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「NILIM2022　国総研レポート 2022」とは

○ 「NILIM2022 国総研レポート2022」とは

　国総研の研究活動の理念、2021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

①2021年6月に運用を始めた建設ＤＸ実験フィールド写真。建設機械の遠隔操縦や
自動自律施工、３次元計測技術などＩＣＴの開発、検証に活用が可能。奥に見え
るのは舗装の改修工事が行われた試験走路。

②2021年3月に開通した新阿蘇大橋。国総研は、高度な技術力が必要となる平成
28年熊本地震で被災した新阿蘇大橋を含む大規模な災害復旧事業に対し、現地に
設置した熊本地震復旧対策研究室における技術支援を通じ、早期の道路の復旧に
貢献。

③消波ブロックを対象としたUAV写真測量の現地試験（場所：宮古港　竜神崎地
区防波堤）。計測精度を確保しつつ効率的な標定点の配置方法の検討を実施。

④折板ぶき接合部の引張り載荷試験の実施例。既存屋根の耐風補強技術の評価法
の検討を実施。

②

③ ④

①
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所長メッセージ

技術政策を総合的に研究する

国土技術政策総合研究所長 木村 嘉富

１．総合研究所と分野間連携の視点 

 国総研が発足した平成13年４月１日、私は、独

立行政法人化した土木研究所の研究企画課長と

して着任しました。当時は、独立行政法人という

新しい組織形態をどのように活用していくのか

で手一杯で、国総研については、国土技術政策総

合研究所という長い名前、土木研究所と建築研究

所、港湾空港技術研究所が一体となって新しく

作られた研究所くらいのイメージしか無かった

のを覚えています。 

国総研については、平成13年６月に開催された

設立記念シンポジウムにおいて、目指すべき方向

性や期待するものが議論されています１）。その中

では、「国総研が国という看板を背負っている研

究所であるがゆえに出来ることがたくさんある。

技術基準をつくるなど技術に関する政策を決め

ていく。その際、従来的な技術基準をきっかり決

めるのではなく、もう少し視点を広く持って、国

土技術の向上のための政策という視点で決めて

いくことが大切である」等の意見が寄せられてい

ます。また、今後直面する課題を解決するために

は、母体となった３つの研究所をつなぐ横串の役

割を果たし、特定の分野だけでなく幅広い分野が

総合的に取り組む必要がある、としています。 

これを受けて、国総研では、異なる分野が連携

して取り組む研究としてプロジェクト研究を設

け、取り組んできました。また、分野横断的な組

織として、防災減災研究推進本部等５つの横断本 

部を設けています。 

分野横断的な活動が横串力を発揮して成果を

生み出すためのポイントについては、藤田光一氏

が研究総務官時代に次の３つを示しています２）。 

①対象の全体像・構図を描き、位置づけを明確に

しながら課題特定と取り組み検討を行うこと。 

②達成したいことから逆算して種々の取り組み

を配すること

③横軸が成果を生むための大前提として、縦軸す

なわち各分野の技術がどっしり大地（現場）に

根を張っていること。 

現在、国総研で各分野が連携して取り組んでい

るテーマの一つに流域治水があります。表は、令

和３年度の研究評価委員会３）に提出した資料の

一部です。流域治水への転換を実現させるために

は、気候変動の影響や社会状況の変化等を踏まえ、

あらゆる関係者が協働して流域全体で取り組 

む必要があり、国総研でも政策展開および現場実

装をささえる研究開発を実施しています。 

写真

（写真ﾃﾞｰﾀの貼り付けは不

要）

表 流域治水に関する国総研の研究開発 
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表が示すように、対策

の視点・実現したい姿

の観点から、氾濫をで

きるだけ防ぐ、減らす

対策、被害対象を減少

させるための対策、被

害の軽減、早期復旧・

復興のための対策の

３つの視点で整理し

ています。これらを実

現させるために必要

なハード・ソフトの技

術について、関係研

究部が分担・連携し

て取り組んでいることを示しました。 

 

２．技術政策の視点 

直面する課題を解決する、あるいは、望ましい

姿を実現するためには、技術基準は重要なツール

ですが、それだけでは実現できません。まして、

一つの技術開発や特定の研究のみでは達成でき

ず、それを使いこなす技術力や幅広い関係者が参

画する仕組み作りも不可欠です。様々な関係者の

視点からの取り組みが求められます。これが、技

術政策といえます。 

図は、道路構造物分野の保全体制を改善するた

めのロードマップ（案）です。国総研発足後から、

国総研の橋梁担当者を中心に、道路局の担当者も

巻き込んで議論してきていたもので、現時点版の

ものです。構造物の保全に関する技術というと、

UAV等の点検技術や非破壊検査技術、健全性を評

価する診断技術、損傷原因や進行状況に応じた補

修補強技術が思い浮かびます。これらの技術はい

ずれも重要な技術ですが、これらのみで解決でき

るのではなく、点検制度化等のメンテナンスサイ

クルの確立や膨大な構造物を合理的に管理する

ためのアセットマネジメント、必要な技術開発支

援や現場での導入の仕組み、そして何よりそれら

を使いこなせるエンジニアの技術力等、総合的に

取り組む必要があります。 

このため、図に示すように課題を解決するため

の六つの軸を設定し、時間軸・フェーズによって

その取り組みの深化を図ってきました。そこでは、

国総研が担う事項の他、本省や地域技術拠点の取

り組みも示しています。特定の要素技術に関する

研究開発を行うのみでなく、そもそも課題を解決

するための総合施策を意識し、その中核となる技

術開発を担おうという国総研の姿勢が示されて

います。 

 

 国総研は、各分野の専門家が連携して幅広い視

点で研究に取り組むと共に、その成果を実装させ

て社会課題を解決し、目指す姿を実現するために、

関係機関とともに総合的な取り組みを行ってき

ています。名は体を表すとおり、技術政策を総合

的に研究する所なのです。 

詳細情報はこちら 

1) 国土技術政策総合研究所シンポジウム報告書、国総研

資料第１号、2001.6. 

2) 藤田光一：縦軸・横軸の織り込み強化で防災・維持管

理・環境研究の結実をより大きく、国総研レポート2014. 

3) 令和３年度国土技術政策総合研究所研究評価委員会報

告書、国総研資料第1187号、2022.1. 

図 道路構造物分野の保全体制改善ロードマップ（案） 

・損傷事例集

ＢＭＳ

劣化曲線
を策定

主な損傷の劣化曲
線集の公開（国総
研資料）

◆メンテナンスサイクルと
点検体系の最適化

◆現状把握システムの最適化

◆維持管理標準

◆エンジニアの
技術力確保

◆道路橋の
アセット・マネジメント

Ｈ１６点検要領

スマート・ロードインフ
ラ・メンテナンス・マネ
ジメントの戦略 ◆災害支援

◆不具合支援
Tec-Force
として支援

現場リスクの改善
維持管理の適正化
点検方法の合理化

道路メンテナンス会議
・自治体との連携
・法定点検の確実な履行
・現場リスクの改善

地域データの集約
地域傾向、特徴の把握

研修及び試験の実施

技術相談

Tec-Force制度

・損傷事例集

点検要領改定

・特定点検
・ＰＣ間詰コン
・基礎の洗掘
・鋼床版
・埋込み部材
・パイルベント橋脚
・引張り材

メンテナ
ンス年報

点検・診断・措
置の実施状況
の提供

総合管理指標
の開発

・総合管理指
標の公開（国
総研資料）

突発的致命的
損傷の把握

全国道路橋データベース

・道路施設
の諸元等

既設橋の性能の
評価体系の基準
（状況＜状態）

・検査路等設置要網
・事例集

ＯＪＴ

研修
・再編成
・体系化

法定点検研修テ
キストの公開（国
総研資料）

点検必携

直轄診断

橋梁検査路
・箇所と構造

テーマ
設定型

耐久性能の部分係数

工事・保全ライン
の確立

ＮＥＴＩＳ運用

非破壊検査等
の性能評価法
の策定

・性能試験（国総研資料）
・表面被覆工

◆新技術

長寿命化修繕計画策定
ガイドライン案の開発

個別施設計画策定補助制度

長寿命化計画
・将来予測

・個別施設の老朽化リスク
の改善

・橋梁担当者会議
・症例検討会
・地域支援機関

道路のリスク

アセスメント手法
の開発

EBPM, DX、xRoad

データの一元化、

フォーマットの統一、
道路橋ＩＤ

H29の道示の改定

損傷情報の共有
地域への技術支援
修繕設計の研修コース創設

国家資格
研修テキスト作成、
講師派遣

支援機器
カタログ

Ｈ３１点検要領

既設橋の性能評価
基準との融合
（状況＜状態）

監視ガイドライン

様々な状態把握方法を
組み合わせることによる
点検の質の向上と
作業の省力化の両立

既設構造物も含めた

構造物の性能規定
体系の充実

導入促進機関
の指定

法定点検化

道路リスクアセスメント
要領

笹子トン
ネル事故

ガイドライン改定
新技術評価
ガイドライン

道路のサービス
レベルの区分

・画像処理技術
を用いた常時監
視システム（国
総研資料）

特定点検の充実

地公体の措置支援

適宜、更新

・道路橋点検必携
・付属物点検必携

講師派遣、問題作成

直轄修繕代行

Tec-Forceとして支援
・地域の要請
・中央との橋渡し
・中央との連携
・情報収集

地域技術支援

・地域レベルでの技術
支援、知見の還元
・現場リスクの改善

点検における品質
確保
発生事象への対応

整備局要領への反映
新技術評価会議の運営
地域の産学との連携

国総研の成果

国総研の活動

凡例 本 省

地域技術拠点

フェーズ２（H26～R5）
トンネル天井板事故を契機とし
たメンテナンスサイクルの定着

フェーズ１（H14～25）
三大損傷への対応

フェーズ３（R6～）
法定点検３巡目・データに基づく
マネジメントの高度化
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国総研の研究：これまで、そして今後 

 

 

研究総務官 佐々木 隆(博士(工学)) 

（キーワード）  国総研２０年史、研究評価 

 

１． 国総研２０年の活動について 

国土技術政策総合研究所（国総研）は、2001年4

月1日に、国土交通省の土木研究所、建築研究所、港

湾技術研究所を再編して発足した。そして、昨年、

これまでの活動を「国総研20年史」（20年史）とし

てまとめた。 

その時々の国総研の重点研究テーマは変化してき

たが、国総研の本質的な使命である「安全・安心で

活力と魅力のある国土と社会」から、「①国土を強

靱化し、国民のいのちと暮らしをまもる研究」「②

社会の生産性と成長力を高める研究」「③快適で安

心な暮らしを支える研究」の３つに研究をわけ、そ

れぞれを「強」「用」「美」と呼び、その分類で47

の研究について、その研究に関する報告書・技術資

料とともに紹介している。図-1に20年史掲載の研究

開発の事例を示す。 

この20年史をまとめる際に、研究部長として部内

研究の整理に関わったが、我々研究者が、それぞれ

の時代の社会背景、施策の動きの中で、どのような

活動を行ってきたかを振り返る良い機会となった。

この20年間の研究活動は多岐にわたっており、紹介

している研究は、そのうちの一部である。 

 上記のような研究開発のほか、20年史では、「技

術力を駆使した現場への貢献」（災害・事故への高

度な技術支援、国際研究活動、現場技術力向上、デ

ータの収集・分析、社会への還元）、「研究を支え

る環境整備」（質の高い研究を支えるマネジメント、

人材の育成と研究環境、広報活動）を紹介している。 

この20年史は、国総研のHPに掲載している。各研

究については、項目ごとに見ることができるので、

興味を持たれた部分からでも是非、皆様に目を通し

ていただければと思っている。 

 

図-1 国総研20年史掲載の研究開発の事例 

 

２．現在の研究活動の評価について 

20年史で「研究を支える環境整備」の中で紹介し

ているが、国総研の活動については、外部有識者に

よる研究評価委員会（委員会）による研究評価を受

けてきている。毎年の個別研究課題評価ともに、5

年に1度「機関評価」（機関運営の実績の評価）受け

ているが、昨年度は中間年であり、2年後の「機関評

価」に向けて、図-2に示す平成30年設定の機関評価

基準（評価基準）の見直し向けた検討の年とした。 

この評価基準の妥当性、見直しの検討に資するた

め、「流域治水関連の活動事例」「インフラ分野の

DX関連の活動事例」というある程度大括りの研究活

動に対し、評価基準への対応を確認した。その結果、

委員会では評価基準の全体構成の見直しではないが、

分野横断的な研究、長期的視野での研究などの重要

性についてご意見いただいた。 

「流域治水」は、国交省として新たな施策として近

【強：国土を強靱化し、国民のいのちと暮らしをまもる研究】 

✓水害リスクラインとして実装された洪水の把握・予測技術」 

✓土砂災害警戒情報作成に必要な技術 

✓道路構造物の法定点検に必要な点検要領の策定・改定 

✓地震・大雪・強風被害を踏まえた建築構造技術基準の改定 

✓空港土木施設の基準・要領等に導入された技術等 

【用：社会の生産性と成長力を高める研究】 

✓下水道分野におけるB-DASHプロジェクトによる技術開発 

✓海外へも展開が進む港湾の施設の技術上の基準に導入された

技術 

✓i-Construction推進のためのICT施工 

✓BIC/CIMの各種基準類作成 

【美：快適で安心な暮らしを支える研究】 

✓ETC2.0データを活用した幹線道路の交通安全対策技術 

✓マンション再生に関わる各種マニュアル類の整備 

✓都市のヒートアイランド対策としての「風の道」の提案 

✓沿岸域の環境評価手法 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 

各
研
究
部
・
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

各研究部・センターからのメッセージ

国総研の研究 ： これまで、 そして今後

研究総務官　佐々木　隆（博士（工学））

（キーワード）　国総研２０年史、研究評価

- 22 -- 22 -- 22 -



 

各研究部・センターからのメッセージ 
 

国総研の研究：これまで、そして今後 

 

 

研究総務官 佐々木 隆(博士(工学)) 

（キーワード）  国総研２０年史、研究評価 

 

１． 国総研２０年の活動について 

国土技術政策総合研究所（国総研）は、2001年4

月1日に、国土交通省の土木研究所、建築研究所、港

湾技術研究所を再編して発足した。そして、昨年、

これまでの活動を「国総研20年史」（20年史）とし

てまとめた。 

その時々の国総研の重点研究テーマは変化してき

たが、国総研の本質的な使命である「安全・安心で

活力と魅力のある国土と社会」から、「①国土を強

靱化し、国民のいのちと暮らしをまもる研究」「②

社会の生産性と成長力を高める研究」「③快適で安

心な暮らしを支える研究」の３つに研究をわけ、そ

れぞれを「強」「用」「美」と呼び、その分類で47

の研究について、その研究に関する報告書・技術資

料とともに紹介している。図-1に20年史掲載の研究

開発の事例を示す。 

この20年史をまとめる際に、研究部長として部内

研究の整理に関わったが、我々研究者が、それぞれ

の時代の社会背景、施策の動きの中で、どのような

活動を行ってきたかを振り返る良い機会となった。

この20年間の研究活動は多岐にわたっており、紹介

している研究は、そのうちの一部である。 

 上記のような研究開発のほか、20年史では、「技

術力を駆使した現場への貢献」（災害・事故への高

度な技術支援、国際研究活動、現場技術力向上、デ

ータの収集・分析、社会への還元）、「研究を支え

る環境整備」（質の高い研究を支えるマネジメント、

人材の育成と研究環境、広報活動）を紹介している。 

この20年史は、国総研のHPに掲載している。各研

究については、項目ごとに見ることができるので、

興味を持たれた部分からでも是非、皆様に目を通し

ていただければと思っている。 

 

図-1 国総研20年史掲載の研究開発の事例 

 

２．現在の研究活動の評価について 

20年史で「研究を支える環境整備」の中で紹介し

ているが、国総研の活動については、外部有識者に

よる研究評価委員会（委員会）による研究評価を受

けてきている。毎年の個別研究課題評価ともに、5

年に1度「機関評価」（機関運営の実績の評価）受け

ているが、昨年度は中間年であり、2年後の「機関評

価」に向けて、図-2に示す平成30年設定の機関評価

基準（評価基準）の見直し向けた検討の年とした。 

この評価基準の妥当性、見直しの検討に資するた

め、「流域治水関連の活動事例」「インフラ分野の

DX関連の活動事例」というある程度大括りの研究活

動に対し、評価基準への対応を確認した。その結果、

委員会では評価基準の全体構成の見直しではないが、

分野横断的な研究、長期的視野での研究などの重要

性についてご意見いただいた。 

「流域治水」は、国交省として新たな施策として近

【強：国土を強靱化し、国民のいのちと暮らしをまもる研究】 
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✓土砂災害警戒情報作成に必要な技術 
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年開始されたものであるが、国総研では以前より関

係する研究を行ってきている。所内連携のための仕

組みの一つである「気候変動適応研究本部」を通じ

た長年の活動が、現在までの「流域治水」に資する

研究成果に繋がっていると考えられる。 

そのような研究の一つに、20年史で紹介の「洪水

の把握・予測手法の高度化」（関連する研究全体と

しては約20年継続）がある。その成果として「水害

リスクライン」があるが、20年前に現在のような技

術の実用化がもたらす未来まで想像できてはいなか

ったであろう。しかし、気候変動へ対応する「流域

治水」は、治水のパラダイムシフトというようにも

呼ばれているものでもあり、現在進めている研究を

進めるとともに、長期的な視野、そして拡大した対

象範囲での研究について新たに考えていく必要もあ

ると思う。 

ここでは、「流域治水」に資する研究を一例に挙

げたが、20年間の活動の歴史の振り返り、社会環境

の変化、委員会でのご意見（長期的視野、連携活動）

等も踏まえ、時機をとらえて今後の研究活動を考え

ていくことが必要である。 

 

図-2 機関評価基準（平成30年設定） 

 

３．今後に向けて 

物事を進める上で、新しい言葉ではないが「バッ

クキャスティング」「フォアキャスティング」があ

る。バックキャスティングは、「未来のあるべき姿

を設定し、その実現のため行うことを考える思考」

であり、フォアキャスティングは「今あるものから

可能な改善を積み上げ、未来へつなげていく思考」

だという。例えば、「2050年カーボンニュートラル

実現」に向けての全体的な取組は、バックキャステ

ィングが重要であろう。しかし、個々の取組、個々

の研究では、フォアキャスティングが現実的に思え

る。未来（目標）を見据え、現在の研究の力量を分

析・予測し、目標到達のために研究の加速、不足す

る部分への拡張などが必要なところでは、共同研究、

委託研究などの種々の連携が効果を発揮するものと

思う。 

研究連携を模索するには、種々の分野の情報を十

分捉えておくことが重要である。使い古された用語

かも知れないが「Ｔ型人間」「π型人間」がある。

縦棒のコア技術は持った上で、横棒の多分野の知

識・情報が不可欠である。研究開発においては、も

ちろん個々の研究者が一番重要であるが、対象とす

る世界が大きく拡がっている現在は、情報の収集を

組織的に行っていくことが必要なのではと感じる。

そのような点で、所内連携のための横断組織やテー

マ別勉強会などの取組が役立つのではと考えている。 

 

４．最後に 

洪水時におけるダム操作の情報提供については、

「『伝える』から『伝わる』、さらには『行動する』

に繋がる」ことが必要とされている。この考えは、

開発技術にも共通すると感じる。例えば、その広報

の場面では、開発技術の情報を伝えるだけでなく、

その情報を受け取ってもらい、さらには、実際の行

動（利用）へ繋げるところまで考えることが必要で

ある。研究開発する段階においても、利用される現

場のことをよく知り、行動（利用）までの道筋を考

える必要がある。国総研は、現場に近い環境を持っ

ており、それを今後も大きな強みにしていきたい。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研20年史 

http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/20nenshi/index_

20years.htm 

2) 研究評価 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/hyouka/index.ht

m 

［Ⅰ研究開発の実施・推進面］ 

① 国土交通政策の企画・立案、普及を支える研究開発 

② 災害・事故対応への技術的支援と対策技術の高度化 

③ 地方整備局等の現場技術力の向上を支援 

④ 政策の企画・立案の技術的基盤となるデータの収集・分

析・管理、社会への還元 

［Ⅱ機関運営面］ 

⑤ 質の高い研究を支えるマネジメントの仕組みの構築 

⑥ 技術を礎とし、研究と行政・現場の両面から政策展開を見

通す人材の育成 

⑦ 住宅・社会資本分野の技術研究開発を支える実験施設等の

保有・機能強化 

⑧ 研究成果・研究活動の効果的な発信 
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各研究部・センターからのメッセージ 
 

カーボンニュートラルの実現に向けた 

下水道分野における技術開発のあり方 
 

下水道研究部長 南山 瑞彦(博士(工学)) 

（キーワード）  下水道、カーボンニュートラル、下水道技術開発会議、B-DASHプロジェクト 

 

１．はじめに  

世界的な課題である温室効果ガス（以下「GHG」）

の排出削減に向け、我が国では2021（令和3）年6月

に「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改

正する法律」が公布され、2050年までの脱炭素社会

の実現に向けた基本理念の規定や、地方公共団体が

策定する実行計画の中に施策実施に関する目標を定

めることなどが盛り込まれた。2021年10月には地球

温暖化対策計画が閣議決定され、2030年度において

GHG排出46％削減（2013年度比）を目指すことなどが

示された。 

これらを踏まえ、国土交通省は、「下水道政策研

究委員会 脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員

会」（国土交通省下水道部、（公社）日本下水道協

会）を設置し、脱炭素社会の実現に向けて目指すべ

き下水道の在り方や必要な方策、ロードマップ等の

検討を進めた。この取組とも連携し、産官学の委員

で構成される下水道技術開発会議（主催：国総研下

水道研究部）1)では、下水道の有する資源、エネルギ

ーの活用、下水道システムの最適化に資する新技術

の開発、導入促進方策を検討するために設置されて

いるエネルギー分科会（以下「分科会」）で、「2030

年度という中期的な目標に対する下水道に関わる効

果的な技術の再整理」、「2050年度という長期的な

目標に対して、今後の下水道において期待される技

術開発等に関する検討」を進めている。 

 

２．下水道分野での温室効果ガス排出の現状  

2018（平成30）年度における下水道分野からのGHG

排出量は約600万t（CO2換算）であり（図-1）、国内

の総排出量の約0.5％に相当する2)。この量は、実行

計画を策定する個々の地方公共団体が自ら排出する

量としては比較的多く、35％を占めるとの報告もあ

る3)。このため、下水道分野でもGHG排出削減に積極

的に取り組む必要がある。 

下水道分野でのGHG排出は、水処理施設、汚泥処理

施設における電力や燃料の使用に伴う間接的な排出

が過半を占め、下水汚泥の焼却工程で排出される一

酸化二窒素（N2O）、水処理施設で排出されるメタン

（CH4）、N2Oが続く。近年、電力の使用量は微増で、

処理水量当たりの電力使用量は一時的に減少したが

再び微増傾向にあり、その要因分析が必要な状況で

ある。焼却工程からのN2O排出については、排出係数

の低い炉への更新等の取組が進められており、減少

傾向にある。一方、水処理施設からのGHG排出につい

てはおおむね横ばい状態であり、特にN2Oについては

その発生メカニズムに不明な点が多く、抑制対策は

明確ではない状況である。 

 

図-1 下水道からの温室効果ガス発生量2） 

  

３．下水道分野における温室効果ガス排出削減に向

けて 

2030年度目標の達成に向け、対策実施にあてるこ

とができる時間は限られている。分科会では、下水

道分野のGHG排出削減対策として、地球温暖化対策計

画の中にも位置づけられている、下水処理の過程で

使用する電力や燃料消費量の削減（省エネ）、水処

電力（処理場 ） 
54.8%
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けは不
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理施設や汚泥処理施設で排出されるN2O等の削減、さ

らには、有機物を多く含む下水汚泥のエネルギー源

としての活用（創エネ）の推進を主な検討対象とし

た。また、水処理施設、汚泥処理施設の複数の工程

が密接に連携して効果が発揮される“システムとし

ての効果”も踏まえて検討、評価することとした。 

 国土交通省では、平成23年から実施している下水

道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェクト）等に

より、下水道分野の課題解決に向けた技術導入の支

援を進めるなかで、省エネ、創エネに関する技術実

証、普及も進めてきた。分科会での議論、検討では、

引き続き技術開発に取り組み、適時、的確に下水道

事業に新技術が導入され、さらには省エネに資する

運転管理等が適切に実施されることで、GHG排出が大

きく削減される可能性が示された。 

2050年脱炭素社会の実現に向けては、新たな技術

開発とその開発技術の積極的な導入、水処理施設か

らのN2O排出等の現象解明と対策手法の開発、下水処

理システムから資源・エネルギー回収システムへの

技術的な概念の転換、廃棄物、農業、エネルギー分

野等との連携等、流域、社会システム全体の視点で、

これまでの固定概念にとらわれない発想での取組が

必要となることが示された（図-2）。 

 

４．おわりに  

下水道管理者が取り組まなくてはならないことは

多く、GHG排出削減だけに注力はできないとはいえ、

GHGの削減は持続可能な世界を維持していくために

必要であると考えられており、皆で協力して進めて

いく必要がある。分科会の場では委員の皆様から多

くのアイデアをいただき検討を進めることができ、

この場を借りてお礼申し上げるとともに、多く方の

理解を得ながら、引き続き、議論、検討を進めてい

きたい。 

☞詳細情報はこちら 

1） 下水道技術開発会議： 
http://www.nilim.go.jp/lab/eag/gesuidougij
yutsukaihatsukaigi.html 

2） 国土技術政策総合研究所：カーボンニュートラ
ルの実現に貢献するための下水道技術の技術開
発等に関するエネルギー分科会報告書（案）、
http://www.nilim.go.jp/lab/eag/pdf/2022011
3_2-3_houkokusyo.pdf 

3） 東京都下水道局：アースプラン2017、p.7、平成
29年3月. 

図-2 カーボンニュートラル実現に資する技術のイメージ（分科会資料2）より） 
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2）　�国土技術政策総合研究所：カーボンニュートラ
ルの実現に貢献するための下水道技術の技術開
発等に関するエネルギー分科会報告書（案）、
http://www.nilim.go.jp/lab/eag/pdf/2022011 
3_2-3_houkokusyo.pdf
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各研究部・センターからのメッセージ 
 

気候変動に備えた、 

流域・海岸域の防災に向けた研究の取組 
 

河川研究部長 福濱 方哉 

（キーワード）  降雨量変化倍率、粘り強い構造、AIの活用、水害リスク情報、水防活動支援 

 

１．はじめに 

2021年８月に、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)

第６次評価報告書の第１作業部会報告書が公表された。

この政策決定者向け要約によれば、①「地球規模では日

降水量で見た極端な降水は、地球温暖化が１℃進行する

ごとに約７％強まる」確信度が高い、②「世界平均海面

水位が21世紀の間、上昇し続ける」ことはほぼ確実であ

る、など流域・海岸域で水災害をもたらす外力の大きさ

が今後一層増すことが示されている。 

我が国においては、これまでも、前線や台風等により

毎年のように「これまでに経験したことがない」と表現

される災害に見舞われているが、将来、さらに高い頻度・

高い強度で災害を受けると考えられる。 

将来に向かって災害が激甚化する中、社会資本整備審

議会から、気候変動を踏まえた水災害対策のあり方につ

いて「流域治水」への転換が答申されている。流域治水

とは、集水域と河川区域のみならず氾濫域も含めて一つ

の流域として捉え、流域に関わるあらゆる関係者が協働

して、①氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策、②被害対

象を減少させるための対策、③被害の軽減、早期復旧・

復興のための対策、までを多層的に取り組むものである。 

河川研究部は、河川・海岸に関する研究を担っており、

本誌に各研究室それぞれ一推しの記事を掲載している。

図に記事と流域治水の関連を示すが、以下に研究の狙い

と概要、方向性を紹介する。 

 

２．気候変動影響の定量的な評価 

早期に目標とする安全度の達成に向けて、河川管理施

設や海岸保全施設といったハード整備を加速化させなけ

れば、気候変動による外力の増加によって、安全度は相

対的に低下する。整備の計画に気候変動の影響を反映す

るためには定量的な評価を行う必要がある。 

 

図 記事と流域治水との関連 

 

そのため、水循環研究室では、気候変動を考慮した治 

水計画策定のための降雨の将来変化について検討を行っ

ている１）。例えば、国内の降雨特性が類似している地域

区分ごとに気温・海面水温シナリオごとの将来の降雨量

変化倍率を算出している。地域区分によって結果にばら

つきはあるが、平均気温が2℃上昇した場合の平均的な降

雨量変化倍率は、北海道で1.15倍、その他地域で1.1倍。

4℃上昇した場合の平均的な降雨量変化倍率は北海道・九

州北西部で1.4倍、その他地域で1.2倍などの成果を得て

いる。この成果は、「気候変動を踏まえた治水計画のあ

り方 提言」に採用され、2℃上昇時の平均的な降雨量変

化倍率が河川整備基本方針の見直しに活用されはじめて

いる。なお、あくまで治水計画上の平均的な外力であり、

流域治水にあっては、これを上回る降雨量や降雨の時空

間分布に関する将来変化の研究が引き続き必要である。 

 

３．施設の能力を超える災害への対応 

 2019年東日本台風では、全国142箇所で河川の堤防が決

壊し、うち８割以上が「越水」の要因で決壊している。

また、2018年台風第21号などでは既往最高潮位等を記録

する高潮・高波が発生した。こうした現象は、今後も頻

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不

要） 
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毎年のように「これまでに経験したことがない」と表現

される災害に見舞われているが、将来、さらに高い頻度・

高い強度で災害を受けると考えられる。 

将来に向かって災害が激甚化する中、社会資本整備審

議会から、気候変動を踏まえた水災害対策のあり方につ

いて「流域治水」への転換が答申されている。流域治水

とは、集水域と河川区域のみならず氾濫域も含めて一つ

の流域として捉え、流域に関わるあらゆる関係者が協働

して、①氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策、②被害対

象を減少させるための対策、③被害の軽減、早期復旧・

復興のための対策、までを多層的に取り組むものである。 

河川研究部は、河川・海岸に関する研究を担っており、

本誌に各研究室それぞれ一推しの記事を掲載している。
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２．気候変動影響の定量的な評価 

早期に目標とする安全度の達成に向けて、河川管理施

設や海岸保全施設といったハード整備を加速化させなけ

れば、気候変動による外力の増加によって、安全度は相

対的に低下する。整備の計画に気候変動の影響を反映す

るためには定量的な評価を行う必要がある。 
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そのため、水循環研究室では、気候変動を考慮した治 

水計画策定のための降雨の将来変化について検討を行っ

ている１）。例えば、国内の降雨特性が類似している地域

区分ごとに気温・海面水温シナリオごとの将来の降雨量

変化倍率を算出している。地域区分によって結果にばら

つきはあるが、平均気温が2℃上昇した場合の平均的な降

雨量変化倍率は、北海道で1.15倍、その他地域で1.1倍。

4℃上昇した場合の平均的な降雨量変化倍率は北海道・九

州北西部で1.4倍、その他地域で1.2倍などの成果を得て

いる。この成果は、「気候変動を踏まえた治水計画のあ

り方 提言」に採用され、2℃上昇時の平均的な降雨量変

化倍率が河川整備基本方針の見直しに活用されはじめて

いる。なお、あくまで治水計画上の平均的な外力であり、

流域治水にあっては、これを上回る降雨量や降雨の時空

間分布に関する将来変化の研究が引き続き必要である。 

 

３．施設の能力を超える災害への対応 

 2019年東日本台風では、全国142箇所で河川の堤防が決

壊し、うち８割以上が「越水」の要因で決壊している。

また、2018年台風第21号などでは既往最高潮位等を記録

する高潮・高波が発生した。こうした現象は、今後も頻

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不

要） 

 
 

発していくことが考えられるが、堤防天端を越水・越波

した場合であっても、決壊しにくく、堤防が決壊するま

での時間を少しでも長くするなどの減災効果を発揮する

「粘り強い構造」の堤防が必要である。 

そのため、河川研究室では、洪水による越流が生じた

場合でも、粘り強く決壊しにくい河川堤防の構造につい

て検討を行っている２）。河川の堤防は一般に土を材料と

して造られており、決壊は、堤防裏法（川の反対側の堤

防法面や法尻）が侵食される川裏部侵食過程と、堤防裏

法全体が侵食された後、天端が崩壊する天端破壊過程の

順に進行する。これらのメカニズムを、実物大の水理模

型実験によって確認し、対策工として堤防を吸出防止シ

ート、ブロック、植生で覆うなどの構造を提案していく。 

 

４．施設の状態監視や維持管理の高度化 

温暖化により水害リスクが高まる中、災害時に機能を

発揮できるよう、常時においても河川管理施設、海岸保

全施設を適切に管理していく必要がある。施設の状態監

視、維持管理という観点である。 

ダム管理の分野では、ダムの状態に異常がないか巡視

や計測により監視を行っているが、取得されたデータに

よっては対応を行うべきかどうか判断に迷う場合がある。  

そのため、大規模河川構造物研究室では、AIの活用によ

り、ダムの維持管理の質を高める現場支援技術の開発に

着手している３）。具体的には、①現場で定期的に取得さ

れるダム堤体の変形量等の計測データの変化を再帰型ニ

ューラルネットワークを用いた深層学習により予測し、

実測値とのずれから異常を検知したり、②地震時にダム

堤体で観測された地震動データから計算される特徴量の

教師なし機械学習により、ダム堤体の構造的な損傷の可

能性を検知したりする研究に取り組んでいる。AIをはじ

めとするDXに関する技術はこれから向上が見込まれ、維

持管理の分野にも研究を進めていくところである。 

 

５．適切な水害リスク情報の提供 

ハザードマップ等水害リスク情報の充実は、氾濫避難

時の情報として、まちづくりの前提として、両方の観点

から重要である。これまで、大規模な河川では浸水想定

図など水害リスク情報の提供が進んできたものの、中小

河川ではその提供が遅れており、2019年東日本台風時に

は、水害リスク情報の空白域で人的被害が生じている。

また、大規模な降雨のみならず、中高頻度の外力規模の

浸水想定や、河川整備完了後など河川整備が進んだ段階

での浸水想定がどのようになるのかなど、多段階的に浸

水ハザード情報を提供することが重要である。 

そのため、水害研究室では、喫緊の課題である中小河

川のリスク情報空白域の解消に向け、県・地方整備局と

連携し、技術的課題の解決を図るとともに技術支援を行

っている４）。また、洪水氾濫が発生した場合の地域ごと

の被害の軽減対策の具体的な検討手法について合わせて

研究していく５）。 

 

６．被害軽減のための発災時のリアルタイム情報の提供 

いざ洪水、高潮・高波等の発生が目の前に予測される

場合、水防活動や避難行動開始の前提となる河川水位や、

潮位・波浪の情報を充実するとともに、それらの情報の

整理を行うことが大切である。そのため、海岸研究室で

は、高潮・高波時の水防活動を支援することを目的とし

て、高潮・高波による浸水の危険性をリアルタイムで予

測する「高潮・高波減災支援システム」の開発を行って

いる６）。このシステムは、全国500地点での波のうちあげ

高を予測するとともに、全国を対象に一連の海岸の浸水

危険度を３段階で評価し、地図上の海岸線に着色して表

示するものである。このシステムはこれまで一定の精度

が確認できており、現在、希望する市町村に予測結果を

試行的に提供している。試行を踏まえてわかりやすい予

測情報となるよう改良を加え、市民が避難行動を起こす

きっかけとなることを目指しているところである。 

☞詳細情報はこちら 

１） 気候変動を考慮した治水計画策定のための降雨
の将来変化に関する研究 本誌P.52 
２）危機管理型ハード対策を上回る効果を有する粘
り強い堤防の開発 本誌P.50 
３）ダムの安全管理におけるAIの活用－維持管理の
質を高める現場支援技術の開発－ 本誌P.146 
４）洪水ハザード情報空白域の解消に向けて～小規
模河川の浸水想定の試行～ 本誌P.54 
５）最悪の氾濫シナリオを避けるために～治水施設整備
規模を超過する洪水時の減災対策の検討～ 本誌P.56 
６）高潮・高波の浸水被害を事前に予測するシステ
ムの開発～避難行動につながるわかりやすい情報発
信をめざす 本誌P.138 
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各研究部・センターからのメッセージ 
 

砂防の現場技術を支援する

研究・技術開発の推進 
 

土砂災害研究部長 冨田 陽子(博士(農学)) 

（キーワード）  山地流域の環境変化の把握、UAV、合成開口レーダ（SAR）、国総研砂防研修 

１．山地流域の環境は変化し続けている 

砂防が対象としている山地流域は、気象、地象、

人為により変化し続けている。雨、雪、地震、火山

噴火、森林の伐採、山火事により、直接的間接的に

斜面の崩壊や天然ダムの形成、土砂の流出、山地河

川河床への土砂堆積などの様々な変化が山地流域で

は生じる。その変化が生じたときに土砂災害が発生

することもあれば、その後の降雨で斜面の崩壊や土

砂流出を繰り返すなど、長期間にわたり私たちの生

活に影響を及ぼすこともある。このため、現場では

山地流域の環境の変化を継続的に把握し、その変化

に対応していく必要がある。 

たとえば、水管理・国土保全局砂防部と気象庁は

共同で、震度5強以上を観測した市町村について、土

砂災害警戒情報1)の発表基準を引き下げた暫定基準

を設けて運用する。令和3年12月末時点では、最大震

度5強を観測した十島村（12月9日トカラ列島近海の

地震）、川口市（10月7日千葉県北西部の地震）、階

上町（10月6日岩手県沖の地震）に、それぞれ通常の

基準に対して8割を暫定基準として運用している。暫

定基準は、引き続き地震後の降雨と斜面崩壊等の状

況を該当の地方整備局・都道府県が調査を行ったう

えで、元の基準に戻すかどうか判断する。 

このように土砂災害警戒情報に暫定基準の運用が

あるのは、地震動により山地流域の地盤が脆弱にな

っている可能性が高い2）ことから、その後もしばら

くの間は、地震によって生じた斜面崩壊や斜面の亀

裂が降雨により拡大したり、新たに斜面崩壊が生じ

る2）ことによる土砂災害発生の危険性が地震発生前

より高まっているからである。 

 

２．山地流域における調査・点検・観測手法を飛躍

的に効率化し、実施者の安全を確保する 

 近年の様々な新技術により、急峻で森林に覆われ

山地流域において、「より速く、より正確に、より

安全に」調査・点検・観測を行うことができるよう

になってきている。土砂災害研究部は、地方整備局

の支援とつくば市内にある他分野の研究機関の協力

を得て、ＵＡＶの自律飛行による天然ダムの緊急調

査及び被災状況を把握する4）、合成開口レーダ（SAR）

画像により土砂災害の発生個所を判読する5）、山地

流域にすでに設置している監視カメラを使ってより

精度よく降雨強度を推定する6）などの研究・技術開

発に取り組んでいる。 

これまでに得た成果は、土木技術資料や学会誌等

に公表するとともに、砂防の現場をあずかる都道府

県及び地方整備局の皆様に国総研資料やガイドライ

ンとして整理し発行している。 

 

３．必要な技術を現場に届ける 

 事例を二つ紹介する。 

3.1 ＵＡＶの自律飛行による天然ダムの緊急調査 

  及び被災状況を把握4) 

砂防研究室主任研究官1名が整備局職員とともに

常駐する近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術セ

ンターは、離陸地点から見通しのきかない崩壊斜面

の鮮明な画像を取得する手法として、撮影と無線中

継をそれぞれ担う2機のUAVを同時に飛行させること

で、飛行中の操縦と通信強度を安定させ、レベル3飛

行下での自律飛行による調査・点検を可能にした（図

-1）。これにより、災害発生時及び平常時の調査・

点検の飛躍的な効率化と調査・点検に携わる職員の

安全確保を可能にした。成果は「手引き4)」として発

刊している。 

UAVのレベル3飛行は、全国初の取り組みであり、

地元及び全国のメデイアに取り上げられた。 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不

要） 
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１．山地流域の環境は変化し続けている 

砂防が対象としている山地流域は、気象、地象、

人為により変化し続けている。雨、雪、地震、火山

噴火、森林の伐採、山火事により、直接的間接的に

斜面の崩壊や天然ダムの形成、土砂の流出、山地河

川河床への土砂堆積などの様々な変化が山地流域で

は生じる。その変化が生じたときに土砂災害が発生

することもあれば、その後の降雨で斜面の崩壊や土

砂流出を繰り返すなど、長期間にわたり私たちの生

活に影響を及ぼすこともある。このため、現場では

山地流域の環境の変化を継続的に把握し、その変化

に対応していく必要がある。 

たとえば、水管理・国土保全局砂防部と気象庁は

共同で、震度5強以上を観測した市町村について、土

砂災害警戒情報1)の発表基準を引き下げた暫定基準

を設けて運用する。令和3年12月末時点では、最大震

度5強を観測した十島村（12月9日トカラ列島近海の

地震）、川口市（10月7日千葉県北西部の地震）、階

上町（10月6日岩手県沖の地震）に、それぞれ通常の

基準に対して8割を暫定基準として運用している。暫

定基準は、引き続き地震後の降雨と斜面崩壊等の状

況を該当の地方整備局・都道府県が調査を行ったう

えで、元の基準に戻すかどうか判断する。 

このように土砂災害警戒情報に暫定基準の運用が

あるのは、地震動により山地流域の地盤が脆弱にな

っている可能性が高い2）ことから、その後もしばら

くの間は、地震によって生じた斜面崩壊や斜面の亀

裂が降雨により拡大したり、新たに斜面崩壊が生じ

る2）ことによる土砂災害発生の危険性が地震発生前

より高まっているからである。 

 

２．山地流域における調査・点検・観測手法を飛躍

的に効率化し、実施者の安全を確保する 

 近年の様々な新技術により、急峻で森林に覆われ

山地流域において、「より速く、より正確に、より

安全に」調査・点検・観測を行うことができるよう

になってきている。土砂災害研究部は、地方整備局

の支援とつくば市内にある他分野の研究機関の協力

を得て、ＵＡＶの自律飛行による天然ダムの緊急調

査及び被災状況を把握する4）、合成開口レーダ（SAR）

画像により土砂災害の発生個所を判読する5）、山地

流域にすでに設置している監視カメラを使ってより

精度よく降雨強度を推定する6）などの研究・技術開

発に取り組んでいる。 

これまでに得た成果は、土木技術資料や学会誌等

に公表するとともに、砂防の現場をあずかる都道府

県及び地方整備局の皆様に国総研資料やガイドライ

ンとして整理し発行している。 

 

３．必要な技術を現場に届ける 

 事例を二つ紹介する。 

3.1 ＵＡＶの自律飛行による天然ダムの緊急調査 

  及び被災状況を把握4) 

砂防研究室主任研究官1名が整備局職員とともに

常駐する近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術セ

ンターは、離陸地点から見通しのきかない崩壊斜面

の鮮明な画像を取得する手法として、撮影と無線中

継をそれぞれ担う2機のUAVを同時に飛行させること

で、飛行中の操縦と通信強度を安定させ、レベル3飛

行下での自律飛行による調査・点検を可能にした（図

-1）。これにより、災害発生時及び平常時の調査・

点検の飛躍的な効率化と調査・点検に携わる職員の

安全確保を可能にした。成果は「手引き4)」として発

刊している。 

UAVのレベル3飛行は、全国初の取り組みであり、

地元及び全国のメデイアに取り上げられた。 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不

要） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 UAVの飛行ルート（奈良県十津川村栗平地区） 

 

3.2 国総研砂防研修 

土砂災害研究部は、平成25年度から「土砂災害発

生時の高度な調査と技術支援を担う技術者の育成支

援」を目的とした地方整備局職員の国総研砂防研修

を主催している。当研究部職員が講師となり、研究

成果や現地調査手法などを直接伝えている。 

図-2に研修の内容を示す。地方整備局の砂防担当

職員は当初より、道路防災担当職員は平成30年度よ

り、このプログラムに参加していただいている。令

和3年度までに101名（砂防74名、道路27名）が研修

を終え、土砂災害発生時には、TEC-FORCE活動など活

躍されている。 

令和3年度は感染防止に努めながら可能な限り集

合型とし、現地研修は近畿地方整備局紀伊山系砂防

事務所のご協力のもと、土石流危険渓流の踏査（写

真-1）、ヘリコプター「きんき号」に搭乗して、深

層崩壊・天然ダムの規模を確認した。（写真-2）。 

令和4年度も、研究で得られた新たな知見を取り入

れながら、引き続き研修を実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．災害後の迅速な復旧・復興と、その後の地域の

安全な生活環境の維持に向けて 

土砂災害は直接人命に関わる。また、家屋の被災、

道路や上下水道施設などの生活インフラへの影響が

大きい場合には避難生活が長引くことがある。事前

防災はもとより、再度災害防止に向けた生活環境の

再生とその維持が大切である。 

地域の安全な生活環境が維持されるよう、山地流

域の変化に応じた砂防施設の配置・維持管理および

土砂管理に資する技術の開発、土砂災害警戒情報の

在り方など、引き続き調査研究に取り組む所存であ

る。 
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１．はじめに 

 我が国の道路は、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大きく貢

献してきた。近年における人口の減少、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、技術革新等の要素を的確に

取り込みつつ、引き続きこの役割を果たしていく必

要がある。また、中長期的な道路政策の方向性の観

点では、道路は人・モノの移動のための空間という

だけではなく、道路自体が滞在空間となるべきなど

といった、道路が果たすべき役割の再考がなされて

きている。これらについては、社会資本整備審議会

道路分科会の建議1)、同分科会基本政策部会の提言2)

に、その内容がまとめられている。 

 本稿では、特に道路交通分野を対象に、道路が果

たすべき役割との関係性のもと、道路交通研究部で

の代表的な取組みを紹介する。 

 

２．道路ネットワークの効果的利用 

 道路ネットワークの整備に加え、今後は道路ネッ

トワークの安定的な利用や道路の機能の最大限の発

揮といった観点も重視していくべきである。この観

点に対しては、ICT（ビッグデータ、AIなど）をフル

活用し、道路交通状況の把握とその的確な改善策を

導いて、道路を賢く使う「道路交通マネジメント」

の実現を図っていくことが求められる。 

 道路交通研究部では、トラフィックカウンターや

道路管理用カメラ画像から交通量を得ることのほか、

ETC2.0プローブ情報等から旅行速度や、発生・集中

交通量の分布、自動車の利用経路情報等を得ること

などにより、リアルタイムでの道路交通状況の把握

に向けた研究を実施している。またこれらの情報に

より、近未来の道路交通状況の予測やそのアクティ

ブな制御方策を検討するなど、道路交通マネジメン

トの実現に向けた研究に取組んでいく。 

３．交通安全の実現 

 幹線道路や生活道路、通学路等における交通安全

対策のより一層の推進により、誰もが安全で快適に

移動できる道路空間を創出することが望まれる。こ

の観点に対しては、交通事故データに加え、ビッグ

データを活用することで、事故危険箇所の効果的な

抽出、交通安全対策の的確な立案・実施を実現して

いくことが求められる。 

 道路交通研究部では、交通事故データやETC2.0プ

ローブ情報を含むビッグデータを用いて、事故や急

減速が発生する事故危険箇所の効果的な抽出や、特

に生活道路に対しては自動車の地区内通り抜け経路

の的確な抽出に向けた研究を実施している。また生

活道路については、自動車走行速度や地区内通過交

通を抑制する個別対策の効果的な配置や、対策実施

に向けた合意形成方法等について研究を進め、ゾー

ン30プラス（最高速度30km/hの区域規制とハンプ等

の適切な組合せによる生活道路の面的交通安全対

策：図-1）の展開を支援していく。 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不

要） 

 

図-1 ゾーン30プラス 

（生活道路の面的交通安全対策）のイメージ 
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１．はじめに 

 我が国の道路は、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大きく貢

献してきた。近年における人口の減少、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、技術革新等の要素を的確に

取り込みつつ、引き続きこの役割を果たしていく必

要がある。また、中長期的な道路政策の方向性の観

点では、道路は人・モノの移動のための空間という

だけではなく、道路自体が滞在空間となるべきなど

といった、道路が果たすべき役割の再考がなされて

きている。これらについては、社会資本整備審議会

道路分科会の建議1)、同分科会基本政策部会の提言2)

に、その内容がまとめられている。 

 本稿では、特に道路交通分野を対象に、道路が果

たすべき役割との関係性のもと、道路交通研究部で

の代表的な取組みを紹介する。 

 

２．道路ネットワークの効果的利用 

 道路ネットワークの整備に加え、今後は道路ネッ

トワークの安定的な利用や道路の機能の最大限の発

揮といった観点も重視していくべきである。この観

点に対しては、ICT（ビッグデータ、AIなど）をフル

活用し、道路交通状況の把握とその的確な改善策を

導いて、道路を賢く使う「道路交通マネジメント」

の実現を図っていくことが求められる。 

 道路交通研究部では、トラフィックカウンターや

道路管理用カメラ画像から交通量を得ることのほか、

ETC2.0プローブ情報等から旅行速度や、発生・集中

交通量の分布、自動車の利用経路情報等を得ること

などにより、リアルタイムでの道路交通状況の把握

に向けた研究を実施している。またこれらの情報に

より、近未来の道路交通状況の予測やそのアクティ

ブな制御方策を検討するなど、道路交通マネジメン

トの実現に向けた研究に取組んでいく。 

３．交通安全の実現 

 幹線道路や生活道路、通学路等における交通安全

対策のより一層の推進により、誰もが安全で快適に

移動できる道路空間を創出することが望まれる。こ

の観点に対しては、交通事故データに加え、ビッグ

データを活用することで、事故危険箇所の効果的な

抽出、交通安全対策の的確な立案・実施を実現して

いくことが求められる。 

 道路交通研究部では、交通事故データやETC2.0プ

ローブ情報を含むビッグデータを用いて、事故や急

減速が発生する事故危険箇所の効果的な抽出や、特

に生活道路に対しては自動車の地区内通り抜け経路

の的確な抽出に向けた研究を実施している。また生

活道路については、自動車走行速度や地区内通過交

通を抑制する個別対策の効果的な配置や、対策実施

に向けた合意形成方法等について研究を進め、ゾー

ン30プラス（最高速度30km/hの区域規制とハンプ等

の適切な組合せによる生活道路の面的交通安全対

策：図-1）の展開を支援していく。 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不

要） 

 

図-1 ゾーン30プラス 

（生活道路の面的交通安全対策）のイメージ 

 
 

４．多様なニーズに沿う道路空間の構築 

 バイパス整備とあわせて、それまで主

に利用されていた道路（現道）を人中心

の道路空間として再生するなど、道路ネ

ットワーク全体での道路空間再構築を検

討し、現道は、安全・快適でまた賑わい

のある道路空間としていくことが望まれ

る。また、まちの中心部に位置する道路

では、曜日や時間帯に応じて道路空間を

自動車乗降スペースやオープンカフェな

ど様々な形で利用できる「路側マネジメ

ント」を展開できるようにしていくこと

などが望まれている。 

 道路交通研究部では、バイパス整備に伴う現道の

再構築や、賑わいのある道路空間づくりに対して、

事例や知見の収集、道路空間形成手法の検討等を通

じて、その実現に向けた研究に取組む。 

 

５．自動運転の実現 

 自動運転により人・モノの移動を自動化・省力化

することで、安全で効率的な道路サービスを実現す

るとともに、生産性の向上のほか、生活や生業が持

続可能となる地域社会の形成に貢献し、持続的な経

済・社会活動を実現していくことが望まれる。自動

運転は、高速道路など国土の骨格となる道路での利

用のほか、行政窓口等の生活に必要なサービスの集

積が考えられる「中山間地域の道の駅」等の周辺地

域において、移動手段を確保するための利用などが

考えられる。 

 自動運転技術としては、車載センサーでの検知情

報に基づく自動ブレーキなど、安全運転のための車

両自律型技術が開発され、車両への実装が進められ

ている。しかしながら、より効果的な自動運転に向

けては、車両自律型技術だけでは情報が不足する場

面に対して、道路が保有する情報を自動車に提供し

て車両の的確な制御を支援することが考えられる。 

 道路交通研究部では、高速道路での実現を目指す

「合流支援情報提供サービス」や自動運転車の「自

車位置補正」のための技術等について、官民共同研

究の枠組みを利用して技術仕様の検討等を進める。 

 

６．道路交通関連データの効果的利用 

 以上では、道路が果たすべき役割との関係性から

道路交通研究部の取組みを述べてきた。しかしなが

ら、これらの取組みの実施にあたっては道路交通関

連データの的確な蓄積と効果的な利用が重要な「鍵」

になると考えられる。国土交通省道路局では、道路

管理者等が収集・保有するデータを一元化し利用で

きる「道路データプラットフォーム」（図-2）を構

築し、道路交通状況等の継続的なモニタリングや、

情報提供サービスの高度化、データ駆動型マネジメ

ント等を実現すべく検討を進めている。 

 道路交通研究部では、国土交通省道路局との緊密

な連携のもと、道路データプラットフォームの構築

のほか、それを利用した「エビデンスに基づく政策

立案」手法の構築に向けて研究を進めていく。 

 

７．おわりに 

 本稿では、道路が果たすべき役割の実現に向けた、

道路交通研究部の取組みの一部を紹介した。道路交

通研究部では、今後も、道路が果たすべき役割の的

確な認識とともに、必要な研究を継続していきたい。 

【参考文献】 

1) 社会資本整備審議会道路分科会建議：道路・交通イノ

ベーション～「みち」の機能向上・利活用の追求によ

る豊かな暮らしの実現へ～、2017.8 

   https://www.mlit.go.jp/common/001201778.pdf 

2) 社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会提言：

2040年、道路の景色が変わる～人々の幸せにつながる

道路～、2020.6 

   https://www.mlit.go.jp/road/vision/pdf/01.pdf 

 

図-2 道路データプラットフォーム（xROAD）と、その利用 
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各研究部・センターからのメッセージ 
 

多発する道路災害への技術支援 
 

 

道路構造物研究部長 福田 敬大 

（キーワード） 道路構造物、道路災害、防災・減災、技術支援、洗掘 

 

１．はじめに 

 令和３年５月に閣議決定された第５次社会資本整

備重点計画の重点目標として「防災・減災が主流と

なる社会の実現」が掲げられ、その目標達成に向け

た政策パッケージとして「切迫する地震・津波等の

災害に対するリスクの低減」「災害における交通機

能の確保」が示された。同計画では目標達成のため

の取り組みとして「３つの総力」を挙げた社会資本

の深化を掲げている。３つの総力とは主体・手段・

時間軸を指し、主体の総力という視点では国と地方

公共団体との連携強化により施策を推進することと

している。 

 道路構造物研究部では、地方公共団体管理を含む

道路の災害へ技術支援を行っており、災害対応（原

因究明・応急復旧）や、そこから得られた知見を再

度災害防止に活かす取り組みにについて、近年発生

した豪雨被害を事例に紹介する。 

 

２．災害対応の支援 

 災害対応における国総研の技術支援と研究活動を

図-1に示す。各項目に付した赤文字の吹き出しは当

部が行う具体的な技術支援を、青の枠は当部の研究

活動を示している。被災現場への専門家の派遣、必

要に応じた有識者委員会の設置、類似箇所の調査・

点検は発災直後から想定すべき取り組みである。 

(1) 被災現場の現地調査、復旧の支援 

 道路災害が発生した際、地方整備局だけでなく地

方公共団体からの要請を受け、橋梁・トンネル・土

工分野の専門家を現地に派遣し、原因究明や応急復

旧のための技術的助言を行っている。 

令和３年度においても本誌巻頭クローズアップ1)

で紹介しているように被災現場に専門家を派遣した。

その際は国総研と国立研究開発法人土木研究所でチ

ームを組んで派遣することが多く、また管轄する整

備局職員も同行している。 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不

要） 

 

図-1 災害対応における国総研の技術支援と研究活動 
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１．はじめに 

 令和３年５月に閣議決定された第５次社会資本整

備重点計画の重点目標として「防災・減災が主流と

なる社会の実現」が掲げられ、その目標達成に向け

た政策パッケージとして「切迫する地震・津波等の

災害に対するリスクの低減」「災害における交通機

能の確保」が示された。同計画では目標達成のため

の取り組みとして「３つの総力」を挙げた社会資本

の深化を掲げている。３つの総力とは主体・手段・

時間軸を指し、主体の総力という視点では国と地方

公共団体との連携強化により施策を推進することと

している。 

 道路構造物研究部では、地方公共団体管理を含む

道路の災害へ技術支援を行っており、災害対応（原

因究明・応急復旧）や、そこから得られた知見を再

度災害防止に活かす取り組みにについて、近年発生

した豪雨被害を事例に紹介する。 

 

２．災害対応の支援 

 災害対応における国総研の技術支援と研究活動を

図-1に示す。各項目に付した赤文字の吹き出しは当

部が行う具体的な技術支援を、青の枠は当部の研究

活動を示している。被災現場への専門家の派遣、必

要に応じた有識者委員会の設置、類似箇所の調査・

点検は発災直後から想定すべき取り組みである。 

(1) 被災現場の現地調査、復旧の支援 

 道路災害が発生した際、地方整備局だけでなく地

方公共団体からの要請を受け、橋梁・トンネル・土

工分野の専門家を現地に派遣し、原因究明や応急復

旧のための技術的助言を行っている。 

令和３年度においても本誌巻頭クローズアップ1)

で紹介しているように被災現場に専門家を派遣した。

その際は国総研と国立研究開発法人土木研究所でチ

ームを組んで派遣することが多く、また管轄する整

備局職員も同行している。 
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図-1 災害対応における国総研の技術支援と研究活動 

 
 

(2) 災害からの教訓を活かす取り組み 

災害の発生要因を究明し、再度災害防止につなげ

る取り組みも重要である。このため、被災した現場

と類似する条件を有する箇所の調査・点検や再発防

止に向けた技術的助言を行っている。 

さらに被災メカニズムの詳細な分析が必要な場合

は、研究テーマとして取り上げ、被災事例の収集・

シミュレーションや実験により対応策の提案を行い、

技術基準へ反映させている。 

(3) 具体的な取り組み事例 

 令和元年東日本台風では橋梁基礎の洗掘が原因で

長期間通行止めが発生した。それを受け「洗掘被害

を受ける可能性が高い道路橋の抽出」というテーマ

で、上記の被災に対する合理的な対策を提案するこ

とを目的に、被災リスクの高い道路橋を調べる方法、

対策の選択肢を増やし被災リスクを低減する方法に

ついて研究を実施した2)。 

 上記の研究を行うにあたって別途、近年の被災事

例を分析し、点検時の注意点の抽出も行った。令和

３年８月には、その結果を「道路橋の維持管理にお

ける洗掘に関する予備知識（案）3)」として、道路橋

の点検に携わる技術者に広く知ってもらえるように

研修教材としてまとめた。この資料は地方整備局・

地方公共団体職員を対象とした研修で活用されてい

る（図-2）。 

 さらに、洗掘対策が必要な箇所における効果的な

方策についても研究を行っている。流水による河床

の洗掘防止の目的で護床工が設置されている箇所の

近傍で、橋脚が沈下・倒壊する事例も発生している。

そこで、護床工に隣接する橋脚周辺では、流れが速

くなり局所洗掘が生じやすくなる可能性を検証する

ために、令和２年７月豪雨で洗掘により橋脚の沈下・

傾斜が確認された橋梁について、１／３０のモデル

を製作し当時の環境を再現した。護床工の設置範囲、

落差工の有無、落差工と橋梁の離隔に着目して水理

実験を行い、水位・流速・河床高などの計測と検証

を行っている（写真）。 

 

 

３．おわりに 

道路構造物研究部は、現地調査・復旧方針策定・

再発防止策・技術基準への反映等、道路災害への現

場と施策を、技術面から支援しており、今後もその

役割を果たしていきたい。 

☞詳細情報はこちら 

１）災害・不具合への迅速な技術支援 本誌P.9 

２）橋梁の流出や洗掘に対する被災可能性の判定方

法及び対策方法の開発 本誌P.61 

３）道路橋の維持管理における洗掘に関する予備知識 

http://www.nilim.go.jp/lab/ubg/reference/pdf/2

1BR005/20210831_bridge_scour.pdf 

 
図-2 洗掘に関する予備知識の事例 

 

写真 護床工周辺の洗掘実験 
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各研究部・センターからのメッセージ 
 

社会的ニーズの変化に応える建築研究 

 

 

建築研究部長 長谷川 洋(博士(工学)) 

（キーワード）  社会的ニーズ、建築、グリーン社会、防災・減災、新たな生活様式 

 

１．はじめに 

建築研究部では、構造・防火・材料・設備等の各

専門分野の知識等を結集して、社会的ニーズの多様

化・高度化に対応した、より安全・安心で魅力ある

建築物の実現に向けた研究に取り組んでいる。 

本稿では、「社会的ニーズの変化に応える建築」

という観点から、代表的な研究について紹介したい。 

 

２．グリーン社会の実現に向けた研究 

(1) 中高層・大規模建築物における木材利用の推進 

2050年カーボンニュートラルを目指したグリーン

社会の実現に向けて、温室効果ガス削減効果が高い

木材の建築への利用拡大が求められている。そのた

めには、中高層・大規模建築物での木材利用を進め

るための共通ルールとなる構造・防耐火の設計法等

の確立が課題となる。このため、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」（平成29年度～令和3年度）を実施し、木質系

大型パネルを用いた木造と、RC造・鉄骨造や他の木

造構法等とを組み合わせた中層の混構造建築物の実

現に取り組んだ。特に、RC造大架構の中に木造架構

を自由に設置し（写真-1）、木の構成部材を室内表

面に見せるタイプなど、プロトタイプとなる架構形

式を数タイプ設定し、各タイプの実現に必要とされ

る構造・防耐火・耐久性・遮音性の各性能水準を実

験等により検証し、設計・施工法等を開発した。 

 

 

 

 

 

 

研究成果は建築基準法の告示や技術基準解説書等

への反映を図る。また、研究成果を接合部等の標準

仕様やプロトタイプ建築物の設計例としても取りま

とめ、一般技術としての普及を支援していく。なお、

建築物における木材利用のさらなる促進に向けては、

高度な構造設計・防耐火設計や耐久性確保等の課題

に引き続き取り組んでいく必要があると考えている。 

(2) 既存RC造集合住宅の長寿命化・有効活用の推進 
 高度成長期以降に大量供給された集合住宅団地の

オールドタウン化が社会的課題となっている。グリ

ーン社会の実現に向けた「環境にやさしい団地再生」

を進めるためには、既存RC造集合住宅のよりいっそ

うの長寿命化・有効活用を図ることが課題となる。 

このため、総プロ「成熟社会に対応した郊外住宅

市街地の再生技術の開発」（平成30年度～令和4年度）

を実施している。既存RC造集合住宅の長寿命化に係

る耐久性評価に関して、従来の中性化への抵抗性に

加えて、局所的な劣化リスクによる鉄筋腐食等の影

響を組み合わせた評価手法の高度化に取り組んでい

る。また、高齢化・空き家化が進展する団地では、

ストックを有効活用し、子育て世帯の受け皿となる

住宅供給の促進が持続性確保の点からも求められる。

そこで実験等による検証を行いつつ、既存RC造集合

住宅の住戸間の構造壁に開口を設けて空間拡大をす

る設計法と、開口形成後の構造性能を回復させる補

強技術（写真-2）の開発に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 

写真-2 開口形成部分周囲の鉄骨枠補強の試験体 

鉄骨枠－既存躯体の接着接合 鉄骨枠－既存躯体のボルト接合 

載荷試験

により 、

補強後の

剛性及び

耐力を検

証・評価 RC造大架構（メガストラクチャ） 内観イメージ 

写真-1 混構造建築物の架構形式のプロトタイプ例 

2層のRC造大架構の中に

木造架構を自由に設置 
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（キーワード）  社会的ニーズ、建築、グリーン社会、防災・減災、新たな生活様式 

 

１．はじめに 

建築研究部では、構造・防火・材料・設備等の各

専門分野の知識等を結集して、社会的ニーズの多様

化・高度化に対応した、より安全・安心で魅力ある

建築物の実現に向けた研究に取り組んでいる。 

本稿では、「社会的ニーズの変化に応える建築」

という観点から、代表的な研究について紹介したい。 

 

２．グリーン社会の実現に向けた研究 

(1) 中高層・大規模建築物における木材利用の推進 

2050年カーボンニュートラルを目指したグリーン

社会の実現に向けて、温室効果ガス削減効果が高い

木材の建築への利用拡大が求められている。そのた

めには、中高層・大規模建築物での木材利用を進め

るための共通ルールとなる構造・防耐火の設計法等

の確立が課題となる。このため、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」（平成29年度～令和3年度）を実施し、木質系

大型パネルを用いた木造と、RC造・鉄骨造や他の木

造構法等とを組み合わせた中層の混構造建築物の実

現に取り組んだ。特に、RC造大架構の中に木造架構

を自由に設置し（写真-1）、木の構成部材を室内表

面に見せるタイプなど、プロトタイプとなる架構形

式を数タイプ設定し、各タイプの実現に必要とされ

る構造・防耐火・耐久性・遮音性の各性能水準を実

験等により検証し、設計・施工法等を開発した。 
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への反映を図る。また、研究成果を接合部等の標準

仕様やプロトタイプ建築物の設計例としても取りま

とめ、一般技術としての普及を支援していく。なお、

建築物における木材利用のさらなる促進に向けては、

高度な構造設計・防耐火設計や耐久性確保等の課題

に引き続き取り組んでいく必要があると考えている。 
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 高度成長期以降に大量供給された集合住宅団地の

オールドタウン化が社会的課題となっている。グリ

ーン社会の実現に向けた「環境にやさしい団地再生」

を進めるためには、既存RC造集合住宅のよりいっそ

うの長寿命化・有効活用を図ることが課題となる。 

このため、総プロ「成熟社会に対応した郊外住宅

市街地の再生技術の開発」（平成30年度～令和4年度）

を実施している。既存RC造集合住宅の長寿命化に係

る耐久性評価に関して、従来の中性化への抵抗性に

加えて、局所的な劣化リスクによる鉄筋腐食等の影

響を組み合わせた評価手法の高度化に取り組んでい

る。また、高齢化・空き家化が進展する団地では、

ストックを有効活用し、子育て世帯の受け皿となる

住宅供給の促進が持続性確保の点からも求められる。

そこで実験等による検証を行いつつ、既存RC造集合

住宅の住戸間の構造壁に開口を設けて空間拡大をす

る設計法と、開口形成後の構造性能を回復させる補

強技術（写真-2）の開発に取り組んでいる。 
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３．防災・減災に向けた研究 

(1) 老朽建築物の更新の促進による都市の強靱化 

老朽建築物の更新による都市再生の実現や都市の

強靱化が喫緊の課題となっている。この際、都市中

心部等の狭小敷地における建築物の更新を促進する

上で、従前建築物の既存杭の処理方法が課題となる。 

このため、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」（令和2年度～5年度）を実施している。建築設

計の自由度や経済合理性等を考慮した多様な既存杭

の処理方法が可能となるよう、実験等による検証を

行いつつ、①既存杭を補強して再利用する場合の構

造安全性の評価法、②既存杭と新設杭を併設利用す

る場合の構造安全性の評価法や設計法、③既存杭を

撤去して地盤を埋め戻す場合の埋め戻し地盤の性能

評価法（写真-3）等の開発に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 既存建築物の屋根の強風対策 

