 
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らリベットアンカー(ECP専用：径4.5㎜・長さ28㎜）、

Pレスアンカー(皿頭形状：径4㎜・長さ38㎜)、ドリ

ルビス(ジャックポイント)の3種類を選定した。エポ

キシ樹脂注入は充填や施工性も確認するため手動お

よび低圧樹脂注入(2器具)とし、手動樹脂注入用は粘

度の異なる2種について検討した。施工後の性能評価

法は油圧式簡易引張試験器を用いて補修箇所の接着

強度を確認した。仕上げタイルECP試験体の模擬剥離

の浮き代(隙間)の確保は、屋内で一定期間養生した

試験体を一時的に屋外に移し仕上げタイル面に日射

を当て浮きの促進を図り、打診により一部に明確な

浮き音(打診音が接着性を確保している仕上げタイ

ルよりも高い)が確認できた時点で実験を開始した。 

 

３．結果について 

 固定方法は表に示す9種類とし、手動のエポキシ樹

脂注入は、浮き代(隙間)0.1㎜、直径30cmの円状に充

填することを想定し1箇所につき約9g注入した。引張

接着試験の結果は、タイルの接着強度0.4N/㎜2を上

回った固定方法は手動でエポキシ樹脂注入を行った

Pレスアンカー1箇所とドリルビス2箇所であった。こ

の3箇所に共通したのが、エポキシ樹脂注入前の打診

で浮き音が確認された点である。試験で破断した接

着面の周辺仕上げを剥がして観察したところ、接着

強度が確保された固定方法はいずれもアンカーピン

を中心に円状にエポキシ樹脂が充填されていた。一

方、接着強度が確保されなかった固定方法はアンカ

ーピン周辺にエポキシ樹脂が確認できず、低圧樹脂

注入もエポキシ樹脂の粘度に関わらず充填を確認で

きなかった。その面をさらに詳しく観察したところ、

エポキシ樹脂は極薄く広がっていることが分かった。

このことから、タイル仕上げとECPを接着できるエポ

キシ樹脂には厚みが必要と推察される。今回の実験

では試験体の浮き代(隙間)が不十分であったため、

目的としたアンカーピンとエポキシ樹脂注入を併用

した固定方法の有効性の確認が果たせなかった。試

験体の模擬剥離に浮き代(隙間)を確実に設け、同じ

固定工法と材料で再検討する必要がある。 

 

４．今後の課題 

 これまでは補修工法を施工の面から検討してきた

が、本来ECPに穴を開けることは断面欠損となり安全

性確保のために力学的な検討が必要である。今後、

力学的な観点からタイル仕上げECPにアンカーピン

ニングやエポキシ樹脂注入で補修することで、ECPの

強度低下や仕上げタイルの剥落抵抗性がどの程度確

保できるのかについて検討を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 タイル仕上げ固定法引張試験の結果  

固定方法 エポキシ樹脂粘度 記号 枝番 接着強度(N/㎟）

1 0.14
2 0.2
3 0.28
4 0.18
5 0.37
6 0.37
7 0.42
8 0.31
9 0.07
10 0.98
11 0.07
12 1.02
13 0.16
11 0.11
12 0.16
13 0.39

低粘度 d-1

低圧樹脂注入② 低粘度 d-2

高粘度 c-1

やや高粘度 c-2
ドリルビス

低圧樹脂注入①

Pレスアンカー
高粘度 ｂ-1

やや高粘度 ｂ-2

リベットアンカー
高粘度 a-1

やや高粘度 a-2

写真-3 タイル仕上げのECP固定法の検討 

リベットアンカー（記号：a） ドリルビス（記号：c）

Pレスアンカー（記号：b） 低圧樹脂注入（記号：d）

側面中空部のピンの様子 

写真-2 アンカーピンの選定のための予備実験 

写真-1 模擬剥離を設けたECP試験体の作製 

日射を当て浮きの促進 

 

研究動向・成果 
 

Wi-Fiパケットセンサー

を用いた歩行流動観測手

法に関する研究 
(研究期間：平成30年度～) 

都市研究部 都市施設研究室 中西 賢也 吉田 純土  

（キーワード）  歩行者交通量、歩行者流動、歩行実態観測、Wi-Fi、中心市街地 

 

１．はじめに 

中心市街地等において居心地が良く歩きたくなる

空間を創出するために、街路や沿道施設の空間構成

の再考や沿道関係者と一体となった都市施設の利活

用の検討等が行われている。こうした取組を実施す

る際、通行量や流動状況等のデータに基づいて、計

画を立案し、実施結果を評価することが重要となる。

歩行実態を観測する手法としては携帯電話基地局デ

ータやカメラ画像データ、GPSデータ等を活用した新

たな手法が近年注目されているが、本研究において

は比較的容易かつ安価にデータを取得することが可

能なWi-Fiパケットセンサーに着目し、その有用性を

検証する。 

 

２．Wi-Fiパケットセンサーの概要 

Wi-Fi機能を搭載した携帯電話等の端末は、ルータ

ー等との接続を行うための電波（プローブリクエス

ト）を発信している。このプローブリクエストには

端末のID等の情報が含まれ、センサーはこの情報を

取得することにより端末を携帯する歩行者の流動状

況等を把握するものである。 

 

３．Wi-Fiパケットセンサーの適用 

本研究においては、観光客で賑わう川越市中心市

街地においてセンサーを適用し、その歩行実態を把

握した。センサーから得られるID情報を用いること

により各地を移動する歩行者の流動状況を把握する

ことができる。その一例を図-1に示す。同様に、2つ

のセンサー間で区切られる区間における滞留人口も

把握することも可能

である。ここで、滞留

人口については、人手

によるカウンター調

査も実施することで

実測値を取得し、双方

のデータを比較した。

その結果、観測箇所に

よって差異が見られ

るが、概ね双方に一定

の相関が見られた。一

方で、拡大率（実測値

との比率）に関して

は箇所、時間帯によ

って大きく差がある

ことが分かった。（図

-2）この原因として

センサーの設置環境

が影響したものと推

察される。 

 

４．今後の研究 

Wi-Fiパケットセンサーの大きな特徴として、地下

空間・建物内において流動状況を把握できることが

挙げられる。都心部等においては歩行者が通行する

地下通路等の施設が多く存在するため、適用場面が

多いことが想定される。今後は地下通路等において

観測を行い、地下空間特有の特性を把握することに

注力したい。 

室長 主任研究官 
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研究動向・成果

Wi-Fi パケットセンサーを用いた 
歩行流動観測手法に関する研究
（研究期間 ： 平成 30 年度～）

都市研究部　都市施設研究室 

　室長　中西　賢也　主任研究官　吉田　純土

（キーワード）　歩行者交通量、歩行者流動、歩行実態観測、Wi-Fi、中心市街地
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研究動向・成果 
 

 

シンガポールにおける新技術導入を 

促進する制度に関する調査 
 

(研究期間：平成30年度～令和元年度) 

社会資本マネジメント研究センター 社会資本システム研究室 

鈴木 宏幸 市村 靖光 

（キーワード）  シンガポール、i-Construction、生産性向上  

 

１．はじめに 

国土交通省はi-Constructionを推進することで、

新たな技術を活用した建設現場における施工の労働

生産性向上や品質管理の高度化等を進めている。そ

れらの新技術を現場に導入するためには、その技術

に応じて、技術基準の改訂等の制度面や、企業への

サポート面でも対応していくことが求められる。 

海外では既に新技術等の導入による生産性向上、

現場の省力化に取り組んでいる事例がある。中でも

シンガポールは、政府主導でBIM（Building Inform

ation Modeling）や新技術の導入を積極的に進める

ことで、建設現場の生産性向上に取り組んでいる。 

そこでシンガポールの建設産業について、文献調

査のほか、シンガポールの建設行政を担当するBCA

（Building and Construction Authority）や、シン

ガポールで建築、工事を受注している日系企業にヒ

アリングを実施し、(1)技能労働者（建設工事の直接

的な作業を行う技能を有する労働者）の雇用、(2)新

技術の導入、(3)工事の受注の各場面での取り組みに

ついて整理した。 

 

２．シンガポールの建設産業における取り組み 

（1）技能労働者の雇用と技術向上 

シンガポールの建設現場では、技能労働者がほぼ

外国人であるという特徴がある。その労働力はシン

ガポールの高度成長期を支えてきたが、経済的な成

熟期に入った現在、シンガポール政府は外国人労働

者の数を抑制する方向に施策を進めている。 

2010年2月にシンガポール政府省庁の横断組織で

ある経済戦略会議の中で、企業が生産性向上のため

の投資を阻害するとして、外国人労働者への過度の

依存を避けるべきであると提言している。その上で

新技術等の導入を積極的に進めることで建設現場の

生産性を維持、向上させる取り組みを実施している。

そのためシンガポールでは技能労働者数の管理と生

産性向上の取り組みが密接に関係しているといえる。 

企業やBCAの職員へのヒアリングでは、シンガポー

ルの建設現場では自国の人材を雇用することに制限

はないが、国内の人材が建設現場で働くことはほぼ

無いとのことであった。結果的に外国人の技能労働

者を雇うことになるが、そのためには就労ビザが必

要となる。 

就労ビザは、建設現場の規模によって決められた

枚数がその工事の受注者へ配布される。就労ビザの

発給数は年を追うごとに減っており、その決められ

た数量で施工するために、工事の受注者は新技術の

導入等の努力を求められる図式となっている。 

就労ビザの発給数を算出する根拠として、政府機

関であるMOM（Ministry of Manpower）に提出される

工事日報がある。公共工事では工事現場への入退室

管理に生体認証が義務づけられており（図）、日 
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研究官 主任研究官 

図 生体認証による工事現場への入退室管理 
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シンガポールにおける新技術導入を 
促進する制度に関する調査
（研究期間 ： 平成 30 年度～令和元年度）

社会資本マネジメント研究センター　社会資本システム研究室 

　研究官　鈴木　宏幸　主任研究官　市村　靖光

（キーワード）　シンガポール、i-Construction、生産性向上
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研究動向・成果 
 

 

シンガポールにおける新技術導入を 

促進する制度に関する調査 
 

(研究期間：平成30年度～令和元年度) 

社会資本マネジメント研究センター 社会資本システム研究室 

鈴木 宏幸 市村 靖光 

（キーワード）  シンガポール、i-Construction、生産性向上  

 