 平成30年台風第21号、令和元年台風第15号等の近

年の大規模台風により、建築物の屋根瓦や木造小屋

組等の被害が多数発生し、継続居住や復旧の円滑化

を阻害した。気候変動の影響により、大規模台風の

発生の被害は今後も増加することが予想され、屋根

の脆弱部位の強風対策は喫緊の課題となっている。 

このため、事項立て「既存建築物における屋根ふ

き材の耐風診断・補強技術評価に関する研究」（令

和3～5年度）を実施している。①屋根ふき材の弱点

を特定する耐風診断法、②特定された弱点と要求す

る耐風性能水準（建築基準法相当水準～災害拠点建

築物等への適用を想定する最上位水準等）に応じた

補強技術の評価法等の開発に取り組み、既存建築物

の屋根の耐風性向上を誘導していくこととしている。 

(3) 非住宅建築物の防火性能の高度化 

2017年2月に埼玉県三芳町で発生した物流倉庫火

災では鎮火まで長期間を要し、事業継続等の点も含

め大きな経済的被害が生じた。非住宅建築物の防火

性能の高度化が課題となっているが、非住宅建築物

では、防火性能を評価し、建築主等に訴求力のある

形で分かりやすく表示する仕組みが未整備である。 

このため、事項立て「非住宅建築物の防火性能の

高度化に資する新しい性能指標及び評価プログラム

の開発」（令和2～4年度）を実施している。火災発

生時の建築物内部の火災性状の予測結果に基づき、

部材レベルの物的被害や復旧期間等を考慮した機能

継続性能を総合的に評価する指標と、機能継続性能

の評価プログラムの開発に取り組んでいる。 

なお直近でも、鎮火までに長期間を要した物流倉

庫等の火災や、多数の被害者を出した火災事故が発

生している。既存の非住宅建築物における防火・避

難上の課題を踏まえ、今後の対策に資する研究に引

き続き取り組んでいくことが必要と考えている。 

 
４．コロナ感染症の拡大を契機とした新たな研究へ 

建築研究部では今後も、社会的ニーズの多様化・

高度化に伴う建築物へのさまざまな要求に的確に応

えるための研究に取り組んでいく。 

令和4年度からは新規総プロ「社会環境の変化に対

応した住宅・建築物の性能評価技術の開発」（令和4

～8年度）を実施する。新型コロナウイルス感染症の

拡大を契機とし、在宅勤務の進展や災害時の在宅避

難ニーズ等が高まっている。こうした変化を踏まえ

て、①住宅の遮音性能や採光性能に関する合理的で

分かりやすい評価法、②大地震後の住宅・建築物の

継続利用の観点からの耐震性能の評価法、③大地震

後のエレベーターの使用継続性の評価法等の開発を

行い、消費者に訴求可能な高い性能を有する住宅・

建築物の普及に繋げていくことを予定している。 

☞詳細情報はこちら 

1)建築研究部ホームページ 
http://www.nilim.go.jp/japanese/organization/kenchiku/

jkenchiku.htm 

写真-3 既存杭の撤去後の地盤性状の検証 

（左）既存杭の撤去（ケーシングによる縁切引抜工法） 

（右）撤去後の埋め戻し地盤に新設した杭の水平載荷試験 
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各研究部・センターからのメッセージ 
 

建物の維持管理・運用におけるＢＩＭ活用 
 

 

住宅研究部長 髙橋 暁 

（キーワード）  建築生産、BIM、履歴情報 

 

１．建築分野におけるBIM推進 

建築物の企画、設計から施工、維持管理に至る建

築情報を統合、可視化し、様々な関係主体が情報を

共有、利活用することにより業務の効率化と建物利

用の高度化を図る、いわゆるBIMの取り組みが拡大し

ている。日本におけるBIMの取り組みは、21世紀の初

頭に、３次元モデルに属性情報を付与して構造物の

情報を扱うことが出来るソフトウェア製品の発表、

先進的な設計者による建築設計における活用事例の

紹介等から、新たな設計、施工のツール、手法とし

て注目されるようになった。その後、先駆的な取り

組みを進める企業や団体等において、業務に適した

技術やサービスの研究、情報の受け渡しやデータ利

用の取り決め等の検討がなされ、導入の意思決定が

可能なプロジェクトやプロセスから実務での適用が

進んだ。各企業等の取り組みが拡大するに従い、よ

り広範な関係者、プロセスでBIMを活用していくには、

個別の組織内やプロジェクト関係者内で定めた使用

プログラムやデータの形式、情報共有に係る運用ル

ール等を、「競争領域」と「協調領域」とに仕分け

て整理し、協力して整備していく必要性があるとの

認識が共有されるようになった。 

こうした課題を解決し、建築物の企画、設計段階

から維持管理段階まで一貫したBIM利用の環境を整

備するため、建築生産の各段階に係わる民間団体、

国土交通省の関係部署等、非常に幅広い主体が参加

する官民一体の取り組みとして「建築BIM推進会議」

が令和元年6月に設置された。 

  

２．BIM活用により目指すこと 

第1回建築BIM推進会議では、参加各団体の取り組

み状況が報告された。当時は、各企業、団体におい

てBIM導入、活用にはかなり差があり、設計と施工の

分野で先駆的な取り組みがみられるものの、分野を

またいだ連携が課題とされた。このため同第3回会議

では、建築分野全体で協調して進めるべき課題、現

状の到達点と整備する目標等を内容とする「建築BIM

の将来像と工程表」がまとめられた。（図-1） 

 

 
出典：第3回 建築BIM推進会議 資料2-1（令和元年9月） 

図-1 建築BIMの活用による将来像 

 

BIMの活用では、大きな特徴である「3次元形状で

建物をわかりやすく『見える化』し、コミュニケー

ションや理解度を向上する」という部分が関心を集

めやすい。しかし、BIMの本質は「モデルに属性情報

を付与できること」にあり、「建物のライフサイク

ルを通じた情報利用／IoTとの連携が可能」な技術で

あることを活かし、建築生産、維持管理・運用のプ

ロセスを通じた情報の利用のプラットフォームとし

て『建物にも、データにも価値』を与える将来像が

描かれている。 

 

３．建築生産における情報化の取り組み  

情報化技術を用いて建築生産を合理化、効率化す

る取り組みは以前より試みられている。 
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住宅研究部長 髙橋 暁 

（キーワード）  建築生産、BIM、履歴情報 

 

１．建築分野におけるBIM推進 

建築物の企画、設計から施工、維持管理に至る建

築情報を統合、可視化し、様々な関係主体が情報を

共有、利活用することにより業務の効率化と建物利

用の高度化を図る、いわゆるBIMの取り組みが拡大し

ている。日本におけるBIMの取り組みは、21世紀の初

頭に、３次元モデルに属性情報を付与して構造物の

情報を扱うことが出来るソフトウェア製品の発表、

先進的な設計者による建築設計における活用事例の

紹介等から、新たな設計、施工のツール、手法とし

て注目されるようになった。その後、先駆的な取り

組みを進める企業や団体等において、業務に適した

技術やサービスの研究、情報の受け渡しやデータ利

用の取り決め等の検討がなされ、導入の意思決定が

可能なプロジェクトやプロセスから実務での適用が

進んだ。各企業等の取り組みが拡大するに従い、よ

り広範な関係者、プロセスでBIMを活用していくには、

個別の組織内やプロジェクト関係者内で定めた使用

プログラムやデータの形式、情報共有に係る運用ル

ール等を、「競争領域」と「協調領域」とに仕分け

て整理し、協力して整備していく必要性があるとの

認識が共有されるようになった。 

こうした課題を解決し、建築物の企画、設計段階

から維持管理段階まで一貫したBIM利用の環境を整

備するため、建築生産の各段階に係わる民間団体、

国土交通省の関係部署等、非常に幅広い主体が参加

する官民一体の取り組みとして「建築BIM推進会議」

が令和元年6月に設置された。 

  

２．BIM活用により目指すこと 

第1回建築BIM推進会議では、参加各団体の取り組

み状況が報告された。当時は、各企業、団体におい

てBIM導入、活用にはかなり差があり、設計と施工の

分野で先駆的な取り組みがみられるものの、分野を

またいだ連携が課題とされた。このため同第3回会議

では、建築分野全体で協調して進めるべき課題、現

状の到達点と整備する目標等を内容とする「建築BIM

の将来像と工程表」がまとめられた。（図-1） 

 

 
出典：第3回 建築BIM推進会議 資料2-1（令和元年9月） 

図-1 建築BIMの活用による将来像 

 

BIMの活用では、大きな特徴である「3次元形状で

建物をわかりやすく『見える化』し、コミュニケー

ションや理解度を向上する」という部分が関心を集

めやすい。しかし、BIMの本質は「モデルに属性情報

を付与できること」にあり、「建物のライフサイク

ルを通じた情報利用／IoTとの連携が可能」な技術で

あることを活かし、建築生産、維持管理・運用のプ

ロセスを通じた情報の利用のプラットフォームとし

て『建物にも、データにも価値』を与える将来像が

描かれている。 

 

３．建築生産における情報化の取り組み  

情報化技術を用いて建築生産を合理化、効率化す

る取り組みは以前より試みられている。 
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「情報化施工、自動化施工」をキーワードとした

技術開発では、省力化・省人化を可能とする工業化

工法が検討され、量産と品質確保の両立を目指し、

建築物の部位・部材にかかる要求性能の情報化と工

場において部材・部品を機械加工・製造するための

電子化が主なテーマであった。インターネットが普

及し、本格的にネットワーク経由で設計、施工に係

る情報を伝達・共有する「CALS/EC」の技術開発では、

発注者と設計者／施工者、施工者とサブコン／メー

カーなど、建築生産の関係主体間の情報伝達、共有

のため、標準ファイルの形式、共通コード、CAD製図

標準の開発、策定などの取り組みがなされた。 

これらは、設計と施工との設計意図の伝達、デー

タ連携を図ることにより現場施工を効率化、自動化

することに主な関心があり、維持管理・運用の段階

において利活用しやすいデータ、情報を整理、記録

するという観点は弱かった。 

 他方、住宅分野では、住宅履歴情報（住宅がどの

ようなつくりで、どのような性能があるか、また、

建築後にどのような点検、修繕、リフォームが実施

されたか等の記録を保存、蓄積したもの）の整備、

活用の取り組みが進められている。具体的には、新

築時の図面や建築確認の書類、点検の結果やリフォ

ームの記録などが該当し、住宅の建築時や点検、リ

フォームなどの維持管理時に蓄積した住宅履歴情報

は、さらなる維持管理や売買の際に活用できる利用

価値が解説されている。 

 現時点では、設計BIM、施工BIMで扱うBIMデータそ

のものを住宅履歴情報の一部として、建築主が引継

ぎ、管理・活用することは考えにくい。このため、

公的賃貸集合住宅を題材として、現状行われている

維持管理業務に適したBIMデータの活用手法を検討

した。集合住宅の維持管理では、外壁や屋根、住戸

の内装、棟外の付属施設などを管理の対象部位・部

分として扱われている。これより、設計BIMモデルか

ら対象部位・部分の3次元モデルを抽出し、電子化し

た台帳などに保存した点検記録等をモデルに紐づけ

て、簡易な維持管理BIMモデルを構成する方法が、現

実的な情報の活用手法として考えられる。（図-2） 

 

図-2 集合住宅の維持管理BIMモデルの検討例 

  

４．建物にも、データにも価値を 

BIM推進の取り組みは、先ずは新築プロジェクトに

おける企画・設計、施工の段階を中心に標準ワーク

フローとその活用方策の検討が進められてきた。当

初は、設計者、施工者等が担う業務について、BIMを

活用することにより情報の共有が図られ、意思決定

の迅速化と手戻り等の無駄が省かれる生産性向上の

手法として議論されてきた。議論が深まるに伴い、 

建物引き渡し後における所有者（管理者）による適

切な保全、建物利用のため、維持管理・運用の目的

に即した維持管理・運用BIMモデルを作成するワーク

フローが考え出された。 

住宅・建築は、本来、工事が完了した後、その建

物で目的とした活動、業務がなされることで利用価

値を生むものである。持続可能な社会における建築

物には長期利用が期待され、維持管理・運用段階に

おいて建物用途の変更や大規模な模様替えなどが企

画されることも想定される。建物の利用計画の変更

検討や改修設計を行うにあたり、建築基準や住宅性

能等の適合や制限に必要な情報を容易に確認できる

BIMモデルの活用手法が実現すれば、建物の適切な評

価や利用に資すると考えられる。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 令和3年度 国総研講演会 

http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/kouenkai/kouenk

ai2021/kouenkai2021.html 

2) 建築BIM推進会議 - 国土交通省 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/kenchikuB

IMsuishinkaigi.html 
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１ はじめに 

 我が国の都市は、防災上危険な密集市街地や中心

市街地の衰退等の問題を抱えつつ、人口減少、少子･

高齢化の進展、地球環境問題に対する意識の高まり

など大きな社会状況の変化に直面している。 

 このようななか、近年では、激甚化・頻発化する

自然災害、2050年カーボンニュートラルの実現、コ

ロナ禍を契機とした新たな働き方･住まい方、デジタ

ル化の急速な進展などが都市生活や都市活動に大き

な影響を及ぼしており、これらに伴う人々の意識や

価値観の変化・多様化にも対応した都市政策が求め

られている。 

 都市研究部では、このような都市政策の方向性を

踏まえつつ、現場の課題や技術政策へのニーズを把

握した上で調査研究､技術開発を進めており、研究成

果が国の法令･技術基準等に反映され、また地方公共

団体において有効に活用されること等を通じて、よ

り良いまちづくりが実現されることを目指している。 

 

２ 都市研究の３つの重点研究テーマ 

(1) 人口減少社会の都市づくり 

 都市における今後のまちづくりは、人口の急激な

減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代に

とって安心できる、健康で快適な生活環境を実現す

ること、財政面及び経済面において持続可能な都市

経営を可能とすることが大きな課題である。このた

め、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまっ

て立地し、住民が公共交通によりこれらの生活利便

施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含

めて都市全体の構造を見直し、｢コンパクト・プラス・

ネットワーク｣の考えでまちづくりを進めていくこ

とが重要となっている。さらに、生産年齢人口の減

少や社会経済の多様化に対応するためには、多様な

人々が集い、交流することのできる空間を形成し、

まちの魅力を向上させることが必要である。 

 国総研では、コンパクトで｢居心地が良く歩きたく

なる｣都市空間の形成に向けて、①都市機能･居住の

集約化や都市間の広域連携を促進する方策、②郊外

住宅団地の生活･移動環境を向上させる技術、③駅前

広場等を賑わいのある公共空間として再生する手法

等の研究を進めている。また、デジタル技術を活用

した都市生活の質と都市活動の利便性の向上に向け

て、④スマートシティに取り組む地方公共団体を支

援する計画評価ツール、⑤スマートシティの基盤デ

ータとして整備される３Ｄ都市モデルのデータ仕様、

⑥携帯電話等の端末の動きを分析して歩行流動を把

握する手法(図-1)等に関する研究を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-1 他都市からの人の流動も連続的に観測 

 

(2) 災害に強い都市づくり 

 近年、気候変動の影響により気象災害は激甚化･頻

発化し、また、首都直下地震など大規模地震の発生

確率が高まっており、住まい・くらしの安全確保を

図る、災害に強いまちづくりが求められている。 

 地震災害については、防災上多くの課題を抱える
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物や地下空間等に入ったらWi-Fiセンサーでの捕捉に切り替える 
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図-1 他都市からの人の流動も連続的に観測 

 

(2) 災害に強い都市づくり 

 近年、気候変動の影響により気象災害は激甚化･頻

発化し、また、首都直下地震など大規模地震の発生

確率が高まっており、住まい・くらしの安全確保を

図る、災害に強いまちづくりが求められている。 

 地震災害については、防災上多くの課題を抱える
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密集市街地の改善が都市の安全確保のための喫緊の

課題であり、｢住生活基本計画(全国計画)｣(令和3年

3月)では、大規模火災のリスクの高い地震時等に著

しく危険な密集市街地(約2,220ha(令和2年度末))を

令和12年度までに概ね解消し、それにあわせた地域

防災力の向上に資するソフト対策の実施率を令和7

年度までに100%とする目標が定められた。また、東

日本大震災･熊本地震において宅地擁壁の崩壊等が

多発したように、傾斜地に造成された既存宅地には、

地震に対して脆弱な老朽化した擁壁が存在しており、

地震発生時には宅地の復旧や災害救助活動に影響を

及ぼすことから、既存宅地擁壁の耐震化等の事前対

策は都市の強靱化の喫緊の課題である。 

 国総研では、密集市街地の解消、宅地補強の推進

等都市の防災安全性の向上に向け、①道路整備や建

替などハード対策の効果のみを評価する現行の危険

密集市街地の防災性評価手法(延焼危険性、避難困難

性)について、感震ブレーカーや可搬式ポンプの設置

など家庭や地域で取り組めるソフト対策の効果も評

価できるように改善する研究や、②宅地擁壁の耐震

診断手法と建築物への影響に配慮した既存宅地擁壁

の補強技術に関する研究等を行っている。 

 

(3) 低炭素都市づくり 

 グリーン社会の実現は、我が国の重要な政策課題

となっている。脱炭素社会、気候変動適応社会、自

然共生社会等を広く包含するものとしてグリーン社

会を捉え、その実現に向けて、国総研としても積極

的に貢献していく必要がある。特に、都市空間とそ

こで展開される様々な社会経済活動を支えるインフ

ラや住宅･建築物等の膨大なストックは、持続可能で

強靱なグリーン社会の基盤となるものであり、都市

レベルの対策として、都市機能･居住の集約化による

人や物資の移動の距離短縮･効率化、公共交通の利用

促進、ＩＣＴ等の活用による都市インフラの運用･維

持管理の高効率化、ヒートアイランド現象の緩和に

よる空調負荷の削減、都市の緑地の保全・創出等に

よるＣＯ２吸収源の拡大などが強く求められている。 

 国総研では、２(1)で紹介した、都市機能･居住の

集約化等に資する研究に加え、①熱環境シミュレー

ションの結果とＧＰＳデータを用いた人流データ･

年齢別人口分布などの結果を重ね合わせて、暑熱リ

スクの高い場所を見いだし、適時に情報提供して暑

熱回避行動を可能としたり対策を優先的に行うこと

により、人の熱ストレスを低減する方策に関する研

究(図-2)や、②緑視率(人の視界に占める緑の割合)

の調査をＡＩの画像認識技術を用いて効率化し、誰

でも簡単に周りの緑の量が計測できるようこのＡＩ

プログラムをスマートフォンにアプリとして組み込

んで、住民協働の調査や緑化意識の醸成につなげる

方策に関する研究(写真)等を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 暑くて人が多い場所を客観的に見いだす 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 スマホでリアルタイムに緑視率を表示 

 

３ 今後の展望 

 コンパクト・プラス・ネットワーク、「居心地が

良く歩きたくなる」まちなかづくりを基本に、防災、

グリーン化やデジタル化の推進、ポストコロナにお

ける多様な住まい方・働き方などを見据えた持続可

能な都市の形成に向けて、引き続き、ニーズに応え

る都市研究を進めて参りたい。 
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各研究部・センターからのメッセージ 
 

沿岸域の防災、環境保全及び地域活性化 
 

 

沿岸海洋・防災研究部長 森木 亮 

（キーワード）  UAVによる港湾施設点検、沿岸域における広域的な生息場の配置、AESを含む建設発生土

の生息場造成への利用、みなとオアシスの活性化 

 

１．はじめに 

我が国の人口や産業が集積する地域は主に海沿い、

すなわち沿岸域に存在します。当部では、この沿岸

域において安全・安心および快適な環境を確保する

方策ならびに限りある沿岸域の価値をさらに高める

利用方法を研究しています。以下には当部で行って

いる最近の代表的な研究を紹介します。 

 

 

２．沿岸防災分野：UAVを活用した港湾施設の効率的

な点検方法 

港湾に限らず、我が国の土木インフラは高度成長

期に整備されたものが多く、耐用年数の目安とされ

る建設後50年を超すものが急速に増えています。こ

のため点検と補修が重要になりますが、限られた人

員と予算で効率的な点検を行う手段として、UAVによ

る空中撮影が注目されています。 

当部では、UAVによる港湾施設の点検作業に特化し

た効率化の研究を行っています。一つは現在人力で

行っている撮影データの処理、具体的には海面除去

の前処理や亀裂の抽出等にAIを適用して作業の省力

化や時短を行うこと。もう一つは巨大船舶など遮蔽

物の多い港湾で、中継用機体を用いてリアルタイム

画像伝送の距離を延ばすことです（図-1参照）。 

これらについて平成30年度～令和３年度の研究で

一定の成果を得ており、今後もブラッシュアップの

研究を行っていく予定です。 

 

図-1 遠隔地画像伝送システム 

 

３．海洋環境分野：沿岸域の生物多様性と豊かさの

回復を目指した生息場の再生手法 

我が国の近代化と同時に進められてきた埋立など

の沿岸域の高度利用により、海中生物の生息場が減

少し，生物多様性および生態系サービス（漁獲をは

じめとして生態系が私達にもたらす恵み）は低下し

ています。生物多様性および生態系サービスの豊か

な内湾を実現するためには沿岸域の生息場の再生、

すなわち人工的な干潟や藻場等の造成等が必要です。

従来の研究で、干潟や藻場等の個々のパーツの最適

な造成方法は分かってきました。しかし、生物はそ

の生活史において様々な生息場を利用するので、こ

れらのパーツを内湾全体といった広域でどう配置す

るのが最適か、という検討が必要となります。 

一例として、干潟を中心として、周囲の生息場に

よってどのように魚の個体数が変化するかを検討し

ました。図-2はカタクチイワシに関し、干潟を中心

に他の生息場の面積と生息密度の関係を観測したも

のです。この図を用いれば、目標とする生息密度に

必要な生息場の面積を求めることができます。 

 

 

防波堤岸壁

中継UAV

操縦者・
映像モニタ

高所中継固定局
あるいは中継UAV

撮影UAV

港湾内構造物等による
電波遮蔽

海上伝搬による減
衰

金属構造物の散乱
による干渉

撮影対象

障害物による電波の遮蔽や減衰等
を回避し、対象物に接近した位置
から5～6kmの距離を隔てて円滑な
画像伝送とUAVの制御が可能

＜遠隔地画像伝送システム 概念図＞
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利用方法を研究しています。以下には当部で行って

いる最近の代表的な研究を紹介します。 

 

 

２．沿岸防災分野：UAVを活用した港湾施設の効率的

な点検方法 

港湾に限らず、我が国の土木インフラは高度成長

期に整備されたものが多く、耐用年数の目安とされ

る建設後50年を超すものが急速に増えています。こ

のため点検と補修が重要になりますが、限られた人

員と予算で効率的な点検を行う手段として、UAVによ

る空中撮影が注目されています。 

当部では、UAVによる港湾施設の点検作業に特化し

た効率化の研究を行っています。一つは現在人力で

行っている撮影データの処理、具体的には海面除去

の前処理や亀裂の抽出等にAIを適用して作業の省力

化や時短を行うこと。もう一つは巨大船舶など遮蔽

物の多い港湾で、中継用機体を用いてリアルタイム

画像伝送の距離を延ばすことです（図-1参照）。 
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な内湾を実現するためには沿岸域の生息場の再生、
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従来の研究で、干潟や藻場等の個々のパーツの最適

な造成方法は分かってきました。しかし、生物はそ

の生活史において様々な生息場を利用するので、こ

れらのパーツを内湾全体といった広域でどう配置す

るのが最適か、という検討が必要となります。 

一例として、干潟を中心として、周囲の生息場に

よってどのように魚の個体数が変化するかを検討し

ました。図-2はカタクチイワシに関し、干潟を中心

に他の生息場の面積と生息密度の関係を観測したも

のです。この図を用いれば、目標とする生息密度に

必要な生息場の面積を求めることができます。 
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図-2 干潟の周囲の生息場の面積と 

カタクチイワシの生息密度の関係 

 

４．海洋環境分野：建設発生土に含まれる界面活性

剤の分解特性の基礎的検討 

３.の研究でも述べたように、沿岸域においては豊

かな海の実現のため，干潟や藻場の造成や深堀後の

埋戻し等が求められています。これらの事業には大

量の良質な土砂材料が必要です。この供給源の一つ

として、トンネル掘削からの建設発生土に着目しま

した。 

最近使用例の多い「気泡シールド工法」は掘削面

に気泡を注入して土砂の排出を行なうものですが、

気泡を発生させるために陰イオン界面活性剤の一種

であるAESを土砂に添加しており、発生土にはAESが

残存しています。AESは高濃度の場合，水生生物に対

して急性毒性を示しますが，土中の微生物で分解さ

れます。このため、どのような条件でAESが十分に分

解されるのかを把握するための研究を行っています

（図-3参照）。 

 

図-3 土中のAESの分解速度と温度の関係 

 

５．みなとまちづくり分野：交流拠点「みなとオア

シス」の活性化に向けた方策 

みなとオアシスとは、地域住民の交流、観光振興

による地域活性化のため、港湾内の拠点施設を核と

したまちづくりを促進する制度です。施設は、その

みなとオアシスの目印になる「代表施設」と「構成

施設」から構成され、登録される施設の種類として

は、旅客施設、商業施設、緑地・広場等の既存施設

が対象となっています。代表例を図-4に示します。 

 

図-4 みなとオアシスの代表例 

 

 この研究では、アクセス性（最寄駅から代表施設

までの距離）と回遊性（最寄駅から500m圏内にある

登録施設の割合）に着目し、施設配置の性質に応じ

たさらなる活性化方法を提案しています。 

 

６．おわりに 

沿岸域には新たな課題が発生し続けています。例

えば、最近注目される気候変動に対応した防潮堤な

ど防災施設の整備方針です。また令和３年度後半に

は軽石による港湾閉塞や、火山噴火の気圧変動によ

って誘発されたと思しき津波状の潮位変動など、過

去に我が国が経験したことの無い災害も起こりまし

た。これらを踏まえ、さらなる研究を行ってまいり

ます。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 【令和３年度国総研講演会】沿岸海洋・防災研究

部の最近の研究について, NILIM/国土技術政策総合

研究所チャンネル, YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=cL9k_LLaHec 
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【代表施設】
とっとり賀露かにっこ館

マリンピア広場

賀露みなと海水浴場

港湾緑地（みなと公園） 鳥取港ボートパーク

地場産プラザ
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各研究部・センターからのメッセージ 
 

港湾を取り巻く情勢と最近の研究成果 
 

 

港湾研究部長 丹生 清輝 

（キーワード）  海事データ、取扱貨物量将来予測手法、係船柱アンカー、走錨事故、UAV写真測量 

 

１．はじめに 

港湾は貿易や国内物流、人流を支える交通インフ

ラであるとともに、資源やエネルギーの多くを輸入

に依存する我が国の産業空間、賑わいのある親水空

間としても、我が国の経済や国民生活を支えている。 

近年、経済のグローバル化やアジア地域の急成長、

情報通信技術（ICT）の発達、本格的な人口減少・高

齢化社会の到来、大規模地震・津波等に対する安全・

安心へのニーズの高まり、大型船の就航や航路ネッ

トワーク変化等、港湾を取り巻く社会経済情勢や輸

送環境等が大きく変化している。さらに、労働力不

足や新型コロナウイルス感染拡大の影響等もあり、

ビッグデータやデジタル技術を活用し業務プロセス

や働き方等を変革するDX（デジタルトランスフォー

メーション）の推進、2050年カーボンニュートラル

を目指す脱炭素化に向けた動きも加速している。 

このような社会情勢の変化や動向も踏まえつつ、

港湾研究部では、計画から測量・設計・施工・利用・

維持管理に関する様々な研究を進めている。研究成

果の重要な発信手段として、国総研報告・資料を積

極的に刊行しており、以下、2021年に刊行した港湾

研究部関係の国総研資料の中からいくつか紹介する。

(なお、刊行後の研究成果も一部含み、タイトルは一

部簡略化した。№は国総研資料の刊行番号を示す。) 

 

２．港湾政策の企画・立案、普及を支える研究 

(1) 近年の海事動向に関するデータ分析(№1172) 

新型コロナウイルスの流行の影響に着目しつつ、

船舶寄港動静やコンテナ貨物量等、海運への影響を

定量的に把握するため、PIERSやLloyd's等の海事デ

ータを用いた分析を行った。分析の結果、新型コロ

ナウイルス流行下でコンテナ貨物量や船舶寄港状況

が顕著に変化した動向や、船舶の継続的な大型化、

環境負荷低減燃料を用いた船舶の増加傾向等が明ら

かになった。 

 

図-1 アジア各国の北米向けコンテナ貨物量 

(2) 港湾計画における取扱貨物量の将来予測手法の

分析（№1178） 

港湾計画の策定時には、10～15年程度の将来を目

標に取扱貨物量を予測し、港湾の能力を定めること

となっている。そこで、この港湾計画の策定・改訂

に関わるコンサルタント、港湾管理者や国の担当者

において、取扱貨物量の将来予測に関し、共通の知

見をベースとした議論を可能とするため、近年に改

訂された港湾計画において採用されていた予測手法

を整理・分析した上で、各手法の長所・短所や、そ

れらの手法を採用する場合の留意点をとりまとめた。 

 

図-2 港湾取扱貨物量の一般的な予測の基本スキーム 
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（キーワード）  海事データ、取扱貨物量将来予測手法、係船柱アンカー、走錨事故、UAV写真測量 

 

１．はじめに 

港湾は貿易や国内物流、人流を支える交通インフ

ラであるとともに、資源やエネルギーの多くを輸入

に依存する我が国の産業空間、賑わいのある親水空

間としても、我が国の経済や国民生活を支えている。 

近年、経済のグローバル化やアジア地域の急成長、

情報通信技術（ICT）の発達、本格的な人口減少・高

齢化社会の到来、大規模地震・津波等に対する安全・

安心へのニーズの高まり、大型船の就航や航路ネッ

トワーク変化等、港湾を取り巻く社会経済情勢や輸

送環境等が大きく変化している。さらに、労働力不

足や新型コロナウイルス感染拡大の影響等もあり、

ビッグデータやデジタル技術を活用し業務プロセス

や働き方等を変革するDX（デジタルトランスフォー

メーション）の推進、2050年カーボンニュートラル

を目指す脱炭素化に向けた動きも加速している。 

このような社会情勢の変化や動向も踏まえつつ、

港湾研究部では、計画から測量・設計・施工・利用・

維持管理に関する様々な研究を進めている。研究成

果の重要な発信手段として、国総研報告・資料を積

極的に刊行しており、以下、2021年に刊行した港湾

研究部関係の国総研資料の中からいくつか紹介する。

(なお、刊行後の研究成果も一部含み、タイトルは一

部簡略化した。№は国総研資料の刊行番号を示す。) 

 

２．港湾政策の企画・立案、普及を支える研究 

(1) 近年の海事動向に関するデータ分析(№1172) 

新型コロナウイルスの流行の影響に着目しつつ、

船舶寄港動静やコンテナ貨物量等、海運への影響を

定量的に把握するため、PIERSやLloyd's等の海事デ

ータを用いた分析を行った。分析の結果、新型コロ

ナウイルス流行下でコンテナ貨物量や船舶寄港状況

が顕著に変化した動向や、船舶の継続的な大型化、

環境負荷低減燃料を用いた船舶の増加傾向等が明ら

かになった。 

 

図-1 アジア各国の北米向けコンテナ貨物量 

(2) 港湾計画における取扱貨物量の将来予測手法の

分析（№1178） 

港湾計画の策定時には、10～15年程度の将来を目

標に取扱貨物量を予測し、港湾の能力を定めること

となっている。そこで、この港湾計画の策定・改訂

に関わるコンサルタント、港湾管理者や国の担当者

において、取扱貨物量の将来予測に関し、共通の知

見をベースとした議論を可能とするため、近年に改

訂された港湾計画において採用されていた予測手法

を整理・分析した上で、各手法の長所・短所や、そ

れらの手法を採用する場合の留意点をとりまとめた。 

 

図-2 港湾取扱貨物量の一般的な予測の基本スキーム 
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３．港湾の施設の技術上の基準の高度化に関する研

究 

(1) 3次元FEM解析による既設アンカー耐力式の係船

柱用アンカーへの適用性検討（№1171） 

クルーズ船をはじめ近年の寄港船舶の大型化を踏

まえ、施工の効率化の観点から係船柱用アンカーの

小型化が期待されている。現在の港湾工事共通仕様

書では、アンカー引抜時のコンクリートが円筒状破

壊することが想定されているが、円筒状破壊より耐

力が大きく算定されるコーン状破壊となることが確

認されれば、係船柱用アンカーの小型化に向けた設

計法提案への一助となると考えられる。 

そこで、3次元FEMを用いたアンカー引抜実験の再

現解析を行った。解析の結果、係船柱用アンカーの

コンクリートに対する引抜破壊形態は、円筒状破壊

ではなくコーン状破壊であること等を確認した。 

(2) 港湾内外における船舶の走錨事故に関する基礎

的分析（№1170） 

過去の船舶に関する事故報告データ（運輸安全委

員会船舶部門による約12年分の報告書）から、錨泊

状態にあった船舶が台風襲来時等で走錨に至った走

錨事故案件(113件)を抽出し基礎的な分析を行った。

分析の結果、ほとんどの走錨事故は単錨泊からの走

錨事案であったこと、台風時も含めて太平洋地域(本

州･四国)での走錨事故が多いこと、走錨時の圧流速

度は概ね0.5m/s～3m/sの範囲であること等が明らか

になった。 

 

図-3 地域別の走錨発生件数(隻数) 

 

４．港湾の施設の整備・維持管理等の現場技術力の

向上に関する研究 

(1) 消波ブロックを対象としたUAV写真測量の効率

的な標定点の配置方法の検討（№1179） 

消波ブロックを対象としたUAV写真測量について、

基準類では計測対象範囲を囲むように外側標定点を

配置することを標準としている。しかし、海に囲ま

れた防波堤のような港湾構造物の前面に設置された

消波ブロックを計測対象とした場合、計測対象を海

上等に設置する外側標定点で囲むと過大なコストと

手間を要し、作業上の安全性にも課題がある。 

このため、足場の良い防波堤上部工の上にのみ標

定点を設置することを前提に現地試験を行った。現

地試験では、標定点の配置方法（数と間隔）と外側

標定点囲いの外側にある計測対象までの距離等が計

測精度に与える影響を比較検証し、求める計測精度

が外側標定点囲いの外側50mまで確保できる標定点

の配置方法等を明らかにした。本研究で得られた知

見の一部は、「ICT機器を用いた測量マニュアル（ブ

ロック据付工編）」(令和3年4月版)に反映している。 

 

図-4 研究成果を反映した測量マニュアルによる 

標定点と検証点の設置イメージ 

 

５．おわりに 

国総研報告・資料は、政策立案の基礎資料や各種

基準類の根拠資料にもなることから、今後とも港湾

の計画･設計･施工･利用・維持管理に関する研究に取

り組み、順次、成果を刊行していくこととしたい。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料のウェブサイト 

https://www.ysk.nilim.go.jp/kenkyuseika/kenkyu

syosiryou.html 
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各研究部・センターからのメッセージ 
 

コロナ禍における航空旅客需要 
 

 

空港研究部長 小野 正博 

（キーワード）  コロナ、航空旅客、需要予測 

 

１．はじめに 

現在、空港研究部では、「各研究室の研究動向・

成果」で紹介されているように、国土交通省におけ

る「インフラ分野のDX推進本部」と歩調を合わせ、

「自動運転空港除雪車両の導入に向けた研究」や「空

港工事等帳票管理システムの構築」など、空港分野

におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）

に関する研究を多く手掛けているが、ここでは、ソ

フト分野である需要予測に係る研究に関連し、新型

コロナウィルス（以下、コロナ）感染拡大により大

きな影響を受けている航空旅客需要について述べる。 

 

２．航空需要予測について 

航空の需要予測は、空港・航空政策検討の基礎資

料となったり、空港整備に際し、施設規模等の設定、

事業効果の算定根拠となったりと、大変重要な役割

を担っている。できるだけ正確な予測を行うために、

空港研究部が開発した予測モデルに改良を重ね、今

日に至っている。 

インプットデータとして、人口や個人所得、交通

機関のサービスレベル（所要時間、運賃等）、各種

調査より得られた旅客流動実績値を用いており、特

に、5年に１度の調査である全国幹線旅客純流動調査

により得られる、各地域間の流動量や交通機関選択

割合等の最新のデータを用い、予測精度を高める作

業を行っている。 

ここで得られる需要予測は、冒頭に触れたように

空港・航空政策の検討に用いるためのものであり、

10年以上の長期間を見据えており、今般のコロナに

よる需要減を予測するものではない。しかし、コロ

ナを機とするリモートワークやオンライン会議の増

加等、生活様式の変化によってもたらされる航空旅

客需要の変動要因は、モデルに組み込んでいく必要

がある。 

 

３．航空旅客需要の動向 

本原稿執筆段階において、全国の新規コロナ感染

者数は、1日9万人超と第5波を大きく上回り、拡大し

ている。新規コロナ感染者数、訪日外客数、航空旅

客数の動向をそれぞれ図-1～図-3に示す。 

図-1 1日の新規コロナ感染者数 

出典：厚生労働省HP 

図-2 訪日外客数 

出典：日本政府観光局（JNTO） 
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１．はじめに 

現在、空港研究部では、「各研究室の研究動向・

成果」で紹介されているように、国土交通省におけ

る「インフラ分野のDX推進本部」と歩調を合わせ、
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港工事等帳票管理システムの構築」など、空港分野

におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）

に関する研究を多く手掛けているが、ここでは、ソ

フト分野である需要予測に係る研究に関連し、新型

コロナウィルス（以下、コロナ）感染拡大により大

きな影響を受けている航空旅客需要について述べる。 

 

２．航空需要予測について 

航空の需要予測は、空港・航空政策検討の基礎資

料となったり、空港整備に際し、施設規模等の設定、

事業効果の算定根拠となったりと、大変重要な役割

を担っている。できるだけ正確な予測を行うために、

空港研究部が開発した予測モデルに改良を重ね、今

日に至っている。 

インプットデータとして、人口や個人所得、交通

機関のサービスレベル（所要時間、運賃等）、各種

調査より得られた旅客流動実績値を用いており、特

に、5年に１度の調査である全国幹線旅客純流動調査

により得られる、各地域間の流動量や交通機関選択

割合等の最新のデータを用い、予測精度を高める作

業を行っている。 

ここで得られる需要予測は、冒頭に触れたように

空港・航空政策の検討に用いるためのものであり、

10年以上の長期間を見据えており、今般のコロナに

よる需要減を予測するものではない。しかし、コロ

ナを機とするリモートワークやオンライン会議の増

加等、生活様式の変化によってもたらされる航空旅

客需要の変動要因は、モデルに組み込んでいく必要

がある。 

 

３．航空旅客需要の動向 

本原稿執筆段階において、全国の新規コロナ感染

者数は、1日9万人超と第5波を大きく上回り、拡大し

ている。新規コロナ感染者数、訪日外客数、航空旅

客数の動向をそれぞれ図-1～図-3に示す。 

図-1 1日の新規コロナ感染者数 

出典：厚生労働省HP 

図-2 訪日外客数 

出典：日本政府観光局（JNTO） 
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図-3 航空旅客数（上：国内、下：国際） 

出典：航空輸送統計調査 

 

国内線に関しては、国内の感染状況や緊急事態宣

言の発令に伴い、月別、路線別に変動が生じている

が、概ね2019年比5割を下回る状況が続いている。 

国際線に関しては、国別の感染者数に応じて渡航

制限が異なり、路線による違いはあるものの、全体

として訪日外客数の減少に伴い、9割超減の状況が続

いている。 

 

 

 

図-4 空港別の旅客数 

出典：空港管理状況調書 

 

過去の航空旅客需要の動向（図-4）を見ると、ア

メリカ同時多発テロ（2001年）、SARS（2003年）、

リーマンショック（2008年）、東日本大震災（2011

年）など、災害、事件等により、変動していること

がわかる。例えば、2003 年のSARSでは、国際旅客が、

成田空港で11%、関西空港で18%、新千歳空港で20%、

福岡空港で27%減少している。 

 

４．航空需要予測への反映 

今回のコロナ禍は、2年、3年と長期にわたること、

全世界が同時に見舞われている点において、特徴的

である。引き続き、コロナ感染の動向、これに伴う

生活様式の変化や航空旅客需要の推移を見守り、航

空需要予測への反映方法について、研究を進める。 

 

５．おわりに 

空港は、国民生活を支えるとともに、社会経済を

牽引する重要なインフラである。今般のコロナ禍に

より需要が大きく落ち込んでいるものの、果たす役

割に変わりは無い。今後とも、安全安心の確保、利

便性の向上に資するよう、空港施設の整備や管理に

関する様々な課題に対応して、調査研究に取り組ん

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 
 

インフラ分野のDXの推進に向けた 

社会資本マネジメント研究センターの取組み 
 

社会資本マネジメント研究センター長 岩﨑 福久 

（キーワード）  DX、ICT施工、BIM/CIM、生産性向上、働き方改革 

 

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、かねてよりi-Construction

（建設現場の生産性向上）に関する研究を進めてき

た。建設業において罰則付きの時間外労働の上限規

制適用が2024年度に迫ってきており、建設産業の働

き方改革は待ったなしという状況である。また、第

5次社会資本重点整備計画（2021年5月閣議決定）で

は、従前計画の4つの重点目標に加え、昨今の社会情

勢の変化を踏まえて、インフラ分野のデジタル・ト

ランスフォーメーション（DX）と、インフラ分野の

脱炭素化・インフラ空間の多面的な利活用による生

活の質の向上という、2つの目標が新たに追加された。 

このインフラ分野のDXの推進に向けては、近年頻

発・激甚化する災害への対応やインフラの老朽化対

策の必要性の高まり、建設産業の深刻な人手不足、

新型コロナウイルス感染症発生等を背景として、

2020年7月に国土交通省インフラ分野のDX推進本部

が設置された。この推進本部では、こうした社会経

済状況の激しい変化に対応し、インフラ分野におい

てもデータとデジタル技術を活用して、国民のニー

ズを基に社会資本や公共サービスを変革すると共に、

業務そのものや、組織、プロセス、建設業や国土交

通省の文化・風土や働き方を変革し、インフラへの

国民理解を促進すると共に、安全・安心で豊かな生

活を実現すべく、省横断的に取組み１）を推進し（図

-1）、2021年度末にアクションプランを策定する予

定である。 

国総研においても2021年3月に「国総研インフラDX

研究推進本部」を立ち上げ、インフラ分野のDXに関

する研究・開発を推進しているところであり、本稿

ではセンターで進めているDX関係の主な取組みにつ

いて紹介する。 

 

２．ICT施工の拡大に向けた取組み 

DXを進めるに当たっては、従来のワークフローの

中に新しい技術、ツールを導入し、単にデジタル化

ということではなく、仕事の仕方を変えていくとい

う観点が重要である。これまでもICT施工では、空中

写真測量（無人航空機）、地上レーザースキャナー、

ノンプリズム方式のトータルステーションなどの計

測技術を現場に導入し、3次元データを用いて出来形

管理の考え方を断面管理（抽出検査）から面管理（全

数検査）に転換してきた。従前の検査方法と同様に

品質が確保出来ていることを確認できる手法である

ことが前提ではあるが、導入する新技術に応じて検

査の方法・内容を変え、施工管理、監督検査に係る

人工を削減し、書類の簡素化にも寄与することで、

現場の生産性向上、受発注者双方の働き方改革が推

進されることが期待される。 
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図-1 インフラ分野のDX施策の概要 
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（キーワード）  DX、ICT施工、BIM/CIM、生産性向上、働き方改革 

 

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、かねてよりi-Construction

（建設現場の生産性向上）に関する研究を進めてき

た。建設業において罰則付きの時間外労働の上限規

制適用が2024年度に迫ってきており、建設産業の働

き方改革は待ったなしという状況である。また、第

5次社会資本重点整備計画（2021年5月閣議決定）で

は、従前計画の4つの重点目標に加え、昨今の社会情

勢の変化を踏まえて、インフラ分野のデジタル・ト

ランスフォーメーション（DX）と、インフラ分野の

脱炭素化・インフラ空間の多面的な利活用による生

活の質の向上という、2つの目標が新たに追加された。 

このインフラ分野のDXの推進に向けては、近年頻

発・激甚化する災害への対応やインフラの老朽化対

策の必要性の高まり、建設産業の深刻な人手不足、

新型コロナウイルス感染症発生等を背景として、

2020年7月に国土交通省インフラ分野のDX推進本部

が設置された。この推進本部では、こうした社会経

済状況の激しい変化に対応し、インフラ分野におい

てもデータとデジタル技術を活用して、国民のニー

ズを基に社会資本や公共サービスを変革すると共に、

業務そのものや、組織、プロセス、建設業や国土交

通省の文化・風土や働き方を変革し、インフラへの

国民理解を促進すると共に、安全・安心で豊かな生

活を実現すべく、省横断的に取組み１）を推進し（図

-1）、2021年度末にアクションプランを策定する予

定である。 

国総研においても2021年3月に「国総研インフラDX

研究推進本部」を立ち上げ、インフラ分野のDXに関

する研究・開発を推進しているところであり、本稿

ではセンターで進めているDX関係の主な取組みにつ

いて紹介する。 

 

２．ICT施工の拡大に向けた取組み 

DXを進めるに当たっては、従来のワークフローの

中に新しい技術、ツールを導入し、単にデジタル化

ということではなく、仕事の仕方を変えていくとい

う観点が重要である。これまでもICT施工では、空中

写真測量（無人航空機）、地上レーザースキャナー、

ノンプリズム方式のトータルステーションなどの計

測技術を現場に導入し、3次元データを用いて出来形

管理の考え方を断面管理（抽出検査）から面管理（全

数検査）に転換してきた。従前の検査方法と同様に

品質が確保出来ていることを確認できる手法である

ことが前提ではあるが、導入する新技術に応じて検

査の方法・内容を変え、施工管理、監督検査に係る

人工を削減し、書類の簡素化にも寄与することで、

現場の生産性向上、受発注者双方の働き方改革が推

進されることが期待される。 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不

要） 

図-1 インフラ分野のDX施策の概要 

 
 

これらICT施工の活用を全国的な取組みとして拡

大・推進するためには、裾野の広いこの産業界にお

いてICT施工に係る各種ツールの効果を実感頂き、使

いこなして、企業単位で働き方改革を実践頂くこと

が重要だと考えている。 

センターでは、インフラDXの推進を支える技術の

研究開発の拠点として、5G通信を活用した建設機械

の自律施工技術や、3次元データによる構造物の出来

形の計測、検査技術の開発、検証を行うための「建

設DX実験フィールド」の整備2）を進め、2021年6月か

ら運用を開始した。ICT施工の基準の検証等を進める

他、出来形管理・出来高管理に用いる新しい計測技

術の試行・実証フィールドとして民間等にも開放し

ており、さらなる精度向上に向けた技術開発の進展

や、小規模の現場に導入しやすい、安価で汎用性の

ある導入効果の高い技術の普及も期待している（図

-2）。 

 

３．BIM/CIM原則適用に向けた取組み 

建設生産プロセスにおけるDXを推進するためには、

様々な場面でデジタルデータを活用することに加え、

特定の場面に留まらず各プロセス間を横断的に活用

出来る環境が重要であり、BIM/CIMなど既存の技術の

更なる深化に加え、調査・設計から管理までの多段

階、河川、道路等の多分野のデジタルデータを一元

的に保管し、必要な時に必要なデータが利用できる

環境の構築が課題である。2023年度からのBIM/CIMの

原則適用（小規模工事を除く）という目標が設定さ

れており、センターでは「3次元モデル成果物作成要

領（案）3）」等の各種基準類を整備してきた。 

また、BIM/CIMモデルや点群データ等３次元データ

の一元管理、受発注者の共有による協議の円滑化等

を図るため、その活用基盤として、DXデータセンタ

ーを整備し、2022年度からの運用を目指しているこ

ところである。 

 

４．おわりに 

ICT施工を活用した工事は、年々増加しつつあるが、

全面的な普及には至っていない。特に、地方の中小

の企業にとっては、初期投資費用がかかること、技

術の習得が困難なこと等の理由により、普及が進み

にくいのが現状だと考えられる。今後、国土交通省

職員だけでなく地方公共団体の職員や、中小企業に

対して手軽に活用できる技術の普及を図ることが重

要だと考えている。 

また、現場の施工管理、品質管理の効率化・高度

化に向けて、各企業で開発された新技術を含め、

PRISM（官民研究開発投資拡大プログラム）の制度を

活用した現場実証4)等により基準化が加速化され、

更なる生産性向上、受発注者双方の働き方改革が進

むことが期待される。 

人口減少等、社会情勢が厳しくなっていく一方、

デジタル技術の進展は著しく、様々な要素技術の活

用可能性が拡がってきている。国土交通省では2022

年をDXによる変革に果敢に取り組む「挑戦の年」と

して位置づけており、多種多様なデジタル技術の有

効活用により、建設産業全体の働き方改革や、ワー

クライフバランスの実現に向け、研究開発を進める

とともに、取組み内容の普及につながるよう情報発

信について今後も努力してまいりたい。 

☞詳細情報はこちら 

1) インフラ分野のデジタル・トランスフォーメー

ション（ＤＸ）施策一覧 

https://www.mlit.go.jp/common/001385990.pdf 

2) 建設ＤＸ実験フィールドの整備及び運用 本誌P.155 

3) 詳細設計のための3次元モデル成果物作成要領の

策定 本誌P.105 

4) 画像計測による鉄筋配置に関する検査手法の確

立 本誌P.103 

図-2 小規模ICT施工技術の検証実験 

（スマートフォンに搭載されたLiDARを出来形計測に活用） 
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研究動向・成果 
 

 

下水道管路における効率的 

なストックマネジメント 

実施に関する調査 
(研究期間：令和元年度～令和３年度) 

下水道研究部 下水道研究室 

岡安 祐司 茨木 誠 日下部 包 成瀬 直人 

（キーワード）  下水道管路、ストックマネジメント、劣化予測 

 

１．はじめに 

2020年度末における全国の下水道管渠（かんきょ）

の総延長は約48万kmである。そのうち標準耐用年数

50年を経過した管渠の延長は約2.2万km（総延長の

5％）であり、10年後には7.6万km（16％）、20年後

には17万km（35％）と今後急速に増加すると見込ま

れている。2017年に国土交通省下水道部が策定した

「新下水道ビジョン加速戦略」では、ストックマネ

ジメントサイクルの確立が重点項目の一つとして掲

げられている。国総研下水道研究部では、下水道管

路のストックマネジメントサイクルの構築に係る技

術政策の立案や地方公共団体の支援に資するため、

調査の一環として、下水道管路に起因する全国の道

路陥没の実態調査、下水道管渠の劣化に関するデー

タベースの更新、下水道管渠の将来事業量の予測等

に資する健全率予測式の更新を実施した。なお、管

路は、管渠（本管）、取付け管（公共ますと管渠を

繋ぐ管）、マンホール等の総称である。 

 

２．下水道管路に起因する道路陥没の実態把握 

管路の劣化状況等の実態をマクロに把握し、調査

研究や政策立案の基礎とするために、2006年度から

下水道事業実施団体を対象に道路陥没の発生状況等

に関するアンケート調査を実施している。2020年度

における全国の下水道管路に起因する道路陥没発生

件数は約2,750件であり、発生件数は近年減少傾向に

ある（図-1）。原因部位としては、取付け管に起因

するものが全体の約5割を占める（図-2）。管種別で

は、本管に起因する道路陥没のうちコンクリート管

が約6割を占めている一方、取付け管に起因する道路

陥没のうち陶管が約7割を占めている。道路陥没発生

件数が減少傾向にあることについては、2015年度の

下水道法改正で維持修繕基準が創設されたことや、

2016年度に創設された「ストックマネジメント支援

制度」をはじめとする施策により、地方公共団体に

おいて下水道管路の適切な修繕・改築が促されたこ

とを示唆すると考えられが、引き続きデータを蓄積

し、施策効果の分析や今後重点化すべき施策の検討

を行う必要がある。 
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図-2 原因部位別道路陥没件数割合（2020年度） 
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図-1 下水道管路に起因した道路陥没件数 
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割合が0.1％未満（取付け管と公共桝 4件、圧送管下流の本管 3件）を除く
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なストックマネジメント 
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下水道研究部　下水道研究室 
室長
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（キーワード）　下水道管路、ストックマネジメント、劣化予測
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１．はじめに 

2020年度末における全国の下水道管渠（かんきょ）

の総延長は約48万kmである。そのうち標準耐用年数

50年を経過した管渠の延長は約2.2万km（総延長の

5％）であり、10年後には7.6万km（16％）、20年後

には17万km（35％）と今後急速に増加すると見込ま

れている。2017年に国土交通省下水道部が策定した

「新下水道ビジョン加速戦略」では、ストックマネ

ジメントサイクルの確立が重点項目の一つとして掲

げられている。国総研下水道研究部では、下水道管

路のストックマネジメントサイクルの構築に係る技

術政策の立案や地方公共団体の支援に資するため、

調査の一環として、下水道管路に起因する全国の道

路陥没の実態調査、下水道管渠の劣化に関するデー

タベースの更新、下水道管渠の将来事業量の予測等

に資する健全率予測式の更新を実施した。なお、管

路は、管渠（本管）、取付け管（公共ますと管渠を

繋ぐ管）、マンホール等の総称である。 

 

２．下水道管路に起因する道路陥没の実態把握 

管路の劣化状況等の実態をマクロに把握し、調査

研究や政策立案の基礎とするために、2006年度から

下水道事業実施団体を対象に道路陥没の発生状況等

に関するアンケート調査を実施している。2020年度

における全国の下水道管路に起因する道路陥没発生

件数は約2,750件であり、発生件数は近年減少傾向に

ある（図-1）。原因部位としては、取付け管に起因

するものが全体の約5割を占める（図-2）。管種別で

は、本管に起因する道路陥没のうちコンクリート管

が約6割を占めている一方、取付け管に起因する道路

陥没のうち陶管が約7割を占めている。道路陥没発生

件数が減少傾向にあることについては、2015年度の

下水道法改正で維持修繕基準が創設されたことや、

2016年度に創設された「ストックマネジメント支援

制度」をはじめとする施策により、地方公共団体に

おいて下水道管路の適切な修繕・改築が促されたこ

とを示唆すると考えられが、引き続きデータを蓄積

し、施策効果の分析や今後重点化すべき施策の検討

を行う必要がある。 
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３．劣化データベースの更新 

国総研は、地方公共団体から収集した下水道管内

調査結果の一部（自治体種別、経過年数、管種、管

径、設置条件、劣化及び緊急度の判定結果など）を

データベース化し、「下水道管きょ劣化データベー

ス」（以下、「劣化データベース」という。）とし

て公開している。2021年6月に更新された劣化データ

ベースVer.3には、2017年に公開されたVer.2に約6万

スパン分のデータが追加され、計60団体約31万スパ

ン分のデータが登録された。なお、登録されたデー

タの延長は約8,700kmであり、全国の整備済み延長48

万kmに対するカバー率は約1.8％である。劣化データ

ベースは、調査データの蓄積が少ない地方公共団体

が調査優先箇所や改築需要予測を検討する際に補完

データとして用いられている。 

 

４．健全率予測式の更新 

国総研は、地方公共団体におけるストックマネジ

メント計画等の策定を支援するため、2013年から「下

水道管きょ健全率予測式（以下、「健全率予測式」

という。）」を算定し公開しており、2021年6月に最

新の「下水道管きょ健全率予測式2021」を公開した。

健全率予測式2021は、地方公共団体から収集した約

46万スパンの下水道管内調査結果（うち、鉄筋コン

クリート管：約31万、陶管：約11万、塩ビ管：約2万）

を基に算定された。健全率予測式は、下水道管渠の

経過年数に応じた健全率をマクロに把握することが

出来るツールであり、各種マニュアルへ掲載され、

地方公共団体のストックマネジメント実施に欠かせ

ないツールとして活用されている。 

健全率予測式は、「経過年数」を説明変数として

横軸にとり、「健全率」を被説明変数として縦軸に

とったグラフで表され、年数の経過に伴って健全率

（健全度が高い管渠の割合）が低下していく状況を

表す。例えば、図-3に示す鉄筋コンクリート管の健

全率予測式のグラフから、経過年数50年の鉄筋コン

クリート管全体は、劣化なしが約20％、緊急度Ⅲが

約30％、緊急度Ⅱが約40％、緊急度Ⅰが約10％であ

ると推測できる。この健全率予測式を活用すれば、

管種と経過年数の情報からマクロに中長期の改築需

要予測等を行うことができる。一方で、経過年数が

同じであっても、劣化状況にばらつきがあるため、

計画的な点検・調査により、個別の管渠の劣化状況

を把握することが重要であることが分かる。 

 

５．おわりに 

引き続き、下水道管路の劣化等に起因する道路陥

没の実態把握や、劣化データベースの充実、健全率

予測式の精度向上に取り組み、下水道管路のストッ

クマネジメントサイクルの構築に貢献してまいりた

い。特に、中小規模の地方公共団体の下水道整備に

多く用いられている塩化ビニル管に関し、劣化傾向

の分析や健全率予測式の精度向上等に取り組んでい

く予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 下水道管渠の布設延長 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd

_sewerage_tk_000135.html 

2) 下水道管きょ劣化データベース2021(Ver.3) 

http://www.nilim.go.jp/lab/ebg/rekka-db.html 

3) 下水道管きょ劣化データベース2021(Ver.3) 

http://www.nilim.go.jp/lab/ebg/deterioration_r

ate_prediction_formula_2021.pdf 

 

 

図-3 健全率予測式のグラフ 

           (鉄筋コンクリート管の例） 

 

区 分 緊急度の区分

緊急度Ⅰ 重度 速やかに措置の必要な場合

緊急度Ⅱ 中度
簡易な対応により必要な措置を

5年未満まで延長できる場合

緊急度Ⅲ 軽度
簡易な対応により必要な措置を

5年以上に延長できる場合

劣化なし 健全
特別な措置を講じる必要がない
場合

経過年数（年）
0 50 100

1.0

0.5

0.0

健
全
率

約10%

約40%

約30%

約20%
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研究動向・成果 
 

 

危機管理型ハード対策 

を上回る効果を有する 

粘り強い堤防の開発 
(研究期間：令和元年度～令和３年度) 

河川研究部 河川研究室 

三好 朋宏 笹岡 信吾 西嶋 貴彦 福島 雅紀 

（キーワード）  越水、粘り強い堤防、危機管理型ハード対策 

 

１．はじめに 

越水に対して堤防を強化する取組としては、1988

年頃から2003年頃にかけて堤防の表面をシートやブ

ロックで覆う対策（アーマー・レビーやフロンティ

ア堤防と呼ばれる）が試験的に実施されたが、維持

管理上の課題があるとともに、コストが大きいこと

等から、全国的には展開されなかった。 

その後、平成27年（2015年）関東・東北豪雨によ

る常総水害を受け、“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”との

基本認識のもと、氾濫リスクが高いにも関わらず、

上下流バランス等の観点から、当面の間、河道や堤

防の整備に至らない区間で、堤防天端のアスファル

ト舗装や裏法尻のブロック被覆によって堤体の侵食

や崩壊の進行を遅らせる危機管理型ハード対策が導

入されている。 

そんな中、令和元年（2019年）東日本台風による

甚大な浸水被害が発生し、越水による被害を軽減さ

せるため、危機管理型ハード対策を上回る効果を有

する「粘り強い河川堤防」の必要性が示された1)。 

これを踏まえ、国総研では、「粘り強い河川堤防」

の技術開発に着手し、これまでの知見や以下で示す

実験結果を整理し、粘り強い堤防の構造を検討する

ための手引きを作成する予定である。 

 

２．粘り強い構造の検討 

(1)開発のきっかけ 

 令和元年（2019年）東日本台風では、危機管理型

ハード対策の施工箇所のうち1カ所において越水が

発生した。堤防の決壊は免れたことから対策の効果

が現れたと考えられる一方で、ブロック等で被覆さ

れていない裏法面では侵食が発生し（写真-1）、改

めて法面保護の必要性が認識された。 

 

写真-1 危機管理型ハード対策箇所での裏法面の侵

食事例（荒川水系都幾川6.2kp左岸） 

 

(2)既往の知見を踏まえた粘り強い構造の提案 

 アーマー・レビーやフロンティア堤防、危機管理

型ハード対策に関する既往の知見を整理し、粘り強

い構造は、コストを抑えた上で確実に効果が期待さ

れる構造とした。具体には、法尻と天端の保護に加

えて法面も保護し、法面保護工は吸出防止シートを

ブロックもしくは覆土で押さえる構造とした。 

(3)構造検討に当たっての課題と対応 

①法面に設置したブロックに作用する流体力の評価 

 越流水に対するブロックの安定性を検討するには、

越流水によってブロックに作用する流体力を把握す

る必要がある。しかし、裏法面を流れる越流水は、

通常ブロックが設置される川表の水の流れとは異な

り、水深の浅い流れであり、ブロックの突起により

複雑な流れとなることから、ブロックに作用する流

体力の評価が難しいという課題があった。そこで、
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研究動向・成果 
 

 

危機管理型ハード対策 

を上回る効果を有する 

粘り強い堤防の開発 
(研究期間：令和元年度～令和３年度) 

河川研究部 河川研究室 

三好 朋宏 笹岡 信吾 西嶋 貴彦 福島 雅紀 

（キーワード）  越水、粘り強い堤防、危機管理型ハード対策 

 

１．はじめに 

越水に対して堤防を強化する取組としては、1988

年頃から2003年頃にかけて堤防の表面をシートやブ

ロックで覆う対策（アーマー・レビーやフロンティ

ア堤防と呼ばれる）が試験的に実施されたが、維持

管理上の課題があるとともに、コストが大きいこと

等から、全国的には展開されなかった。 

その後、平成27年（2015年）関東・東北豪雨によ

る常総水害を受け、“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”との

基本認識のもと、氾濫リスクが高いにも関わらず、

上下流バランス等の観点から、当面の間、河道や堤

防の整備に至らない区間で、堤防天端のアスファル

ト舗装や裏法尻のブロック被覆によって堤体の侵食

や崩壊の進行を遅らせる危機管理型ハード対策が導

入されている。 

そんな中、令和元年（2019年）東日本台風による

甚大な浸水被害が発生し、越水による被害を軽減さ

せるため、危機管理型ハード対策を上回る効果を有

する「粘り強い河川堤防」の必要性が示された1)。 

これを踏まえ、国総研では、「粘り強い河川堤防」

の技術開発に着手し、これまでの知見や以下で示す

実験結果を整理し、粘り強い堤防の構造を検討する

ための手引きを作成する予定である。 

 

２．粘り強い構造の検討 

(1)開発のきっかけ 

 令和元年（2019年）東日本台風では、危機管理型

ハード対策の施工箇所のうち1カ所において越水が

発生した。堤防の決壊は免れたことから対策の効果

が現れたと考えられる一方で、ブロック等で被覆さ

れていない裏法面では侵食が発生し（写真-1）、改

めて法面保護の必要性が認識された。 

 

写真-1 危機管理型ハード対策箇所での裏法面の侵

食事例（荒川水系都幾川6.2kp左岸） 

 

(2)既往の知見を踏まえた粘り強い構造の提案 

 アーマー・レビーやフロンティア堤防、危機管理

型ハード対策に関する既往の知見を整理し、粘り強

い構造は、コストを抑えた上で確実に効果が期待さ

れる構造とした。具体には、法尻と天端の保護に加

えて法面も保護し、法面保護工は吸出防止シートを

ブロックもしくは覆土で押さえる構造とした。 

(3)構造検討に当たっての課題と対応 

①法面に設置したブロックに作用する流体力の評価 

 越流水に対するブロックの安定性を検討するには、

越流水によってブロックに作用する流体力を把握す

る必要がある。しかし、裏法面を流れる越流水は、

通常ブロックが設置される川表の水の流れとは異な

り、水深の浅い流れであり、ブロックの突起により

複雑な流れとなることから、ブロックに作用する流

体力の評価が難しいという課題があった。そこで、
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ブロックの突起の形状を変えて、越流水によってブ

ロックに作用する流体力を分力計やフォースゲージ

によって直接計測する実験を行った（写真-2）。 

 その結果、ブロックの突起高がブロック厚に対し

て比較的高い場合には、川表のような水深の深い流

れにおいて作用する流体力よりも大きな力が作用す

る傾向が見られ、越流水に対するブロックの安定性

を評価する上での知見を得た。 

 

写真-2 流体力計測実験の様子 

 

②シートの引き抜き耐力の評価 

 裏法面の法長が長い場合、吸出防止シート1枚で法

肩から法尻までを覆うことは難しいため、法面中腹

でシートの継ぎ目が発生する。こうした継ぎ目が弱

部となり、シートのずれやめくれが懸念されること

から、堤体にシートを差し込むことで、強く固定す

ることを検討している。シートの安定性を検討する

に当たって、シートの引き抜き耐力が不明であった

ため、シートの引き抜き耐力を直接計測する実験を

実施した（図、写真-3）。 

 その結果、堤体に差し込んだシートの上載荷重と

引き抜き耐力の関係が得られ、シートの堤体内への

差し込み長さを決めるための知見が得られた。 

 

 

図 引き抜き耐力計測実験模型の概要 

 

写真-3 引き抜き耐力計測実験の様子 

 

③法面ブロックの突起形状と法尻部での水の跳ね方 

 法尻保護工には、越流水による法尻の洗掘を抑制

する機能が必要となる。法面保護工のブロックの突

起形状によっては、越流水が跳ねて、法尻保護工を

飛び越えて堤内地に直接水流が当たり、法尻保護工

による洗掘の抑制効果が損なわれる場合がある。そ

のため、覆土タイプの突起が高いブロックを用いた

場合の水の跳ね方を確認する実験を行った（写真-4）。 

 その結果、水の跳ね方を踏まえた法尻保護工にお

ける天端の必要な幅に関する知見が得られた。 

 

写真-4 水の跳ね方を確認する実験の様子 

 

３．今後の展望 

 堤体土質の不確実性、施工のばらつきなどを踏ま

え、より確実に効果を発揮する構造について、現地

での試験施工や堤防模型越水実験を通じて、引き続

き検討を進める必要がある。こうして得られた知見

は、今後作成する予定の手引きに適宜反映していく

予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国土交通省 水管理国土保全局：令和元年台風第

19号の被災を踏まえた河川堤防に関する技術検

討会，2020. 

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

ijutsu_kentoukai/index.html 
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研究動向・成果 
 

 

気候変動を考慮した治水 

計画策定のための降雨の 

将来変化に関する研究 
(研究期間：平成 28年度～) 

河川研究部 川﨑 将生 

水循環研究室 竹下 哲也 前田 裕太 髙橋 祐貴 

（キーワード）  気候変動、アンサンブル気候予測データ、降雨量変化倍率 

 

１．はじめに 

気候変動の影響による豪雨の頻発化・激甚化が確

実視される中、気候変動に適応した治水計画への転

換が求められている。また、近年では気候モデルの

境界条件等に摂動を与えて多数の計算を行ったアン

サンブル気候予測データベースが整備されており、

将来における豪雨等の極端現象の確率的な評価が可

能となってきている。 

このため、国総研では、気候変動を考慮した治水

計画の立案手法の構築の観点から、アンサンブル気

候予測データの分析による降雨の将来変化に関する

研究を実施している。以下に概説する。 

 

２．降雨量変化倍率の算出 

治水計画では、過去の降雨実績から確率統計解析

により目標となる年超過確率（一級河川では1/100～

1/200）相当の降雨量で流出解析を行い、整備目標と

なる河川流量が定められており、過去気候と将来気

候との降雨量の比（以下、「降雨量変化倍率」と記

載）の算出が、気候変動を考慮した治水計画の整備

目標設定において重要な役割を果たす。 

このため、国総研では、文部科学省「気候変動適

応技術社会実装プログラム」(SI-CAT)や北海道大学

によって解像度 5 km で整備されたアンサンブル気

候予測データベースを活用し、降雨量変化倍率の算

出を行った。 

以下に、降雨量変化倍率の算出手順を示す。 

１） 地域毎に降雨量変化倍率が異なる可能性を考慮

し日本を15地域に区分した。 

２）アンサンブル気候予測データのうち､「過去実験」

（1981～2010 年の気候変化に相当）、「将来実験」

（全球平均気温が工業化以前（18世紀半ば頃）より

2℃上昇又は 4℃上昇時点に相当）のデータそれぞれ

について、積算雨量、雨域面積、降雨継続時間の関

係を年毎に整理した。データ年数は、使用したデー

タベースの種類によって異なるが、主に過去実験 

360年（30年×12摂動）、将来実験 360年（30年

×6SST（海面水温）パターン×2 摂動）等である。 

なお、6SSTパターンとは、世界気候研究計画の第 5

期結合モデル相互比較プロジェクト（CMIP5）に提出

された大気海洋結合モデルのうち、RCP8.5 シナリオ

等に基づき計算されている 28モデルを対象に行った

クラスター分析をもとに、パターンが互いに似ない

ように選定された 6つの海面水温パター ン（図-1で

はCC・GF・HA・MI・MP・MRと表記）を指す。 

３）上記２）で得られる雨域面積・降雨継続時間に

対応する年毎の積算雨量の最大値について統計解析

を行い、年超過確率 1/100の降雨量について過去実

験と将来実験との比を算出した。当該整理にあたっ

ては、大河川流域を想定し、雨域面積 3 パターン

（400・1600・3600 km2）、降雨継続時間 3パターン 

(12・24・48 時間) の計 9パターンを対象に、その
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１．はじめに 

気候変動の影響による豪雨の頻発化・激甚化が確

実視される中、気候変動に適応した治水計画への転

換が求められている。また、近年では気候モデルの

境界条件等に摂動を与えて多数の計算を行ったアン

サンブル気候予測データベースが整備されており、

将来における豪雨等の極端現象の確率的な評価が可

能となってきている。 

このため、国総研では、気候変動を考慮した治水

計画の立案手法の構築の観点から、アンサンブル気

候予測データの分析による降雨の将来変化に関する

研究を実施している。以下に概説する。 

 

２．降雨量変化倍率の算出 

治水計画では、過去の降雨実績から確率統計解析
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候との降雨量の比（以下、「降雨量変化倍率」と記

載）の算出が、気候変動を考慮した治水計画の整備

目標設定において重要な役割を果たす。 
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クラスター分析をもとに、パターンが互いに似ない

ように選定された 6つの海面水温パター ン（図-1で
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平均値を算出した。図-1に、6SSTパターン毎の 2℃

上昇時の降雨量変化倍率の結果を示す。各地域でば

らつきはあるものの、全国 15 地域の平均値は 1.10

倍であった。なお、北海道については、SST パター

ン毎の値が全て全国平均値を上回る結果であった。 

この他、4℃上昇時や、雨域面積が小さい場合、降

雨継続時間が短時間（3時間以上 12時間未満）の場

合等も検討し、国土交通省が設置した「気候変動を

踏まえた治水計画に係る技術検討会」（以下「検討

会」と記載）に成果を報告した。その結果、2021年 

4 月に改訂された検討会提言 1)において、国総研の

検討成果等を踏まえ、気候変動を考慮した治水計画

に用いる降雨量変化倍率が示された（表）。 

なお、当該提言を受け、2021年には新宮川水系、

五ヶ瀬川水系、球磨川水系の河川整備基本方針にお

いて、降雨量変化倍率 1.1倍を踏まえた基本高水の

見直しが行われた。 

 

表 降雨量変化倍率（検討会提言1）） 

 

３．降雨の時空間分布の将来変化に関する検討 

一定の降雨継続時間内の積算雨量が同じでも、短

期集中型の雨や局所集中型の雨のケースが想定され、

場合によっては過去に経験した降雨波形に比べて、

より大きな河川流量となることが懸念される。こう

した降雨の時空間分布の将来変化を把握できれば、

各河川において河川整備計画を立案する際、考慮す

べき降雨の時空間分布のケースを漏れなく設定する

ことが可能となり、これを踏まえた整備目標流量の

候補（幅）を推定することが期待される。しかし、

この降雨の時空間分布の将来変化を定量的に捉える

ためには、それに適した指標が必要となる。 

このため、国総研では、現在、降雨の時空間分布

の将来変化を定量的に把握する手法の一つとして、

所得格差の指標として用いられる「ジニ係数」（ジ

ニ係数が０に近づけば所得格差が小さく、１に近い

と所得格差が大きい指標）を応用し、 

・降雨の時間集中度（０に近いほど均等な降雨、

１に近いほど短期集中型の降雨） 

・降雨の空間集中度（０に近いほど均等な降雨、

１に近いほど局所集中型の降雨） 

の指標を用いて、過去と将来の降雨の時空間分布の

変化を把握する取組を実施している。図-2は降雨の

時間集中度の事例だが、今までハイエトグラフの形

状で判断していた降雨の時間集中度を０～１の間の

値で数値化することができた。現在、アンサンブル

気候予測データについて、当該指標を用いて過去気

候と将来気候の比較分析を実施中である。 

 

４．今後の予定 

2022～2023年度には河川砂防技術研究開発公募制

度2)を活用し、外部委託研究として「流出抑制対策の

治水効果を推定できる流出解析・洪水流解析技術に

関する研究開発」を実施予定である。当該研究では、

降雨の時空間分布の変化による流出量の変化や田ん

ぼダム等の流出抑制対策効果を精度よく解析できる

モデルの開発が期待されており、本研究での成果と

相まって、気候変動を考慮した河川整備計画立案の

ための技術資料に反映していく予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国土交通省：気候変動を踏まえた治水計画のあ

り方 提言、令和3年4月 

2) 国土交通省：河川砂防技術研究開発公募制度 

https://www.mlit.go.jp/river/gijutsu/kenkyu.html 

図-2 降雨の時間集中度の算出例 

（赤線・黒線内の面積×２が時間集中度） 

2 ℃ 4 ℃ 上昇

上昇 短時間

北海道北部、南部 1.15 1.4 1.5
九州北西部 1.1 1.4 1.5
その他（沖縄含む）地域 1.1 1.2 1.3
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研究動向・成果 
 

 

洪水ハザード情報空白域の解消に向けて 

～小規模河川の浸水想定の試行～ 
(研究期間：平成 29年度～) 

河川研究部 水害研究室 

板垣 修 中村 賢人    

（キーワード）  流域治水、浸水想定、LPデータ 

 

１．はじめに 

豪雨・洪水が毎年のように全国各地で頻発し、甚

大な水害が発生している。洪水氾濫を防止するため

には、治水施設の整備を着実に進めるとともに、治

水施設の設計規模を超過する洪水時には、氾濫原（河

川の外の農地、町などがある場所）における土地利

用の工夫等により、被害を出来るだけ防ぐ対策が必

要である。そのためには流域の様々な関係者が協働

し、流域全体で被害を軽減させる流域治水の推進が

重要である。 

 流域治水の推進において、氾濫により想定される

浸水範囲等を示す洪水ハザード情報図が重要な役割

を担う。流域治水関連法の1つである水防法の2021年

改正により、洪水浸水想定区域の指定の対象として

いた洪水予報河川・水位周知河川に加え、洪水によ

る災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令

で定める基準に該当する河川（住宅等の防護対象の

ある河川）が指定対象に追加された。これにより、

2025年度までに洪水浸水想定区域を設定する河川の

目標数は、改正前の全国約2,000河川から、同17,000

河川へと増加した。この目標の達成には、洪水浸水

想定を行う際に必要である河道測量・洪水流量デー

タ等が整備されていない膨大な数・延長の小規模河

川（洪水予報河川・水位周知河川以外の一級河川及

び二級河川）の浸水想定をいかに実施するかが課題

である。そのため、LP（航空レーザ測量）データ（図

-1）を活用した小規模河川の浸水想定手法を提示す

る「小規模河川の氾濫推定図作成の手引き」（2020

年 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）を提供する

とともに、県から要望を受けた河川を対象として、

技術的課題の解決等に資するため、国総研等による

試行計算（図-2）を実施してきた。 

 

 

図-1 航空レーザ測量 

 

図-2 国総研による試行計算の手順 

 

２．河川区間の抽出 

 都道府県から国への試行計算の要望を受け、国土

地理院が保管しているLPデータの有無、リスク情報

空白域の早期解消等の観点に基づき、国による試行

計算の候補河川区間として約8,000河川（延長約

40,000km）を抽出した（参考：全国の一級・二級河
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豪雨・洪水が毎年のように全国各地で頻発し、甚

大な水害が発生している。洪水氾濫を防止するため

には、治水施設の整備を着実に進めるとともに、治

水施設の設計規模を超過する洪水時には、氾濫原（河

川の外の農地、町などがある場所）における土地利

用の工夫等により、被害を出来るだけ防ぐ対策が必

要である。そのためには流域の様々な関係者が協働

し、流域全体で被害を軽減させる流域治水の推進が

重要である。 

 流域治水の推進において、氾濫により想定される

浸水範囲等を示す洪水ハザード情報図が重要な役割

を担う。流域治水関連法の1つである水防法の2021年

改正により、洪水浸水想定区域の指定の対象として

いた洪水予報河川・水位周知河川に加え、洪水によ

る災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令

で定める基準に該当する河川（住宅等の防護対象の

ある河川）が指定対象に追加された。これにより、

2025年度までに洪水浸水想定区域を設定する河川の

目標数は、改正前の全国約2,000河川から、同17,000

河川へと増加した。この目標の達成には、洪水浸水

想定を行う際に必要である河道測量・洪水流量デー

タ等が整備されていない膨大な数・延長の小規模河

川（洪水予報河川・水位周知河川以外の一級河川及

び二級河川）の浸水想定をいかに実施するかが課題

である。そのため、LP（航空レーザ測量）データ（図

-1）を活用した小規模河川の浸水想定手法を提示す

る「小規模河川の氾濫推定図作成の手引き」（2020

年 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）を提供する

とともに、県から要望を受けた河川を対象として、

技術的課題の解決等に資するため、国総研等による

試行計算（図-2）を実施してきた。 

 

 

図-1 航空レーザ測量 

 

図-2 国総研による試行計算の手順 

 

２．河川区間の抽出 

 都道府県から国への試行計算の要望を受け、国土

地理院が保管しているLPデータの有無、リスク情報

空白域の早期解消等の観点に基づき、国による試行

計算の候補河川区間として約8,000河川（延長約

40,000km）を抽出した（参考：全国の一級・二級河

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 
(博士(防災学)) 

研究官 
 

 

 
 

川は合計約2.1万河川、延長約12万km。これらのほか

準用河川が約1.4万河川、延長約2万km（2021年現在））。

これらの河川区間の流域面積を既存データベースに

基づき設定又は数値標高モデルに基づき算出し、一

級河川又は二級河川の合流点に基づき区分した河川

区間ごとに想定最大規模洪水流量を合理式により算

定した。クラーヘン式により降雨継続時間を算定し、

県独自の設定が必要な場合を除き「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」

（2015年 国土交通省水管理・国土保全局）に基づ

き想定最大規模の降雨強度を設定した。流出係数は

地質特性等を踏まえるとともに作業の効率性を重視

し、最終的に山地・平地部ともに一律で0.9とした。 

 上記洪水流量に基づく計算水位又は地形特性等に

基づき、想定最大規模洪水時に河道・氾濫原一体で

流下する氾濫形態を呈すると考えられる河川区間

（図-3）を国総研による試行計算の対象とした。こ

の区間は、LPデータに基づく効率的な計算手法が開

発済みであり、全国26県の約2,800河川、延長約1.2

万kmが抽出された。 

 

 

図-3 流下型氾濫の横断概念図 

 

３．河道・氾濫原一体の横断面の取得と浸水想定 

 国土地理院等から入手した既存LPデータ及び数値

標高モデル（原則5mDEM、なければ10mDEM）に基づき、

氾濫流の流下方向に約100m間隔で横断面を取得した。

図-4に横断面取得例を示す。図中左側は道路盛土で

あり、氾濫水の横断方向への拡散が止まる可能性が

ある。盛土内に開口部（ボックスカルバート等）が

ある場合には氾濫水が横過しうるが、開口部はLPデ

ータからは読み取れず現地確認等が必要である。 

 図-5に浸水想定例を示す。図中、右側区間の氾濫

原には5mDEMがなかったため10mDEMを用いており、浸

水深分布の解像度が異なるため、県への提供に当た

り区間を明示した。 

 

 

図-4 横断面形状の取得例 

  

図-5 浸水想定例 

 

４．おわりに 

国による試算結果の暫定版については県に照会し、

限られた時間のなかで確認いただき、指摘事項があ

れば可能な範囲で確認、修正を行っている。試算結

果の確認にご協力いただいた関係県の担当者に御礼

申し上げる。 

小規模河川のリスク情報空白域の解消には、河道・

氾濫原一体で流下する氾濫形態に加え、拡散型、貯

留型の氾濫形態を呈すると考えられる河川区間の浸

水想定も必要である。引き続き研究開発を行う予定

である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 小規模河川の氾濫推定図作成の手引き： 

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

yusyokasen/pdf/manual.pdf 

※横軸単位：m 等標高線間隔：2m 
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研究動向・成果 
 

 

最悪の氾濫シナリオを避けるために 

～治水施設整備規模を超過する 

洪水時の減災対策の検討 ～ 
(研究期間：令和３年度～令和５年度) 

河川研究部 水害研究室      岡安 光太郎        板垣 修 

（キーワード）  流域治水、洪水氾濫被害軽減、氾濫シナリオ 

 

１．はじめに 

近年、気候変動の影響に伴い治水施設の整備規模

を超過する大規模洪水が頻発し、全国各地で激甚な

洪水氾濫被害が発生している。これを踏まえ、国土

交通省水管理・国土保全局では、河川の流域全体の

あらゆる関係者が協働して流域全体で行う持続可能

な治水対策である「流域治水」を推進している。 

従来、堤防・ダム等の治水施設整備による洪水氾

濫防止対策（レベル1対策）と、想定される最大規模

の洪水に対して避難等により命だけは守ろうとする

対策（レベル2対策）とが主に実施されてきた（図-

1）が、気候変動の影響により図-1の境界線（赤破線）

が左方向に遷移すると見込まれることも踏まえ、上

記対策に加え、両対策の間隙を埋める「命だけでな

く資産・生業（なりわい）を含む被害防止・軽減対

策」（以降「レベル1.5対策」という。）の重要性が

一層高まっている。本研究は、現在未確立であるレ

ベル1.5対策の具体的な検討手法及び対策による効

果の評価手法の開発を目指している。 
 

２．具体事例 

レベル1.5対策の事例として、図-2に佐賀平野に現

存する河川堤防に設けられた越流堤の事例（野越し）、

図-3に米国の陸軍工兵隊の技術文書ECB No.2019-8

の「堤防システムにおける管理された越水」（Managed 

Overtopping of Levee Systems）の概念図を示す。

前者は、一定以上の洪水流量を堤内地に氾濫させる

ことで下流の利水施設の被災等を防止する、江戸時

代から記録に残る伝統的な治水手法である。後者は、

河川堤防の高さに縦断方向の高低差を設けることに

より、堤防の整備規模を超える洪水が発生した場合 
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図-1 洪水規模に応じた被害防止・軽減対策 
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図-3 米国陸軍工兵隊の堤防システムにおける

管理された越水の概念図 
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に、氾濫被害が相対的に小さいと考えられる箇所か

ら越水させ、地域の避難時間の確保や堤防等復旧の

費用低減・迅速化を図るものである。なお、2019年

調査時点で同手法を実際に導入した箇所はない。 
  

３．氾濫シナリオに基づくレベル1.5対策の検討 

レベル1.5対策の検討にあたり、地域にとって最悪

の氾濫シナリオを回避する方策を研究の対象として

選定した。この理由は、地域の致命的被害を回避す

る観点から、この方策を第一に検討すべきと考えた

ためである。図-4に最悪氾濫シナリオの検討の概念

図を示す。安全率が同一と見なされる一連の堤防区

間では、設計規模を超える洪水時にはどの地点でも

破堤し得る一方、病院や市役所などが水没する場合

には被害が特に大きくなる等、氾濫被害は破堤地点

ごとに異なる。本研究では、想定し得る氾濫シナリ

オ群から、土地利用や住家分布等を踏まえ最悪の氾

濫シナリオを抽出し、これを回避する方策について

検討することとした（図-5）。 
 

４．試験適用の中間報告 

水害対策に対する地元自治体の関心度等を踏まえ

モデル地区を選定し、関係機関から必要な資料及び

データを収集した。氾濫解析モデルは内水氾濫（市

街地等の排水能力の不足により雨が湛水する氾濫）

と外水氾濫（河川上流の山地等に降った雨により河

川流量が増大し河川から溢れる氾濫）の両者を計算

できるものとし、面積約20km2について約25mメッシ

ュで作成した。 

本川区間（延長約6km）の破堤氾濫について3つの氾

濫シナリオを作成し比較した。対象洪水は、著名洪

水を計画規模に引き伸ばし設定した。想定破堤点は、

6km区間を約2kmごとに3区分し、各区間内で氾濫水量

が最も大きくなる（破堤敷高相当流下能力が最も小

さい）箇所とした。これらの氾濫シナリオ（図-6）

の中では上流破堤シナリオが、市役所が浸水するな

ど被害がより甚大であり最も避けるべき氾濫シナリ

オと考えられる。なお、最悪の氾濫シナリオの判断

基準並びに支川及び内水氾濫については引き続き検 

討の予定である。 

 

５．おわりに 

今後、最悪シナリオを回避するための具体的方策

について検討し、その効果を評価するとともに、地

域の合意形成に必要な分析結果のわかりやすい表示

手法等の開発を進める予定である。 

 

☞関連情報はこちら 

1) 流域治水の推進に必要な合意形成のための減災

対策による被害軽減効果の評価手法の研究 

https://grips.repo.nii.ac.jp/?action=pages_vie

w_main&active_action=repository_view_main_item

_detail&item_id=1850&item_no=1&page_id=13&bloc

k_id=24 

 

（1）下流破堤 （2）中流破堤  （3）上流破堤 

図-6 氾濫シナリオ別浸水深分布試算結果 
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図-5 氾濫シナリオ群に基づく対策の検討手順 
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図-4 最悪氾濫シナリオの検討イメージ 
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１．はじめに 

近年、気候変動の影響に伴い治水施設の整備規模

を超過する大規模洪水が頻発し、全国各地で激甚な

洪水氾濫被害が発生している。これを踏まえ、国土

交通省水管理・国土保全局では、河川の流域全体の

あらゆる関係者が協働して流域全体で行う持続可能

な治水対策である「流域治水」を推進している。 

従来、堤防・ダム等の治水施設整備による洪水氾

濫防止対策（レベル1対策）と、想定される最大規模

の洪水に対して避難等により命だけは守ろうとする

対策（レベル2対策）とが主に実施されてきた（図-

1）が、気候変動の影響により図-1の境界線（赤破線）

が左方向に遷移すると見込まれることも踏まえ、上

記対策に加え、両対策の間隙を埋める「命だけでな

く資産・生業（なりわい）を含む被害防止・軽減対

策」（以降「レベル1.5対策」という。）の重要性が

一層高まっている。本研究は、現在未確立であるレ

ベル1.5対策の具体的な検討手法及び対策による効

果の評価手法の開発を目指している。 
 

２．具体事例 

レベル1.5対策の事例として、図-2に佐賀平野に現

存する河川堤防に設けられた越流堤の事例（野越し）、

図-3に米国の陸軍工兵隊の技術文書ECB No.2019-8

の「堤防システムにおける管理された越水」（Managed 

Overtopping of Levee Systems）の概念図を示す。

前者は、一定以上の洪水流量を堤内地に氾濫させる

ことで下流の利水施設の被災等を防止する、江戸時

代から記録に残る伝統的な治水手法である。後者は、

河川堤防の高さに縦断方向の高低差を設けることに

より、堤防の整備規模を超える洪水が発生した場合 
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図-3 米国陸軍工兵隊の堤防システムにおける

管理された越水の概念図 
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に、氾濫被害が相対的に小さいと考えられる箇所か

ら越水させ、地域の避難時間の確保や堤防等復旧の

費用低減・迅速化を図るものである。なお、2019年

調査時点で同手法を実際に導入した箇所はない。 
  

３．氾濫シナリオに基づくレベル1.5対策の検討 

レベル1.5対策の検討にあたり、地域にとって最悪

の氾濫シナリオを回避する方策を研究の対象として

選定した。この理由は、地域の致命的被害を回避す

る観点から、この方策を第一に検討すべきと考えた

ためである。図-4に最悪氾濫シナリオの検討の概念

図を示す。安全率が同一と見なされる一連の堤防区

間では、設計規模を超える洪水時にはどの地点でも

破堤し得る一方、病院や市役所などが水没する場合

には被害が特に大きくなる等、氾濫被害は破堤地点

ごとに異なる。本研究では、想定し得る氾濫シナリ

オ群から、土地利用や住家分布等を踏まえ最悪の氾

濫シナリオを抽出し、これを回避する方策について

検討することとした（図-5）。 
 

４．試験適用の中間報告 

水害対策に対する地元自治体の関心度等を踏まえ

モデル地区を選定し、関係機関から必要な資料及び

データを収集した。氾濫解析モデルは内水氾濫（市

街地等の排水能力の不足により雨が湛水する氾濫）

と外水氾濫（河川上流の山地等に降った雨により河

川流量が増大し河川から溢れる氾濫）の両者を計算

できるものとし、面積約20km2について約25mメッシ

ュで作成した。 

本川区間（延長約6km）の破堤氾濫について3つの氾

濫シナリオを作成し比較した。対象洪水は、著名洪

水を計画規模に引き伸ばし設定した。想定破堤点は、

6km区間を約2kmごとに3区分し、各区間内で氾濫水量

が最も大きくなる（破堤敷高相当流下能力が最も小

さい）箇所とした。これらの氾濫シナリオ（図-6）

の中では上流破堤シナリオが、市役所が浸水するな

ど被害がより甚大であり最も避けるべき氾濫シナリ

オと考えられる。なお、最悪の氾濫シナリオの判断

基準並びに支川及び内水氾濫については引き続き検 

討の予定である。 

 

５．おわりに 

今後、最悪シナリオを回避するための具体的方策

について検討し、その効果を評価するとともに、地

域の合意形成に必要な分析結果のわかりやすい表示

手法等の開発を進める予定である。 

 

☞関連情報はこちら 

1) 流域治水の推進に必要な合意形成のための減災

対策による被害軽減効果の評価手法の研究 

https://grips.repo.nii.ac.jp/?action=pages_vie

w_main&active_action=repository_view_main_item

_detail&item_id=1850&item_no=1&page_id=13&bloc

k_id=24 

 

（1）下流破堤 （2）中流破堤  （3）上流破堤 

図-6 氾濫シナリオ別浸水深分布試算結果 
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図-5 氾濫シナリオ群に基づく対策の検討手順 

被害が相対的に大きい氾濫シナリオの抽出
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氾濫シナリオ群の設定

対策の選択肢ごとの被害軽減効果の試算

選択肢ごとの被害軽減効果の最終整理

始

終

 

図-4 最悪氾濫シナリオの検討イメージ 
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中山間地における降雨観測精度の 

高度化のための画像雨量計の開発 
(研究期間：令和２年度～令和３年度) 

土砂災害研究部 土砂災害研究室 

中谷 洋明 金澤 瑛 

（キーワード）  流域監視技術、降雨強度、画像処理 

 

１．はじめに 

土砂災害に対する効果的な警戒避難体制を構築す

るためには、斜面崩壊や土石流等の土砂移動現象の

発生場である中山間地の流域の状況を監視すること

が重要である。国土交通省では、河川や砂防施設の

状況を監視するため、流域監視用のCCTVカメラの整

備を全国で進めている。国総研では、それらのCCTV

カメラ等で撮影した画像を利用して、土砂移動現象

の誘因となる山地流域の降雨の状況を、高い時空間

分解能で解析する技術の検討を進めている。 

２．大型降雨実験施設における降雨撮影実験 

降雨時に撮影した画像には、雨滴の軌跡である白

い筋が現れることや背景が白く霞むなど、雨滴の写

り込みの影響によって、無降雨時に撮影した画像と

は異なった特徴が現れる。すなわち、降雨の強さに

よって、画像情報が変化すると考えられる。本研究

では、撮影した画像の様相の変化と降雨強度の関係

を分析するため、令和3年10月、国立研究開発法人防

災科学技術研究所の大型降雨実験施設において降雨

撮影実験を実施した（写真）。大型降雨実験施設は、

霧雨からゲリラ豪雨までを人工的に再現できる世界

最大級の規模・ 能力を有する実験施設である。実験

では、降雨強度を15mm/hrから最大300mm/hrまで様々

に調節し、カメラから70m離れた壁際に設置した背景

材の写り方の変化をデジタルカメラで記録した。降

雨の最中に撮影した画像は、降雨強度が大きくなる

につれ雨粒の写り込みの影響が大きくなり、徐々に

背景が白く霞んだ画像に変化した。そこで、その特

徴を利用して、画像処理技術によって背景の透過率

を算出した（図）。透過率は、大気中の光の透過の

程度を表す指標であり、背景が霞むことなく見える

場合は1であり、背景が霞んで全く見えない場合は0

となる。画像解析の結果、降雨強度が増大していく

につれて、徐々に透過率が減少し、背景が霞んで見

えにくくなることが定量的に確認された。 

 今後は、透過率の変化から降雨強度を推定するモ

デルの構築などを進め、画像から降雨強度を推定す

る技術の確立を目指す予定である。 

室長 
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（キーワード）  流域監視技術、降雨強度、画像処理 

 

１．はじめに 

土砂災害に対する効果的な警戒避難体制を構築す

るためには、斜面崩壊や土石流等の土砂移動現象の

発生場である中山間地の流域の状況を監視すること

が重要である。国土交通省では、河川や砂防施設の

状況を監視するため、流域監視用のCCTVカメラの整

備を全国で進めている。国総研では、それらのCCTV

カメラ等で撮影した画像を利用して、土砂移動現象

の誘因となる山地流域の降雨の状況を、高い時空間

分解能で解析する技術の検討を進めている。 

２．大型降雨実験施設における降雨撮影実験 

降雨時に撮影した画像には、雨滴の軌跡である白

い筋が現れることや背景が白く霞むなど、雨滴の写

り込みの影響によって、無降雨時に撮影した画像と

は異なった特徴が現れる。すなわち、降雨の強さに

よって、画像情報が変化すると考えられる。本研究

では、撮影した画像の様相の変化と降雨強度の関係

を分析するため、令和3年10月、国立研究開発法人防

災科学技術研究所の大型降雨実験施設において降雨

撮影実験を実施した（写真）。大型降雨実験施設は、

霧雨からゲリラ豪雨までを人工的に再現できる世界

最大級の規模・ 能力を有する実験施設である。実験

では、降雨強度を15mm/hrから最大300mm/hrまで様々

に調節し、カメラから70m離れた壁際に設置した背景

材の写り方の変化をデジタルカメラで記録した。降

雨の最中に撮影した画像は、降雨強度が大きくなる

につれ雨粒の写り込みの影響が大きくなり、徐々に

背景が白く霞んだ画像に変化した。そこで、その特

徴を利用して、画像処理技術によって背景の透過率

を算出した（図）。透過率は、大気中の光の透過の

程度を表す指標であり、背景が霞むことなく見える

場合は1であり、背景が霞んで全く見えない場合は0

となる。画像解析の結果、降雨強度が増大していく

につれて、徐々に透過率が減少し、背景が霞んで見

えにくくなることが定量的に確認された。 

 今後は、透過率の変化から降雨強度を推定するモ

デルの構築などを進め、画像から降雨強度を推定す

る技術の確立を目指す予定である。 
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研究動向・成果 
 

 

リモートセンシングを 

活用した土砂災害監視手法 

の高度化に関する研究 
(研究期間：令和２年度～令和４年度) 

土砂災害研究部 土砂災害研究室 

瀧口 茂隆 中谷 洋明 三浦 俊介 

土砂災害研究部 水野 正樹 

（キーワード）  リモートセンシング、合成開口レーダ（SAR）、後方散乱強度、コヒーレンス  

 

１．はじめに 

国総研では、夜間・悪天候時にも観測可能な合成

開口レーダ（以下「SAR」）に着目し、衛星に搭載さ

れたSARを用いた土砂災害発生箇所の早期推定手法

の確立と信頼性の向上に関する研究を進めている。 

現在、SARを用いた土砂災害発生箇所の推定は、災

害前後のSAR画像の合成画像の目視判読を基本とし

ているが、判読を行うためには、ある程度SAR画像に

慣れる必要がある。さらに、宇宙航空研究開発機構

（JAXA）は2023年度に先進レーダ衛星「だいち4号」

（ALOS-4）の打上げを計画している。この観測幅は

現在観測を行っている「だいち2号」（ALOS-2）のお

よそ4倍（約200㎞）となることが予定されているた

め、処理するデータ量が増大する。このためSAR画像

の判読プロセスなどを効率化する必要がある。 

そこで、目視判読による手法と、広域に観測され

たデータ量の多いSARの処理に優れた土砂災害発生

箇所の推定手法の信頼性等の比較を行った。 

 

２．比較の内容 

(1)比較した手法 

 比較した手法は以下の3手法である。 

手法A: 後方散乱強度画像の目視判読による方法 

「合成開口レーダ（SAR）画像による土砂災害判読

の手引き（国総研資料第1110号）」に準じて、判読

スキルの異なる3名の従事者で実施した。 

手法B：SARの強度差分画像と光学画像を併用したソ

フトウェア処理による方法 

まず、災害の直近に観測された光学画像からNDVI

（植生の活性度）を算出しSARの画像範囲を植生域と

非植生域に分ける。次に、植生域でありかつ災害前

後の後方散乱強度差分値が大きい（本研究では、閾

値を±2σ以上とした）場所を土砂災害発生箇所と

推定した。 

手法C：3時期のコヒーレンス（強度と位相の一致度）

解析を用いたソフトウェア処理による方法 

夏秋ら（2017）では、3時期コヒーレンス解析を用

いて、口之永良部島噴火（2015年）における火砕物

の堆積範囲を検出している。本研究では、この手法

を土砂災害発生箇所の推定に適用した。なお、夏秋

ら(2017)では、ScanSARモード（分解能60～100m）の

データも使用していたが、本研究では目視判読で使

用しており解像度が小さいStrip Mapモード（分解能

3m～6m）のデータを使用した。また検出の閾値設定

は、手法Bと同様に差分値が±2σ以上の変化があっ

た場所とした。 

(2)対象災害 

アーカイブデータの充実度や土砂災害の発生件数、

災害誘因等を考慮して表の4災害とした。 

土砂災害発生箇所のデータや地形データ等は、各

機関が実施、公開しているものを使用した。なお、

令和2年7月豪雨の土砂災害に関するデータの一部は

林野庁より貸与を受けた。 

表 対象災害と使用データ 

 

災害名 都道府県 災害後 災害前１ 災害前２ オフナ
ディア角

進行方向と
照射方向

平成28年熊本地震 熊本県 2018/4/18 2016/3/7 2015/11/30 32.4° 南行右

平成30年7月豪雨 広島県 2018/7/21 2018/3/17 2018/1/20 32.4° 北行右

令和元年東日本台風 宮城県 2019/11/14 2019/8/22 2019/3/7 32.4° 南行右

令和2年7月豪雨 熊本県 2020/7/6 2020/6/8 2020/3/2 32.4° 南行右
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(3)比較の方法 

本研究検討の範囲は各災害で1シーン（50×70km2）

とした。各災害及び手法の比較は不可視域（レイオ

ーバー・レーダーシャドウ領域）を除いたうえで、

2,000m2以上の土砂移動箇所の適合率（正解箇所数/

全抽出箇所数）と再現率（正解箇所数/全土砂移動箇

所数）を算出するにより行った。 

 

図-1 本研究の検討範囲の例 

（令和2年(2020年)7月豪雨） 

 各手法による災害発生箇所の推定結果を図-2に示

す。 

図-2 各手法の推定結果の例（左上：オルソ、右上：
手法A、左下：手法B、右下：手法C） 

 

なお、比較にあたって、手法Aについては3人の平

均値とした。また手法Aはオルソ化前のL1.5の画像を

使用して判読しているため、オルソ化の過程で微妙

な位置ズレが生じる場合がある。そのため土砂移動

範囲から30ｍ以内であれば正解とした。 

 

３．結果と考察 

 災害、手法毎の適合率と再現率を図-3、図-4に示

す。 

 災害によるばらつきが大きいが、人による手法Aは、

適合率が高いものの再現性が低い傾向、計算処理に

よる手法B及びCは逆の傾向を示す結果になった。 

 現在、地方整備局等における判読は手法Aを中心に

行っているが、手法BやCを組み合わせることにより

それぞれの欠点を補う手法を今後検討していく。 

図-3 各災害及び手法の適合率 

図-4 各災害及び手法の再現率 
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(3)比較の方法 
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橋梁の流出や洗掘に対する 

被災可能性の判定方法及び 

対策方法の開発 
(研究期間：令和元年度～令和２年度) 

道路構造物研究部 橋梁研究室 

白戸 真大 岡田 太賀雄 佐々田 敬久 伊原 岳宏 

（キーワード）  道路橋、橋梁基礎の洗掘、橋梁上部構造の流出 

 

１．はじめに 

近年、豪雨により数多くの道路橋が被災している。

たとえば、令和元年台風19号では、基礎の洗掘が原因

で長期間にわたる通行止めが発生し、令和2年7月豪雨

では、球磨川にかかる道路橋が複数流出する被害が発

生した。災害時にも道路の機能の継続を図るために

は、洗掘や流出の被災可能性の高い道路橋を把握し、

ハード・ソフトの両者の観点から対策を進めて行く

必要がある。 

そこで本研究では、まず、洪水による洗掘や流出

被害を受ける危険度の高い道路橋の抽出方法を検討

した。特に、道路橋の洗掘被害や流出被害に対する被

災可能性について、統計的な要因分析だけでなく、設

計基準における性能の照査式と同様に、作用と抵抗

に基づく力学的メカニズムを考慮した要因分析を行

うことで、設計法や対策法の開発にもつなげられる

ように検討した。次に、流出の危険度の高い橋に対

して、橋をかけ替えることなく被災リスクを低減で

きる原位置改良方法を検討した。 

 

２．洗掘による被災可能性の評価方法の検討 

洗掘の力学的なメカニズムに関しては、図-1に示

すとおり、作用力として上部構造の死荷重および流

水圧を考慮した。流水圧は、洪水時の河川の流速に

関する過去の計測事例から流速（Vcr）を5m/sと仮定

し、算出した。抵抗力として基礎の支持力を考慮し

た。基礎の支持力は洗掘が進むにつれ低下すること

を考慮した。これらの条件のもと、洗掘の影響を考

慮した橋脚基礎が最大強度に達するときの流速Vrを 

 

図-1 洗掘が生じる際に仮定した力 

 

逆算した。計算上は、洗掘被災に対する安全度を

Vr/Vcrとして、安全度が1を下回った場合は被災可能

性があると考え、基礎形式や地盤条件の異なる12橋

脚について、安全度が1を下回る洗掘深を基礎形式毎

に試算した。このうち、直接基礎の場合は、洗掘深

が基礎上面より1m以上洗掘されると損傷が生じる可

能性があるという計算結果になった。杭基礎および

ケーソン基礎の場合には、基礎長の1/2以上洗掘した

場合に損傷が生じる可能性があるという計算結果に

なった。 

これらの計算結果は、様々な仮定に基づくもので

ある。そこで、過去の水害におけるいくつかの被災、

無被災の道路橋の基礎に対して、被災前の土被り厚

と基礎の深さの関係を調べた。その結果、実際に被

災した橋は、いずれも、計算結果から得られた被災

の条件に該当していた。無被災であった橋は、計算

結果から得られた被災の条件に該当しないものもあ

れば、被災の条件に該当するものも見られた。以上

から、計算結果から得られた被災の条件は、被災の

可能性を安全側に評価できていると考えられる。 
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３．流出による被災可能性の評価方法の検討 

上部構造の流出の力学的メカニズムに関しては、

防護柵（高欄）・支承部・橋脚の各部位に作用する

力とそれに抵抗する力を図-2のとおり考慮し、流速

を漸増させて、最初に安全率が１を切る箇所とその

ときの流速を算出することで説明できると仮定した。

この仮定は、過去に当研究室で行った、津波による

道路橋の被災要因の分析の結果に基づいて提案した

ものである1）。 

仮定したモデルの有効性を検証するため、令和2年

7月豪雨において道路橋が複数流出する被害が発生

した、球磨川流域の20橋に適用した。その結果、た

とえば、上部構造が流出した橋においては、橋脚の

倒壊や防護柵の破壊よりも、支承が先に損傷する傾

向があることが、計算上も確認された。また、流出

の有無も実際の被害事例に一致した。 

そこで、実際の水害の状況とは異なるが、全ての

橋が水没したと仮定し、支承に作用する力を水平震 

 

図-2 橋梁の各部位における流水圧の作用と抵抗 

度に換算して設計水平震度と比較した。また、計算

上橋が流出する作用力から逆算して求められた流速

を用い、仮に橋に防護柵が無かったとしたときにつ

いても、支承に作用する力を換算した設計水平震度

を求めた。この計算結果を、図-3に示す。過去の許

容応力度法での耐震設計では、水平震度として0.2程

度が見込まれることが多いことから、図には0.2のと

ころに赤線を示した。また、実際の流出の有無も橋

毎に示した。計算結果からは、実際に流出した橋の

支承は、耐震設計で想定していたであろう力よりも

大きな力を受けていた可能性が考えられる。また、

防護柵が無いと仮定した場合には、支承に作用する

力は、過去の耐震設計で考慮していた程度に小さく

なる可能性が分かった。すなわち、今後の技術開発

により、支承の強化や防護柵の構造を工夫すること

で、被災可能性を減らせると考えられる。 

 

４．おわりに 

本研究の成果として、洗掘や流出に対する危険度

の高い橋梁の抽出法を道路技術小委員会に提出し、

リスク評価法などとしての基準化の検討を進める予

定である。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) Concepts for Tsunami-Resistant Design 

Criteria for Coastal Bridges 

https://www.pwri.go.jp/eng/ujnr/tc/g/pdf/29/29

-6-1_shirato.pdf 

 

 

図-3 防護柵の有無による水平震度換算値の変化 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

中

谷

橋

紅

取

橋

神

瀬

橋

深

水

橋

坂

本

橋

鎌

瀬

橋

大

瀬

橋

沖

鶴

橋

西

瀬

橋

相

良

橋

松

本

橋

人

吉

橋

損傷無し 橋脚が損傷 流失（ 支承破壊）

水

平

震

度

換

算

値

防護柵の影響がなくなることで
支承への作用力が低下（□→▲）

レベル２地震動に対して
耐震設計された橋

実際の
損傷箇所

計算上の
損傷箇所

L1地震動
0.14～0.30

防護柵
あり

防護柵
なし

流向 流向

人
吉
橋

松
本
橋

相
良
橋

西
瀬
橋

沖
鶴
橋

大
瀬
橋

鎌
瀬
橋

坂
本
橋

深
水
橋

神
瀬
橋

紅
取
橋

中
谷
橋

損傷無し 橋脚が損傷 流失（支承破壊）
防護柵
が損傷

支承破壊支承 基礎基礎橋脚 防護柵

水
平
震
度
換
算
値

1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

国
土
を
強
靱
化
し
、
国
民
の
い
の
ち
と
暮
ら
し
を
ま
も
る
研
究

1.

研究動向・成果

https://www.pwri.go.jp/eng/ujnr/tc/g/pdf/29/29 

-6-1_shirato.pdf

- 62 -- 62 -- 62 -

https://www.pwri.go.jp/eng/ujnr/tc/g/pdf/29/29-6-1_shirato.pdf
https://www.pwri.go.jp/eng/ujnr/tc/g/pdf/29/29-6-1_shirato.pdf


318

 

 
 

３．流出による被災可能性の評価方法の検討 

上部構造の流出の力学的メカニズムに関しては、

防護柵（高欄）・支承部・橋脚の各部位に作用する

力とそれに抵抗する力を図-2のとおり考慮し、流速

を漸増させて、最初に安全率が１を切る箇所とその

ときの流速を算出することで説明できると仮定した。

この仮定は、過去に当研究室で行った、津波による

道路橋の被災要因の分析の結果に基づいて提案した

ものである1）。 

仮定したモデルの有効性を検証するため、令和2年

7月豪雨において道路橋が複数流出する被害が発生

した、球磨川流域の20橋に適用した。その結果、た
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向があることが、計算上も確認された。また、流出
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本研究の成果として、洗掘や流出に対する危険度
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リスク評価法などとしての基準化の検討を進める予

定である。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) Concepts for Tsunami-Resistant Design 

Criteria for Coastal Bridges 

https://www.pwri.go.jp/eng/ujnr/tc/g/pdf/29/29

-6-1_shirato.pdf 
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大型ボックスカルバート 

の耐震性照査手法の開発 
(研究期間：令和元年度～令和３年度) 

道路構造物研究部 構造・基礎研究室 

谷 俊秀 栗原 勇太     岡﨑 貴斎     七澤 利明  

（キーワード）  大型ボックスカルバート、耐震性照査、応答変位法 

 

１．はじめに 

道路土工構造物技術基準について、要求性能と照

査方法の具体化の観点から、現在、改定の検討が進

められている。その一環として国総研では、現行指

針等で明確に示されていない大型ボックスカルバー

トの耐震性照査手法について検討を行っている。 

本稿では、現行指針適用範囲外の大型ボックスカ

ルバートの耐震性照査に用いる解析モデルについて、

既往の実験及び被災事例の再現解析を通じて提案す

るとともに、その解析モデルを用いて各種条件で耐

震性の照査を実施し、妥当性について評価した結果

を示す。なお、本検討は土木研究所と連携して実施

したものである。 

 

２．実験結果との比較解析 

 地震時の応答値の計算には、静的な解析方法の一

つである応答変位法を用いた。カルバート躯体及び

周辺地盤のモデル化については、図-1に示すように、

躯体を線形の梁要素とし、周辺地盤との間のすべり、

剥離現象が適切に再現できるよう、躯体と地盤ばね

要素の間にジョイント要素を付加したモデルを採用

した。 

 

 

 

 

 

 

図-1 躯体及び地盤モデル化の概要 

 上述の解析モデルを用いて、表-1に示す既往の2

事例の遠心模型実験結果との比較解析を行った。な

お、精度の良い解析モデルとする上で躯体の周面せ

ん断力の上限値の設定が重要になることから、2条件

とも周面せん断力を3ケースに変化させて、躯体に発

生する断面力・変位等を整理し、実験値との比較を

行った（表-2）。 

条件2の検討ケース3について、カルバート各部材

の実験及び解析における最大曲げモーメントを比較

した結果を図-2に示す。 

この検討ケース3は、カルバートと同じくコンクリ

ートと地盤間の抵抗であるケーソン基礎の周面摩擦

力の上限値に準じて設定したケースであり、実験で

得られた躯体の最大曲げモーメントと概ね合う結果

となった（図-2中の青丸箇所）。また、土被りが小

さい条件1でも同様の結果であった。 

表-1 遠心模型実験の条件 

 

 

表-2 検討ケース 

1 c+σtanφ c+σtanφ

2 σtan（2/3φ）【※1】 σtan（2/3φ）【※1】

3 0.5（c+σtanφ）【※2】 σtan（2/3φ）【※1】

検討

ケース

周面せん断力の上限値

（頂版・側壁）

周面せん断力の上限値

（底版）
備考

※1：H24擁壁工指針により設定

※2：H24道示（ケーソン基礎の

　　　最大周面摩擦力度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 曲げモーメント図（条件2：検討ケース3） 
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３．地震の影響を受けた実カルバートとの比較解析 

２．で検討した解析モデルを用いて、地震の影響

を受けた実構造物を対象として解析を実施し、実被

害との比較を行うことで、提案した解析モデルの妥

当性を検証した。ここで、躯体周辺部のせん断摩擦

力の上限値は表-2 検討ケース3のとおり設定した。 

（1）被害が生じた事例（兵庫県南部地震(1995年)：

大開駅1）） 

 大開駅の被災は図-3に示すとおり、中柱の損傷が

特徴的で、最も損傷が激しい区間はほとんどの中柱

がせん断破壊または圧壊により、上床版が崩壊した。

試算結果（図-4）では中柱を中心にせん断照査がＯ

ＵＴとなり、概ね実被害を再現した結果となった。 

 

 

 

 

 

図-3 大開駅断面図（被災前後） 

 

 

 

 

 

 

図-4 大開駅解析結果（せん断耐力照査） 

（2）被害がなかった事例（熊本地震（2016年）：九

州道の横断カルバート2）） 

九州道の横断カルバートは継手の開き以外、躯体

に目立った損傷は確認されていない。試算結果では、

全ての照査項目を満足し、実被害無しを再現した結

果となった。 

 

４．従来設計手法との比較 

カルバートの設計手法として従来から行われてい

る、常時荷重によって断面設計を行った様々な条件

の大型カルバートに対して、２．３．で検討した解

析モデルを用いて耐震性の評価を行った。検討ケー

スは表-3のとおりであり、レベル2地震動タイプⅠ、

Ⅱの両方の地震動で実施した。 

曲げ照査についてはどのケースも発生曲率が降伏

曲率に至らず、また、既往の研究成果3)に基づき設

定した層間変形角の許容値も満足する結果となった。     

一方、せん断照査については、一部従来型の適用

範囲を超えるカルバートで組立筋程度のせん断補強

筋を見込む必要が生じたものの、部材幅の変更まで

生じないことが確認できた。 

表-3 検討ケース 
内空幅 内空

高 
土被り
厚 

 
部材厚 

 
地盤条件 

 
備  考 

 
 
 

6.5m 

 
 
 

5.0m 

 
0.5m 

 
薄い 

 
Ⅰ種地盤～Ⅲ種地盤 

 
 
 

従来型カルバート 
 
厚い 

 
Ⅱ種地盤 

 
1.5m 

 
薄い 

 
Ⅱ種地盤 

 
厚い 

 
Ⅱ種地盤 

 
 
 

6.5m 

 
 
 

6.0m 

 
0.5m 

 
薄い 

 
Ⅰ種地盤～Ⅲ種地盤 

 
 
 
 
 

従来型カルバート
の適用範囲を超え
るカルバート 

 
厚い 

 
Ⅱ種地盤 

 
1.5m 

 
薄い 

 
Ⅱ種地盤 

 
厚い 

 
Ⅱ種地盤 

 
8.0m 

 
6.0m 

 
0.5m 

 
薄い 

 
Ⅰ種地盤～Ⅲ種地盤 

 
厚い 

 
Ⅱ種地盤 

 
14.0m 

 
6.0m 

 
0.5m 

 
薄い 

 
Ⅰ種地盤～Ⅲ種地盤 

 

５．まとめ 

本研究により大型ボックスカルバートの耐震性照

査について、遠心模型実験結果および実事例に対す

る再現解析を実施し、解析モデルを提案した。この

提案により、これまで示されていなかった大型カル

バート耐震性照査の標準的な手法を明確に示すこと

が出来た。 

 今後は今回得られた結果を踏まえて、大型カルバ

ートの耐震性照査手法の道路土工構造物基準類への

反映方法について検討していく予定である。 
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る神戸高速鉄道・大開駅の被害とその要因分
析,1996 

2) 第54回地盤工学研究発表会講演集 熊本地震に 
 おけるボックスカルバート箇所の被害分析,2019 
3) 土木学会論文集A1（構造・地震工学）VoL.71  
１連道路ボックスカルバートの地震時限界状態の 
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１．はじめに 

コンクリート舗装は、アスファルト舗装に比べ高

耐久であり、長期的に見ればライフサイクルコスト

の観点で有利であると考えられている。一方、車道

の路面下にライフライン等が収容され占用工事対応

が必要な場合など、適用に際し十分な検討を要する

場面もあり、適材適所での活用が求められている。 

国土交通省では、コンクリート舗装の適材適所で

の活用に向け、2013年以降の設計業務等共通仕様書

において、「基盤条件、環境条件、走行性、維持管

理、経済性（ライフサイクルコスト）等を考慮し、

舗装（アスファルト舗装／コンクリート舗装等）の

比較検討のうえ、舗装の種類・構成を決定し、設計

する」ことが規定されている。こうした結果、近年

ではコンクリート舗装の施工実績が増加傾向にある

（図-1）。 

本研究では、近年のコンクリート舗装の施工実態

について把握するため、近年実施された直轄国道の

コンクリート舗装工事を対象に、施工場所や施工条

件等の傾向について分析を行った。また、現地踏査

により複数のひび割れの発生が確認された区間を対

象に、現地でひび割れ等の目視調査を行った。その

結果、横断構造物上のコンクリート版で特に顕著な

ひび割れが生じていたため、横断構造物上のコンク

リート版に着目した調査を行った。 

 

２．コンクリート舗装の工事データの集計・分析 

はじめに、2013年度以降に着工し2018年度までに

完了した直轄国道のコンクリート舗装工事のうち、

トンネル内ではない箇所の延長が含まれる工事を対

象とし、施工条件等の傾向について分析を行った。

表-1に、収集した工事事例の件数及び施工延長を示

す。地方整備局等別にみると、東北が工事件数・延

長ともに最も多かった。 

工事データを分析した結果、舗装種別については、

横目地を設けない連続鉄筋コンクリート舗装の施工

が多いこと、コンクリート版厚が25cm以上のものが

多いこと、積雪寒冷地や山地での施工が多い傾向に

あることなどが明らかになった。また、地盤条件か

らコンクリート舗装に不向きとされているような比

較的高い盛土区間での施工も確認された。 
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図-1 一般国道（指定区間）における舗装種別毎延

長の伸率（道路統計年報より作成） 

 
表-1 収集した工事実績 

明かり部 トンネル部 計

北海道 1 0.10 3.00 3.10

東北 32 19.86 36.69 56.55

関東 0 - - -

北陸 10 7.36 11.98 19.34

中部 11 8.84 0.50 9.34

近畿 4 1.12 5.47 6.59

中国 11 7.98 3.00 10.98

四国 5 3.18 0.59 3.77

九州 24 15.39 3.28 18.67

計 98 63.83 64.50 128.33

工事件数
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３．地震の影響を受けた実カルバートとの比較解析 

２．で検討した解析モデルを用いて、地震の影響

を受けた実構造物を対象として解析を実施し、実被

害との比較を行うことで、提案した解析モデルの妥

当性を検証した。ここで、躯体周辺部のせん断摩擦

力の上限値は表-2 検討ケース3のとおり設定した。 

（1）被害が生じた事例（兵庫県南部地震(1995年)：

大開駅1）） 

 大開駅の被災は図-3に示すとおり、中柱の損傷が

特徴的で、最も損傷が激しい区間はほとんどの中柱

がせん断破壊または圧壊により、上床版が崩壊した。

試算結果（図-4）では中柱を中心にせん断照査がＯ

ＵＴとなり、概ね実被害を再現した結果となった。 

 

 

 

 

 

図-3 大開駅断面図（被災前後） 

 

 

 

 

 

 

図-4 大開駅解析結果（せん断耐力照査） 

（2）被害がなかった事例（熊本地震（2016年）：九

州道の横断カルバート2）） 

九州道の横断カルバートは継手の開き以外、躯体

に目立った損傷は確認されていない。試算結果では、

全ての照査項目を満足し、実被害無しを再現した結

果となった。 

 

４．従来設計手法との比較 

カルバートの設計手法として従来から行われてい

る、常時荷重によって断面設計を行った様々な条件

の大型カルバートに対して、２．３．で検討した解

析モデルを用いて耐震性の評価を行った。検討ケー

スは表-3のとおりであり、レベル2地震動タイプⅠ、

Ⅱの両方の地震動で実施した。 

曲げ照査についてはどのケースも発生曲率が降伏

曲率に至らず、また、既往の研究成果3)に基づき設

定した層間変形角の許容値も満足する結果となった。     

一方、せん断照査については、一部従来型の適用

範囲を超えるカルバートで組立筋程度のせん断補強

筋を見込む必要が生じたものの、部材幅の変更まで

生じないことが確認できた。 

表-3 検討ケース 
内空幅 内空
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土被り
厚 

 
部材厚 

 
地盤条件 
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厚い 
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５．まとめ 

本研究により大型ボックスカルバートの耐震性照

査について、遠心模型実験結果および実事例に対す

る再現解析を実施し、解析モデルを提案した。この

提案により、これまで示されていなかった大型カル

バート耐震性照査の標準的な手法を明確に示すこと

が出来た。 

 今後は今回得られた結果を踏まえて、大型カルバ

ートの耐震性照査手法の道路土工構造物基準類への

反映方法について検討していく予定である。 
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１．はじめに 

コンクリート舗装は、アスファルト舗装に比べ高

耐久であり、長期的に見ればライフサイクルコスト

の観点で有利であると考えられている。一方、車道

の路面下にライフライン等が収容され占用工事対応

が必要な場合など、適用に際し十分な検討を要する

場面もあり、適材適所での活用が求められている。 

国土交通省では、コンクリート舗装の適材適所で

の活用に向け、2013年以降の設計業務等共通仕様書

において、「基盤条件、環境条件、走行性、維持管

理、経済性（ライフサイクルコスト）等を考慮し、

舗装（アスファルト舗装／コンクリート舗装等）の

比較検討のうえ、舗装の種類・構成を決定し、設計

する」ことが規定されている。こうした結果、近年

ではコンクリート舗装の施工実績が増加傾向にある

（図-1）。 

本研究では、近年のコンクリート舗装の施工実態

について把握するため、近年実施された直轄国道の

コンクリート舗装工事を対象に、施工場所や施工条

件等の傾向について分析を行った。また、現地踏査

により複数のひび割れの発生が確認された区間を対

象に、現地でひび割れ等の目視調査を行った。その

結果、横断構造物上のコンクリート版で特に顕著な

ひび割れが生じていたため、横断構造物上のコンク

リート版に着目した調査を行った。 

 

２．コンクリート舗装の工事データの集計・分析 

はじめに、2013年度以降に着工し2018年度までに

完了した直轄国道のコンクリート舗装工事のうち、

トンネル内ではない箇所の延長が含まれる工事を対

象とし、施工条件等の傾向について分析を行った。

表-1に、収集した工事事例の件数及び施工延長を示

す。地方整備局等別にみると、東北が工事件数・延

長ともに最も多かった。 

工事データを分析した結果、舗装種別については、

横目地を設けない連続鉄筋コンクリート舗装の施工

が多いこと、コンクリート版厚が25cm以上のものが

多いこと、積雪寒冷地や山地での施工が多い傾向に

あることなどが明らかになった。また、地盤条件か

らコンクリート舗装に不向きとされているような比

較的高い盛土区間での施工も確認された。 

 

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

年度

コンクリート舗装

アスファルト舗装

（
20

11
年
を
1と
し
た
）
延
長
の
伸
率

 
図-1 一般国道（指定区間）における舗装種別毎延

長の伸率（道路統計年報より作成） 

 
表-1 収集した工事実績 

明かり部 トンネル部 計

北海道 1 0.10 3.00 3.10

東北 32 19.86 36.69 56.55

関東 0 - - -

北陸 10 7.36 11.98 19.34

中部 11 8.84 0.50 9.34

近畿 4 1.12 5.47 6.59

中国 11 7.98 3.00 10.98

四国 5 3.18 0.59 3.77

九州 24 15.39 3.28 18.67

計 98 63.83 64.50 128.33

工事件数
工事道路延長合計（km）地方

整備局等
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３．近年施工されたコンクリート舗装の供用性調査 

２．で収集した98工事区間のうち、トンネル内で

はない箇所の延長が比較的長い49区間について、車

載ビデオカメラにより路面調査を行った。いずれの

区間も直ちに措置が必要な損傷は確認されなかった

が、狭いひび割れが比較的多く発生していた区間が

存在したので、目視による損傷調査を実施した。 

図-2に目視調査で確認した区間（約1,700m）のひ

び割れ発生状況を示す。比較的切土高さが高い区間

でひび割れが多く発生している傾向にあった。一般

的に地盤条件で有利とされている切土区間でひび割

れが多く発生した理由は現時点で判明しておらず、

引き続き検討が必要である。 

また、ボックスカルバート上のコンクリート版に

ついて4箇所中3箇所でひび割れの発生が確認された。

写真-1にカルバート上のコンクリート版に発生した

ひび割れの一例を示す。カルバート上でひび割れが

全く発生していなかった版では、鉄網の鉄筋径を太

くする等の工夫が取られており、ひび割れの抑制に

有効な対策と考えられる。 

 

４．横断構造物上のコンクリート舗装の供用性調査 

３．の結果をふまえ、２．で収集した98件の工事

区間のうち、横断構造物上のコンクリート版に限定

して現地で目視による損傷調査を行い、補強との関

係性を整理した。 

図-3に、横断構造物上の普通コンクリート舗装に

おける、コンクリート版の補強の有無とひび割れ等

の損傷の有無の整理結果を示す。なお、連続鉄筋コ

ンクリート舗装については、補強の有無にかかわら

ず損傷が確認されなかった。 

今回調査した範囲において、補強を行った箇所に

おける損傷発生の割合は、補強を行わなかった箇所

での損傷発生割合を上回っていた。補強を行った箇

所は、予め管理者により損傷が発生しやすいと判断

された箇所と考えられるが、引き続き発生条件につ

いて発生しなかった区間と比較分析し、原因や対策

について検討していく予定である。 

 

５．今後の展望 

引き続き、コンクリート舗装の供用性調査等を通

じて、高耐久なコンクリート舗装を適材適所で活用

していくための設計施工条件について検討していく

予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 若林由弥，桑原正明，渡邉一弘：近年施工された

直轄国道のコンクリート舗装に関する実態把握，土

木技術資料，Vol.-9，pp.22-25，2021. 
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図-2 ひび割れ発生状況 
写真-1 カルバート上のコンクリー

ト版に生じたひび割れ 
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無人航空機の活用可能性に関する検討 
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１．はじめに 

大規模災害が発生すると、被害が広範囲にわたる

場合や夜間に発生した場合など、状況把握に多大な

時間を要する。本研究室は、道路施設の被災状況の

迅速な把握を目的として、リモートセンシング技術

等を活用した災害時の調査支援の検討を行っている。

本稿では、現在普及している無人航空機について、

現場実装を見据え、被災状況がどの程度把握可能か、

実際の道路被災現場等での飛行実験を行った結果を

報告する。 

２．飛行実験概要 

(1)宮崎県における飛行実験 

本実験（以下「令和2年度実験」）は、2021年1月

に、2020年9月に発生した台風10号による越波の影響

で被災し現在通行止めとなっている宮崎県日南市の

市道において実施した。令和2年度実験では、昼間に

おける海岸部の実際の被災現場（図-1）を活用した

道路上の被災状況把握精度の確認、リアルタイム映

像転送による遠隔地での被災状況把握の確認を目的

としている。飛行コースは海上飛行を基本とし、速

度5m/s、道路からの離隔30m（平時の航空法上の第三

者又は物件との最低離隔）、飛行高度30m、50mとし

た。飛行機種は、DJI社のMatrice300RTKを用い、解

像度1920×1080（動画）のカメラを搭載している。 

(2)石川県における飛行実験 

本実験（以下「令和3年度実験」）では、平地及び

山間部における昼間の道路上の被災状況把握精度の

確認、夜間における赤外線カメラ及びレーザスキャ

ナを用いた被災状況把握精度の確認を目的に、2021

年12月に、現在通行止めとなっている石川県加賀市

の市道において実施した。飛行実験では、路面が土

砂に覆われた状況や路面クラック、路面障害物等を

想定し、現地に被災事象を模擬（図-2）することに

より、状況把握精度の確認を行った。なお、飛行速

度や高度、飛行機種は宮崎県での実験同様とし、昼

間の撮影カメラは、宮崎での実験と同機種を利用し

ている。夜間の撮影は、赤外線カメラ（解像度：

640×512（動画））やレーザスキャナ（Zenmuse L1）

を用いた。 

３．飛行実験結果 

(1)宮崎県における飛行実験 

①実際の被災現場等を用いた被災状況把握 

被災状況把握結果の一例を図-3に示す。航空法の

規定から、道路上の被災箇所に最も近寄った位置（高

度30m、離隔30m）での撮影を実施した場合、図-1に
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３．近年施工されたコンクリート舗装の供用性調査 

２．で収集した98工事区間のうち、トンネル内で

はない箇所の延長が比較的長い49区間について、車

載ビデオカメラにより路面調査を行った。いずれの

区間も直ちに措置が必要な損傷は確認されなかった

が、狭いひび割れが比較的多く発生していた区間が

存在したので、目視による損傷調査を実施した。 

図-2に目視調査で確認した区間（約1,700m）のひ

び割れ発生状況を示す。比較的切土高さが高い区間

でひび割れが多く発生している傾向にあった。一般

的に地盤条件で有利とされている切土区間でひび割

れが多く発生した理由は現時点で判明しておらず、

引き続き検討が必要である。 

また、ボックスカルバート上のコンクリート版に

ついて4箇所中3箇所でひび割れの発生が確認された。

写真-1にカルバート上のコンクリート版に発生した

ひび割れの一例を示す。カルバート上でひび割れが

全く発生していなかった版では、鉄網の鉄筋径を太

くする等の工夫が取られており、ひび割れの抑制に

有効な対策と考えられる。 

 

４．横断構造物上のコンクリート舗装の供用性調査 

３．の結果をふまえ、２．で収集した98件の工事

区間のうち、横断構造物上のコンクリート版に限定

して現地で目視による損傷調査を行い、補強との関

係性を整理した。 

図-3に、横断構造物上の普通コンクリート舗装に

おける、コンクリート版の補強の有無とひび割れ等

の損傷の有無の整理結果を示す。なお、連続鉄筋コ

ンクリート舗装については、補強の有無にかかわら

ず損傷が確認されなかった。 

今回調査した範囲において、補強を行った箇所に

おける損傷発生の割合は、補強を行わなかった箇所

での損傷発生割合を上回っていた。補強を行った箇

所は、予め管理者により損傷が発生しやすいと判断

された箇所と考えられるが、引き続き発生条件につ

いて発生しなかった区間と比較分析し、原因や対策

について検討していく予定である。 

 

５．今後の展望 

引き続き、コンクリート舗装の供用性調査等を通

じて、高耐久なコンクリート舗装を適材適所で活用

していくための設計施工条件について検討していく

予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 若林由弥，桑原正明，渡邉一弘：近年施工された

直轄国道のコンクリート舗装に関する実態把握，土

木技術資料，Vol.-9，pp.22-25，2021. 
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図-2 ひび割れ発生状況 
写真-1 カルバート上のコンクリー

ト版に生じたひび割れ 
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１．はじめに 

大規模災害が発生すると、被害が広範囲にわたる

場合や夜間に発生した場合など、状況把握に多大な

時間を要する。本研究室は、道路施設の被災状況の

迅速な把握を目的として、リモートセンシング技術

等を活用した災害時の調査支援の検討を行っている。

本稿では、現在普及している無人航空機について、

現場実装を見据え、被災状況がどの程度把握可能か、

実際の道路被災現場等での飛行実験を行った結果を

報告する。 

２．飛行実験概要 

(1)宮崎県における飛行実験 

本実験（以下「令和2年度実験」）は、2021年1月

に、2020年9月に発生した台風10号による越波の影響

で被災し現在通行止めとなっている宮崎県日南市の

市道において実施した。令和2年度実験では、昼間に

おける海岸部の実際の被災現場（図-1）を活用した

道路上の被災状況把握精度の確認、リアルタイム映

像転送による遠隔地での被災状況把握の確認を目的

としている。飛行コースは海上飛行を基本とし、速

度5m/s、道路からの離隔30m（平時の航空法上の第三

者又は物件との最低離隔）、飛行高度30m、50mとし

た。飛行機種は、DJI社のMatrice300RTKを用い、解

像度1920×1080（動画）のカメラを搭載している。 

(2)石川県における飛行実験 

本実験（以下「令和3年度実験」）では、平地及び

山間部における昼間の道路上の被災状況把握精度の

確認、夜間における赤外線カメラ及びレーザスキャ

ナを用いた被災状況把握精度の確認を目的に、2021

年12月に、現在通行止めとなっている石川県加賀市

の市道において実施した。飛行実験では、路面が土

砂に覆われた状況や路面クラック、路面障害物等を

想定し、現地に被災事象を模擬（図-2）することに

より、状況把握精度の確認を行った。なお、飛行速

度や高度、飛行機種は宮崎県での実験同様とし、昼

間の撮影カメラは、宮崎での実験と同機種を利用し

ている。夜間の撮影は、赤外線カメラ（解像度：

640×512（動画））やレーザスキャナ（Zenmuse L1）

を用いた。 

３．飛行実験結果 

(1)宮崎県における飛行実験 

①実際の被災現場等を用いた被災状況把握 

被災状況把握結果の一例を図-3に示す。航空法の

規定から、道路上の被災箇所に最も近寄った位置（高

度30m、離隔30m）での撮影を実施した場合、図-1に
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示した被災状況のうち、③20cmブロックの散乱まで

は確認可能であったが、それより小規模な事象は、

ズーム機能を用いることにより確認できた。 

一方、リアルタイム映像転送による被災状況把握

は、LTEの電波状況により配信映像が不鮮明になり、

状況把握が容易と思われた④路肩崩壊でも把握が困

難（図-4）となる場合もあった。 

(2)石川県における飛行実験 

①平地及び山間部における被災状況把握 

気象等一部条件は異なるが、宮崎県での実験同様、

数十センチのブロックまでの確認は可能であった。

リアルタイム配信映像では、電波状況は宮崎県と比

較して良好であったものの、宮崎県での実験同様、

場所により配信が不鮮明となる状況が発生した。 

②夜間時における被災状況把握 

1)赤外線カメラによる被災状況把握 

令和3年度実験の実施にあたり、研究所敷地内で試

験的に行った赤外線撮影では、構造物等が鮮明に映

っていた（図-5）。しかし令和3年度実験では、悪天

候（曇り時々雨）の影響で、道路と周辺土砂等との

温度差が小さかったこともあり、5m/sの飛行では、

人物、車両のみの確認しかできなかった。道路被災

模擬事象については、現場上空で停止（ホバリング）

することによりうっすらと確認できた（図-6）。 

2)レーザスキャナによる被災状況把握 

図-7の3D画像は、装着スキャナ内に蓄積した処理

データを現地のノートパソコンで表示したものであ

り、蓄積データ取得後、数分程度で表示できる。 

模擬事象については、3D画像のアングルを変化さ

せることにより、路面に何らかの障害物が存在して

いることが確認できたが、土砂かコンクリートか、

といった素材の判断は難しい。また、そもそも対象

物が、災害時に新たに発生したものかどうかの判断

をするためには、事前に平時のデータを取得してお

く必要があることがわかった。 

４．おわりに 

本実験より、現状の技術を活用すれば、ある程度

の道路状況把握は可能であるが、撮影機器や電波状

況の改善などの更なる技術開発が必要であることが

わかった。また、夜間飛行では周囲の障害物等が全

く見えず危険性が高いため、無人航空機を安全に飛

行させるには、事前にコース設定した自動航行技術

の活用が重要であることが明らかとなった。 

引き続き、現在一般に普及している無人航空機を

用いて道路被災状況を把握するための課題抽出、方

法の提案等を進めて参りたい。 

図-3 道路被災状況確認結果の一例（飛行高度30m） 

図-4 通信状況による映像への影響（④路肩崩壊） 

図-5 赤外線カメラ映像（研究所敷地内での試験） 

模擬事象の撮影画像 
（ホバリングで撮影） 車両の撮影画像 

（速度5m/sで撮影） 

図-6 赤外線カメラ映像（石川県での実験） 

図-7 レーザスキャナ計測結果 
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示した被災状況のうち、③20cmブロックの散乱まで

は確認可能であったが、それより小規模な事象は、

ズーム機能を用いることにより確認できた。 

一方、リアルタイム映像転送による被災状況把握

は、LTEの電波状況により配信映像が不鮮明になり、

状況把握が容易と思われた④路肩崩壊でも把握が困

難（図-4）となる場合もあった。 

(2)石川県における飛行実験 

①平地及び山間部における被災状況把握 

気象等一部条件は異なるが、宮崎県での実験同様、

数十センチのブロックまでの確認は可能であった。

リアルタイム配信映像では、電波状況は宮崎県と比

較して良好であったものの、宮崎県での実験同様、

場所により配信が不鮮明となる状況が発生した。 

②夜間時における被災状況把握 

1)赤外線カメラによる被災状況把握 

令和3年度実験の実施にあたり、研究所敷地内で試

験的に行った赤外線撮影では、構造物等が鮮明に映

っていた（図-5）。しかし令和3年度実験では、悪天

候（曇り時々雨）の影響で、道路と周辺土砂等との

温度差が小さかったこともあり、5m/sの飛行では、

人物、車両のみの確認しかできなかった。道路被災

模擬事象については、現場上空で停止（ホバリング）

することによりうっすらと確認できた（図-6）。 

2)レーザスキャナによる被災状況把握 

図-7の3D画像は、装着スキャナ内に蓄積した処理

データを現地のノートパソコンで表示したものであ

り、蓄積データ取得後、数分程度で表示できる。 

模擬事象については、3D画像のアングルを変化さ

せることにより、路面に何らかの障害物が存在して

いることが確認できたが、土砂かコンクリートか、

といった素材の判断は難しい。また、そもそも対象

物が、災害時に新たに発生したものかどうかの判断

をするためには、事前に平時のデータを取得してお

く必要があることがわかった。 

４．おわりに 

本実験より、現状の技術を活用すれば、ある程度

の道路状況把握は可能であるが、撮影機器や電波状

況の改善などの更なる技術開発が必要であることが

わかった。また、夜間飛行では周囲の障害物等が全

く見えず危険性が高いため、無人航空機を安全に飛

行させるには、事前にコース設定した自動航行技術

の活用が重要であることが明らかとなった。 

引き続き、現在一般に普及している無人航空機を

用いて道路被災状況を把握するための課題抽出、方

法の提案等を進めて参りたい。 

図-3 道路被災状況確認結果の一例（飛行高度30m） 

図-4 通信状況による映像への影響（④路肩崩壊） 

図-5 赤外線カメラ映像（研究所敷地内での試験） 

模擬事象の撮影画像 
（ホバリングで撮影） 車両の撮影画像 

（速度5m/sで撮影） 

図-6 赤外線カメラ映像（石川県での実験） 

図-7 レーザスキャナ計測結果 
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建築物の既存杭の撤去が 

敷地地盤に及ぼす影響の 

検討 
(研究期間：令和２年度～令和５年度) 

建築研究部      井上 波彦   

基準認証システム研究室    阿部 一臣       坂下 雅信 

構造基準研究室          喜々津 仁密      柏 尚稔 

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 

（キーワード）  既存杭、地盤、構造規定 

 