１．はじめに 

国土交通省はi-Constructionを推進することで、

新たな技術を活用した建設現場における施工の労働

生産性向上や品質管理の高度化等を進めている。そ

れらの新技術を現場に導入するためには、その技術

に応じて、技術基準の改訂等の制度面や、企業への

サポート面でも対応していくことが求められる。 

海外では既に新技術等の導入による生産性向上、

現場の省力化に取り組んでいる事例がある。中でも

シンガポールは、政府主導でBIM（Building Inform

ation Modeling）や新技術の導入を積極的に進める

ことで、建設現場の生産性向上に取り組んでいる。 

そこでシンガポールの建設産業について、文献調

査のほか、シンガポールの建設行政を担当するBCA

（Building and Construction Authority）や、シン

ガポールで建築、工事を受注している日系企業にヒ

アリングを実施し、(1)技能労働者（建設工事の直接

的な作業を行う技能を有する労働者）の雇用、(2)新

技術の導入、(3)工事の受注の各場面での取り組みに

ついて整理した。 

 

２．シンガポールの建設産業における取り組み 

（1）技能労働者の雇用と技術向上 

シンガポールの建設現場では、技能労働者がほぼ

外国人であるという特徴がある。その労働力はシン

ガポールの高度成長期を支えてきたが、経済的な成

熟期に入った現在、シンガポール政府は外国人労働

者の数を抑制する方向に施策を進めている。 

2010年2月にシンガポール政府省庁の横断組織で

ある経済戦略会議の中で、企業が生産性向上のため

の投資を阻害するとして、外国人労働者への過度の

依存を避けるべきであると提言している。その上で

新技術等の導入を積極的に進めることで建設現場の

生産性を維持、向上させる取り組みを実施している。

そのためシンガポールでは技能労働者数の管理と生

産性向上の取り組みが密接に関係しているといえる。 

企業やBCAの職員へのヒアリングでは、シンガポー

ルの建設現場では自国の人材を雇用することに制限

はないが、国内の人材が建設現場で働くことはほぼ

無いとのことであった。結果的に外国人の技能労働

者を雇うことになるが、そのためには就労ビザが必

要となる。 

就労ビザは、建設現場の規模によって決められた

枚数がその工事の受注者へ配布される。就労ビザの

発給数は年を追うごとに減っており、その決められ

た数量で施工するために、工事の受注者は新技術の

導入等の努力を求められる図式となっている。 

就労ビザの発給数を算出する根拠として、政府機

関であるMOM（Ministry of Manpower）に提出される

工事日報がある。公共工事では工事現場への入退室

管理に生体認証が義務づけられており（図）、日 
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図 生体認証による工事現場への入退室管理 
 

 

 
 

報に記録された、毎月の技能労働者の入退場者数と

施工された面積から「その工事で現場1平米あたりの

施工に何人雇用したか」が算出される。それら過去

の工事結果を基に、以降の工事における就労ビザの

発給数が設定される。 

またシンガポールでは質の高い労働力を得るため

の施策が執られている。BCAはシンガポール国内で雇

用されることを目指している、周辺国における技能

労働者を対象に、その母国にスキル取得を目的とし

た技術センターを設置し、資格、技術の取得をサポ

ートしている。また国内でもBCAアカデミーという

BCA保有の施設で研修等を実施し、さらなる資格の取

得や技術の向上を求めている。 

更にBCAは、保有する資格が1つの技能労働者（単

純工）より、複数の資格を保有する技能労働者（多

能工）の雇用時に課す税額を下げることで、雇用す

る企業に多能工の雇用を推奨している。 

企業へヒアリングしたところでは、多能工の雇用

は、工事の際に技能労働者の待機時間が減ることに

より、施工期間の短縮が期待できるため、企業にも

メリットがある取り組みであるとのことであった。 

（2）新技術の導入を促進する取り組み 

1）サンドボックス 

新技術の導入を検討するための手法として、サン

ドボックス（砂場）と呼ばれるものがある。これは

まだ基準化されていない技術でも、提案された現場

で試行することを許可するもので、シンガポールで

はこの手法を日本よりも積極的に活用しており、成

否を含めて政府に蓄積され、次の工事へフィードバ

ックする仕組みとなっている。この手法を早いサイ

クルで実施することで、シンガポールにおける新技

術の導入が促進されていると考えられる。 

2）Score制度による設計と施工の評価 

シンガポールでは建築物の設計時に、建設の容易

さ等を数値化して評価するBuildable Design Score

（B-Score）と、建設時の施工性を数値化して評価す

るConstructability Score（C-Score）という制度が

ある。これらのScoreは、施工性を高める取り組みや、

技術、設備、安全への配慮といった、BCAによって設 

 

 

 

 

 

 

 

定された技術等を採用することでポイントが加算さ

れ、このScoreが高いほど、安全で容易に建築できる

設計、施工性の高い建設現場であると評価される。

また現場の規模や、建築物の種類（学校や商業施設

等）によって必要最低限のポイントが設定されてお

り、B-Scoreは設計者、C-Scoreは施工者の責任の元

で、必要なポイントを満たす必要がある。 

更に各Scoreは、後述する工事の入札時における評

価項目として使用されることから、受注者は積極的

に新技術等を採用する仕組みとなっている。 

3）PCaからPPVCへ 

シンガポールではPCa（プレキャストコンクリート）

技術は標準的に使用されている。近年、BCAは「PPV

C（Prefabricated Prefinished Volumetric Constr

uction）」という、ある程度内装まで完成したプレ

ハブユニットを積み上げる建築方法の積極的な使用

を勧めている。この手法を採用することで大幅な工

期の短縮や、危険箇所での作業減少等による安全面

の向上が期待される技術とされている。 

（3）建設工事入札時の評価制度 

シンガポールでは建設工事の入札を行う際は総合

評価によって受注者が決定されるが、その評価項目

に「価格」「質」のほかに「生産性」という項目を

設定しているところに特徴がある（表）。この生産

性という項目内で、前述のScoreを元に算出される指

数を用いた過去の実績や、企業が実施するBIM等の技

術導入、労働力開発（教育）への取り組みが評価さ

れる仕組みとなっている。 

 

３．おわりに 

今後は本調査によって得られた成果と共に、他国

の情報整理と検討を進め、日本における i-

Constructionの推進に寄与していく。 

表 PQM制度による評価の配分 

 

建築 土木

価格（Price） 30～50 ％ 40～60 ％

生産性（Productivity） 10 ％ 10 ％

質（Quality） 60～40 ％ 50～30 ％

現
場
技
術
力
の
向
上
の
支
援
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研究動向・成果 
 

下水道分野における 

地球温暖化対策の推進 
(研究期間：平成29年度～令和元年度) 

下水道研究部  下水処理研究室 

 田隝 淳  粟田 貴宣  松橋 学 

（キーワード）  下水道、地球温暖化、一酸化二窒素 

１．はじめに 

国総研では、地球温暖化対策として、下水道から

排出される温室効果ガスである一酸化二窒素（以下、

N2O）について排出量の実態や排出因子の把握につい

て研究を進めている。本稿では排出量の実態調査結

果について記述する。 

２．実下水処理場のN2O排出量調査 

下水処理場における生物学的な排水処理過程にお

いて、強温室効果ガスであるN2Oが副生成物もしくは

中間生成物として発生することが知られている。こ

れまで国総研では、様々な下水処理場にてN2O発生量

調査を実施し、データの蓄積を行ってきた。その結

果、処理方式によってN2O発生量は大きく異なり、標

準活性汚泥法の好気槽において他の処理方式と比較

して高いN2O排出量が観察された1）。昨年度の調査で

は疑似嫌気好気活性汚泥法を対象とし、秋季および

冬季に4時間毎のN2O発生量の調査を実施した。その

結果、秋季と冬季のN2O発生量に違いがあることを確

認した2）。本年度は昨年度の結果を踏まえて昨年度

と同一処理場において春季および夏季のサンプリン

グ調査を実施した。 

サンプリング時の各態窒素濃度及び溶存有機物濃

度（DOC）の測定結果を図に示す。年間を通して溶存

有機物の除去は達成されている。一方で、アンモニ

ア→亜硝酸→硝酸と進行する硝化プロセスにおいて、

冬季においてアンモニアの残存が見られるようにな

り、春季においては殆どがアンモニア態であった。

夏季においてアンモニア酸化が進行していたが、進

行が不完全であり亜硝酸の蓄積が観察された。 

サンプリング時のN2O濃度測定結果から秋季、冬季、

春季、夏季の処理水量あたりのN2O発生量は、それぞ

れ54、38、101、11977mg-N2O/m
3であった。夏季にお

ける亜硝酸の蓄積がN2O発生量増加の要因の一つで

あり、亜硝酸蓄積の原因は硝化の立ち上がり段階で

硝化に適した微生物叢に至っていないことが原因で

あると考えられた。 

３．今後の展開 

 さらなるデータ取得により、年間の微生物叢変遷

のサイクルの再現性の確認をし、反応槽内の硝化に

関与する微生物とN2O発生量の関係から、N2O発生抑

制に適した微生物叢を保持するための条件を明らか

にし、N2O発生抑制運転方法を提案する。 

☞参考資料はこちら 

1) 国総研レポート2018 

2) 国総研レポート2019 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/report.html 
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下水道分野における 

地球温暖化対策の推進 
(研究期間：平成29年度～令和元年度) 