１．はじめに 

国内の非住家建築物の約半数は築30年以上を経過

し、都市の更新の機運が高まる中、多様なニーズに

対応しつつ建築物の更新を促進し、迅速な都市の強

靭化を図るためには、既存杭に係る課題に対応した

合理的な建築物の構造規定の整備が求められる。本

課題は、既存杭を含む敷地の安全かつ合理的な利用

法の開発を目的とするものである。令和3年度には、

次に示す調査、解析その他の検討を行った。 

２．技術開発の概要 

(1) 建物の解体に伴う地盤物性の変化把握のための

調査 

複数本の杭を撤去した場合の地盤物性の変化を実

証例として蓄積する目的で、実際に使われていた既

存杭（場所打ち杭）を撤去・埋め戻す現場にて、地

盤調査等を撤去前、撤去中、撤去後に実施するもの

である。具体的には、標準貫入試験や電気式コーン

貫入試験等を実施し、既存杭の撤去前後の地盤物性

の変化を比較検証する。また、撤去中（写真）には

杭の仕様や各種管理状況の調査、コンクリートコア

採取等を実施した。 

(2) 既存杭の利活用を想定した建築物の構造解析 

既存杭を利活用した建築物を対象として詳細な構

造解析モデルを設定し、地震時の時刻歴応答解析を

行った。鉛直ばね係数と杭体性能のほか、上部構造

での基礎梁の構造特性や偏心の有無を考慮した検討

ケースを設定した（表）。利活用した既存杭等の設

定条件が基礎梁の応力、杭頭の鉛直変位、上部構造

の水平変位等に与える影響の程度を把握した上で、

設計時の留意点を抽出した。 

 

写真 調査現場での杭撤去時の状況 

表 検討ケース 

 

 

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(建築基礎・地盤関係の業界団体等)らとの

連携を継続し、技術開発を進めていく予定である。 

[1 ]鉛直

ばね※1

[2 ]杭体
※2

(1 )既存杭
側基礎梁

※2

(2 )偏心

1 1倍 基本ケース

2 3倍 既存杭の載荷履歴

3 1倍 既存杭の杭体性能

4 5 ,6 の比較対象

5 既存杭側重心

6 新設杭側重心

7 なし 8 ,9の比較対象

8 既存杭側重心

9 新設杭側重心

※1  新設杭は1 倍　※2 　新設杭及び新設杭側の基礎梁は極稀地震動に対応

新設側よ
り耐力低

減
基礎梁耐力低減
と上部構造偏心

ケース

既存杭 [3 ]上部構造の特性

備考

極稀地震
動対応

極稀地震
動対応

なし

新設より
低い耐力3倍

上部構造偏心

室長 
 

室長 
(博士(工学)) 

主任研究官 
(博士(工学)) 

室長 
(博士(環境学)) 

前主任研究官 
(博士(工学)) 

写真 

石原 

 

写真 

土屋 

 

写真 

喜々津 

写真 

井上 

建築品質研究官 
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　井上　波彦 
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研究動向・成果 
 

既存建築物の強風対策－屋根ふき材 

の耐風診断・補強技術評価の研究 
(研究期間：令和３年度～令和５年度) 

建築研究部 構造基準研究室           

喜々津 仁密 

（キーワード）  既存建築物、屋根ふき材、強風対策 

 

１．はじめに 

本研究は、近年の強風被害の実態を踏まえ、既存

の屋根ふき材の耐風診断法の開発と修繕・改修時に

採用される耐風補強技術の評価法の提案を行うも

のである。そして、既存建築物の耐風診断・補強に

関するマニュアルを整備し、その普及を通して居住

者等への適切な耐風診断・補強の誘導、既存建築物

の改修促進施策等に資することを目的とする。 
 

２．技術開発の概要 

(1) 屋根ふき材の被害リスクを特定する耐風診断法

の開発 

屋根ふき材の種類ごとに強風被害の起点となり

うる箇所とその要因を特定し、強風に対してぜい弱

な屋根ふき材を確実な補強へ誘導できる耐風診断

法の枠組を検討した。検討の際には、既往の関連す

る診断法として、国内の既存建築物の非構造部材の

耐震診断指針、海外の台風対策に資する屋根改修指

針の枠組等を調査した。 

(2) 強靱な屋根ふき材を実現する耐風補強技術の評

価法の検討 

強風に対して屋根ふき材の補強（耐風補強）を要

する場合の拠りどころとなる耐風性能水準と適切

な耐風補強技術の評価の考え方を検討した。 

① 耐風性能水準 

建築基準法令の要求性能より高い性能を求める

ニーズ（災害拠点建築物等）にも対応できるよう、

想定する外力レベルと屋根ふき材の状態に応じた

複数の耐風性能水準の案を検討した。 

② 耐力試験に基づく耐風補強技術の評価法 

一般的な修繕・改修の方法として、部分的な修繕、

全面的な重ねぶき改修、全面的なふき替え改修の3つ

の方法がある。関連団体へのヒアリングを通して金

属板ぶき、折板ぶき、化粧スレートぶき、瓦ぶきに

よる修繕・改修工法ごとに上記の実態を把握した。

また、重ねぶき改修（カバー工法）の事例として、

金属板ぶきの耐風圧性試験（写真-1）と折板ぶき接

合部の引張り載荷試験(写真-2)を実施し、改修前後

の耐力の違いを比較検証した。 

 

 

写真-1 金属板ぶきの耐風圧性試験の実施例 

 

 

写真-2 折板ぶき接合部の引張り載荷試験の実施例 
 

３．今後の予定 

国土交通省関係部局、建築研究所、各屋根ふき材

の関係団体らとの連携を継続し、既存建築物の強風

対策に資する技術開発を進めていく予定である。 
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研究動向・成果 
 

既存建築物の強風対策－屋根ふき材 

の耐風診断・補強技術評価の研究 
(研究期間：令和３年度～令和５年度) 

建築研究部 構造基準研究室           

喜々津 仁密 

（キーワード）  既存建築物、屋根ふき材、強風対策 

 

１．はじめに 

本研究は、近年の強風被害の実態を踏まえ、既存

の屋根ふき材の耐風診断法の開発と修繕・改修時に

採用される耐風補強技術の評価法の提案を行うも

のである。そして、既存建築物の耐風診断・補強に

関するマニュアルを整備し、その普及を通して居住

者等への適切な耐風診断・補強の誘導、既存建築物

の改修促進施策等に資することを目的とする。 
 

２．技術開発の概要 

(1) 屋根ふき材の被害リスクを特定する耐風診断法

の開発 

屋根ふき材の種類ごとに強風被害の起点となり

うる箇所とその要因を特定し、強風に対してぜい弱

な屋根ふき材を確実な補強へ誘導できる耐風診断

法の枠組を検討した。検討の際には、既往の関連す

る診断法として、国内の既存建築物の非構造部材の

耐震診断指針、海外の台風対策に資する屋根改修指

針の枠組等を調査した。 

(2) 強靱な屋根ふき材を実現する耐風補強技術の評

価法の検討 

強風に対して屋根ふき材の補強（耐風補強）を要

する場合の拠りどころとなる耐風性能水準と適切

な耐風補強技術の評価の考え方を検討した。 

① 耐風性能水準 

建築基準法令の要求性能より高い性能を求める

ニーズ（災害拠点建築物等）にも対応できるよう、

想定する外力レベルと屋根ふき材の状態に応じた

複数の耐風性能水準の案を検討した。 

② 耐力試験に基づく耐風補強技術の評価法 

一般的な修繕・改修の方法として、部分的な修繕、

全面的な重ねぶき改修、全面的なふき替え改修の3つ

の方法がある。関連団体へのヒアリングを通して金

属板ぶき、折板ぶき、化粧スレートぶき、瓦ぶきに

よる修繕・改修工法ごとに上記の実態を把握した。

また、重ねぶき改修（カバー工法）の事例として、

金属板ぶきの耐風圧性試験（写真-1）と折板ぶき接

合部の引張り載荷試験(写真-2)を実施し、改修前後

の耐力の違いを比較検証した。 

 

 

写真-1 金属板ぶきの耐風圧性試験の実施例 

 

 

写真-2 折板ぶき接合部の引張り載荷試験の実施例 
 

３．今後の予定 

国土交通省関係部局、建築研究所、各屋根ふき材

の関係団体らとの連携を継続し、既存建築物の強風

対策に資する技術開発を進めていく予定である。 
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１．はじめに 

本研究では非住宅建築物が火災被害を受けた後の

機能維持性能の評価の枠組み構築を進めている．本

稿では，本年度の検討課題のうち，火災被害を受け

てから改修・建て替え等の対応を経て，復旧に至る

までの建築物の機能率の時間変化を報道資料等に基

づき調査，分析した結果について報告する． 

 

 
図-1 データベースに収録された火災復旧事例 

２．火災復旧事例データベース 

建築物の火災被害およびその後の復旧過程の分析

にあたり，2000年から2019年までの20年間に刊行さ

れた報道資料などを利用して，事例データベースを

構築した．報道資料等から復旧に関する情報を収集

できた被災建物の数は193件であった．その内訳を図

-1に整理する．(a)の用途に着目すると，不特定多数

が利用する商業施設や，比較的規模が大きな工場，

倉庫に関する情報が多い．一方で，利用者が限定さ

れる住宅系用途や事務所用途の建物に関する情報は

含まれていない．(e)の復旧期間については，正確な

期間を特定できる事例が限定されており，部分復旧

期間，完全復旧期間のいずれかを特定できたものは

78件であった．このうち60件では，部分復旧の後に

完全復旧に至るという段階的な復旧過程を経ていた

ことが確認できる． 
 

３．確率モデルの概要 

 火災復旧事例の調査結果に基づき，復旧過程にお

ける建築物の空間・機能上の状態を，𝐹𝐹𝐹𝐹0，𝐹𝐹𝐹𝐹1，𝐹𝐹𝐹𝐹2，

𝐹𝐹𝐹𝐹3の 4つの状態に分類した（表-1）．実際の復旧過程

は，さらに細かく分類されうるが，報道資料等から入

手可能な情報の制約上，これ以上の分類は困難であ

った．また，被災建築物の扱いは，部分的に改修され

る場合，破却後に再建される場合，破却後に再建さ

れない場合に大別される．このうち，破却後に再建さ

れない場合は，本研究の関心の対象外にあることか

ら，残る 2つを代表的な復旧シナリオとみなした． 

図-2は，このうち改修する場合をシナリオⅠ，建て
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替える場合をシナリオⅡとして，それぞれのシナリオ

における火災後の機能率の復旧過程を模式的に描いた

ものである．こうしたシナリオに従って，各空間・機能

状態への復旧期間𝑡𝑡�（シナリオⅠの下での機能𝐹𝐹�の復

旧期間𝑡𝑡����,��，同じく機能𝐹𝐹�の復旧期間𝑡𝑡����,��，シナリ

オⅡの下での機能𝐹𝐹�の復旧期間𝑡𝑡�����,��）の確率的な評

価を行うこととする． 
 
表-1 火災被害を受けた建築物の空間・機能分類 

状態 空間 機能 機能率 
𝐹𝐹� 全面進入不可 全面停止 0 

𝐹𝐹� 
被災部分への

進入不可 

被災部分の機能停止 
𝐴𝐴�� − 𝐴𝐴�
𝐴𝐴��  

𝐹𝐹� 被災部分の機能を他で代替 
𝐴𝐴�� − 𝛼𝛼 𝛼 𝐴𝐴�

𝐴𝐴��  

𝐹𝐹� 制約なし 制約なし 1 
 

 
(a) シナリオⅠ(改修) (b) シナリオⅡ(建て替え） 

図-2 被災建築物の段階的復旧過程 

 

４．復旧期間 

火災被害を受けた建築物の復旧には，「火災被害

の調査」，「清掃・（一部）解体」，「資金確保」，

「設計・施工会社との契約」，「基本・実施設計」，

「建築確認申請」，「施工」など，多岐にわたる工

程を経る必要がある．各空間・機能状態への復旧期

間𝑡𝑡� (日)の把握には，これらに要する期間を個別に

明らかにするすることが基本となる．ただし，各工

程に要する期間は，所有者の個別の事情や，その時々

の社会状況などに左右されるため，大きな不確実性

を伴う．しかし，そうした中であっても，復旧過程

の最終段階に位置付けられる「施工」に要する期間

は，比較的変動が小さい上，復旧期間𝑡𝑡�の小さくな

い比率を占める場合が多いと考えられる．そこで，

「施工」期間𝑡𝑡�,���を基準時間とみなし，各復旧期間

𝑡𝑡�を𝑡𝑡�,���で除すことで正規化時間𝑡𝑡�∗を求め，復旧率

𝑝𝑝�との関係を対数正規分布関数により回帰する． 

𝑝𝑝� = Φ������∗ ���� �        (1) 

ここで，Φは標準正規分布関数，𝜆𝜆と𝜉𝜉はそれぞれ

ln�𝑡𝑡�∗�の平均と標準偏差である．「施工」期間𝑡𝑡�,��� 

(日)については，建築着工統計調査報告を利用する

ことで，次のような回帰式を得た． 

𝑡𝑡�,��� =
⎩
⎨
⎧53.0𝐴𝐴����.���    �RC造�

36.5𝐴𝐴����.���     �S造�
44.4𝐴𝐴����.���    �木造�

 (日)      (2) 

式(1)にしたがって，データベースの事例を回帰し

た結果を図-3，表-2に示す．回帰に利用できた事例

の件数𝑁𝑁は，𝑡𝑡�(�),��が30件，𝑡𝑡�(�),��が35件，𝑡𝑡�(��),��が

22件であったが，いずれの過程についても，データ

点は概ね良好に回帰された．𝑡𝑡�(�),��，𝑡𝑡�(�),��，𝑡𝑡�(��),��
の平均は，それぞれ基準時間𝑡𝑡�,���の0.282倍，1.12
倍，3.38倍となり，この順に要する時間が短かった． 

 

 
図-3 正規化復旧時間と復旧率 

 

表-2 復旧率曲線の回帰結果 

シナリオ 状態 𝑁𝑁 𝜇𝜇 𝜎𝜎 𝜆𝜆 𝜉𝜉 

Ⅰ 
F2回復 30 0.282 1.28 −2.81 1.75 
F3回復 35 1.12 4.13 −1.23 1.64 

Ⅱ F3回復 22 3.38 4.26 0.743 0.975 
 

５．まとめ 

本研究で構築した確率モデルでは，改修と建て替

えの2つのシナリオの下での復旧率𝑝𝑝�を，正規化時

間𝑡𝑡�∗に基づく復旧率曲線により評価した．これによ

り，比較的簡便な手続きで，火災被害を受けた建築

物の復旧過程を追跡できるようになった． 
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替える場合をシナリオⅡとして，それぞれのシナリオ

における火災後の機能率の復旧過程を模式的に描いた

ものである．こうしたシナリオに従って，各空間・機能

状態への復旧期間𝑡𝑡�（シナリオⅠの下での機能𝐹𝐹�の復

旧期間𝑡𝑡����,��，同じく機能𝐹𝐹�の復旧期間𝑡𝑡����,��，シナリ

オⅡの下での機能𝐹𝐹�の復旧期間𝑡𝑡�����,��）の確率的な評

価を行うこととする． 
 
表-1 火災被害を受けた建築物の空間・機能分類 

状態 空間 機能 機能率 
𝐹𝐹� 全面進入不可 全面停止 0 

𝐹𝐹� 
被災部分への

進入不可 

被災部分の機能停止 
𝐴𝐴�� − 𝐴𝐴�
𝐴𝐴��  

𝐹𝐹� 被災部分の機能を他で代替 
𝐴𝐴�� − 𝛼𝛼 𝛼 𝐴𝐴�

𝐴𝐴��  

𝐹𝐹� 制約なし 制約なし 1 
 

 
(a) シナリオⅠ(改修) (b) シナリオⅡ(建て替え） 

図-2 被災建築物の段階的復旧過程 

 

４．復旧期間 

火災被害を受けた建築物の復旧には，「火災被害

の調査」，「清掃・（一部）解体」，「資金確保」，

「設計・施工会社との契約」，「基本・実施設計」，

「建築確認申請」，「施工」など，多岐にわたる工

程を経る必要がある．各空間・機能状態への復旧期

間𝑡𝑡� (日)の把握には，これらに要する期間を個別に

明らかにするすることが基本となる．ただし，各工

程に要する期間は，所有者の個別の事情や，その時々

の社会状況などに左右されるため，大きな不確実性

を伴う．しかし，そうした中であっても，復旧過程

の最終段階に位置付けられる「施工」に要する期間

は，比較的変動が小さい上，復旧期間𝑡𝑡�の小さくな

い比率を占める場合が多いと考えられる．そこで，

「施工」期間𝑡𝑡�,���を基準時間とみなし，各復旧期間

𝑡𝑡�を𝑡𝑡�,���で除すことで正規化時間𝑡𝑡�∗を求め，復旧率

𝑝𝑝�との関係を対数正規分布関数により回帰する． 

𝑝𝑝� = Φ������∗ ���� �        (1) 

ここで，Φは標準正規分布関数，𝜆𝜆と𝜉𝜉はそれぞれ

ln�𝑡𝑡�∗�の平均と標準偏差である．「施工」期間𝑡𝑡�,��� 

(日)については，建築着工統計調査報告を利用する

ことで，次のような回帰式を得た． 

𝑡𝑡�,��� =
⎩
⎨
⎧53.0𝐴𝐴����.���    �RC造�

36.5𝐴𝐴����.���     �S造�
44.4𝐴𝐴����.���    �木造�

 (日)      (2) 

式(1)にしたがって，データベースの事例を回帰し

た結果を図-3，表-2に示す．回帰に利用できた事例

の件数𝑁𝑁は，𝑡𝑡�(�),��が30件，𝑡𝑡�(�),��が35件，𝑡𝑡�(��),��が

22件であったが，いずれの過程についても，データ

点は概ね良好に回帰された．𝑡𝑡�(�),��，𝑡𝑡�(�),��，𝑡𝑡�(��),��
の平均は，それぞれ基準時間𝑡𝑡�,���の0.282倍，1.12
倍，3.38倍となり，この順に要する時間が短かった． 

 

 
図-3 正規化復旧時間と復旧率 

 

表-2 復旧率曲線の回帰結果 

シナリオ 状態 𝑁𝑁 𝜇𝜇 𝜎𝜎 𝜆𝜆 𝜉𝜉 

Ⅰ 
F2回復 30 0.282 1.28 −2.81 1.75 
F3回復 35 1.12 4.13 −1.23 1.64 

Ⅱ F3回復 22 3.38 4.26 0.743 0.975 
 

５．まとめ 

本研究で構築した確率モデルでは，改修と建て替

えの2つのシナリオの下での復旧率𝑝𝑝�を，正規化時

間𝑡𝑡�∗に基づく復旧率曲線により評価した．これによ

り，比較的簡便な手続きで，火災被害を受けた建築

物の復旧過程を追跡できるようになった． 
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（キーワード）  タイル仕上げ外装、押出成形セメント板、剥落防止、補修工法 

 

１．はじめに 

暴風などによると思われる、押出成形セメント板

（Extruded Cement Panel）(以下、ECP）に接着され

た外装タイル仕上げの剥落事例が報告され問題とな

っている。ECPが下地となる場合の外装タイルの補修

方法は、通常の鉄筋コンクリート下地と比べてアン

カーピンの固定方法などが異なり、また、ECPに対す

る補修部分の変形追従性についても確認しておく必

要がある。 

本研究では、ECPに施工された外装タイルの補修工

法のうち、タイル張替え工法以外の補修工法を対象

として実験的な検討を行った。 

２．研究の概要 

実験では、タイル浮きの補修工法および補修部の

変形追従性能の2点について検討した。補修工法とし

ては、①アンカーピンによる仕上げ固定、②樹脂注

入による部分接着、③アンカーピンと樹脂注入併用

補修、の3種類について、ECPの中空部の上でも適用

可能なアンカーピンの種類、樹脂注入方法、および

タイル浮きの範囲に対する補修位置を要因として検

討した。試験体は図-1に示すようなECPとし、ECP表

面とタイル張付けモルタルとの界面に、面積600mm

×600mmの模擬浮きを1体あたり2カ所設けた試験体

を計4体作製した。写真に樹脂注入補修した試験体の

例を示す。補修したタイル仕上げの変形追従性能の

検討は、図-2に示す3等分点載荷による曲げ試験を行

い、ECPの面外方向変形に対するタイル仕上げの浮き

面積の拡大および剥落の有無を確認した。 

 

３．結果の概要 

曲げ試験の結果、ECPは面外変形が約2㎜の時に破

断したが、破断時までにタイルが剥落した補修工法

はなく、また、アンカーピン施工位置での破壊も確

認されなかった。タイル仕上げの浮きの拡大は確認

されたものの、タイル目地が健全であったことや注

入した樹脂が適切に接着していたためと推察される。 

４．むすび 

 今後も実験を継続し、ECPに対する適切な補修工法

に関する技術資料を取りまとめる予定である。 

主任研究官 
(博士(工学)) 

主任研究官 
(博士(工学)) 

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ
の貼り付

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 

室長 
(博士(工学)) 
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押出成形セメント板

図-2 曲げ試験方法 

図-1 試験体の概要 
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断面の中空部

リブ位置

写真  樹脂注入補修の例 
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1.

研究動向・成果

タイルの剥落防止に向けて 
－押出成形セメント板の 
タイル仕上げ補修工法の検討－
( 研究期間 ： 令和２年度～令和３年度）

建築研究部　材料・部材基準研究室 
主任研究官

（博士（工学））
　根本　かおり　 室長

（博士（工学））
　三島　直生　 主任研究官

（博士（工学））
　土屋　直子

（キーワード）　タイル仕上げ外装、押出成形セメント板、剥落防止、補修工法
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研究動向・成果 
 

自治体庁舎等の地震直後の 

健全性把握を支援する技術開発 
(研究期間：平成元年度～令和３年度) 

建築研究部 評価システム研究室      石原 直 

建築研究部 構造基準研究室 喜々津 仁密 

住宅研究部 住宅生産研究室        脇山 善夫 

（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活用が考えられ

るが、一般的な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、次の研究を実施した。 

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した（図

-4）。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した。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

を作成した。 

 

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 
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プロット：シミュレーション結果

判定基準

 
図-4 構造体の健全性判定基準 
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研究動向・成果 
 

木質構造における柱梁接合部パネルの 

耐力評価法に関する基礎的研究 
(研究期間：令和３年度～令和４年度) 

建築研究部 評価システム研究室 

秋山 信彦 

（キーワード）  木質ラーメン、柱梁接合部パネル、せん断強度 

 

１．はじめに 

建築分野における木材利用拡大のため、大型木造

建築物の構造設計技術の整備が求められている。本

研究では、標準的な構造形式の一つとなり得る木質

ラーメン構造を対象に、柱梁接合部パネルの耐力評

価法確立のため、今年度の検討の成果を紹介する。 

 

２．せん断強度の寸法効果 

既往研究における知見より、木材・木質材料のせ

ん断強度はせん断面積に応じて変化する寸法効果を

持つことが指摘されており、木質ラーメン構造の柱

梁接合部パネルの耐力はせん断強度に依存すること

から、そのことを考慮して耐力評価法を提示する必

要がある。図-1に、文献調査に基づく既往の実験結

果によるせん断強度－せん断面積関係と、木質ラー

メン構造で想定される接合部パネルのせん断面積の

範囲を示す。これより、ラーメン構造で想定される

範囲におけるせん断強度－せん断面積関係の基礎デ

ータの不足と収集の必要性などを把握した。 

 

 

 

図-1 せん断強度-せん断面積関係と想定対象範囲 

 

３．接合形式によるせん断力分布の違い 

文献調査を実施し、既存の木質ラーメン構造の柱

梁接合部の接合形式を応力伝達機構により分類した。

その分類に基づき、標準的な接合形式である鋼板挿

入ドリフトピン接合、ラグスクリューボルト（LSB）

接合、引きボルト接合の3種を検討対象とした。これ

らについて、柱勝ち架構の十字形接合部を例にとり、

柱の接合部パネルのせん断力分布を解析的に把握し

た。結果の一例を図-2に示す。鋼板挿入ドリフトピ

ン接合の場合には、繊維方向成分の応力伝達により、

LSB接合や引きボルト接合と比べて、接合部パネルに

生じるせん断力は半分程度に低くなることなどを得

た。また、FEM解析を実施してLSB接合と引きボルト

接合のせん断応力度分布の違いを把握した。 

 

 

図-2 接合形式によるせん断力分布の違い 

 

４．今後の展開 

 次年度は、実験的検討を追加しせん断強度－せん

断面積関係の基礎データの収集や接合部パネル内の

応力度分布の把握・検証などを実施予定である。 

主任研究官 
(博士(農学)) 
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1.

研究動向・成果

自治体庁舎等の地震直後の 
健全性把握を支援する技術開発
( 研究期間 ： 平成元年度～令和３年度）

建築研究部　評価システム研究室　 室長
（博士（工学））

　石原　直 

建築研究部　構造基準研究室　　　 室長
（博士（環境学））喜々津　仁密 

住宅研究部　住宅生産研究室　　　 室長
（博士（工学））

　脇山　善夫

（キーワード）　拠点建築物、健全性、判定基準
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研究動向・成果 
 

自治体庁舎等の地震直後の 

健全性把握を支援する技術開発 
(研究期間：平成元年度～令和３年度) 

建築研究部 評価システム研究室      石原 直 

建築研究部 構造基準研究室 喜々津 仁密 

住宅研究部 住宅生産研究室        脇山 善夫 

（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活用が考えられ

るが、一般的な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、次の研究を実施した。 

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した（図

-4）。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した。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

を作成した。 

 

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 
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プロット：シミュレーション結果

判定基準

 
図-4 構造体の健全性判定基準 
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研究動向・成果 
 

木質構造における柱梁接合部パネルの 

耐力評価法に関する基礎的研究 
(研究期間：令和３年度～令和４年度) 

建築研究部 評価システム研究室 

秋山 信彦 

（キーワード）  木質ラーメン、柱梁接合部パネル、せん断強度 

 

１．はじめに 

建築分野における木材利用拡大のため、大型木造

建築物の構造設計技術の整備が求められている。本

研究では、標準的な構造形式の一つとなり得る木質

ラーメン構造を対象に、柱梁接合部パネルの耐力評

価法確立のため、今年度の検討の成果を紹介する。 

 

２．せん断強度の寸法効果 

既往研究における知見より、木材・木質材料のせ

ん断強度はせん断面積に応じて変化する寸法効果を

持つことが指摘されており、木質ラーメン構造の柱

梁接合部パネルの耐力はせん断強度に依存すること

から、そのことを考慮して耐力評価法を提示する必

要がある。図-1に、文献調査に基づく既往の実験結

果によるせん断強度－せん断面積関係と、木質ラー

メン構造で想定される接合部パネルのせん断面積の

範囲を示す。これより、ラーメン構造で想定される

範囲におけるせん断強度－せん断面積関係の基礎デ

ータの不足と収集の必要性などを把握した。 

 

 

 

図-1 せん断強度-せん断面積関係と想定対象範囲 

 

３．接合形式によるせん断力分布の違い 

文献調査を実施し、既存の木質ラーメン構造の柱

梁接合部の接合形式を応力伝達機構により分類した。

その分類に基づき、標準的な接合形式である鋼板挿

入ドリフトピン接合、ラグスクリューボルト（LSB）

接合、引きボルト接合の3種を検討対象とした。これ

らについて、柱勝ち架構の十字形接合部を例にとり、

柱の接合部パネルのせん断力分布を解析的に把握し

た。結果の一例を図-2に示す。鋼板挿入ドリフトピ

ン接合の場合には、繊維方向成分の応力伝達により、

LSB接合や引きボルト接合と比べて、接合部パネルに

生じるせん断力は半分程度に低くなることなどを得

た。また、FEM解析を実施してLSB接合と引きボルト

接合のせん断応力度分布の違いを把握した。 

 

 

図-2 接合形式によるせん断力分布の違い 

 

４．今後の展開 

 次年度は、実験的検討を追加しせん断強度－せん

断面積関係の基礎データの収集や接合部パネル内の

応力度分布の把握・検証などを実施予定である。 
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1.

研究動向・成果

木質構造における柱梁接合部パネルの 
耐力評価法に関する基礎的研究
( 研究期間 ： 令和３年度～令和４年度）

建築研究部　評価システム研究室 
主任研究官

（博士（農学））
　秋山　信彦

（キーワード）　木質ラーメン、柱梁接合部パネル、せん断強度
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研究動向・成果 
 

既存戸建住宅の水害時の 

被災リスク低減のための 

予防的改修方法の検討 
(研究期間：令和２年度～令和３年度) 

住宅研究部 住宅生産研究室      脇山 善夫       小野 久美子 

住宅研究部 住宅計画研究室      藤本 秀一 

（キーワード）  既存戸建住宅、水害被災リスク低減。予防的改修 

１．はじめに 

 近年豪雨災害が頻発しており、災害後の復興費用

の低減等の観点から、住宅の被害を最小限に抑える

とともに、避難所への避難者数を減少させることが

求められる。被害低減の選択肢として浸水想定区域

からの移転が考えられるが、当該区域の全世帯を移

転させることは困難が伴う場合もあり、既存住宅へ

の対策実施による被災リスクの低減が求められる。 

本検討では、既存住宅の水害予防策の選択肢とし

て、既存戸建住宅の水害による被害の程度を抑え、

被災後の居住空間の確保と早期復旧を可能とするた

めの予防的な改修方法について検討している。 

 

２．検討概要 

既存戸建住宅の予防的改修方法を検討するための

基礎的な技術情報を整理することを目的に、過去の

水害時の被災戸建住宅の復旧事例調査により水害対

策を含めた改修実態を把握し、既往の耐浸水要素技

術を戸建住宅の対浸水性の向上の観点から整理した。

これらの基礎的な技術情報を踏まえて、既存戸建住

宅の予防的改修についてケーススタディを実施した。 

 

３．令和３年度の検討事項 

１）住宅の被害状況及び補修事例に関する実態調査 

平成 30年 7 月豪雨、令和元年台風 19 号、令和 2

年 7月豪雨の被災地において被害内容と復旧方法に

関する実態調査を実施し、被災後の復旧の範囲や工

程、復旧作業の難易、被災後の居住再開時期に影響

を及ぼした要因等について整理した。 

２）予防的改修に活用できる改修要素技術の整理 

既存戸建住宅における耐浸水性を高める改修要素

技術の整理 

３）既存戸建住宅の予防的改修のケーススタディ 

１）、２）で収集・整理した技術情報を踏まえて、

既存戸建住宅の代表的なものとして設定した木造在

来軸組構法によるモデル住宅２棟（２階建て、延べ

面積100m2。想定建築年代により仕様を変えた２種

類。）について、想定する各段階の浸水深への予防

的対策を施したケーススタディを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．今後の方針 

 調査・整理した予防的改修方法および戸建住宅モ

デルを対象に実施した予防的改修方法のケーススタ

ディを併せて、既存戸建住宅の予防的改修に資する

技術資料を令和 4 年度に公表する予定である。 

室長 
(博士(工学)) 

主任研究官 
（博士（工学）） 

室長 

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ
の貼り付
けは不要 

要） 

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ
の貼り付
けは不要 

要） 

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ
の貼り付
けは不要 

要） 

図 検討した予防的改修のケーススタディ例 
(赤色箇所：分電盤を２階設置、１階腰壁を修復容易化) 
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1.

研究動向・成果

既存戸建住宅の水害時の 
被災リスク低減のための 
予防的改修方法の検討
( 研究期間 ： 令和２年度～令和３年度）

住宅研究部　住宅生産研究室　 室長
（博士（工学））

　脇山　善夫　 主任研究官
（博士（工学））

　小野　久美子 

住宅研究部　住宅計画研究室　　室長　　　藤本　秀一

（キーワード）　既存戸建住宅、水害被災リスク低減。予防的改修
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研究動向・成果 
 

既存戸建住宅の水害時の 

被災リスク低減のための 

予防的改修方法の検討 
(研究期間：令和２年度～令和３年度) 

住宅研究部 住宅生産研究室      脇山 善夫       小野 久美子 

住宅研究部 住宅計画研究室      藤本 秀一 

（キーワード）  既存戸建住宅、水害被災リスク低減。予防的改修 

１．はじめに 

 近年豪雨災害が頻発しており、災害後の復興費用

の低減等の観点から、住宅の被害を最小限に抑える

とともに、避難所への避難者数を減少させることが

求められる。被害低減の選択肢として浸水想定区域

からの移転が考えられるが、当該区域の全世帯を移

転させることは困難が伴う場合もあり、既存住宅へ

の対策実施による被災リスクの低減が求められる。 

本検討では、既存住宅の水害予防策の選択肢とし

て、既存戸建住宅の水害による被害の程度を抑え、

被災後の居住空間の確保と早期復旧を可能とするた

めの予防的な改修方法について検討している。 

 

２．検討概要 

既存戸建住宅の予防的改修方法を検討するための

基礎的な技術情報を整理することを目的に、過去の

水害時の被災戸建住宅の復旧事例調査により水害対

策を含めた改修実態を把握し、既往の耐浸水要素技

術を戸建住宅の対浸水性の向上の観点から整理した。

これらの基礎的な技術情報を踏まえて、既存戸建住

宅の予防的改修についてケーススタディを実施した。 

 

３．令和３年度の検討事項 

１）住宅の被害状況及び補修事例に関する実態調査 

平成 30年 7 月豪雨、令和元年台風 19 号、令和 2

年 7月豪雨の被災地において被害内容と復旧方法に

関する実態調査を実施し、被災後の復旧の範囲や工

程、復旧作業の難易、被災後の居住再開時期に影響

を及ぼした要因等について整理した。 

２）予防的改修に活用できる改修要素技術の整理 

既存戸建住宅における耐浸水性を高める改修要素

技術の整理 

３）既存戸建住宅の予防的改修のケーススタディ 

１）、２）で収集・整理した技術情報を踏まえて、

既存戸建住宅の代表的なものとして設定した木造在

来軸組構法によるモデル住宅２棟（２階建て、延べ

面積100m2。想定建築年代により仕様を変えた２種

類。）について、想定する各段階の浸水深への予防

的対策を施したケーススタディを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．今後の方針 

 調査・整理した予防的改修方法および戸建住宅モ

デルを対象に実施した予防的改修方法のケーススタ

ディを併せて、既存戸建住宅の予防的改修に資する

技術資料を令和 4 年度に公表する予定である。 

室長 
(博士(工学)) 

主任研究官 
（博士（工学）） 

室長 

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ
の貼り付
けは不要 

要） 

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ
の貼り付
けは不要 

要） 

写真 

写真ﾃﾞｰﾀ
の貼り付
けは不要 

要） 

図 検討した予防的改修のケーススタディ例 
(赤色箇所：分電盤を２階設置、１階腰壁を修復容易化) 

 

研究動向・成果  
 

 

『密集市街地におけるきめ細かな 

整備事例集』の刊行 
(研究期間：平成 28 年度～令和２年度) 

都市研究部 都市計画研究室     勝又 済 

都市研究部 都市防災研究室     竹谷 修一 

（キーワード）  密集市街地、整備、事例集 

 

１．はじめに 

国総研では、密集市街地の接道不良、複雑な権利

関係などの整備阻害要因に対し、規制誘導、地域防

災の取組などハード、ソフトの手法を適材適所で活

用した“アンコ”（街区内部）を中心とする55の整

備事例を紹介した『密集市街地におけるきめ細かな

整備事例集』（以下『事例集』）を令和３年8月に刊

行した1)2)。本稿では、本書の刊行の背景・目的と概

要を紹介する。 

 

２．『事例集』刊行の背景・目的 

令和３年３月に閣議決定された「住生活基本計画

(全国計画)」では、令和２年度末に全国に約2,200ha

存在する「地震時等に著しく危険な密集市街地（危

険密集市街地）」を、令和12年度末までに概ね解消

する目標が掲げられている。 

密集市街地整備の阻害要因は、狭小敷地、接道不

良敷地、借地・借家等の権利関係の複雑さ、地権者

の高齢化等様々である。また、密集市街地の主たる

整備主体である地方公共団体はマンパワーや財政面

で厳しい状況にある。このような状況下において、

密集市街地の街区外縁部（いわゆる“ガワ”）での

一定規模の道路・公園整備や共同建替え等、従来か

らの骨格的な公共投資型の整備に加え、条件不利敷

地等が集積し整備改善の遅れている街区内部（いわ

ゆる“アンコ”）を改善するためには、規制誘導手

法の活用等のきめ細かな整備方策や、民間活力の活

用を併用することも有効であると考えられる。 

そこで国総研では、主として“アンコ”部分に焦

点を当て、様々な物理的・社会経済的な整備阻害要

因に対する地方公共団体や民間事業者のきめ細かな

ハード、ソフトの整備事例について調査を行い、『事

例集』として取りまとめた。 

 

３．『事例集』の概要 

『事例集』の構成を図-2に示す。第１章では、『事

例集』の導入部分として、密集市街地の特に“アン

コ”部分におけるきめ細かな整備の必要性について

述べるとともに、『事例集』において紹介事例を収

集・整理する際に着目した「密集市街地改善の阻害

要因」と「密集市街地の改善手法」について概説し

ている（図-3）。第２章では、『事例集』の使い方

として、事例カルテのフォーマット（掲載項目）を 

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 
(博士(工学)) 

室長 
(博士(工学)) 

アンコ
（街区内部）

“ガワ”では公共主導型の整備方策

主主要要生生活活
道道路路のの整整備備

道道路路・・公公園園とと
一一体体ととななっったた
不不燃燃化化建建替替ええ

公公園園のの
整整備備

“アンコ”では建替え困難
⇒ きめ細かな整備の必要性

ガワ
（街区外縁部）

図-1 密集市街地の“ガワ”と“アンコ” 図-2 『事例集』の構成 

はじめに 

１１．．密密集集市市街街地地ににおおけけるるききめめ細細かかなな整整備備をを進進めめるる上上ででのの視視点点 

 1-1 密集市街地改善の阻害要因 

 1-2 密集市街地の改善手法 

２２．．本本事事例例集集のの使使いい方方 

2-1 事例カルテのフォーマット 

2-2 事例検索のイメージ 

2-3 「密集市街地改善の阻害要因」から見た事例検索 

2-4 「密集市街地の改善手法」から見た事例検索 

2-5 「密集市街地改善の阻害要因」×「密集市街地の改

善手法」のクロスによる事例検索 

３３．．事事例例カカルルテテ（（詳詳細細版版）） 

４４．．事事例例カカルルテテ（（概概要要版版）） 

国
土
を
強
靱
化
し
、
国
民
の
い
の
ち
と
暮
ら
し
を
ま
も
る
研
究

1.

研究動向・成果

『密集市街地におけるきめ細かな 
整備事例集』の刊行
( 研究期間 ： 平成 28 年度～令和２年度）

都市研究部　都市計画研究室　 室長
（博士（工学））

　勝又　済 

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）　密集市街地、整備、事例集
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示した上で、事例検索の方法として、①「密集市街

地改善の阻害要因」から、②「密集市街地の改善手

法」から、③①と②の組み合わせから、の３通りの

方法を提示している。第３章では、１事例あたりＡ

４縦数ページの事例カルテ（詳細版）を全55事例掲

載している（図-4）。第４章では、事例カルテ（詳

細版）の掲載情報を抽出し、１事例あたりＡ４横１

ページにまとめた事例カルテ（概要版）を全55事例

掲載している（図-5）。各事例カルテにおいては、

単に取組の概要だけでなく、取組の背景・経緯、工

夫点・成功要因、他地区への援用可能性、事業費等、

密集市街地整備担当者の関心が高いと思われる情報

についても整理している。 

『事例集』には、首都圏に比べ危険密集市街地の

改善にやや遅れが見られる近畿圏において今後一層

の整備推進が求められることから、近畿圏での取組

も多く掲載している（18事例）。また、「住生活基

本計画(全国計画)」の施策に地域防災力の向上に資

するソフト対策の強化も位置づけられたことを踏ま

え、関連するソフト施策の事例も掲載している。 

 

４．おわりに 

『事例集』は、現在国総研ＨＰにおいてPDFファイ

ルを無償公開しているのでダウンロードしていただ

ければ幸いである1)。本事例集が、密集市街地の整

備改善に取り組む地方公共団体、まちづくりコンサ

ルタントを始めとする民間企業、NPO、住民組織等の

皆様に参考にしていただけることを期待している。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料第1167号『密集市街地におけるきめ細

かな整備事例集』 

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

167.htm 

2)国総研記者発表資料「危険密集市街地の解消に向

けて！ ～“アンコ”に焦点を当てた全国55の整備

事例をまとめて公開～」 

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

isya20210826_1.pdf 

事例名

避避難難路路確確保保やや喉喉元元建建物物のの耐耐震震改改修修へへのの支支援援
～～細細街街路路対対策策事事業業～～

（（京京都都府府京京都都市市全全域域））

取組主体 京都市

012

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」

密集市街地改

善 の阻害要因

◎◎ⅠⅠ 接接道道不不良良のの敷敷地地がが多多いい

◎◎ⅣⅣ 個個別別更更新新困困難難なな人人がが多多いい

密集市街地の

改善手法

◎◎安安全全なな市市街街地地空空間間形形成成

AA--11--22 防防耐耐火火改改修修へへのの支支援援

BB--22 細細街街路路のの整整備備

特徴と概要

【特徴】

・袋路等（※）における避難安全性の向上を目的として、緊急避難経路の確保や袋路始端部における建築

物の耐震性・防火性の改善を図る。

（※）細街路（幅員４ｍ未満の道）のうち、以下のいずれかに該当する道
・行き止まりの道 ・幅員１．５ｍ未満の道

・道の延長が７０ｍを超えるもの ・道の片端又は両端が建物でトンネル状に覆われているもの

【概要】

・袋路等において、「二方向避難が可能となるよう避難経路の確保」や、「袋路等始端部における耐震・防

火改修」、「袋路始端部における障害物等の除去や通路整備等」に対し、補助を行う。

■制制度度内内容容

１．緊急避難経路整備事業

【内 容】 袋路等の奥から道路や広い空地などに抜ける、安全な避難経路を確保する工事（避難扉

の設置など）に要する費用を補助する。

【補助額】 上限 30 万円（全額補助）

【要 件】 以下のいずれにも該当すること

・避難上支障がない幅員であること

・避難上支障のある障害物がないこと

・出入口の構造が、緊急時に容易に避難できる構造である

こと

【その他】 避難経路となる土地所有者と袋路等にのみ接する敷地の住民

で以下の事項を定めた協定を締結するよう努めること

・事業の目的

・避難経路となる土地等の位置及び区域
（出典）京都市提供資料

・避難経路の維持管理に関する事項

２．袋路等始端部における耐震・防火改修事業

【内 容】 袋路等の入口部の建築物における耐震・防火改修工事又は除却工事にかかる費用を補助

する。

【補助額】 建築物の耐震・防火改修工事 ⇒ 上限 250 万円（全額補助）

トンネル部分の耐震・防火改修工事 ⇒ 上限 150 万円（全額補助）

トンネル部分の除却工事 ⇒ 上限 80 万円（全額補助）

【対 象】 建物が複数経っている袋路等の入口部分の敷地に建つ建築物

昭和 56 年５月 31 日以前に着工された木造建築物

【 要 件 】

（建築物）上部構造評価点が 1.0 以上となること

通路に面する 1 階部分の外壁及び軒裏を防火構造とし、開口部に防火設備を設けること

（トンネル）構造部材の補強その他のトンネル部分の耐震性を高める工事を行うこと

通路に面する外壁を防火構造とし、天井を準防火性能に準ずる構造とすること

除却する場合は、通路に面する外壁を防火構造とすること

３．袋路始端部整備事業

【内 容】 袋路等の避難安全性の向上を目的として、後退用地の舗装や通路内の工作物等の撤去等

を行う場合に要する費用を補助する。

【補助額】 上限 50 万円（全額補助）

【対 象】 建築物の除却、改修又は移設

工作物の除却、改修又は移設

後退用地又は後退用地周辺の袋路等の整地、舗装その他土地の整備又は植栽の撤去

後退用地を整備することに伴う塀又は擁壁の築造

【要 件】 補助対象土地等は、整備後、適切に維持管理すること

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】

・２方向への避難経路の確保をはじめ、入口部分の建物の強化（耐震・防火改修の実施）や避難上支障と

なる工作物の撤去など、袋路等の避難困難性の改善につながった。

従前 従後

１．緊急避難路整備事業

２．袋路等始端部における耐震・防火改修事業

３．袋路始端部整備事業

（出典）京都市提供資料

図-4 事例カルテ（詳細版）のイメージ 

020 街区単位での「街区プラン」作成による
無接道建物建替え推進

特徴

・1.2ｍ～1.8ｍの幅員の通路にのみ接する家屋の更新に対して、周辺
を含む範囲でまちづくりの方向性を定めた「街区プラン」を作成する
ことで建替えを可能とする区独自の制度。

概要

・1.2ｍ～1.8ｍの幅員の通路にのみ接する家屋の更新に対して、周辺
街区を単位として作成した「街区プラン」に基づく建替え計画に対し
て、建築審査会の同意が得られた場合に建替えを可能としている。

・街区プランは、区が作成する。
■街区プランに定める事項

○道路及び各敷地に有効に接続する幅員2.7ｍ以上の通路網
○安全で快適な住環境等の保全及び向上を図るために必要な事項

■建替えの許可基準（街区プラン作成が必要なもの：一部抜粋）
・通路拡幅幅員２．７ｍ以上の通路協定締結
・２階建て以下の専用住宅に限る
・行き止まり通路の奥敷地は、通路に接続する空地を確保
・隣接地等の権利者から通行承諾を得て、２方向避難路を確保

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件

・通路拡幅により敷地面積が確保できなくなる場合も多い。

・隣家との話し合いや通路拡幅に向けた合意形成がうまくいかない場合

もあり、時間と労力を要する場合がある。

・建替えを進めるために、課題解決に向けコーディネーター役が必須。

・無接道家屋に対して、地権者、事業者、行政が一体となった、双方向

で情報交換ができるようなプラットフォームをつくり、公民連携によ

り進めていくことが理想。

対象地区と地区の概要

特定地域

解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容

・従来相談にも乗れず、建替えを諦めていた案件に対しても許可基準を
緩和したことで、無接道家屋の建替え相談が増加。

・従来基準で建替えできなかった無接道家屋約6,000棟のうち、街区プ
ラン作成により1,600棟が建替え可能となる。

・「建物倒壊危険度ランク」４以上の地区、隣接地域で火

炎延焼阻止に有効な道路・公園等が存在する地区を特定

地域に指定

地区名

地区の概要

事業等の概要・実績

平成26～令和5年度事業期間

約370万円／年事業費

・街区プラン
・足立区木造住宅密集市

街地等における無接道
家屋建替え推進要綱

根拠法

適用事業・

制度

・新基準に該当する建替え実績：５件（平成29年度末）

・実績の内街区プラン適用：１件

・緊急避難路整備費助成：１

実績

工夫点・成功要因

・特定地域の建替えを促進するため、現況幅員1.2ｍ以上の通路まで緩

和したことが大きなポイント。また、現況通路測量調査費用や緊急避

難路整備の一部助成も合わせて、建替えを促進している。

取組の背景・経緯

・木造家屋密集地域に無接道家屋が多く、自力での建替え困難敷地が、

市街地の防災性能を低下させており、建築基準法43条ただし書許可

件数も増えない中で、無接道家屋の建替えを推進するために対象とな

る道路幅員を緩和することとした

密集市街地改善の阻害要因

◎◎ⅠⅠ  接接道道不不良良のの敷敷地地がが多多いい
○Ⅱ 狭小敷地が多い
○Ⅲ 権利関係が複雑

密集市街地の改善手法

◎◎安安全全なな市市街街地地空空間間形形成成
AA--22--11  規規制制誘誘導導手手法法のの活活用用にに
よよるる建建替替ええ促促進進

○安全な市街地空間形成
B-2 細街路の整備

街区プランの概要
（出典）足立区ＨＰ

足立区

図-5 事例カルテ（概要版）のイメージ 

①① 安安全全なな市市街街地地空空間間形形成成

Ａ─１ 補助・助成等を活用した建替え
A-1-1 不燃化建替え促進（9）
A-1-2 防耐火改修促進（6）

Ａ─２ 規制誘導手法の活用による建替え
A-2-1 規制誘導手法の活用による建替え促進（14）

Ｂ 防災空間の確保
B-1 老朽建物の除却促進（8）
B-2 細街路の整備（11）

Ｃ 敷地の再編
C-1 接道条件の改善（1）
C-2 街区敷地再編（4）

Ｄ 権利関係の整序
D-1 借地借家の権利関係の解消（2）

②② 地地域域防防災災力力のの向向上上

Ｅ 地域の減災の取組
E-1 防火消防設備の整備（6）
E-2 コミュニティ力・地域防災力の向上（15）
E-3 住民等の意識醸成（5）

③③ 地地域域ポポテテンンシシャャルルのの向向上上

Ｆ 地域の魅力を高める取組
F-1 地域の魅力、イメージの向上（3）

密密集集市市街街地地のの改改善善手手法法

①① 空空間間的的なな阻阻害害要要因因

Ⅰ 接道不良の敷地が多い（32）

Ⅱ 狭小敷地が多い（10）

②② 社社会会・・経経済済的的なな阻阻害害要要因因

Ⅲ 権利関係が複雑（4）

Ⅳ 個別更新困難な人が多い（14）

Ⅴ 空家が多い（9）

Ⅵ 居住者等の危機意識が低い（4）

Ⅶ 市場性が低い（5）

密密集集市市街街地地改改善善のの阻阻害害要要因因

×

※カッコ内は主たる該当事例の数

図-3 『事例集』で取り上げた「密集市街地改善の阻害要因」
と「密集市街地の改善手法」 
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http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1 

167.htm

2)国総研記者発表資料「危険密集市街地の解消に向

けて！�～“アンコ”に焦点を当てた全国55の整備

事例をまとめて公開～」

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

isya20210826_1.pdf
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研究動向・成果 
 

老朽宅地擁壁の耐震補強の 

ための技術開発 
(研究期間：令和２年度～令和５年度) 

都市研究部 都市防災研究室      竹谷 修一       柏 尚稔 

都市研究部     井上 波彦 

建築研究部 基準認証システム研究室     阿部 一臣 

（キーワード）  宅地擁壁、老朽化、耐震補強 

１．はじめに 

我が国では都市化の進展により、丘陵部等の斜面

においても宅地擁壁の築造を伴う宅地が造成されて

きた。しかしながら近年、地震による老朽化した宅

地擁壁の被害事例が多数発生しており、耐震対策の

推進が重要な課題となった。これをうけて2020年よ

り老朽宅地擁壁の耐震化に関する研究を開始してお

り、ここでは現在の技術開発状況について紹介する。 

２．技術開発の状況 

(1)地震被害を受けた擁壁の強度測定 

平成28年(2016年)熊本地震の影響を受けた擁壁を

対象に、擁壁から採取したコンクリートコアの圧縮

強度試験を実施した。実施に際しては、損傷を確認

出来る擁壁部分と健全と見える擁壁それぞれからコ

アを採取して行った。 

(2)石積み擁壁模型の遠心載荷実験 

擁壁の補強工法を検討するために擁壁の模型を用

いた遠心載荷実験を行った。実験は石積み擁壁の模

型を対象とし、無補強時と補強時（鉄筋挿入による

補強、擁壁表面をネットで覆った補強、擁壁の石積

み間を接着剤で接着した補強）とした。 

 

 
図-1 遠心載荷実験の模式図(鉄筋挿入工補強時) 

実験結果から、漸増振幅の地震入力時の建物を含

めた宅地擁壁の崩壊形、補強効果の確認がとれた。 

(3)宅地擁壁の地震被害と建物との関係分析 

平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震による

被害を受けた仙台市内の宅地擁壁を対象に、宅地擁

壁の種類、宅地擁壁と建物との離間距離、推計震度、

微地形区分、傾斜角等から、宅地擁壁の被害パター

ンや建物に及ぼした影響について検討を行った。 

(4)宅地擁壁の強度推定に関する検討 

平成28年(2016年)熊本地震により被害を受けた宅

地擁壁事例をもとに、外力として地震時土圧、擁壁

慣性力を、抵抗として擁壁重量、擁壁の曲げ強度を

想定し、安全率を考慮した上で擁壁の曲げ強度の推

定を行った。 

 
図-2 宅地擁壁の強度推定の概念図 

 

３．おわりに 

これらの検討は現在詳細に分析・検討中であるが、

得られた成果に基づき今後、老朽宅地擁壁の耐震補

強のための設計例の検討を行っていく予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 「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」の概要 

http://www.nilim.go.jp/lab/hcg/kisojiban_hp/ki

sojiban.htm 

加速度計（←方向：正） レーザー変位計

家屋荷重
幅(B)

ブロック（石）積

擁壁慣性力(Fe)

曲げ強度（M)

擁壁重要（W)

常時土圧 or
地震時土圧(Qe)

X

擁
壁
高
(H)

室長 
(博士(工学)) 

写真 
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前主任研究官 
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老朽宅地擁壁の耐震補強の 
ための技術開発
( 研究期間 ： 令和２年度～令和５年度）

都市研究部　都市防災研究室
室長

（博士（工学））
　竹谷　修一　前主任研究官

（博士（工学））
　柏　尚稔 

都市研究部　（博士（工学））　井上　波彦 

建築研究部　基準認証システム研究室　室長　阿部　一臣

（キーワード）　宅地擁壁、老朽化、耐震補強

http://www.nilim.go.jp/lab/hcg/kisojiban_hp/ki 

sojiban.htm

- 79 -- 79 -- 79 -

http://www.nilim.go.jp/lab/hcg/kisojiban_hp/kisojiban.htm
http://www.nilim.go.jp/lab/hcg/kisojiban_hp/kisojiban.htm


353

 

研究動向・成果 
 

 

津波による 

防波堤の被害割合を予測する 
(研究期間：令和３年度) 

沿岸海洋・防災研究部 沿岸防災研究室 

本多 和彦  百海 郁弥 

（キーワード）  津波フラジリティカーブ、東北地方太平洋沖地震津波、港湾施設、被害 

 

１．はじめに 

東北地方太平洋沖地震津波により、沿岸地域では

非常に多くの方々が犠牲になり、多くの資産、建物

および構造物が破壊され流失した。この津波は、防

波堤、防潮壁、倉庫、荷役機械等といった港湾施設

にも甚大な被害をもたらし、港湾機能の著しい低下

を生じさせた。  

本研究では、港湾管理者および国土交通省港湾局

の協力により港湾施設の津波被害に関する情報を収

集し、東北地方太平洋沖地震およびそれに伴う津波

による港湾被害の概要を整理するとともに、港湾に

おける第一線防波堤の津波被害についてフラジリテ

ィカーブ（外力等の大きさに応じた被害率を表す曲

線）を提案する。 

 

２．港湾の被害 

青森県から茨城県の太平洋側沿岸部に位置する重

要港湾以上の港湾を図-1に示す。これらの港湾を対

象に、港湾の被害施設の復旧費用の見積額を図-2に

示す。これらの合計額は、およそ3,000億円である。

八戸港、釜石港、大船渡港および相馬港における湾

口防波堤を含む第一線防波堤には、非常に高い津波

が来襲し、これらの防波堤の復旧費用は非常に高く

なっている。 

 

３．防波堤の被害 

(1)被害の概要 

第一線防波堤がない仙台塩釜港の塩釜港区を除く

対象港湾における第一線防波堤について、その総延

長および被害延長、ならびに、被害延長を総延長で

除して得られた被害率を図-3に示す。  

 
図-1 対象港湾 

 

 

図-2 対象港湾の被害施設の復旧費用 

 

 

図-3 対象港湾の第一線防波堤の被害 
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研究動向・成果 
 

 

津波による 

防波堤の被害割合を予測する 
(研究期間：令和３年度) 

沿岸海洋・防災研究部 沿岸防災研究室 

本多 和彦  百海 郁弥 

（キーワード）  津波フラジリティカーブ、東北地方太平洋沖地震津波、港湾施設、被害 

 

１．はじめに 

東北地方太平洋沖地震津波により、沿岸地域では

非常に多くの方々が犠牲になり、多くの資産、建物

および構造物が破壊され流失した。この津波は、防

波堤、防潮壁、倉庫、荷役機械等といった港湾施設

にも甚大な被害をもたらし、港湾機能の著しい低下

を生じさせた。  

本研究では、港湾管理者および国土交通省港湾局

の協力により港湾施設の津波被害に関する情報を収

集し、東北地方太平洋沖地震およびそれに伴う津波

による港湾被害の概要を整理するとともに、港湾に

おける第一線防波堤の津波被害についてフラジリテ

ィカーブ（外力等の大きさに応じた被害率を表す曲

線）を提案する。 

 

２．港湾の被害 

青森県から茨城県の太平洋側沿岸部に位置する重

要港湾以上の港湾を図-1に示す。これらの港湾を対

象に、港湾の被害施設の復旧費用の見積額を図-2に

示す。これらの合計額は、およそ3,000億円である。

八戸港、釜石港、大船渡港および相馬港における湾

口防波堤を含む第一線防波堤には、非常に高い津波

が来襲し、これらの防波堤の復旧費用は非常に高く

なっている。 

 

３．防波堤の被害 

(1)被害の概要 

第一線防波堤がない仙台塩釜港の塩釜港区を除く

対象港湾における第一線防波堤について、その総延

長および被害延長、ならびに、被害延長を総延長で

除して得られた被害率を図-3に示す。  

 
図-1 対象港湾 

 

 

図-2 対象港湾の被害施設の復旧費用 

 

 

図-3 対象港湾の第一線防波堤の被害 
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(2)津波フラジリティカーブ 

図-3に示す第一線防波堤の被害率および当該防波

堤前面における最大津波高（𝜂𝜂𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚）を図-4に示す。

なお、最大津波高（𝜂𝜂𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚）は、当該防波堤の全延長

での津波高の最大値を用いた。図中の赤囲みで示す

とおり最大津波高が約9mのところに、異なる被害率

の3つのプロットがある。これは、第一線防波堤の津

波外力に対する耐力が考慮されていないためである。

つまり、適切な津波フラジリティカーブを算出する

ためには、第一線防波堤の設計耐力を考慮する必要

がある。 

石巻港および小名浜港では、他の対象港湾と比較

して最大津波高（𝜂𝜂𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)が低かったにもかかわらず、

第一線防波堤の被害率が大きかった。これは、石巻

港および小名浜港における第一線防波堤の被害の主

要因は地震動であることに起因している。 

 

 
図-4 第一線防波堤の津波フラジリティカーブ（その 1） 

 

第一線防波堤の設計耐力を考慮するため、防波堤

前面における最大津波高（𝜂𝜂𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚）を設計波高（𝐻𝐻𝐻𝐻1 3⁄ ）

で除したパラメターとしてプロットしたものを図-5

に示す。なお、設計波高（𝐻𝐻𝐻𝐻1 3⁄ ）は、当該防波堤の

全延長での設計波高の最大値を用いた。 

 図中の津波フラジリティカーブは、大船渡港を除

いて、被害率の再現性が高い。津波が被害の主要因

である大船渡港のプロットが分布から外れているの

は、大船渡港の第一線防波堤（湾口防波堤）では、

設計波浪による作用外力よりも、設計津波による作

用外力の方が大きく、当該防波堤の断面は、設計波

浪ではなく設計津波によって断面が決定されている

ことに起因しているためである。 

 

 
図-5 第一線防波堤の津波フラジリティカーブ（その 2） 

 

４．津波フラジリティカーブの活用例 

津波フラジリティカーブは、一般的に津波高等が

わかれば、津波に対する施設の被害割合を予測する

ことができる。例えば、本研究の成果により、将来

起こりうる南海トラフ地震津波による対象施設の被

害割合を評価することができ、被害想定に活用可能

である。なお、本研究では、この他にも港湾におけ

る倉庫の津波被害についてのフラジリティカーブも

提案した。 

 

５．今後の課題  

本研究で提案した港湾における第一線防波堤の津

波フラジリティカーブは、各港湾における第一線防

波堤の被害延長を総延長で除した値を被害率として

いるため、港湾毎の被害の概要把握には活用できる。

しかし、その被害率の定義を踏まえると、被害の程

度毎の被害率の評価に用いることできない。例えば、

防波堤の工区毎の被害情報を用いて、より詳細に被

害率を設定することで、被害の程度毎の被害率を評

価可能な津波フラジリティカーブを提案することが、

今後の課題である。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.1173  

https://www.ysk.nilim.go.jp/kenkyuseika/kenkyu

syosiryou.html 
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研究動向・成果 
 

 

津波による船舶牽引力の簡易推定手法と 

既設係船柱の限界耐力に関する検討 
 (研究期間：令和２年度～) 

港湾研究部 港湾施設研究室       竹信 正寛 

（キーワード）  係船避泊、船舶牽引力、係船柱，引抜耐力  

 

１．はじめに 

大規模地震・津波発生時に船舶の沖合退避が万一

間に合わない場合を想定し、船舶の係船避泊（図-1）

に関する安全性の検討を進めている。当該検討に際

しては、津波による船舶牽引力の評価、既存の係船

柱や係留施設の安定性の確認が必要となる。上記課

題への対応の端緒として、津波時の船舶牽引力の簡

易推定手法、および既設係船柱の限界耐力に関する

基礎的な検討としてその破壊形態に関する評価を行

った。本稿ではそれらの結果を紹介する。 

 

 

図-1 津波来襲時の係船避泊の課題イメージ 

（海・船の視点から見た港湾強靭化検討委員会 第2回資料より） 

 

２．津波時の船舶牽引力の簡易算定手法 

 係留船舶に対する船舶牽引力の評価には、動的解

析である船舶動揺シミュレーションを利用すること

が望ましい。しかし、動的解析に関する専門的知識

が要求され、船舶諸元や係船索の配置状況など詳細

な解析条件を設定しなければならないため、容易に

実施することは難しい。この課題に対して、船体に

作用する津波による荷重と係船索による牽引力との

静的釣合いに基づく簡易法を提案し、その適用性を

確認することとした（図-2）。 

この際津波を流れとして考え、流れが船側方向か

ら作用する条件に加え、船首尾方向から作用する場

合も対象とし、既往の水理模型実験および既往の動

的解析から得られた牽引力と簡易法による牽引力と

を比較し、簡易法の適用性を確認した（図-3）。 

 

 

 

図-2 簡易法による船舶牽引力算定方法のイメージ 

（上：船側からの流れ、下：船首尾方向からの流れ） 

 

比較検討の結果、船首尾方向の津波に対しては、

簡易法では動的解析や水理模型実験による牽引力は

再現できなかったものの、船側方向の津波について

は、簡易法で得られた牽引力に一定程度の倍率を乗

じることで、動的解析や水理模型実験の最大牽引力

を推定できることが確認された。 

また、津波時の船舶牽引力に対する簡易法の適用

にあたっては、安全側の評価として簡易法による牽

引力に1.7倍程度を乗じれば、動的解析による最大牽

引力を概ねカバーできることが判明した。このため、

提案した簡易法は、動的解析の代替手法として、概

略検討の段階で利用することができると考えられる。 
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津波による船舶牽引力の簡易推定手法と 

既設係船柱の限界耐力に関する検討 
 (研究期間：令和２年度～) 

港湾研究部 港湾施設研究室       竹信 正寛 

（キーワード）  係船避泊、船舶牽引力、係船柱，引抜耐力  

 

１．はじめに 

大規模地震・津波発生時に船舶の沖合退避が万一

間に合わない場合を想定し、船舶の係船避泊（図-1）

に関する安全性の検討を進めている。当該検討に際

しては、津波による船舶牽引力の評価、既存の係船

柱や係留施設の安定性の確認が必要となる。上記課

題への対応の端緒として、津波時の船舶牽引力の簡

易推定手法、および既設係船柱の限界耐力に関する

基礎的な検討としてその破壊形態に関する評価を行

った。本稿ではそれらの結果を紹介する。 

 

 

図-1 津波来襲時の係船避泊の課題イメージ 

（海・船の視点から見た港湾強靭化検討委員会 第2回資料より） 

 

２．津波時の船舶牽引力の簡易算定手法 

 係留船舶に対する船舶牽引力の評価には、動的解

析である船舶動揺シミュレーションを利用すること

が望ましい。しかし、動的解析に関する専門的知識

が要求され、船舶諸元や係船索の配置状況など詳細

な解析条件を設定しなければならないため、容易に

実施することは難しい。この課題に対して、船体に

作用する津波による荷重と係船索による牽引力との

静的釣合いに基づく簡易法を提案し、その適用性を

確認することとした（図-2）。 

この際津波を流れとして考え、流れが船側方向か

ら作用する条件に加え、船首尾方向から作用する場

合も対象とし、既往の水理模型実験および既往の動

的解析から得られた牽引力と簡易法による牽引力と

を比較し、簡易法の適用性を確認した（図-3）。 

 

 

 

図-2 簡易法による船舶牽引力算定方法のイメージ 

（上：船側からの流れ、下：船首尾方向からの流れ） 

 

比較検討の結果、船首尾方向の津波に対しては、

簡易法では動的解析や水理模型実験による牽引力は

再現できなかったものの、船側方向の津波について

は、簡易法で得られた牽引力に一定程度の倍率を乗

じることで、動的解析や水理模型実験の最大牽引力

を推定できることが確認された。 

また、津波時の船舶牽引力に対する簡易法の適用

にあたっては、安全側の評価として簡易法による牽

引力に1.7倍程度を乗じれば、動的解析による最大牽

引力を概ねカバーできることが判明した。このため、

提案した簡易法は、動的解析の代替手法として、概

略検討の段階で利用することができると考えられる。 
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図-3 簡易法（静的解析）に対する模型実験（動

的解析）の牽引力の比 

 

３．係船柱用アンカーの破壊形態に関する検討 

津波来襲時の係船避泊による係船柱(図-4)の安定

性の確認を行うためには、係船柱の終局状態に関す

る検討が不可欠である。現在係留施設に設置される

係船柱は、港湾工事共通示方書に定められた規格が

用いられることが一般的である。特に係船柱のアン

カー部分は、係船柱の安定性に大きな影響を与える

構成要素の一つであり、この破壊形態の把握は係船

柱の終局状態の検討に際して重要である。 

 

図-4 係船柱（曲柱）に関する全体構造（例） 

 

現在、係船柱用アンカーの設計の考え方は、コン

クリートの引抜破壊面がアンカー版上方に円筒状に

形成されることを仮定した引抜耐力式を基とされて

いるものの、国内の他指針類では、いわゆる「コー

ン状破壊」が想定されており、アンカーの引抜耐力

としてはコーン状破壊を想定した破壊形態の方が大

きく算定される。 

このため、当該アンカーの引抜破壊形態を確認す

るため、3次元FEM解析による検討を行った（図-5）。

解析は50kN型規格を有する係船柱を、係留施設の上

部工に対して設置（先付けアンカー方式）したケー

スを想定して実施した。解析における各種パラメー

ターは、建築分野で実施された既往のアンカー引抜

実験に関する文献を参考として設定した。 

この結果、係船柱用アンカーに関する引抜破壊形

態は、他指針で仮定されているコーン状破壊である

ことが確認され、港湾分野で示されている係船柱の

規格や設計法見直しの必要性も示唆される。また、

その耐力値はアンカーが鉛直配置されている場合、

各種合成構造設計指針・同解説の耐力式による値と

概ね一致した。アンカーを実際の施工のように斜め

方向に配置した場合は、鉛直配置に比べて耐力値が

1.5-1.8倍程度となった。ただし、これらの解析結果

の検証や破壊メカニズムの考察のため、模型実験等

を用いた検証も今後必要であると考えている。 

 

 

図-5 アンカー引抜解析結果の一例（斜め配置） 

 

４．おわりに 

今年度までに得られた上記知見を踏まえ、津波来

襲時における船舶の係船避泊に対する係船柱や係留

施設の安定性評価に関する設計体系を検討し、港湾

の施設の技術上の基準・同解説への反映に関しても、

議論を進める予定である。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.1169 
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研究動向・成果 
 

 

災害復旧における入札契約 

方式の適用手法 
(研究期間：平成 30年度～) 

社会資本マネジメント研究センター 

社会資本マネジメント研究室 

中洲 啓太 光谷 友樹 木村 泰 木地 稔 

（キーワード）  災害復旧、随意契約、技術提案・交渉方式、事業促進PPP、フレームワーク方式  

 

１．はじめに 

国土交通省が平常時に発注する工事では、競争性

や公正性の確保の観点から、会計法上の原則である

一般競争入札を用いている。一方で、自然災害発生

時は、早期復旧の観点から平成 29 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」（以下、「ガイドライン」という。）

に基づき、随意契約や指名競争入札等を用いている。 

令和元年の「公共工事の品質確保の促進に関する

法律（品確法）」の改正により、災害時の緊急対応

の充実強化や、測量・調査・設計等業務が品確法に

位置付けられた。これを受け、国土技術政策総合研

究所（以下「国総研」）は、平成 28年熊本地震以降

の大規模災害における入札契約方式の適用状況、課

題を踏まえ、随意契約等の適用条件の明確化、業務

における災害時の入札契約方式の適用の考え方等を

提案した。本稿は、ガイドライン（令和 3年 5月改

正）に反映された国総研の研究成果・提案に基づく 

災害復旧における入札契約方式の適用手法を紹介する。 

２．調査対象災害及び方法 

本研究は、平成28年熊本地震以降の近年の大規模

災害（表-1）を対象に、タイムラインに沿った入札

契約方式の適用状況や課題について、入札契約情報

の整理や、地方整備局の発注担当者へのヒアリング

により、収集、整理し、災害復旧における入札契約

方式の適用の新たな考え方を提案した。 

表-1 調査対象災害 

 

３．入札契約方式適用のタイムライン 

3.1 熊本地震 

平成 28 年熊本地震からの復旧・復興事業におけ

る入札契約方式適用のタイムラインを図-1 に示す。

応急復旧段階では、道路補修工事、道路・橋梁・ト

ンネル等の復旧工事に随意契約が適用された。本復

旧段階では、一般競争入札が多く適用される一方で、

二重峠トンネルや阿蘇大橋等の主要構造物の詳細設

計業務では随意契約が適用された。また、早期復旧

や発注者体制の強化を図るために発災直後からTEC-

FORCE、リエゾン、応援職員、権限代行、国総研によ

る熊本地震復旧対策研究室の設置等の発注者間の連

携・協力が行われた上で、本復旧の業務増大期に向

けて、事業促進PPPが導入された。本復旧工事にあた

る二重峠トンネル工事では、技術提案・交渉方式を

適用し、工期を短縮する施工技術が導入された。 
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3.2 九州北部豪雨・西日本豪雨・東日本台風 

平成 29年 7月九州北部豪雨、平成 30年 7月豪雨

（西日本豪雨）、令和元年東日本台風からの復旧に

おいても、発災直後の被害状況把握や応急復旧の業

務・工事では、災害協定締結者との随意契約が積極

的に活用された。一方で、本復旧段階の工事では、

一般競争入札が多く適用されていた。発注担当者へ

のヒアリングの結果、近隣住民が頻繁な避難を余儀

なくされる仮復旧状態の堤防は、一刻も早い復旧の

ため、本復旧工事でも随意契約が望ましいと考えら

れたものの、その適用を躊躇する例が確認された。 

また、東日本台風からの復旧事業において、関東

地方整備局は、公募により指名候補者を選定した上

で個別工事を発注するフレームワーク方式が試行的

に適用された。その結果、災害時の労働力や資機材

等の受給がひっ迫する状況において、落札者の決定

が円滑に進む効果が確認された。 

４．改正ガイドラインへの反映 

国総研の研究成果・提案を踏まえ、災害復旧の更

なる迅速化・円滑化のため、令和 3年 5月に改正さ

れたガイドラインには以下の内容が反映された。 

・ 業務の入札契約の適用の考え方を追加（図-2） 

・ 本復旧でも有すべき機能・性能の回復まで随意

契約を適用可能とする考え方を示し（図-2）、

随意契約の適用場面の記載を充実（図-3） 

・ 災害時の労働力や資機材等の需給がひっ迫し、

施工体制確保が困難な状況で、公募型・通常型

指名競争入札、フレームワーク方式を適用可能 

・ 仕様の確定が困難で、設計に施工者のノウハウ

を取り入れることで、一層の早期復旧が期待で

きる場合に技術提案・交渉方式を適用可能 

・ 事業促進 PPP等の民間技術者と一体となった体

制確保に限らず、TEC-FORCE、リエゾン、応援

職員，権限代行等の活用により、発注者が互い

に連携・協力することの重要性を記載 

・ 地方公共団体での活用を念頭に、復旧タイムラ

インや実施体制について直轄の復旧・復興事業

との相違点や留意点を記載 

５．研究成果の活用 

 令和 3年 5月のガイドライン改正後、関東地方整

備局の長野市信州新町水内地区災害復旧工事、鳴岩

橋本復旧工事では、仮復旧状態にあり、降雨、地震

への十分な警戒（通行制限等）を要する法面、橋梁

等の本復旧工事に随意契約を適用する等、改正ガイ

ドラインに沿った運用が始まっている。国総研は、

ガイドラインへの研究成果の速やかな反映や、多様

な入札契約方式の適用支援を通じて、頻発する大規

模災害からの速やかな早期復旧・復興に貢献してい

る。 

☞詳細情報はこちら 

1) 社会資本マネジメント研究室 

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

2) 災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン 

http://www.nilim.go.jp/lab/peg/img/file1869.pdf 

 

図-2 入札契約方式適用の考え方 図-3 随意契約を適用できる場面の充実 
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１．はじめに 

国土交通省が平常時に発注する工事では、競争性

や公正性の確保の観点から、会計法上の原則である

一般競争入札を用いている。一方で、自然災害発生

時は、早期復旧の観点から平成 29 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」（以下、「ガイドライン」という。）

に基づき、随意契約や指名競争入札等を用いている。 

令和元年の「公共工事の品質確保の促進に関する

法律（品確法）」の改正により、災害時の緊急対応

の充実強化や、測量・調査・設計等業務が品確法に

位置付けられた。これを受け、国土技術政策総合研

究所（以下「国総研」）は、平成 28年熊本地震以降

の大規模災害における入札契約方式の適用状況、課

題を踏まえ、随意契約等の適用条件の明確化、業務

における災害時の入札契約方式の適用の考え方等を

提案した。本稿は、ガイドライン（令和 3年 5月改

正）に反映された国総研の研究成果・提案に基づく 

災害復旧における入札契約方式の適用手法を紹介する。 

２．調査対象災害及び方法 

本研究は、平成28年熊本地震以降の近年の大規模

災害（表-1）を対象に、タイムラインに沿った入札

契約方式の適用状況や課題について、入札契約情報

の整理や、地方整備局の発注担当者へのヒアリング

により、収集、整理し、災害復旧における入札契約

方式の適用の新たな考え方を提案した。 

表-1 調査対象災害 

 

３．入札契約方式適用のタイムライン 

3.1 熊本地震 

平成 28 年熊本地震からの復旧・復興事業におけ

る入札契約方式適用のタイムラインを図-1 に示す。
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計業務では随意契約が適用された。また、早期復旧

や発注者体制の強化を図るために発災直後からTEC-
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る熊本地震復旧対策研究室の設置等の発注者間の連

携・協力が行われた上で、本復旧の業務増大期に向

けて、事業促進PPPが導入された。本復旧工事にあた

る二重峠トンネル工事では、技術提案・交渉方式を

適用し、工期を短縮する施工技術が導入された。 
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される橋梁や路面の復旧、官公庁施設や学校施設の
復旧等

本復
旧

近隣住民が頻繁な避難を余儀なくされる仮復旧状態
の堤防復旧、余震による被害が懸念される橋梁や法
面の復旧等

改正ガイドライン（R3.5）

分類 工事

被害状況
把握

緊急パトロール、緊急点検、観測設備設置等

応急復旧
道路啓開、がれき撤去、堤防等河川管理施設
の復旧

本復旧
孤立集落の解消のための橋梁復旧など緊急
度が極めて高い本復旧

ガイドライン（H29.7）

被害状況把握
応急復旧
（仮復旧）

本復旧
有すべき機能・性能の回復まで

（改良復旧を含む）

業
務

工
事

▼発災

緊急パトロール
・点検等

復興
機能・性能の向上
（高規格化）

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

平常時

災害協定

維持工事等

必要に応じて
技術提案・交渉方式

必要に応じて、事業促進ＰＰＰ

準備・本体工事
（本復旧）

道路啓開・がれき撤去・
工事（応急復旧）等

測量・調査・設計等
（本復旧）

測量・調査・設計等
（応急復旧）

緊急点検・
被災調査等

災害協定
必要に応じて
追加調査・検討等

随意契約
既契約（維持等）

随意契約
一般競争

指名競争

必要に応じて、フレームワーク方式
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http://www.nilim.go.jp/lab/peg/index.htm

2) 災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン

http://www.nilim.go.jp/lab/peg/img/file1869.pdf
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研究動向・成果 
 

気候変動を踏まえた 

水技術政策に関する 

海外情報モニタリング 
(研究期間：平成 27年度～) 

気候変動適応研究本部 

川﨑 将生 板垣 修 福濱 方哉 

（キーワード）  水災害、水資源管理、気候変動適応策、海外情報、政策モニタリング 

 

１．はじめに 

諸外国の技術政策動向を把握し、我が国の現状の

技術政策の先進度を確認して、必要に応じて諸外国

の知見を国内施策の推進に役立てていくことは重要

である。本稿では、気候変動適応研究本部（本部長：

国総研所長、以下、「研究本部」という。）におけ

る分野横断的な研究活動を円滑に推進するための基

盤の一つとして継続的に実施している、気候変動を

踏まえた水技術政策に関する海外情報モニタリング

の取組を紹介する。 

 

２．海外情報モニタリング 

研究本部では、米英蘭の水災害・水資源管理に係

る気候変動適応策に関する事例調査をはじめ、従来

から諸外国の技術基準・指針を入手し、あるいは現

地を訪問して技術者等から直接聞き取りを行うなど

により気候変動適応に関する諸外国の技術政策動向

の把握を行っており、その調査国数は13カ国にのぼ

る1)。本稿で紹介する取組は、こうして蓄積した情報

や調査の効率性を考慮し、表に例示するように、国

別に選定した重点的に情報収集する機関の公式ホー

ムページを定期的に確認して情報更新を追跡する

“定点観測”を基本に、海外の主に公的機関のWebサ

イトから先進的な気候変動適応策に関する情報を収

集し、要約した上で研究本部ホームページに海外最

新情報として掲載するものである。 

この取組を開始した2015年度から2021年度までの

約７年間で計23回の情報集約を行い、延べ138の記事

を掲載した2)。国別記事数はアメリカ、イギリスの 

表 国別重点的情報収集対象機関と掲載記事数 

※記事数は2021年3月までの数。 
※上記３カ国の他、2015年からの調査対象としてEU等の国際機関
や海外メディア等（記事数10）、及び2019年から調査対象に追
加したフランス（記事数８）、ドイツ（記事数３）がある。 

 

当該分野における活発な動きをうかがわせるが、気

候変動予測の進展を踏まえつつ洪水対策を計画的に

推進するオランダの先進的な技術政策動向も、我が

国の参考となる示唆に富んだ内容であり、興味深い。 

 

３．今後の展開 

諸外国の気候変動適応策に係る調査・研究、政策

の検討・実施状況は次々に変化しているため、最新

情報を収集・整理・分析し続けることが重要である。

今後も本稿で紹介した取組を継続するとともに、必

要に応じて現地調査を組み合わせた効果的・効率的

な技術政策モニタリングを進めていく考えである。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.749 pp.Ⅱ-163-210 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0

749.htm 

2) 気候変動適応研究本部ホームページ 海外事例 

http://www.nilim.go.jp/lab/kikou-site/20info.h 

tml#T02 

国 重点的情報収集対象機関 記事数 

アメリカ 
緊急事態管理庁、陸軍工兵隊、

海洋大気庁、地質調査所 など 
64 

イギリス 
環境・食料・農村地域省、 

環境庁 
42 

オランダ 
デルタ委員会、王立水機構 

など 
11 

幹事長 
（水防災システム研究官） 

幹事 
（水害研究室 室長） 

(博士(防災学)) 

副本部長 
（河川研究部長） 

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 
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研究動向・成果

気候変動を踏まえた 
水技術政策に関する 
海外情報モニタリング
( 研究期間 ： 平成 27 年度～）

気候変動適応研究本部 
幹事長

（水防災システム研究官）
　川﨑　将生　

幹事
（水害研究室　室長）

（博士（防災学））

　板垣　修　 副本部長
（河川研究部長）

　福濱　方哉

（キーワード）　水災害、水資源管理、気候変動適応策、海外情報、政策モニタリング

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0 

749.htm

2)�気候変動適応研究本部ホームページ　海外事例

http://www.nilim.go.jp/lab/kikou-site/20info.h

tml#T02
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研究動向・成果 
 

気候変動を踏まえた 

水技術政策に関する 

海外情報モニタリング 
(研究期間：平成 27年度～) 

気候変動適応研究本部 

川﨑 将生 板垣 修 福濱 方哉 

（キーワード）  水災害、水資源管理、気候変動適応策、海外情報、政策モニタリング 

 

１．はじめに 

諸外国の技術政策動向を把握し、我が国の現状の

技術政策の先進度を確認して、必要に応じて諸外国

の知見を国内施策の推進に役立てていくことは重要

である。本稿では、気候変動適応研究本部（本部長：

国総研所長、以下、「研究本部」という。）におけ

る分野横断的な研究活動を円滑に推進するための基

盤の一つとして継続的に実施している、気候変動を

踏まえた水技術政策に関する海外情報モニタリング

の取組を紹介する。 

 

２．海外情報モニタリング 

研究本部では、米英蘭の水災害・水資源管理に係

る気候変動適応策に関する事例調査をはじめ、従来

から諸外国の技術基準・指針を入手し、あるいは現

地を訪問して技術者等から直接聞き取りを行うなど

により気候変動適応に関する諸外国の技術政策動向

の把握を行っており、その調査国数は13カ国にのぼ

る1)。本稿で紹介する取組は、こうして蓄積した情報

や調査の効率性を考慮し、表に例示するように、国

別に選定した重点的に情報収集する機関の公式ホー

ムページを定期的に確認して情報更新を追跡する

“定点観測”を基本に、海外の主に公的機関のWebサ

イトから先進的な気候変動適応策に関する情報を収

集し、要約した上で研究本部ホームページに海外最

新情報として掲載するものである。 

この取組を開始した2015年度から2021年度までの

約７年間で計23回の情報集約を行い、延べ138の記事

を掲載した2)。国別記事数はアメリカ、イギリスの 

表 国別重点的情報収集対象機関と掲載記事数 

※記事数は2021年3月までの数。 
※上記３カ国の他、2015年からの調査対象としてEU等の国際機関
や海外メディア等（記事数10）、及び2019年から調査対象に追
加したフランス（記事数８）、ドイツ（記事数３）がある。 

 

当該分野における活発な動きをうかがわせるが、気

候変動予測の進展を踏まえつつ洪水対策を計画的に

推進するオランダの先進的な技術政策動向も、我が

国の参考となる示唆に富んだ内容であり、興味深い。 

 

３．今後の展開 

諸外国の気候変動適応策に係る調査・研究、政策

の検討・実施状況は次々に変化しているため、最新

情報を収集・整理・分析し続けることが重要である。

今後も本稿で紹介した取組を継続するとともに、必

要に応じて現地調査を組み合わせた効果的・効率的

な技術政策モニタリングを進めていく考えである。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.749 pp.Ⅱ-163-210 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0

749.htm 

2) 気候変動適応研究本部ホームページ 海外事例 

http://www.nilim.go.jp/lab/kikou-site/20info.h 

tml#T02 

国 重点的情報収集対象機関 記事数 

アメリカ 
緊急事態管理庁、陸軍工兵隊、

海洋大気庁、地質調査所 など 
64 

イギリス 
環境・食料・農村地域省、 

環境庁 
42 

オランダ 
デルタ委員会、王立水機構 

など 
11 

幹事長 
（水防災システム研究官） 

幹事 
（水害研究室 室長） 

(博士(防災学)) 

副本部長 
（河川研究部長） 

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 

 

研究動向・成果 
 

 

ICT/AIを活用した下水処理場 

運転管理技術に関する 

B-DASHプロジェクトの実証研究 
(研究期間：令和３年度～)  

下水道研究部 下水処理研究室 

田隝 淳 岩渕 光生  

藤井 都弥子 石井 淑大 

（キーワード）  ICT、AI、下水処理場運転管理の効率化、雨天時浸入水、広域化  

 

１．はじめに 

下水道事業を行う自治体の財政難や技術職員の

減少を背景として、施設の広域化による運転管理の

効率化や熟練職員からの適切な技術継承などが喫

緊の課題となっている。この課題解決の手法として、

ICTやAIを活用した運転管理技術の利用が期待され

ている。一方で、関連する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

るコスト縮減や効率的な運転管理等を実現するた

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、当該技術を普及させ

ることである。ここでは、2021年度より、実規模実

証事業を始めた３技術について報告する。 

 

２．実証技術の概要等 

各技術の概要について紹介する。  

(1) ICTを活用した下水道施設広域管理システム 

本技術は、制御設備の製造業者が異なる複数の処

理場・ポンプ場を拠点施設から効率的に遠隔監視・

制御する広域管理システムの実現を目指すもので

ある。具体的には、製造業者ごとに異なるシステム

を接続するため、共通の通信仕様を定める①共通プ

ロトコル方式及び②リモートデスクトップ方式並

びに①と②を組み合わせる方式を用いて遠隔監視・

制御を行うことで、通信の信頼性・安定性と建設・

維持管理コストの低減効果を、倉敷市にある6施設

において実証する。（図-1） 

 (2) AIを活用した下水処理場運転操作の先進的支

援技術 

本技術は、熟練技術者のノウハウ継承等により運

転管理の最適化・効率化を目指すものである。具体

的には、下水処理場の流入水質や処理量等の運用デ

ータを基に、 

①画像処理AI:沈殿池の水面等の画像から異常を

検知 

②水質予測AI:現在及び推定した運転操作量に対

して処理水質を予測 

③対応判断AI:原因と対応の関連を見える化し、取

るべき対策を提示 

④運転操作AI：最適な運転操作量を導出 

 

図-1 技術の概要（広域管理） 
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を活用して、運転操作の支援による処理水質の安定

化と維持管理コストの低減効果を、広島市西部水資

源再生センター、船橋市高瀬下水処理場において実

証する。（図-2） 

(3)AIを用いた分流式下水道の雨天時浸入水対策支

援技術 

本技術は、分流式下水処理場の雨天時浸入水に起

因する処理水量増加に対応する最適な運転操作の実

現を目指すものである。具体的には、AIを活用して

流入水量や熟練技術者の運転ノウハウ等を学習し、

雨天時のポンプ等の運転操作を支援する技術につい

て、運転操作の負担低減、放流水質の確保、溢水リ

スク低減効果を、愛知県衣浦西部浄化センターにお

いて実証する。（図-3） 

 

３．成果の活用及び今後の展開 

今後、実証研究の成果に基づき、有識者や地方公

共団体の意見も踏まえた上で、技術毎にガイドライ

ンとしてとりまとめることとしている。ガイドライ

ンの標準的な構成は以下のとおりである。 
 

表 ガイドラインの構成 

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 

 

また、国総研では、ガイドライン説明会を開催す

る等を通じて革新的技術の普及展開に努めている。

2021年5月までに、実規模実証事業として52技術を採

択し、35のガイドラインを公表し、導入されたB-DASH

技術は13技術140件に及んでいる。更なる普及展開の

ために、国土交通省下水道部とも連携し、「B-DASH

技術を踏まえたエネルギー性能指標の設定、交付金

要件化」、「実証研究後の自主研究のフォローアッ

プを通じたガイドラインの改善」、「コスト計算ツ

ールの作成」等の取組みを行っている。今後も、新

技術の実証に取り組んでいくとともに、普及展開に

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  

【参考】B-DASH技術適用表等掲載 

 

 

 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/miz

ukokudo_sewerage_tk_000450.html  

 

図-2 技術の概要（AIによる運転操作支援） 

 

図-3 技術の概要（雨天時における対策支援） 

 

2.

社
会
の
生
産
性
と
成
長
力
を
高
め
る
研
究

研究動向・成果

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

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/miz 

ukokudo_sewerage_tk_000450.html　

- 88 -- 88 -

http://www.nilim.go.jp/lab/ecg/bdash/bdash.htm
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000450.html
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000450.html


313

 

 
 

を活用して、運転操作の支援による処理水質の安定
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ＯＤ交通量逆推定手法における 

入力断面箇所数の相違 

による推定結果の安定性検証 
(研究期間：平成 27年度～) 

道路交通研部 道路研究室 

松岡 禎典 村野 祐太郎 横地 和彦  

（キーワード）  OD交通量逆推定手法、ETC2.0プローブ情報、入力断面箇所数 

 

１．はじめに 

国土交通省では、全国道路・街路交通情勢調査（以

下、｢センサス｣という）により、OD交通量を把握し

ているが、当該調査は概ね5年に1度のサンプル調査

である。そのため、国総研では、任意の日の確から

しいOD交通量の把握を目的として、容易に実測可能

な道路の断面交通量から遡ってOD交通量を推定する

OD交通量逆推定手法の開発に取り組んでいる。これ

により、季節や曜日の違いによる交通需要の変動を

捉えた的確な道路交通マネジメントが可能になると

期待される。しかし、既往研究では、センサスによ

る全ての観測断面交通量が利用できることを前提と

したものである。これに対し、任意の日のOD交通量

を把握するためには、断面交通量の観測箇所が、ト

ラフィックカウンター等設置箇所に限定されること

を踏まえ、OD交通量逆推定手法に適用する断面交通

量の観測箇所数が少ない場合においても、精度よく

OD交通量を推定できるか確認する必要がある。本研

究では、OD交通量逆推定手法への観測断面交通量の

適用箇所数を削減した複数のケースついて検討を行

い、その結果を述べる。 

 

２．ＯＤ交通量逆推定手法の概要 

日別OD交通量逆推定手法のモデル式を式(1)に示

す。断面交通量の残差平方和と発生交通量の残差平

方和を最小化するモデルであり、未知変数として各

ゾーンの発生交通量を推定する。重みは誤差論に基

づき、それぞれ分散の逆数としている。第2項の重み

は、センサスのOD調査において発生交通量の調査精

度を「発生交通量の相対誤差が、信頼度95％で相対

誤差率20％以内」とされていることに鑑み、正規分

布を仮定した場合の分散の逆数としている。 

1
(0.1/1.96)2 ∑ (𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎∗)2𝑎𝑎𝑎𝑎

∑ ∑ ∑ (�̂�𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎∗)
2

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎  

+
1

(0.2/1.96)2 ∑ (𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖∗)2𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ (�̂�𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 − �̂�𝑂𝑂𝑂𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖∗)

2

𝑖𝑖𝑖𝑖
→ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝑠𝑠𝑠𝑠. 𝑠𝑠𝑠𝑠.  (1/1.2)𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖∗ ≤ �̂�𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ (1/0.8)𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖∗ 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖：OD交通量 ij のリンクaの利用率 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖： ij 間の目的地選択率 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎∗：リンクaの観測断面交通量 

�̂�𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖：発生交通量（未知変数） 

�̂�𝑂𝑂𝑂：総発生交通量（�̂�𝑂𝑂𝑂 = ∑ �̂�𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ） 

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖∗：既存データによる発生交通量比率（= 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖∗/𝑂𝑂𝑂𝑂∗） 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖∗：既存データの発生交通量 

𝑂𝑂𝑂𝑂∗：既存データの総発生交通量 
 

本研究では、リンク利用率にETC2.0プローブ情報

を適用しており、OD毎、リンク毎の取得率の違いに

応じ、リンク利用率を成長率法で補正する手法を採

用しており、次の2つのステップよりなる。 

・ステップ 1：ETC2.0プローブ情報の OD毎、リンク

毎の取得率の違いに応じた補正（図-1） 
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主任研究官 交流研究員 
 

室長 

(1) 

図-1 リンク利用率補正手法 

①

各行の和 収束

各列の和

収束

② 列和ベクトル
（観測リンクごとの2.0サンプル交通量の総和）

③

収束させるターゲットベクトル（観測リンク交通量）

④行和ベクトル（ODペアごとの
2.0サンプル交通量の総和）

⑤収束させる
ターゲットベクトル

⑦

（ ：拡大後）

：既存OD交通量（センサスデータ）
：ETC2.0サンプルOD交通量

δ：総和を列和（ΣKn）と同じ値とする
ための調整係数（全ODで同じ値）

⑥ 行和×OD拡大率

各行の和 OD拡大率

ETC2.0のサンプル交通量
を要素とする行列

ODごとの取得率の
違いに応じた補正

リンクごとの取得率の
違いに応じた補正

リンク利用率

ODペア 観測リンク

成長率法（フレーター法）
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による推定結果の安定性検証
( 研究期間 ： 平成 27 年度～）

道路交通研部　道路研究室 
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・ステップ 2：経路選択率（OD間の各経路交通量を

OD交通量で割った値）の和を 1.0とする処理 

 

３．入力断面箇所数の相違による推定結果の検証 

(1) 検証方法 

日別OD交通量逆推定モデルの入力データを示す

（表-1）。常時観測体制では、観測断面交通量を取

得できる地点数は、トラフィックカウンター等が設

置された地点に限られることから、一般道路におい

て、平成27年度のセンサスの観測地点数よりも減少

する。これを想定して入力地点数が異なる複数のケ

ースの設定を行った。リンク利用率は入力可能箇所

を全て入力するケース0（基本ケース）を対象に、前

述のリンク利用率の補正手法を適用して算定する。 

(2) 検証結果 

①推定結果 

近畿地方全体のケース0～3の推定結果を表-2に示

す。ケース1･2は、入力断面箇所を無作為に削減した

ケースであり、ケース3は現時点で利用可能な全ての

常時観測箇所を用いることを想定したケースである。 

ケース0と比較したケース1･2の推定発生交通量

の%RMSは、3.8%以下であった。一方、ケース3は6.4%

と、ケース0～2と比較してやや大きい程度であった。

断面交通量の%RMSも同様の傾向であり、ケース3はケ

ース0～2と比較してやや大きいものの、%RMSの値に

大きな差はなく、推定精度に大きな違いはなかった。 

②発生交通量の増減傾向 

近畿地方の各地域に着目して、ケース3の各ゾーン

の推定発生交通量の増減傾向について、ケース0との

比較を示す（図-2）。発生交通量が低く推定される

地域が、郊外部を中心に確認された。原因として、

入力値のリンク利用率の補正が十分でないことが考

えられる。リンク利用率に適用したETC2.0プローブ

情報は高速道路・直轄国道に設置された経路情報収

集装置を通じてデータを収集している。これらの地

域では高速道路・直轄国道のネットワークが疎であ

るため、補正に適用するETC2.0プローブ情報が不足

し、リンク利用率が正しく補正できていないことが

要因と考えられる。 

 
図-2 ケース0とケース3の推定発生交通量の比較 

 

４．おわりに 

本研究では、入力地点数が異なる複数のケースを

設定し、OD交通量逆推定結果の安定性を検証した。

現在実現可能な常時観測体制を想定したケース3の

推定精度は、近畿地方全体では他ケースと比較して

大きな差は認めらなかった。一方、各地域に着目す

ると、精度の低い地域があり、リンク利用率の補正

方法の改良が必要と考えられる。また、現在取り組

みを進めているCCTVカメラ(AI解析)による一般道に

おける交通量の常時観測箇所数が増えることで、推

定精度の向上が一定程度期待出来る。 

☞詳細情報はこちら 

1) 第64回土木計画学研究・講演集 (21-09) 

OD交通量逆推定手法の観測地点の相違による推定結

果の安定性検証 

ケース3
（高速＋一般(常観地点)）

（ケース3/ケース0）

表-1 入力データ 

対象地域 発生交通量
目的地選択

確率
リンク利用率

観測断面

交通量

近畿地方

（896ゾーン）

平成27年度

情勢調査によ

るOD交通量

から算出

平成27年度

情勢調査によ

るOD交通量

から算出

ETC2.0の経路情報

から算出したリン

ク利用率を、成長

率法で補正

平成27年度

情勢調査によ

る交通量調査

結果を適用

表-2 推定結果 

ケース
観測交通量の
入力断面箇所数

発生交通量 断面交通量
（高速+一般）

交通量
(十万台)

％RMS
(ケース0
と比較)

交通量
（十万台）

％RMS

センサスで
得られた値

147 490

ケース0
基本ケース

合計：2,264
一般：1,770 高速：494

145 482 18.1%

ケース1
一般40%減

合計：1,556
一般：1,062 高速：494

144 3.1% 478 18.3%

ケース2
一般60%減

合計：1,202
一般： 708 高速：494

143 3.8% 476 18.3%

ケース3
高速+一般(常観)

合計： 510
一般： 32 高速：478

141 6.4% 469 18.9%
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るため、補正に適用するETC2.0プローブ情報が不足

し、リンク利用率が正しく補正できていないことが

要因と考えられる。 

 
図-2 ケース0とケース3の推定発生交通量の比較 

 

４．おわりに 

本研究では、入力地点数が異なる複数のケースを

設定し、OD交通量逆推定結果の安定性を検証した。

現在実現可能な常時観測体制を想定したケース3の

推定精度は、近畿地方全体では他ケースと比較して

大きな差は認めらなかった。一方、各地域に着目す

ると、精度の低い地域があり、リンク利用率の補正

方法の改良が必要と考えられる。また、現在取り組

みを進めているCCTVカメラ(AI解析)による一般道に

おける交通量の常時観測箇所数が増えることで、推

定精度の向上が一定程度期待出来る。 

☞詳細情報はこちら 

1) 第64回土木計画学研究・講演集 (21-09) 

OD交通量逆推定手法の観測地点の相違による推定結

果の安定性検証 

ケース3
（高速＋一般(常観地点)）

（ケース3/ケース0）

表-1 入力データ 

対象地域 発生交通量
目的地選択

確率
リンク利用率

観測断面

交通量

近畿地方

（896ゾーン）

平成27年度

情勢調査によ

るOD交通量

から算出

平成27年度

情勢調査によ

るOD交通量

から算出

ETC2.0の経路情報

から算出したリン

ク利用率を、成長

率法で補正

平成27年度

情勢調査によ

る交通量調査

結果を適用

表-2 推定結果 

ケース
観測交通量の
入力断面箇所数

発生交通量 断面交通量
（高速+一般）

交通量
(十万台)

％RMS
(ケース0
と比較)

交通量
（十万台）

％RMS

センサスで
得られた値

147 490

ケース0
基本ケース

合計：2,264
一般：1,770 高速：494

145 482 18.1%

ケース1
一般40%減

合計：1,556
一般：1,062 高速：494

144 3.1% 478 18.3%

ケース2
一般60%減

合計：1,202
一般： 708 高速：494

143 3.8% 476 18.3%

ケース3
高速+一般(常観)

合計： 510
一般： 32 高速：478

141 6.4% 469 18.9%

 

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～令和３年度） 
建築研究部         犬飼 瑞郎  

基準認証システム研究室    阿部 一臣       荒木 康弘       坂下 雅信   

構造基準研究室            喜々津 仁密        三木 徳人     宮村 雅史 

防火基準研究室           岩見 達也     鈴木 淳一      樋本 圭佑 

設備基準研究室       平光 厚雄 

防火基準研究室       水上 点睛 

材料・部材基準研究室        三島 直生     根本 かおり     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、中層木質混構造建築

物(CLT等の木質系大型パネルを用いた木造と他構造

種別等を混用した中層建築物)に関する、一般技術を

用いた、構造設計法、防耐火設計法、耐久設計法等

の整備に資する技術開発に取り組んだ。 

２．技術開発の概要 

中層木質混構造建築物について、必要となる主

要な次の 3つの技術性能を検討するためのプロトタ

イプ(図-1)を設定し、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た。 

図-1 プロトタイプ(CLT＋S骨組)の外観と内観イメージ 
 

(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、CLT＋鉄筋コンクリート(RC)、

または、CLT+鉄骨造(S)の混構造において選定し、

構造性能評価法等について、技術開発を行った。 

(2)防耐火性能に関する検討 

構造性能と、防耐火性能の調和を図りながら、木

質構造部分個々の耐火性能が建物全体の性能に与え

る影響を考慮した防耐火設計事例や、天井への散水

設備等について、その効果を実験的な検討を行った。

(図-2) 

図-2 内装制限に対する天井散水設備の効果 
 

(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

を行った。 

３．おわりに 

国土交通省関係部局、建築研究所、学識経験者、

関係団体、等との連携、更に、内閣府のPRISMという

制度も活用して技術開発を進めきた。なお、検討結

果の一部を、弊所Webで発表している。 

犬飼 荒木 鈴木 三島 

 

一般的なスプリンクラー設備の効果

Radiative flux on floor

Reduction of
thermal exposure

上向きの散水設備の効果

Water spray on ceiling 

天井散水設備

写真 

 

犬飼 

写真 

 
荒木 

写真 

 
鈴木 

写真 

 

三島 
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(博士(工学)) 
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(博士(工学)) 
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(博士(工学)) 

室長 
(博士(工学)) 

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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(博士(工学)) 

主任研究官 
(博士(工学)) 
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主任研究官 
(博士(農学)) 

建築新技術統括研究官 
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研究動向・成果

犬飼 荒木 鈴木 三島

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～令和３年度）

建築研究部　　 建築新技術統括研究官　犬飼　瑞郎 

基準認証システム研究室　室長　阿部　一臣　 主任研究官
（博士（工学））

　荒木　康弘　 主任研究官
（博士（工学））

　坂下　雅信 

構造基準研究室　　　 室長
（博士（環境学））喜々津　仁密 研究官

（博士（工学））
　三木　徳人　　研究官　　　宮村　雅史 

防火基準研究室　　　　室長　　 岩見　達也　 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 

設備基準研究室　　　 室長
（博士（工学））

　平光　厚雄 

防火基準研究室　　　 主任研究官
（博士（工学））

　水上　点睛 

材料・部材基準研究室 室長
（博士（工学））

　三島　直生　 主任研究官
（博士（工学））

　根本　かおり　主任研究官
（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　　 主任研究官
（博士（農学））

　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
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研究動向・成果 
 

防火被覆のコスト低減に資する 

木質混構造建築物の技術開発 
(研究期間：令和２年度～令和３年度) 

建築研究部        村田 英樹 

防火基準研究室      鈴木 淳一  

基準認証システム研究室      荒木 康弘 

防火基準研究室      水上点睛 

（キーワード）  防火被覆、木質混構造建築物、内装制限、散水設備 

 

１．はじめに 

平成30年建築基準法改正により、新たな中高層木

造建築物の実現が可能となった。しかし、新たな防

火対策の標準化が途上なため、一般普及には時間を

要している。ここでは、官民研究開発投資拡大プロ

グラムPRISMバイオ技術領域「木材需要拡大に資する

大型建築物普及のための技術開発」において行った

新たな防火対策技術を紹介する。 

 

２．木質化による火災安全上の課題と対策技術 

建物利用者の快適性等から天井を木仕上げとする

ニーズが増えている(図-1)。また、木質構造体を仕

上げとすることで、建築コストが割高となる要因の

一つを解消できる可能性もある。その一方、火災安

全上、仕上材に木質材料を用いることで、火災初期

に急速な火災拡大をもたらすことが、過去の火災事

例等で示されている。ここでは、木質内装に関して、

せっこうボード等による被覆ではなく、新たな天井

散水設備による火災拡大抑制効果の把握を行った。 

 

 

３．木質化天井への散水による燃焼抑制効果 

散水設備としては、スプリンクラーがその代表で

ある。しかし、床に設置されている燃焼物の消火を

目的としているため、火炎が壁の上部や天井に到達

すると燃焼抑制効果が十分に期待できない。ここで

は、天井面に散水可能な設備を設置して天井木内

装の燃焼抑制効果を把握した(図-2)。 

天井着火後、散水設備を作動させると散水ヘッド

直上には局所的に水膜が形成され、天井近傍の火炎

が急激に減少し、燃焼を抑制できることが明らかと

なった(図-3)。 

 

４．まとめ 

天井散水設備等を活用することにより、効果的に

火災時の燃焼を抑制できる可能性が明らかとなった。

今後は、コスト低減をめざし、適切な散水量や設置

方法等にて検討していく予定である。 
☞詳細情報はこちら 

1) 内閣府 令和2年度バイオ技術領域 成果報告 

https://www8.cao.go.jp/cstp/prism/seika/bio_r2

/bio7.pdf 

 

   

a) 散水無し 

 

b) 散水量 7.5L/min 

図-1  木質混構造建築物の内観 
図-2 木質化居室内へのスプリン
クラー、散水設備の設置概要 

図-3 散水設備による天井燃焼抑制 
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研究動向・成果

防火被覆のコスト低減に資する 
木質混構造建築物の技術開発
( 研究期間 ： 令和２年度～令和３年度）

建築研究部　建築災害対策研究官　村田　英樹 

防火基準研究室　主任研究官
（博士（工学）

　鈴木　淳一 

基準認証システム研究室　主任研究官
（博士（工学）

　荒木　康弘 

防火基準研究室　主任研究官
（博士（工学）

　水上　点睛

（キーワード）　防火被覆、木質混構造建築物、内装制限、散水設備

https://www8.cao.go.jp/cstp/prism/seika/bio_r2 

/bio7.pdf
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研究動向・成果 
 

防火被覆のコスト低減に資する 

木質混構造建築物の技術開発 
(研究期間：令和２年度～令和３年度) 

建築研究部        村田 英樹 

防火基準研究室      鈴木 淳一  

基準認証システム研究室      荒木 康弘 

防火基準研究室      水上点睛 

（キーワード）  防火被覆、木質混構造建築物、内装制限、散水設備 

 

１．はじめに 

平成30年建築基準法改正により、新たな中高層木

造建築物の実現が可能となった。しかし、新たな防

火対策の標準化が途上なため、一般普及には時間を

要している。ここでは、官民研究開発投資拡大プロ

グラムPRISMバイオ技術領域「木材需要拡大に資する

大型建築物普及のための技術開発」において行った

新たな防火対策技術を紹介する。 

 

２．木質化による火災安全上の課題と対策技術 

建物利用者の快適性等から天井を木仕上げとする

ニーズが増えている(図-1)。また、木質構造体を仕

上げとすることで、建築コストが割高となる要因の

一つを解消できる可能性もある。その一方、火災安

全上、仕上材に木質材料を用いることで、火災初期

に急速な火災拡大をもたらすことが、過去の火災事

例等で示されている。ここでは、木質内装に関して、

せっこうボード等による被覆ではなく、新たな天井

散水設備による火災拡大抑制効果の把握を行った。 

 

 

３．木質化天井への散水による燃焼抑制効果 

散水設備としては、スプリンクラーがその代表で

ある。しかし、床に設置されている燃焼物の消火を

目的としているため、火炎が壁の上部や天井に到達

すると燃焼抑制効果が十分に期待できない。ここで

は、天井面に散水可能な設備を設置して天井木内

装の燃焼抑制効果を把握した(図-2)。 

天井着火後、散水設備を作動させると散水ヘッド

直上には局所的に水膜が形成され、天井近傍の火炎

が急激に減少し、燃焼を抑制できることが明らかと

なった(図-3)。 

 

４．まとめ 

天井散水設備等を活用することにより、効果的に

火災時の燃焼を抑制できる可能性が明らかとなった。

今後は、コスト低減をめざし、適切な散水量や設置

方法等にて検討していく予定である。 
☞詳細情報はこちら 

1) 内閣府 令和2年度バイオ技術領域 成果報告 

https://www8.cao.go.jp/cstp/prism/seika/bio_r2

/bio7.pdf 

 

   

a) 散水無し 

 

b) 散水量 7.5L/min 

図-1  木質混構造建築物の内観 
図-2 木質化居室内へのスプリン
クラー、散水設備の設置概要 

図-3 散水設備による天井燃焼抑制 
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研究動向・成果 
 

 

地方公共団体及び企業に 

おけるスマートシティ化 

の意向と課題 
(研究期間：令和２年度～令和４年度) 

都市研究部 都市計画研究室     勝又 済    地下 調     熊倉 永子 

都市研究部 都市施設研究室     新階 寛恭 

（キーワード）  スマートシティ、地方公共団体、企業  

 

１．はじめに 

地方公共団体がIoT等新技術の活用による主要な

都市問題解決（スマートシティ化）の方向性を検討

する際の支援を目的として、国総研では、都市の諸

問題の解決に対応可能な新技術の体系的整理と、新

技術の活用による主要な都市問題解決効果に係る計

画評価手法に関する研究開発に取り組んでいる。 

本稿では、都市の諸問題と新技術の体系的整理に

向けた実態把握を行うために地方公共団体及び企業

に対して実施した、都市問題と新技術の導入に関す

るアンケート調査結果の一部について紹介する。 

 

２．アンケート調査の概要 

 国土交通省が2018年度に実施したスマートシティ

の実現に向けたニーズ・シーズに関する提案募集（以

下、ニーズ・シーズ調査）に応募があった61の地方

公共団体（都道府県5、政令市・特別区・中核市・特

例市34、その他の都市22）と146の企業を対象にアン

ケート調査を行った（2020年12月～2021年1月実施、

回収率は地方公共団体96.7％、企業62.7％）。調査

内容は、地方公共団体では、新技術を導入して解決

したい都市問題をリストから選択し、それぞれの都

市問題に対し導入したい新技術を回答するものとし

た。企業では逆に、保有する新技術をリストから選

択し、それぞれの新技術に対し解決したい都市問題

を回答するものとした。都市問題と新技術のリスト

は、ニーズ・シーズ調査の大分類(12)を元に、国総

研が細分化したものを用いた。その他、アンケート

では、新技術の導入状況や導入時の課題も設問とし

た。図-1にアンケートに回答した地方公共団体の 

窓口担当部局の内訳、図-2に企業の業種内訳を示す。 
 
３．アンケート調査結果の概要 

(1)都市問題と新技術の組み合わせの選択における

地方公共団体と企業の傾向の相違 

地方公共団体が考える都市問題と新技術の組み合

わせと、企業が考える組み合わせの相違を見るため、

両者の回答を大分類で重ねた結果を表-1に示す。都

市問題の視点からは、「(ア)交通・モビリティ」「(ウ)

防災」「(エ)インフラの維持管理」「(サ)コンパク

トなまちづくり」は両者の考えが一致する組み合わ

せが多かった。一方、「(オ)観光」「(カ)健康・医

療」は、地方公共団体の回答は多いが、企業の回答 

 
図-1 地方公共団体の窓口担当部局の内訳 

 
図-2 回答した企業の業種の内訳 

表-1 地方公共団体と企業の回答のマッチング 
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は少なかった。新技術の視点からは、「(1)通信ネッ

トワークとセンシング技術」「(6)  (1)～(5)を活用

した新たな応用技術」は多くの都市問題に対し両者

の回答が多かった。 

(2)地方公共団体と企業が考える新技術導入に当た

っての課題認識とその相違 

地方公共団体と企業が考える新技術導入に当たっ

ての課題を導入状況別に整理した結果を、それぞれ

表-2、表-3に示す。まず、地方公共団体の導入した

い新技術の回答数を導入状況別に見ると、「導入検

討中」では「不明」が多い。企業でも「導入検討中」

では課題として「都市問題との対応」の選択が多い

ことから、両者とも都市問題と新技術のマッチング

に苦慮している様子が窺われる。次に、地方公共団

体と企業の新技術導入の課題を全体的に比較すると、

両者ともコストに関する選択がどの新技術にも共通

して多く挙げられている。「(7)自動運転技術・ロボ

ット・新技術（輸送）」と「(8)ロボット・新技術（輸

送以外）」は、地方公共団体、企業ともに、コスト

面の他に「現行法規制」の選択も多く、社会実装の

ネックになっていることが窺われる。「(7)自動運転

技術・ロボット（輸送）」では，地方公共団体で「社

会受容性」も多く、自動運転技術を利用する市民の

理解や経験の成熟が期待される。 

 

４．地方公共団体がスマートシティ化の取り組みを

実施する上での主な課題 

今回のアンケート結果から、①「交通・モビリテ

ィ」等，地方公共団体の都市問題と企業の新技術の

マッチングが進んでいる分野がある一方、「健康・

医療」等、適用可能な新技術が不十分な分野、「分

析・予測技術」等、導入可能な都市問題が認識され

ていない分野等もあり、都市問題と新技術のマッチ

ングに関する情報共有が必要であること、②どの新

技術の導入においても最大の課題はコスト面（導入

コスト、運用コスト、収益構造）であり、コストに

見合った都市問題解決効果が得られることを計画段

階や進捗段階で定量的に予測・評価するための評価

手法の開発が求められること、等が明らかとなった。 

表-2 新技術導入の課題＜地方公共団体＞ 

 
 

表-3 新技術導入の課題＜企業＞ 

 

５．おわりに 

現在は、国のモデル事業での取り組みを参考に、

都市問題と新技術のマッチングに関する先行事例や、

その評価指標に関する情報を盛り込んだ技術資料の

作成に取り組んでいる。 

☞詳細情報はこちら 

都市問題の解決に向けた新技術導入（スマートシテ

ィ化）に関する研究 －都市問題を抱える地方公共団

体と新技術を保有する企業への意向調査－ 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/journalcp

ij/56/3/56_1413/_pdf/-char/ja 
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は少なかった。新技術の視点からは、「(1)通信ネッ

トワークとセンシング技術」「(6)  (1)～(5)を活用

した新たな応用技術」は多くの都市問題に対し両者

の回答が多かった。 

(2)地方公共団体と企業が考える新技術導入に当た

っての課題認識とその相違 

地方公共団体と企業が考える新技術導入に当たっ

ての課題を導入状況別に整理した結果を、それぞれ

表-2、表-3に示す。まず、地方公共団体の導入した

い新技術の回答数を導入状況別に見ると、「導入検

討中」では「不明」が多い。企業でも「導入検討中」

では課題として「都市問題との対応」の選択が多い

ことから、両者とも都市問題と新技術のマッチング

に苦慮している様子が窺われる。次に、地方公共団

体と企業の新技術導入の課題を全体的に比較すると、

両者ともコストに関する選択がどの新技術にも共通

して多く挙げられている。「(7)自動運転技術・ロボ

ット・新技術（輸送）」と「(8)ロボット・新技術（輸

送以外）」は、地方公共団体、企業ともに、コスト

面の他に「現行法規制」の選択も多く、社会実装の

ネックになっていることが窺われる。「(7)自動運転

技術・ロボット（輸送）」では，地方公共団体で「社

会受容性」も多く、自動運転技術を利用する市民の

理解や経験の成熟が期待される。 

 

４．地方公共団体がスマートシティ化の取り組みを

実施する上での主な課題 

今回のアンケート結果から、①「交通・モビリテ

ィ」等，地方公共団体の都市問題と企業の新技術の

マッチングが進んでいる分野がある一方、「健康・

医療」等、適用可能な新技術が不十分な分野、「分

析・予測技術」等、導入可能な都市問題が認識され

ていない分野等もあり、都市問題と新技術のマッチ

ングに関する情報共有が必要であること、②どの新

技術の導入においても最大の課題はコスト面（導入

コスト、運用コスト、収益構造）であり、コストに

見合った都市問題解決効果が得られることを計画段

階や進捗段階で定量的に予測・評価するための評価

手法の開発が求められること、等が明らかとなった。 

表-2 新技術導入の課題＜地方公共団体＞ 

 
 

表-3 新技術導入の課題＜企業＞ 

 

５．おわりに 

現在は、国のモデル事業での取り組みを参考に、

都市問題と新技術のマッチングに関する先行事例や、

その評価指標に関する情報を盛り込んだ技術資料の

作成に取り組んでいる。 

☞詳細情報はこちら 

都市問題の解決に向けた新技術導入（スマートシテ

ィ化）に関する研究 －都市問題を抱える地方公共団

体と新技術を保有する企業への意向調査－ 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/journalcp

ij/56/3/56_1413/_pdf/-char/ja 
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研究動向・成果 
 

労働環境改善のためのコンテナ遠隔  

荷役システムの導入実態に関する研究 
(研究期間：令和元年度～令和４年度) 

港湾研究部 港湾計画研究室 

上田 剛士 安部 智久 

（キーワード）  コンテナターミナル、遠隔操作RTG、労働環境改善、荷役 

１．はじめに 

近年、労働力人口の減少及び高齢化の進展による

将来の港湾労働者不足の深刻化が懸念されている。

この背景にはコンテナターミナルでの厳しい労働環

境（野外、高所でのクレーン作業等）がある。 

このため国土交通省では、コンテナターミナルに

おける労働環境の改善を図り、コンテナターミナル

の機能を維持・向上させることを目的として、遠隔

操作RTG及びその導入に必要となる施設の整備に対

する支援を行っている。当研究室では、これに関連

してRTGの遠隔自働化動向や導入効果に関する研究

を行っている。 

 

２．遠隔操作RTG導入の意義と期待される効果 

RTGとは、"Rubber Tired Gantry Crane"の略で、

コンテナ蔵置エリアにおいてトレーラー等にコンテ

ナの積み下ろし作業を行うクレーンを指す。蔵置さ

れたコンテナの山を跨ぐ門型の形状で、ゴムタイヤ

で舗装路面を走行する。現状では、クレーンの上部 

 

写真 遠隔操作RTGによる荷役作業イメージ 

 

にある運転席にオペレーター（運転員）が搭乗し、 

下方を向きながら操作するのが一般的であり、疲労

が生じやすい。遠隔操作RTGシステムでは、コンテナ

ターミナルの管理棟などから遠隔操作することがで

き、また一部の動作を自働運転にすることで、１人

のオペレーターが複数台を同時に操作することが可

能になる。また操作室が屋内になることで、オペレ

ーターの労働環境がより快適かつ安全になる。 

 

３．遠隔荷役システム導入手法と効果に関する検証 

遠隔操作RTGシステムの導入にあたっては、いくつ

か考慮すべき事項がある。RTGを遠隔自働化する一方、

これとコンテナを受け渡しするトラックは依然とし

て人力での運転となるため、コンテナを受け渡しす

る作業における安全対策が重要となる。また遠隔で

の操作のため荷役作業時の視認性が低下し、コンテ

ナ１個当たりの荷役時間が従来よりもやや長期化す

る場合がある。以上により、ターミナルの運営方法

やレイアウト等を一部見直す場合も出てくる。 

当研究室では、遠隔RTGシステム導入事例について

の収集と分析、数値シミュレーションによる遠隔操

作RTG導入効果の検証手法の検討等を行っている。 

 

４．今後の展望 

既に遠隔操作RTGの導入を進めている港湾はある

が、他港においても必要に応じ円滑に導入ができる

よう、実態分析をおこなうことにより、労働環境改

善、労働力不足問題の解決に貢献することを目指す。 

主任研究官 室長 
(博士(工学)) 
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研究動向・成果 
 

 

グローバル・サプライチェーンを停滞 

させている沖待ちの把握・分析 
(研究期間：令和元年度～令和３年度) 

港湾研究部 港湾システム研究室 

赤倉 康寛 

（キーワード）  コンテナ船、遅延、ターミナル混雑、AIS 

 

１．サプライチェーン・クライシス 

クリスマスギフトも含め、欧米諸国において、消

費者に商品が届かないサプライチェーン・クライシ

スが大きな問題となっている。我が国においても、

輸送コストの増大が消費者物価を押し上げ、フライ

ドポテトの販売制限が課されるなど、生活へ直接の

影響が出ている。現在、欧米や中国の主要港湾では、

多くのコンテナ船が着岸して荷役する順番を、長け

れば数十日にもわたって待機（沖待ち）している。

本研究では、①コンテナ船の遅延を発生させている

港湾を特定し、さらに、②当該港湾におけるコンテ

ナ船の沖待ち状況を把握・分析したものである。 

 

２．コンテナ船の遅延発生状況の分析 

我が国に寄港する、もしくは、我が国との間に小

型船による接続が確保されている3大アライアンス

運航の全ての東アジア～欧米間コンテナ航路につい

て、2018年4～12月の運航船の各港湾での遅延状況を

把握した結果が、図-1である。具体的には、各航路

の各船のスケジュールと、各港で受信されたAIS（自

動船舶識別装置：船舶が自船の位置等の情報を自動

で発信する装置）データにより記録された寄港実績

とを比較して、各港湾における遅延の増加を、遅延

発生として集計した。いずれの航路においても、総

遅延日数の約8割が欧米と中国の港湾において発生

していたことが明らかになった。また、これらの混

雑していた港湾の中でも、ターミナルにより遅延の

発生状況が大きく異なっていた。船舶大型化に伴う

アライアンスの再編で、航路サービスが統合され、

高効率の港湾・ターミナルに寄港が集中しているこ

とが大きな要因と推察された。 
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図-1 各航路における遅延発生港湾 

 

３．混雑ターミナルにおける沖待ちの把握分析 

コンテナ船は着岸予定のターミナルのバースに空

きがない場合に、沖待ちを強いられる。そこで、遅

延が発生していた欧米、中国及び我が国の代表的な

港湾を対象として、AISデータにより沖待ち船を特定

し、その沖待ち時間を算定するプログラムを開発し

た。図-2に考え方を示すが、入港及び着岸を判定す

るエリアをそれぞれ設定し、入港から着岸までの所

要時間が、ある一定値以上の場合、沖待ちしていた

と判定した。この一定値は、沖待ちがない場合の入

港に要する最大時間であり、各船の船速や錨泊信号

の有無により、ターミナル別に設定した。 

 

入港判定エリア

着岸判定エリア
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船舶の航跡
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図-2 沖待ち把握方法（イメージ） 
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ナ船の沖待ち状況を把握・分析したものである。 
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アライアンスの再編で、航路サービスが統合され、

高効率の港湾・ターミナルに寄港が集中しているこ

とが大きな要因と推察された。 
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図-1 各航路における遅延発生港湾 

 

３．混雑ターミナルにおける沖待ちの把握分析 

コンテナ船は着岸予定のターミナルのバースに空
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各ターミナルにおいて、どれだけのコンテナ量が

どれだけの時間沖待ちしたのかを、コンテナ沖待ち

時間・量として算定した。対象は、2019年10月のア

メリカ（ロサンゼルス及びロングビーチ港）、オラ

ンダ（ロッテルダム港）、中国（上海及び寧波港）

と日本（東京、横浜、大阪及び神戸港）と、2021年1

月の日本の主要ターミナルである。寄港コンテナ船

の積載コンテナ量は、平均的な状況として、消席率6

割と仮定して算定した。図-3に、バース延長当たり

の沖待ち時間・量と、バースにおいて着岸船が占有

していた時空間の割合であるターミナル利用率とを

比較した結果を示す。利用率が上昇し混雑が激しく

なると、沖待ち時間・量が増加することが確認され

た。また、少ない数の船が長い時間着岸するターミ

ナルより、多くの船が着岸するターミナルの方が、

より沖待ちが発生しやすいことも判った。日本の港

湾の沖待ち時間・量は、当時はアメリカ～オランダ

の間に位置し、小型船の沖待ちが多かった。 
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図-3 バース利用率と沖待ち時間・量 

 

４．コロナ禍における沖待ちの急増 

2020年以降のコロナ禍においては、感染による労
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沖待ち日数とを比較したのが図-4である。2020年夏

以降の継続的な取扱量の増加に対して、冬以降に沖

待ち日数が急増し、2021年夏以降はコンテナ量が大

きく増加しない状況でも沖待ち日数が非常に長くな

っていた。ターミナルの蔵置能力等の限界により、

着岸を制限していたと推察される。 
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図-4 LA港の輸入コンテナ量変化と平均沖待ち日数 

 

５．研究発展の方向性 

世界の港湾で沖待ちが急増している状況を踏まえ、

リアルタイムで各港の沖待ち時間・量を算定するシ

ステムを開発中である。横浜港の主要ターミナルを

対象として試作し、前日に着岸したコンテナ船の沖

待ち時間・量とバース利用率を自動的に算定可能で

あることを確認できている。 

また、2050年カーボンニュートラル社会の実現に

向けて、カーボンニュートラルポートの形成や国際

海運の脱炭素化の議論も進んでいる中で、沖待ちに

よるCO2排出量の増加が懸念されるため、その排出量

及び対策の効果も推計中である。これらの成果につ

いても、今後、順次発表していきたい。 
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1) 国総研資料 No.1097 

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

097.htm 

2) 土木学会論文集D3 Vol.76 No.1 33-42 
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研究動向・成果 
 

 

港湾におけるICT及び

BIM/CIMの導入に向けた 

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  

辰巳 大介     坂田 憲治      小川 雅史     長田 康輝 

小嶋 一弘 

（キーワード）  生産性向上、ICT活用工事、BIM/CIM 

 

１．はじめに 

港湾分野では、生産性向上に向け、2017年度から

ICT浚渫工を開始し、各種要領類の作成・改定を行い、

ICT活用工種を順次拡大している。また、BIM/CIMに

ついては、2018年度に設計業務へ導入後、関係ガイ

ドライン類を整備し、工事への展開が進んでいる。 

 

２．ICT活用工事の生産性向上に係る検討 

基礎工（捨石均し）の出来形計測は、潜水士が水

中スタッフを用いて実施しているが、ICTを活用した

出来形計測により作業の効率化と安全性向上が期待

される。本年度は、マルチビーム測深機、水中ソナ

ー、捨石均し機械の施工履歴データの3種類の出来形

計測手法に関し、現地試験を実施し、計測精度の検

証や出来形管理基準値の検討を行った。 

また、ICT浚渫工等で活用されるマルチビーム測深

機は、計測データに含まれるノイズを完全に自動で

除去することが困難であり、ノイズ処理に時間及び

手間を要している。このため、AI技術を活用してマ

ルチビーム測深データのノイズ処理を効率的に実施

するプログラムを開発し、浚渫工の施工現場で取得

した計測データへ適用して、AIが使用する教師デー

タの作成方法の検討や精度検証を進めている（図-1）。 

 

図-1 マルチビーム測深データを対象としたAIノイ

ズ処理プログラムのイメージ 

３．港湾におけるBIM/CIM活用に向けた検討 

BIM/CIMの活用促進に向け、港湾分野における2018

年度・2019年度のBIM/CIM活用業務・工事から21事例

を抽出し、2021年11月に「BIM/CIM事例集 ver.1 港

湾編」を作成・公開した1)。この事例集は、BIM/CIM

活用の主な用途を、関係者間での情報連携、数量・

工事費・工期の算出、効果的な照査の実施、施工段

階での効果的な活用、の4種類に区分し、それぞれの

用途別に事例をとりまとめたものである（図-2）。

また、3次元モデルの作成時間・手間の削減を図るた

め、ジェネリックオブジェクトの検討も行っている。 

 

図-2 BIM/CIM事例集 ver.1 港湾編（鉄筋干渉確認

による品質の向上） 

 

４．おわりに 

今後、港湾における生産性をさらに向上させるた

め、引き続きICT活用工事やBIM/CIM活用に向けた検

討を進める予定である。 

 

☞詳細情報はこちら 
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研究動向・成果 
 

 

発泡ウレタンによる 

コンクリート版下面の空洞充填法 
(研究期間：令和２年度～令和３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）  発泡ウレタン樹脂、空洞、コンクリート舗装 

 

１．はじめに 

空港のエプロン及び一部の誘導路では、供用後の

不同沈下が想定される場所でプレストレストコンク

リート舗装（以下、PC舗装）が用いられる場合があ

る。工場製作されたプレキャストPC版を設置する際、

路盤の不陸により版下に空洞が生じるため、裏込め

材を充填する必要がある。裏込め材としてはセメン

トグラウトが使用されているが、航空機荷重の繰返

し走行によりグラウトが割れ、舗装内に侵入した雨

水と混じることにより泥化し、泥化したグラウトが

流出したり、目地部から上方へ噴き上がるポンピン

グ現象が生じることがある。写真-1にポンピング現

象が発生した既設PC版を撤去し露出させたグラウト

層を示す。 

以上の背景から、裏込め材には、強度が高いだけ

ではなく、変形係数が一定程度ありPC版を支持でき

ること、割れにくいこと、割れたとしても水と混じ

ることにより泥化・流出しないこと、厚さ数mmの空

洞に対しての充填が容易であること、早期に硬化す

ることが求められる。そこで、工場等のコンクリー

ト床版の高さ修正工事で実績のある発泡ウレタン樹

脂をPC版の裏込め材に適用することを目的とし、み

らい建設工業株式会社及びメインマーク株式会社と

共同研究を実施した。本工法は、コンクリート床版

下に充填した発泡ウレタン樹脂が膨張することで、

床版の高さ修正を行う目的で用いられており、本来

は床版を数十～100mm以上持ち上げるため多量の樹

脂を充填することになる。本研究では、高さ修正を

行わない場合であっても、PC版下の空洞へ発泡ウレ

タン樹脂を充填し、十分な強度を有する樹脂を確実

に形成することを目的とした。 

 

２．室内試験 

室内試験結果の一例として、発泡ウレタン樹脂を

モールド内に吐出して作成した直径50mm、高さ100mm

の供試体の樹脂密度と一軸圧縮強さを図-1に示す。

この図により、樹脂密度から一軸圧縮強さを推定す

ることが可能であるが、泥化したグラウトを想定し

含水比を調整した仮想地盤（セメントモルタル粉砕

粉と水を混合したもの）をモールド底面に敷設し、

モールド内に形成される樹脂密度を確認したところ、

仮想地盤の含水比が高くなると樹脂密度が低下する

ことが確認された。そのため、仮想地盤の含水比を

変えて実大規模充填試験を実施することとした。 

 

３．実大規模充填試験 

図-2に示す試験装置を用い、PC版の重量に相当す

る鋼製山留を上載した鉄板と、その下の仮想地盤と

の間の空洞厚を10～20mmに調整し、空洞部に発泡ウ

レタン樹脂を充填した場合の樹脂密度や寸法等を確

認した。 

形成樹脂の一例を図-3に示す。中央の樹脂充填孔

の高さが1mmに達するまで樹脂を充填したところ、仮

想地盤の含水比が低い場合には洲が確認されたが、

これは樹脂量が少ないことが原因と考えられたため、

樹脂充填孔の高さが2mm上昇するまで樹脂充填を実

施したところ改善された。 

空洞厚と樹脂密度の一例を図-4、図-5に示す。仮

想地盤の含水比が0%の条件で空洞厚が薄いほど樹脂
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が発泡すると周囲の拘束を受けて密になる現象）に

よるものと考えられる。一方、含水比が50%の条件で

逆の傾向を示したのは、前述の閉塞効果よりも、水

和反応の影響が大きく現れることで密度が低下した

と考えられる。 

 

 

写真-1 既設PC版を撤去し露出させたグラウト層 

 

 

図-1 圧縮強さと樹脂密度の関係 

 

 

図-2 実大規模充填試験装置の概要図 

 

図-3 形成樹脂の一例 

 

 

図-4 樹脂密度と空洞厚の関係（含水比0%） 

 

 

図-5 樹脂密度と空洞厚の関係（含水比50%） 

 

４．おわりに 

掲載した試験結果は成果の一部であるが、その他

の試験結果を考慮し、標準工法を提案している。詳

細は以下の国総研資料をご覧頂きたい。 

☞詳細情報はこちら 

1) 坪川ら：発泡ウレタンによる空港プレストレス

トコンクリート版下面の空洞充填に関する研究，国

総研資料，No.1177，2022. 

https://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/kukou/siset

u/publications.html 
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研究動向・成果 
 

 

LCC就航後の国内航空運賃の分析 
(研究期間：令和元年度～) 

空港研究部 空港計画研究室 

黒田 優佳 鎌倉 崇    森井 達也  

（キーワード）  国内航空運賃、実勢運賃、LCC就航、航空需要予測  

 

１．研究の目的と背景 

航空需要予測は、航空政策立案のための重要な基

礎資料である。航空運賃は航空需要に影響を与える

要因の一つであることから、航空需要予測手法（予

測モデル）には、普通運賃に限らず各種割引運賃な

ど実際に利用されている航空運賃（実勢運賃）を路

線毎に反映させる必要がある。航空運賃は、1990年

の自由化以降、航空各社がそれぞれで設定しており、

2012年の格安航空会社（LCC）参入以降、運賃体系は

益々複雑になっている。本研究では、予測モデルに

反映させる路線毎の実勢運賃を把握するため、近年

の航空運賃について分析した。 

 

２．LCC就航後の国内航空運賃の推移 

航空旅客動態調査から得られる利用券種データを

基に、路線毎の実勢運賃を推計した（図-1）。LCC

が国内就航した後の2015年の推計実勢運賃はLCC就

航前の2010年と比較し、多くの路線で下がる傾向が

みられた。中でもLCCがFSC（従来航空会社）と競合

する路線において、運賃低下が大きい傾向であった。 

 

３．航空運賃の季節変動や購入日による変動 

路線毎の最安運賃の季節変動を比較すると、特に

FSC路線では、多くの路線でお盆に運賃が上昇するな

ど変動が大きい傾向がみられた（図-2）。 

 

また、同一搭乗月の運賃が購入日によって変化す

るダイナミックプライシングの状況については、航

空局の統計から一部が確認できた。 

 

４．今後の展開 

本研究を踏まえ、予測モデルでの航空路線別実勢

運賃の設定方法について検討を進める。これにより、

航空のサービス水準を適切に反映した信頼性の高い

予測手法の構築につながるものと期待している。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国土技術政策総合研究所資料 No.1165 

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

yosiryou.html 
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図-2 FSC運賃（最安運賃）の季節変動（2017年度） 

出所）航空局「航空輸送サービスに係る情報公開」より作成 

 

図-1 路線毎の推計実勢運賃と旅客数の変化比 
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( 研究期間 ： 令和元年度～）

空港研究部　空港計画研究室 
室長　黒田　優佳　主任研究官　鎌倉　崇　研究員　森井　達也
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研究動向・成果 
 

現場の環境変化を考慮した 

土木施工の安全対策の高度化 

に関する研究 
(研究期間：令和２年度～令和４年度) 

社会資本マネジメント研究センター 社会資本施工高度化研究室 

山下 尚 大槻 崇 日出山 慎人 

（キーワード）  土木施工、安全、リスクアセスメント 

１．はじめに 

建設業は、労働災害一件当たりの労働者の労働日

の損失日数が全産業の中で最も大きく、直接的な建

設現場の生産性向上のためにも、安全対策の高度化

が重要である。本稿では、災害発生の割合が多い就

業層の特定、既存リスクアセスメント資料を用いた

際の課題調査について報告する。 

２．経験年数と事故発生率に関する考察 

 2017年の労働安全衛生総合研究所の分析では、他

の産業に比較して、建設業は若年労働者が事故に見

舞われる割合が多いことが分っている(図-1)。 

  

この現象は一見して当たり前に見えるが、全産業と

比較すると、建設業は、年千人率で表した際の各年

齢層の事故発生率は、若年層で9～12を示し、30代

から40代で底となる3～4を示した後、緩やかに上昇、

特に若年層での年千人率の低下速度が緩やかで、底

を打つ時期が他産業に比べて時間を要している。 

これは、他の産業に比して、労働の中で行われる

作業の種類と環境要因が多岐にわたることが原因

と当チームでは考えており、いわば、経験の蓄積が

事故発生抑制に重要であると考察した。この考え方

に基づくと、高年齢層での年千人率の上昇レベルが

抑えられていることも、経験蓄積による事故発生抑

制効果を示唆するものと考えられる。 

３．リスクアセスメント資料の課題調査 

この考察に基づき、建設機械施工の現場で用いら

れている、既存のリスクアセスメント資料である『建

設機械施工安全マニュアル』について、その理解に

影響する要素に関し、建設業未経験者への聞き取り

調査を行った。その結果、安全事項としてどのよう

な確認事項や注意点があるかについては、リストと

挿絵によりわかりやすいとの反応がある一方、出て

くる用語に関して、「法肩」などが何を指すか分ら

ないこと、「一山残し」といった行為が何のために

必要なのかといったことへの意味の理解が困難(図-

2)との指摘があり、具体的に、何のために、どれだ

けを残すのか、といった点についての解説と説明が

不足している可能性があるとの結果が得られた。 

これらを用いた現場でのＫＹ活動では、補足説明

等が経験者によって行われる訳であるが、作業内容

自体についての理解を容易にするための支援をする

ツールの必要性が予見された。 

 
 

４．今後の取組み 

次年度はリスクアセスメントの前提となる実作業

の理解を支援する説明コンテンツに係る技術調査

(VR,MRやスマホアプリ等)とその効果検証、それらを

踏まえたリスクアセスメント資料の改善検討を行う。 

室長 
 

主任研究官 
 

研究官 
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図-1 建設業と全産業での年齢毎の災害年千人率の比較 

 

図-2 『建設機械施工安全マニュアル』P32 
ブルドーザ掘削での理解困難点 
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図-1 建設業と全産業での年齢毎の災害年千人率の比較 
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(研究期間：令和２年度～) 

社会資本マネジメント研究センター 社会資本システム研究室 

近藤 隆行 市村 靖光 瀬﨑 智之 

（キーワード）  配筋検査、画像計測、生産性向上 

 

１．はじめに 

国土交通省では産学官連携によるi-Construction

の取り組みを進め、2025年度までに建設現場の生産

性を2割向上させることを目指しており、土木工事の

コンクリート工においても、設計・施工等に係る様々

な段階での生産性向上策が検討されている。 

この一環として、鉄筋組み立てが仕様どおりに行

われているか受発注者で確認する段階確認において、

画像計測により鉄筋配置を計測する技術（以下、画

像計測技術という）（写真）が民間企業により開発

されている。 

写真 従来方法と画像計測の比較 

 段階確認については、工事受注者から「配筋検査

での事前準備（発注者が計測するための鉄筋へのマ

ーカー設置、調書作成等）や発注者が計測している

状況の写真撮影等で多大な手間と時間を要している」

という意見が根強い。このため、国土交通省の直轄

工事で、画像計測技術を従来手法の代替として使用

できるよう、実施方法等を定めたガイドラインを作

成することを目的に調査・検討を行っており、本報

では、現在の取り組み状況について報告を行う。 

 