下水道研究部  下水処理研究室 

 田隝 淳  粟田 貴宣  松橋 学 

（キーワード）  下水道、地球温暖化、一酸化二窒素 

１．はじめに 

国総研では、地球温暖化対策として、下水道から

排出される温室効果ガスである一酸化二窒素（以下、

N2O）について排出量の実態や排出因子の把握につい

て研究を進めている。本稿では排出量の実態調査結

果について記述する。 

２．実下水処理場のN2O排出量調査 

下水処理場における生物学的な排水処理過程にお

いて、強温室効果ガスであるN2Oが副生成物もしくは

中間生成物として発生することが知られている。こ

れまで国総研では、様々な下水処理場にてN2O発生量

調査を実施し、データの蓄積を行ってきた。その結

果、処理方式によってN2O発生量は大きく異なり、標

準活性汚泥法の好気槽において他の処理方式と比較

して高いN2O排出量が観察された1）。昨年度の調査で

は疑似嫌気好気活性汚泥法を対象とし、秋季および

冬季に4時間毎のN2O発生量の調査を実施した。その

結果、秋季と冬季のN2O発生量に違いがあることを確

認した2）。本年度は昨年度の結果を踏まえて昨年度

と同一処理場において春季および夏季のサンプリン

グ調査を実施した。 

サンプリング時の各態窒素濃度及び溶存有機物濃

度（DOC）の測定結果を図に示す。年間を通して溶存

有機物の除去は達成されている。一方で、アンモニ

ア→亜硝酸→硝酸と進行する硝化プロセスにおいて、

冬季においてアンモニアの残存が見られるようにな

り、春季においては殆どがアンモニア態であった。

夏季においてアンモニア酸化が進行していたが、進

行が不完全であり亜硝酸の蓄積が観察された。 

サンプリング時のN2O濃度測定結果から秋季、冬季、

春季、夏季の処理水量あたりのN2O発生量は、それぞ

れ54、38、101、11977mg-N2O/m
3であった。夏季にお

ける亜硝酸の蓄積がN2O発生量増加の要因の一つで

あり、亜硝酸蓄積の原因は硝化の立ち上がり段階で

硝化に適した微生物叢に至っていないことが原因で

あると考えられた。 

３．今後の展開 

 さらなるデータ取得により、年間の微生物叢変遷

のサイクルの再現性の確認をし、反応槽内の硝化に

関与する微生物とN2O発生量の関係から、N2O発生抑

制に適した微生物叢を保持するための条件を明らか

にし、N2O発生抑制運転方法を提案する。 

☞参考資料はこちら 

1) 国総研レポート2018 

2) 国総研レポート2019 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/report.html 

室長 研究官 
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AIを活用した画像 

認識型交通量観測の導入 
(研究期間：平成30年度～) 

道路交通研究部 道路研究室 

里内 俊介 林 泰士 松田 奈緒子 横地 和彦 

（キーワード）  交通調査、ＡＩ、ＣＣＴＶ 

 

１．はじめに 

国土交通省では、これまでの5年に一度の全国道

路・街路交通情勢調査を主体とした調査体系から、

平常時・災害時を問わない新たな道路交通調査体系

への移行を目指し、ICTをフル活用した常時観測体制

の検討を進めている。 

国総研では、この常時観測体制に向けた取組みの

一つとして、既存の設備が活用でき、歩行者など車

両以外の観測へも応用が期待される道路管理用の監

視カメラ（CCTV）映像から、人工知能（AI）を活用

した画像認識による交通量の観測（以下、「AI交通

量観測」という。）（図-1）の実用化に向けた研究

を行い、観測装置の機器仕様（案）を作成した。AI

交通量観測の導入により、直轄国道において、トラ

フィックカウンター（以下、「トラカン」という）

のみで実施されていた約2割の常時観測区間を、最大

で約5割に拡大する見込みである（図-2）。 

本稿では、AI交通量観測技術のヒアリング結果、

サンプル映像による観測精度の検証結果及び機器仕

様（案）の概要について述べる。 

 

図-1 AI交通量観測の概要 

 
図-2 常時観測カバー率の向上（直轄国道） 

２．AI交通量観測技術のヒアリング結果 

AI交通量観測装置の機器仕様（案）作成のため、

AIによる画像認識の技術開発を行っている国内の民

間企業9社を対象とし、観測可能車線数等の技術的要

件のほか、観測精度等の性能的要件についてヒアリ

ング調査を行った。調査結果の概要を表-1に示す。 

ヒアリングにより、自動車の車種（大型、小型）

の分類や歩行者の観測は現行の技術で概ね可能であ

るが、二輪車（自転車、バイク）の観測には課題が

残ることがわかった。また、観測精度については、

日中の明るい時間帯の精度確保は可能であるが、夕

方、夜間の暗い時間帯は精度確保が難しいとの回答

であった。その他、精度確保のためカメラ毎の追加

学習を行う必要があることや、フレア（ヘッドライ

トにより映像が塗りつぶされる状況）やオクルージ

ョン（車両の重なりにより対象が見えない状況）が

観測精度に影響するとの回答を得た。 

表-1 AI交通量観測技術のヒアリング結果（9社） 

 

 

３．サンプル映像による観測精度の検証結果 

ヒアリング対象者のうち6社の技術により、CCTVの

サンプル映像を用いてAI観測を実施し、観測精度の

回答結果

４車線以上観測可能 ： 7/9社

２車種（小型・大型）判別可能 ： 8/9社

観測可能 ： 7/9社

観測・区別可能 ： 5/9社

昼 90%以上精度確保可能 ： 8/9社

夜
(道路照明有）

90%以上精度確保可能 ： 6/9社

夜
(道路照明無）

80%以上精度確保可能 ： 1/9社

不要 ： 3/9社
（不要には追加学習機能が無いものも含む）

・カメラレンズへの光直射によるフレア
・オクルージョンによる観測対象の遮蔽

観測精度
（ヒアリング時の回

答・追加学習を行っ

た場合）

精度への影響事項

項目

観測可能車線数

車種分類

映像毎のAI
　　追加学習の有無

歩行者の観測

二輪車の観測

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ
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検証を行った（写真-1）。サンプル映像は2地点の4

時間帯、計8時間分とした。映像にはヘッドライトに

よるフレアなど、精度確保が難しいとされる状況の

ものも含まれている。 

自動車全体（6社実施）及び大型車のみ（4社実施）

の観測精度の検証結果を図-3に示す。なお、6社のう

ちC、Fの2社はサンプル地点の別映像による追加学習

を行っている。自動車類全体の検出率で比較すると、

朝、昼の各時間帯において観測精度が誤差±10%以

内となったのは、地点1で5/6社、地点2では4/6社と

高い割合であり、十分な精度が得られているといえ

る。一方、夕方、夜の各時間帯では、地点1では3/6

社、地点2では2/6社と低い割合になっており、精度

確保が困難であった。また、追加学習を行った2社に

おいては、学習後に観測精度の向上がみられた。 

 

 

 

図-3 サンプル映像による観測精度 

大型車のみの観測精度については、全社において

ほぼ観測精度が確保されていないが、こちらも追加

学習により精度の向上がみられた。 

 

４．AI交通量観測装置の機器仕様について 

ヒアリング結果及びサンプル映像による観測精度

の検証結果をもとに作成したAI交通量観測の観測装

置機器仕様（案）を表-2に示す。 

表-2 AI交通量観測装置機器仕様（案）概要 

 
車線数については、4車線以下のみを対象とし、観

測精度については、ヒアリング結果及び検証結果よ

り、夕方や夜の時間帯において精度確保が難しいこ

とが判明したため、日中の7～16時のみ観測精度の確

保を求めることとした。また、車種分類については、

検証結果より大型車の判別が難しいことが想定され

るため、自動車類全体の交通量のみ±10%の観測精

度を求めることとした。ただし、精度は求めないも

のの、今後の活用を見込み、小型車、大型車（バス、

貨物）、自転車、自動二輪車の分類が可能であるこ

とを仕様として定めた。 

 

５．おわりに 

本研究において、AI交通量観測の現状や導入課題

を整理し、機器仕様（案）を作成した。現在、本仕

様に基づき、各地方整備局においてAI交通量観測装

置の導入が進められているところである。 

今後の課題として、精度確保が難しい夕方、夜の

時間帯や車種分類について、観測精度の向上を図っ

ていくとともに、補正による対応方法を検討してい

く必要がある。 

☞詳細情報はこちら 

1)画像認識型交通量観測装置 機器仕様書（案）（令

和元年6月） 

http://www.mlit.go.jp/tec/it/denki/kikisiyou/t

ouitusiyou_18gazoutorakanR0106.pdf 

項　目 仕　様

対象車線数 ４車線以下

観測精度
日中（7～16時）において、
上下線別の自動車交通量±10%以内

車種分類
小型車、大型車（バス、貨物）、
歩行者、自転車、自動二輪車
（ただし、精度は求めない）

写真-1 AI交通量観測技術の一例 
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検証を行った（写真-1）。サンプル映像は2地点の4

時間帯、計8時間分とした。映像にはヘッドライトに

よるフレアなど、精度確保が難しいとされる状況の

ものも含まれている。 

自動車全体（6社実施）及び大型車のみ（4社実施）

の観測精度の検証結果を図-3に示す。なお、6社のう

ちC、Fの2社はサンプル地点の別映像による追加学習

を行っている。自動車類全体の検出率で比較すると、

朝、昼の各時間帯において観測精度が誤差±10%以

内となったのは、地点1で5/6社、地点2では4/6社と

高い割合であり、十分な精度が得られているといえ

る。一方、夕方、夜の各時間帯では、地点1では3/6

社、地点2では2/6社と低い割合になっており、精度

確保が困難であった。また、追加学習を行った2社に

おいては、学習後に観測精度の向上がみられた。 

 

 

 

図-3 サンプル映像による観測精度 

大型車のみの観測精度については、全社において

ほぼ観測精度が確保されていないが、こちらも追加

学習により精度の向上がみられた。 

 

４．AI交通量観測装置の機器仕様について 

ヒアリング結果及びサンプル映像による観測精度

の検証結果をもとに作成したAI交通量観測の観測装

置機器仕様（案）を表-2に示す。 

表-2 AI交通量観測装置機器仕様（案）概要 

 
車線数については、4車線以下のみを対象とし、観

測精度については、ヒアリング結果及び検証結果よ

り、夕方や夜の時間帯において精度確保が難しいこ

とが判明したため、日中の7～16時のみ観測精度の確

保を求めることとした。また、車種分類については、

検証結果より大型車の判別が難しいことが想定され

るため、自動車類全体の交通量のみ±10%の観測精

度を求めることとした。ただし、精度は求めないも

のの、今後の活用を見込み、小型車、大型車（バス、

貨物）、自転車、自動二輪車の分類が可能であるこ

とを仕様として定めた。 

 

５．おわりに 

本研究において、AI交通量観測の現状や導入課題

を整理し、機器仕様（案）を作成した。現在、本仕

様に基づき、各地方整備局においてAI交通量観測装

置の導入が進められているところである。 

今後の課題として、精度確保が難しい夕方、夜の

時間帯や車種分類について、観測精度の向上を図っ

ていくとともに、補正による対応方法を検討してい

く必要がある。 

☞詳細情報はこちら 

1)画像認識型交通量観測装置 機器仕様書（案）（令

和元年6月） 

http://www.mlit.go.jp/tec/it/denki/kikisiyou/t

ouitusiyou_18gazoutorakanR0106.pdf 

項　目 仕　様

対象車線数 ４車線以下

観測精度
日中（7～16時）において、
上下線別の自動車交通量±10%以内

車種分類
小型車、大型車（バス、貨物）、
歩行者、自転車、自動二輪車
（ただし、精度は求めない）

写真-1 AI交通量観測技術の一例 

 