２．試行要領（案）の作成                

民間で開発されている新技術が、現場の監督・検

査の中で既存手法の代替として活用されるために、

監督・検査に関する技術基準類と整合した手引き書

が求められている。そこで、手引き書の雛形とも言

える「デジタルデータを活用した鉄筋出来形計測に

関する試行要領（案）」（以下、試行要領（案））

を作成した。また、この手引き書の改良を目的に実

際の工事現場で試行するための具体的な手順を定め

た「画像による配筋間隔計測結果の精度検証手順

（案）」（以下、精度検証手順（案））を作成した。

これらのポイントは以下の３点である。 

①画像計測技術を適用できる確認項目は、技術開発

段階の検証で規定精度が確保できた配筋間隔のみ

とした。その他の確認項目である鉄筋径、かぶり等

についても画像計測した場合は、計測方法を明示

し、デジタルデータを保存することとした。 

②画像計測値と実測値との許容誤差の暫定値を鉄筋

径の30％以内と設定した。今後、試行により収集さ

れた計測データも用いながら、見直すことを想定

している。 

③②の観点から、試行の際には、画像計測だけでな

くスケール等による実測も併用することとし、両

者の計測データの整理方法についても記載した。 

 

３．試行工事による検証 

(1) 試行工事の概要 

２．で述べた試行要領（案）等に基づき、コンク

リート構造物（場所打ち）の鉄筋工の施工途中段階 

において、段階確認、立会又は技術検査を行う工種 

であって、本試行を実施した結果を遠隔地において 

も通信可能な全国の21ヶ所の直轄工事で試行を実施 

している。工種別内訳を図-1に示す。 
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図-1 試行工事の工種別内訳 

 試行工事では、１）画像計測の精度検証のための

データ取得、２）画像計測技術を用いた場合の生産

性向上効果（用いなかった場合の作業量との比較）

の計測、３）技術的課題や運用面、制度面での課題

に関する施工者や機器開発者等へのアンケート調査

（調査内容は以下①～③）を行っている。 

①技術的課題 

・画像計測で自動的に値が算定できない項目（かぶ

り厚等）や計測精度が十分ではない項目（鉄筋径）

に対する改善方法等を整理 

②運用面での課題 

・機器調達の容易さ、機器購入やレンタルに係るコ

スト、遠隔臨場への対応に必要な通信性能（データ

通信速度・容量、通信機器）について確認 

③制度面での課題 

・施工計画書への記載内容、積算時に別途必要とな

る経費等について確認 

(2) 調査結果（速報） 

現在実施中の試行工事のうち、既に計測が完了し

た一部の工事について調査結果（速報）を紹介する。 

①従来方法との計測誤差 

 樋門新設等工事での計測結果を例として図-2に示

す。試行要領（案）で目安としている閾値（鉄筋径

の±30％）内にほぼ収まっていたが、一部外れる結

果も確認できた。閾値を外れたデータは径が細い鉄

筋を計測した際に現れる傾向が見られており、詳し

い原因について現在検討を進めている。 

②生産性向上効果 

 ①の樋門新設等工事、橋梁下部工事、トンネル工 

図-2 樋門新設等工事の計測結果例（計測誤差） 

事の3工事の結果を例として図-3に示す。 

 3工事とも従来方法に比べて作業量が削減できて

おり、特に橋梁下部工事、トンネル工事では削減率

が大きく、生産性が向上していると考えられる。 

図-3 生産性向上評価（作業量の比較） 

 

４．今後の研究について 

現在、試行工事で取得した計測データや試行工事

関係者へのアンケート調査結果の整理を進めている。

また、取得したデジタルデータの改ざん防止策の情

報収集を進めており、それらの整理結果に基づき、

試行要領（案）及び精度検証手順（案）を改定し、

実現場での本運用を図る予定である。 

更に将来的には、配筋間隔以外の項目も含めて現

地での確認項目を無くすことにより、遠隔臨場での

現場確認が可能になり、段階確認等に係る大幅な生

産性向上が期待できることから、確認項目の拡充を

目指していく予定である。 
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図-1 試行工事の工種別内訳 

 試行工事では、１）画像計測の精度検証のための

データ取得、２）画像計測技術を用いた場合の生産

性向上効果（用いなかった場合の作業量との比較）

の計測、３）技術的課題や運用面、制度面での課題

に関する施工者や機器開発者等へのアンケート調査

（調査内容は以下①～③）を行っている。 

①技術的課題 

・画像計測で自動的に値が算定できない項目（かぶ

り厚等）や計測精度が十分ではない項目（鉄筋径）

に対する改善方法等を整理 

②運用面での課題 

・機器調達の容易さ、機器購入やレンタルに係るコ

スト、遠隔臨場への対応に必要な通信性能（データ

通信速度・容量、通信機器）について確認 

③制度面での課題 

・施工計画書への記載内容、積算時に別途必要とな

る経費等について確認 

(2) 調査結果（速報） 

現在実施中の試行工事のうち、既に計測が完了し

た一部の工事について調査結果（速報）を紹介する。 

①従来方法との計測誤差 

 樋門新設等工事での計測結果を例として図-2に示

す。試行要領（案）で目安としている閾値（鉄筋径

の±30％）内にほぼ収まっていたが、一部外れる結

果も確認できた。閾値を外れたデータは径が細い鉄

筋を計測した際に現れる傾向が見られており、詳し

い原因について現在検討を進めている。 

②生産性向上効果 

 ①の樋門新設等工事、橋梁下部工事、トンネル工 

図-2 樋門新設等工事の計測結果例（計測誤差） 

事の3工事の結果を例として図-3に示す。 

 3工事とも従来方法に比べて作業量が削減できて

おり、特に橋梁下部工事、トンネル工事では削減率

が大きく、生産性が向上していると考えられる。 

図-3 生産性向上評価（作業量の比較） 

 

４．今後の研究について 

現在、試行工事で取得した計測データや試行工事

関係者へのアンケート調査結果の整理を進めている。

また、取得したデジタルデータの改ざん防止策の情

報収集を進めており、それらの整理結果に基づき、

試行要領（案）及び精度検証手順（案）を改定し、

実現場での本運用を図る予定である。 

更に将来的には、配筋間隔以外の項目も含めて現

地での確認項目を無くすことにより、遠隔臨場での

現場確認が可能になり、段階確認等に係る大幅な生

産性向上が期待できることから、確認項目の拡充を

目指していく予定である。 
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詳細設計のための３次元 

モデル成果物作成要領の 

策定 
(研究期間：平成 29年度～) 

社会資本マネジメント研究センター 社会資本情報基盤研究室 

水野 裕介 青山 憲明 宮本 亮介 西村 徹 

（キーワード）  詳細設計、３次元モデル、BIM/CIM  

 

１．はじめに 

国土交通省では、建設生産・管理システム全体の

課題解決及び業務効率化を図るため、測量･調査、設

計等のプロセスの各段階において、 BIM/CIM 

(Building/ Construction Information Modeling, 

Management) を活用した検討等を実施し、後工程の

ために必要なBIM/CIMモデル等を構築するBIM/CIM活

用業務を推進している。令和5年度に小規模を除く全

ての設計・工事においてBIM/CIMの原則適用を目標と

しており、これに向けた基準等各種環境整備が必要

となっている。 

BIM/CIMを施工段階で効率的に活用するためには、

3次元モデルであるBIM/CIMを契約図書とすることが

必要となる。そこで詳細設計及び契約図書に着目し、

3次元モデルを単独で契約図書とする試行を重ねた。

その結果、海外の実施状況も踏まえ、2次元図面を契

約図書とし、3次元モデルを契約図書の要件を満たす

モデルとして作成する「3次元モデル成果物作成要領

（案）」（令和3年3月）を策定し、工種の拡大等年

次改訂を行っている。本稿では、この要領（案）の

策定に至った経緯と内容をとりまとめた。 

 

２．３次元モデルの契約図書化の試行 

従来は2次元図面が契約図書であるため、2次元図

面と3次元モデルを作成し、3次元モデルを活用する

ために2次元図面との整合性を確認するといった非

効率な作業が発生するが、契約図書の3次元化は、こ

れを省き、業務の効率化を図ることが可能である。

また、契約図書の3次元化は、レーザースキャナによ

る出来形管理等、新しい計測技術による品質、出来

形管理、監督検査手法の導入につながる。他方、試

行を通じて2次元図面を廃し3次元モデル単独で契約

図書とすることは、作業量が多く、ソフトウェアの

対応が十分でないなどの課題が多いことが判明した。 

 

３．海外における契約手法の調査 

この課題を踏まえ、海外でのBIM・3次元モデルを

用いた工事の契約手法に関し調査を行った。 

英国では、BIM導入に際して、納品ではBIMモデル

と2次元図面の両方を要求している。また、両者に差

異があった場合、現状の契約規定では2次元図面を正

としている。ただし、BIMモデルから2次元図面を切

り出すことを要求しており、差異は生じない。 

ドイツでは、当面は3次元のBIMモデルと併せて、

従来の設計図書ガイドラインに基づいた2次元の設

計図を納品することを受注者に義務付けている。プ

ロジェクト開始時に、2次元図面と3次元モデルの両

方が貸与された場合、受注者は貸与された2次元図面

と3次元モデルに差異がないか確認し、差異がある場

合は、発注者に指摘することが定められている。 

 

４．3次元モデル成果物作成要領（案） 

海外のBIM活用の契約内容を参考に、2次元図面を

契約図書とすることを前提に、3次元モデルを契約図

書に準じて活用できるよう詳細設計業務に対する3

次元モデル成果物作成要領（案）を策定した。 

本要領（案）は、設計品質の向上を図り、後工程

において契約図書に準じた3次元モデルを活用でき

るよう、詳細設計業務における3次元モデル成果物の

作成方法及び要件を示すことを目的としている。 
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設計業務の流れは、BIM/CIMを活用する場合にお

いても詳細設計の基本的なフローは変わらないが、

従来2次元図面で実施していた業務項目（設計照査や

業務打合せ、関係者協議等）が3次元モデルを活用し

た業務フローに置き換わることになる。 

従来のように2次元図面を作成した後で3次元モデ

ルを作成するのではなく、3次元モデルから切り出し、

または投影して作成した2次元形状データを元に、寸

法線や注記情報を加えて、最終成果物となる2次元図

面を作成することを基本とした（図-1）。ただし、3

次元モデルは寸法、注記を入れず、詳細度も契約図

書の活用が中心となる主構造を正確に表現する300

程度とする。また、業務途中で段階的に作成される3

次元モデルの詳細度はこの限りではない。 

3次元モデルには最小限の属性を付与することと

し、付与する属性情報は、オブジェクト毎に4段階に

階層を定義した（図-2）。なお、階層4（部材）への

属性情報は、付与する情報が多く、対象となる部材

により要求される内容が異なるため任意とした。 

本要領（案）では、単に3次元モデル成果物の要件

を定めるだけでなく、設計当初から3次元モデルを作

成し、関係者協議、受発注者による設計確認、設計

照査を実施の上、最終的な3次元モデル成果物につな

げるための基本的な作成方法を提示した。 

また、2次元図面作成に3次元モデルを用いるだけ

でなく、業務途中においても3次元モデルの活用を積

極的に行う方針としている。例えば、3次元モデルを

活用して、詳細設計業務の設計成果を段階的に確認

することで、3次元モデルを含めた設計成果の品質を

確保することができる。さらに、従来、2次元図面に

て実施していた設計照査や関係者協議等を3次元モ

デルで実施することで、業務途中にて作成される2

次元図面を削減することが可能となる。 

 

５．まとめ 

3次元モデルを契約図書として利用するにあたり、

制度的・技術的課題を整理し、段階的に基準・要領

等を整備した。BIM/CIMの原則適用に向け、公共工事

の実務において本要領（案）の活用が期待される。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 3 次 元 モ デ ル 成 果 物 作 成 要 領 （ 案 ）

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001395713.pdf 

3次元モデル（詳細度300）

2次元図面の切り出し位置

2次元図面（設計図）

切り出した作成形状に不足す

る部材等を加え、寸法・注記

等を付与して作成

 

図-1 契約図書（2次元図面）の作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

選択した主桁（詳
細度 300）の属性
情報を表示 

選択した主桁（詳
細度 300）の属性
情報を表示 

図-2 橋梁詳細設計におけるオブジェクト分類・属性

情報の付与例 
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設計業務の流れは、BIM/CIMを活用する場合にお

いても詳細設計の基本的なフローは変わらないが、

従来2次元図面で実施していた業務項目（設計照査や

業務打合せ、関係者協議等）が3次元モデルを活用し

た業務フローに置き換わることになる。 

従来のように2次元図面を作成した後で3次元モデ

ルを作成するのではなく、3次元モデルから切り出し、

または投影して作成した2次元形状データを元に、寸

法線や注記情報を加えて、最終成果物となる2次元図

面を作成することを基本とした（図-1）。ただし、3

次元モデルは寸法、注記を入れず、詳細度も契約図

書の活用が中心となる主構造を正確に表現する300

程度とする。また、業務途中で段階的に作成される3

次元モデルの詳細度はこの限りではない。 

3次元モデルには最小限の属性を付与することと

し、付与する属性情報は、オブジェクト毎に4段階に

階層を定義した（図-2）。なお、階層4（部材）への

属性情報は、付与する情報が多く、対象となる部材

により要求される内容が異なるため任意とした。 

本要領（案）では、単に3次元モデル成果物の要件

を定めるだけでなく、設計当初から3次元モデルを作

成し、関係者協議、受発注者による設計確認、設計

照査を実施の上、最終的な3次元モデル成果物につな

げるための基本的な作成方法を提示した。 

また、2次元図面作成に3次元モデルを用いるだけ

でなく、業務途中においても3次元モデルの活用を積

極的に行う方針としている。例えば、3次元モデルを

活用して、詳細設計業務の設計成果を段階的に確認

することで、3次元モデルを含めた設計成果の品質を

確保することができる。さらに、従来、2次元図面に

て実施していた設計照査や関係者協議等を3次元モ

デルで実施することで、業務途中にて作成される2

次元図面を削減することが可能となる。 

 

５．まとめ 

3次元モデルを契約図書として利用するにあたり、

制度的・技術的課題を整理し、段階的に基準・要領

等を整備した。BIM/CIMの原則適用に向け、公共工事

の実務において本要領（案）の活用が期待される。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 3 次 元 モ デ ル 成 果 物 作 成 要 領 （ 案 ）

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001395713.pdf 

3次元モデル（詳細度300）

2次元図面の切り出し位置

2次元図面（設計図）

切り出した作成形状に不足す

る部材等を加え、寸法・注記

等を付与して作成

 

図-1 契約図書（2次元図面）の作成 
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情報を表示 

選択した主桁（詳
細度 300）の属性
情報を表示 

図-2 橋梁詳細設計におけるオブジェクト分類・属性

情報の付与例 
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１．はじめに 

下水処理過程で発生する下水汚泥は燃料・肥料と

して高いポテンシャルを有していることから、下水

道では、汚泥の利活用を推進しているところである

が、更なる持続的な資源循環型社会を目指し、地域

全体でより一層の省エネ・創エネ及びリン等のマテ

リアル回収を推進していく必要がある。そのために

は、下水処理と廃棄物処理を連携させ、廃棄物処理

施設で焼却処分されている生ごみ等を下水道に受け

入れて、地域全体でエネルギー・マテリアルを効率

的に回収し、最終処分量も減らす新たな資源循環シ

ステムを構築する必要がある。 

そのためには、生ごみ等を下水道に受け入れる場

合に下水道施設に与える影響に関する技術的な検討

や、資源循環システムの経済性、温室効果ガス削減

効果等の環境性等の評価手法の確立が不可欠であり、

本研究では、評価手法を確立し、持続可能な資源循

環システムの構築促進を目的とする。 

本稿では、アンケート調査等による先進事例の実

態調査により、連携の実現において重要な要素や、

下水道施設等に与える影響を整理した結果と、実態

調査に基づいて類型化した下水処理と廃棄物処理の

連携パターンについて報告する。 

 

２．調査・整理方法の概要等 

今年度における研究は、下水処理と廃棄物処理の

連携に関して先進的な取組を行っている都市を対象

とした文献調査・アンケート調査結果から抽出した

情報を基に、下水処理と廃棄物処理の連携パターン

を類型化した。具体的な調査・整理方法は以下の通

り。 

(1)文献調査・アンケート調査 

先進都市の資源循環システムの実態を把握する

ため、施設特性や地域特性等に着目し、主に「下水

処理場の敷地条件」や「下水処理施設における維持

管理上の課題」、「生ごみの選別方法」、「資源の

有効利用先」、「連携のきっかけや背景」等につい

て、文献調査及び12処理場へのアンケート調査を

実施し、その結果を整理した。 

(2)下水処理と廃棄物処理の連携パターンの整理 

(1)で実施した調査結果を踏まえ、連携パターンを

類型化し、整理した。 

 

３．調査結果及び考察、連携パターンの類型化 

(1)文献調査、アンケート調査結果 

調査の結果、敷地の条件について、連携にあたり

生ごみ受け入れ設備が必須となるため、下水処理場

の敷地に余裕が必要であることが明らかとなった。 

また、維持管理上の課題としては、生ごみ受け入

れ後、消化工程で発生するろ液が水処理に与える技

術的な影響は特に無く、対策も不要であった。但し、

生ごみの受け入れ量が増えた場合の影響について

は、留意する必要があると推察される。 

一方で、生ごみの選別方法については、選別機械

の有無に関わらず住民による生ごみ分別が必須と

いう回答が多く、住民への啓発活動が重要であるこ

とがわかった。 

また、資源の有効利用先については、8処理場で消

化ガス発電が行なわれていた。（図-1） 

その他、連携のきっかけ、背景については、6処理

場で「資源の有効利用」といった循環型社会形成を
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目的とした社会的要請によるものであることが分

かった。（図-2）なお、検討過程において、施設の

更新時期が連携の実現に向けた後押しになったと

いう回答が約半数有った事も着目すべき点である。 

 

 

(2)下水処理と廃棄物処理の連携パターン整理結果 

連携パターンの類型化にあたっては、連携のきっ

かけが資源の有効利用という社会的要請によるもの

が多いこと、有効利用方法により必要となる設備に

違いがあることから、資源の有効利用方法に着目し

て検討した。 

その結果、類型化した連携パターンを次に示す。

なお、連携している多くの処理場において、消化ガ

ス発電が行われていることから、消化ガス発電を軸

としつつも、その他資源利用も追加で検討できるよ

う、以下の分類で類型化している。 

①「消化ガス発電のみ実施」、②「①＋汚泥の固形

燃料化」、③「①＋汚泥の肥料化」、④「①＋リン

の資源化」、⑤「①＋熱利用（主に排熱利用）」 

なお、ここでは代表例として、①と③の二つのパタ

ーンの特徴を紹介する。（図-3、図-4） 

①のパターンは、消化ガス発電のみ行うパターン

で最もシンプルである。従って、他のパターンと異

なり導入し易い。また、地域の外的要因で肥料や固

形燃料のニーズが減ったとしても事業継続に影響し

ない等の優位性もある。 

③のパターンは、消化ガス発電に加えて、残った

固形物を肥料化するパターンである。肥料化にあた

っては、大前提として地域ニーズがあることが重要

であり、また肥料化用の乾燥設備等が必要となるが、

これらの課題がクリアできれば、資源としてより有

効活用することができ、焼却や埋め立ての負担も軽

減できる可能性がある。 

 

４．今後の展開 

今回類型化した各パターンについては、今後も検

証を行い、精度向上を図ると共に、具体的な評価手

法に関して検討予定である。また、調査結果では、

下水処理場の敷地の余裕や住民による生ごみの分別、

施設更新の時期等が、連携実現において重要な点で

あることが示唆された。これらの知見は、今後、自

治体向けの検討手順書を策定していく中で、評価手

法に加え、留意すべき点として活用する予定である。 

 

図-1 資源有効利用先について（複数回答有り） 

 

図-2 連携のきっかけ及び背景について 

 

図-3 ①「消化ガス発電を実施する連携パターン」 

 

図-4 ③「①＋汚泥の肥料化を行う連携パターン」 
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で最もシンプルである。従って、他のパターンと異

なり導入し易い。また、地域の外的要因で肥料や固

形燃料のニーズが減ったとしても事業継続に影響し

ない等の優位性もある。 

③のパターンは、消化ガス発電に加えて、残った

固形物を肥料化するパターンである。肥料化にあた

っては、大前提として地域ニーズがあることが重要

であり、また肥料化用の乾燥設備等が必要となるが、

これらの課題がクリアできれば、資源としてより有

効活用することができ、焼却や埋め立ての負担も軽

減できる可能性がある。 

 

４．今後の展開 

今回類型化した各パターンについては、今後も検

証を行い、精度向上を図ると共に、具体的な評価手

法に関して検討予定である。また、調査結果では、

下水処理場の敷地の余裕や住民による生ごみの分別、

施設更新の時期等が、連携実現において重要な点で

あることが示唆された。これらの知見は、今後、自
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１．はじめに 

 生活道路における交通安全の対策は、速度規制等

の交通規制と、物理的デバイスの設置を適切に組み

合わせて、車両の速度抑制や、通過交通の抑制を図

ることが基本となる（図-1）。 

 物理的デバイスには、路面を盛り上げた「ハンプ」

や、自動車の通行部分の幅を狭くする「狭さく」、

線形をジグザグにしたり蛇行させる「クランク」「ス

ラローム」等がある。これらは、運転者に減速を促

す効果を有する一方、合意形成や施工、維持管理に

関する懸念から、道路管理者がその設置を躊躇する

場合がある。このため、国総研ではこうした懸念を

解消し、普及を図るための技術開発を実施してきた。 

 本稿では、特に道路管理者からの問合せの多い、

アスファルト舗装によるハンプの施工方法、及び積

雪地域における冬期の物理的デバイスの管理事例に

ついて報告する。 

 

図-1 生活道路の交通安全対策のイメージ 

２．アスファルト舗装によるハンプの施工方法 

 ハンプの傾斜部の形状は、騒音・振動を抑制する

ために「サイン曲線形状」が望ましいとされている。

この形状は、単に傾斜の両端部をすりつけたもので

はなく、連続的に変化する曲面（図-2）であるが、

その成形方法は示されておらず、道路管理者からの

問合せが多かった。また、既設ハンプの道路中心線

上の高さについて、MMS（Mobile Mapping System）

を用いて調査した結果、サイン曲線形状との差が生

じている場合があることも確認された（図-3）。 

 

図-2 ハンプ傾斜部の形状（サイン曲線形状） 

 

図-3 既設ハンプのサイン曲線形状との差 

 そこで、国総研の試験走路における試験施工を通

じて、ハンプの施工方法の検討を行った。その結果、

サイン曲線形状の型枠（写真）を用いて傾斜部の施

工を実施するとともに、既設路面とのすり付け部分

については、舗装厚を確保するために既設路面の一

部を切削する等工夫を加えることで、サイン曲線形
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状に近い形状で施工できることが検証できた（傾斜

部の施工手順を図-4に示す）。その成果をとりまと

めた「ハンプの施工に関する参考資料（案）」は、

サイン曲線形状のデータ（CAD、PDF）と合わせて、

国総研ホームページで公開している。 

 

写真 サイン曲線形状の型枠 

（CAD/PDFデータを使用して木工所で作成可能） 

 

図-4 ハンプ傾斜部の施工手順 

 

３．積雪地域における物理的デバイスの管理事例 

冬期の管理を懸念し、物理的デバイスの設置を躊

躇する声は多いが、積雪地域においても、設置事例

は多数存在している。こうした箇所における冬期の

管理事例について、現地調査や、道路管理者・除雪

業者へのヒアリングにより調査を実施した（表）。 

調査対象箇所のうち、北海道では、機械除雪（除

雪グレーダによる除雪と、ロータリー・ダンプによ

る運搬排雪）を実施していた。ハンプ設置箇所でブ

レード（図-5）を上げることで、支障なく除雪を実

施しており、この操作の目印として、ハンプ位置に

ポール等を設置することが望ましいことがわかった。 

一方、北陸の調査対象箇所では、消雪パイプを設

置し、散水により、融雪を実施していた。このうち

ハンプの例では、通常は道路の縦断方向に沿って散

水ノズルを設置するところ、ハンプの平坦部上で横

断方向に設置する工夫がされていた（図-6）。 

引き続き、冬期における交通（減速）状況や、機

械除雪の実施状況、消雪パイプの設計の考え方等の

調査を実施中であり、今後、これらの成果をとりま

とめた技術資料を作成したいと考えている。 

表 調査結果の概要 

 

 

図-5 除雪グレーダのブレードの例 

 

図-6 消雪パイプの設置事例 

 

４．おわりに 

本稿では、生活道路の交通安全対策を支える国総

研の技術開発等の取り組みについて紹介した。 

今後の施策実施に合わせて、対策の検討や実施を

担う地方自治体への技術支援に積極的に取り組むと

ともに、現場の声も踏まえながら、引き続き必要な

技術開発に取り組んで参りたい。 

☞詳細情報はこちら 

1) （国総研）生活道路の交通安全対策 取組紹介 

http://www.nilim.go.jp/lab/geg/seikatsu.htm 

②アスファルト混合物敷きならし①型枠の設置・既設路面の切削

③転圧 ④型枠の撤去・完成

舗装厚確保のための切削

型枠

地域
物理的
デバイス

設置
時期

配置等 冬期管理の特徴

冬
期
も
存
置

北海道 ハンプ S62 同一路線で複
数のハンプ

機械除雪

ハンプ H11頃 同一路線で複
数のハンプ

機械除雪

ハンプ H15～
H21頃

エリア内に複数
のハンプ

機械除雪

北陸 ハンプ S62 同一路線で複
数のハンプ

消雪パイプ（新設）

狭さく H29 同一路線で複
数の狭さく

消雪パイプ（既存）

冬
期
は
撤
去

北海道 狭さく H25頃 同一路線で複
数の狭さく

狭さく（ラバーポール）
を撤去（機械除雪）

北陸 ハンプ H29 集落の入口に
ハンプを1箇所

ハンプ（可搬型）を
撤去（機械除雪）

出典：網走開発建設部HPブレード

散水ノズル

ハンプ平坦部
排水施設 排水施設

ハンプ傾斜部 ハンプ傾斜部
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研究動向・成果 
 

 

無電柱化の更なるコスト縮減と 

スピードアップに向けて 
(研究期間：令和元年度～令和３年度) 

道路交通研究部 道路環境研究室 

大城 温       小川 裕樹 瀧本 真理 

（キーワード）  無電柱化、低コスト化、事業のスピードアップ  

 

１．はじめに 

国土交通省では、防災性の向上、安全性・快適性

の確保、良好な景観形成の観点から無電柱化を推進

しており、2021年（令和3年）5月には、無電柱化の

推進に関する法律第7条の規定に基づく「無電柱化推

進計画」が新たに決定された。 

本稿では、この新たな「無電柱化推進計画」に掲

げられた取組方針のうち『徹底したコスト縮減』及

び『事業の更なるスピードアップ』に向け、国総研

で実施している調査・研究の内容について紹介する。 

 

２．コスト縮減に向けた調査・研究 

 新たな「無電柱化推進計画」においては、2025年

度（令和7年度）までに平均して約2割のコスト縮減

に取り組む、としており、これまで取組まれてきた

低コスト手法の採用等に加え、より一層のコスト縮

減に取り組む必要がある。 

そこで、国総研では、更なる低コスト化に向けて

電線共同溝工事のコスト構造を把握することを目的 

に、電線共同溝のうち、従来から広く採用されてい

る管路構造と低コスト手法の一つである小型ボック 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 管路構造・小型ボックス構造の電線共同溝 

ス構造（図-1）を対象に施工実態調査を実施した。

施工実態調査では、施工状況をビデオカメラで撮影

し、作業員等の職種ごとの作業時間、建設機械ごと

の稼働時間等を「国土交通省新土木工事積算大系工

事工種体系ツリー」におけるレベル4細別ごとに分類、

整理し、そのうえで同工事における積算資料の単価

（労務費、機械費、材料費等）を用いて直接工事費

を積算することで、コスト構造を分析している。 

この調査により、1事例ずつの比較ではあるが、小

型ボックス構造においても、工事費に占める材料費

の割合はこれまでの管路構造と同程度であり、大き

な割合を占めていることが確認された（図-2）。こ

れまで小型ボックス構造の採用は多くないため、大

量生産のコストメリットなどが働きにくく、材料費

が高額になっていること、小型ボックス構造の工事

費に占める材料費の割合が大きいことをふまえると、

今後、規格化や大量生産等による材料の低コスト化

により、更なるコスト縮減が図れる可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 コスト構造の調査結果の例 
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図-3 電線共同溝方式の管理分担（管路構造の例） 

 

 

 

 

 

 

図-4 電線共同溝事業の事業期間 

 

３．事業のスピードアップに向けた調査・研究 

電線共同溝事業の事業期間は、現在平均7年と言わ

れており、新たな「無電柱化推進計画」ではその事

業期間の半減（平均4年）に取組むとしている。 

国総研では、事業期間短縮に向けたアプローチの

一つとして、電線共同溝（図-3）の施工が、それぞ

れの管理者によって別々に行われているため、管理

者ごとに直列的な施工になってしまうこと（図-4）

に着目し、それらの施工分担を変更することによっ

て並列的な施工等を可能とし、事業全体のスピード

アップを図ることができないかを検討している。 

これら検討を行うにあたって、まず、道路管理者

や電線管理者、電線共同溝の施工に関わる施工業者

に対し、アンケートを実施した。アンケートでは、

現状別々の管理者により施工されている複数の構造

物を同一事業者が施工する「同時施工」や、異なる

事業者が続けて施工する「連続施工」により実施す

る場合のメリットや課題等を調査している。その結

果、スケジュール調整や連続施工の場合の責任分担

の調整などが課題となるとの回答が多かったものの、

実施のメリットとして工期短縮や円滑な工事実施が

期待できるといった回答が得られており、施工分担

の変更により事業期間が短縮される可能性がある。 

また、２.で示した施工実態調査では、施工時間の

短縮の余地を把握するため、細別ごとの作業時間の

内訳も調査しており、その結果、開削掘削や埋戻し・

締固めの作業に約半分の時間を要している実態が確

認された（図-5）。このことから、開削掘削や埋戻

し・締固めの回数を削減するための常設作業帯（昼

夜間連続して通常より長時間にわたり継続的に作業

帯を設置するもの）の活用などが、事業期間短縮に

有効となる可能性が確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 作業時間の調査結果の例 

 

４．更なるコスト縮減・スピードアップに向けて 

これまでの検討結果から、無電柱化の更なるコス

ト縮減には、低コスト手法を採用する事業を増やし

ていくこととともに、使用する製品・材料等の規格

化を進めること、更なるスピードアップには、施工

分担の変更や常設作業帯の活用促進などが有効であ

ることがわかってきたところである。 

引き続き、これらの取組みを実際の現場に反映さ

せていくための検討を進めていくほか、合意形成の

円滑化に向けた検討なども含め、多様な観点から、

より一層のコスト縮減・事業のスピードアップに向

けた調査・研究を進めていく予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国土交通省：無電柱化推進計画 

https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicy

uka/pdf/21-05.pdf 

2）道路環境研究室HP  

http://www.nilim.go.jp/lab/dcg/kadai.html 
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図-3 電線共同溝方式の管理分担（管路構造の例） 

 

 

 

 

 

 

図-4 電線共同溝事業の事業期間 
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引き続き、これらの取組みを実際の現場に反映さ

せていくための検討を進めていくほか、合意形成の

円滑化に向けた検討なども含め、多様な観点から、

より一層のコスト縮減・事業のスピードアップに向

けた調査・研究を進めていく予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国土交通省：無電柱化推進計画 

https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicy

uka/pdf/21-05.pdf 

2）道路環境研究室HP  

http://www.nilim.go.jp/lab/dcg/kadai.html 
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高速道路での自動運転の  

実現に向けた取組 
(研究期間：令和元年度～令和５年度)  

道路交通研究部 高度道路交通システム研究室 

中川 敏正   関谷 浩孝 中田 諒 花守 輝明 

（キーワード）  自動運転、路車協調 

 

１．はじめに 

自動運転は一般的に人間による運転よりもより安

全かつ円滑であることが期待されるものであり、道

路ネットワークの高度利用（交通事故削減、渋滞緩

和、環境負荷低減等）に資するものと考えられる。

官民ITS構想・ロードマップ1)では、自動運転の実現

に向けた目標が明確化されており、特に自家用車に

ついては2025年を目途に高速道路での自動運転（レ

ベル4）の実現が掲げられている。 

国土技術政策総合研究所（以下「国総研」という。）

では、車両単独では自動運転が継続できない場面を

対象として、道路インフラと自動車が相互通信によ

り情報を共有し、より良い道路交通を実現するシス

テムである路車協調ITSに関する研究を行ってきた。 

本稿では、高速道路における自動運転の実現に向

けた国総研の取組として、これらの研究の概略を紹

介する。 

 

２．高速道路での自動運転の実現に向けた取組 

国総研では、高速道路での自動運転を道路側から

支援するための情報提供サービスについて、自動車

会社、高速道路会社、通信機器メーカー等と共同研

究を行ってきた。以下では、これまでに検討してき

た情報提供サービスの概要について、システムのイ

メージとともに説明する。 

（１）合流支援情報提供サービス 

合流支援情報提供サービスとは、本線の交通状況

をセンシングにより把握し、合流車に提供し、円滑

な合流を支援するサービスである（図-1）。 

 

図-1 合流支援情報提供サービス（イメージ） 

 

我が国の都市高速道路では、加速車線が短く、か

つ連結路から本線への見通しが悪い箇所が存在する。

このため、本線走行車の速度、合流部への到達計算

時刻等を情報提供することで、合流車が事前に速度

調整や合流のタイミングを調整することが期待でき

る。国総研では、情報提供内容と具体的な情報提供

フォーマット等を検討した。 

（２）先読み情報提供サービス 

先読み情報提供サービスとは、車載センサでは検

知できない前方の情報を提供するサービスである。 

 

 
図-2 路上障害情報提供サービス 

 

 

図-3 IC出口等の渋滞情報の提供サービス 
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図-4 料金所情報提供サービス 

 

自動運転車では、車載センサが周辺状況の確認を

行うが、当該センサの検知範囲には限界がある。こ

のため、事前に前方の情報を提供することで、自動

運転車が余裕を持った車線変更等が可能になり、円

滑な自動運転が期待できる。国総研では、「路上障

害情報提供サービス」、「IC出口等の渋滞情報の提

供サービス」、「料金所情報提供サービス」につい

て、情報提供内容と具体的な情報提供フォーマット

等を検討した（図-2～図-4）。 

（３）自車位置特定補助情報 

自動運転車の車線維持支援システム（LKAS）は、

車載センサで区画線を読み取り、車線中央を走行す

るようにハンドル操作を自動で行うものである。と

ころが、かすれた区画線については車載センサで検

知することができなく、LKASが作動しないことがあ

る。このため、LKASの作動条件のベースとなる白線

認識の状況を把握することを目的とした研究を行っ

ている。現在、車載カメラで取得した画像データ等

を用いて区画線の剥離率（区画線面積における剥離

面積の割合）を調査するとともに、LKASを搭載した

車両を実走させてLKASの作動状況を把握し、区画線

の剥離率とLKASの作動率との関係の分析を行ってい

る（図-5）。 
 

 

図-5 剥離率とLKAS作動率との関係（イメージ） 

 

３．合流支援情報提供サービスの実証実験 

国総研が技術仕様の作成を行った合流支援情報提

供システムについて、内閣府SIPが実験主体となり、

東京臨海部実証実験として、首都高速道路1号羽田線

空港西入口（上り）付近で実施した（写真）。当該

実験においては、合流支援情報提供システムによる

「到達計算時刻の正確性」、「システム処理による

遅れ時間」、「路側インフラの設置位置」の検証等

を行い、合流支援情報提供システムの実用化に向け

た課題やシステムの適用限界を把握した2)。 

 

 

写真 東京臨海部実証実験（合流支援） 

 

４．おわりに 

自動運転の早期の実用化のためには、路車協調に

より道路インフラと車両が相互に情報共有できる仕

組みを整備することが重要である。「合流支援情報

提供サービス」、「先読み情報提供サービス」、「自

車位置特定補助情報」は、自動運転の普及拡大にと

って重要なサービスと考えている。引き続き、共同

研究等を通じて、自動運転の早期実用化と安全・安

心・円滑な道路交通の実現に貢献していきたい。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・

官民データ活用推進戦略会議：官民ITS構想・ロード

マップ,2021. 

2) 中川敏正, 関谷浩孝, 中田諒, 花守輝明, 藤村

亮太：東京臨海部実証実験による合流支援情報提供

システム（DAY1システム）の検証, 交通工学論文集, 

2022年8巻1号, pp.39-48, 2022. 
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等を検討した（図-2～図-4）。 

（３）自車位置特定補助情報 

自動運転車の車線維持支援システム（LKAS）は、
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ころが、かすれた区画線については車載センサで検

知することができなく、LKASが作動しないことがあ

る。このため、LKASの作動条件のベースとなる白線

認識の状況を把握することを目的とした研究を行っ

ている。現在、車載カメラで取得した画像データ等

を用いて区画線の剥離率（区画線面積における剥離

面積の割合）を調査するとともに、LKASを搭載した

車両を実走させてLKASの作動状況を把握し、区画線

の剥離率とLKASの作動率との関係の分析を行ってい
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３．合流支援情報提供サービスの実証実験 

国総研が技術仕様の作成を行った合流支援情報提

供システムについて、内閣府SIPが実験主体となり、

東京臨海部実証実験として、首都高速道路1号羽田線

空港西入口（上り）付近で実施した（写真）。当該

実験においては、合流支援情報提供システムによる

「到達計算時刻の正確性」、「システム処理による

遅れ時間」、「路側インフラの設置位置」の検証等

を行い、合流支援情報提供システムの実用化に向け

た課題やシステムの適用限界を把握した2)。 

 

 

写真 東京臨海部実証実験（合流支援） 

 

４．おわりに 

自動運転の早期の実用化のためには、路車協調に

より道路インフラと車両が相互に情報共有できる仕

組みを整備することが重要である。「合流支援情報

提供サービス」、「先読み情報提供サービス」、「自

車位置特定補助情報」は、自動運転の普及拡大にと

って重要なサービスと考えている。引き続き、共同

研究等を通じて、自動運転の早期実用化と安全・安

心・円滑な道路交通の実現に貢献していきたい。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・

官民データ活用推進戦略会議：官民ITS構想・ロード

マップ,2021. 
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亮太：東京臨海部実証実験による合流支援情報提供
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地方公共団体の住宅セーフティネット 

に係る計画策定を支援 

－「住宅確保要配慮者世帯数推計支援 

プログラム」の開発・公開 － 
(研究期間：令和２年度～令和３年度) 

建築研究部       長谷川 洋 

住宅研究部 住宅計画研究室      内海 康也  

（キーワード） 地方公共団体、住宅確保要配慮者、推計プログラム、公営住宅、民間空き家  

 

１．はじめに 

低額所得者・高齢者・子育て世帯等の住宅確保要

配慮者の居住の安定確保に向けては、地方公共団体

において次の計画を策定することが求められている。 

① 公営住宅ストックの維持管理や改善を計画的に

推進するための「公営住宅等長寿命化計画」 

② 民間の空き家等を活用した住宅確保要配慮者の

入居を拒まない賃貸住宅（以下「セーフティネッ

ト住宅：SN住宅」）の登録・供給を促進するため

の「住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」 

一方、これらの計画において将来の公営住宅や民

間の空き家の活用の必要量（以下「公営住宅等の必

要量」）の目標設定をするうえでは、住宅確保要配

慮者の将来世帯数をいかに適切に予測するかが課題

となっていた。そこで国総研では、住宅確保要配慮

者の世帯数を地域の実情やニーズに応じて中長期的

に推計できるプログラム（以下「推計PG」）を開発

し、公開した（2021年10月8日、2022年1月14日）。 

本稿では、推計結果をもとにした公営住宅等の必

要量の目標設定の方法（考え方）について紹介する。 

２．推計PGの概要 

推計PGは、国勢調査（総務省統計局）や住宅・土

地統計調査（総務省統計局）等の統計調査を用いて、

公営住宅の施策対象世帯（図-1のＹ）のうち、著し

い困窮年収水準未満の世帯（図-1のＸ）及び居住水

準や家賃負担の点で特別のニーズを有する世帯（図

-1のＡ～Ｄ）の世帯数を2020年から2045年までの５

年ごとの時点で中長期推計できるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．公営住宅等の必要量の目標設定の方法 

公営住宅等の必要量の目標は、図-1の類型Ａ～Ｄ

の各世帯数の推計値に表-1に示す算入率を乗じ、そ

の合計世帯数をもとに設定する方法を標準とする。 

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 

 

本来 

階層 

裁量 

階層 

未満 

以上 

高家賃 

負担水

準 

経済階層（収入） 

居住水準 

 Ａ 

 Ｂ 

 Ｃ 

 Ｄ 

 Ｘ 

 Ｙ 

未満 

以上 

高家賃 

負担水

準 

以上 
最低居住 

面積水準 
未満 

著しい 

困窮年収 

水準 

図-1 推計PGにおける推計対象世帯と定義 

Ｙ：公営住宅施策対象世帯（本来階層及び裁量階層※1） 

Ｘ：公営住宅施策対象のうち「著しい困窮年収」の世帯※2 

Ａ：著しい困窮年収水準未満の世帯のうち、最低居住面積水準

未満の世帯 

Ｂ：著しい困窮年収水準未満の世帯のうち、最低居住面積水準

以上であるが、高家賃負担の世帯※3 

Ｃ：著しい困窮年収水準以上の年収世帯であるが、「最低居住

面積水準未満」の世帯 

Ｄ：著しい困窮年収水準以上の年収世帯で最低居住面積水準

以上であるが、高家賃負担の世帯 

 ※1 本来階層は収入分位 25％以下の世帯。裁量階層は住宅確保

に配慮が必要として収入分位 50％を上限に条例で定める世帯 

※2 著しい困窮年収水準未満の世帯：適正家賃負担限度率の範囲

で、住生活基本計画（全国計画）で定める最低居住面積水準を

満たす面積の住宅（各地域の民間賃貸住宅の平均家賃単価の

住宅）に居住するために必要な年収に満たない世帯 

※3 高家賃負担の世帯：各地域における民営借家に居住する年収

200万未満世帯の平均家賃負担率以上の家賃負担の世帯 
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類型 優先度 算入率 

Ａ 低収入階層で、かつ最低居住面積水準

未満の狭い住宅に居住しているため、最

も優先度が高い 

100％算入

を必須 

Ｂ 最低居住面積水準以上の住宅に居住し

ているが、低収入階層であるため、高家

賃負担率以上となっているため、Ａに次

いで優先度が高い 

100％算入

が理想 

Ｃ 著しい困窮年収水準以上の収入階層で

あるが、最低居住面積水準未満の住宅

に居住しているため、Ｂと同様に優先度

が高い 

100％算入

が理想 

Ｄ 高家賃負担率以上であるが、著しい困窮

年収水準以上の収入階層で、最低居住

面積水準以上の住宅に居住しているた

め、優先度は最も低い 

地域の実

情や政策

ニーズに

応じ て算

入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体の例で解説する。図-2はある市（Ｘ市）にお

ける類型Ａ～Ｄの各世帯数の推計結果を示している。

各世帯数の将来的な傾向は2030年度まではほぼ横ば

いで、以後減少していくことが予想される。公営住

宅等の必要量は、100％算入を必須とする類型Ａをベ

ースとすると2030年度までは8,450戸程度が必要で

ある。さらに類型Ｂ・Ｃを100％算入して加えると、

2030年度までは28,500戸程度を必要とする。一方、

類型Ｄは地方公共団体の政策ニーズ（例えば、若年

世代の定住やUIJターンの促進、子育て支援等）等を

踏まえて、公営住宅等による支援対象とするかを判

断するが、これを算入した場合は2030年度までの公

営住宅等の必要量は33,000戸程度となる。 
上記の必要量のうち公営住宅自体の必要量は、類

型Ａの世帯数に相当する戸数の確保は必須である。

また、類型Ｂ・Ｃの世帯数の相当戸数も公営住宅で

確保することが望ましい。既存公営住宅数が不足す

る場合、民間空き家を活用した借上げ公営住宅やSN

住宅の供給等で対応することが必要と考えられる。 

 

 

 2020年度 2025年度 2030年度 2035年度 2040年度 2045年度 

1人※ 5,718 6,043 6,240 6,301 6,230 6,132 

2人 10,118 10,207 10,142 9,921 9,551 9,188 

3人 6,628 6,630 6,519 6,303 5,991 5,690 

4人 3,972 3,801 3,606 3,386 3,153 2,969 

5人 1,516 1,456 1,393 1,325 1,243 1,174 

6 人以

上 
373 359 344 325 305 290 

合計 28,327 28,496 28,244 27,562 26,473 25,443 

ところで、公営住宅のストックマネジメントの観

点からは、住宅規模別の必要量の目標設定も重要と

なる。表-2はＸ市における類型Ａ～Ｃの合計世帯数

の推計結果を世帯人数別に示している。2020年度時

点では２人世帯が最も多く、ついで３人世帯が多い

が、経年的には１人世帯（60歳以上）が増加し、２

人以上の世帯が減少していくことが予想される。 

このため将来的には、既存の大規模世帯向け住戸

を単身世帯向けシェアハウスに改修することや建替

えの機会を捉えて、小規模住戸の量を増やしていく

ことの必要性が示唆される。ただし、高齢者等の単

身世帯が過度に集積した公営住宅団地は、コミュニ

ティ機能や自治機能の低下等の点で問題となる。公

営住宅団地のコミュニティの活性化にも配慮し、増

加する単身世帯等の一部は民間空き家を活用した借

上げ公営住宅やSN住宅で対応するなど、公営住宅と

民間空き家の活用を連携させながら住宅規模別の必

要量の目標設定をすることが重要となる。 

 

４．おわりに 

 推計PGの活用により、地方公共団体における住宅

セーフティネットに係る計画策定の充実化が進むこ

とを期待している。今後もフォローアップを継続的

に行い、地方公共団体における公営住宅等の必要量

の目標設定に係る技術支援を行っていく予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 推計PGの公開は下記のHP 

http://www.nilim.go.jp/lab/ibg/contents/SPG/stockProgr

am.html 

2）推計PGの利用マニュアル・技術解説は下記 

国総研資料 No.1168、国総研資料 No.1183 
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1168.htm 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn1183.htm 

図-2 類型Ａ～Ｄの各世帯数の推計結果（Ｘ市の例） 

（世帯数） 

2020年度 2025年度 2030年度 2035年度 2040年度 2045年度 

※ いずれも年度中央（10月 1日）時点 

8,450 

28,500 

33,000 

2035年度以降、

減少の見込み 

※ １人世帯は60歳以上を対象として推計 
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空き家にはどれだけお金がかかる？ 

～市町村における空き家対策コスト 

の試算～ 
(研究期間：令和２年度～令和４年度) 

住宅研究部 住宅計画研究室 

内海 康也 藤本 秀一 

（キーワード）  空き家、空き家管理、管理不全化予防、コスト推計 

 

１．はじめに 

近年わが国では、空き家が増加してきており、こ

れに伴い、適切な管理がされていない「管理不全空

き家」の将来的な増加が懸念されている。また、市

町村や所有者の負担の増大も見られており、適切な

管理の実施や各種支援についての情報提供・助言等、

空き家の管理不全化を予防するための対策の強化が

求められている。これに対応するため、国総研では、

「空き家の管理不全化に対する予防的対策効果の定

量化に関する研究」において、「管理不全化を予防

するために最低限必要な管理水準」を明らかにする

とともに、「管理不全化の予防的対策効果の定量化

手法」を開発することを目的としている。言い換え

ると、空き家が「ぼろぼろ」になるとどれだけ「損」

をするのか、適切に管理するとどれだけ「得」をす

るのかを、平易に示すことを目指している。 

予防的対策効果の定量化の基本的な考え方は、予

防的対策を行ったときと行わなかったときで、それ

ぞれ要するコストを比較するものである（図-1）。 

今年度は、1）空き家の所有者等を対象とした空き

家の管理等に関するwebアンケート、2）市町村にお 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ける空き家の管理不全化の予防的対策等に要するコ

スト及び効果の試算を実施した。 

 

２．空き家の管理等に関するwebアンケート 

実際にどのような管理を行っているか、今後どの

ような管理を行うつもりなのかによって、所有者が

管理に要するコストや、管理不全化により生じるリ

スク（屋根の一部の飛散等）は変わってくる。また、

市町村からすると、たとえば空き家をリフォームし

たい、除却したいという所有者がどの程度いるのか

によって、空き家活用のための補助事業や、除却の

ための補助事業等を実施すべき規模や、得られる効

果が変わってくると考えられる。そこで、所有者の

将来管理意向や、空き家関連補助事業の利用意向等

について把握するため、webアンケートを実施した。 

アンケート結果をもとに、所有者の管理内容、管

理意欲等を踏まえ、表の4タイプに分類した。たとえ

ば、管理改善傾向を空き家タイプ別に見てみると（図

-2）、タイプ３において、「この空き家が倒壊する

ことなどによるリスク（周辺住民を巻き込む事故な

ど）が、管理や補修の費用よりも高額になることが

わかったとき」が管理を改善する契機となるとする

回答の割合が比較的高い。これは、管理意 

 

 

タイプ１ 適切な管理が期待される空き家 42％ 

タイプ２ 当面は適切な管理が期待される空き家 31％ 

タイプ３ 所有者にあまり管理意欲が見られない

空き家 
15％ 

タイプ４ 所有者が思うように管理できていない

空き家 
12％ 

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） 

主任研究官 
(博士(工学)) 

室長 
 

図-1 コスト推計イメージ 

表 空き家タイプ 
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欲がそれほど高くない所有者が、管理不全化による

リスクを必ずしも把握しておらず、適切な情報提供

を行うことで、管理等が改善する可能性があること

を示していると考えられる。 

 

３．市町村の空き家対策に要するコストおよび効果 

市町村における空き家対策に要するコストおよび

効果を試算した。試算対象は、市町村モデル（世帯

数75,000、空き家数10,000、空き家率13.5％）であ

り、期間は5年間とした。算出したコストは「空き家

の管理不全化の予防的対策に要するコスト」、「空

き家への対応等に要するコスト」の２つである。 

算出イメージとして予防的対策を例に取ると、対

策のコストは、「対策の対象件数（空き家所有者を

対象とするか、居住ありの住宅所有者も含めるか

等）」、「コスト単価」、「実施回数」により求め

られる（図-3）。なお、市町村において実際にコス

ト推計を行う際には、この3項目をどのように設定

するかについては、空き家対策の方針や人口・世帯

特性等を踏まえる必要がある。本課題ではこれを「シ

ナリオ」と位置づけており、ここでは「基本シナリ

オ」を仮に設定している。 

予防的対策の効果は、市町村がある年度において

実施した対策の効果として、所有者の管理行動の改

善等が見られる空き家の割合を設定し、次年度のコ

スト算出に反映した注）（図-3）。値については今後

精査が必要であるものの、試算結果からは、予防的

対策に一定の空き家対応コスト削減効果が確認され

た（図-4）。結果について、市町村にヒアリングを

行い、予防的対策における人件費計上の重要性、対

策に要する人件費の一定の妥当性等に関する具体的

な意見をいただき、改良点等を整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．おわりに 

今後は、市町村ヒアリング結果のフィードバック、

空き家所有者に対する追跡調査等、いくつかの市町

村を対象としたケーススタディ等を実施することに

より、管理不全化を予防するために最低限必要な管

理水準、ならびに、管理不全化の予防的対策の効果

の定量化手法を取りまとめる予定である。 

注）試算におけるコスト単価等の原単位データは、

本課題R2調査やwebアンケート等から設定した。 
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図-2 空き家タイプ別管理改善意向 

図-3 予防的対策のコスト・効果算出イメージ 

 

図-4 予防的対策のコスト試算結果 
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欲がそれほど高くない所有者が、管理不全化による

リスクを必ずしも把握しておらず、適切な情報提供

を行うことで、管理等が改善する可能性があること

を示していると考えられる。 
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ナリオ」と位置づけており、ここでは「基本シナリ

オ」を仮に設定している。 

予防的対策の効果は、市町村がある年度において

実施した対策の効果として、所有者の管理行動の改

善等が見られる空き家の割合を設定し、次年度のコ

スト算出に反映した注）（図-3）。値については今後

精査が必要であるものの、試算結果からは、予防的

対策に一定の空き家対応コスト削減効果が確認され

た（図-4）。結果について、市町村にヒアリングを

行い、予防的対策における人件費計上の重要性、対

策に要する人件費の一定の妥当性等に関する具体的

な意見をいただき、改良点等を整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．おわりに 

今後は、市町村ヒアリング結果のフィードバック、

空き家所有者に対する追跡調査等、いくつかの市町

村を対象としたケーススタディ等を実施することに

より、管理不全化を予防するために最低限必要な管

理水準、ならびに、管理不全化の予防的対策の効果

の定量化手法を取りまとめる予定である。 

注）試算におけるコスト単価等の原単位データは、

本課題R2調査やwebアンケート等から設定した。 
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図-2 空き家タイプ別管理改善意向 

図-3 予防的対策のコスト・効果算出イメージ 

 

図-4 予防的対策のコスト試算結果 

 

研究動向・成果 
 

 

災害後における居住継続の 

ための自立型エネルギー 

システムの設計目標 
(研究期間：令和２年度～令和４年度) 

住宅研究部 建築環境研究室       羽原 宏美       西澤 繁毅 

住宅研究部        三木 保弘 

建築研究部 設備基準研究室      山口 秀樹                   

（キーワード）  太陽光発電、蓄電池、設計目標、住宅、停電、居住継続 

 

１．背景と目的 

災害後に停電が続く状況下において自宅での居住

継続を可能とするための一つの方策として、太陽光

発電と蓄電池を組み合わせたシステム（以下、自立

型エネルギーシステム）の活用がある。自立型エネ

ルギーシステムの実効性を担保するためには、シス

テムが災害や状況の変化に対して適切な性能を有し

ているかを、建築主や設計者が判断できることが重

要となる。しかし、災害後の居住継続に関しては、

住宅設計において自立型エネルギーシステムの設計

目標が整備されていないため、性能の適否を判断す

るための拠り所となる指標がなく、その整備が急務

の課題となっている。 

そこで、「災害後における居住継続のための自立

型エネルギーシステムの設計目標に関する研究」を

令和2年度より開始した。本研究では、災害後におけ

る居住継続に必要な電力用途の把握および自立型エ

ネルギーシステムに対する住宅設計上の要求事項の

定量化を行い、それらの成果を災害後における居住

継続のための自立型エネルギーシステムの設計目標

として整理することに取り組む。2021年度は、自然

災害に伴い発生した停電を経験した世帯を対象とし

たアンケート調査結果を基に、停電時における居住

継続に必要な電力用途を検討した。 

 

２．アンケート調査の概要 

調査対象とする自然災害は、直近に発生したもの

を優先とし、災害種別、発生場所および停電状況を

鑑みて、平成30年北海道胆振東部地震、平成30年台

風第24号および令和元年房総半島台風とした。調査 

概要を表に示す。調査は、インターネット調査会社

を通じてWEBアンケートにより実施した。本調査の対

象は、事前調査において前掲の自然災害において停

電経験を有する回答者とした。 

表 調査概要 

調査段階 事前調査 本調査 
調査方法 WEBアンケート 同左 
調査期間 2020年 10月 23日～26日 2020年 12月 16日～18日 

調査対象 

調査時点で次の地域に住まう

20歳以上の方 
 

a）北海道、 
b）静岡県、 
c）千葉県 

事前調査の回答者のうち、次の

自然災害に伴い発生した停電を

経験した方 
 

A）平成 30 年北海道胆振東
部地震、 

B）平成 30年台風第 24号、 
C）令和元年房総半島台風 

回収件数 4899 
(a: 1778/ b: 862/ c: 2259) 

600 
(A: 220/ B: 180/ C: 200) 

本調査では、停電時において不便に感じた生活行

動を聴取した。生活行動は、住戸内で行われるもの

に限定し、電気を使用するものを中心に10種類を設

定した。また、停電発生からの経過時間を発生直後

（～半日）／半日～1日後／1～3日後／3日～1週間後

／1週間以上の5つの期間に分けて聴取した。 

 

３．停電時において不便に感じた生活行動 

各生活行動について、停電時において不便に感じ

たとした回答の割合を図に示す。ここで、回答の割

合は、サンプルの総数に対するパーセンテージであ

る。また、停電発生からの経過時間のうち「1週間以

上」については、サンプル数が少ないことから表示

を省略した。分析対象としたサンプルは、データク

リーニングの結果、合計で438件となった。 

停電発生からの経過時間が「半日」においては、
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災害後における居住継続の 
ための自立型エネルギー 
システムの設計目標
( 研究期間 ： 令和２年度～令和４年度）

住宅研究部　建築環境研究室　 主任研究官
（博士（工学））

　羽原　宏美　 室長
（博士（工学））

　西澤　繁毅 

住宅研究部　住宅情報システム研究官
（博士（工学））

　三木　保弘 

建築研究部　設備基準研究室　 主任研究官
（博士（工学））

　山口　秀樹

（キーワード）　太陽光発電、蓄電池、設計目標、住宅、停電、居住継続
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「全体」では、不便に感じたとした生活行動の上位5

種類は、「灯りの確保」(49.3 %)、「入浴」(39.7 %)、

「情報収集・連絡」(35.6 %)、「洗濯」(33.3 %)、

「トイレ」(28.1 %)であった。これらの生活行動は、

停電発生からの経過時間が「1～3日」においても比

較的高い割合を示してた。自然災害よる相違が顕著

に表れた生活行動は、「暑さへの対応」であり、令

和元年房総半島台風で40.3 %と突出して高かった。 

従って、「灯りの確保」「入浴」「情報収集・連

絡」「洗濯」「トイレ」に関連する設備・機器に対

し、停電時において非常用電源により優先的に電力

を供給することで自宅での生活を継続する可能性を

高めることが期待できる。また、停電が発生する時

期や地域によっては、停電時の自宅での生活継続に

対して上述の5種類に加えて「暑さへの対応」が重要

な要素となることが考えられる。 

 

４．今後の展開 

令和4年度においては、アンケート調査（2020年度）

とシミュレーションによるパラメトリックスタディ

（2021年度）により得られた成果を整理し、災害後

における居住継続のための自立型エネルギーシステ

ムの設計目標を検討するための技術資料を取りまと

める計画である。 

 
・ 生活行動の種類：灯りの確保／情報収集・連絡／水分補給／食事／トイレ／暑さへの対応／換気／掃除・片付け／洗濯／入浴 
・ 「停電」：停電していたサンプルの割合 

図 停電時において不便に感じた生活行動 
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「全体」では、不便に感じたとした生活行動の上位5

種類は、「灯りの確保」(49.3 %)、「入浴」(39.7 %)、

「情報収集・連絡」(35.6 %)、「洗濯」(33.3 %)、

「トイレ」(28.1 %)であった。これらの生活行動は、

停電発生からの経過時間が「1～3日」においても比

較的高い割合を示してた。自然災害よる相違が顕著

に表れた生活行動は、「暑さへの対応」であり、令

和元年房総半島台風で40.3 %と突出して高かった。 

従って、「灯りの確保」「入浴」「情報収集・連

絡」「洗濯」「トイレ」に関連する設備・機器に対

し、停電時において非常用電源により優先的に電力

を供給することで自宅での生活を継続する可能性を

高めることが期待できる。また、停電が発生する時

期や地域によっては、停電時の自宅での生活継続に

対して上述の5種類に加えて「暑さへの対応」が重要

な要素となることが考えられる。 

 

４．今後の展開 

令和4年度においては、アンケート調査（2020年度）

とシミュレーションによるパラメトリックスタディ

（2021年度）により得られた成果を整理し、災害後

における居住継続のための自立型エネルギーシステ

ムの設計目標を検討するための技術資料を取りまと

める計画である。 

 
・ 生活行動の種類：灯りの確保／情報収集・連絡／水分補給／食事／トイレ／暑さへの対応／換気／掃除・片付け／洗濯／入浴 
・ 「停電」：停電していたサンプルの割合 

図 停電時において不便に感じた生活行動 
 

 
 

入浴中の溺水事故を低減するための

浴槽レス浴室のバリアフリー基準に

関する検討 
(研究期間：令和３年度～令和５年度) 

住宅研究部 住宅生産研究室     小野 久美子      脇山 善夫 

（キーワード）  在宅高齢者、溺水事故、浴槽レス浴室、バリアフリー基準 

 

１．はじめに 

 社会の高齢化に伴い在宅高齢者の入浴中の浴槽で

の溺水による死亡者数が増加している。2019年の人

口動態統計に基づき国総研で試算したところ、65歳

以上の住宅内の溺水死亡者数は年間約5,700人であ

り（表）、この死亡者数の93％を65歳以上の高齢者

が占めていることが分かった。高齢化率の推移等か

らも今後さらに高齢者人口が増加することは明らか

であり、溺水死亡事故への対策が急務となっている。 

 そこで国総研では、近年開発が進む「浴槽レス浴

室（浴槽のない浴室）」での入浴（例えばシャワー

浴やミストサウナ浴等）が溺水事故の防止に効果的

であることに着目し、現在未整備である浴槽レス浴

室のバリアフリー基準について検討を進めている。 

 

２．検討概要 

 本研究は以下の２つの検討課題で構成されている。

①浴槽レス浴室の利用安全性・容易性等の実験検証 

浴槽レス浴室の必要空間寸法や手すり位置等の検

証と入浴者及び介助者の動作の安全性・負担等の検

証を行う。 

②浴槽レス浴室のバリアフリーに係る技術基準等の開発 

上記実験検証の結果を踏まえ要求性能水準の設

定を行い、バリアフリー基準案の作成と（図は検討

項目例）、新築の住宅や既存住宅の浴室改修に活用

できる浴槽レス浴室の技術資料を検討する。 

 

３．令和３年度の検討事項 

 研究開始初年度である今年度は、入浴や浴室の安

全性に関する概念整理を行った上で、高齢者を想定

した入浴に係る行動パターンについて、車いす使用、

介助者の有無など入浴者の身体的条件別に整理した。

そして次年度実施予定の実験検証に向けて、検証す 

表 建物内での事故による死者数（2019年） 

 

べき行動パターンの動作確認や、浴室の平面配置と

シャワー（水栓金物位置）やカウンターといった浴

室内の機器の配置等を確認した。 

 

４．今後の方針 

 中間年度である次年度に浴槽レス浴室の利用安全

性・容易性等の実験検証を行い、最終年度に浴槽レ

ス浴室のバリアフリー基準案および技術資料の提案

を予定している。 

 

図 浴槽レス浴室の基準検討項目（例） 

 
【参考文献】 
1) 津留崎ほか:入浴・浴室の安全性に関わる現状と
課題 －浴槽レス浴室のバリアフリーに関する研究 
その１－ 日本インテリア学会第33回大会 研究発表
梗概集, pp.47-48, 2021.10 
2) 小野ほか:浴槽レス浴室に必要な性能とその検証
方法－ 浴槽レス浴室のバリアフリーに関する研究 
その２－ 日本インテリア学会第33回大会 研究発表
梗概集, pp.49-50, 2021.10 

主任研究官 
(博士(工学)) 

住宅 建築 小計

中毒 56 6 62

墜落 558 159 717

転落 388 79 467

転倒 1,448 533 1,981

落下物・衝突等 17 8 25

感電 0 0 0

溺水 5,673 384 6,057

火傷 190 2 192

小計 8,330 1,171 9,501

火災・爆発 672 3 675

天災・電撃 30 0 30

小計 702 3 705

総計 9,032 1,174 10,206
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住宅研究部　住宅生産研究室　 主任研究官
（博士（工学））
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研究動向・成果 
 

 

郊外住宅市街地における 

移動環境の向上技術の開発 
(研究期間：平成 30年度～) 

都市研究部  都市施設研究室     新階 寛恭      河井 裕紀  

都市研究部  都市開発研究室         石井 儀光   

（キーワード）  都市の持続可能性、郊外住宅市街地、生活の質の向上、新たなモビリティ  

 

１．研究の背景、目的 

高度経済成長期以降に計画的に供給された郊外住

宅市街地では、高齢化等により自立的な移動に困難

を伴う住民が増加する一方、需要低迷やドライバー

不足等により既存公共交通のサービス水準低下も顕

著になっている。こうした中、持続可能な都市の実

現に向け、拠点の一つとなりうる郊外住宅市街地の

生活の質を向上させるため、新たなモビリティ（環

境性能や機動性等に優れた小型電動カート等）導入

による移動環境の向上が有用と考えられる。 

そこで、新たなモビリティ導入のあり方を検討す

るため、高齢化が進み、かつ起伏があり徒歩移動に

負担を伴う複数の郊外住宅市街地（表-1）を対象に

小型電動カートを用いた実証実験を行い、その導入

効果や課題等を分析することとした。 

表-1 対象とする郊外住宅市街地（概要） 

２．郊外住宅市街地における移動の実態 

郊外住宅市街地の移動実態について表-1の3地区

を対象にアンケート調査を行ったところ、日常行動

の行き先として、地区内・外が拮抗していた（図-1）。 

今後、拠点となる郊外住宅市街地の多様性や機能

向上により魅力が増すと、地区内への移動需要が伸

び、その重要性はさらに増すことも考えられる。地

区内への移動需要があるか・これに対応できている

かどうかは「自立的で暮らしやすい・活動しやすい」

地域かどうかのバロメータであるともいえる。 

 

３．新たなモビリティ「グリスロ」 

地区内移動や地区外交通へのアクセスを支える手

段として近年、歩行支援ツールやパーソナルモビリ

ティ、超小型モビリティなど多様な移動ツールが普

及・展開している。このうち、低速を条件に公道で

の軽量化・開放性が許容された「グリーン･スロー･

モビリティ(略称「グリスロ」)」（図-2）等の移動

ツールを既存公共交通も含め地区特性や移動シーン

に応じて使い分け組み合わせることで、歩いて暮ら

せる社会に資するようになると考えられる。本研究

では、地区内道路での小回りが利き複数グループの

相乗りも可能な7人乗り車両を用いることとした。 

 

名称 綾西地区 北野台地区 こま武蔵台地区 

所在地 神奈川県綾瀬市 東京都八王子市 埼玉県日高市 
都心からの距離 40km程度 40km程度 50km程度 

規
模 

人口 約3,500人 約6,800人 約4,700人 
面積 約44ha 約87ha 約93ha 

高低差(勾配) 約30m（約4%） 約40m（約4%） 約70m（約5%） 

特
性 

入居時期 1962年～ 1976年～ 1977年～ 
高齢化率(H27国調) 42% 42% 45% 
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図-2 多様なモビリティの一つ「グリスロ」 
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(研究期間：平成 30年度～) 
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（キーワード）  都市の持続可能性、郊外住宅市街地、生活の質の向上、新たなモビリティ  

 

１．研究の背景、目的 

高度経済成長期以降に計画的に供給された郊外住

宅市街地では、高齢化等により自立的な移動に困難

を伴う住民が増加する一方、需要低迷やドライバー

不足等により既存公共交通のサービス水準低下も顕

著になっている。こうした中、持続可能な都市の実

現に向け、拠点の一つとなりうる郊外住宅市街地の

生活の質を向上させるため、新たなモビリティ（環

境性能や機動性等に優れた小型電動カート等）導入

による移動環境の向上が有用と考えられる。 

そこで、新たなモビリティ導入のあり方を検討す

るため、高齢化が進み、かつ起伏があり徒歩移動に

負担を伴う複数の郊外住宅市街地（表-1）を対象に

小型電動カートを用いた実証実験を行い、その導入

効果や課題等を分析することとした。 

表-1 対象とする郊外住宅市街地（概要） 

２．郊外住宅市街地における移動の実態 

郊外住宅市街地の移動実態について表-1の3地区

を対象にアンケート調査を行ったところ、日常行動

の行き先として、地区内・外が拮抗していた（図-1）。 

今後、拠点となる郊外住宅市街地の多様性や機能

向上により魅力が増すと、地区内への移動需要が伸

び、その重要性はさらに増すことも考えられる。地

区内への移動需要があるか・これに対応できている

かどうかは「自立的で暮らしやすい・活動しやすい」

地域かどうかのバロメータであるともいえる。 

 

３．新たなモビリティ「グリスロ」 

地区内移動や地区外交通へのアクセスを支える手

段として近年、歩行支援ツールやパーソナルモビリ

ティ、超小型モビリティなど多様な移動ツールが普

及・展開している。このうち、低速を条件に公道で

の軽量化・開放性が許容された「グリーン･スロー･

モビリティ(略称「グリスロ」)」（図-2）等の移動

ツールを既存公共交通も含め地区特性や移動シーン

に応じて使い分け組み合わせることで、歩いて暮ら

せる社会に資するようになると考えられる。本研究

では、地区内道路での小回りが利き複数グループの

相乗りも可能な7人乗り車両を用いることとした。 
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４．実証実験の実施および結果 

令和3年度に行った実証実験の結果を表-2に示す。

3地区とも1日当たり利用者数が13～15人程度となり、

利用需要について同様の傾向を示す結果となった。 

また、実証実験にあわせて実施した実験中・事後

アンケートでは、利用者評価として「コミュニケー

ションツール」や「動くサロン」「移動するコミュ

ニティ広場」になった、「外出のきっかけになった」

という声が多く、移動性向上とあわせてコミュニケ

ーション機能等が高く評価された（図-3）。このよ

うなことから、新たなモビリティが多様な価値を創

出する潜在性がある、ということが分かる。 

あわせて、新たなモビリティが本格導入された場

合の利用料金等の支払意思額も聞いている（図-4）。 

表-2 実証実験の結果（令和3年度） 

 こま武蔵台（令和3.3-4実施）の場合、都度払いで

は100円/回のほか200円/回、月々定額払いでは500円

/月のほか1,000円/月も見られた。特筆すべきは、全

住民を対象とした事後アンケートにおいて、都度払

い、月々定額の双方で支払意思のある人の割合が非

利用者も含め一定程度存在したことである。 

この結果を受け、仮想ではあるが収支を試算して

みた。収入は、事後アンケート結果をベースに地区

全体に拡大し、支払意思額を乗じて集計したところ、 

 500円/月（支払想定数 約1,000人）610万円/年 

1,000円/月（同 約380人）        460万円/年 

一方、支出（コスト）としては、運転者への謝金、

車両調達費（3年償却）、その他諸経費をあわせて 

500万円/年（償却後は330万円/年） 

となり、収支が概ね均衡する結果となった。地区住

民の価値評価の一端を窺い知ることができる。 

 このほか、このような取組みへの貢献の意向につ

いても聞いたところ、直接的・間接的な支援・協力

の意向が確認できた（図-5）。これらから、新たな

モビリティの取組みに対して地域の受容性は一定程

度形成されると考えることができ、なにより、この

ような取組みが地域の活性化や自立・自助のための

多様な活動の一助にもなりうることが想像できる。 

 

５．今後の取組み 

今回、長期実証実験も行い、住民の行動変容等の

情報収集分析も行っている。今後、市街地タイプ別

に新たなモビリティの導入手法や安全基準等につい

て全国の参考となるようとりまとめを行っていく。 
 

☞詳細情報はこちら 

1) 日本都市計画学会誌 No.355, pp.62-65(2022.3) 

名称 綾西地区 北野台地区 こま武蔵台地区 

面積 約44ha 約87ha 約93ha 
高低差(勾配) 約30m（約4%） 約40m（約4%） 約70m（約5%） 

実
験
概
要 

運行期間 10/17～3/下 11/11～12/1 12/7～1/9 
運行日数 5ヶ月(35日※) 21日 30日 

ルート(便数) 3ﾙｰﾄ(12便) 1ﾙｰﾄ(4便) 
平日：1ﾙｰﾄ(5便) 
休日：2ﾙｰﾄ(8便) 

結
果 

総利用者数(人) 537人(※1/4迄) 274人 381人 
利用者数/日 15.3人/日 13.0人/日 12.7人/日 
利用者数/便 1.3人/便 3.3人/便 2.2人/便 

図-3 グリスロへの利用者評価 

「外出するきっかけ」  
→３割以上 

「コミュニケーション
をとるきっかけ」 
→５割以上 

移動性の向上 

こま武蔵台利用者アンケート(令和 3.4) （N=619） 

コミュニケーションの 
きっかけになった 

外出のきっかけになった 

短時間で移動できた 

自動車を使わなくて 
よくなった 

遠くのバス停まで 
行かなくてよくなった 
バスや鉄道に乗る 
きっかけになった 

その他 

図-4 グリスロへの支払意思額 

都度払い 

100円／回 

200円／回 

月々定額払い 

（N=619） 

500円／月 

1,000円／月 

（実験中）利用者アンケート 

月々定額払い 
500円／月 

1,000円／月 

（事後）地区住民アンケート 

都度払い 

100円／回 

200円／回 

（N=1,157） 

 

図-5 取組みへの貢献の意向 
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都市機能の広域連携に係る 

公共交通アクセス性に関する調査 
 

 (研究期間：令和元年度～令和３年度) 

都市研究部 都市開発研究室 石井 儀光 

（キーワード）  広域連携、公共交通、時刻表、交通結節点、自動運転バス 

 

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、以下、都市機能）において、サービスの需要

量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、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。そのため、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。 

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」を実

施している。今年度は、広域連携施設に対する連携

市町村からの公共交通によるアクセス性について把

握するための調査と、公共交通によるアクセス性の

改善事例について調査を行った。 

 

２．公共交通によるアクセス性の調査 

（1）調査対象広域連携事例の抽出 

広域連携については、連携中枢都市圏や定住自立

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 

る都市圏があり、立地適正化計画の手引き1)では公

共交通等のネットワークを介して都市機能を役割分

担するイメージが示されている（図-1）。 

本調査では、施設特性等を考慮して、36圏域に立

地する56施設を対象に公共交通によるアクセス性を

調査することとした。なお、過年度調査で把握した、

都市機能の広域連携施設の主な分類を表-1に示す。 

表-1 広域連携施設の分類 

分類 施設の例 

医療施設 病院、病児保育施設等 

生活施設 子育て支援施設、生活支援施設等 

文化施設 ホール、図書館、スポーツ施設等 

教育施設 大学、教育研究所等 

産業施設 ビジネスサポートセンター等 

その他 観光案内所、交流施設等 

 

（2）調査概要 

まず、連携する市町村から広域連携施設への公共

交通によるアクセス性を把握するため、市町村庁舎

最寄りの駅・バス停から公共交通でアクセス可能か

どうかを把握した。その結果、約1／4の広域連携施

設は一部の連携市町村庁舎から公共交通でアクセス

できなかったものの（図-2上）、全ての連携市町村

庁舎から公共交通でアクセスできない広域連携施設

（図-2下）はなかった。 

また、たとえ公共交通でアクセスできる場合であ

っても、ダイヤによっては広域連携施設到着後に一

定時間滞在すると、当日中に戻ることができなくな

る場合も想定される。そこで、往復の所要時間につ

いても調査し、実質的に公共交通利用が困難な連携

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 

 

広域的な地域の活性化
と効率的な施設配置

図-1 広域連携のイメージ１） 
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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、以下、都市機能）において、サービスの需要

量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、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。そのため、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。 

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」を実

施している。今年度は、広域連携施設に対する連携

市町村からの公共交通によるアクセス性について把

握するための調査と、公共交通によるアクセス性の

改善事例について調査を行った。 

 

２．公共交通によるアクセス性の調査 

（1）調査対象広域連携事例の抽出 

広域連携については、連携中枢都市圏や定住自立

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 

る都市圏があり、立地適正化計画の手引き1)では公

共交通等のネットワークを介して都市機能を役割分

担するイメージが示されている（図-1）。 

本調査では、施設特性等を考慮して、36圏域に立

地する56施設を対象に公共交通によるアクセス性を

調査することとした。なお、過年度調査で把握した、

都市機能の広域連携施設の主な分類を表-1に示す。 

表-1 広域連携施設の分類 

分類 施設の例 

医療施設 病院、病児保育施設等 

生活施設 子育て支援施設、生活支援施設等 

文化施設 ホール、図書館、スポーツ施設等 

教育施設 大学、教育研究所等 

産業施設 ビジネスサポートセンター等 

その他 観光案内所、交流施設等 

 

（2）調査概要 

まず、連携する市町村から広域連携施設への公共

交通によるアクセス性を把握するため、市町村庁舎

最寄りの駅・バス停から公共交通でアクセス可能か

どうかを把握した。その結果、約1／4の広域連携施

設は一部の連携市町村庁舎から公共交通でアクセス

できなかったものの（図-2上）、全ての連携市町村

庁舎から公共交通でアクセスできない広域連携施設

（図-2下）はなかった。 

また、たとえ公共交通でアクセスできる場合であ

っても、ダイヤによっては広域連携施設到着後に一

定時間滞在すると、当日中に戻ることができなくな

る場合も想定される。そこで、往復の所要時間につ

いても調査し、実質的に公共交通利用が困難な連携
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写真 
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広域的な地域の活性化
と効率的な施設配置

図-1 広域連携のイメージ１） 

 

 
 

市町村と施設のペアについても把握した。 

さらに、公共交通のルートや乗り換えの接続性を

評価するため、公共交通による移動時間（乗車時間

＋乗り換えの待ち時間・移動時間）と、自動車利用

を想定した場合の所要時間の比較分析を行った。 

 

図-2 公共交通によるアクセス可否のイメージ  

 

３．公共交通によるアクセス性の改善事例調査 

（1）新たなモビリティ等の活用事例調査 

自動運転バスやライドシェア、超小型モビリティ

等を用いることで広域移動のアクセス性を改善する

可能性を検討するため、新たなモビリティの実証実

験等の事例に関する情報を収集した。 

1）茨城県境町の自動運転バスの事例 

病院、銀行、郵便局、スーパー等の生活拠点に加

えて、自家用車での訪問が多い「道の駅さかい」、

路線バスのターミナルである「河岸の駅さかい」、

境町高速バスターミナルの3つの交通結節点を自動

運転バス（写真-1）で結ぶことで、町民の生活利便

施設へのアクセス性の改善が図られている。また、

LINEを活用したオンデマンド運行の導入より、更な

る利便性の改善が図られている。 

 

写真-1 自動運転バス（ナビヤ社製 アルマ） 

 自動運転バスにより、運転手が不足している地域に

おいても公共交通の維持確保が可能である。また、

既存公共交通との連携により既存の路線バスの収益

改善が期待されるなどのメリットがある。 

 

（2）公共交通等の乗り継ぎ改善事例調査 

 市町村を跨ぐような広域移動において、路線バス

等の公共交通を乗り継ぐ場合のアクセス性の改善に

関する事例について情報を収集した。 

1）秋田県五城目町・八郎潟町・大潟村の事例 

秋田県五城目町・八郎潟町・大潟村の３町村は一

体的な生活圏を形成しているものの、路線バスは五

城目町と八郎潟町のみを結んでおり、3町村間の公共

交通移動ができなかった。そこで、鉄道と路線バス

が接続する八郎潟駅（はちパル、写真-2）を広域移

動の交通結節点として位置づけ、３町村を連絡する

「南秋地域広域マイタウンバス」を創設した。３町

村の観光施設や商業施設、駅、病院などがバスルー

トで結ばれたことで利便性が大きく向上した。また、

はちパルには図書館や子育て支援センター、交流ホ

ール等が設置され、交流の拠点となっている。 

 

写真-2 拠点施設「はちパル」外観 

 

４．おわりに 

 今後は、広域連携を検討する地方公共団体等にと

って、公共交通移動の改善を検討する際に参考とな

るように調査結果を整理し、手引き等にとりまとめ

る予定である。 

☞詳細情報はこちら 

１）国土交通省「立地適正化計画の手引き」, 
https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/tos
hi_city_plan_tk_000035.html 
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研究動向・成果 
 

３Ⅾ都市モデルを活用した市街地 

シミュレーションに関する研究 
(研究期間：令和３年度～令和５年度) 

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

都市研究部 都市防災研究室        竹谷 修一 

（キーワード）  ３D都市モデル、CityGML、シミュレーション 

 

１．はじめに 

国土交通省では、都市インフラ・まちづくりのデ

ジタルトランスフォーメーション推進のため、3D都

市モデルの整備・活用・オープンデータ化のリーデ

ィングプロジェクトとしてProject PLATEAU１）を進

めている。PLATEAUの3D都市モデルは、国際標準仕様

（CityGML）で作成され、行政、民間事業者、住民等

がそれぞれの利用目的に合わせて活用することで、

新たなイノベーションの創出が期待されている。 

本稿では、市街地の風環境や火災延焼のシミュレ

ーションへの3D都市モデルデータの利活用の取組に

ついて紹介する。 

 
２．研究概要 

都市研究部では、PLATEAUによる3D都市モデルデー

タの利活用を推進するために、「都市関連データの

オープン化と利活用の推進に関する研究」２）を実施

し、以下の(1)～(3)の項目に取り組んでいる。 

(1)3D都市モデルの拡張仕様の検討 

様々な都市問題（環境・防災等）の検討に必要と

なる詳細な属性データの整備に向けて、3D都市モデ

ルを拡張する仕様について検討する。 

(2)3D都市モデルの作成及び更新コスト削減の検討 

航空レーザ測量等で取得された既存の点群データ

等を利活用して3D都市モデルの作成や更新を低コス

ト化する手法について検討する。 

(3)ケーススタディによる拡張仕様等の検証 

 環境及び防災の個別課題の検討を行い、3D都市モ

デルの共通仕様と追加した拡張仕様とのデータ整合

性についてケーススタディを通じて検証する。 

 

３．3D都市モデルの拡張仕様の検討 

市街地の風環境や火災延焼のシミュレーションで

は、3D都市モデルから得られる幾何形状データに加

えて、建物の窓の防火性能や外構樹木の葉の密度な

どの属性データが必要となる（図）。本研究では、

PLATEAUの共通仕様を拡張し、これらのデータを格納

するための仕様について検討を行うとともに、サン

プルデータを作成してシミュレーション用データへ

の変換時の課題等を明らかにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 データ拡張によるシミュレーションのフロー 

４．おわりに 

本稿では、拡張仕様のデータの格納方法の標準化

に向けた検討を行った。今後、拡張仕様に基づくデ

ータを広範囲に作成して市街地シミュレーションを

行い検証するとともに、ユースケースの一事例とし

て公開する予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) Project PLATEAU https://www.mlit.go.jp/plateau/ 
2) 記者発表資料「“社会の「これから」をつくる研

究所”『国総研』～社会をまもる、高める、創る
７つの研究 令和３年度概算要求～」 令和2年9
月25日 pp.7 
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journa
l/kisya20200925.pdf#page=9 
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研究動向・成果 
 

３Ⅾ都市モデルを活用した市街地 

シミュレーションに関する研究 
(研究期間：令和３年度～令和５年度) 

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

都市研究部 都市防災研究室        竹谷 修一 

（キーワード）  ３D都市モデル、CityGML、シミュレーション 

 

１．はじめに 

国土交通省では、都市インフラ・まちづくりのデ

ジタルトランスフォーメーション推進のため、3D都

市モデルの整備・活用・オープンデータ化のリーデ

ィングプロジェクトとしてProject PLATEAU１）を進

めている。PLATEAUの3D都市モデルは、国際標準仕様

（CityGML）で作成され、行政、民間事業者、住民等

がそれぞれの利用目的に合わせて活用することで、

新たなイノベーションの創出が期待されている。 

本稿では、市街地の風環境や火災延焼のシミュレ

ーションへの3D都市モデルデータの利活用の取組に

ついて紹介する。 

 
２．研究概要 

都市研究部では、PLATEAUによる3D都市モデルデー

タの利活用を推進するために、「都市関連データの

オープン化と利活用の推進に関する研究」２）を実施

し、以下の(1)～(3)の項目に取り組んでいる。 

(1)3D都市モデルの拡張仕様の検討 

様々な都市問題（環境・防災等）の検討に必要と

なる詳細な属性データの整備に向けて、3D都市モデ

ルを拡張する仕様について検討する。 

(2)3D都市モデルの作成及び更新コスト削減の検討 

航空レーザ測量等で取得された既存の点群データ

等を利活用して3D都市モデルの作成や更新を低コス

ト化する手法について検討する。 

(3)ケーススタディによる拡張仕様等の検証 

 環境及び防災の個別課題の検討を行い、3D都市モ

デルの共通仕様と追加した拡張仕様とのデータ整合

性についてケーススタディを通じて検証する。 

 

３．3D都市モデルの拡張仕様の検討 

市街地の風環境や火災延焼のシミュレーションで

は、3D都市モデルから得られる幾何形状データに加

えて、建物の窓の防火性能や外構樹木の葉の密度な

どの属性データが必要となる（図）。本研究では、

PLATEAUの共通仕様を拡張し、これらのデータを格納

するための仕様について検討を行うとともに、サン

プルデータを作成してシミュレーション用データへ

の変換時の課題等を明らかにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 データ拡張によるシミュレーションのフロー 

４．おわりに 

本稿では、拡張仕様のデータの格納方法の標準化

に向けた検討を行った。今後、拡張仕様に基づくデ

ータを広範囲に作成して市街地シミュレーションを

行い検証するとともに、ユースケースの一事例とし

て公開する予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) Project PLATEAU https://www.mlit.go.jp/plateau/ 
2) 記者発表資料「“社会の「これから」をつくる研

究所”『国総研』～社会をまもる、高める、創る
７つの研究 令和３年度概算要求～」 令和2年9
月25日 pp.7 
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journa
l/kisya20200925.pdf#page=9 
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郊外住宅地における生活利便 

施設の複合化に関する研究 
 

 (研究期間：平成 30年度～令和４年度) 

都市研究部 都市開発研究室 石井 儀光 

建築研究部  長谷川 洋 

都市研究部 都市計画研究室 勝又 済 

（キーワード）  郊外住宅地、生活利便施設、生活利便機能、複合化、交流拠点 

 

１．はじめに 

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、郊外住宅地を形成している。

多くの団地で開発から40年以上が経過し、経年に伴

う住宅・住宅地の老朽化、住宅地内の商業・サービ

ス施設の衰退、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。しかし、

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1)。 

そこで国総研では、総合技術開発プロジェクト「成

熟社会に対応した郊外住宅市街地の再生技術の開発」

（平成30年度～令和4年度）において、計画開発され

た郊外住宅地（団地）の再生を促進する技術開発を

行い、そこを拠点として郊外の再編・集約化を推進

することを目指している。 

 令和2年度の調査において、郊外住宅地に不足して

いる生活利便施設の事業者等に対して、郊外住宅地

に出店する場合の立地条件等についてヒアリング調

査等を行った。その結果、商圏人口や競合施設の有

無等の立地条件を満たすことが難しい郊外住宅団地

の存在が多数想定されることが分かった。そこで令

和3年度は、複数の生活支援機能を複合化させること

で集客能力を向上させたり、施設の運営費用を削減

したりする等の工夫によって施設立地を実現してい

る施設について調査を実施することとした。本稿で

はその調査結果の一部を紹介する。 

 

 

２．生活利便施設の複合化に関する調査 

（1）調査対象生活利便施設 

調査対象とする生活利便施設については、令和元

年度に実施した、ケーススタディ対象の4団地（日高

市こま武蔵台団地、八王子市西武北野台団地、横浜

市栄区庄戸団地、生駒市あすか野団地）の居住者を

対象としたアンケート調査においてニーズの高かっ

た施設を中心に、以下の5種類の生活利便施設のいず

れかを含む複合施設を調査対象にすることとした。 

①生鮮食料品を扱う商業施設（ミニスーパー、コ

ンビニ） 

②日用品を扱う商業施設（ドラッグストア） 

③高齢者施設（有料老人ホーム、サービス付き高

齢者住宅等） 

④子育て施設施設（保育園、児童館等） 

⑤コワーキングスペース 

（2）調査方法 

（1）で設定した調査対象生活利便施設について、

新聞・雑誌記事や学術論文、Webページ等の文献情報

を中心に、全国の郊外住宅地の事例の中から、参考

となる約20事例について、基本的な情報を収集した。

次に、それらの施設の中から約10施設を対象に、ヒ

アリング調査を実施して、機能の複合化に至る経緯

とその効果、地域との関わりや他地域への展開の可

能性と課題等について把握した。 

（3）複合化施設の事例～その１～ 

大阪府堺市南区の泉北ニュータウンにある複合施

設「みんなのマーケット るぴなす」は、有料老人

ホームの1階部分に、ミニスーパーとコミュニティサ
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ロン、就労継続支援B型事業所が複合した施設である

（写真-1、写真-2）。就労継続支援B型の利用者が清

掃や商品の陳列整理、商品管理、レジの補助などを

行っている。また、施設内の調理室を活用した配食

サービス等の効率化により運営費の削減を行ってい

る。なお、コミュニティサロンは高齢者の利用だけ

ではなく、子どもの放課後利用も多く、地域の多世

代交流拠点としても機能している。 

 

写真-1 るぴなすの外観 

 

写真-2 るぴなすの内部 
 

（4）複合化施設の事例～その２～ 

仙台市若林区にある複合施設「アンダンチ」は、

サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）を中心に、

看護小規模多機能型居宅介護、保育園、レストラン、

就労継続支援Ｂ型事業所、コミュニティスペース等

が複合した施設である。「あんだんち食堂」（写真

-3）はレストランとして機能しながら、サ高住と保

育園の給食業務を担うことで効率化が図られている。

こだわりの玄米をはじめ、食材にこだわった食事を

提供しており、施設の集客力を高めている。 

また、保育園が併設されているため、施設のスタ

ッフが子どもを預けることができるメリットがある。

なお、サ高住のロビーに直結する形で駄菓子屋が併

設されており、駄菓子屋を訪れる子どもと入居者と 

の交流の場となっている（写真-4）。 

 

写真-3 あんだんち食堂 

 

写真-4 サ高住に併設された駄菓子屋 

  

（5）生活利便機能の複合化による相乗効果 

 複数の生活利便機能の複合化による相乗効果とし

ては、施設の運営主体にとっては主に以下の２つが

考えられる。 

１）需要・収入面の効果：複合化による魅力向上、

利用圏域拡大、競争力向上等 

２）支出面の効果：設備の共用等による経費削減、

人員効率化等 

それに加えて、複合化施設が地域住民の交流の場

となることや、地域の高齢者の生きがい就労の場と

なっている事例などが複数見られ、地域住民にとっ

ての施設立地の効果が大きいことが分かった。 

 

３．おわりに 

 今後は、今回の調査結果を踏まえたケーススタデ

ィ等を通して、郊外住宅団地の状況に適した生活支

援機能の複合化施設の立地誘導に向けた検討プロセ

スについて整理する予定である。 

☞詳細情報はこちら 

１）「住宅団地再生」連絡会議, 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/
jutakukentiku_house_tk5_000067.html 
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また、保育園が併設されているため、施設のスタ

ッフが子どもを預けることができるメリットがある。

なお、サ高住のロビーに直結する形で駄菓子屋が併

設されており、駄菓子屋を訪れる子どもと入居者と 

の交流の場となっている（写真-4）。 
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（5）生活利便機能の複合化による相乗効果 

 複数の生活利便機能の複合化による相乗効果とし

ては、施設の運営主体にとっては主に以下の２つが

考えられる。 

１）需要・収入面の効果：複合化による魅力向上、

利用圏域拡大、競争力向上等 

２）支出面の効果：設備の共用等による経費削減、

人員効率化等 

それに加えて、複合化施設が地域住民の交流の場

となることや、地域の高齢者の生きがい就労の場と

なっている事例などが複数見られ、地域住民にとっ

ての施設立地の効果が大きいことが分かった。 
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ィ等を通して、郊外住宅団地の状況に適した生活支

援機能の複合化施設の立地誘導に向けた検討プロセ
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研究動向・成果 
 

 

みなとオアシス登録施設の 

配置計画に関する研究 
(研究期間：令和３年度) 

沿岸海洋・防災研究部 沿岸域システム研究室 

小松﨑 真彦 

（キーワード）  みなとオアシス、立地条件、数量化Ⅲ類 

 

１．はじめに 

みなとオアシスとは、地域住民の交流や観光の振

興を通じた地域活性化に資する「みなと」を核とし

たまちづくりを促進するため、住民参加による地域

振興の取り組みが継続的に行われる施設として、国

土交通省港湾局長が申請に基づき登録するものであ

る。1）旅客施設、交流・休憩、物販・飲食を提供す

る複数の既存施設から構成される。（図-1） 

みなとオアシスについては、アクセスしにくい、

施設同士が離れて配置されているといった課題があ

る。これらは配置計画の観点から、どのように施設

を登録すればよいかという課題と考えられる。 

そこで、本研究では、全国148箇所（令和3年4月30

日時点）のみなとオアシスを対象として、みなとオ

アシスの施設機能による類型化を行ったうえで、施

設配置についてアクセス性と周遊性の観点から分析

を行い、留意点について検討した。 

 

図-1 みなとオアシスの施設の例1） 

 

２．みなとオアシスの類型化 

みなとオアシスの類型化は各施設の入居テナント

等の情報を元に施設を12種類の機能（文化、商業、

観光情報、地域交流、展望・休憩、余暇、研修・業

務、旅客ターミナル、緑地・海岸、港湾・漁港、防

災、駐車場）に分類し数量化Ⅲ類分析を実施した。       

分析の結果、第1軸（縦軸）の正側には防災、研修・

業務、地域交流といった施設が、負側には観光情報、

余暇といった施設が布置されたことから、第1軸は施

設利用者の属性を表していると解釈した。第2軸（横

軸）の正側には旅客ターミナル、負側には観光情報、

余暇といった施設が布置されたことから、第2軸は施

設利用目的を表していると解釈した。（図-2） 

 第1軸と第2軸における各みなとオアシスのサンプ

ルスコアからクラスター分析（ウォード法、ユーク

リッド距離）を行い、各象限に散布されたみなとオ

アシスを分類整理すると、 

・観光情報、商業、余暇機能を主とする観光集客型 

・フェリー、離島航路を多く有する海上交通拠点型 

・地域住民の利用を主とする地域交流型 

の3パターンに分類することができた。（図-3） 
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図-3 数量化Ⅲ類のサンプルスコアの 
クラスター分析結果 

 

３．立地条件（アクセス性、周遊性）に関する分析 

みなとオアシスのアクセス性、周遊性を把握する

ため、最寄り鉄道駅から代表施設までの直線距離と

代表施設の半径500ｍ範囲内に含まれる構成施設の

割合（以降、集積度と呼ぶ）を分析し、駅から代表

施設までの直線距離と集積度の関係より4つのタイ

プに分類した。（図-4） 

左上Aの部分（徒歩圏500ｍ以下、集積度70％以上）

は、駅近／密集タイプと分類した。このタイプは駅

から近く、施設もまとまっており、来訪者が徒歩で

行きやすく、周遊しやすいと考えられる。 

Bの部分（徒歩圏500ｍ以下、集積度70％以下）は

駅近／分散タイプと分類した。このタイプは駅から

近く代表施設には行きやすいが、構成施設が離れて

いるため周遊はしにくいと考えられる。 

Cの部分（徒歩圏500ｍを超え、集積度70％以上）

は駅遠／密集タイプと分類した。このタイプは駅か

らは遠く、車などによる来訪が想定されるが、施設

がまとまっており周遊はしやすいと考えられる。 

Dの部分（徒歩圏500ｍを超え、集積度70％以下）

に関しては駅遠／分散タイプと分類した。このタイ

プは駅からも遠く、施設もまとまっていないため、

車などによる来訪、周遊が想定される。 

Bの駅近／分散タイプに属する観光集客型のみな

とオアシスは、集客機能を有する代表施設に来訪者

を集めても、施設が分散しているため構成施設まで

代表施設に集客した来訪者を誘導できず、一部地域

のみの活性化になる可能性がある。このような場合

は施設間を連携させるため、 

・施設に関する情報提供＋駐車場の設置 

・プロムナード等による連携 

・一定距離ごとに集客施設を配置 

以上のような仕組みを検討することが必要である。 

Dの駅遠／分散タイプはアクセス、周遊の方法とし

て車等の使用が考えられる。このタイプに属する場

合、海上交通拠点型であれば離島へのアクセス拠点、

地域交流型であれば地元住民の憩いの場や拠点とし

ての使用が考えられ、駅から離れており、施設が分

散していても大きな問題にならない可能性がある。

一方、観光集客型の場合は駅近／分散タイプと同様

に、一部地域のみの活性化になる可能性があり、み

なとオアシスによる地域活性化を考えている場合は

注意が必要である。 
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図-4 集積度と駅から代表施設までの 
直線距離の関係 

 

４．おわりに 

 今後は、敷地レベルにおける施設の平面配置、断

面構成を含めた分析を行う予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) みなとオアシス全国協議会：みなとオアシスハ

ンドブック【増補版】、2019 
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図-3 数量化Ⅲ類のサンプルスコアの 
クラスター分析結果 
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プに分類した。（図-4） 

左上Aの部分（徒歩圏500ｍ以下、集積度70％以上）

は、駅近／密集タイプと分類した。このタイプは駅
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なとオアシスによる地域活性化を考えている場合は

注意が必要である。 
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４．おわりに 

 今後は、敷地レベルにおける施設の平面配置、断

面構成を含めた分析を行う予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) みなとオアシス全国協議会：みなとオアシスハ

ンドブック【増補版】、2019 
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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－ 
(研究期間：平成元年度～令和３年度) 

沿岸海洋・防災研究部 海洋環境・危機管理研究室 

岡田 知也 秋山 吉寛 内藤 了二 

（キーワード）  環境保全技術、造成干潟、生態系サービス 

 

１．はじめに 

沿岸域や港湾域では、環境保全技術として、干潟、

藻場や生物共生型港湾構造物が造成されている。こ

れらは、水質浄化や種の保全などの多様な生態系サ

ービス（本研究では環境価値と呼ぶ）を持つ。しか

し、環境保全技術が有する環境価値の特徴は良く判

っていない。そこで、国内の複数の環境保全技術の

環境価値を評価し、その特徴について調べた。 

 

２．手法 

本研究では、4つの湾（東京湾、大阪湾、博多湾お

よび松島湾）の9つの造成干潟および7つの自然干潟

を評価した。評価した環境価値は、食料供給、水質

浄化、温暖化抑制、観光・レクリエーション、教育、

昔からの特別な場、日々の憩いの場、種の保全であ

る。得られた環境価値に対して因子分析を実施し、

環境価値間の競合性・両立性について検討した。造

成干潟は、港湾内のため人のアクセスが制限される

Limited-use型、人が自由にアクセスできる

Less-limited-use型に分けて整理した。 

 

３．結果 

因子分析の結果から、図のような 3 角形の競合

性・両立性の関係が推測された。縦軸は場の利用の

状態であり、上側ほど一般利用が強く、下側ほど利

用制限が強い。横軸は生態系の状態であり、左側ほ

ど生産性が高く、右側ほど生物多様性が高い。G1は

「観光・レク」と「憩い」が、G2は「種の保全」と

「昔からの特別な場」が、G3は「食料供給」「水質

浄化」「温暖化抑制」「環境境域」がそれぞれ両立

するグループであった。そして、G1、G2 および G3

はそれぞれ競合関係であった．Less-limited-use型

は G1または G2に、Limited-use型は G3に、自然干

潟は G2または G3に属していた。このように、環境

価値間には競合性・両立性があり、造成干潟は自然

干潟と異なるだけでなく、Less-limited-use 型と

Limited-use 型で異なる環境価値の特徴が見られた。 

 

 

図 干潟の環境価値の競合性・両立性 

 

４．おわりに 

造成干潟・藻場や生物共生型港湾構造物を計画・

管理する際には、このような環境価値の特徴を理解

した上で実施することが重要であると考える。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) Coastal Engineering Journal, 2021 

https://doi.org/10.1080/21664250.2021.1911194 
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陸域の建設発生土を干潟・浅場 

に有効活用 
(研究期間：平成 30年度～令和４年度) 

沿岸海洋・防災研究部 海洋環境・危機管理研究室 

 内藤 了二        秋山 吉寛       岡田 知也 

（キーワード）  干潟、自然再生、建設発生土 

 

１．はじめに 

豊かな海域環境の次世代への継承のために生物の

生息場である干潟・浅場等の再生が求められている。

また、持続的な循環型社会への貢献といった観点か

らは、陸域の建設発生土の有効活用も重要である。

ところが、気泡式シールドトンネル工事から発生す

る土砂には陰イオン界面活性剤AES（ポリオキシエチ

レンアルキルエーテル硫酸塩）を主成分とする気泡

剤が含まれている。AESは、高濃度の場合には水生生

物に対して急性毒性を示すものの、細菌等の微生物

によって分解されるという特徴がある。したがって、

土砂中のAESが分解されて水生生物に影響が無い状

態になれば、発生土砂を干潟・浅場に用いる環境改

善材として利用できる可能性が高まる。そこで、土

砂中AESの細菌による分解特性を把握するため、温度、

細菌有無、土質に着目した実験を行った。 

 

２．研究方法 

 AES試料は単一物質であるエマール20C（花王株式

会社；CH3(CH2)11O(C2H4O)3SO3Na）を使用した。土砂試

料は粘性土および砂質土の2種類を用いた。粘性土は

滅菌および非滅菌の2種類を用いた。温度条件は15℃、

20℃、25℃に設定した。土砂中のAES量の変化は、溶

出試験を数日間隔に実施して得られた溶出液中の濃

度を測定した。 

 

３．結果 

粘性土中のAESの分解速度は温度条件に強く依存

した（図）。溶出液濃度が定量下限値未満に達した

日数は、15℃が約22日、20℃が約16日、25℃が約10

日であった。15℃、20℃、25℃のそれぞれの分解速

度定数は0.280日-1、0.381日-1、0.584日-1だった。滅

菌した粘性土の分解速度定数は0.010日-1であり、滅

菌した粘性土の分解速度は非滅菌の粘性土の分解速

度よりも有意に小さかった。また、砂質土では、28

日間静置しても分解が生じなかった。これは、砂質

土中の細菌数が不検出であったためと考えられた。 

 

図 粘性土中のAES濃度の時間変化（温度の比較） 

 

４．おわりに 

 本研究で得られたAESの分解速度定数は、干潟・浅

場等への環境改善材に有効活用する際、建設発生土

の仮置き期間を設定する際の一つの指標になると考

えられる。 

☞詳細情報はこちら 

1) 土木学会論文集B3(海洋開発)，2021 

https://doi.org/10.2208/jscejoe.77.2_I_607 

2) 土木学会論文集B3(海洋開発)，2020 

https://doi.org/10.2208/jscejoe.76.2_I_750 
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 内藤 了二        秋山 吉寛       岡田 知也 

（キーワード）  干潟、自然再生、建設発生土 

 

１．はじめに 

豊かな海域環境の次世代への継承のために生物の

生息場である干潟・浅場等の再生が求められている。

また、持続的な循環型社会への貢献といった観点か

らは、陸域の建設発生土の有効活用も重要である。

ところが、気泡式シールドトンネル工事から発生す

る土砂には陰イオン界面活性剤AES（ポリオキシエチ

レンアルキルエーテル硫酸塩）を主成分とする気泡

剤が含まれている。AESは、高濃度の場合には水生生

物に対して急性毒性を示すものの、細菌等の微生物

によって分解されるという特徴がある。したがって、

土砂中のAESが分解されて水生生物に影響が無い状

態になれば、発生土砂を干潟・浅場に用いる環境改

善材として利用できる可能性が高まる。そこで、土

砂中AESの細菌による分解特性を把握するため、温度、

細菌有無、土質に着目した実験を行った。 

 

２．研究方法 

 AES試料は単一物質であるエマール20C（花王株式

会社；CH3(CH2)11O(C2H4O)3SO3Na）を使用した。土砂試

料は粘性土および砂質土の2種類を用いた。粘性土は

滅菌および非滅菌の2種類を用いた。温度条件は15℃、

20℃、25℃に設定した。土砂中のAES量の変化は、溶

出試験を数日間隔に実施して得られた溶出液中の濃

度を測定した。 

 

３．結果 

粘性土中のAESの分解速度は温度条件に強く依存

した（図）。溶出液濃度が定量下限値未満に達した

日数は、15℃が約22日、20℃が約16日、25℃が約10

日であった。15℃、20℃、25℃のそれぞれの分解速

度定数は0.280日-1、0.381日-1、0.584日-1だった。滅

菌した粘性土の分解速度定数は0.010日-1であり、滅

菌した粘性土の分解速度は非滅菌の粘性土の分解速

度よりも有意に小さかった。また、砂質土では、28

日間静置しても分解が生じなかった。これは、砂質

土中の細菌数が不検出であったためと考えられた。 

 

図 粘性土中のAES濃度の時間変化（温度の比較） 

 

４．おわりに 

 本研究で得られたAESの分解速度定数は、干潟・浅

場等への環境改善材に有効活用する際、建設発生土

の仮置き期間を設定する際の一つの指標になると考

えられる。 

☞詳細情報はこちら 

1) 土木学会論文集B3(海洋開発)，2021 

https://doi.org/10.2208/jscejoe.77.2_I_607 

2) 土木学会論文集B3(海洋開発)，2020 

https://doi.org/10.2208/jscejoe.76.2_I_750 
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多様な機能を有するグリーンインフラを 

どのように評価するか 
(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 緑化生態研究室 

金 甫炫    大石 智弘 

（キーワード）  グリーンインフラ、公園、緑地、まちづくり、雨水貯留浸透、流域治水 

 

１．はじめに 

グリーンインフラ（以下「GI」という）は、第５

次社会資本整備重点計画において、「雨水の貯留・

浸透や生態系を活用した防災・減災、生態系ネット

ワークに配慮した自然環境の保全、新しい生活様式

に対応した健康でゆとりあるまちづくり、SDGsに沿

った環境に優しい地域づくり、生物多様性の保全と

持続可能な利用、観光等による地域振興等を実現」

への活用が期待されており、多様な課題へ対応でき

る手法としてその計画が進んでいる。 

GIの計画においては、インフラとして、どのぐら

い機能するかを示せる定量的評価が求められており、

国総研では、GIの導入を進めている海外制度や機能

評価事例の調査等を踏まえ、その評価方法に関する

研究を進めている。 

 

 

写真 グリーンインフラの例（東京都町田市） 

 

２．GIの定義について 

 GIの定義は、平成27年の国土形成計画で示してい

る「社会資本整備、土地利用等のハード・ソフト両

面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、

持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを進め

る」を用いることが多い。 

その取組みで導入する GIは、主に樹木や芝生、地

被類等で構成されている公園や緑地等をはじめ、植

栽地に石や砂利、砕石等を加えたレインガーデン（写

真：上）やバイオスウェル（写真：下）、建築物に

設置する屋上庭園や壁面緑化等、多様である。 

 

３．地域計画での GIの評価方法 

上記で示したように GIは、様々な形をしており、

種類によって、発揮する機能も性能も異なり、不確

実なものもあるため、導入による効果を定量的に示

しながら計画を進めるのが難しい。 

本研究で調査したイギリスのリバプールやロンド

ンでは、地域全域を対象に、現在の GIがどのぐらい

機能しているかを評価し、GIが不足しているエリア

に必要とされる GIを導入する地域計画がある。これ

によって地域の各エリアが抱えている課題を適切に

解消し、目標としている気候変動への適応、健康と

福祉、経済成長等の効果を得ている。 

これは、GIを評価して導入を計画する一つの手法

であるが、目標とする機能や効果を設定し、現況を

評価する考え方等は、既存の GIや他のインフラの活

用を含めて、GIを効果的に計画・配置していく際に、

有効な方法である。  
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４．GIの機能評価方法の例（雨水貯留浸透機能） 

多様な機能を有する GIは、近年、都市水害軽減の

効果が期待されることも多く、雨水の流出抑制等に

資する貯留浸透量の算出が求められている。しかし、

樹木等の植生で構成される緑地が対応可能な量は、

土壌状態等様々な条件が影響するため算定が難しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本研究では、GIとして緑地を評価している海外の

事例（表-1）について調査を行い、評価の考え方や

算定方法などを整理した。その一つである GI-Val

は、イギリスを中心として多くの国や自治体で使わ

れており、GIの計画において、土地被覆と土壌区分

（表-2）によって異なる雨水流出量を算定している。

それによって、合流式下水道に入る雨水量が減少す

ることを評価し、下水の処理にかかるエネルギー節

約効果を推定することで、貨幣価値化を行っている。 

GIの導入による雨水流出量の軽減において、緑地

が占めている面積による定量的な評価を行っている

事例は多いが、GI-Val は、土壌区分という条件が、

評価結果に大きく影響する特徴がある。このような

土壌区分による評価は、イギリスをはじめ、アメリ

カの複数の自治体でも活用されており、表-3を根拠

として、A から D の区分を作り、既存の土壌データ

や現場実測等で判定される。 

我が国でも、雨水浸透施設等を計画する時、地質、

土質、地下水位等を検討した上で施設が設置されて

おり、そこで使用する土壌区分の基準や考え方、算

定手法等は、GI を導入する際にも活用可能である。

土地被覆や土壌区分等による GIの評価は、雨水貯留

浸透機能をより明確にすることができ、より機能性

の高い GIの計画を促すことが期待できる。さらに、

流域治水のような地域全体を対象とする計画におい

て、他インフラとの連携や雨水貯留浸透機能の導入

に適した対象地の検討等、適切な GIの配置や規模設

定等にも活用可能性のある方法である。 

 

５．今後の研究について 

今後は、公園や緑地等の GIにおいて、雨水貯留浸

透機能を算定するための手法や現場実測手法に関す

る調査研究を行うとともに、国内での社会実装に向

けた使いやすい評価方法の検討と GIの計画と維持管

理を支援できる技術資料作成に向けた研究を進める。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.1166 pp.19-20 

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

166pdf/ks1166_05.pdf 

表-1 評価手法の例（都市水害軽減） 
評価手法 評価する機能 

 
 
Ⅰ 

GI-Val 緑地の貯留浸透機能 

（合流式下水道への雨水流入量の減

少、従来インフの建設コスト削減） 

i-Tree Eco 緑地の貯留浸透機能 

（雨水流出量の減少） 

Ⅱ 

LEED ND 氾濫原回避機能 

雨水管理機能 

Eco 

Districts 
レジリエンス 

（100年氾濫原土地面積の割合） 

Ⅲ 
TESSA 洪水制御機能 

InVEST 洪水リスク軽減機能 

※Ⅰ：GI評価ツール Ⅱ：認定制度 Ⅲ：生態系サービス評価ツール 

表-2 雨水流出量の軽減を評価する係数（GI-Val） 

土地被覆区分 
土壌区分 

A B C D 

建築物 98 98 98 98 

その他不透水地 98 98 98 98 

樹木地 25 55 70 77 

低木地 45 66 77 83 

刈った芝・草地 39 61 74 80 

芝・草地 30 58 71 78 

耕地 67 76 83 86 

水面 0 0 0 0 

裸地、または砂利地

（舗装等） 
74 83 88 90 

※Green infrastructure valuation toolkit calculator.v1.6（参考に作成） 

 
表-3 雨水浸透能力を評価するための土壌区分例 

区

分 

飽和透水係数 

（不透水層までの距離が100㎝を超える場合は右側が基準） 

 

A 

>40.0μm/s (>144 mm/h) >10.0μm/s (>36 mm/h) 

雨水流出可能性が低くい。土壌は、10％以下の粘土と

90％以上の砂または砂利、砂利と砂等で構成 

B 

≤40.0to >10.0μm/s 

(≤144 to >36mm/h) 

≤10.0to>4.0μm/s 

(≤36to >14.4 mm/h) 

流出可能性が適度に低い。土壌は、10％～20％の粘土、

50％～90％の砂で構成 

C 

≤10.0to >1.0μm/s 

(≤36 to >3.6mm/h) 

≤4.0to>0.4μm/s 

(≤14.4 to >1.44 mm/h) 

流出可能性が適度に高い。土壌は、20％～40％の粘土と

50％未満の砂で構成 

D 
≤1.0μm/s (≤3.6 mm/h) ≤0.4μm/s (≤1.44 mm/h) 

流出可能性が高い。土壌は、粘土が40％を超え、砂が50％

未満で構成 

※Hydrology National Engineering Handbook、2007、NRCS（参考に作成） 
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４．GIの機能評価方法の例（雨水貯留浸透機能） 

多様な機能を有する GIは、近年、都市水害軽減の

効果が期待されることも多く、雨水の流出抑制等に

資する貯留浸透量の算出が求められている。しかし、

樹木等の植生で構成される緑地が対応可能な量は、

土壌状態等様々な条件が影響するため算定が難しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本研究では、GIとして緑地を評価している海外の

事例（表-1）について調査を行い、評価の考え方や

算定方法などを整理した。その一つである GI-Val

は、イギリスを中心として多くの国や自治体で使わ

れており、GIの計画において、土地被覆と土壌区分

（表-2）によって異なる雨水流出量を算定している。

それによって、合流式下水道に入る雨水量が減少す

ることを評価し、下水の処理にかかるエネルギー節

約効果を推定することで、貨幣価値化を行っている。 

GIの導入による雨水流出量の軽減において、緑地

が占めている面積による定量的な評価を行っている

事例は多いが、GI-Val は、土壌区分という条件が、

評価結果に大きく影響する特徴がある。このような

土壌区分による評価は、イギリスをはじめ、アメリ

カの複数の自治体でも活用されており、表-3を根拠

として、A から D の区分を作り、既存の土壌データ

や現場実測等で判定される。 

我が国でも、雨水浸透施設等を計画する時、地質、

土質、地下水位等を検討した上で施設が設置されて

おり、そこで使用する土壌区分の基準や考え方、算

定手法等は、GI を導入する際にも活用可能である。

土地被覆や土壌区分等による GIの評価は、雨水貯留

浸透機能をより明確にすることができ、より機能性

の高い GIの計画を促すことが期待できる。さらに、

流域治水のような地域全体を対象とする計画におい

て、他インフラとの連携や雨水貯留浸透機能の導入

に適した対象地の検討等、適切な GIの配置や規模設

定等にも活用可能性のある方法である。 

 

５．今後の研究について 

今後は、公園や緑地等の GIにおいて、雨水貯留浸

透機能を算定するための手法や現場実測手法に関す

る調査研究を行うとともに、国内での社会実装に向

けた使いやすい評価方法の検討と GIの計画と維持管

理を支援できる技術資料作成に向けた研究を進める。 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.1166 pp.19-20 

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

166pdf/ks1166_05.pdf 

表-1 評価手法の例（都市水害軽減） 
評価手法 評価する機能 

 
 
Ⅰ 

GI-Val 緑地の貯留浸透機能 

（合流式下水道への雨水流入量の減

少、従来インフの建設コスト削減） 

i-Tree Eco 緑地の貯留浸透機能 

（雨水流出量の減少） 

Ⅱ 

LEED ND 氾濫原回避機能 

雨水管理機能 

Eco 

Districts 
レジリエンス 

（100年氾濫原土地面積の割合） 

Ⅲ 
TESSA 洪水制御機能 

InVEST 洪水リスク軽減機能 

※Ⅰ：GI評価ツール Ⅱ：認定制度 Ⅲ：生態系サービス評価ツール 

表-2 雨水流出量の軽減を評価する係数（GI-Val） 

土地被覆区分 
土壌区分 

A B C D 

建築物 98 98 98 98 

その他不透水地 98 98 98 98 

樹木地 25 55 70 77 

低木地 45 66 77 83 

刈った芝・草地 39 61 74 80 

芝・草地 30 58 71 78 

耕地 67 76 83 86 

水面 0 0 0 0 

裸地、または砂利地

（舗装等） 
74 83 88 90 

※Green infrastructure valuation toolkit calculator.v1.6（参考に作成） 

 
表-3 雨水浸透能力を評価するための土壌区分例 

区

分 

飽和透水係数 

（不透水層までの距離が100㎝を超える場合は右側が基準） 

 

A 

>40.0μm/s (>144 mm/h) >10.0μm/s (>36 mm/h) 

雨水流出可能性が低くい。土壌は、10％以下の粘土と

90％以上の砂または砂利、砂利と砂等で構成 

B 

≤40.0to >10.0μm/s 

(≤144 to >36mm/h) 

≤10.0to>4.0μm/s 

(≤36to >14.4 mm/h) 

流出可能性が適度に低い。土壌は、10％～20％の粘土、

50％～90％の砂で構成 

C 

≤10.0to >1.0μm/s 

(≤36 to >3.6mm/h) 

≤4.0to>0.4μm/s 

(≤14.4 to >1.44 mm/h) 

流出可能性が適度に高い。土壌は、20％～40％の粘土と

50％未満の砂で構成 

D 
≤1.0μm/s (≤3.6 mm/h) ≤0.4μm/s (≤1.44 mm/h) 

流出可能性が高い。土壌は、粘土が40％を超え、砂が50％

未満で構成 

※Hydrology National Engineering Handbook、2007、NRCS（参考に作成） 

 

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 

大石 智弘         服部 敦 佐々木 隆 

（キーワード）  脱炭素社会、グリーン社会、国土交通グリーンチャレンジ 

 

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

に脱炭素社会、気候変動適応社会、自然共生社会及

び循環型社会（以下、これらを広く包含するものと

して「グリーン社会」という。）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、環境研究に

関する各種情報の把握や共有、関係機関との連絡調

整等を目的に2013年度から活動を行っている。 

 

２．2021年度における活動 

環境研究に関する各種情報の把握や共有について

は、グリーン社会実現に向けて、2021年7月に国土交

通省本省がとりまとめた「国土交通グリーンチャレ

ンジ」の主な施策を支える国総研の調査研究活動に

ついて、直接的に関係している内容と、関連して進

めている内容等に区分して整理を行い、今後の取組

の推進に向けて所内で共有を図った。 

また、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」に参画しており、2021年

度は、11月に開催した第3回環境研究機関連絡会研究

交流セミナー（Web開催）の全体テーマが「防災・減

災（パンデミックを含む）」であり、各研究機関が

取り組んでいる防災・減災・感染症対策についての

情報共有や協力体制について様々な側面から議論が

行われた。国総研からは「予測情報を活用した河川・

ダム管理分野の高度化」と題して口頭発表を行い、

総合討論において「河川・ダム管理分野における予

測情報活用の社会実装事例」について話題提供し、

討議に参加した。 

図 Webでの発表画面 

  

３．おわりに 

グリーン社会の実現に向けては様々な分野・主体

間の連携による取組が重要であり、環境関連施策・

プロジェクトの充実強化を図るためにはそれを支え

る調査研究を戦略的に進めて行く必要がある。 

環境研究推進本部では、所内における類似した環

境研究の方向性の整理や横断的な課題に対して推進

本部としての研究の実施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。 

  

☞詳細情報はこちら 

環境研究推進本部HP  

http://www.nilim.go.jp/japanese/organization/k

_honbu/indexkankyou.htm 

幹事 
（緑化生態研究室長） 

幹事 
（水環境研究官） 

(博士(工学)) 

本部長 
（研究総務官） 
(博士(工学)) 
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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 
幹事

（緑化生態研究室長）
　大石　智弘　

幹事
（水環境研究官）
（博士（工学））

　服部　敦　 本部長
（研究総務官）（博士（工学））

　佐々木　隆

（キーワード）　脱炭素社会、グリーン社会、国土交通グリーンチャレンジ
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災害対応の支援

 

 

災害時の技術支援活動状況及び TEC-FORCE等専門家派遣 

 

１．国総研の技術支援活動 

国土交通省では、大規模自然災害が発生し地方公共

団体職員だけでは対応が困難な場合に、いち早く被災

地へ出向き、地方公共団体を支援する部隊である

「TEC-FORCE」を組織している。国総研は中でも「高

度技術指導班」として活動しており、特異な被災事象

等に対する被災状況調査、高度な技術指導、被災施設

等の応急措置や復旧方針樹立等の指導を行っている。 

国総研では、上述の TEC-FORCE「高度技術指導班」

としての活動を含め、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、迅速に災害の

分野に応じた専門家を派遣し、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３年度の主な災害における派遣実績を表

に示す。 

令和３年７月１日からの大雨では、土石流災害の調

査および二次災害防止の対応や、橋梁の復旧に向けた

技術支援等で、令和３年８月の大雨では、路面変状へ

の対処に関する技術的助言や、土砂災害の崩壊機構、

復旧工法、工事の安全対策および警戒避難体制等の技

術的な助言等で派遣するなど、災害毎に様々な分野の

専門家を派遣し支援を行った。 

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。 

  

２．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３年７月１日か

らの大雨に対する活動が評価され、令和４年３月に国

土交通大臣表彰を受けた。また、国総研からも専門家

を派遣した令和３年７月豪雨、令和２年台風第１０号

については、国土交通省全体の TEC-FORCE 活動に対し

て、令和３年防災功労者内閣総理大臣表彰を令和２年

９月に受けた。 

 

表 令和３年度専門家の派遣実績 

  

  

  

●令和３年８月の大雨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●令和３年７月１日からの大雨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 派遣期間

河川研究部 河川研究室 室長 福島 雅紀 7/29

7/3～7/5

TEC-FORCE

主任研究官 坂井 佑介 8/12

(中部地方整

備局)
小池 優 8/12

7/3～7/5

TEC-FORCE

7/15

TEC-FORCE

7/15

TEC-FORCE

7/6

TEC-FORCE

7/6

TEC-FORCE

室長 渡邉 一弘 7/7

主任研究官 吉川 昌宏 7/7

部・ｾﾝﾀｰ、課室及び役職

道路基盤研

究室

七澤 利明室長

宮原 史主任研究官

泉山 寛明

白戸 真大

佐々田 敬久

山越 隆雄

土砂災害

研究部

砂防

研究室

研究官

橋梁

研究室

室長

室長

構造・基礎

研究室

主任研究官

道路構造

物研究部

氏 名 派遣期間

河川研究部 河川研究室 室長 福島 雅紀 7/29

7/3～7/5

TEC-FORCE

主任研究官 坂井 佑介 8/12

(中部地方整

備局)
小池 優 8/12

7/3～7/5

TEC-FORCE

7/15

TEC-FORCE

7/15

TEC-FORCE

7/6

TEC-FORCE

7/6

TEC-FORCE

室長 渡邉 一弘 7/7

主任研究官 吉川 昌宏 7/7

構造・基礎

研究室

主任研究官

道路構造

物研究部

部・ｾﾝﾀｰ、課室及び役職

道路基盤

研究室

七澤 利明室長

宮原 史主任研究官

泉山 寛明

白戸 真大

佐々田 敬久

山越 隆雄

土砂災害

研究部

砂防

研究室

研究官

橋梁

研究室

室長

室長

氏 名 派遣期間

8/17

TEC-FORCE

8/26

8/31

8/17

TEC-FORCE

橋梁

研究室
主任研究官 佐々田 敬久 8/14～8/15

8/21

TEC-FORCE

8/21

TEC-FORCE

8/18

8/19

主任研究官 吉川 昌宏 8/17～8/20

室長

室長

山越 隆雄

土砂災害

研究部

砂防

研究室

研究員 西脇 彩人

木下 篤彦

道路構造

物研究部

構造・基礎

研究室

道路基盤

研究室

部・ｾﾝﾀｰ、課室及び役職

主任研究官

渡邉 一弘

室長 七澤 利明

主任研究官 宮原 史

災
害
対
応
の
支
援

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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災害時の技術支援活動状況及び TEC-FORCE等専門家派遣 

 

１．国総研の技術支援活動 

国土交通省では、大規模自然災害が発生し地方公共

団体職員だけでは対応が困難な場合に、いち早く被災

地へ出向き、地方公共団体を支援する部隊である

「TEC-FORCE」を組織している。国総研は中でも「高

度技術指導班」として活動しており、特異な被災事象

等に対する被災状況調査、高度な技術指導、被災施設

等の応急措置や復旧方針樹立等の指導を行っている。 

国総研では、上述の TEC-FORCE「高度技術指導班」

としての活動を含め、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、迅速に災害の

分野に応じた専門家を派遣し、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３年度の主な災害における派遣実績を表

に示す。 

令和３年７月１日からの大雨では、土石流災害の調

査および二次災害防止の対応や、橋梁の復旧に向けた

技術支援等で、令和３年８月の大雨では、路面変状へ

の対処に関する技術的助言や、土砂災害の崩壊機構、

復旧工法、工事の安全対策および警戒避難体制等の技

術的な助言等で派遣するなど、災害毎に様々な分野の

専門家を派遣し支援を行った。 

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。 

  

２．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３年７月１日か

らの大雨に対する活動が評価され、令和４年３月に国

土交通大臣表彰を受けた。また、国総研からも専門家

を派遣した令和３年７月豪雨、令和２年台風第１０号

については、国土交通省全体の TEC-FORCE 活動に対し

て、令和３年防災功労者内閣総理大臣表彰を令和２年

９月に受けた。 

 

表 令和３年度専門家の派遣実績 

  

  

  

●令和３年８月の大雨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●令和３年７月１日からの大雨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 派遣期間

河川研究部 河川研究室 室長 福島 雅紀 7/29

7/3～7/5

TEC-FORCE

主任研究官 坂井 佑介 8/12

(中部地方整

備局)
小池 優 8/12

7/3～7/5

TEC-FORCE

7/15

TEC-FORCE

7/15

TEC-FORCE

7/6

TEC-FORCE

7/6

TEC-FORCE

室長 渡邉 一弘 7/7

主任研究官 吉川 昌宏 7/7

部・ｾﾝﾀｰ、課室及び役職

道路基盤研

究室

七澤 利明室長

宮原 史主任研究官

泉山 寛明

白戸 真大

佐々田 敬久

山越 隆雄

土砂災害

研究部

砂防

研究室

研究官

橋梁

研究室

室長

室長

構造・基礎

研究室

主任研究官

道路構造

物研究部

氏 名 派遣期間

河川研究部 河川研究室 室長 福島 雅紀 7/29

7/3～7/5

TEC-FORCE

主任研究官 坂井 佑介 8/12

(中部地方整

備局)
小池 優 8/12

7/3～7/5

TEC-FORCE

7/15

TEC-FORCE

7/15

TEC-FORCE

7/6

TEC-FORCE

7/6

TEC-FORCE

室長 渡邉 一弘 7/7

主任研究官 吉川 昌宏 7/7

構造・基礎

研究室

主任研究官

道路構造

物研究部

部・ｾﾝﾀｰ、課室及び役職

道路基盤

研究室

七澤 利明室長

宮原 史主任研究官

泉山 寛明

白戸 真大

佐々田 敬久

山越 隆雄

土砂災害

研究部

砂防

研究室

研究官

橋梁

研究室

室長

室長

氏 名 派遣期間

8/17

TEC-FORCE

8/26

8/31

8/17

TEC-FORCE

橋梁

研究室
主任研究官 佐々田 敬久 8/14～8/15

8/21

TEC-FORCE

8/21

TEC-FORCE

8/18

8/19

主任研究官 吉川 昌宏 8/17～8/20

室長

室長

山越 隆雄

土砂災害

研究部

砂防

研究室

研究員 西脇 彩人

木下 篤彦

道路構造

物研究部

構造・基礎

研究室

道路基盤

研究室

部・ｾﾝﾀｰ、課室及び役職

主任研究官

渡邉 一弘

室長 七澤 利明

主任研究官 宮原 史

 
 

 

 

 

 

 

国総研の災害時活動状況は下記にも掲載している。 

・http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/saigai/saigai.index.html 

・http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/saigai/TEC-FORCE.html 

●台風第１４号 

 

●福島県沖を震源とする地震 

●海底火山「福徳岡ノ場」の噴火に伴う軽石の漂流 

 

氏 名 派遣期間

3/18～3/19

TEC-FORCE

3/18～3/19

TEC-FORCE

3/23

TEC-FORCE

3/23

TEC-FORCE

11/4～11/5

TEC-FORCE

3/17～3/18

TEC-FORCE

3/22～3/23

TEC-FORCE

白戸 真大

主任研究官 佐々田 敬久

岡田 太賀雄主任研究官

竹信 正寛

百海 郁弥

菅原 法城

研究員

研究官

室長

部・ｾﾝﾀｰ、課室及び役職

沿岸海洋・

防災研究部

港湾研究部

沿岸防災

研究室

港湾施設

研究室

室長

道路構造

物研究部

橋梁

研究室

氏 名 派遣期間

室長 渡邉 一弘 9/19

主任研究官 吉川 昌宏 9/19

道路構造物

研究部

道路基盤

研究室

部・ｾﾝﾀｰ、課室及び役職

氏 名 派遣期間

11/4～11/5

TEC-FORCE

11/4～11/5

TEC-FORCE

11/4～11/5

TEC-FORCE

11/4～11/5

TEC-FORCE

部・ｾﾝﾀｰ、課室及び役職

海洋環境・

危機管理

研究室

室長

主任研究官

室長

研究員

沿岸海洋・

防災研究部

岡田 知也

秋山 吉寛

本多 和彦

百海 郁弥

沿岸防災

研究室

災
害
対
応
の
支
援

研究動向・成果

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/saigai/saigai.index.html

http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/saigai/TEC-FORCE.html
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研究動向・成果 
 

 

高潮・高波の浸水被害を事前に予測する 

システムの開発～避難行動につながる 

わかりやすい情報発信をめざす 
(研究期間：令和２年度～令和３年度) 

河川研究部 海岸研究室 

加藤 史訓         井樋 世一郎  

（キーワード）  高潮、高波、うちあげ高、浸水危険度 

 

１．はじめに 

近年、大きな高潮や高波が発生し、それらによる

浸水被害が各地で生じている。たとえば、2018年台

風21号により、大阪湾において既往最高潮位を約

40cmも上回る潮位を記録した。西湘海岸においては、

2017年及び2019年に、台風に起因する高波による浸

水被害が発生し、長時間道路が通行止めになる等、

高潮・高波による甚大な被害が発生している。この

ような被害から海岸の背後地を守るためには、海岸

堤防の整備といったハード対策に加え、高潮・高波

による浸水の危険性を適切なタイミングで予測・周

知し、人的被害の軽減を図る必要がある。市町村に

よる避難指示は、高潮警報に合わせ行われることが

多いが、高潮警報だけでは海岸堤防で越波が生じて

いるか判断することはできない。そこで、基礎自治

体をはじめとする水防活動に携わる者、避難行動を

実際にとることとなる市民等に対して、より具体的

に浸水の危険性をイメージすることができる、わか

りやすい予測情報を周知することが求められている。 

海岸研究室では、高潮・高波時の水防活動を支援

することを目的として、浸水の危険性をリアルタイ

ムに予測する「うちあげ高予測システム」を2007年

度から試験的に運用してきた。本研究では、「うち

あげ高予測システム」を「高潮・高波減災支援シス

テム」に拡張するとともに、うちあげ高予測の精度

検証を行ったので、その概要を紹介する。 

 

２．高潮・高波減災支援システムの概要 

 「高潮・高波減災支援システム」とは、気象庁の

波浪・潮位予測値をもとに、全国500地点でのうちあ

げ高を予測する「うちあげ高予測機能」(図-1)と日

本全国の海岸線における浸水発生の危険度を色分け

表示する「浸水危険度予測機能」から構成されるシ

ステムである。その予測は、地方整備局や都道府県

の海岸担当者がブラウザを用いて閲覧できる。 

 うちあげ高予測機能は、予測地点の海底勾配に応

じて選択したうちあげ高算定式を用いて、地形及び

施設の形状のほか、一部の地点では消波施設の効果

も考慮して、39時間先まで１時間毎のうちあげ高を

予測し、越波がいつから、どのくらいの時間生じる

かが視覚的にわかるようにするものである（図-2）。

台風接近時には、台風進路予報円の中心及び周囲4点

を通る計5コースを対象に予測される。 

 

 

図-1 うちあげ高予測機能の全体構成 

 

 

図-2 うちあげ高予測の表示例 

 

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 
(博士(工学)) 

主任研究官 

災
害
対
応
の
支
援

研究動向・成果

高潮・高波の浸水被害を事前に予測する 
システムの開発～避難行動につながる 
わかりやすい情報発信をめざす
( 研究期間 ： 令和２年度～令和３年度）

河川研究部　海岸研究室 
室長

（博士（工学））
　加藤　史訓　主任研究官　井樋　世一郎

（キーワード）　高潮、高波、うちあげ高、浸水危険度
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研究動向・成果 
 

 

高潮・高波の浸水被害を事前に予測する 

システムの開発～避難行動につながる 

わかりやすい情報発信をめざす 
(研究期間：令和２年度～令和３年度) 

河川研究部 海岸研究室 

加藤 史訓         井樋 世一郎  

（キーワード）  高潮、高波、うちあげ高、浸水危険度 

 

１．はじめに 

近年、大きな高潮や高波が発生し、それらによる

浸水被害が各地で生じている。たとえば、2018年台

風21号により、大阪湾において既往最高潮位を約

40cmも上回る潮位を記録した。西湘海岸においては、

2017年及び2019年に、台風に起因する高波による浸

水被害が発生し、長時間道路が通行止めになる等、

高潮・高波による甚大な被害が発生している。この

ような被害から海岸の背後地を守るためには、海岸

堤防の整備といったハード対策に加え、高潮・高波

による浸水の危険性を適切なタイミングで予測・周

知し、人的被害の軽減を図る必要がある。市町村に

よる避難指示は、高潮警報に合わせ行われることが

多いが、高潮警報だけでは海岸堤防で越波が生じて

いるか判断することはできない。そこで、基礎自治

体をはじめとする水防活動に携わる者、避難行動を

実際にとることとなる市民等に対して、より具体的

に浸水の危険性をイメージすることができる、わか

りやすい予測情報を周知することが求められている。 

海岸研究室では、高潮・高波時の水防活動を支援

することを目的として、浸水の危険性をリアルタイ

ムに予測する「うちあげ高予測システム」を2007年

度から試験的に運用してきた。本研究では、「うち

あげ高予測システム」を「高潮・高波減災支援シス

テム」に拡張するとともに、うちあげ高予測の精度

検証を行ったので、その概要を紹介する。 

 

２．高潮・高波減災支援システムの概要 

 「高潮・高波減災支援システム」とは、気象庁の

波浪・潮位予測値をもとに、全国500地点でのうちあ

げ高を予測する「うちあげ高予測機能」(図-1)と日

本全国の海岸線における浸水発生の危険度を色分け

表示する「浸水危険度予測機能」から構成されるシ

ステムである。その予測は、地方整備局や都道府県

の海岸担当者がブラウザを用いて閲覧できる。 

 うちあげ高予測機能は、予測地点の海底勾配に応

じて選択したうちあげ高算定式を用いて、地形及び

施設の形状のほか、一部の地点では消波施設の効果

も考慮して、39時間先まで１時間毎のうちあげ高を

予測し、越波がいつから、どのくらいの時間生じる

かが視覚的にわかるようにするものである（図-2）。

台風接近時には、台風進路予報円の中心及び周囲4点

を通る計5コースを対象に予測される。 

 

 

図-1 うちあげ高予測機能の全体構成 

 

 

図-2 うちあげ高予測の表示例 

 

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 
(博士(工学)) 

主任研究官 

 

 
 

新たに追加した浸水危険度予測機能は、一連の海

岸において天端高が比較的低い箇所を対象に、うち

あげ高に相当する警戒指標（原則として潮位予測値

と波高予測値×1/2の和）及び潮位予測値と天端高

との比較により一連の海岸の浸水危険度を3段階で

評価し、その結果を地図上の海岸線に着色して表示

するものである（図-3）。うちあげ高予測機能と比

較して、予測精度は落ちるものの、全国的な状況を

容易に把握することが可能である。 

 

図-3 浸水危険度予測の表示イメージ 

 

３．うちあげ高予測機能の精度検証 

うちあげ高予測機能については、2019年台風19号

接近時を対象とした定量的検証と、過去5年間の高

潮・高波事例を対象とした定性的検証を行った。 

2019年台風19号接近時を対象とした検証では、相

模湾沿岸の海岸で計測された波の遡上痕跡高の計測

値とうちあげ高予測値の比較を行った。図-4のよう

に、相模湾沿岸の小田原海岸では、うちあげ高予測

値（実線）は10月12日18時前後に高くなっており、

その時間最大値は標高10m程度で、計測値（破線）と

ほぼ一致していた。隣接する二宮海岸や平塚海岸で

も、うちあげ高予測値の時間最大値は計測値とほぼ

一致していた。 

また、2016年1月～2021年1月の高潮・高波事例を

対象とし、越波が発生した際にうちあげ高予測値が

天端高を超える予測であったか、また、うちあげ高

予測値が天端高を超える予測であった際に越波があ

ったかを検証し、予測の適中、見逃し、空振りの事

例数を確認した。越波が発生した28事例の内7事例で

予測が適中した。予測の見逃しは、沿岸波浪モデル

の波浪予測値を用いてうちあげ高予測を行っている

高知海岸で比較的多く発生していた。一方、予測値

が天端高を超えた157事例では、越波が生じていない

と想定される空振りが多かったが（図-5）、これは

越波を海岸管理者が十分に把握できていないことも

影響している可能性がある。また、空振りの場合で

も、予測値と天端高との差が1m以内の事例が多く、

予測がやや過大である傾向にあるものの、その誤差

は比較的小さいことがわかった。 

 

図-4 予測値と計測値の比較（小田原海岸） 

 

 

図-5 天端高とうちあげ高予測値の差の分布 

 