研究動向・成果 
 

 

強震モニタリングシステムの開発 

 
(研究期間：平成29年度～令和元年度) 

道路構造物研究部 道路地震防災研究室 

石井 洋輔 大道 一歩 片岡 正次郎 

（キーワード）  地震時挙動観測、無線通信、MEMS式加速度計  

 

１．はじめに 

国総研では、土木構造物の耐震設計基準の合理

化・高度化及び地震時挙動の解明を目的として、昭

和33年から地震時挙動の観測をしている。従来は、

コスト等の理由により一つの構造物あたり3箇所程

度で行っていた。これまでは、得られた観測記録に

よる構造物の地震時挙動の分析を踏まえ、実地震時

の被害の状態に照らして包括的に耐震設計法の妥当

性を検証してきたが、新たな構造形式の開発などを

想定すると、部材毎の減衰特性等やその構造物全体

の挙動との関係も精度良く把握することが必要と考

えられ、一つの構造物に対し、複数の箇所で観測す

る必要がある。 

近年では、 MEMS（ Micro Electro Mechanical 

Systems）式加速度計等の小型かつ安価な計測機器の

開発や無線通信技術の発達により、一つの構造物に

対して複数箇所での観測が低コストで実現できるこ

とが期待されている。しかし、これらの新技術は、

屋外での通信技術や電源の確保など、運用面での検

証が不十分であった。構造物の地震時挙動観測は広

く実施されているものの、MEMS式加速度計や無線通

信技術を屋外で用いている例は多くない。そのため、

国総研では、これらの新技術の適用性を検証し、新

技術を活用して一つの構造物の複数箇所を観測し、

容易に構造物全体系の挙動を観測できるシステム

（以下、「強震モニタリングシステム」という。）

の構築を進めている。 

２．観測システムの概要 

 強震モニタリングシステムの概要図を図-1に示す。

橋に設置した加速度計で観測した記録は、リアルタ

イムの連続記録として現地の受信機に無線通信で集

約され、受信機からモニタリングシステムのサーバ

に送信される。サーバでは得られた記録から橋の挙

動等が計算され、執務室のPCからサーバにアクセス

することで計算結果を確認することができる。 

国総研では、強震モニタリングシステムの有用性

を検証するために、茨城県内の高架橋1橋を対象に試

験的にMEMS式加速度計の設置を行った。 

本研究で構築した強震モニタリングシステムは、

観測記録が無線通信で回収可能のため、配線等の設

計・設置を実施する必要がない。さらに、センサー

が小型になったことにより、検査路を用いて磁石や

接着剤で取り付けることができ、設置作業が簡易で

あることが挙げられる。強震モニタリングシステム

を構築するそれぞれの加速度計は、バッテリーで稼

働しており、屋外での電気の確保が容易である。 

３．性能検証 

橋にMEMS式加速度計を設置し、省電力で長距離の

通信が期待できるFM式の通信モジュールを用いた無

線通信により得られた記録を基に検証を行った結果、

以下の点を確認した。 

･橋に加速度計を複数個設置し、観測された地震記録

を比較した結果、主桁下フランジ、橋脚橋座、フー
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図-1 強震モニタリングシステム概要図 

 

周辺地山
周辺地山

基地局

受信

送信

受信

地震計

無線通信

INTERNET

事務所

現地

橋全体系の地震応答
のモニタリング

地震時
自動収録

地震時
自動発報

INTERNET

デ
ー
タ
の
収
集
・
分
析
・
管
理
、
社
会
へ
の
還
元

研究動向・成果

強震モニタリングシステムの 
開発
（研究期間 ： 平成 29 年度～令和元年度）

道路構造物研究部　道路地震防災研究室 

　研究員　石井　洋輔　研究官　大道　一歩　 室長
（博士（工学））

　片岡　正次郎

（キーワード）　地震時挙動観測、無線通信、MEMS式加速度計

- 137 -- 137 -



 

 
 

チング上面で得られた記録はそれぞれ異なる特徴を

持ち、地震時に橋の各部位は複雑に挙動しているこ

とが確認できた。 

･MEMS式加速度計は、従来観測に用いている地震計

（サーボ型地震計）の記録とほぼ同じスペクトルの

形状を示しており（図-2）、従来の観測と同等であ

ることを確認した。 

･FM式の無線通信による観測記録は、送信時のデータ

圧縮により長めの周期で精度の良くない部分が見ら

れたが、ピーク値等の橋の地震時挙動の観測に必要

な特徴は合致していた（図-3）。データの圧縮を改

善すると、長めの周期でも概ねピーク値が一致した。 

・FM式無線通信の通信モジュールをSub-GHz帯に変更

することで、100m以上離れても観測記録を伝送でき

ることを確認した。さらに、それぞれの加速度計か

ら独立して受信機に観測記録を伝送するのではなく、

加速度計に無線通信で観測記録を送受信する機能を

付加し、加速度計同士をリレーさせることで無線通

信の距離を短くて通信安定性を向上させた。 

 本研究で構築した強震モニタリングシステムの構

成図を図-4に示す。また、強震モニタリングシステ

ムの設置例を図-5に示す。令和元年度は、図-6に示

した東北地方から九州地方に架設されている橋に強

震モニタリングシステムを設置した。 

４．今後の予定 

強震モニタリングシステムで得られた全国の様々

な形式の橋の地震時挙動記録を分析し、橋の地震時

挙動の検証を行う。さらに、強震モニタリングに加

えて、強震時や被害発生時に、観測結果から被害内

容を検知する「即時被害検知機能」の検証を行う予

定である。 

図-6 設置位置（東北－九州地方） 

：設置地点

  図-4 強震モニタリングシステム構成図 

橋に設置した加速度計（センサ）

受信アンテナ
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インターネット

クラウドサーバ
（データ保存・管理）
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装置

図-3 無線通信と有線通信の観測記録の比較 
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チング上面で得られた記録はそれぞれ異なる特徴を

持ち、地震時に橋の各部位は複雑に挙動しているこ

とが確認できた。 

･MEMS式加速度計は、従来観測に用いている地震計

（サーボ型地震計）の記録とほぼ同じスペクトルの

形状を示しており（図-2）、従来の観測と同等であ

ることを確認した。 

･FM式の無線通信による観測記録は、送信時のデータ

圧縮により長めの周期で精度の良くない部分が見ら

れたが、ピーク値等の橋の地震時挙動の観測に必要

な特徴は合致していた（図-3）。データの圧縮を改

善すると、長めの周期でも概ねピーク値が一致した。 

・FM式無線通信の通信モジュールをSub-GHz帯に変更

することで、100m以上離れても観測記録を伝送でき

ることを確認した。さらに、それぞれの加速度計か

ら独立して受信機に観測記録を伝送するのではなく、

加速度計に無線通信で観測記録を送受信する機能を

付加し、加速度計同士をリレーさせることで無線通

信の距離を短くて通信安定性を向上させた。 

 本研究で構築した強震モニタリングシステムの構

成図を図-4に示す。また、強震モニタリングシステ

ムの設置例を図-5に示す。令和元年度は、図-6に示

した東北地方から九州地方に架設されている橋に強

震モニタリングシステムを設置した。 

４．今後の予定 

強震モニタリングシステムで得られた全国の様々

な形式の橋の地震時挙動記録を分析し、橋の地震時

挙動の検証を行う。さらに、強震モニタリングに加

えて、強震時や被害発生時に、観測結果から被害内

容を検知する「即時被害検知機能」の検証を行う予

定である。 

図-6 設置位置（東北－九州地方） 

：設置地点

  図-4 強震モニタリングシステム構成図 

橋に設置した加速度計（センサ）

受信アンテナ

データ伝送
（リレー方式）

送信アンテナ

バッテリー

地表の
加速度計(センサ)

現地観測局舎

執務室受信機

インターネット

クラウドサーバ
（データ保存・管理）

簡易サーバ 無停電電源
装置

図-3 無線通信と有線通信の観測記録の比較 

0.1

1

10

100

0.1 1

加
速
度
フ
ー
リ
エ
ス
ペ
ク
ト
ル

(c
m
/s
)

周期(s)

FM式無線通信加速度計

有線式加速度計

0.01

0.1

1

10

100

0.1 1

加
速
度
フ
ー
リ
エ
ス
ペ
ク
ト
ル
(c
m
/s
)

周期(s)

サーボ型地震計 NS成分

MEMS式加速度計NS成分

図-2 サーボ型地震計とMEMS式加速度計の比較 

1 2 3 4

109

14

15

6

5
7 8

11

13

図-5 強震モニタリングシステム設置事例 

 

研究動向・成果 
 

 

利用者ニーズを踏まえた「将来人口・世帯 

予測ツール」の改良と今後の展開  
(研究期間：令和元年度～) 

都市研究部 都市計画研究室     勝又 済  

（キーワード）  将来人口・世帯、予測ツール、利用者ニーズ、改良、集約型都市づくり 

 

１．はじめに 

国総研では、従来市区町村単位の予測値しか得ら

れなかった５歳階級別・性別人口及び世帯数を町丁

目単位で予測可能な「将来人口・世帯予測ツール」

（以下「本ツール」）を平成29年1月に一般公開1)し、

多くの方にご利用いただいている。以降、本ツール

については、平成27年国勢調査結果に対応した最新

の人口予測が可能となる等の改良を加えた「バージ

ョン2（H27国調対応版）」を平成30年7月に公開2)～3)

する等、利用者ニーズを踏まえた改良を随時行って

いる。本稿では、令和元年度に実施した主な改良等

の内容、利用状況、今後の展開等について紹介する。 

２．令和元年度に実施した本ツールの主な改良等 

①クイックマニュアルの作成（令和元年 8月） 

 本ツールは、予測計算を行うメイン機能の「将来

人口・世帯予測プログラム」と、予測結果のメッシ

ュ配分やグラフ・マップ表示を行うサブ機能の「予

測結果簡易グラフ作成プログラム」「人口情報メッ

シュ配分プログラム」「予測結果簡易描画プログラ

ム」で構成されている。それぞれに操作方法を丁寧

に解説したマニュアルを用意しているが、本ツール

を初めて利用しようという人が複数のマニュアルを

読むのは負担である旨の意見を利用者よりいただい

ていた。そこで、本ツールを初めて利用する方に、

一通り体験していただくための基本的な操作手順を

説明した「『将来人口・世帯予測ツール』クイック

マニュアル」を作成公開 3)した。同マニュアルは、

対象市町村の設定、予測計算、予測結果のグラフ・

マップ出力までの一連の流れを、視覚的・直感的に

理解できるよう、操作画面の画像を用いて説明し、

Ａ３サイズ２枚のボリュームに収めている（図-1）。 

②世帯数等の予測計算機能の追加（令和元年 10月） 

利用者からは、世帯数の予測計算機能の追加要望

が多く寄せられていたが、「バージョン 2」の公開

時点では、予測計算に必要な国立社会保障・人口問 
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図-1 「将来人口・世帯予測ツール」クイックマニュアル 
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題研究所の平成 27年国勢調査結果に基づく「世帯主

の男女・年齢 5歳階級別・家族類型別世帯主率」の

データが未公表であったため、改良は不可能であっ

た。今般、同データが公表されたため、世帯数等の

予測計算機能を追加する改良を行った（図-2）。 

３．本ツールの利用状況 

 本ツールの公開先のＧ空間情報センター提供のデ

ータによると、本ツールへの延べアクセス件数は約

4,000件/月、延べダウンロード件数は約 200～400

件/月で推移している。「バージョン 2」公開直後の

2018年 8月には、それぞれ約 19,000件/月、約 1,200

件/月に達した（図-3、図-4）。ダウンロードユーザ

ーの属性は、都市計画コンサルタント等を中心とし

た民間企業（54.6％）が過半を占め、市区町村

(17.0％)、大学・高専(11.4％)が続く（図-5）。 

利用者の声からは、本ツールの利用目的は、立地適

正化計画や地域公共交通網形成計画等、都市の空間

計画の検討が多いほか、福祉、医療、教育、防犯等

の分野の需要予測等にも利用されているようである。 

４．今後の展開 

 本ツールについては、今後も利用者ニーズを踏ま

えた改良等を行うとともに、本ツールの予測計算結

果と連動し、医療・福祉施設の適正配置のマネジメ

ントを支援する「地域居住支援機能適正配置予測プ

ログラム」4)（図-6）等の各種ツールについても、 

社会実装が可能となり次第、公開してまいりたい。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研記者発表資料「地区レベルの将来人口予測
ツールを作成しました ～まちの将来を見通し、コン
パクトなまちづくりを推進～」 
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/k
isya20170127-2.pdf 
2) 国総研記者発表資料「最新の国勢調査に基づく将
来人口予測が可能に！～地区レベルの将来人口予測
ツールを改良～」 
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/k
isya20180731.pdf 
3) Ｇ空間情報センター「将来人口・世帯予測ツール
Ｖ２（H27国調対応版）」ダウンロードサイト 
https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/cohort-v2 
4) 国総研プロジェクト研究報告第62号『地域安心居
住機能の戦略的ストックマネジメント技術の開発』
「第Ⅳ編 地域居住支援機能の地域別将来必要量及
び適正配置の予測手法の開発」 
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/kpr/prn0
062.htm 

図-6 「地域居住支援機能適正配置予測プログラム」による 
高齢者福祉施設（通所介護）の供給不足量の予測例 
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の男女・年齢 5歳階級別・家族類型別世帯主率」の

データが未公表であったため、改良は不可能であっ

た。今般、同データが公表されたため、世帯数等の

予測計算機能を追加する改良を行った（図-2）。 

３．本ツールの利用状況 

 本ツールの公開先のＧ空間情報センター提供のデ

ータによると、本ツールへの延べアクセス件数は約

4,000件/月、延べダウンロード件数は約 200～400

件/月で推移している。「バージョン 2」公開直後の

2018年 8月には、それぞれ約 19,000件/月、約 1,200

件/月に達した（図-3、図-4）。ダウンロードユーザ

ーの属性は、都市計画コンサルタント等を中心とし

た民間企業（54.6％）が過半を占め、市区町村

(17.0％)、大学・高専(11.4％)が続く（図-5）。 

利用者の声からは、本ツールの利用目的は、立地適

正化計画や地域公共交通網形成計画等、都市の空間

計画の検討が多いほか、福祉、医療、教育、防犯等

の分野の需要予測等にも利用されているようである。 

４．今後の展開 

 本ツールについては、今後も利用者ニーズを踏ま

えた改良等を行うとともに、本ツールの予測計算結

果と連動し、医療・福祉施設の適正配置のマネジメ

ントを支援する「地域居住支援機能適正配置予測プ

ログラム」4)（図-6）等の各種ツールについても、 

社会実装が可能となり次第、公開してまいりたい。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研記者発表資料「地区レベルの将来人口予測
ツールを作成しました ～まちの将来を見通し、コン
パクトなまちづくりを推進～」 
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isya20170127-2.pdf 
2) 国総研記者発表資料「最新の国勢調査に基づく将
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図-6 「地域居住支援機能適正配置予測プログラム」による 
高齢者福祉施設（通所介護）の供給不足量の予測例 
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研究動向・成果 
 

 

船舶入出港行政手続一元化システムの 

構築方法に関する国際標準化 
(研究期間：平成29年度～令和元年度) 

管理調整部 国際業務研究室 

飯田 純也  

（キーワード）  Maritime Single Window、港湾EDI、港湾関連行政手続、国際標準化 

 

１．はじめに 

国際海上交通簡易化条約（FAL条約）附属書の2016

年改正によるMaritime Single Window（MSW）の設置

の事実上の義務化、EU法令によるEU加盟国に対する

MSWの設置義務化、また世界各国でのMSW構築の動き

など、世界においてMSW構築への取り組みが推進され

ている。MSWとは、船舶入出港に関する港湾関連行政

手続を対象とした電子的なワンストップ窓口であり、

複数の行政機関への手続を一元的に処理する情報シ

ステムを示す（図-1 参照）。 

世界的にMSWの構築への取り組みが進められるな

か、FAL条約を所管する国際海事機関（IMO）簡素化

委員会（FAL委員会）では、 FAL条約附属書の2016年

改正の確実な履行を締約国政府に促すため、2017年

開催された第41回FAL委員会会合（FAL41会合）にお

いて、2011年に策定された「MSW構築のためのガイド

ライン」（以下「MSWガイドライン」という。）の全

面改定を議決した。MSWガイドラインは、MSWを構築

する方法を定めた事実上のデジュール標準である。 

 

２．改定作業へのわが国の主体的貢献 

 MSWガイドラインの改定作業にあたり、FAL委員会

の会期間において、インターネット・メールを活用

した書類ベースの審議を行う、会期間通信部会

（Correspondence Group: CG）が設置されることに

なった。CGの設置にあたり、CGを運営し議論を主導

する役割のコーディネーターに筆者が選出され、日

本国政府によってコーディネートされることになっ

た。筆者は、2017～2019年の間に開催されたCGの議

論をコーディネーターとして主導し、2019年にMSWガ

イドライン「Guidelines for Setting up a Maritime 

Single Window」（文書番号FAL.5/Circ.42）がIMOに

より回章文書として発効された。 

 

３．研究成果の反映 

改定作業にあたり、我が国で既に構築・運用され

ているMSW（我が国MSWの名称：NACCS）の考え方及び

筆者の研究成果を活かしている。具体的には、我が

国MSWをベースとしたミャンマーへの海外展開のレ

ビュー1)を踏まえて、運用保守の章を新たに設けた

り、諸外国のMSWと通関システムとのシステム間連携

事例2)に基づき、両システム間の概念分離とシステ

ム構成図をMSWガイドラインに反映したりしている。 

CGでのコーディネートという役割を通じて、上記

のように我が国の国際展開事例やMSWの機能をMSWガ

イドラインに積極的に反映することとなり、結果的

に、MSWガイドライン策定を通じて我が国のMSWの考

え方を国際標準化するという社会実装につながった

といえる。 

 

４．改定されたMSWガイドラインの概要 

改定MSWガイドラインの構成（目次）を図-2に示す。 

CGでの議論を通して、MSWガイドラインの改定の全

体方針は、全体構成の見直し、記載分量の削減、急

速に発展する情報技術の適用を可能とする汎用的な
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図-1 MSWの概念 
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情報技術内容への変更、MSW各国事例記述向けテンプ

レート作成を改定の柱とし、この方針に則って各章

節が執筆されている。 

改定ガイドラインの主な特徴は以下の通りである。 

(1)FAL条約附属書の2016年改正への対応 

 改正に伴って、締約国政府は、港湾関連行政手続

を処理する情報システムの設置義務が課され、MSWの

設置が勧告された。加えて、紙申請の受理義務が廃

止された。これら条約附属書の改正内容を反映し、

電子申請を前提とした記述に改定した。 

(2)MSWと輸出入・通関手続一元化システム（TSW）と

の概念分離 

 貿易に係る行政手続という広い観点からは、MSWと

TSWを統合することが理想的であり、わが国のNACCS

のような統合事例も存在する。一方で、両者を統合

して構築する場合、MSWとTSWの対象ユーザーの違い

や省庁間の横断的連携の難しさなどの課題があるこ

とから、早期にMSWを構築するという観点からは，両

者を分離して構築する方法を取る方が望ましいと考

え、現実的な観点を考慮して両者の概念を分離した。 

(3)全体的なアプローチ概念 

 全体的なアプローチ概念とは、MSWを構築するにあ

たっての設計の基本的な考え方である。特に、 

・reporting once only（一度のみの申告原則：複数

の行政機関への同じ情報の重複申請を排除すること） 

・reuse of data（データ利活用） 

を重要な点として指摘している。 

 

５．おわりに  

「インフラシステム輸出戦略」には、わが国のMSW

の国際展開が掲げられている。わが国は、ミャンマ

ーやカンボジアへのMSW構築支援を行ってきている.