４．今後の展開 

 今後は、精度検証を継続し、予測精度をさらに向

上させるため、越波の観測体制を確立する取り組み

を進めていきたい。また、希望する市町村が本予測

結果を試行的に閲覧できる取り組みを開始している

が、その市町村の意見をふまえて直感的に理解でき

るわかりやすい予測情報となるように改良を加え、

実際に水防活動に取り組む市町村の支援となり、市

民が避難行動を起こすきっかけとなるよう、広く一

般に情報提供を行っていくことを目指していきたい。 

☞詳細情報はこちら 

1) 加藤史訓・福原直樹、現地観測による2019年台風

19号接近時のうちあげ高予測の検証、土木学会論文

集 B2、 No.72、 Vol.2、 pp.I_841-I_846、 2020、

https://doi.org/10.2208/kaigan.76.2_I_841 
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（キーワード）  避難、照明設備、安全・安心、視認性評価、画像測光 

 

１．はじめに 

自然災害発生時に危険地帯から安全な場所へ避難

を行うにあたり、避難方向の認知や歩行経路の安全

確認のための照明設備は欠かせない。照明の光量や

機器の配置、照射対象の違いなどにより避難のしや

すさが変わるが、これらの計画に活用できる照明設

備計画手法の整備は十分ではない。 

これに対応するための研究開発を令和2年度から

実施している。本報では、照明設備計画検討のため

の照明環境評価手法の概要を説明するとともに、今

後の展開について紹介する。 

 

２．避難経路の照明環境評価手法の概要 

歩行空間の視認性の評価指標の1つとして、従来で

は路面に降り注ぐ光量の程度を示す路面照度を用い

ることが多い。避難経路全体にわたっての光量の算

出と、設計のしやすさの観点から、路面照度を指標

の1つとする有用性は認められる。しかし、避難方向

の認知や判断のためには、視界に入る建物や階段、

樹木や光源などから、直接歩行者の目に届く明るさ

の情報である輝度との関係性を加味する必要がある。

そこで本研究では、市販のデジタルカメラを活用し

た画像測光による輝度分布情報の取得と、周囲空間

の把握のしやすさ、および路面の見えやすさ等の主

観評価を実施し、これらの関係性を検討した。 

実際の屋外夜間の照明環境評価の例として、異な

る2地点（地点A、地点B）において、明るさの異なる

照明条件（明、暗）に対する主観評価結果を図-1に、

画像測光による輝度分布を図-2に示す。図-1より、

地点A、Bともに照明が暗条件で、空間の把握のしや

すさ、路面の見えやすさの主観評価が低下している。

図-2の輝度分布から、1～10cd/m2の部位が多いほど

主観評価が向上する傾向があり、輝度分布に基づく

照明環境評価の有用性が示された。 

 

 ３．今後の展開 

災害時においてもレジリエンス性能を発揮する照

明計画は国内のみならず海外においても関心が高ま

っており、今後、本研究にて得られた知見を活用し

た照明設備計画手法の整備を順次進める予定である。 
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図-1 主観評価結果 

図-2 輝度分布計測結果 
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１．はじめに 

自然災害発生時に危険地帯から安全な場所へ避難

を行うにあたり、避難方向の認知や歩行経路の安全

確認のための照明設備は欠かせない。照明の光量や

機器の配置、照射対象の違いなどにより避難のしや

すさが変わるが、これらの計画に活用できる照明設

備計画手法の整備は十分ではない。 

これに対応するための研究開発を令和2年度から

実施している。本報では、照明設備計画検討のため

の照明環境評価手法の概要を説明するとともに、今

後の展開について紹介する。 

 

２．避難経路の照明環境評価手法の概要 

歩行空間の視認性の評価指標の1つとして、従来で

は路面に降り注ぐ光量の程度を示す路面照度を用い

ることが多い。避難経路全体にわたっての光量の算

出と、設計のしやすさの観点から、路面照度を指標

の1つとする有用性は認められる。しかし、避難方向

の認知や判断のためには、視界に入る建物や階段、

樹木や光源などから、直接歩行者の目に届く明るさ

の情報である輝度との関係性を加味する必要がある。

そこで本研究では、市販のデジタルカメラを活用し

た画像測光による輝度分布情報の取得と、周囲空間

の把握のしやすさ、および路面の見えやすさ等の主

観評価を実施し、これらの関係性を検討した。 

実際の屋外夜間の照明環境評価の例として、異な

る2地点（地点A、地点B）において、明るさの異なる

照明条件（明、暗）に対する主観評価結果を図-1に、

画像測光による輝度分布を図-2に示す。図-1より、

地点A、Bともに照明が暗条件で、空間の把握のしや

すさ、路面の見えやすさの主観評価が低下している。

図-2の輝度分布から、1～10cd/m2の部位が多いほど

主観評価が向上する傾向があり、輝度分布に基づく

照明環境評価の有用性が示された。 

 

 ３．今後の展開 

災害時においてもレジリエンス性能を発揮する照

明計画は国内のみならず海外においても関心が高ま

っており、今後、本研究にて得られた知見を活用し

た照明設備計画手法の整備を順次進める予定である。 
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図-1 主観評価結果 

図-2 輝度分布計測結果 
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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、道路の除雪を

担う地域の建設業者等は除雪機械の老朽化や熟練し

たオペレータの高齢化が進むなど、除雪作業を取り

巻く環境が一層厳しさを増している。国土交通省が

設置した冬期道路交通確保対策検討委員会１）は、地

域や民間団体が積極的に除雪作業に参加できる仕組

みの検討を提言した (2018年5月)。このため国総研

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。 

本研究は、その施策を検討し促進するための基礎

資料として自治体や地域住民等に情報提供すること

を目的に、豪雪地帯の住民等による道路除雪活動に

対する支援策について調査を行ったものである。 

 

２. 住民等による道路除雪活動への支援策調査 

 住民等による道路除雪活動や行政による活動支援

策の現状について、以下の通り調査を実施した。ま

ず、豪雪地帯対策特別法に基づき豪雪地帯及び特別

豪雪地帯に指定されている自治体（※令和３年4月1

日現在532市町村）を対象にした『豪雪地帯基礎調査』

（国土交通省、令和２年度実施分）の調査結果を基

礎に、地域住民等による道路除雪活動に対して支援

を実施している事が対象自治体のホームページや既

存文献等から確認できた161市町村、231事業につい

て抽出した。併せて、当該161市町村の気象状況を気

象庁の観測データから、また、人口や年齢構成、財

政状況等の社会経済状況を総務省統計局資料等から

調べ、住民除雪活動支援の実施状況とこれらの気

象・社会データとの関連性について整理した。 

(1) 市町村による支援の実施状況 

住民等による道路除雪活動への支援を実施してい

る市町村は豪雪地帯で30％(161/532市町村)、そのう

ち特別豪雪地帯で25％(50/201市町村)、特別豪雪地

帯に指定されていない豪雪地帯指定市町村(以下｢非

特豪地域｣という。)で34％(111/331市町村)であった

(図-1)。 

図-1 道路除雪活動への支援実施状況 

支援策の実施状況を道府県別にみると、また、豪

雪指定市町村が10市町村以上ある14道県において、

｢支援を実施している｣市町村の割合が多いのは、鳥

取県(79％)、富山県(73％)、石川県(63％)、福井県

(53％)、山形県(51%)の順となっている。 

(2) 支援策の実施内容 

豪雪地帯における住民等による道路除雪活動への

支援の実施内容は「除雪機の貸与」が16％と最も多

く、次いで「活動費用の助成」（14％）、「除雪機

の購入支援」（10％）の順となっている。一方で、

特別豪雪地帯に限ってみると「活動費用の助成」が
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注）豪雪地帯一部指定の市町村については、 

一部指定地域の範囲のみに着色をしている。 
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17％と最も多く、次いで「除雪機の貸与」（12％）、

「除雪機の購入支援」（5％）の順となっている（図

-2）。住民が除雪機を所有しない地域では貸与され

れば人手は住民参加で充足でき、住民が保有する除

雪機を使う場合は実費助成や燃料の現物支給で支援

するケースが多く見られた。 

図-2 住民等による道路除雪活動への支援内容 

 

３．支援策と社会状況の関連性について 

 豪雪地帯全532市町村と、うち支援実施161市町村

について社会状況との関係性を整理したところ、一

定の傾向が見られた。その一部を以下に示す。 

(1) 自治体の人口規模 

 人口規模が大きい市町村ほど、支援実施の割合が

高くなっている（図-3）。その一因として、市町村

合併の際、合併前の旧市町村の支援制度が合併後の

自治体に引き継がれた事例が見られた。 

図-3 支援策の実施状況（人口規模別） 

(2) 自治体の人口構成 

 15歳以上65歳未満、いわゆる生産年齢人口の割合

が多い市町村において、支援実施割合が高くなって

いる（図-4）。住民除雪の担い手たりうる現役世代

が多い市町村において、道路除雪活動への支援を実

施している様子が伺える。 
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図-4 生産年齢人口割合 

(3)管理道路延長 

 自治体が管理する道路実延長が長い市町村ほど支

援実施の割合が高くなっている（図-5）。道路管理

者による除雪ができない部分を住民らによる除雪活

動で補い、それを行政が支援している状況である。 
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４. おわりに 

豪雪特措法で豪雪地帯、特別豪雪地帯に指定され

た市町村の多くがその後の市町村合併を経て現在に

至った結果、指定地域と非指定地域が混在したり、

豪雪地帯と特別豪雪地帯が混在する自治体が多く存

在する。このため現在の市町村単位で実施されてい

る豪雪地帯基礎調査では正確に把握しづらい部分も

あるが、一定の傾向は把握できたと考えられる。各

自治体の支援制度は地域特性や歴史的経緯を踏まえ

たものであり、社会情勢の変化に伴って見直しの必

要が生じている場面も見受けられる。その検討に資

する資料とすべく、本調査結果を技術資料として取

りまとめる予定である。 

☞詳細情報はこちら 

1) 国土交通省：冬期道路交通確保対策検討委員会 

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

idourokanri/index.html  

注：（ ）内は実施市町村数 
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17％と最も多く、次いで「除雪機の貸与」（12％）、
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研究動向・成果 
 

 

平成28年熊本地震からの復旧に向けた 

熊本地震復旧対策研5年間の軌跡 
(研究期間：平成 29年度～令和３年度) 

社会資本マネジメント研究センター 熊本地震復旧対策研究室 

 西田 秀明 西村 海知 

（キーワード） 熊本地震、ケーブル、3次元点群データ  

 

１．はじめに 

平成29年に設置された熊本地震復旧対策研究室

(以下、復旧研)は、平成28年熊本地震の復旧・復興

事業をより加速化させるため、復旧現場に常駐して

高度専門技術を要する課題の解決にあたった。これ

に加えて復旧研では、復旧事業を通じて得られる技

術的な知見の収集と技術基準類等へ反映させていく

ための研究等に取り組んできた。この5カ年で取り組

んできた主な研究課題と成果概要は表-1のとおりで

ある。本報ではこの中から、現地調査等を踏まえて

見出した新たな課題に関する研究事例を紹介する。 

２．主な研究成果 

(1)ケーブルの耐荷力・耐久性評価に関する研究 

斜張橋である桑鶴大橋では、地震によりケーブル

のよれや、照明柱との接触などによる被覆材の損傷

などが生じた。この被災を通じて、ケーブルの耐荷

力や耐久性に関する状態把握と診断を如何に行うか

が課題として認識された。そこで外観上の変状が見

られたため本橋から撤去したケーブルを活用し、高

密度ポリエチレン（PE）で被覆されたケーブルの耐

荷力・耐久性評価に関する研究を実施した。 

ケーブルの内部にある鋼線の耐荷力調査では、ケ

ーブルの鋼素線の引張試験を行い、防錆状況や外部

の変形状況と引張強度に関する知見を得た。また、

ケーブル被覆内部の腐食状態について、PE被覆に微

小な孔をあけて内部を確認する方法を提案した。削

孔の位置や孔径の提案にあたっては、確認作業のし

やすさや確認後に孔を塞ぐための補修方法等を考慮

して検討した。被覆の補修方法については、撤去ケ

ーブルを活用し、溶着補修する際の熱の与え方や、

適切な品質であることを確認するために色を付けた

高水圧下の水の中に補修した試験体を入れる耐水性

検証方法を考案した（図-1）。以上の成果は、残置

ケーブルの内部鋼線の状態確認、確認のために削孔

した部分の補修で反映された。 
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図-1 補修方法（上）と耐水試験方法（下） 

試
験
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表-1 熊本地震復旧対策研究室の主な研究課題と成果  

研究課題 主な成果 

地盤変状が橋に及

ぼす影響の最小化 

・落橋しにくくかつ早期の道路機能回復に資する支点

部の損傷制御法（破壊形態・設計法）の提案 

・道路沿いの斜面変状の早期把握手法の提案 

震災復旧した橋の

補修効果の確認方

法 

ICT技術を活用した震災復旧工事における補修効果確認

のためのモニタリング方法の提案 

ケーブルの耐荷

力・耐久性評価 

・ケーブルの耐荷力に関する知見の蓄積 

・ケーブル被覆の補修方法及び耐水性検証方法の提案 

基礎の状態把握及

び損傷が生じにく

い基礎の条件 

・基礎損傷調査における高周波衝撃探査法の活用方法の

提案 

・基礎の構造形式や地形条件が基礎の損傷に及ぼす影響

に関する知見の蓄積 

維持管理を行う上

で有用となる震災

復旧工事で取得す

べき情報とその活

用法 

震災復旧工事で得られる情報の維持管理への活用方法と

記録・保存方法案の提示 
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(2)3次元点群データを活用した道路沿い斜面の変状

把握手法の検討 

 熊本地震では、地盤変状の影響により道路機能に

支障をきたす被害が発生し、その中には急峻な斜面

沿いにあり復旧に長時間を要した道路もあった。こ

のような条件の道路で地震後に通行可否や応急復旧

判断をできる限り速やかに行うためには、斜面の状

態を早期かつ面的に把握することが重要な要素の一

つとして課題認識された。復旧研では、近接が容易

でない斜面の状態を安全で早期かつ面的に把握でき

る方法として、UAVレーザ測量で取得した3次元点群

データを活用した変状把握手法の研究を実施した。 

 レーザ測量では、公共測量マニュアルに基づいて

オリジナル点群データに対する要求点密度を満たす

ように計測がされる。しかしながら、異なる2時期の

データの差分から斜面全体の変状を同程度の精度で

評価しようとする場合は、さらに対象斜面の角度や

表面の凹凸の程度などによる点密度のばらつきが小

さいことや、2つの時期で同等の計測精度であること

も必要と考えられる。そこで、差分から変状評価す

るために要求すべき事項について検討した。 

ここでは、その一つとしてUAVの飛行高度に関する

検討結果を示す。この検討にあたっては、戸下大橋

の下側斜面を対象に、UAVの飛行高度を一定とした条

件と飛行高度を斜面に沿って変化させた条件で同一

時期に点群データを取得した（図-2）。  

 精度の検証は、高度一定条件の3次元点群データか

ら3次元モデル（TINモデル）を作成した上で、高度

変化条件で取得した計測点からTINモデルで形成さ

れる面までの法線距離を差分として評価した結果に

基づいて行った。 

 図-3、図-4に法枠と枠内アンカーの施工が行われ

た箇所（図-2）での差分図及び点密度分布図を示す。

同一時期に同一箇所で取得したデータなので本来差

分はないが、図-3では特に斜面下方の受圧板周辺で

有意な差がみられた。点密度は高度変化の場合に比

べて、高度一定の方がやや密度が低い。図-3、図-4

から、高度一定による測定では受圧板の影響でこの

周辺の斜面形状を捉え切れていないと考えられる。 

以上より、斜面全体にわたって同等の精度で変状を

把握するためには、特に斜面上の凹凸部分付近での

データ密度を確保できるよう、UAVの飛行高度を変化

させるなど多角度からレーザを照射して点群データ

を取得する必要があることを確認した。 

 このような検討を踏まえて、対象斜面の変状把握

精度に影響を与える主たる要因を整理し（表-2）、

斜面変状をUAV測量による3次元点群データを活用し

て行う場合のデータ取得等に関する要求事項につい

てとりまとめた。 

３．おわりに 

 復旧に係る技術支援や研究の実施にあたっては、

国土交通省九州地方整備局、国総研、土木研究所、

道路管理者である熊本県や南阿蘇村、調査・設計・

施工関係各事業者等多くの方から様々なご助力を頂

いた。ここに記して感謝の意を表します。  

図-2 計測対象箇所  

戸下
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図-3 差分図 

基準データ：高度一定 

比較データ：高度変化  

 

高度一定 

 

高度変化  

 

図-4 点密度分布図 

表-2 UAVレーザ測量による点群データを活用した場合に 
斜面変状評価精度に影響する主な要因 

項目 内容（主な要因）

○計測方法

○飛行条件
（コース（高度・重複度），速度）

○標定点設置位置・設置数

○樹木等の影響を取り除くための
　フィルタリング手法
○3次元モデル作成方法

3. 変状の評価方法 ○差分の評価方式

1. オリジナル点群
データの取得方法

2. 点群データの
処理方法
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 このような検討を踏まえて、対象斜面の変状把握

精度に影響を与える主たる要因を整理し（表-2）、

斜面変状をUAV測量による3次元点群データを活用し

て行う場合のデータ取得等に関する要求事項につい

てとりまとめた。 

３．おわりに 

 復旧に係る技術支援や研究の実施にあたっては、

国土交通省九州地方整備局、国総研、土木研究所、

道路管理者である熊本県や南阿蘇村、調査・設計・

施工関係各事業者等多くの方から様々なご助力を頂

いた。ここに記して感謝の意を表します。  

図-2 計測対象箇所  

戸下
大橋

約 100m

約 40m

高度一定飛行高度

高度変化飛行高度

約 77.5m

約 120m

村道栃の木立野線戸下大橋
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図-3 差分図 

基準データ：高度一定 

比較データ：高度変化  

 

高度一定 

 

高度変化  

 

図-4 点密度分布図 

表-2 UAVレーザ測量による点群データを活用した場合に 
斜面変状評価精度に影響する主な要因 

項目 内容（主な要因）

○計測方法

○飛行条件
（コース（高度・重複度），速度）

○標定点設置位置・設置数

○樹木等の影響を取り除くための
　フィルタリング手法
○3次元モデル作成方法

3. 変状の評価方法 ○差分の評価方式

1. オリジナル点群
データの取得方法

2. 点群データの
処理方法
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国の機関や自治体等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する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、国総研として一元的な技術相談窓口を設

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月から設置しており、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。 

 

 

図-1 国総研技術相談窓口 

 

 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。 

 

 

図-2 久里浜LCM支援総合窓口 

 

 

なお、昨年度はオンラインによる相談対応を行う

など、新型コロナウイルス感染拡大防止に留意しな

がら実施した。 

昨年度の分野別の技術相談の件数は表のとおりで

ある。 

 

表 分野別技術相談件数（令和3年度） 

分野 件数 

下水道 20 

河川 454 

土砂災害 78 

道路 214 

建築・住宅・都市 52 

沿岸海洋・防災 106 

港湾 188 

空港 157 

社会資本マネジメント等 84 

合計 1,353 
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研究動向・成果 
 

 

ダムの安全管理における 

AIの活用 -維持管理の質を 

高める現場支援技術の開発- 
(研究期間：令和２年度～令和４年度) 

河川研究部 大規模河川構造物研究室 

小堀 俊秀     佐藤 弘行     松下 智祥     金銅 将史 

（キーワード）  ダム、安全管理、異常検知、AI、LSTM、Isolation Forest 

 

１．はじめに 

高度成長期に建設された長期供用ダムが増加する

中、ダムの状態に異常がないか巡視や計測により監

視する安全管理の経験が豊富な熟練職員の不足が懸

念される。このうちダムで特徴的な各種計測データ

による安全管理については、現場から「信頼できる

データの分析によっても明確な異常有無の判断が難

しい」などの声も寄せられている。そこで、安全管

理のために現場で取得される各種計測データをもと

に、ダムの管理者が行う異常有無の判断を支援する

技術として、近年多分野で活用が進むAIを用いた異

常検知の手法を検討した。 

 

２．異常検知の手法 

ダムの安全管理を目的として取得される計測デー

タには、漏水量、揚圧力、変形（変位）、地震動（加

速度波形）等がある（図-1）。 

 

 
図-1 ダムの安全管理のための主な計測 

（重力式コンクリートダムの例） 

このうち、堤体の変形（ダムの基礎と天端の相対

変位。以下「堤体変形量」）及び地震動（ダムの天

端で観測された加速度波形）のデータを用い、AI技

術を用いた異常検知の可能性を検討した。これらは

いずれも時系列データとして得られる点で共通する。 

コンクリートダムの場合、堤体変形量は一般に貯

水位や温度の影響を受け、周期的変化を繰り返すこ

とがわかっている。そのため、貯水位や外気温を考

慮した予測値と実測値のずれによる異常検知を考え、

時系列データの回帰問題に適用可能な深層学習のア

ルゴリズムで、過去データを長期記憶として考慮し

た予測が可能なLSTM（Long Short Term Memory、図

-2）の適用を試みた。 

 

 
図-2 LSTMモデルの概要 

 

一方、堤体上で観測された地震動データはダムの

応答を反映したものとなる。このため、構造的損傷

による可能性がある地震時応答の変化からの異常検

知を考えた。ただし、ダムでは実際の損傷事例が限

られる。そのため、正常データの学習から異常検知

が可能な機械学習のアルゴリズムとして、決定木に

よりデータの分割（分類）を繰り返すことで早期に

孤立するデータを異常と判定するIsolation Forest
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主任研究官
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ダムの安全管理における 

AIの活用 -維持管理の質を 

高める現場支援技術の開発- 
(研究期間：令和２年度～令和４年度) 

河川研究部 大規模河川構造物研究室 

小堀 俊秀     佐藤 弘行     松下 智祥     金銅 将史 

（キーワード）  ダム、安全管理、異常検知、AI、LSTM、Isolation Forest 

 

１．はじめに 

高度成長期に建設された長期供用ダムが増加する

中、ダムの状態に異常がないか巡視や計測により監

視する安全管理の経験が豊富な熟練職員の不足が懸

念される。このうちダムで特徴的な各種計測データ

による安全管理については、現場から「信頼できる

データの分析によっても明確な異常有無の判断が難

しい」などの声も寄せられている。そこで、安全管

理のために現場で取得される各種計測データをもと

に、ダムの管理者が行う異常有無の判断を支援する

技術として、近年多分野で活用が進むAIを用いた異

常検知の手法を検討した。 

 

２．異常検知の手法 

ダムの安全管理を目的として取得される計測デー

タには、漏水量、揚圧力、変形（変位）、地震動（加

速度波形）等がある（図-1）。 

 

 
図-1 ダムの安全管理のための主な計測 

（重力式コンクリートダムの例） 

このうち、堤体の変形（ダムの基礎と天端の相対

変位。以下「堤体変形量」）及び地震動（ダムの天

端で観測された加速度波形）のデータを用い、AI技

術を用いた異常検知の可能性を検討した。これらは

いずれも時系列データとして得られる点で共通する。 

コンクリートダムの場合、堤体変形量は一般に貯

水位や温度の影響を受け、周期的変化を繰り返すこ

とがわかっている。そのため、貯水位や外気温を考

慮した予測値と実測値のずれによる異常検知を考え、

時系列データの回帰問題に適用可能な深層学習のア

ルゴリズムで、過去データを長期記憶として考慮し

た予測が可能なLSTM（Long Short Term Memory、図

-2）の適用を試みた。 

 

 
図-2 LSTMモデルの概要 

 

一方、堤体上で観測された地震動データはダムの

応答を反映したものとなる。このため、構造的損傷

による可能性がある地震時応答の変化からの異常検

知を考えた。ただし、ダムでは実際の損傷事例が限

られる。そのため、正常データの学習から異常検知

が可能な機械学習のアルゴリズムとして、決定木に

よりデータの分割（分類）を繰り返すことで早期に

孤立するデータを異常と判定するIsolation Forest
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（IF、図-3）の適用を試みた。 

 
(a)木構造（Isolation tree） (b)特徴量による分割 

図-3 Isolation Forestの概要 

 

３．ダムでの計測データによる異常検知の試行 

(1)LSTMを用いた堤体変位量の異常検知 

国内の重力式コンクリートダム（堤高約120m）の

堤体変形量（上下流方向成分）について、過去の計

測データを、LSTMを用いて学習させた。図-2に示す

モデルの入力層に説明変数に相当するデータとして

貯水位及び温度（外気温、堤体温度）の時系列デー

タを入力し、出力層から得られた堤体変位量の予測

結果と実測値の比較を図-4に示す。同図中には従来

手法である重回帰分析による結果も示しているが、

LSTMによる予測は実測値をよく表現できていること

から、実測値とのずれの閾値を適切に設定すること

で、異常検知への活用が期待できる。 

 

 
図-4 堤体変形量の予測（LSTM） 

 

(2)Isolation Forestによる地震時応答の異常検知 

国内のロックフィルダム（堤高約75m）の天端に設

置された地震計で観測された大小地震時の地震動デ

ータ（加速度波形）とその周波数特性のデータから

各種統計量等を特徴量として抽出し、IFによる学習

（正常/異常の分類）を行わせた。その結果、加速度

レベルが大きく、ダムの固有振動数に相当すると思

われる卓越振動数の減少が見られたデータで、当該

変化が生じた時間帯のデータが異常と判定された

（図-5）。地震時に構造的損傷が報告された海外の

ダムで固有振動数の減少が確認されていることから、

本手法は地震時の異常検知への活用が期待できる。 

 

 

 

 
(a)卓越振動数の減少が認められるデータ（異常ありと判定） 

 

 

 
(b)卓越振動数の減少が認められないデータ（正常と判定） 

図-5 地震動データの異常検知の例（IF） 

 

４．まとめ 

ダムの安全管理において、計測データから異常の

有無の判断を支援する技術として、AIを用いる手法

の活用が期待できる結果が得られた。実際にダムに

異常が生じているかどうかの判断には目視等での確

認その他の調査分析も必要になるが、多数のデータ

からその必要性を判定するためのスクリーニングに

活用できれば、ダムの安全管理の合理化の一助とな

るものと期待される。今後はさらに対象データを広

げ、現場で使える実用的な支援ツールの作成にもつ

なげていきたい。 

 

☞詳細情報はこちら 

小堀俊秀・佐藤弘行・二階堂良平・傅斌・金銅将史：

ダム安全管理用計測データによる異常検知へのAI活

用の試み、土木技術資料、Vol.64、No.1、pp.38-41、

2022. 
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研究動向・成果 
 

 

物理探査技術を活用した 

深層崩壊の危険性が特に 

高い斜面の抽出技術の開発 
(研究期間：平成30年度～) 

土砂災害研究部 砂防研究室      木下 篤彦         山越 隆雄 

土砂災害研究室 中谷 洋明    

（キーワード）  深層崩壊、ヘリコプター、ドローン、空中電磁探査、電気探査 

 

１．はじめに 

2011年台風第12号で深層崩壊が発生した和歌山県

田辺市の熊野地区の斜面において、昨年度ドローン

(UAV)による空中電磁探査等から、崩壊メカニズムに

支配的な地盤内部状況を調査した。この結果、断層

を通って周辺から地下水が斜面に集まっていた可能

性や断層による斜面内での地下水の堰き止めが崩壊

原因の一つになった可能性があることが分かった。

今年度は、昨年度までの成果を基に、空中電磁探査

や、電気探査等の物理探査技術を活用して、広いエ

リアで多数存在する岩盤クリープ斜面の中から特に

崩壊危険性が高い斜面の抽出手法について検討した。 

 

２．広いエリアから深層崩壊の危険性の高い斜面を

抽出する方法 

 国土交通省では、2011年の災害直後から奈良県南

部や和歌山県で定期的にレーザプロファイラによっ

て詳細な斜面地形データを取得している。また、2012

年～2014年にかけて、ヘリコプターによる空中電磁

探査を実施している。レーザプロファイラを実施し、

かつ空中電磁探査を実施した奈良県内の約280km2の

範囲において、以下の調査を行った。 

①レーザプロファイラによる地形図と航空写真を基

に、上部尾根線付近に線状凹地や二重山稜などの変

形が見られる斜面を抽出した。 

②変形が生じている斜面の中心付近に測線を設定し、

その測線に沿ったヘリコプターによる空中電磁探査

の結果を基にした比抵抗断面図を作成した。 

③①・②の結果を基に、変形が生じている斜面をリ

スクレベル1～3に分類した。レベル1は、ひずみ率が 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%以上とした。なお、ひずみ率とは滑落崖の長さを

斜面長で除した割合(図-2)であり、Chigira et 

al.(2013)によると、2011年台風第12号による主な深

層崩壊は、ひずみ率が5～21%であった。レベル2は、

レベル1の条件を満たし、かつ、すべり面と考えられ

る等比抵抗線の集中帯が斜面方向に存在しているこ

とを条件とした(図-2)。すべり面付近では、粘土分

が多くなるため、比抵抗値が変化しやすくなり、等

比抵抗線の集中帯ができると考えられる。レベル3は、
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破砕帯と考えられる等比抵抗線集中帯が鉛直方向に

存在することを条件とした(図-2)。 
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中帯の範囲はいずれも高比抵抗帯であることが分か

った。これらは、空隙が多いエリアと考えられる。 

 断層による地下水への影響を確認する目的で、栃

尾地区の主測線においてドローン空中電磁探査を

2021年の10月期(10月22日測定、3か月間先行累積雨

量522mm)と12月期(12月9日測定、3か月間先行累積雨

量345mm)の2時期で実施した。2時期の比抵抗変化を

10月期比抵抗/12月期比抵抗として図-4に示す。丸印

で示された範囲のうち斜面上部の方は、10月期に低

比抵抗化しており、地下水が流入、もしくは溜まっ

たと考えられる。斜面下部の方は、上部ほど低比抵

抗化しておらず、上部ほどは地下水が流入せず、継

続的にも溜まる傾向にはないエリアと考えられる。 

 以上のように、物理探査により、断層が地下水の

挙動に及ぼす影響を可視化できることが分かった。 

☞詳細情報はこちら 

1) 木下ら（2022）：ヘリコプター及びドローン空中

電磁探査を活用した深層崩壊リスク評価技術の開発，

2022年度日本地すべり学会研究発表会概要集 
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図-2 栃尾地区主測線のヘリコプター空中電磁探
査の比抵抗断面(測定：2013年11月) 

 

図-3 栃尾地区主測線の地上電気探査の比抵抗断
面図(測定：2021年12月) 
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図-4 栃尾地区主測線のドローン空中電磁探査の
2021年10月期と12月期の比抵抗変化断面図 
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公共賃貸住宅ストックでの活用 

を想定した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    大水 敏弘 

住宅研究部    髙橋 暁    

住宅研究部 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 

我が国では、人口減少時代を迎える中、これま

での経済成長を支えてきた労働者の減少が見込ま

れているが、それを上回る生産性を向上させるこ

とで経済成長を実現する「生産性革命」を建設現

場でも目指すことが求められている。このため、

国土交通省ではICT（情報通信技術）の活用による

建設生産システム全体の生産性向上を図る「i-

Construction」の取組が進められており、その一

貫で、Building Information Modeling（以下「BIM」

という。）の活用が推進されている。建築分野で

は維持管理や不動産流通における活用も期待され

ている。 

公共賃貸住宅事業のライフサイクルを通じた

（各段階における）業務の合理化、効率化の推進

維持管理の効率化等の実現に向けて、BIM導入を含

めたDXの推進が一つの手段として考えられ、住宅

研究部では、建築研究所の協力のもと「公共賃貸

住宅に係るBIM検討調査」を実施し、公共賃貸住宅

の維持管理・運営の実態を踏まえた維持管理BIMモ

デルを開発等の検討を進めてきている。 

 

２．公共賃貸住宅の維持保全の現状とBIMを用いた効

率化のニーズ 

「公共賃貸住宅に係るBIM検討調査」において

は、これまで、実務者へのヒアリング等により公

共賃貸住宅における業務効率化に関するニーズ

について調査を行ってきた。 

公共賃貸住宅分野においては、特に既存の住宅

ストックの維持管理について、地方公共団体等に

おける財政的制約や技術系職員の高齢化・人員減

といった状況のなかで、大量の公共賃貸住宅スト

ックの適切な維持管理・運営が必要であり、点検

結果等を踏まえた適切な計画修繕を行うなど、予

防保全的な管理を推進していくことが求められ

ている。一方、維持管理の実務においては、法定

の定期点検と、それより頻度の高い日常点検が行

われているが、日常点検等は現場に図面等を持参

し、紙媒体で実施している実状を把握した。点検

記録、報告書は事務所に戻って清書作業を行うな

ど、記録・入力の手間と時間を要し、転記ミスの

発生リスクが存在しており、修繕工事の発注に当

たっての過去の点検結果の把握にも確認ミスの

リスクが存在している。 

これについて、点検結果の記録及び保全の効率

化を図る方法として、紙ベースによる記録ではな

く、現場に携帯できるタブレット端末等の導入に

よる記録に置き換えることで効率化の可能性が

あり、保存されたデータをBIM 等を活用しつつ維

持保全の適正化のために活用することのニーズ

を確認した。 

 

３．既存の公共賃貸住宅を対象とした維持管理BIMモ

デルの開発 

公共賃貸住宅は、標準設計によるものなど比較

的単純なプランの建物が多く、複雑な設備を有し

ない。したがって公共賃貸住宅の維持管理で扱う

情報は、実施設計や施工現場で用いるほど細かい
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部位部材等の情報は必要ではなく、BIMモデルの

詳細度は維持管理段階で必要な情報の記録や更

新が行えるようなもので必要十分と考えられる。

このため、公共賃貸住宅における維持管理BIMモ

デルとして、空間を扱う単純なオブジェクトで構

成されるモデルを作成している。 

この維持管理BIMモデルは①外形・外構モデル、

②ユニットモデル、③部屋モデル及び④設備モデ

ルの４つで構成（それぞれのモデルのイメージを

図-1に示す）するものとし、公共賃貸住宅の維持

管理において作成する場合、①、②による BIM モ

デルを基本とし、③、④については各管理主体に

おいてニーズがある場合に作成する想定として

いる。 

 

①外形・外構モデル      ②ユニットモデル 

 

③部屋モデル         ④設備モデル 

図-1 公共賃貸住宅のBIMモデル 

点検業務との連携イメージ及び維持管理BIMモ

デルの構成概念図は図-2及び図-3に示すとおり

であり、管理者がBIMソフトウェアを操作しなく

てもよいシステムとし、BIMモデルでデータを管

理するのではなく、BIMモデルは位置情報とIDを

振り分けるためのシステム及び可視化ツールと

捉え、またデータベースから情報を引き出すため

のインデックスとして活用するものと想定して

いる。 

また、絶対座標（緯度経度情報＋高さ）をユニ

ークID(UID)として位置づける。これにより、位置

情報をキー（唯一無二のＩＤとして情報の紐づけ

に活用）として維持管理情報を管理でき、GIS等と

の連携も可能となる。 

このような維持管理BIMモデルの構成について

整理するとともに、タブレット端末等と維持管理 

BIM モデルを用いた日常点検等の維持保全への

活用について実証実験を実施し、業務の効率化

（点検等の記録作成、業務実施の確実性向上、記

録・データ共有等）の可能性について考察した。 

 

図-2 点検業務との連携イメージ 

 

図-3 維持管理BIMモデルの構成概念図 

さらに、地方公共団体から実際の公共賃貸住宅団

地における住棟の図面や維持管理情報の提供を

受け、具体の情報を用いた維持管理BIMモデルの

ケーススタディを行うとともに、維持管理BIMモ

デルの有用性について意見交換を行っている。 

 

３．今後の方向性 

今後は、BIMモデルの開発成果をもとに、公共賃貸

住宅事業におけるBIMモデルの作成・利用ガイドライ

ン案の策定に取組むこととしている。 

 

※本稿の成果は、官民研究開発投資拡大プログラム 

（PRISM）の事業実施によるものである。 

☞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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研究動向・成果 
 

空港版工事帳票管理 

システムの構築 
(研究期間：令和２年度～令和４年度) 

空港研究部 空港施工システム室 

山口 智彦 石田 普賢 森永 俊 伊藤 謙作 

（キーワード） 業務の効率化、働き方改革、クラウドサービス 

１．はじめに 

 工事書類の受発注者間のやり取りについては、こ

れまでインターネットを介したメール等により電子

データの授受は実施しているものの、押印した印刷

物による対面提出を基本としていた。印刷物の共有

は、場所と時間の制約や、移動コスト等の課題があ

り、業務の効率化、働き方改革、新型コロナウイル

ス感染症対策としての対面規制や押印原則の見直し

などの取組みが行われる中、受発注者間の工事書類

の共有を効率的に実施するための情報共有システム

の構築が求められた。本稿では、航空局管内工事に

活用するために構築した「空港版工事帳票管理シス

テム」の概要について、紹介する。 

図 システムイメージ 

２．システム概要 

本システムの機能要件は、国土交通省「土木工事

等の情報共有システム活用ガイドライン」に基づき、

稼働実績のある港湾版工事帳票管理システムを参考

とし、利用者の操作性や、サポートコストなどの運

用面を考慮して、帳票ワークフロー機能に重点を置

いた機能構成としている（表）。 

本システムは、クラウド・バイ・デフォルト原則

に基づき、システムのコスト縮減及び構築期間の短

縮を図るため、ネットワーク及びサーバはクラウド

サービスを利用している。なお、クラウドサービス

の選定にあたっては「政府情報システムのためのセ

キュリティ評価制度(ISMAP)」登録サービスから選定

する必要があることに留意して、多種多様なクラウ

ドサービスの中から特徴や利点、最低限必要となる

項目を整理し、サービスの品質を確認した上で、

ISMAPクラウドサービスリストから選定している。 

表 システムの機能一覧 

 

３．おわりに 

本システムの構築にあたっては、クラウドサービ

スの利点である「効率性」「柔軟性」を活かし、シ

ステムのプロトタイプを一時的に構築して、確認後

破棄するといった利用を行い、低コストで効率的な

新規開発プロセスを実践することができた。クラウ

ドサービスの利用によって、よりセキュアなシステ

ム運用が可能となったが、今後も継続して安全なク

ラウド運用を実施するため、クラウドサービス事業

者から発信される最新の情報を収集し、適切に対応

することとしている。 
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 工事書類の受発注者間のやり取りについては、こ

れまでインターネットを介したメール等により電子

データの授受は実施しているものの、押印した印刷

物による対面提出を基本としていた。印刷物の共有

は、場所と時間の制約や、移動コスト等の課題があ

り、業務の効率化、働き方改革、新型コロナウイル

ス感染症対策としての対面規制や押印原則の見直し

などの取組みが行われる中、受発注者間の工事書類

の共有を効率的に実施するための情報共有システム

の構築が求められた。本稿では、航空局管内工事に

活用するために構築した「空港版工事帳票管理シス

テム」の概要について、紹介する。 

図 システムイメージ 

２．システム概要 

本システムの機能要件は、国土交通省「土木工事

等の情報共有システム活用ガイドライン」に基づき、

稼働実績のある港湾版工事帳票管理システムを参考

とし、利用者の操作性や、サポートコストなどの運

用面を考慮して、帳票ワークフロー機能に重点を置

いた機能構成としている（表）。 

本システムは、クラウド・バイ・デフォルト原則

に基づき、システムのコスト縮減及び構築期間の短

縮を図るため、ネットワーク及びサーバはクラウド

サービスを利用している。なお、クラウドサービス

の選定にあたっては「政府情報システムのためのセ

キュリティ評価制度(ISMAP)」登録サービスから選定

する必要があることに留意して、多種多様なクラウ

ドサービスの中から特徴や利点、最低限必要となる

項目を整理し、サービスの品質を確認した上で、

ISMAPクラウドサービスリストから選定している。 
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省エネ基準申請データを活用した 

建築外皮・設備設計仕様の実態解明 
(研究期間：令和２年度～令和３年度) 

住宅研究部 建築環境研究室      宮田 征門 

住宅研究部          三木 保弘 

（キーワード） 非住宅建築物、省エネルギー、カーボンニュートラル、実態調査、外皮設計、設備設計 

 

１．はじめに 

2050年カーボンニュートラル化を実現するために

は、住宅・建築物の更なる省エネルギー化が必要で

ある。住宅・建築物の省エネルギー化を達成するた

めには、その実態を的確に把握してより効果的な施

策を講じることが重要であるが、特に非住宅建築物

については、外皮・設備設計仕様の実態を用途や規

模毎に調査した事例が乏しく、用途等の特性を踏ま

えた有効な施策検討が難しい。 

この課題を解消するために、国総研では省エネ基

準の適合性判定プログラム（Webプログラム）の入出

力データをプログラム利用者の許諾のもとで収集し、

非住宅建築物の設計仕様の実態解明を試みている1)。

本報では、2018年度の省エネ基準申請データ（計

14,802件分）のうち、新築事務所ビル（計1,731件分）

を対象として分析を行った結果の概要を示す2)。 

 

２．省エネ基準の評価指標によるグループ分け 

 モデル建物法（簡易評価ルート）による一次エネ

ルギー消費性能評価結果（BEIm）の分布を図-1に示

す。BEIm は設計一次エネルギー消費量（設計仕様に

基づき計算したエネルギー消費量）を基準一次エネ

ルギー消費量で除した値であり、BEImが1以下であれ

ば基準適合となる。図-1より、BEIm=0.55、0.65、0.85

を境に大きな件数の差があることが分かる。よって、

BEImに基づき図-1に示す5つのグループ（Group I、

II、III、IV、V）に分けて分析をすることとする。

また、Group Iについては太陽光発電設備の有無で傾

向が大きく異なるため、Group Iのうち太陽光発電設

備がない物件（計35件）をGroup I-npvとして抽出し、

Group I全体の結果とは別に分けて示す。 

 

３．外皮設計仕様の分析 

グループ別の外皮仕様の分析事例として、窓面積

率（窓面積を外皮面積で除した値）及び外壁の熱貫

流率（単位はW/m2K。小さいほど断熱性能が高い）の分

析結果を図-2、図-3に示す（図中の△は平均値を示

す）。窓面積率（図-2）について、グループ毎に大き

な差はみられないものの、BEImが小さいグループは窓

面積率が僅かに小さい傾向がある。Group Iの平均値は

0.159、Group IIは0.176であり、全グループの平均値

は0.191である。外壁の熱貫流率（図-2）はグループ

毎に差があり、Group Iの中央値は0.52W/m2K、Group 

IIは0.61W/m2K、Group IIIは0.66W/m2K、Group IVは

0.74W/m2K、Group Vは0.84W/m2Kである。 

 

４．設備設計仕様の分析 

グループ別の設備仕様の分析事例として、空調冷

熱源機器の床面積あたりの定格能力及び照明設備の

床面積あたりの消費電力の分析結果を図-4、図-5に

示す。冷熱源機器の定格能力（図-4）は、Group Iと

IIの平均値はほぼ同じで約182W/m2であり、Group 

IIIは232.6W/m2、Group IVは286.8W/m2、Group Vは
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311.6 W/m2と順に大きくなる。照明器具の定格消費

電力（図-5）は、Group IとIIがほぼ同じで約5.9 W/m2、

Group IIIは7.48 W/m2、Group IVは10.30 W/m2、Group 

Vは11.94 W/m2と順に大きくなる。 

 

５．グループ別の標準的な設計仕様 

データ分析結果から得られた知見を踏まえ、グル

ープ別の標準的な設計仕様を明らかにした結果を表

に示す。省エネ基準申請データを活用することで、

これまでは不明であった我が国全体の標準的な設計

仕様を定量的に示すことが出来た。 

 

６．まとめ 

現在、脱炭素社会の実現に向けて省エネ基準の強

化に関する議論がなされているが、本成果を活用す

れば、例えば、Group IVレベルからGroup IIレベル

まで上げるためは「外壁の熱貫流率を0.75W/m2Kから

0.60W/m2Kに向上させる」、「照明の消費電力を11W/m2

から6W/m2まで下げる」等、何をしなければいけない

かが明確になる。国や自治体が補助金制度や設計指

針等を立案する際や、建築主や設計者が設計目標を

立てる際に役立つことが期待される。 
 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.1107、No.1143 

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

107.htm 

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

143.htm 

2) 宮田征門他:省エネ基準適合性判定プログラムの

入出力データを活用した非住宅建築物の外皮・設備

設計の実態分析,日本建築学会環境系論文集, 第85

巻, 第777号, pp.859-869, 2020.11 

表 標準的な外皮・設備設計仕様（新築事務所ビル） 

 

図-4 空調冷熱源機器の定格能力 

 

図-5 照明器具の定格消費電力 

 

図-2 窓面積率 

 

図-3 外壁の熱貫流率 
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311.6 W/m2と順に大きくなる。照明器具の定格消費

電力（図-5）は、Group IとIIがほぼ同じで約5.9 W/m2、

Group IIIは7.48 W/m2、Group IVは10.30 W/m2、Group 

Vは11.94 W/m2と順に大きくなる。 

 

５．グループ別の標準的な設計仕様 

データ分析結果から得られた知見を踏まえ、グル

ープ別の標準的な設計仕様を明らかにした結果を表

に示す。省エネ基準申請データを活用することで、

これまでは不明であった我が国全体の標準的な設計

仕様を定量的に示すことが出来た。 

 

６．まとめ 

現在、脱炭素社会の実現に向けて省エネ基準の強

化に関する議論がなされているが、本成果を活用す

れば、例えば、Group IVレベルからGroup IIレベル

まで上げるためは「外壁の熱貫流率を0.75W/m2Kから

0.60W/m2Kに向上させる」、「照明の消費電力を11W/m2

から6W/m2まで下げる」等、何をしなければいけない

かが明確になる。国や自治体が補助金制度や設計指

針等を立案する際や、建築主や設計者が設計目標を

立てる際に役立つことが期待される。 
 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研資料 No.1107、No.1143 

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

107.htm 

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

143.htm 

2) 宮田征門他:省エネ基準適合性判定プログラムの

入出力データを活用した非住宅建築物の外皮・設備

設計の実態分析,日本建築学会環境系論文集, 第85

巻, 第777号, pp.859-869, 2020.11 

表 標準的な外皮・設備設計仕様（新築事務所ビル） 
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社会資本施工高度化研究室    日出山 慎人 山下 尚  

（キーワード）  DX（デジタルトランスフォーメーション）、土工フィールド、技術開発 

 

１．はじめに 

災害対策等の重要性が高まる中、少子高齢化等に

より今後は深刻な人手不足が懸念されている。こう

した背景のもと、国土交通省では安全・安心で豊か

な生活の実現等に向けて、インフラ分野のDXの取組

を推進している。この取組の一環として、国総研は

2020年度の第2次補正予算等を用いて建設DX実験フ

ィールドを整備した。本稿では、建設DX実験フィー

ルドについて、特に土工フィールドに着目し、整備

概要及び活用事例を紹介する。 

２．整備概要 

国総研及び土木研究所にある試験走路北ループ内

に建設DX実験フィールドを整備し、2021年 6月に運

用を開始した。建設DX実験フィールドは 3次元計測

技術等を活用した構造物の施工管理等に関する技術

開発を行うための出来形計測模型、そしてローカル

5G等を活用した無人化施工等に関する技術開発を行

うための土工フィールド等により構成されている。 

ここで、土工フィールドの全景を写真に示す。約

26,000m2（土木研究所保有敷地約 6,000m2を含む）の

敷地に加えて①ローカル 5G 通信施設、②③実験用

建設機械（ただし③は土木研究所保有機械）、④遠

隔操作室、⑤ストックヤード等を整備しており、ICT

施工の普及拡大に向けた計測機器等の技術開発、建

設機械の遠隔操縦や自動・自律施工の技術開発のた

めの実証試験等に活用することができる。 

３．活用事例 

建設DX実験フィールドの活用事例として、2021年

10月に実施した第2回ICT普及促進WGを紹介する。 

ICT施工では延べ作業時間の縮減等が期待される

一方、2016年度～2020年度に直轄工事を受注した

 
写真 建設DX実験フィールドに配備した 

土工フィールド全景 

C等級企業におけるICT施工の経験割合は5割程度で

あり、中小建設業への普及拡大が課題となっている。

本WGでは「だれでも」「どんなときでも」ICT 技術

を活用できるような環境整備等を目的とし、小規模

な建設現場に対応したICT施工技術の試行（小型バッ

クホウマシンガイダンス技術を活用した床堀、LiDAR

を搭載したモバイル端末を活用した地下埋設物模型

の出来形計測）を実施した。試行の結果、各技術の

確立性は高く現場実装が可能なレベルと判断された

ことを踏まえ、基準化に向けた取組を進めている。 

４．おわりに 

土工フィールドの利用は民間企業等にも開放して

いる。当施設の活用がインフラDXの推進に向けた技

術開発の促進に貢献することに期待したい。 

☞詳細情報はこちら 

1) 記者発表「建設DX 実験フィールド始動！～イン

フラDX の推進に向けて建設DX 実験フィールドの運

用を開始」 

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

isya20210628_2.pdf 
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１．はじめに 

国総研の研究方針に、基本姿勢として「広く産学

官との技術の連携・融合を図り、新たな技術展開を

目指す」、研究の心構えとして「自らの強み･弱みを

認識した上で、外部とも連携して効率的な研究体制

を構築」を掲げている。以下に代表的な連携事例を

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研究を本省

等との連携のもとで多数実施している。その中でも

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。令和3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。 

技術連携 

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 

 表-1 令和3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 

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 

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 

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 R02～R05 建築、都市 

建設事業各段階のDXによる抜本的な労働生産性向上に関する研究 R03～R07 
社会資本マネジメ

ント 

 表-2 令和3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 

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 

現場の環境変化を考慮した土木施工の安全対策の高度化に関する研究 R02～R04 
社会資本マネジメ

ント 

非住宅建築物の防火性能の高度化に資する新しい性能指標および評価プログラムの開発 R02～R04 建築 

空き家の管理不全化に対する予防的対策効果の定量化に関する研究 R02～R04 住宅 

災害後における居住継続のための自立型エネルギーシステムの設計目標に関する研究  R02～R04 住宅 

スマートシティ推進支援のための主要な都市問題解決に係る計画評価技術の開発 R02～R04 都市 

自動運転空港除雪車両の導入に関する研究 R02～R04 空港 

下水道を核とした資源循環システムの広域化・共同化に関する研究 R03～R05 下水道 

氾濫シナリオ別ハザード情報図に基づく減災対策検討手法の研究 R03～R05 河川 

土砂・洪水氾濫発生時の土砂到達範囲・堆積深を高精度に予測するための計算モデルの開発 R03～R05 土砂災害 

既存建築物における屋根ふき材の耐風診断・補強技術評価に関する研究 R03～R05 建築 

浴槽レス浴室のバリアフリー基準に関する研究 R03～R05 住宅 

都市関連データのオープン化と利活用の推進に関する研究 R03～R05 都市 

国際海上コンテナ背後輸送の効率化方策に関する研究 R03～R05 港湾 
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目指す」、研究の心構えとして「自らの強み･弱みを

認識した上で、外部とも連携して効率的な研究体制

を構築」を掲げている。以下に代表的な連携事例を

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研究を本省

等との連携のもとで多数実施している。その中でも

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
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う。令和3年度に実施した総プロ課題を表-1に、行政
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①共同研究、②委託研究（研究所公募型）、 
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Ⅲ．制度規定はないものの一定程度確立しているもの 
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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
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課題名 研究期間 担当研究部・センター 
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下水道を核とした資源循環システムの広域化・共同化に関する研究 R03～R05 下水道 

氾濫シナリオ別ハザード情報図に基づく減災対策検討手法の研究 R03～R05 河川 

土砂・洪水氾濫発生時の土砂到達範囲・堆積深を高精度に予測するための計算モデルの開発 R03～R05 土砂災害 

既存建築物における屋根ふき材の耐風診断・補強技術評価に関する研究 R03～R05 建築 

浴槽レス浴室のバリアフリー基準に関する研究 R03～R05 住宅 

都市関連データのオープン化と利活用の推進に関する研究 R03～R05 都市 

国際海上コンテナ背後輸送の効率化方策に関する研究 R03～R05 港湾 

 

 
 

 

令和3年度の実施状況について、共同研究は表-3、

委託研究は表-4に示す。 

表-4 令和3年度に実施した委託研究 

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 18 

 河川砂防技術研究開発 10 

 下水道B-DASH 11 

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例など、

様々な形での技術連携が行われている。今後も産学

官と多様な連携をしながら研究に取り組んで参りた

い。 

 

表-3 令和3年度に実施した共同研究 
共同研究課題名 相手機関 研究期間 担当研究部・センター 

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 

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 

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～R04 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 

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 

3D・4Dのデータを活用した港湾施設の点検・診断システ
ムに関する共同研究 

海洋調査協会 R01～R03 沿岸海洋・防災 

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、プレストレスト・コ
ンクリート建設業協会 

R01～R05 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
大学大学院、京都大学経営管
理大学院、大阪大学大学院、
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
都府、京都大学大学院、大阪
大学大学院、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 

発砲ウレタンによる空港プレキャストコンクリート舗装
下面の空洞充填に関する共同研究 

みらい建設工業株式会社、メ
インマーク株式会社 

R02～R03 空港 

AISデータの輻輳海域における港湾整備への活用に関す
る共同研究 

港湾空港総合技術センター R02～R04 港湾 

社会資本分野における技術基準の策定等に関する 

共同研究 

土木研究所 R02～R03 下水道、河川、土砂
災害、道路交通、道
路構造物、社会資本
マネジメント 

既設橋梁基礎の性能評価手法及び補強設計法に関する共
同研究 

土木研究所、東北大学、全国
地質調査業協会連合会、富山
大学 

R03～R04 道路構造物 
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国際研究活動について

 
 

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、国土交通省の関連方針も踏まえながら、海外の政府機関や政府系研究機関を中心とした機関との

交流を進めるとともに、以下の三つの視点に基づき国際研究活動を推進している。 

(1) 国内の政策に対する技術面からの貢献： 

国総研において締結した二国間の協定や、多国間協力を含めた国土交通本省で締結した協定を活用しながら、

海外の政府機関等とネットワークを構築するとともに、先進事例や災害における被災状況等の情報収集を行い、

国内の政策提案や技術基準等への反映を行う。 

(2) 開発途上国等への技術協力： 

公共施設管理者に近い立場で得られる、国内での公共施設の維持管理や災害対応等に関する知見・教訓や、そ

れらを反映した防災・減災対策の高度化に関する研究成果を活用し、開発途上国等において現地政府が抱える高

度な技術的課題への対策や技術基準策定、技術系政府職員の能力向上のための支援等を行う。 

(3) インフラシステムの海外展開： 

国内における政策展開を支える技術基準策定のための知見を活かし、日本の技術基準を相手国の諸条件に合せ

てカスタムメイドする。一方、国際標準化のための委員会にも参加し、一部技術基準の国際化において主導的役

割を担い、国内基準と国際基準の整合性の確保を行うなど、インフラシステムの海外展開のための技術的な支援

を行う。 

 

２ 2021年度の主な国際研究活動 

 2021年度も、デルタ株やオミクロン株といった新型コロナウィルスの変異株等が蔓延したことにより、昨年度

に引き続き、出入国規制などで国をまたぐ往来を各国が制限している状況だった。そのため、昨年度同様に、国

際会議や打合せ等は取りやめあるいは延期、オンライン会議への変更という対応が取られた。 

 コロナウィルスの蔓延下における2021年度の国際研究活動から、代表的なものを以下の通り紹介する。 

 

２．１ 道路橋に関する海外機関との意見交換 

 道路構造物研究部では、米国運輸省と国土交通省間における日米交通インフラ協力覚書に基づく「日米橋梁ワ

ークショップ」をオンライン形式で開催した。今年度は３日間にわたり耐震設計・補修補強事例や新工法・新材

料について議論し、両国の有する道路構造物の新設・維持管理

に関する新たな知見を共有することができた。 

 また、ベトナム国交通運輸省道路総局（DRVN）と国総研間に

おける「道路橋に関する共同研究・開発の合意に関する協定の

覚書」1）に基づくオンライン会議を実施した。会議では、橋梁

のモニタリングやコンクリート箱桁橋の復旧・補強事例に関し

て活発な意見交換がなされ、両国の技術水準の向上に繋がる有

意義な機会となった。 写真-1 日米橋梁ワークショップ 
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２ 2021年度の主な国際研究活動 

 2021年度も、デルタ株やオミクロン株といった新型コロナウィルスの変異株等が蔓延したことにより、昨年度
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２．１ 道路橋に関する海外機関との意見交換 

 道路構造物研究部では、米国運輸省と国土交通省間における日米交通インフラ協力覚書に基づく「日米橋梁ワ

ークショップ」をオンライン形式で開催した。今年度は３日間にわたり耐震設計・補修補強事例や新工法・新材

料について議論し、両国の有する道路構造物の新設・維持管理

に関する新たな知見を共有することができた。 

 また、ベトナム国交通運輸省道路総局（DRVN）と国総研間に

おける「道路橋に関する共同研究・開発の合意に関する協定の

覚書」1）に基づくオンライン会議を実施した。会議では、橋梁

のモニタリングやコンクリート箱桁橋の復旧・補強事例に関し

て活発な意見交換がなされ、両国の技術水準の向上に繋がる有

意義な機会となった。 写真-1 日米橋梁ワークショップ 

 
 

２．２ 建築物の省エネルギーに関する基準・施策についてのドイツとの意見交換 

国総研では、2019年度に国総研、建築研究所、ドイツ連邦建設・都市・空間研究所（BBSR）間で研究協力に関

する覚書を締結している2）。これに基づき、今年度オンラインで実施した2国間会議においては、BBSR(ドイツ)、

国総研、(国研)建築研究所の研究者を中心に、建築物の省エネルギーに関する基準、施策の動向について日独両

国の取り組みを紹介するとともに、意見交換を行った。 

 

２．３ ベトナムにおける国家港湾基準策定への協力 

港湾研究部では、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」（2014年3月締結、2016年7月更新、2020年10月再

度更新）に基づき、ベトナム国の研究所等とも連携してベトナ

ム国の港湾の国家基準策定に向けたワークショップを行って

きており、これまでに、ベトナム科学技術省より7編のベトナ

ム国家港湾基準（設計基準のうち総則編、荷重と作用編、材料

条件編、基礎編、地盤改良編、係留施設編、施工・検収基準、

維持管理基準）が正式に発行されている。 

2021年度は、再更新された覚書に基づき、港湾研究部では、設計基準のうち防波堤編、浚渫・埋立編の２基準

を対象に、日本とベトナムにおいて、合計4回のWebワークショップを開催し(写真-2)、両国共同でベトナム国家

港湾基準案の編集作業を行った。 

 

２．４ ISOに関する活動 

社会資本マネジメント研究センターにおいては、施工現場情報交換に関する会議に参加し、新たな規格である、

建設現場の機器間の情報交換標準（ISO15143）のPart4（施工現場地形形状）の新設に向けた検討・報告をオンラ

インにて行った（TC127）。また、建築研究部では、炭化水素火災を想定した防耐火試験方法の国際基準について

オンラインによる会議にて議論を行った（TC92）。下水道研究部では、上下水道・雨水管理に関する年次総会や、

気候変動に関するWGの委員としてオンライン会合に参加した（TC224/WG16）。 

 

２．５ JICAプロジェクト・研修への協力 

国総研では、JICAの要請に応じて海外からの研修生を受入れており、例年、研究所内での講義や実験施設の見

学等を実施している。今年度も、オンライン形式で下記研修を実施した。 

(1) 社会基盤整備における事業管理（社会資本マネジメント研究センター）〔研修者数5名〕 

(2) ダム安全管理（河川研究部）〔研修者数9名〕 

(3) 港湾開発・計画（港湾技術者のための）（管理調整部）〔研修者数15名〕 

(4) 港湾維持管理計画（管理調整部）〔研修者数14名〕 

 

 

☞詳細情報はこちら 

1) 国総研 HP（日越協定について） http://www.nilim.go.jp/lab/beg/foreign/kokusai/viet_nam.htm 

2) 国総研 HP（日独協定について） http://www.nilim.go.jp/lab/beg/foreign/kokusai/germany.htm 

写真-2 日越技術ワークショップ 
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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

970 木造 3 階建学校の火災安全性～研究概要～～実大火災実験～ 防火基準研究室
国土技術政策総合研究所、 
( 国研 ) 建築研究所

2017 4

1131
港湾分野における技術基準類の国際展開方策に関する検討 ( その 4) 
～港湾維持管理基準のベトナム国家基準への反映に向けた取組を事例として～

港湾施設研究室
菅原法城、 宮田正史、 加藤絵万、 
川端雄一郎、 稲葉正明、 岩波光保、 
福手勤、 中野敏彦

2020 9

1134 船舶の係留施設への衝突事故に関する基礎的分析
情報 ・ 施工システム 
研究官

松田茂、 宮田正史 2020 12

1135 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 ・ 診断システム開発 （第１報） 沿岸防災研究室 里村大樹、 辻澤伊吹、 山本康太 2020 12

1136 空港地上支援車両自動走行シミュレーションモデルの構築 空港計画研究室
黒田優佳、 森井達也、 平野誠哉、 
高橋良正、 井上岳

2020 12

1146 令和元年度下水道関係調査研究年次報告書 下水道研究部 下水道研究部 2021 2

1147 道路橋脚への高強度鉄筋の適応性に関する研究 橋梁研究室 国土技術政策総合研究所 2021 2

1150
B-DASH プロジェクト No.34 
AI による音響データを用いた雨天時浸入水検知技術導入ガイドライン ( 案 )

下水道研究室 岡安祐司、 松浦達郎 2021 3

1152 3 次元基板構造モデル作成ガイドライン ( 案 ) インフラ施設の液状化ハザードマップ整備を目的として
国土防災研究官 ( 併任） 
企画部

植田彰 2021 3

1153 下水道技術開発レポート 2020 下水道研究部 下水道研究部長　他 2021 3

1154
伊勢湾台風 ・ 阪神大震災における港湾での被害状況及び復旧 ・ 復興過程に関する記録整理 
- 災害対策基本法の制定 ・ 改正との関係を踏まえて -

沿岸海洋新技術研究官 岡本修 2021 3

1155 我が国の対欧米コンテナ輸送において海外港湾に依存するリスクの分析 港湾システム研究室 赤倉康寛、 佐々木友子 2021 3

1156
特異値分析による線形次元削減と代替モデルに基づく耐震性能照査手法の高度化に向けた基礎的研究（そ
の 2） ～重力式岸壁に対する地震応答解析への適用～

港湾施設研究室
住岡直樹、 宮田正史、 福永勇介、 
大竹雄

2021 3

1157
港湾分野でのマルチビーム測量の効率化と施工履歴データを用いた海上地盤改良工の出来形管理の導入
に関する検討

港湾施工システム ・ 保全 
研究室

吉野拓之 ・ 櫻井義夫 ・ 坂田憲治 2021 3

1158
B-DASH プロジェクト No.35 
ヒートポンプレスで低 LCC と高 COP を実現する下水熱融雪システム導入ガイドライン ( 案 )

下水道研究室 岡安祐司、 松浦達郎 2021 3

1159 災害時における開講レーダ (SAR) の散乱変化事例解説集 土砂災害研究室 鈴木大和、 松田昌之、 中谷洋明 2021 4

1160 大規模崩壊時の気候特性 土砂災害研究室 中谷洋明、 内田太郎 2021 5

1161
一般道路における自動運転サービスの社会実装に向けた研究～手動介入発生要因の特定と対策及び社会
受容性の把握～

高度道路交通システム
研究室

中田諒、 藤村亮太、 中川敏正、 
関谷浩孝、 井坪慎二、 岩里泰幸

2021 5

1162 道路橋の設計における諸課題に関わる調査 (20218-2019) 橋梁研究室 国土技術政策総合研究所 2021 6

1163 急傾斜地崩壊対策における有限要素法を用いた待ち受け擁壁安定解析手法 土砂災害研究室 小嶋孝徳、 中谷洋明 2021 6

1164 国際海上物流のホットスポットの通航貨物量 ・ 価値及び閉塞による経済影響の推計 港湾システム研究室 赤倉康寛、 小野憲司 2021 7

1165 LCC 就航後の国内航空運賃の分析 空港計画研究室 黒田優佳、 森井達也 2021 7

1166 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 36 集 緑化生態研究室 緑化生態研究室 2021 7

1167 密集市街地におけるきめ細かな整備事例集 都市研究部 勝又済、 竹谷修一 2021 8

1168 住宅確保要配慮者世帯数推計支援プログラムの利用手引き及び技術解説 建築研究部 長谷川洋 2021 9

1169 風 ・ 流れによる船舶牽引力の評価への静的釣合い計算の適用性検討 港湾研究部
宮田正史、 米山治男、 柴下達哉、 
平田悠真、 佐々木宏和、 竹信正寛

2021 9

1170 港湾内外における船舶の走錨事故に関する基礎的分析 管理調整部 松田茂、 宮田正史 2021 9

1171
3 次元 FEM 解析による既存アンカー耐力式の係船柱用アンカーへの適用性検討　 
～先付けアンカー方式を対象として～

港湾研究部
竹信正寛、 宮田正史、 佐々木宏和、 
平田悠真

2021 9

1172 新型コロナウイルス感染症による影響を中心とした近年の海事動向に関するデータ分析 港湾研究部 上田剛士、 安部智久 2021 9

1173 港湾における防波堤 ・ 倉庫の津波フラジリティカーブ 沿岸海洋 ・ 防災研究部 本多和彦 2021 9

1174 道路における基礎の施工法と設計法の変遷 構造 ・ 基礎研究室 七澤利明 2021 10

1175 道路トンネルの定期点検結果データ集 ( 平成 26 年度～ 30 年度 ) 構造 ・ 基礎研究室 七澤利明、 落合良隆、 佐々木政和 2021 11

1176 都市公園における高齢者の健康づくり機能導入手法に関する技術資料 緑化生態研究室 緑化生態研究室 2021 12

1177 発泡ウレタンによる空港プレストレストコンクリート版下面の空洞充填に関する研究 空港施設研究室
坪川将丈、 河村直哉、 足立雅樹、 
蛭川愛志、 今真吾、 伊藤茂雄、 
亀倉和彦

2021 12

1178 港湾計画における取扱貨物量の将来予測手法の分析 港湾システム研究室 赤倉康寛、 中川元気 2021 12

1179 港湾分野における消波ブロックを対象とした UAV 写真測量の効率的な標定点の配置方法に関する検討
港湾施工システム ・ 保全 
研究室

小川雅史、 辰巳大介、 櫻井義夫 2021 12

1180
拡張されたパナマ運河の利用動向等に関する基礎的な分析　 
～ LPG 船 ,　LNG 船 ,　ドライバルク船を対象として～

国際業務研究室 寺西裕之、 佐野透 2021 12

1181 技術基準の性能規定化の動向を踏まえた道路構造物分野の新技術導入に関する政策研究 道路構造物研究部
福田敬大、 牧野浩志、 星隈順一、 
片岡正次郎

2021 12

1182 セメント系外壁の塗り仕上げの長寿命化改修設計に資する劣化調査のポイント 材料 ・ 部材基準研究室
根本かおり、 三島直生、 土屋直子、 
脇山善夫

2021 12

1183 住宅確保要配慮者世帯数推計支援プログラム 【町村版】 の利用手引き及び技術解説 建築研究部 長谷川洋 2021 12

1184
非住宅建築物の外皮 ・ 設備設計仕様とエネルギー消費性能の実態調査 
– 省エネ基準適合性判定プログラムの入出力データ (2020 年度 ) の分析 –

建築環境研究室 宮田征門、 三木保弘 2022 1

1185 令和 2 年度道路調査等年度報告

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

2022 1

1186 国土技術政策総合研究所研究評価委員会　令和 3 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 2022 1

1187 令和 3 年度　国土技術政策総合研究所評価委員会報告書 研究評価 ・ 推進課 研究評価 ・ 推進課　評価係 2022 1

1188
B-DASH プロジェクト No.36　水位計と光ファイバー温度分布計測システムに AI を組み合わせた雨天時浸入
水調査導入ガイドライン ( 案 )

下水道研究室 岡安祐司、 松浦達郎 2022 2

1189 熊本地震復旧対策研究室 5年の歩み -熊本地震の災害復旧現場に設置した国総研研究室の活動 -
熊本地震復旧対策
研究室

西田秀明 2022 3

1190
B-DASH プロジェクト No.38 
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導入ガイドライン ( 案 )

下水処理研究室 下水処理研究室 2022 3

1191 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 下水道研究室
岩崎宏和、 岡安祐司、 川島靖弘、 
田本典秀、 茨木誠、 日下部包、 
野田康江、 原口翼、 成瀬直人

2022 3

1193 技術提案 ・ 交渉方式の適用事例 ( Ⅰ ) - 効果的な施工技術の活用とリスクへの対応 -
社会資本マネジメント
研究室

社会資本マネジメント研究室 2022 3

＜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

67 地震により空洞が生じた空港舗装の FWD による空洞検出と健全性評価に関する研究 空港施設研究室 河村直哉 2021 3
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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 2022 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。  
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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。 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/mailmag/index.html

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/mailmag/index.html
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