世界におけるMSW構築への取り組みを考慮すると、

MSW未導入国からわが国に対して更なる支援要請が

寄せられることも考えられる。わが国のMSWの考え方

を反映したMSWガイドラインは、わが国のMSWの更な

る国際展開の支援ツールとなることが期待される。 

なお、本稿の詳細な内容は、国土技術政策総合研

究所資料としてとりまとめる予定である。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 飯田他：港湾行政手続システムの国際展開に関する一

考察、土木学会論文集F3、Vol.72、No.2、I_122-I_139、

2016。 

2) 飯田他：英国における港湾関連行政手続システムの試

行的構築・運用の分析と考察、運輸政策研究（早期公開版）、

pp.1-12、2018。 

1．はじめに 【全面修正】  

2．範囲 

 2.1 対象となる機関 【新設】 

 2.2 海上輸送  【変更なし】 

 2.3 電子メッセージ 【一部修正】 

 2.4 本ガイドラインと標準 【変更なし】 

3．用語 

 3.1 関係者 【一部修正】 

 3.2 手続き 【一部修正】 

 3.3 情報技術 【一部修正】 

 3.4 シングルウィンドウ 【全面修正】 

4．国際海上貿易の概要 

 4.1 異なる業務プロセスグループ 【一部修正】  

 4.2 輸送タイムライン 【一部修正】 

 4.3 シングルウィンドウに関連する当事者および業務機能 

【一部修正】 

5．基本計画策定 

 5.1 目的 【新設】  

 5.2 アーキテクチャ概念 【新設】 

 5.3 範囲と利害関係者の選定  【一部修正】 

    業務プロセスと情報フローのレビューと分析 【新設】 

 5.4 関連政策課題の分析 【全面修正】 

 5.5 レガシーシステムとプロセスの活用検討 【一部修正】 

 5.6 情報セキュリティ要件の決定 【変更なし】 

 5.7 プロセス自動実行の支援 【新設】 

 5.8 ビジネスモデルの決定 【変更なし】 

 5.9 情報の保存 【一部修正】 

6．構築 

 6.1 方法論と設計プロセス 【新設】 

 6.2 重要業績評価指標（KPI） 【新設】 

 6.3 システムアーキテクチャの概要 【新設】 

 6.4 データの調和 【変更なし】 

 6.5 データ要素 【全面修正】 

 6.6 シングルウィンドウへのデータ入力 【全面修正】 

 6.7 ユーザーのデータ入力支援ツール 【変更なし】 

 6.8 非機能要件 【変更なし】 

 6.9 サイバーセキュリティ 【新設】 

7．相互運用性 【冒頭部新設】 

 7.1 UN/EDIFACTとFAL便覧 【一部修正】 

 7.2 Extensible Markup Language（XML） 【変更なし】 

8．特徴 【新設】 

9．運用保守 【新設】 

10.参考文献 

 

附属書A： Maritime Single Window 事例 

附属書B： 適用可能な標準一覧 

附属書C： 技術概要  

附属書D： 運用保守における基本的考慮事項 

注）【 】は2011年版からの記述内容の修正状況．なお目次の全体

構成は2011年版から大幅に修正している．  

図-2 MSWガイドラインの目次構成 
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節が執筆されている。 
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して構築する場合、MSWとTSWの対象ユーザーの違い

や省庁間の横断的連携の難しさなどの課題があるこ

とから、早期にMSWを構築するという観点からは，両

者を分離して構築する方法を取る方が望ましいと考

え、現実的な観点を考慮して両者の概念を分離した。 
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船のビッグデータを活用した政策支援 
(研究期間：平成20年度～) 

港湾研究部 港湾計画研究室 

安部 智久   中島 健司  

（キーワード）  自動船舶識別装置（AIS）、船舶動静、ビッグデータ 

１．はじめに 

国際条約に基づき、船舶はAIS（自動船舶識別装置）

信号を発信することが義務づけられている。船舶間

の衝突防止が主目的ではあるが、当研究室では主要

な海域でAIS信号を受信・蓄積しそれを分析すること

で港湾の開発・運営に貢献している。本稿ではこの

ような「船舶ビッグデータ」を活用した取り組みを

紹介するとともに、今後の展望について述べる。 

 

２．船舶ビッグデータとしてのAIS 

AIS信号そのものは、船舶が数分おきに自船の位置、

進路、船速、船長等をVHS信号で発・受信するもので

あり、リアルタイムで受信できるほか、多数の船舶

の動静を同時に把握することが可能である。例えば

当室では久里浜庁舎に受信設備を有しているが、東

京湾に所在する船舶の動きの多くが把握できる。加

えて、設置以降これまで10年以上に亘りデータを蓄

積している。また近年AIS信号は陸上の受信設備のみ

でなく衛星によって取得することが可能となり、全

球レベルでのデータの取得が実現している。船舶は

港湾の重要な利用者の一つであり、AISは利用者によ

る安全・効率的な港湾利用に貢献している。 

 

３．これまでの活用事例 

港湾内での船舶動静の把握により、泊地等の水域

施設の計画や利用状況の把握、港湾関係工事での安

全確保といった目的での利用がされている。また東

日本大震災の際には、東京湾への津波来襲時の船舶

の避難状況を分析することにより、非常時の水域確

保に向けた検討に寄与している。さらに大きなスケ

ールでは、衛星データの活用によって、近年脚光を

浴びつつある北極海航路の航行実績を分析し、国総

研HPにより情報提供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：2019年台風15号通過時の船舶挙動（千葉沖） 

４．現在の取り組みと将来展望 

近年強力な台風の襲来により船舶の走錨による港 

湾施設への衝突も発生していること等から、安全な

水域の利用に向け、台風襲来時の船舶挙動を詳細に

分析している。図はその一例であり、走錨船舶の特

定やその船速の推計が可能となっている。 

また関係者がリアルタイムで必要な情報を共有す

ることは、通常時・非常時問わずタイムリーかつ適

切な行動に繋がる。国土交通省の港湾物流情報シス

テムでは当室提供のAISデータを活用してコンテナ

船の入港状況がリアルタイムで提供されている。さ

らに非常時のより迅速な対応のため、船舶の位置情

報提供により港湾BCPを支援する試みを行っている。 

これまでに蓄積されたデータの活用も将来的に掘

り下げるべき分野である。例えば、人工知能などの

アルゴリズムも活用し、過去の実績から水域利用パ

ターンを認識し、非常事態発生時の船舶挙動の予測

に繋げる等、新たな分野への展開も期待される。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料No.1052, No.923, No.782, No.754等 

http://www.ysk.nilim.go.jp/kenkyuseika/kenkyus

yosiryou.html 
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１．はじめに 

国総研の研究方針にて、基本姿勢として「広く産学

官との技術の連携・融合を図り、新たな技術展開を目

指す」、また研究の心構えとして「自らの強み･弱みを

認識した上で、外部とも連携して効率的な研究体制を

構築」を掲げている。以下に連携事例を紹介する。 

２．関係行政機関との調整・連携事例 

国総研では、政策展開に直接つながる事業費予算等

による研究を本省等との連携のもとで多数実施してい

る。特に大規模な研究課題を構成する例として、総合

技術開発プロジェクト（総プロ）と行政部費事項立て

予算がある。総プロは、建設技術に関する重要な研究

課題のうち、特に緊急性が高く、対象分野の広い課題

を取り上げ、行政部局が計画推進の主体となって産学

官の連携により、総合的、組織的に研究を行う。行政

部費事項立ては、財務省から直接査定を受け、新たな

政策の創出につながる総合的な研究を行う。平成31(令

和元)年度に実施した総プロ課題を表１に、行政部費事

項立て予算による研究を表２に示す。 

３．民間・大学等との連携事例 

国総研が他機関と共同で実施する共同研究、既に研

究を行っている機関に委託する委託研究の他、多様な

連携が実践されており、概ね次の通り類型化される。 

平成31(令和元)年度の実施状況について、共同研究

は表３、委託研究は下表に示す。それらを含め、民間・

大学等との連携の代表的な事例を表４に示す。 

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

Ⅱ．他機関で制度化されているもの 
⑤技術研究組合 

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

Ⅳ．運用の工夫で進めているもの 

⑨本省の政策展開との連携、⑩自治体事業との連携、 

⑪学民との勉強会 

４．おわりに 

 上記の他、学協会の委員会活動として産学官連携の

もとで研究活動や技術基準改定に取り組む事例等も存

在する。今後も産学官での多様な技術連携を図りつつ、

研究に取り組んで参りたい。 

類型 審議会等名称 件数 

研究所公募型 2 

本省審議会公募型  

 新道路技術会議 22 

 河川砂防技術研究開発 11 

 下水道B-DASH 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 平成31(令和元)年度に実施した共同研究  

技術連携 

 表１ 平成31(令和元)年度に実施した総合技術開発プロジェクト  

課 題 名 研究期間 担当研究部・センター 

防火・避難規定等の合理化による既存建物活用に資する技術開発 H28～R01 建築、都市 

ＩＣＴの全面的な活用による建設生産性向上に関する研究 H29～R02 社会資本マネジメント 

新しい木質材料を活用した混構造建築物の設計・施工技術の開発 H29～R03 建築 

AIを活用した建設生産システムの高度化に関する研究 H29～R02 社会資本マネジメント 

成熟社会に対応した郊外住宅市街地の再生技術の開発 H30～R04 住宅、建築、都市 

 表２ 平成31(令和元)年度に実施した行政部費事項立て予算による研究  

課 題 名 研究期間 担当研究部・センター 

水防活動支援技術に関する研究 H29～R01 河川 

避難所における被災者の健康と安全確保のための設備等改修技術の開発 H29～R01 建築 

建築物のエネルギー消費性能の向上を目指したファサード設計法に関する研究 H29～R01 住宅 

多様化する生活支援機能を踏まえた都市構造の分析・評価技術の開発 H29～R01 都市 

地震火災時の通行可能性診断技術の開発 H29～R01 都市 

地震災害時における空港舗装の迅速な点検・復旧方法に関する研究 H29～R01 空港 

下水道管路を対象とした総合マネジメントに関する研究 H30～R02 下水道 

大規模地震に起因する土砂災害のプレアナリシス手法の開発 H30～R02 土砂災害 

建築物の外装・防水層の長寿命化改修に資する既存ＲＣ部材の評価技術の開発 H30～R02 建築 

ライフステージに即したバリアフリー効果の見える化手法の確立 H30～R02 住宅 

緑地等による都市環境改善効果の定量的評価手法に関する研究 H30～R02 都市 

大規模地震時の港湾施設の即時被害推定手法に関する研究 H30～R02 港湾 

避難・水防に即応可能な情報伝達のための決壊覚知・氾濫実況予測に関する研究 H31～R02 河川 

地震を受けた拠点建築物の健全性迅速判定技術の開発 H31～R03 建築 

地方都市における都市機能の広域連携に関する研究 H31～R03 都市 

沿岸域における環境保全技術の効率的活用のための評価手法の開発 H31～R03 沿岸海洋・防災 

コンテナ船の定時性向上に資するターミナル混雑度指標の開発 H31～R03 港湾 
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避難・水防に即応可能な情報伝達のための決壊覚知・氾濫実況予測に関する研究 H31～R02 河川 

地震を受けた拠点建築物の健全性迅速判定技術の開発 H31～R03 建築 

地方都市における都市機能の広域連携に関する研究 H31～R03 都市 

沿岸域における環境保全技術の効率的活用のための評価手法の開発 H31～R03 沿岸海洋・防災 

コンテナ船の定時性向上に資するターミナル混雑度指標の開発 H31～R03 港湾 

 

 
 

 

共同研究課題名 相 手 機 関 研究期間 担当研究部・センター 

山地流域の観測・監視データを活用した土砂災害発生早期
検知に関する研究 

産業技術総合研究所 H28～R02 土砂災害 

建築・住宅・都市分野における技術基準等に関する研究 建築研究所 H28～R03 建築、住宅、都市 

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

宇宙航空研究開発機構 H29～R03 土砂災害 

次世代の協調ITSの実用化に向けた技術開発に関する共同
研究 

自動車メーカ、電機メーカ、関係財団法人、
高速道路会社等 29者32団体 

H29～R02 道路交通 

新たな木質材料を用いた混構造建築物の耐震性能検証実
験に関する共同研究 

防災科学技術研究所 H29～R03 建築 

AISデータの港湾の整備・利用への活用に関する共同研究 (一財)港湾空港総合技術センター H29～R01 港湾 

橋梁の地震災害復旧工事で得られる施工管理記録の維持
管理への活用に関する共同研究 

日本橋梁建設協会、プレストレスト・コン
クリート建設業協会 

H29～R01 社会資本マネジメント 

耐候性鋼橋の長寿命化に関する共同研究 
土木研究所、日本橋梁建設協会、日本鉄鋼
連盟、長岡技術科学大学、日鉄住金防蝕 

H29～R01 道路構造物 

コンクリート床版橋の保全に関する共同研究 
土木研究所、プレストレスト・コンクリー
ト建設業協会 

H30～R03 道路構造物 

東京都区内における浸水予測システムに関する共同研究 早稲田大学 H30～R03 河川 

ETC2.0データの配信サービスに関する共同研究 ITSサービス高度化機構 H30～R02 道路交通 

鋼橋の性能評価、回復技術の高度化に関する共同研究 
土木研究所、日本橋梁建設協会、日本鉄
鋼連盟、長岡技術科学大学、早稲田大学 

H30～R03 道路構造物 

インフラ施設の液状化被害推定手法の高精度化に関する
共同研究 

土木研究所 H30～R01 企画、下水道部、道路構造物 

強震動指標の即時的データ活用に関する共同研究 防災科学技術研究所 R01～R02 道路構造物 

道路橋の性能評価技術に関する共同研究 
建設コンサルタンツ協会、日本建設業連合
会、日本橋梁建設協会、プレストレス・コ
ンクリート建設業協会 

R01～R02 道路構造物 

特殊橋・長大橋のマネジメントに関する共同研究 
本州四国連絡高速道路、京都大学、大阪大
学、土木研究所、東京製綱、神鋼鋼線工業 

R01～R03 道路構造物 

既設道路橋群の維持管理計画の継続的改善に関する共同
研究 

建設コンサルタンツ協会、京都大学、大阪
大学、京都府、茨城県 

R01～R03 道路構造物 

土砂・洪水氾濫対策技術に関する共同研究 筑波大学 R01～R03 土砂災害 

 表４ 平成31(令和元)年度に実施した民間・大学等との連携の事例  
類型 件   名 連携の目的と形態 参加者 研究期間 担当研究部・センター 

③ 
下水道革新的技術実証事業

（B-DASHプロジェクト） 

下水道において一般化されていない革新

的技術を実用化するため自治体、民間企

業、大学等を活用 

共同研究体（大学、

民間企業、他国研、

地方公共団体等） 

H23～ 下水道 

⑥ 
建設現場の生産性を飛躍的に

向上するための革新的技術の

導入・活用プロジェクト 

建設現場からデジタルデータをリアルタ
イムに取得しIoT・AI等の新技術により生
産性を向上するプロジェクトを公募 

民間企業・大学等に

よるコンソーシアム

33者 

H30～ 社会資本マネジメント 

⑧ 
地域道路経済戦略研究会及び

地方研究会 

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

大学、本省、地方整

備局 
H27～ 道路交通 

⑨ 
生活道路の交通安全対策に関

する研究におけるエリア対策

を実施する自治体との連携 

交通安全対策の効果的な実施にあたって

の技術連携（自治体：対策実施 国総研：

分析、技術相談等） 

横浜市、浜松市、久

留米市 
H28～ 道路交通 

⑩ 
道路の交通状況把握に関する

研究における自治体との連携 

・国総研が交通分析等を行い、自治体（道

路管理者）が事業や関係機関協議を行い、

適切な役割分担のもと課題解決 

茨城県 H25～ 道路交通 

①
⑦ 

ETC2.0データを活用した新た

なサービスの検討 

・地域のモビリティの強化を図るため、

ETC2.0データを活用した新たなサービス

提案を公募。提案した民間企業にETC2.0

データを提供し、実用化に向け検証。 

民間企業 H30～ 道路交通 
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国際研究活動

 
 

国際研究活動 

 

１ 国総研における国際研究活動 

国総研では以下の3つの柱で、国際研究活動を推進している。 

(1) 国内政策に対する技術面からの貢献： 

国総研の根幹となる活動を遂行するため、海外の政府機関等とネットワークを結び、先進事例や被災事例の情

報収集を行い、国内の政策提案や技術基準等への反映を行う。 

(2) 開発途上国への技術協力： 

国内での公共施設の維持管理や災害対応等から得られる知見・教訓やそれらを反映した研究の成果を生かし、

開発途上国での現地政府が抱える高度な技術的課題への対策等の支援をする。 

(3) インフラシステムの海外展開： 

国内での重要な政策展開を支える技術基準・マニュアル等の策定の知見を生かし、「国内の技術基準の国際標

準化推進」や「国内基準と海外基準の整合性の確保」に取り組み、国内技術の海外進出の円滑化に貢献する。 

 

２ 2019年度の主な国際研究活動 

１．で示した3つの柱に基づき実施した2019年度の国際研究活動から、代表的なものを紹介する。 

２．１ ドイツ連邦建設・都市・空間研究所との研究協力覚書締結 

ドイツ連邦建設・都市・空間研究所（BBSR）、（国研）建築研究所、国

総研の3機関は、2019年4月10日、建築・住宅・都市分野における研究協力

に関する覚書を締結した（写真-1）。協力予定テーマは以下のとおり。 

(1) 住宅及び非住宅建築物の省エネルギー（改修を含む） 

(2) 都市計画(City Planning)と住宅政策(Housing Policy) 

(3) 建築関連業務及び手続きへの BIM の活用 

(4) プレハブ住宅・工業化住宅 

 

２．２ 英語版PR映像公開およびCECAR8出展 

海外の研究者、技術者等に向け、英語版の国総研プロモーション映像

を作成した（写真-2）。国総研の概要に加え、海外研究機関との共同研

究や自然災害の支援など海外関連のテーマを中心に紹介している。2019

年4月に東京で開催された、アジア土木技術国際会議（CECAR8）の展示

ブースにて放映を行い、その後、国総研の英語版Webにて公開している。 

 

２．３ ベトナム道路総局覚書締結 

ベトナム交通運輸省道路総局（DRVN）と国総研の間で道路橋に関する共同研究を実施することとし、覚書を締

結した。本共同研究は、日本・ベトナム両国の道路橋の設計・施工・維持管理に関する情報や損傷事例の共有を

図り、両国の研究成果の最大化を目指すものである。本覚書のもと、2020年度より日本・ベトナム両国の共通の

課題について、日越橋梁ワークショップを行う予定である。 

 

写真-1 締結記念セレモニー 

 

写真-2 プロモーション映像 
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２．４ チリ国 中南米防災人材育成拠点化支援プロジェクト 

JICAの「中南米防災人材育成拠点化支援プロジェクト」2)、通称KIZUNAプ

ロジェクトにおいて、下記の技術協力を行った。 

2019年8月、「公共インフラの技術力強化（橋梁耐震基準）」の研修にて、

日本における橋梁津波被害と対策の経緯および上部構造の流出原因の分

析結果の講義を行った。さらにチリ公共事業省（MOP）職員に、橋梁の耐震・

対津波に関する日本の知見を紹介した。 

2019年11月、「建築物の地震リスク管理」に関するMOP-KIZUNA研修にて、

過去の地震被害に基づく技術基準の策定と今後の技術動向、津波避難ビル

の構造設計法、各種耐震改修技術、免震・制振技術を用いた耐震改修の適用事例について講義を行った（写真-3）。 

 

２．５ スリランカ土砂災害リスク軽減のための警戒避難対策能力強化プロジェクト短期専門家派遣 

2019年10月～11月、JICAからの要請に基づき、スリランカ国において土砂災害への警戒避難対策に関する技術

協力を行った。警報発令に関係する災害管理省、気象局等の中央機関や地方機関、モデルサイトの住民等に現状

に関するヒアリングを実施した。その上で土砂災害対策を管轄する国家建築研究所(NBRO)に対して、スリランカ

における警戒雨量基準の課題について、議論するとともに改善方策の助言を行った。 

 

２．６ ベトナムにおける国家港湾基準策定への協力 

2014年3月に国土交通省とベトナム交通運輸省との間で締結された「港湾施設の国家技術基準の策定に関する

協力に係る覚書」（2017年6月に更新）に基づき、協力を行っている。基準策定に向けた検討は、両国で開催して

いるワークショップを中心に行っており、これまでに、ベトナム科学技術省より4編のベトナム国家港湾基準（総

則、荷重と作用、材料条件、施工・検収基準）が、ベトナム交通運輸省より1編の省庁基準（防波堤）が正式に発

効された。また、2編のベトナム国家港湾基準（基礎、地盤改良）案がベトナム側で審査中であり、2020年夏頃の

発効を予定している。2019年度は、残りの2基準（係留施設、維持管理）を対象とした研究を行っており、日本と

ベトナムにおいて、合計6回開催されたワークショップを通じて、両国共同で編集作業を行った。 

 

２．７ 建築環境研究室による研究成果がISOに反映 

建築環境研究室が実施してきた事項立て課題「建築設備の自動制御技術によるエネルギー削減効果の評価法の

開発」（2016～2018）の研究成果の一部が、2019年11月にISO 19455-1として発行され、国際規格に反映された3)。 

 

２．８ 国際大ダム会議(ICOLD)年次例会における研究発表 

2019年6月、第87回国際大ダム会議年次例会4)のシンポジウムで、「ダムコンクリートの破壊エネルギーがコン

クリートダムのクラック進展解析に及ぼす影響」と題し、ダムの耐震性能照査に関する研究成果の口頭発表を行

った。さらに、「ダム設計における地震問題委員会」に委員として出席し、日本国内における地震観測記録の分

析結果をもとに、当該委員会から発刊予定の新bulletin「ダムでの地震記録の解釈」の修正・追記案を提示した。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研HP 国際活動 http://www.nilim.go.jp/lab/beg/foreign/kokusai/kokusaitekikatudou.htm 

2) JICA HP https://www.jica.go.jp/project/chile/002/index.html 

3) ISO HP https://www.iso.org/standard/70970.html 

4) 第87回国際大ダム会議HP http://www.icold-cigb2019.ca/ 

 

写真-3 MOP-KIZUNA研修の講義 
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国総研研究報告・資料・プロジェクト研究報告リスト

＜国土技術政策総合研究所資料＞

番号 タイトル 課室等名 執筆者名 刊行年 月

1029 道路空間再編 ・ 利用事例集 緑化生態研究室
西村亮彦、 木村優介、 栗原正夫、
舟久保敏

2018 3

1054
中低層の比較的整形な建築物の事例解析を通じた構造計算プログラムの適用方法に関する
調査検討

構造基準研究室
諏訪田晴彦、 小豆畑達哉、
井上波彦、 森田高市

2018 12

1055 平成 30 年度　国土技術政策総合研究所講演会講演集 企画課
国土交通省 国土技術政策総合研究
所

2019 1

1056 平成 29 年度下水道関係調査研究年次報告書集
下水道研究室
下水処理研究室

下水道研究室
下水処理研究室

2019 1

1059 街路樹の倒伏対策の手引き　第２版 緑化生態研究室 緑化生態研究室 2019 2

1062 世界のコンテナ船動静及びコンテナ貨物流動分析 (2018) 港湾計画研究室 岩崎幹平、 山本康太 2019 3

1063 内貿フェリーの将来貨物量の試算 港湾システム研究室 杉田徹、 佐々木友子、 赤倉康寛 2019 3

1064
我が国の北米西岸コンテナ輸出における経路選択の分析
～直航 ・ 海外フィーダー経路の選択水準の差～

港湾システム研究室 森山弘將、 赤倉康寛 2019 3

1065 港湾におけるレベル 1 地震動の補正手法に関する包括的整理 港湾施設研究室
錦織勇人、 福永勇介、 宮田正史、
野津厚

2019 3

1066 ICT 浚渫工 ( 港湾 ) における適正な 3 次元データ取得に関する 検討 
港湾施工システム ・ 保全
研究室

鈴木達典、 井山繁、 坂田憲治、
村田恵、 吉田英治

2019 3

1067 港湾分野における CIM 導入促進に向けた検討
港湾施工システム ・ 保全
研究室

吉田英治、 井山繁 2019 3

1068 PC 橋の多様化に対応した持続荷重の影響評価手法に関する共同研究 橋梁研究室
国土交通省 国土技術政策総合研究
所、　( 一社 ) プレストレスト ・ コンク
リート建設業協会

2019 3

1069 平成 28 年 (2016 年 ) 台風 10 号等に伴う豪雨による北海道地方被災橋梁等調査報告
構造 ・ 基礎研究室、
水害研究室、 河川研究室

西田秀明、 西藤淳、 武内慶了、
諏訪義雄、 西村雄喬

2019 3

1070 下水道技術開発レポート 2018 下水道研究部
井上茂治、 南山瑞彦、 橋本敏一、
岩﨑和宏、 渡邉航介、 田隝淳

2019 4

1071 人口減少下での汚水処理システム効率化技術資料 下水処理研究室 下水処理研究室 2019 4

1072 国土技術政策総合研究所研究評価委員会　平成 30 年度　分科会報告書 研究評価 ・ 推進課 研究評価 ・ 推進課　評価係 2019 5

1074 指定津波防護施設の候補及び津波防護施設の整備候補箇所の抽出に関する技術資料 海岸研究室 竹下哲也、 加藤史訓、 福原直樹 2019 5

1075 平成 30 年度道路橋に関する基本データ集 橋梁研究室 白戸真大、 林佑起、 大西諒 2019 3

1076
密集市街地整備のための集団規定の運用ガイドブック～ まちづくり誘導手法を用いた建替え
促進のために ～ 【令和元年６月改定版】

都市計画研究室
坂真哉、 勝又済、 飯田直彦、
竹谷修一、 ほか

2019 6

1077 干潟の環境価値の得点化とその活用 海洋環境 ・ 危機管理研究室
岡田知也、 秋山吉寛、 黒岩寛、
内藤了二、 渡辺謙太、 棚谷灯子、
桑江朝比呂

2019 7

1078 大阪湾沿岸の港湾地域における台風 1821 号に伴う高潮等の調査報告 沿岸防災研究室
辻澤伊吹、 里村大樹、 本多和彦、
鮫島和範、 菅原法城

2019 7

1079 ICT 浚渫工の導入に伴う浮泥堆積域におけるマルチビーム測深の効率化に関する検討
港湾施工システム ・ 保全
研究室

坂田憲治、 井山繁 2019 7

1080 気候変動下の都市における戦略的水害リスク低減手法の開発 気候変動適応研究本部 気候変動適応研究本部 2019 7

1081 空調 ・ 換気設備の自動制御システムを対象としたエネルギー消費性能試験法に関する検討 建築環境研究室 宮田征門、 三木保弘 2019 9

1083 国土交通省国土技術政策総合研究所緑化生態研究室報告書 第 34 集 緑化生態研究室 緑化生態研究室 2019 10

1084 木造住宅の耐震性能評価ツールを用いた耐震診断マニュアル ( 案 ) 基準認証システム研究室 基準認証システム研究室 2019 10

1088 生活道路におけるハンプ ・ 狭さくの設置事例集 2019 ～設置の工夫と合意形成のポイント～ 道路交通安全研究室 小林寛、 大橋幸子、 野田和秀 2020 1

1089 B-DASH プロジェクト No.28　最終沈殿池の処理能力向上技術導入ガイドライン ( 案 ) 下水処理研究室 下水処理研究室 2019 12

1090
B-DASH プロジェクト No.25　メタン精製装置と吸蔵容器を用いたバイオガス集約技術導入ガイ
ドライン ( 案 )

下水処理研究室 下水処理研究室 2019 12

1091 平成 30 年度道路調査費等年度報告

道路交通研究部
道路構造物研究部
社会資本マネジメント
研究センター

道路交通研究部
道路構造物研究部
社会資本マネジメント研究センター

2020 1

1092
B-DASH プロジェクト No.26　高効率消化システムによる地産地消エネルギー活用技術導入ガ
イドライン ( 案 )

下水処理研究室 下水処理研究室 2019 12

1093
B-DASH プロジェクト No.27　温室効果ガス削減を考慮した発電型汚泥焼却技術導入ガイドラ
イン ( 案 )

下水処理研究室 下水処理研究室 2019 11

1094 鳥類の良好な生息場の創出のための河川環境の整備 ・ 保全の考え方 緑化生態研究室 緑化生態研究室 2020 2

＜国土技術政策総合研究研究報告＞

番号 タイトル 課室等名 執筆者名 刊行年 月

62 地域居住空間の三次元アーカイブスの利活用 住宅計画研究室 小林英之 2019 1

63 ニューラルネットワークの数値流体力学への適用 沿岸防災研究室 本多和彦 2019 3

＜国土技術政策総合研究所プロジェクト研究報告＞

番号 タイトル プロジェクトリーダー 刊行年 月

64 超過外力と複合的自然災害に対する危機管理に関する研究 道路地震防災研究室長 2020 2

国総研研究報告・資料・プロジェクト研究報告リスト
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アンケート

（ＦＡＸ）０２９－８６４－４３２２ 
国総研 研究評価・推進課 宛 

 

皆さまの声をお聞かせ下さい！！  

“国総研レポート 2020 に関するアンケート ” 
（アンケートは、電子メール（ nil-publications2675@mlit.go.jp)でも受け付けております。） 

 
  「国総研レポート」は、国総研の一年間の研究動向・成果や成果の活用事例を紹介
することを目的として発行しています。 
 皆さまのご意見、ご感想を基に、コンテンツの改善を図ってまいりたいと考えてお
りますので、下記アンケートにご協力をお願いいたします。 
 

 
Q1．本書を読んでの感想をお尋ねします。（番号に○をお付けください） 

  (1)業務に役立ちましたか？      (1-2)どのように役立ちましたか？ 

      1.大変役立った         1.本書で新たな知見や情報を得た 

      2.やや役立った         2.詳しい情報の所在にたどり着いた 

      3.あまり役立たない       3.その他（               ） 

      4.まったく役立たない 

  (2)理解しやすい記述でしたか？ 

      1.大変そう思う   2.ややそう思う    3.そう思わない     4.まったくそう思わない 

 

(3)文字の大きさ 

1.大変見やすい 2.見やすい    3.やや見づらい     4.見づらい 

 

(4)冊子の厚さ 

1.薄い     2.ちょうど良い  3.厚い            4.非常に厚い 

 

 

Q2. どの記事に興味・関心を持たれましたか？（ページ番号をご記入ください）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                          
 
Q3. 次の点について、ご意見・ご要望（改善すべき点等）をお聞かせください。 

  (1)本書の内容 
 
    
 
  
 

  
(2)その他 

 
    
 
 

 
 
ご協力ありがとうございました。  上記宛て FAX いただきますようお願いいたします。 



奥付
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裏表紙

  

 

国総研メルマガ（メールサービス）を配信中！ 

 

国総研メルマガ（メールサービス）は、国総研の研究成果等
に関するタイムリーな情報や国総研が貢献できる技術支援情
報などを毎月２回お届けします。 
 
【配信内容】 

■新着情報  

   ◇研究活動（基準等の策定・改訂、災害・事故調査の報告、 

技術支援、主な研究成果） 

   ◇国際活動（国際会議の主催・参加、専門家の派遣）  

   ◇国総研の行事予定（講演会、一般公開、各種イベント） 

■研究部・センターの最新の活動紹介 

■国総研レポートからの紹介 

■刊行物の紹介  

 
 
【登録方法】 
 メールアドレスをお持ちであれば、どなたでも登録できます。   
 配信登録は国総研のホームページからどうぞ。  
 http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/mailmag/index.html 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国総研レポートのイメージカラーである「赤色」は、 
現在そして将来にわたって安全・安心で活力と魅力ある国土と
社会の実現を目指す研究者の「熱意」を表しています。 
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